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巻頭言
山口大学大学院医学系研究科

消化器・腫瘍外科学 教授

永野 浩昭
Hiroaki Nagano

1

山口大学に着任して5年が経過した。そして、この年報は今年で5号目になり、一つの節目を迎えた年であった。また、

2019年の日本は、天皇陛下がご退位され、5月1日に「令和」に改元された。8月には渋野日向子プロの全英女子オープン

に優勝という快挙に続いて、9月に自国開催のラグビーＷ杯において日本が初の８強入りを果たし、さらに昨年に続き吉

野彰氏がノーベル賞を受賞した。その一方で、東日本での台風大雨被害や沖縄・首里城焼失など、大災害が昨年に続い

ておこった1年でもあった。

その中で2019年の教室は、年始からピンチに見舞われた。というのも、関連施設での急な退職や病欠のために予想外の

欠員が生じた。医師不足山口にとっては非常な難局であったが、教室員は短期出向、基礎研究制限などのいろいろな負

担の中で頑張ってくれた。また、４月には新しい白衣とロゴマークの作成、９月には中国四国外科学会の主催としっか

りとその役割を果たしてくれた。この教室員の頑張りには主任教授としてあらためて感謝したい。

さて、2020年から教室は次の節目に向けて進んでいくことになる。着任直後に個別診療体制からグループ診療体制に変

革して５年、次は、専門性をより重視した外来・病棟体制にしたいと考えている。教室員にとって職種・資格に応じた

診療の権限と責任をもった体制を構築することは、労働時間の短縮につながるとともにその質の向上につながることは

間違いない。また、山口県初の腫瘍内科医として、大阪国際がんセンターより井岡達也医師を附属病院・腫瘍センター

に招聘した。まちがいなくこの県の癌治療は、未来に向けて新たな一歩を踏み出すことになる、そう確信している。

山口大学は地方大学である。まぎれもない事実であり、医師数も症例数も少ない。つまり、無自覚や浅薄な知識によっ

て簡単に医療の質の低下を招きかねない。くわえてひとは、どうしても変化を嫌う、その一方で医療や医学は止まるこ

とは許されない。取り返しのつかない進歩の停滞を避けるためには常に問い続けなければならない。今、山口大学に求

められるものは何か？その一つは間違いなく10年後の未来を見据えた発想の転換と視点の変革である。しがみついてき

た過去との決別かもしれない。5年間働いてみて、あらためて実感している。そのためには、夢をもち理想を見据え、正

論を説き是々非々で決断するしかない。そして、心から自覚しなければならない。

明日のために許される時間は、実は、今しかない。

追伸

この原稿を書いている４月に日本中はCOVID-19の感染によって、一時的な危機的状況に陥った。そのために、県外移動

が禁じられ山口県から出ることが許されない状況になっている。現状からの1日でも早い回復を祈りたい。
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カンファレンス風景

