
   
impact factor 

 
impact factor 

 
impact factor 

 
impact factor 

 impact factor 

1995 8 3 11 8 10.4 15.44 25.84 3.23

1996 15 0 15 7 10.03 0 10.03 0.67

1997 10 6 22 16 22.9 26.8 49.7 2.26

1998 8 6 16 14 15.02 16.76 31.78 1.99

1999 8 7 15 14 6.05 26.91 32.96 2.2

2000 7 5 12 9 8.41 6.53 14.94 1.24

2001 13 6 19 13 11.16 13.75 24.91 1.31

2002 23 7 30 22 30.21 4.23 34.44 1.15

2003 22 10 32 29 28.52 26.99 55.51 1.73

2004 36 5 41 33 45.85 15.23 61.08 1.49

2005 33 5 38 35 45.95 14.9 60.85 1.6

2006 30 4 34 34 71.36 4.85 76.21 2.24

2007 32 2 34 32 102.36 3.85 106.21 3.12

2008 30 3 33 29 62.3 2.41 64.71 2.15

2009 26 4 30 28 56.65 9.68 66.35 2.37

2010 13 3 16 12 26.72 6.71 33.43 2.79

2011 26 3 29 17 38.29 4.24 42.53 2.5

2012 22 10 32 27 37.69 52.722 90.412 3.35

2013 32 11 43 39 71.683 50.502 122.185 3.13

2014 31 3 34 32 95.28 3.29 98.57 3.08

2015 26 3 29 28 80.35 3.95 84.3 3.01

2016 38 7 45 44 125.895 35.497 161.392 3.67

2016 12  

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

32 52 65 55 42 54 78 52 60 84 66 55 39 39 22 39 15 31 37 20 34 24 
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◆英文論文 
1. Kunisaki C, Miyata H, Konno H, Saze Z, Hirahara N, Kikuchi H, Wakabayashi G, Gotoh M, Mori M : Modeling preopera-

tive risk factors for potentially lethal morbidities using a nationwide Japanese web-based database of patients un-
dergoing distal gastrectomy for gastric cancer. Gastric Cancer, [Epub ahead of print], 2016. 

2. Takahara T, Wakabayashi G, Konno H, Gotoh M, Yamaue H, Yanaga K, Fujimoto J, Kaneko H, Unno M, Endo I, Seta Y,
Miyata H, Miyazaki M, Yamamoto M : Comparison of laparoscopic major hepatectomy with propensity score matched 
open cases from the National Clinical Databese in Japan. J Hepatobiliary Pancreat Sci, DOI:10.1002/jhbp.405, 
2016. 

3. Ban T, Sato G, Nishiyama A, Akiyama A, Takasuna M, Umehara M, Suzuki S, Ichino M, Matsunaga S, Kimura A, Kimura
Y, Yanai H, Miyashita S, Kuromitsu J, Tsukahara K, Yoshimatsu K, Endo I, Yamamoto T, Hirano H, Ryo A, Taniguchi T,
Tamura T : Lyn Kinase Suppresses the Transcriptional Activity of IRF5 in the TLR-MyD88 Pathway to Restrain the
Development of Autoimmunity. Immunity, 45 : 319-332, 2016.

4. Fujimoto H, Ishikawa T, Satake T, Ko S, Shimizu D, Narui K, Yamada A, Sasaki T, Nagashima T, Endo I, Miyazaki M :
Donor site selection and clinical outcomes of nipple-areola skin-sparing mastectomy with immediate autologous free
flap reconstruction : A single-institution experience. Eur J Surg Oncol, 42 (3) : 369-75, 2016.

5. Fukata S, Kawabata Y, Fujishiro K, Kitagawa Y, Kuroiwa K, Akiyama H, Takemura M, Ando M, Hattori H : Haloperidol
prophylaxis for preventing aggravation of postoperative delirium in elderly patients: a randomized,open-label pro-
spective trial. Springer Published online, DOI 10.1007/s00595-016-1441-2, 2016.

6. Fukata S, Kawabata Y, Fujishiro K, Kitagawa Y, Kuroiwa K, Akiyama H, Takemura M, Ando M, Hattori H : Haloperidol
prophylaxis for preventing aggravation of postoperative delirium elderly patients:a randomized,open-label prospective
trial. Surg Today, DOI 10.1007/s00595-016-1441-2, 2016.

7. Tanaka K, Kikuchi Y, Kawaguchi D, Murakami T, Hiroshima Y, Matsuo K : Modified ALPPS Procedures Avoiding Divi-
sion of Portal Pedicles. Ann Surg, 265 (2) : e14-e20, [Epub adhea of print], 2016.

8. Kimura H, Kunisaki R, Tatsumi K, Koganei K, Sugita A, Endo I : Prolonged Medical Therapy Increases the Risk of Sur-
gical Complications in Patients with Severe Ulcerative Colitis. Dig Surg, 33 (3) : 182-189, 2016.

9. Kobayashi A, Morioka D, Matsumoto C, Miura Y, and Miura M : Hepatocellular carcinoma incidentally detected at sec-
ond hepatectomy for repeated colorectal liver metastasis in a patient with hepatitis C virus-related cirrohosis : a case
report. J Med Case Rep, 10 : 136-141, doi : 10.1186/s13256-016-0927-2, 2016.

10. Takeda K, SawadaY, Kumamoto T, Matsuyama R, Tanaka Y, Ohdan H, Endo I : Successful multidisciplinary treatment
of refractory cytomegalovirus infection after living donor liver transplantation using mixed lymphocyte reactions : re-
port of a case. Clin J Gastroentrol, DOI 10.1007/s 12328-016-0627-x, 2016.

11. Matsuo K, Murakami T, Kawaguchi D, Hiroshima Y, Koda K, Yamazaki K, Ishida Y, Tanaka K : Histologic features after
surgery associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy versus those after hepatectomy
with portal vein embolization. Surgery, 159 (5) : 1289-1298, 2016.

12. Matsuo K, Yamazaki K, Tanaka K : Response to : "Modified associating liver partition and portal vein occlusion for a
staged hepatectomy procedure with right anterior liver sector congestion : Friend or foe?". Surgery, 160 (3) : 821-
822, 2016.

13. Koda K, Shuto K, Matsuo K, Kosugi C, Mori M, Hirano A, Hiroshima Y, Tanaka K : Layer-oriented total pelvic exentera-
tion for locally advanced primary colorectal cancer. Int J Colorectal Dis, 31 (1) : 59-66, 2016.

14. Shuto K, Kono T, Akutsu Y, Uesato M, Mori M, Matsuo K, Kosugi C, Hirano A, Tanaka K, Okazumi S, Koda K, Matus-
bara H : Naso-esophageal extraluminal drainage for postoperative anastomotic leak after thoracic esophagectomy
for patients with esophageal cancer. Dis Esophagus. 2016 Nov 9. Doi : 10. 1111/dote.12492. [Epub ahead of print]

15. Matsuyama R, Mori R, Ota Y, Honmma Y, Kumamoto T, Takeda K, Morioka D, Maegawa J, Endo I : Significance of
Vascular Resection and Reconstruction in Surgery for Hilar Cholangiocarcinoma : With Special Reference to Hepatic
Arterial Resection and Reconstruction. Ann Surg Oncol, 23 : S475-S484 DOI 10.1245/s10434-016-5381-2, 2016.

16. Imoto S, Yamauchi C, Komoike Y, Tsugawa K, Yotsumoto D, Wada N, Ueno T, Oba MS, Shien T, Sugae S, Tsuda H,
Yoneyama K : Trends in axillary treatment for breast cancer patients undergoing sentinel lymph node biopsy as de-
termined by a questionnaire from the Japanese Breast Cancer Society. Breast Cancer, Aug 23, 2016.

17. Ishikawa T, Sakamaki K, Narui K, Kaise H, Tsugawa K, Ichikawa Y, Mukai H : Prospective cohort study of febrile neu-
tropenia in breast cancer patients with neoadjuvant and adjuvant chemotherapy: CSPOR-BC FN study. Jpn J Clin
Oncol, 46 (7) : 692-5, doi : 10. 1093/jjco/hyw045. Epub, 2016.

18. Ishikawa T, Narui K, Tanabe M, Kida K, Oba MS, Yamada A, Ichikawa Y, Endo I : BRCAness is beneficial for indicating
triple negative breast cancer patients resistant to taxane. Eur J Surg Oncol, 42 (7) : 999-1001, doi : 10. 1016
/j.ejso. 02. 246, 2016.

19. Ishibe A, Ota M, Yamaguchi K, Kaida S, Kamiya N, Momiyama M, Watanabe A, Sekizawa K, Kamimukai N, Sugimasa N,
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Wanatanbe J, Ichikawa Y, Kunisaki C, Endo I : Long-term outcomes and prognostic factors of patients with obstruc-
tive colorectal cancer : A multicenter retrospective cohort study. World J Gastroenterol, 22 (22) : 5237-5245, 2016. 

20. Ishibe A, Ota M, Watanabe J, Suwa Y, Suzuki S, Kanazawa A, Watanabe K, Ichikawa Y, Kunisaki C, Endo I : Prediction 
of Lateral Pelvic Lymph-Node Metastasis in Low Rectal Cancer by Magnetic Resonance Imaging. World J Surg, 40 
(4) : 995-1001,doi: 10.1007/s00268-015-3299-7, 2016. 

21. Watanabe J, Suwa Y, Ota M, Ishibe A, Masui H, Nagahori K, Tsuura Y, Endo I : Clinicopathological and Prognostic 
Evaluations of Mixed Adenoneuroendocrine Carcinoma of the Colon and Rectum : A Case-Matched Study. Diseases 
of the Colon&Rectum, 59 (12) : 1160-1167, 2016. 

