
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
筆頭著者 タイトル 

2020 Surgical Case Reports 症例報告 Hiroki Kanno A case of reactive lymphoid hyperplasia of 

the liver in a patient with autoimmune 

hepatitis. 

2020 Cancer Scienece 原著 Hiroki Kanno Differences in the immunosurveillance 

pattern associated with DNA mismatch 

repair status between right-sided and 

left-sided colorectal cancer 

2020 癌と化学療法 症例報告 佐藤寿洋 膵アーケードを介した肝動脈に浸潤を伴った

膵頭部癌に対し膵頭十二指腸切除術を施行し

た 1例 

2020 Anticancer Research 原著 Satoki Kojima Prognostic Impact of Desmoplastic Reaction 

Evaluation for Intrahepatic 

Cholangiocarcinoma 

2020 Anticancer Research 原著 Yuichi Goto Salvage Surgery for Initially Unresectable 

Locally Advanced Hepatocellular Carcinoma 

Downstaged by Hepatic Arterial Infusion 

Chemotherapy 

2020 Annals of Surgery 原著 Masaaki Hidaka Impact of Anatomical Resection for 

Hepatocellular Carcinoma With Microportal 

Invasion (vp1) 

2020 Anticancer Research 原著 Toru Hisaka Quercetin Suppresses Proliferation of 

Liver Cancer Cell Lines In Vitro 

2020 Anticancer Research 原著 Satoki Kojima Prognostic Impact of Desmoplastic Reaction 

Evaluation for Intrahepatic 

Cholangiocarcinoma 

2020 International Journal of Surgery 

Case Reports 

症例報告 Hiroki Kanno A case of hepatic venous outflow 

obstruction caused by migration of the 

remnant liver into the subphrenic space 

after extended posterior sectionectomy of 

the liver 

 

 

  



【学会報告】 

日付 学会名 開催地 
学会 

分類 
発表者 タイトル 

2020/12/22 第 45 回日本外科系連

合学会 

久留米 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽ

ｶｯｼｮﾝ 

後藤祐一 両葉多発肝転移に対する熱凝固療法併用肝切除

の是非 

2020/12/22 第 45 回日本外科系連

合学会学術集会 

久留米 要望演題

(口演) 

吉富宗宏 肝胆膵疾患以外の悪性疾患加療中に発症した急

性胆嚢炎に対して PTGBD 施工症例の検討 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 web ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽ

ｶｯｼｮﾝ 

後藤祐一 New FP 療法による局所進行肝細胞癌 conversion 

surgery の短期および長期予後検討 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 一般演題

（口演） 

佐藤寿洋 腫瘍径10cm 以上の大型肝細胞癌に対する治療戦

略の比較検討 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

菅野裕樹 右側結腸癌及び左側結腸直腸癌における免疫監

視機構の差異の検討 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

小嶋聡生 肝内胆管細胞癌における間質線維化反応

(Desmoplastic Reaction)の評価の有用性につい

て 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

野村頼子 脂肪肝・脂肪肝炎に対する肝切除が及ぼす術後肝

障害の検討 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

酒井久宗 ICG 蛍光法，silicone band retraction，liver 

hanging maneuver を使用した腹腔鏡下解剖学的

肝切除 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

福冨章悟 上腹部手術歴を有する症例に対する腹腔鏡下肝

部分切除の治療成績 

2020/12/15 第 75 回日本消化器外

科学会総会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

緑川隆太 胆嚢癌における癌先進部での ZEB-1 発現と間質

評価の臨床的意義 

2020/10/28 第 14 回肝臓内視鏡外

科研究会 

web 一般演題

（口演） 

酒井久宗 Silicone band retraction と hanging maneuver

を使用した腹腔鏡下肝後区域切除 

2020/10/08 第 56回日本腹部救急

医学会総会 

名古屋 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 吉富宗宏 経皮胆管チューブステントを長期留置中に肝内

胆管癌を発症した 1例  

2020/10/04 日本超音波医学会 

第 30 回九州地方会学

術集会 

久留米 一般演題

（口演） 

野村頼子 胃 GIST12年目の肝転移に対して肝切除を施行し

た 1例 

2020/10/04 日本超音波医学会 

第 30 回九州地方会学

術集会 

久留米 一般演題

（口演） 

野村頼子 鎌状間膜内に転移を認めた肝内胆管癌の 1例 

2020/10/04 日本超音波医学会 久留米 一般演題 菅野裕樹 肝細胞癌に同時性重複した肝類上皮血管内皮腫



第 30 回九州地方会学

術集会 

（口演） の 1例 

2020/10/04 日本超音波医学会 

第 30 回九州地方会学

術集会 

久留米 一般演題

（口演） 

酒井久宗 正中弓状靭帯による腹腔動脈根部狭窄を伴う膵

頭部癌に膵頭十二指腸切除術を施行し た 1例 

2020/10/04 日本超音波医学会 

第 30 回九州地方会学

術集会 

久留米 一般演題

（口演） 

酒井久宗 頭背側 (S7) 腫瘍に対する ICG 蛍光法を併用し

た腹腔鏡下肝切除 

2020/09/21 第 4 回久留米大学サ

ージカルフォーラム 

久留米 Freshman 

Award 

緑川隆太 胆嚢癌における neoplastic spindle cells の臨

床病理学的意義及び予後的意義 

2020/08/13 第 120 回日本外科学

会定期学術集会 

横浜 ｻｰｼﾞｶﾙ･ﾌ

ｫｰﾗﾑ 

菅野裕樹 右側結腸癌及び左側結腸直腸癌における Im-

munosurveillance pattern の臨床病理学的差異

の検討 

2020/08/12 第 120 回日本外科学

会定期学術集会 

横浜 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 緑川隆太 胆嚢癌における ZEB-1 発現の臨床病理学的意義 

2020/08/12 第 120 回日本外科学

会定期学術集会 

横浜 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 福冨章悟 上腹部手術歴を有する症例に対する腹腔鏡下肝

部分切除の治療成績とその適応 

2020/08/12 第 120 回日本外科学

会定期学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ 後藤祐一 10cm 以上の大型肝細胞癌に対する治療成績の検

討 

2020/08/12 第 120 回日本外科学

会定期学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ 野村頼子 腹腔鏡下肝亜区域切除以上の 2 年半での治療成

績 

2020/08/12 第 120 回日本外科学

会定期学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ 川原隆一 DP 症例における膵硬度、膵厚みと膵漏の検討 

2020/02/01 第 45 回九州代謝・栄

養研究会 

久留米 一般演題

（口演） 

小嶋聡生 PTEG 穿孔よりバルーン拡張術を行なった十二指

腸狭窄の 1例 

2020/01/25 第 41 回九州肝臓外科

研究会 学術集会 

福岡 一般演題

（口演） 

酒井久宗 当院における高難度手術に対する腹腔鏡下肝切

除 

 