22. Watanabe J, Ota M, Suwa Y, Ishibe A, Masui H, Nagahori K:Real-Time Indocyanine Green Fluorescence Imaging‒
Guided Complete Mesocolic Excision in Laparoscopic Flexural Colon Cancer Surgery. Diseases of the Colon & 
Rectum, 59 (7) : 701-705,2016. 

23. Watanabe J, Ota M, Kawamoto M, Yago A, Suwa Y, Suwa H, Momiyama M, Ishibe A, Watanabe K, Masui H, Nagahori 
K : A randomized controlled trial of subcutaneous closed-suction Blake drains for the prevention of incisional surgical 
site infection after colorectal surgery. Int J Colorectal Dis, 32 (3) : 391-398, 2016. 

24. Watanabe J, Ota M, Suwa Y, Ishibe A, Masui H, Nagahori K : Single-incision laparoscopic anterior resection using a 
curved stapler. Diseases of the Colon & Rectum, 59 (11) : 1105-1109, 2016. 

25. Watanabe J, Ota M, Suwa Y, Ishibe A, Masui H, Nagahori K : Evaluation of lymph flow patterns in splenic flexural co-
lon cancers using laparoscopic real-time indocyanine green fluorescence imaging. Int J Colorectal Dis, 32 (2) : 201-
207, 2016. 

26. Watanabe J, Ota M, Fjii S, Suwa H, Ishibe A, Endo I : Randomized clinical trial of single-incision versus multiport lapa-
roscopic colectomy. Br J Surg, 103 (10) : 1276-1281, 2016. 

27. Hiroshima Y, Matsuo K, Kawaguchi D, Kikuchi Y, Endo I, Koda K, Togo S, Hoffman RM, Tanaka K : Modified Liver 
Hanging Maneuver for En-bloc Right-sided Hepatectomy Combined with Total Caudate Lobectomy for Colon-Cancer 
Liver Metastasis and Hepatocellular Carcinoma. Anticancer Res, 36 (4) : 1729-35, 2016. 

28. Hiroshima Y, Maawy A, Zhang Y, Zhang N, Murakami T, Chishima T, Tanaka K, Ichikawa Y, Bouvet M, Endo I, Hoffman 
RM : Patient-derived mouse models of cancer need to be orthotopic in order to evaluate targeted anti-metastatic 
therapy. Oncotarget, doi : 10.18632/oncotarget.12322. [Epub ahead of print], 2016. 

29. Hiroshima Y, Lwin TM, Murakami T, Mawy AA, Kuniya T, Chishima T, Endo I, Clary BM, Hoffman RM, Bouvet M : Effec-
tive Fluorescence-Guided Surgery of Liver Metastasis Using a Fluorescent Anti-CEA Antibody. Journal of Surgical 
Oncology, 114 (8) : 951-958, 2016. 

30. Hiroshima Y, Shuto K, Yamazaki K, Kawaguchi D, Yamada M, Kikuchi Y, Kasahara K, Murakami T, Hirano A, Mori M, 
Kosugi C, Matsuo K, Ishida Y, Koda K, Tanaka K : Fractal Dimension of Tc-99m DTPA GSA Estimates Pathologic Liver 
Injury due to Chemotherapy in Liver Cancer Patients. Ann Surg Oncol, 23 (13) : 4384-4391, 2016. 

31. Yamada Ａ, Narui K, Sugae S, Shimizu D, Takeda K, Ichikawa Y, Ishikawa T, Endo I : Operation with less adjuvant 
therapy for elderly breast cancer. Jurnal of Surgical Researchi, 204 (2) : 410-417, 2016. 

32. Sawada Y, Yoshikawa T, Ofuji K, Yoshimura M, Tsuchiya N, Takahashi M, Nobuoka D, Gotohda N, Takahashi S, Kato 
Y, Konishi M, Kinoshita T, Ikeda M, Nakachi K, Yamazaki N, Mizuno Shoichi, Takayama T, Yamao K, Uesaka K, Furuse 
J, Endo I, Nakatsura T : Phase II study of the GPC3-derived peptide vaccine as an adjuvant therapy for hepatocellu-
lar carcinoma patients. OncoImmunology, 5 (5) e1129483, 2016. 

33. Murakami T, DeLong J, Eilber FC, Zhao M, Zhang Y, Zhang N, Singh A, Russell T, Deng S, Reynoso J, Quan C, Hiro-
shima Y, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Chawla S, Endo I, Hoffman RM : Tumor-targeting Salmonella 
typhimurium A1-R in combination with doxorubicin eradicate soft tissue sarcoma in a patient-derived orthotopic xen-
ograft (PDOX) model. Oncotarget, 7 (11) : 12783-90, 2016. 

34. Murakami T, Zhang Y, Wang X, Hiroshima Y, Kasashima H, Yashiro M, Hirakawa K, Miwa A, Kiyuna T, Matsuyama R, 
Tanaka K, Bouvet M, Endo I, Hoffman RM : Orthotopic Implantation of Intact Tumor Tissue Leads to Metastasis of 
OCUM-2MD3 Human Gastric Cancer in Nude Mice Visualized in Real Time by Intravital Fluorescence Imaging. Anti-
cancer Res. 2016 ; 36 : 2125-30. 

35. Murakami T, Singh AS, Kiyuna T, Dry SM, Li Y, James AW, Igarashi K, Kawaguchi K, DeLong JC, Zhang Y, Hiroshima 
Y, Russell T, Eckardt MA, Yanagawa J, Federman N, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I, Eilber 
FC, Hoffman RM:Effective molecular targeting of CDK4/6 and IGF-1R in a rare FUS-ERG fusion CDKN2A-deletion 
doxorubicin-resistant Ewing's sarcoma patient-derived orthotopic xenograft (PDOX) nude-mouse model. Oncotarget, 
7 (30) : 47556-47564, 2016. 

36. Murakami T, Igarashi K, Kawaguchi K, Kiyuna T, Zhang Y, Zhao M, Hiroshima Y, Nelson SD, Dry SM, Li Y, Yanagawa 
J, Russell T, Federman N, Singh A, Elliott I, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Endo I, Eilber FC, Hoffman RM : Tu-
mor-targeting Salmonella typhimurium A1-R regresses an osteosarcoma in a patient-derived xenograft model resistant 
to a molecular-targeting drug. Oncotarget, doi : 10.18632/oncotarget. 14040. [Epub ahead of print], 2016. 

37. Murakami T, Yamazaki M, Yamazaki K, Matsuo K, Hirano A, Hiroshima Y, Kawaguchi D, Ishida Y, Suzuki Y, Sugiyama 
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M, Koda K, Tanaka K : A distinctive myoepithelial hamartoma of the pancreas histologically confirmed in the mother 
of a previously reported patient. Pancreatology, 16 (3) : 464-8, 2016. 

38. Murakami T, Kunisaki C, Hasegawa S, Kimura J, Takagawa R, Kosaka T, Ono HA, Makino H, Akiyama H, Endo I : 
Postoperative infectious complications-driven recurrence after radical resection for esophageal cancer. Esophagus, 
13 (4) : 343-350, 2016. 

39. Kawaguchi D, Hiroshima Y, Matsuo K, Endo I, Koda K, Tanaka K : Hepatic Resection After Prehepatectomy Chemo-
therapy for Metastatic Colorectal Cancer : A Propensity-Matched Analysis. Anticancer Res, 36 (9) : 4725-4730, 
2016. 

40. Kawaguchi D, Hiroshima Y, Matsuo K, Endo I, Koda K, Tanaka K : Parenchymal Congestion Is Important for Rapid 
Regeneration of the Future Liver Remnant Following the ALPPS Procedure. Anticancer Res, 36 (9) : 4731-4738, 
2016. 

41. Satou S, Nakamura F, Hiroshima Y, Nagashima Y, Kato I, Yamashita N, Goshima Y, Endo I : Caerulein-induced pancre-
atitis augments the expression and phosphorylation of collapsin response mediator protein 4. J Hepatobiliary Pan-
creat Sci, 23 (7) : 422-431, 2016. 

42. Kida K, Ishikawa T, Yamada A, Shimada K, Narui K, Sugae S, Shimizu D, Tanabe M, Sasaki T, Ichikawa Y, Endo I : Ef-
fect of ALDH1 on prognosis and chemoresistance by breast cancer subtype. Breast Cancer Res Treat, 156 (2) : 
261-9, 2016. 

43. Shima H, Yamada A, Ishikawa T, Endo I : Are breast cancer stem cells the key to resolving clinical issues in breast 
cancer therapy?. Gland Surgery, doi : 10.21037/gs, 2016. 

44. Kikuchi Y, Hiroshima Y, Matsuo K, Kawaguchi D, Murakami T, Yabushita Y, Endo I, Taguri M, Koda K, Tanaka K:A 
Randomized Clinical Trial of Preoperative Administration of Branched-Chain Amino Acids to Prevent Postoperative 
Ascites in Patients with Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma. Ann Surg Oncol, 23 (11) : 3727-3735, 2016. 

45. Horii N, Morioka D, Yamaguchi K, Sato Y, Miura M, and Tanabe M : Bowel strangulation caused massive intraperitone-
al adhesion due to effective chemotherapy for multiple peritoneal metastases originating from descending colon can-
cer. Clin J Gastroenterol, 9 : 306-311, doi : 10.1007/s12328-016-0679-y, 2016. 

 
 

◆和文論文 
1. 遠藤 格 : 胆道癌と良性疾患の鑑別診断 －胆管狭窄－．M.P., 33 (1) : 136, 2016. 
2. 遠藤 格 : 胆道がん. 文春+クリニック, 104-105, 2016. 
3. 遠藤 格, 松山 隆生，森 隆太郎 : 肝内胆管癌と肝門部胆管癌の差異－臨床病理学的検討から－．日本消化器病学会雑誌, 113 (9) : 

1541-1549, 2016. 
4. 大田 貢由, 渡邊 純, 諏訪 宏和, 中川 和也, 石部 敦士, 遠藤 格 : 側方郭清に必要な解剖. 手術, 70 (5) : 605-611, 2016. 
5. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 中川 和也, 石部 敦士, 渡邊 純, 遠藤 格 : 拡大手術に必要な解剖－臓側骨盤筋膜と壁側骨盤筋膜－. 手術, 70 

(8) : 1037-1044, 2016. 
6. 木村 英明, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格：クローン病 手術適応と手術後の治療方針 外科医が術後フォ

ローする立場から. 臨床消化器内科, 31 (6) : 709-714, 2016. 
7. 木村 英明, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : HALSによる小腸・大腸の手術 潰瘍性大腸炎手術における

HALSの応用. 外科, 78 (9) : 954-958, 2016. 
8. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 大田 洋平, 前川 次郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する血管合併切除における術前３Dシミュレー

ション. 消化器外科, 39 : 47-56, 2016． 
9. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管空腸吻合－胆管損傷Bismuth分類Ⅲ～Ⅳ型－. 胆と膵, 37 

(3) : 227-232, 2016. 
10. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管空腸吻合時の術中胆管狭窄のチェックと予防. 臨床外科, 71 

(7) : 831-836, 2016. 
11. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 武田 和永, 森岡 大介, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する左３区域切除・肝外胆管亜全摘術. 手術, 

70 (4)：469-475 
12. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 平谷 清吾, 原田 郁, 遠藤 格 : 上腸間膜動脈浸潤例に対する上腸間膜動脈合併切除の治療成績. 胆

と膵, 37 (7) : 681-686, 2016. 
13. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 森岡 大介, 遠藤 格 : 門脈・肝動脈浸潤を伴う 肝門部胆管癌に対する手術. 手術, 70 

(12) : 1567-1575, 2016. 
14. 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 2. 膵癌治療における外科の役割Up-to-date. Annual Review消化器 : 217-223, 2016. 
15. 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 評価ｋ・対応の実際 胆嚢・胆管 胆摘後症候群，術後胆管炎．臨床外科, 71 (3) : 300-304, 

2016. 
16. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌に対する術前治療. 胆と膵, 37 (6) : 499-

504, 2016. 
17. 森 隆太郎 : 新たな治療戦略の可能性 ボーダーライン膵がんに対する術前化学放射線療法. WEBがんサポート, 2016. 7. 
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18. 石部 敦士, 大田 貢由, 渡邉 純, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 
格 : 腹腔鏡下側方郭清. 臨床外科, 71 (2) : 182-186, 2016. 

19. 樅山 将士, 山岸 茂, 高橋 直行, 佐藤 渉, 松尾 憲一, 仲野 明 : 術前CTコロノグラフィーが病変範囲決定に有用であった腹腔鏡下結
腸亜全摘術を施行した突発性腸間膜静脈硬化症の 1例. 横浜医学, 67 (1) : 17-21, 2016. 

20. 中川 和也, 國崎 主税, 大田 貢由, 國崎 主税, 宮田 晶代, 遠藤 格 : 特集5 消化器外科術観察後＆対応ポイント スグわかりイラスト
＋Q＆A 直腸切除術. 消化器外科NURSING, 7 (601) : 33-39, 2016. 

21. 矢澤 慶一, 森岡 大介, 小林 敦夫, 佐藤 芳樹, 遠藤 格 : 化学療法により長期生存中の切除不能胆管がん症例に発症した胆石イレウス
の 1例. 日本胆道学会雑誌, 30 (2) : 228-233, 2016. 

22. 有坂 早香, 小坂 隆司, 國崎 主税, 市川 靖史, 秋山 浩利, 古屋 充子, 大橋 健一, 遠藤 格 : DOC/S-1併用術前補助化学療法により
Pathological Complete Reseponseが得られた進行胃癌の 1例. 癌と化学療法, 43 (7) 889-892, 2016. 

23. 山本 淳, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 膵切除術後膵液瘻に対する内視鏡的経胃ドレナージの意義. 日本腹
部救急医学会雑誌, 36 (5) : 835-841, 2016. 

24. 高橋 智昭, 渡部 顕, 山岸 茂, 押 正徳, 上田 倫夫, 仲野 明 : 腹腔鏡下に診断・治療した外側型盲腸周囲ヘルニアの 1例. 日本内視鏡
外科学会雑誌, 21 (1) : 45-50, 2016. 
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◆国際学会 
Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco, 2016/1/21～23 
1. Ishibe A, Ota M, Tsuboi H, Takeshita A, Suwa H, Momiyama M, Watanabe J, Kosaka T, Watanabe K, Akiyama H,
Ichikawa Y, Kunisaki C, Endo I : The novel diagnostic method for colorectal cancer : Detection of methyl mercaptan 
from flatus. ポスター. 

Academic Suragical Congress（ASC）11th Annual Congress, Florida, 2016/2/4～6 
1. Yamada A, Narui K, Sugae S, Shimizu D, Takabe K, Ichikawa Y, Ishikawa T, Endo I : Operation with less adjuvant
therapy for elderly breast cancer. ポスター. 

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, Boston, 2016/3/16～19 
1. Suwa Y, Watanabe J, Ota M, Suwa H, Momiyama M, Ishibe A, Watanabe K, Masui H, Nagahori K : EVALUATION OF
THE LYMPHATIC FLOW AT THE SPLENIC FLEXURE IN THE LAPAROSCOPIC COLON CANCER SURGERY. ポスター. 

AACR Annual Meeting, New Orleans, 2016/4/16～20 
1. Murakami T, Hiroshima Y, Zhang Y, Zhao M, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I, Hoffman R :
Tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R efficacy on colon cancer liver metastasis alone and in combination 
with fluorescence-guided surgery. ポスター. 

2. Murakami T, Hiroshima Y, Zhang Y, Zhao M, Kiyuna T, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I,
Hoffman R : Tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R promotes CD8+ T cell infiltration in pancreatic cancer in
an orthotopic syngeneic mouse model. ポスター.

12th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Sao Paulo, 2016/4/20～23 
1. Endo I : The Quandary of the Margins. 講演.

The American Society of Colon and Rectal Surgeons（ASCRS）Annual Scientific Meeting, 
Los angeles, 2016/4/30～5/4 
1. Kimura H, Kunisaki R, Tatsumi K, Koganei K, Sugita A, Endo I : One Stage Restorative Proctocolectomy With a
Stapled Ileal Pouch-anal Anastomosis Using Hand-assisted Laparoscopic Surgery (HALS) for Ulcerative Colitis. ポス
ター. 

50th annual Pancreas Club Meeting, San Diego, USA, 2016/5/20～21 
1. Murakami T, Hiroshima Y, Zhang Y, Zhao M, Kiyuna T, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I, and
Robert M. Hoffman : EFFICACY OF TUMOR-TARGETING SALMONELLA TYPHIMURIUM A1-R AGAINST A SYNGENEIC 
PANCREATIC CANCER MOUSE MODEL IS ASSOCIATED WITH CD8+ T CELL INFILTRATION. ポスター. 

ASCO, Chicago, USA, 2016/6/3～7 
1. Murakami T, Jonathan C. DeLong, Frederick C. Eilber, Zhao M, Zhang Y, Zhang N, Arun S. Singh, Russell T, Tanaka K,
Endo I, Robert M. Hoffman : Eradication of soft-tissue sarcoma in a patient-derived orthotopic xenograft (PDOX) 
model by tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R in combination with doxorubicin. ポスター. 

2. Narui K,Ohno S, Mukai H, Hozumi Y, Miyoshi Y, Yoshino H, Doihara H, Suto A, Tamura M , Morimoto T, Zaha H,
Chishima T, Nishimura R, Ishikawa T, Uemura Y, Ohashi Y : Participants in randomized-controlled trial (SELECT BC)
had longer overall survival than non-participants: a prospective cohort study. ポスター.

World Congress of IASGO, Seoul, 2016/9/8～10 
1. Endo I : SY19-1 Regional Difference : Pathogenesis & Epidemiology. 講演・ランチョン.
2. Kumamoto T, Sawada Y, Yabushita Y, Hiratani S, Nakayama G, Takeda K, Tanaka K, Mori R, Matsuyama R, Akiyama
H, Endo I : Usefulness of measuring functional liver volume by using 99mTc-galactosyl human serum albumin scintig-
raphy single-photon emission computed tomography. ポスター.

3. Hiratani S, Matsuyama R, Yabushita Y, Sawada Y, Kumamoto T, Mori R, Endo I : The difference in clinicopathological
characteristics betwee perihilar cholangiocarcinoma and hilar intrahepatic cholangiocarcinoma. ポスター.

4. Oshi M, Ishibe A, Ota M, Suwa Y, Suwa H, Momiyama M, Watanabe J, Watanabe K, Kunisaki C, Endo I : Visceral obesi-
ty umbilical hernia are risk factors for incisional hernia hernia after laparoscopic colorectal surgery. ポスター.
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4th Intermational Conference of Federation of Asian Clinical Oncology. Xiamen, 2016/9/21～25 
1. Sato K, Kunisaki C, Kosaka T, Takagawa R, Takahashi M, Izumisawa Y, Miyamoto H, Yamaguchi N, Kimura J, Ono H, 
Makino H, Akiyama H, Endo I : A Multicenter Phase Ⅱ Study of Capecitabine plus Cisplatin as First-line Therapy for 
HER2-negative Advanced Gastric Cancer. ポスター. 

 
The 19th Annual Meeting of Chinese Society of Clinical Oncology. Xiamen, 2016/9/21～25 
1. Sato S, Kunisaki C, Tanaka Y, Miyamoto H, Kosaka T, Yukawa N, Ota M, Sato K, Izumisawa Y, Akiyama H, Endo I : 
Safety of Laparoscopic Gastric Cancer Surgery with Patients Receiving Antithrombotic Therapy. ポスター. 

 
International Shock Congress, Tokyo, 2016/10/3～5 
1. Endo I, Matsuyama R, Mori R, Kumamoto T, Arisaka Y, Suwa Y, Gotoh K, Nakayama G : EARLY DETECTION AND 
TREATMENT FOR POSTOPERATIVE LIVER FAILURE BASED ON THE MECHANISTICAL INSIGHTS. シンポジウム. 

 
40th World Congress of the International College, Kyoto, 2016/10/23～26 
1. Kunisaki C, Kosaka T, Miyamoto H, Tanaka Y, Sato S, Yukawa N, Ota M, Sato K, Izumisawa Y, Akiyama H, Endo I : 
Surgical Advantages of Reduced-port Laparoscopic Gastrectomy in Gastric Cancer. シンポジウム. 

2. Endo I : Oral 17 Liver&Biliary Tract 6. 座長・司会. 
3. Kumamoto T : Usefulness of measuring functional liver volume by using 99mTc-galactosyl human serum albumin scin-
tigraphy single-photon emission computed tomography. ポスター. 

4. Kosaka T, Kunisaki C, Miyamoto H, Sato S, Tanaka Y, Ota M, Yukawa N, Sato K, Izumisawa Y, Akiyama H, Endo I : 
Long term outcome of laparoscopy-assisted distal gastrectomy for clinical T2/3 (MP/SS) gastric cancer. ポスター. 

5. Sugae S, Shima H, Suzuki C, Ishii S, Narui K, Shimada K, Harada F, Yamamoto S, Chishima T, Ishikawa T, Ichikawa Y, 
Endo I : Predicting non-sentinel Iymph node status in sentinel Iymph node positive breast cancer patients 
(YCOG1303). ポスター. 

6. Nakagawa K, Ota M, Suwa K, Sugano N, Mushiake H, Suwa Y, Momiyama M, Ishibe A, Yukawa N, Kunisaki C, Endo I : 
Short-term outcomes of laparoscopic surgery for colon and rectal cancer in patients with over 80years old. ポスター. 

7. Miyamoto H, Kunisaki C, Sato S, Tanaka Y, Sato K, Izumisawa Y, Kosaka T, Yukawa N, Ota M, Akiyama H, Endo I : 
Tumor Volume as a Prognostic Factor in Patients with Esophageal Cancer. ポスター. 

8. Suwa Y, Momiyama M, Ishibe A, Nakagawa K, Suwa H, Watanabe J, Watanabe K, Ota M, Akiyama H, Ichikawa Y, Endo 
I : Surgical outcomes of Laparoscopic rectal cancer surgery in obese patients. ポスター. 

 
ctos Annual Meeting, Lisbon, Portugal, 2016/11/9～12 
1. Murakami T, Arun S. Singh, Kiyuna T, Sarah M. Dry, Yunfeng Li, Igarashi K, Kawaguchi K, Zhang Y, Russell T, Mark A. 
Eckardt, Yanagawa J, Federman N, Endo I, Fritz C. Eilber, Robert M. Hoffman : MOLECULAR TARGETING OF CDK4/6 
AND IGF-1R IN A FUS-ERG FUSION DOXORUBICIN-RESISTANT EWING SARCOMA/PNET PATIENT-DERIVED 
ORTHOTOPIC XENOGRAFT (PDOX) MODEL. ポスター. 

 
San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, 2016/12/6～10 
1. Narui K, Ishikawa T, Shimizu D, Tanabe M, Sasaki T, Oba M, Morita S, Nawata S, Kida K, Mogami M, Doi T, Tsugawa K, 
Ogata H, Ota T, Kosaka Y, Sengoku N, Kuranami M, Saito Y, Suzuki Y, Suto A, Arioka H, Chishima T, Ichikawa Y, Endo 
I, Tokuda Y, KBOG Study Group : A randomized Phase Ⅱ neoadjuvant study comparing docetaxel and cyclophos-
phamide therapy with 5-fluorouracil,epirubicin, and cyclophosphamide followed by docetaxel for hormone receptor-
negative breast cancer. ポスター. 

 
 

◆国内学会 
第52回日本腹部救急医学会総会, 東京, 2016/3/3～4 
1. 遠藤 格 : 特別企画 急性胆嚢炎のベストプラクティスを探る : 2016. 指定発言. 
2. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 絞扼性イレウスの
診断における判別式の有用性. ワークショップ. 

3. 有坂 早香, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 諏訪 雄亮, 門倉 俊明, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 
和永, 遠藤 格 : EAAによる急性胆管炎の重症度診断. ワークショップ. 

4. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 急性胆管炎による重症敗血症 DIC に対するｒTM の
治療成績. 一般演題. 

 
第15回日本再生医療学会総会, 大阪, 2016/3/17～19 
1. 遠藤 格 : シンポジウム. 座長・司会. 
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第88回日本胃癌学会総会, 大分, 2016/3/17～19 
1. 秋山 浩利：80歳以上の高齢者胃癌に対する外科治療の功罪．ポスター． 
2. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 木村 準, 高川 亮, 小野 秀高, 國崎 主税, 遠藤 格 : StageⅢ胃癌に対する術前 TS-1+DOC 療法
（NAC-DS）の検討. ポスター. 

3. 宮本 洋, 國崎 主税, 笠原 康平, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 超高齢者
胃癌症例に対する外科治療の戦略. ポスター. 

4. 小笠原 康夫, 國崎 主税, 片山 雄介, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 遠藤 格 : 心疾患を合併した高齢者胃癌症例
に対する腹腔鏡下胃切除術の意義. ポスター. 

 
第116回日本外科学会定期学術集会, 大阪, 2016/4/14～16 
1. 遠藤 格 : シンポジウム. 座長・司会 
2. 秋山 浩利, 小坂 隆司, 石部 敦士, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋和, 泉澤 祐介, 國崎 主税, 徳久 元彦, 市川 靖史, 遠藤 格 : 進行食道
癌に対する術前化学療法を施行症例の予後因子解析. ポスター. 

3. 大田 貢由, 渡邉 純, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : OSNA 法を用いた直腸癌側方セ
ンチネルリンパ節生検法の確立. 一般演題. 

4. 木村 英明, 小暮 悠, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 当院における潰瘍性大腸炎術後妊娠出産例の特徴, 一般
演題. 

5. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 武田 和永, 森岡 大介, 前川 二郎, 遠藤 格 : 肝動脈再建術を要する肝門部
胆管癌切除における3D-CT を用いた術前切除再建シミュレーションの有用性. シンポジウム. 

6. 熊本 宜文, 高橋 弘毅, 久保 博一, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 武田 和永, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 肝切除
術後の播種性血管内凝固症候群の早期診断についての検討. ポスター. 

7. 成井 一隆, 佐武 利彦, 山田 顕光, 足立 祥子, 渋谷 麻衣, 島 秀栄, 原田 郁, 山本 晋也, 嶋田 和博, 田辺 美樹子, 喜多 久美子, 菅江
貞亨, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 遊離脂肪移植による乳房切除一次再建. パネルディスカッション. 

8. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 初回切除不能・進行膵胆道癌に対する長期
化学療法後切除の意義, 一般演題. 

9. 石部 敦士, 大田 貢由, 坪井 宏之, 竹下 朱美, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 
浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : メチルメルカプタンによる大腸癌新規診断法. 一般演題. 

10. 南 裕太, 笠原 康平, 佐藤 圭, 円谷 彰, 國崎 主税, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 80 歳以上の
高齢者に対する高難度肝胆膵手術の検討. ポスター. 

11. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 
格 : 結腸癌手術における Enhanced recovery after surgery の導入と現状. ワークショップ. 

12. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 
格 : 側方リンパ節転移を伴う下部進行直腸癌の手術単独治療成績. パネルディスカッション. 

13. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 山口 直孝, 小坂 隆司, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道胃接合部癌の治療成
績. ポスター. 

14. 山田 顕光, 成井 一隆, 足立 祥子, 田辺 美樹子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 当院の超高齢者乳
癌に対する集学的治療の現状. ポスター. 

15. 浅野 史雄, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 先天性胆道拡張症における術後
フォローアップの課題. 一般演題. 

16. 澤田 雄, 武田 和永, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 南 裕太, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 大腸癌肝
転移に対する肝切除療法の癌―切除断端距離の意義. ポスター. 

17. 中川 和也, 大田 貢由, 山田 淳貴, 加藤 綾, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖
史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術後フォローアップにおける血清ｐ53抗体測定の意義. ポスター. 

18. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 
格 : 胃切除術における肥満の影響に関する検討. 一般演題. 

19. 川口 大輔, 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : NCCN ガイドラ
インにおけるBorderline resectable 膵癌に対する術前化学放射線療法の治療成績. 一般演題. 

20. 有坂 早香, 松山 隆生, 菅江 貞亨, 小坂 隆司, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 石部 敦士, 樅山 将士, 大田 洋平, 澤田 雄, 武田 和永, 秋山 
浩利, 遠藤 格 : 女性外科医が希望するキャリア. 一般演題. 

21. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 軽症・中等症胆管炎
におけるDIC発生予測因子の検討. 一般演題. 

22. 久保 博一, 熊本 宜文, 高橋 弘毅, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝切除術後肝切離面
感染の穿刺ドレナージ予測因子の検討. ポスター. 

23. 堀井 伸利, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 樅山 将士, 石部 敦士, 高川 亮, 木村 準, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行胃癌に対する術前
化学療法による骨格筋減少と術後合併症の関連についての検討. ポスター. 

24. 山田 淳貴, 大田 貢由, 加藤 綾, 中川 和也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖
史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術前における下肢静脈超音波による深部静脈血栓症スクリーニングの有用性. 一般演題. 
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第102回日本消化器病学会総会, 東京, 2016/4/21～23 
1. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 徳久 元彦, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : cstageⅡ/Ⅲ食道癌に
対する術前治療症例の治療成績, 一般演題. 

2. 宮本 洋, 國崎 主税, 笠原 康平, 片山 雄介, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 木村 準, 高川 亮, 小野 秀高, 牧
野 洋知, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌における腫瘍容積の予後規定因子としての意義, 一般演題. 

 
第105回日本病理学会総会, 宮城, 2016/5/12～14 
1. 田辺 美樹子, 筒井 美帆, 岡田 千尋, 千葉 佐和子, 大谷 方子, 山田 顕光, 成井 一隆, 稲山 嘉明 : 乳房温存術後同側乳房内再発の３
例. ポスター. 

 
第339回日本消化器病学会, 東京, 2016/5/21 
1. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 
格 : 絞扼性イレウスの判別式と ICG蛍光法による血流評価で長官切除を回避できた１例. 講演・ランチョン. 

2. 高橋 弘毅, 國崎 主税, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 南 裕太, 大田 貢由, 円谷 彰, 遠藤 格 : 脾臓出血を
契機に発見された膵神経内分泌細胞癌の一切除例. 一般演題. 

 
第28回日本肝胆膵外科学会学術集会, 大阪, 2016/6/2～4 
1. 遠藤 格 : プレナリーセッション. 座長・司会. 
2. 遠藤 格, 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 太田 洋平, 秋山 浩利 : 特別企画 アンケートからみた肝胆膵若手外科医の現在の問題点
とこれからの方策. 講演・ランチョン. 

3. 遠藤 格, 松山 隆生, 森 隆太郎, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 本間 祐樹 : 切除境界および切除不能膵癌に対する術前治療の現状と問題点. 
講演・ランチョン. 

4. 遠藤 格 : IHPBA/APHPBA合同シンポジウム State-of-the-art in pancreatic surgery. 座長・司会. 
5. 武田 和永, 澤田 雄, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 3D 画像を利用した転移性肝癌に対する下大
静脈、肝静脈切除・再建を伴う肝切除の妥当性. ポスター. 

6. 松山 隆生 : ポスター91 胆道癌・その他5. 座長・司会. 
7. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する血行再建術を伴う左右３区域
切除術＋尾状葉切除術. シンポジウム. 

8. 熊本 宜文, 澤田 雄, 武田 和永, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 門脈塞栓術後の 99ｍTc-GSA 
シンチグラフィーを用いた分肝機能評価の有用性. ポスター. 

9. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 初回切除不能・進行膵胆道癌に対する長期
化学療法後切除の意義. ワークショップ. 

10. 大田 洋平, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 三宅 謙太郎, 原田 郁, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 
和永, 遠藤 格 : 高度血管浸潤と肝門浸潤をきたした肝内胆管癌に対する血管合併切除再建の実際. ビデオセッション. 

11. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 藪下 泰宏, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 
格 : 大腸癌肝転移に対する術前肝動注クロノセラピー療法の成績. ポスター. 

12. 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 教室における分枝型 IPMN に対
する局所切除の適応と成績. パネルディスカッション. 

13. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵切除術後の腹腔内出血に対する
治療経験. ポスター. 

14. 久保 博一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌に
対する安全で確実なSMA周囲郭清術. シンポジウム. 

15. 山田 淳貴, 森 隆太郎, 松山 隆生, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 教室における膵
NETの治療成績と展望. ポスター. 

 
第41回日本外科系連合学会学術集会, 大阪, 2016/6/15～17 
1. 遠藤 格 : ワークショップ①－１ 各科手術におけるエネルギーデバイス使用の現状①. 座長・司会. 
2. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 徳久 元彦, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : cstageⅡ／Ⅲ食道癌
に対する術前治療症例の治療成績. ポスター. 

3. 南 裕太, 加藤 綾, 佐藤 圭, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 卒
後 5年目以下の外科医による単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術. ワークショップ. 

4. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-port 腹腔鏡下
胃切除のコードレス超音波擬固切開装置の有用性. ビデオセッション. 

5. 佐藤 圭, 小坂 隆司, 高川 亮, 高橋 正純, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 宮本 洋, 大田 貢由, 秋山 浩利, 円谷 彰, 國崎 主税, 遠藤 格 : 
HER2陰性進行再発胃癌に対する初回XP療法の有用性 横浜臨床腫瘍研究会 Study YCOG. ポスター. 

6. 久保 博一, 森 隆太郎, 松山 隆生, 山田 淳貴, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 前川 二郎, 遠藤 格 : 動脈合
併切除再建症例に対する形成外科とのコラボレーション手術の現状と治療成績. ビデオシンポジウム. 
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第24回日本乳癌学会学術総会, 東京, 2016/6/16～18 
1. 成井 一隆, 佐武 利彦, 山田 顕光, 足立 祥子, 渋谷 麻衣, 仲宗根 令子, 島 秀栄, 原田 郁, 喜多 久美子, 山本 晋也, 嶋田 和博, 田辺 
美樹子, 菅江 貞亨, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 内視鏡補助下乳房切除と脂肪移植による乳房切除一次再建. ポスター. 

2. 山田 顕光, 成井 一隆, 佐武 利彦, 足立 祥子, 仲宗根 令子, 渋谷 麻衣, 島 秀栄, 原田 郁, 喜多 久美子, 山本 晋也, 嶋田 和博, 田辺
美樹子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 穿通枝皮弁による一次一期再建乳房に対する放射線療法の検討. ポスター. 

3. 島 秀栄, 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 喜多 久美子, 原田 郁, 有坂 早香, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 
格 : 乳癌術前補助化学療法における nab－paclitaxel 療法の妥当性の検討. ポスター. 

 
第70回日本食道学会学術集会, 東京, 2016/7/4～6 
1. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌における腫瘍容積と予後の検
討. ポスター. 

 
第7回日本炎症性腸疾患学会定期学術集会, 京都, 2016/7/9～10 
1. 木村 英明 : IBD外科. 座長・司会. 
 
第71回日本消化器外科学会総会, 徳島, 2016/7/14～16 
1. 遠藤 格 : ランチョンセミナー10 デンプン由来止血材で仕上げる術中出血－消化器外科手術における補助的止血材の意義－. 座長・司会. 
2. 遠藤 格 : パネルディスカッション４【ENGLISH】 Multidisciplinary treatment of liver metastasis from colorectal cancer. 
座長・司会. 

3. 秋山 浩利, 小坂 隆司, 石部 敦士, 高川 亮, 木村 準, 牧野 洋和, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術前化学療法症例
に対する大動脈周囲リンパ節郭清. ワークショップ. 

4. 木村 英明, 笠原 康平, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 生物学的製剤時代におけるクローン病術後再手術例
の再燃形式と問題点. ポスター. 

5. 武田 和永, 澤田 雄, 熊本 宜文, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 血液型不適合肝移植後の重症敗血症・敗血
症性ショック発症危険因子についての検討. ポスター. 

6. 熊本 宜文, 武田 和永, 澤田 雄, 田中 邦哉, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 肝切除術後肝不全早
期予測因子の検討. ポスター. 

7. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 徳久 元彦, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 当科における clinical 
T2（MP）, T3（SS）症例に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の成績. ポスター. 

8. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 三宅 健太郎, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : The outcome and future 
prospects of the multidisciplinary treat-ment for BR and UR pancreatic cancer. シンポジウム. 

9. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下結腸癌手術
におけるERASの有用性. ポスター. 

10. 南 裕太, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高難度肝胆膵手術にお
けるVTE対策の検討. ポスター. 

11. 樅山 将士, 大田 貢由, 中川 和也, 開田 修平, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌切除後縫合
不全に関する危険因子の検討. ポスター. 

12. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 石部 敦士, 藤井 正一, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 國崎 主税, 遠藤 格 : 肥満患者に対する単
孔式腹腔鏡下大腸手術のQOL調査. ポスター. 

13. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 山口 直孝, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 円谷 彰, 遠藤 格 : Reduced-port Iaparo-
scopic distal gastrectomy（RPLDG）の短期・長期成績. ビデオ. 

14. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 浅野 史雄, 久保 博一, 平谷 清吾, 南 裕太, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵胆管合流異常症に
対する術式選択と分子生物学的検討. ポスター. 

15. 澤田 雄, 森 隆太郎, 山田 淳貴. 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 門脈塞栓施行後の門
脈血栓症の危険因子の検討. ポスター. 

16. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-port laparo-
scopic gastrectomyの体腔内吻合の成績. ポスター. 

17. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 國崎主税, 遠藤 格 : 当院における腹腔鏡下胃切除術開
腹移行例に関する検討. ポスター. 

18. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 久保 博一, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格, 山田 淳貴 : 膵頭十二指腸切除術
を施工した肝硬変合併膵頭部癌の３例. ポスター. 

19. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌術前化学療
法施行例の病理組織学的な治療効果判定と好中球／リンパ球比の相関. ポスター. 

20. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 教室における膵頭
十二指腸切除後ドレーン早期抜去の現状と問題点. ポスター. 

21. 有坂 早香, 松山 隆生, 菅江 貞亨, 小坂 隆司, 森 隆太郎, 熊本 宜史, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 女性外科医はなぜ消化器外科
を選ばないのか？ ～消化器外科におけるワークライフバランス～. ポスター. 
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22. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌における ERAS プ
ログラムの臨床効果の検討. ポスター. 

23. 原田 郁, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, Schenk Andrea, 遠藤 格 : ipad guided 
right hemihepa-tectomy with a new application. ワークショップ. 

24. 久保 博一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : The SMA orientated pancre-
aticoduodenectomy for borderline resectable pancreatic cancer. シンポジウム. 

25. 堀井 伸利, 小坂 隆司, 和田 朋子, 泉澤 祐介, 高川 亮, 木村 準, 山口 直孝, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術後の脂肪量、筋
肉量の減少に関する検討. ポスター. 

26. 小暮 悠, 大田 貢由, 中川 和也, 開田 修平, 後藤 晃紀, 鈴木 千穂, 諏訪 雄亮, 原田 郁, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸切断術後の手術部
位感染に関する検討 ～YCOG多施設共同後ろ向き観察研究～. ポスター. 

27. 高橋 弘毅, 國崎 主税, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 遠藤 格 : 当院で経験した食道
GIST の３切除例. ポスター. 

 
第47回日本膵臓学会, 仙台, 2016/8/4～7 
1. Endo I : Luncheon Seminar9/Aggressive surgical resection for locally advanced pancreatic cancer combininig with 
current chemotherapy protocols. 座長・司会. 

2. Endo I : Forum11/Pancreatic Cancer Multimodal Treatment. 座長・司会. 
3. Matsuyama R, Mori R, Ota Y, Hiratani S, Kumamoto T, Endo I : Pancreaticoduodenectomy with simultaneous re-sec-
tion of the artery and portal vein for locally ad-vanced pancreatic cancer. シンポジウム. 

4. Ota Y, Mori R, Matsuyama R, Homma Y, Kubo H, Hiratani S, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : Investigation of the 
effect of perioperative factors using catheter bypass with portal vein resection for pancreatic cancer. ポスター. 

5. Mori R, Matsuyama R, Ota Y, Hiratani S, Goto K, Miyake K, Sawada Y, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : The risk fac-
tors of postoperative pancreatic fistula after distal pancreatectomy. ポスター. 

6. Hiratani S, Matsuyama R, Yamada J, Kubo H, Sawada Y, Ota Y, Mori R, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : Analysis of 
anatomic variants of jejunal vein trunk (JVT) drained into the superior mesenteric vein (SMV) to help the decision 
making of reconstruction of JVT in pancreatic surgery. ポスター. 

7. Goto K, Matsuyama R, Mori R, Ota Y, Hiratani S, Kumamoto T, Endo I : Surgical anatomy of the pancreatic head artery 
branching from replaced hepatic artery. ポスター. 

8. Harada F, Mori R, Matsuyama R, Ota Y, Hiratani S, Sawada Y, Kumamoto T, Takeda K, Kubota K, Endo I : Current 
surgical outcome for chronic pancreatitis refractory to medical treatment. ポスター. 

9. Yazawa K, Nakamura F, Satou S, Hiroshima Y, Goshima Y, Endo I : The relationship between pancreatic cancer and 
phosphorylation mechanism of CRMP4. ポスター. 

10. Kubo H, Mori R, Matsuyama R, Yamada J, Miyake K, Hiratani S, Sawada Y, Ota Y, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : 
Prognostic factors for patients with borderline resectable pancreatic cancer treated with neoadjuvant chemoradio-
therapy. 一般演題. 

 
第21回日本外科病理学会学術集会, 埼玉, 2016/9/2～3 
1. 遠藤 格 : 化学療法・分子標的薬治療・放射線療法の病理学的効果判定と治療成績－膵－. 座長・司会. 
2. 菊地 祐太郎, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 遠藤 格 : 術前化学療法後にCTで検知不能になった
大腸癌肝転移の治療方針. シンポジウム. 

3. 田 鍾寛, 松山 隆生, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 術中病理診断からみた肝門部領域胆管癌にお
ける胆管断端癌陰性化の意義. 一般演題. 

 
第52回日本胆道学会学術集会, 神奈川, 2016/9/29～30 
1. 遠藤 格 : パネルディスカッション２「胆道癌に対する化学療法の現状と展望」. 座長・司会. 
2. 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する術前化学療法の有用性の検討. パネルディスカッション. 
3. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 森 隆太郎 : 進行胆嚢癌に対する治療戦略. ワークショップ. 
4. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 胆管内乳頭状腫瘍（IPNB）における予後予測因子の探
索. ポスター. 

 
第54回日本癌治療学会学術集会, 神奈川, 2016/10/20～22 
1. 遠藤 格 : ミニシンポジウム15 膵臓８ : 進行膵がんに対するアプローチ. 座長・司会. 
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 本間 祐樹, 村上 崇, 遠藤 格 : 膵癌術後肺転移再発症例の治療
成績. ミニシンポジウム. 

3. 中川 和也, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行下部直腸癌に対する術後補助化学療法
を阻害する因子の検討. ミニシンポジウム. 

4. 宮本 洋, 田中 優作, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 平澤 欣吾, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 円谷 彰, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃
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GIST に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の有用性. ポスター. 
 
第24回日本消化器関連学会週間 JDDW, 神戸, 2016/11/3～6 
1. 遠藤 格 : ワークショップ13 進行胆道癌に対する外科治療の新しい試み. 座長・司会. 
2. 遠藤 格 : ブレックファーストセミナー21 大腸癌肝転移の治療成績向上を目指して－外科医がなしうること、なすべきこと－. 座
長・司会. 

3. 木村 英明, 笠原 康平, 村上 麻友, 西尾 匡史, 津田 早耶, 小柏 剛, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : クロー
ン病手術後における再手術回避のための治療方針. ポスター. 

4. 武田 和永, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 田中 邦哉, 田栗 正隆, 遠藤 格 : 大腸癌同時性肝転移症例に対す
る肝切除先行治療についての検討. ポスター. 

5. 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 教室における広範囲胆管癌に対する肝膵同時切除時の胃膵吻合術. ポスター. 
6. 熊本 宜文, 武田 和永, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 術後肝不全の術前予測因子につ
いての検討. ポスター. 

7. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 小野 秀高, 高川 亮, 木村 準, 山口 直孝, 泉澤 祐介, 佐藤 圭, 國崎 主税, 遠藤 格 : cstageⅡ／
Ⅲ食道癌に対する術前治療症例の治療成績. ポスター. 

8. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 
主税, 遠藤 格 : 進行右側結腸癌に対する腹腔鏡下結腸右半切除の定型化と注意点について. ポスター. 

 
第26回日本乳癌健診学会学術総会, 福岡, 2016/11/4～5 
1. 菅江 貞亨, 久保内 光一, 土井 卓子, 俵矢 香苗, 松宮 彰彦, 太田 恵蔵, 船山 和志, 市川 靖史, 遠藤 格 : 横浜市乳がん健診における
40歳代乳がん健診の成績と問題点. 一般演題. 

 
第71回日本大腸肛門病学会学術集会, 三重, 2016/11/18～19 
1. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 中川 和也, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : Stage Ⅲ 直腸癌に
対する周術期化学療法の効果. ポスター. 

2. 木村 英明, 井上 英美, 西尾 匡史, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 重症潰瘍性大腸炎治療における内科と外科の連携. パ
ネルディスカッション. 

3. 木村 英明 : 一般演題 ポスター 潰瘍性大腸炎1. 座長・司会. 
4. 石部 敦士, 大田 貢由, 関澤 健太郎, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎
主税, 遠藤 格 : 左側大腸癌における大動脈周囲リンパ節転移切除の意義について. 一般演題. 

5. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤  
格 : StageⅡ大腸癌症例における再発危険因子の検討. 要望演題. 

6. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 市川 靖史, 湯川 
寛夫, 円谷 彰, 國崎 主税, 遠藤 格 : 当院における Lynch 症候群サーベイランスとしての改訂ベセスダガイドライン合致症例の予後
の検討. 一般演題. 

7. 中川 和也, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 湯川 
寛夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術前における深部静脈血栓症の予測因子に関する検討. ポスター. 

8. 井上 英美, 松島 誠, 下島 祐寛, 香取 玲美, 杉田 博俊, 松村 奈緒美, 河野 洋一, 長谷川 信吾, 岡本 康介, 黒水 丈二, 鈴木 和徳, 遠
藤 格 : 痔核結紮切除術の術後出血予測因子の検討. ポスター. 

9. 清水 康博, 石部 敦士, 大田 貢由, 関澤 健太郎, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川
靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 4 型大腸癌22例の臨床病理学的検討. ポスター. 

10. 山口 和哉, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 
格 : Diverting stoma 閉鎖術の短期成績の検討. 一般演題. 

 
第78回日本臨床外科学会総会, 東京, 2016/11/24～26 
1. 遠藤 格 : シンポジウム６ 切除不能から可能へ－Conversion Therapy（肝・胆・膵）. 座長・司会. 
2. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 中川 和也, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 解剖学的ランドマー
クに基づいた下部直腸癌に対する側方郭清の方法と成績. ビデオパネルディスカッション. 

3. 松山 隆生 : 切除不能から可能へ-Conversion Therapy（肝・胆・膵）2. 座長・司会. 
4. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 藪下 泰宏, 三宅 謙太郎, 後藤 晃紀, 原田 郁, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 広範囲胆管癌に対す
る肝膵同時切除術の手技と治療成績. 一般演題. 

5. 熊本 宜文, 澤田 雄, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 99ｍTc-GSAシンチグラフィー
を用いた分肝機能評価の有用性. ワークショップ. 

6. 小坂 隆司, 國崎 主税, 宮本 洋, 佐藤 渉, 田中 優作, 大田 貢由, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下噴門側胃切
除術後の食道残胃吻合・偽穹窿部形成+偽His 角形成術の有用性. 特別演題. 

7. 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 島 秀栄, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 嶋田 和博, 山本 晋也, 原田 郁, 千島 隆司, 石川 孝, 
市川 靖史, 遠藤 格 : センチネルリンパ節転移陽性症例に対する非センチネルリンパ節転移状況の検討. シンポジウム. 
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8. 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌に対する Total me-
sopancreas resection を意識したSMA orientated 膵頭十二指腸切除術. ビデオ シンポジウム. 

9. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 
格 : 腹腔鏡下直腸切断術の手術手技と短期成績の検討. 要望演題ビデオ. 

10. 樅山 将士, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 関澤 健太郎, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡邊 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川
靖史, 遠藤 格 : 絞扼性イレウスの早期診断における判別式の有用性. パネルディスカッション. 

11. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡
下側方リンパ節郭清のランドマーク. 要望演題ビデオ. 

12. 澤田 雄, 熊本 宜文, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 山口 和哉, 清水 康博, 堀井 伸利, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 
格 : 大腸癌肝転移に対する術前化学療法不応時における肝切除の意義. 一般演題. 

13. 中川 和也, 大田 貢由, 南澤 恵佑, 平井 公也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 
靖史, 湯川 寛夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌術前化学療法中の深部静脈血栓症に関する検討. 一般演題. 

14. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 超高齢者胃
癌症例に対する腹腔鏡手術の有用性. ワークショップ. 

15. 佐藤 圭, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 木村 凖, 高川 亮, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋和, 大田
貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌根治切除症例における術前PET-CT の有用性. 一般演題. 

16. 平谷 清吾, 松山 隆生, 森 隆太郎, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : ハイリスク症例の肝門部領域胆管癌に対する縮小手術
の実際. ワークショップ. 

17. 藪下 泰宏, 松山 隆生, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 教室における膵全摘術の治療成績. 一般演題. 
18. 佐藤 渉, 國崎 主税, 井口 健太, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 抗血小板

薬・抗擬固薬内服胃癌症例に対する腹腔鏡補助下手術の安全性の検討. ワークショップ. 
19. 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 抗血小板薬内服中の

大腸切除手術の検討. ワークショップ. 
20. 田中 優作, 宮本 洋, 井口 健太, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌患者における血清

ｐ53抗体測定の意義. 一般演題. 
21. 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 松山 隆生, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 教室の分枝型 IPMN に対する局所切除の適

応と成績. ワークショップ. 
22. 中山 岳龍, 森 隆太郎, 松山 隆生, 澤田 雄, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術

後の胃空腸吻合部潰瘍穿孔に対し手術を施行した３例. ポスター. 
23. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 切除不能膵癌に対する長期化学放射線療法後

切除の治療成績. シンポジウム. 
24. 田 鍾寛, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 教室における膵NETの治療成績. 一般演題. 
25. 堀井 伸利, 泉澤 祐介, 佐藤 圭, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 宮本 洋, 石部 敦士, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行胃癌に対する術前化学療法中

に進行する体組成変化と術後合併症に関する検討. ワークショップ. 
26. 押 正徳, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 

大腸癌同時性肝転移症例に対する同時切除術の検討. 一般演題. 
27. 清水 康博, 森 隆太郎, 松山 隆生, 矢後 彰一, 山口 和哉, 高橋 智昭, 堀井 利伸, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 

格 : Borderline resectable 膵癌に対する術前化学放射線療法の治療成績. 要望演題. 
28. 高橋 智昭, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 超高齢者に対する肝門部胆管癌の手術成績. 

ワークショップ. 
29. 山口 和哉, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 

主税, 遠藤 格 : Diverting stoma 閉鎖術の短期成績の検討. 要望演題. 
30. 矢後 彰一, 熊本 宜文, 澤田 雄, 高橋 智昭, 山口 和哉, 清水 康博, 堀井 伸利, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 

格 : ALPPS手技を用いた２段階肝切除後に薬物性肝障害を起こした1例. 一般演題. 
31. 平井 公也, 中川 和也, 南澤 恵佑, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 肥満症例における

右側結腸癌に対する腹腔鏡手術の短期成績に関する検討. 一般演題. 
32. 南澤 恵佑, 中川 和也, 平井 公也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 高齢

者（80歳以上）大腸癌手術症例における術後短期成績の検討. ポスター. 
 
第29回日本外科感染症学会総会学術集会, 東京, 2016/11/30～12/1 
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 熊本 宜文, 遠藤 格 : Tokyo Guidelines2013における中等症胆嚢炎に
対する早期手術の妥当性の検討. シンポジウム. 

2. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 矢後 彰一, 清水 康博, 山口 和哉, 高橋 智昭, 堀井 伸利, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 
格 : 胆道癌術後サイトメガロウイルス腸炎の３例. ポスター. 

3. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 石部 敦士, 後藤 晃紀, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 森 隆太
郎, 熊本 宜文, 大田 貢由, 遠藤 格 : 血中エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）の有用性. 一般演題. 
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第29回日本内視鏡外科学会総会, 神奈川, 2016/12/8～10 
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 
格 : 進行右側結腸癌に対する腹腔鏡下結腸右半切除のリンパ節郭清の要点と治療成績. 一般演題. 

2. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 
格 : 肥満症例の直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術の検討. 一般演題. 

3. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 市川 靖史, 國崎 
主税, 遠藤 格 : 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清のコツ. ワークショップ. 

4. 中川 和也, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 湯川 寛夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 脾彎
曲部癌に対する腹腔鏡下手術の標準化と短期成績. 一般演題. 

5. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃 GIST に
対する腹腔鏡下切除術の有用性. 一般演題. 

6. 佐藤 渉, 國崎 主税, 井口 健太, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 心疾患を有
する胃癌症例に対する腹腔鏡補助下手術の安全性の検討. 一般演題. 

7. 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 抗凝固・抗血小板薬
内服症例の大腸切除術におけるヘパリンブリッジの検討. 一般演題. 

8. 田中 優作, 國崎 主税, 宮本 洋, 井口 健太, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 
胸腔鏡下食道切除術におけるOverlap 法を用いた胸腔内再建法. 一般演題. 

9. 平井 公也, 中川 和也, 南澤 恵佑, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : ｐN2 結腸癌に対
する腹腔鏡下手術の長期成長に関する検討. 一般演題. 

10. 南澤 恵佑, 中川 和也, 平井 公也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 高齢者（80 歳以
上）大腸癌腹腔鏡下手術症例における術後短期成績の検討. 一般演題. 

 
 
◆国内学会、研究会 
第84回大腸癌研究会, 熊本, 2016/1/15 
1. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 市川 靖史, 円谷 彰, 國崎 主
税, 遠藤 格 : cStageⅣ大腸癌の治療成績. ポスター. 

2. 中川 和也, 大田 貢由, 加藤 綾, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 円谷 彰, 市川 靖史, 國崎 主税, 
遠藤 格 : 大腸癌術後フォローアップにおける血清ｐ53抗体測定の意義. ポスター. 

 
第25回日本乳癌画像研究会, 名古屋, 2016/2/20～21 
1. 山田 顕光, 成井 一隆, 田辺 美樹子, 足立 祥子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : マンモトーム生検
後5年目で再び石灰化が出現したMucocele like tumor の一例. ポスター. 

 
第64回日本消化器画像診断研究会, 名古屋, 2016/2/26～27 
1. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 久保 博一, 山田 淳貴, 立石 陽子, 大橋 健一, 遠藤 格 : 長期化学療法後に切除術を施
行しえた局所進行膵癌の1例. ポスター. 

2. 澤田 雄, 熊本 宜文, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 松村 舞依, 立石 陽子, 山中 
正二, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移、肝細胞癌、肝血管腫、肝管腺腫が重複した1切除例. 一般演題. 

 
第13回日本免疫治療学研究会学術集会, 東京, 2016/2/27 
1. 中川 和也, 田中 邦哉, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移巣周囲
組織における制御性T細胞浸潤と血清CRP値の肝切除後遠隔成績におよぼす影響. ポスター. 

2. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 市川 靖史, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 加藤 生真, 大田 貢由, 遠藤 格 : 直腸癌術前化学療法施行例における腫
瘍免疫の微小環境と病理組織学的効果測定の相関. ポスター. 

 
第16回京都肝移植周術期研究会, 京都, 2016/3/19 
1. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 術前スクリーニング
にて悪性腫瘍を認めた生体肝移植の１例. 一般演題. 

 
第49回制癌剤適応研究会, 福島, 2016/3/25 
1. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 樅山 将士, 石部 敦士, 山口 直孝, 泉澤 祐介, 宮本 洋, 佐藤 圭, 國崎 主税, 遠藤 格 : impact of body 
weight loss for survival in advanced gastric cancer patients with neoadjuvant chemotherapy. 一般演題. 

2. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 藪下 泰宏, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 
格 : 大腸癌肝転移に対する肝道注クロノセラピー療法の成績. 一般演題. 

3. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 大田 洋平, 村上 崇, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 中澤 正年, 遠藤 
格 : 膵癌に対する化学放射線療法による局所免疫能の変化. シンポジウム. 
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第70回手術主技研究会, 東京, 2016/5/21 
1. 遠藤 格 : 主題Ⅱ-４肝胆膵. 座長・司会. 
2. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下低位直腸癌手術に役立つデバイス
の開発と使用法. サージカルフォーラム. 

3. 大田 洋平, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 三宅 謙太郎, 原田 郁, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 
和永, 遠藤 格 : 高度血管浸潤と肝門浸潤をきたした肝内胆管癌に対する血管合併切除再建の実際. 東京. 

 
第46回 IBD Club Jr. 研究会, 東京, 2016/6 
1. 木村 英明 : 特別企画 回腸囊炎. ディスカッサント. 
 
第25回日本癌病態治療研究会, 千葉, 2016/6/8～9 
1. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 山口 直孝, 小坂 隆司, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 切除不能胃癌における
Conversion 手術の治療成績. ワークショップ. 

2. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 円谷 彰, 國崎 主税, 遠藤 格 : 食道癌切除症例における
術前PET-CT の有用性. ポスター. 

 
第38回日本癌局所療法研究会, 東京, 2016/6/10 
1. 木村 英明 : 一般演題 十二指腸. 座長・司会. 
 
第33回日本胆膵病態・生理研究会, 大阪, 2016/6/11 
1. 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 諏訪 雄亮, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 細野 邦広, 窪田 賢輔, 遠藤 
格 : 胆管空腸吻合術後の胆管炎に対するダブルバルーン内視鏡を用いた胆道造影の有用性. 一般演題. 

 
第85回大腸癌研究会, 兵庫, 2016/7/1 
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 渡邉 純, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 市川 靖史, 遠藤 格 : 進行下部直腸癌に対する側方リ
ンパ節の至適郭清範囲の検討. ポスター. 

 
第34回日本肝移植研究会, 北海道, 2016/7/7～8 
1. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 山口 和哉, 清水 康博, 堀井 伸利, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 松山 
隆生, 遠藤 格 : 生体肝移植術後における重症敗血症のリスク因子の検討. ワークショップ. 

 
第23回外科侵襲とサイトカイン研究会, 東京, 2016/7/9 
1. 遠藤 格 : 口演 2. 座長・司会. 
2. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 血中エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）の有用性. 一般演題. 
3. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 諏訪 雄亮, 有坂 早香, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 膵・胆道癌術前化学（放射
線）療法における重症好中球減少症発生危険因子の検討（第２報）. 一般演者. 

 
5th reduced Port Surgery Forum 2016 in Osaka, 大阪, 2016/8/5～6 
1. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 小坂 隆司, 円谷 彰, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-port laparo-
scopic distal gastrectomyのリンパ節郭清における視野展開とエナジーデバイスの使用方法. 一般演題. 

 
第43回日本膵切研究会, 東京, 2016/8/19～20 
1. 遠藤 格 : 全員討論会 膵癌における手術適応はどこまで許容されるか？. 座長・司会. 
2. 松山 隆生 : ポスター19 膵疾患. 座長・司会. 
3. 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術後、遅発性胃切離断端皮膚瘻の３
例. ポスター. 

4. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 教室における膵頭十二指腸切除後ドレー
ン早期抜去の現状と問題点. 要望演題. 

5. 高橋 智昭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術における早
期ドレーン抜去後に遅発性出血をきたした２例. ポスター. 

 
第842回外科集談会, 埼玉, 2016/9/2～3 
1. 佐藤 清哉, 佐藤 圭, 秋山 浩利, 泉澤 祐介, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 遠藤 格 : SOX 療法中に横紋筋融解症を発症した胃癌
術後肝転移再発の１例. 一般演題. 

 
第39回日本膵・胆管合流異常研究会, 東京, 2016/9/10 
1. 遠藤 格 : 6. 一般演題２（２）成人. 座長・司会. 
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2. 清水 康博, 森 隆太郎, 松山 隆生, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 山口 和哉, 堀井 伸利, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 
格 : 術後長期予後からみた膵胆管合流異常症に対する術式. 一般演題. 

 
第4回日本神経内分泌腫瘍研究会, 東京, 2016/9/24 
1. 田 鍾寛, 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 小林 規俊, 市川 靖史, 遠藤 格 : 神経内
分泌腫瘍肝転移に対する治療成績と課題. ポスター. 

 
第65回日本消化器画像診断研究会, 福岡, 2016/9/23～24 
1. 遠藤 格 : 膵３. 座長・司会. 
 
第25回消化器疾患病態治療研究会, 群馬, 2016/9/23～24 
1. 田中 優作, 國崎 主税, 宮本 洋, 井口 健太, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : ステロイド投与で著明
な改善を認めた特発性食道潰瘍の２例. 一般演題. 

 
第11回膵癌術前治療研究会, 仙台, 2016/10/15 
1. 遠藤 格 : 要望演題２「術前治療の判断に迷う症例」. コメンテーター. 
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 高橋 智昭, 清水 康博, 田 鍾寛, 後藤 晃紀, 原田 郁, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 遠藤 格 : 膵癌術前治
療症例に対する免疫・栄養学的指標の意義. ワークショップ. 

3. 高橋 智昭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 膵癌術前化学療法における骨格
筋量と有害事象との関係. ポスター. 

 
第46回胃外科・術後障害研究会, 鳥取, 2016/10/27～28 
1. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者胃癌症例に対する
腹腔鏡手術の有用性. 一般演題. 

2. 佐藤 圭, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 教室における Reduced port lapa-
roscopic total gastrectomy（RPLTG）. 一般演題. 

3. 佐藤 渉, 國崎 主税, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者進行胃癌症例の治
療成績からみた戦略. 一般演題. 

4. 田中 優作, 國崎 主税, 宮本 洋, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 大田 貢由, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌術後骨粗鬆症症例に
対するアレンドロネート点滴静注製剤と経口ゼリー剤の安全性・有用性比較試験討. 要望演題. 

 
第18回SNNS研究会学術集会, 東京, 2016/11/11～12 
1. 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 宏和, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌におけるサンプリング郭
清による側方リンパ節転移診断法の確立. シンポジウム. 

 
第8回膵臓内視鏡外科研究会, 東京, 2016/11/23 
1. 遠藤 格 : 一般演題① 「LPD,シュミレーション」. 座長・司会. 
 
日本炎症性腸疾患学会 教育セミナー, 京都, 2016/11/23 
1. 木村 英明 : IBD診療 : ここがポイント！. 座長・司会. 
 
第843回外科集談会, 埼玉, 2016/12/3 
1. 山口 和哉, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 片岡 俊朗, 遠藤 格 : 肛門
管転移をきたしたS状結腸癌の一例. 一般演題. 

 
 

◆地方会 
消化器・腫瘍外科学セミナー, 横浜, 2016/2/3 
1. 國崎 主税 : 胃癌に対する内視鏡外科手術の新展開. 講演・ランチョン. 
 
第145回神奈川県臨床外科医学会集談会, 横浜, 2016/2/27 
1. 妹尾 政行, 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 男性副乳癌の1例. ポスター. 
 
第8回Tokyo Bay-area Clinical Oncology Group, 東京, 2016/3/11 
1. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 森 隆太郎, 有坂 早香, 諏訪 雄亮, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格：胆膵癌術
前化学（放射線）療法のマネジメントの工夫．一般演題. 
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第61回神奈川県消化器研究会, 神奈川, 2016/6/18 
1. 木村 英明 : 炎症性腸疾患の診断と治療. 座長・司会. 
 
第45回神奈川県消化器外科研究会, 神奈川, 2016/6/11 
1. 佐藤 渉, 國崎 主税, 井口 健太, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 抗
血小板薬・抗擬固薬内服胃癌症例に対する腹腔鏡補助下手術の安全性の検討. 一般演題. 

2. 平井 公也, 中川 和也, 南澤 恵佑, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : pN2 結腸癌に対する腹腔鏡下
手術の長期成績に関する検討. 一般演題. 

 
第18回横浜サージカルビデオフォーラム（LOOK&LEARN）, 神奈川, 2016/9/5 
1. 木村 英明 : 手縫い消化管吻合. ミニレクチャー. 
 
第146回神奈川臨床外科医学会集談会, 神奈川, 2016/9/24 
1. 堀井 伸利, 菅江 貞亨, 押 正徳, 鈴木 千穂, 足立 祥子, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 乳癌を契機に Li-Fraumeni 症候群が疑われ
た１例. 一般演題. 

 
日本消化器病学会関東支部第341回例会, 東京, 2016/9/24 
1. 池田 孝秀, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 直腸巨大糞石を契
機に発見されたTailgut cyst の一例. 一般演題. 

 
日本消化器病学会関東支部第342回例会, 東京, 2016/12/3 
1. 押 正徳, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 後藤 晃紀, 原田 郁, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 遠藤 格 : 肝部下大静脈背側に発生
した巨大褐色細胞腫の一切除例. 一般演題. 

 
第103回日本消化器内視鏡学会関東支部例会, 東京, 2016/12/17 
1. 南澤 恵佑, 宮本 洋, 末松 秀明, 田中 優作, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 巨大胃神経鞘腫の２
例. 一般演題. 

 
第147回神奈川県臨床外科医学会集談会, 神奈川, 2016/12/23 
1. 小暮 悠, 石部 敦士, 小島 結, 諏訪 雄亮, 佐藤 圭, 樅山 将士, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 直腸肛門部悪性黒色腫に対して局所切除を施行
した一例. 一般演題. 
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