病棟回診風景

外来風景
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教室人事

山口大学大学院医学系研究科
消化器・腫瘍外科学 医局長

飯田 通久
Michihisa Iida  

関連病院人事異動 （平成31年 (2019年) 1月1日から12月31日）

4

2019年4月より、医局長を務めさせていただいております平成11年卒の飯田通久です。

平成31年1月から令和元年12月までの大学の人事異動については以下の通りです。

同年4月1日付で、山口大学消化器・腫瘍外科学准教授の山本滋が、徳山中央病院外科部長として赴任しました。山本

先生は長きにわたり当院から山口県の乳腺外科を臨床・研究両面で牽引していただいておりました。今後は徳山中央病

院で外科部長としてリーダーシップを発揮していただくとともに県の乳腺甲状腺外科レベルアップのため、引き続きご

指導および発信を続けていただきたいと願っております。また、社会人大学院生として桑原太一が4/1付けで美祢市立病

院に、藤原康弘が9/1付けで都志見病院にそれぞれ出向しました。両人とも大学院在学中には研究、臨床両面で活躍して

くれました。今後の消化器・腫瘍外科学教室を引っ張っていく人材であり、それぞれが置かれた環境で、消化器外科・

乳腺内分泌外科医として頑張ってくれるものと期待します。

帰学者に関してですが、同年4月1日付けで、佐藤陽子が山口県立総合医療センターから消化器・腫瘍外科学教室の乳

腺甲状腺外科専任のスタッフとして赴任しました。佐藤先生は器官病態外科学にご入局ですが、2016年4月-2018年3月ま

で当科で乳腺・甲状腺外科の研修を行っており、貴重な即戦力として大いに活躍してくれることを期待します。また、

徳久晃弘が大学院入学に伴い都志見病院から、古谷圭が山口大学病院集中治療部 助教として関門医療センターから帰

学しました。二人とも今まで培った経験を活かして、高い視点と広い視野をもった消化器外科としてこれからの成長を

望みます。また、研究面では、千々松日香里と兼定航の2名が大学院に入学しました。教室の一員としての自覚を持って、

根拠に基づく科学的考察力を持った消化器外科医へと成長していくことを期待しています。新入局員については、1名、

濱崎太郎が入局しました。明るく落ち着いたキャラクターで何事にも積極的に取り組む姿勢を見せており、消化器外

科・乳腺内分泌外科医としてこれからの成長を大いに期待しています。関連病院の先生方におかれましては、外科医不

足でご迷惑をおかけしていますが、医局員一同入局者を増やす努力を続けていますので、今後ともよろしくお願いいた

します。

異動日 卒年 氏名 異動元 異動先

4月1日 S59 内迫博幸 美祢市立病院 退職（大島東和病院）

〃 S62 山本 滋 山口大学消化器・腫瘍外科学 徳山中央病院

〃 S63 久保秀文 徳山中央病院 宇部興産中央病院

〃 H5 多田耕輔 宇部興産中央病院 小郡第一総合病院

〃 H8 橋本毅一郎 新南陽市民病院 退職（日鉄ステンレス株式会社）

〃 H9 近藤浩史 阿知須共立病院 新南陽市民病院

〃 H10 原田俊夫 宇部興産中央病院 阿知須共立病院

〃 H16 橋本憲輝 小郡第一総合病院 宇部興産中央病院

〃 H22 桑原太一 山口大学消化器・腫瘍外科学 美祢市立病院

〃 H22 佐藤陽子* 山口県立総合医療センター 山口大学消化器・腫瘍外科学

〃 H25 古谷 圭 関門医療センター 山口大学消化器・腫瘍外科学

〃 H25 徳久晃弘 都志見病院 山口大学消化器・腫瘍外科学

〃 H26 鍋屋まり 徳山中央病院 都志見病院

〃 H28 西田裕紀 山口大学消化器・腫瘍外科学 徳山中央病院

〃 H28 藤原信行 山口大学消化器・腫瘍外科学 岡山理科大学獣医学部

〃 H29 濱崎太郎 入局 山口大学消化器・腫瘍外科学

9月1日 H22 藤原康弘 山口大学消化器・腫瘍外科学 都志見病院
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臨床報告（入院）

2019年の入院診療につきましてご紹介致します。

当科では、上部消化管、下部消化管、肝胆膵、乳腺内分泌の4グループで診療体制をとっています。年間手術件数はほぼ例年通

りで、2019年は628件（応援手術、AMEC3入院も含む）でした。そのうち鏡視下手術は323件で乳腺内分泌を除いた消化器外科手

術の64％を占めています。手術症例以外では化学療法の入院患者は外来化学療法と同様に増加しており、術前化学療法も含め

て359件でした。全体の傾向として合併のあるハイリスク症例も多く、術前治療症例や生体肝移植をはじめとする高難度症例も増加

していますが、医療安全の観点からM&Mカンファレンスも定期的に行い診療科全体での意識や情報を統一して、医療の質の向上

を心掛けています。入院患者数は1152名で、病床稼働率99.03％とフル稼働状態が続いています。病棟師長をはじめ病棟スタッフ

とも協力して円滑に病床を稼働できており、平均在院日数は14.6日で病棟稼働額は約14億円でした。附属病院の再整備事業によ

り、新病棟が完成して2019年6月から稼働が始まり、手術部も移転して手術室数１２床から１６床に増えました。ここ数年、当科の年

間手術総数は飽和状態でしたが、定期手術枠も増枠となりましたので、予定手術の待期期間をできるだけ短くして年間手術数を増

やす所存です。消化器・腫瘍外科の病棟はしばらく現行のままですが、順次改装して再整備される予定です。今、世界は新型コロ

ナ感染症対策一色です。早く元の平穏な世界が戻ることを祈念しつつ、今後も高度で安全な医療を提供できるようスタッフ一同努

力致しますので、益々のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

山口大学大学院医学系研究科
消化器・腫瘍外科学 病棟医長

鈴木 伸明
Nobuaki Suzuki
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臨床報告（外来）

平成11年卒の吉田です。当科外来の近況と診療体制を御報告いたします。

現在、御紹介頂いた患者さんの初診は、消化器疾患は永野浩昭教授、武田 茂医師、鈴木伸明医師（火曜、金曜）が、乳腺・甲状腺

疾患は前田訓子医師、佐藤陽子医師（火曜、木曜、金曜）が診察しております。治療方針は、院内のキャンサーボードおよび当科のグ

ループカンファレンスを経て、決定されます。初診外来のない曜日に御紹介頂いた場合でも、一旦は当番医が対応いたしますが、上記

と同様の診療の流れをとりますので、問題ございません。

過去5年間の外来関連データを下記にお示しします。外来のべ患者数や院外からの新患数は、ここ数年横ばいですが、外来診療収

入額は、高い水準を保っています。その理由の一つには、化学療法患者の増加が挙げられます。近年は、局所進行あるいは再発症例

も多く御紹介頂けるようになり、術前術後に化学療法を導入する集学的治療を要するケースが増加していることが考えられます。

今後も、より質の高い診療を提供するとともに、山口県における高難度手術の集約化に努めて参ります。最後になりますが、今後も皆

さまからの益々のご指導ご鞭撻を賜ります様、お願い申し上げます。

山口大学大学院医学系研究科
消化器・腫瘍外科学 外来医長

吉田 晋
Shin Yoshida
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入院患者数

スタッフ

武田 茂 飯田通久 渡邊裕策
兼清信介 西山光郎 中島千代

手術症例数

食道疾患 36例

食道癌 32例

食道穿孔 ２例

食道異物 １例

胃管気管瘻再発 １例

胃疾患 66例

胃癌 55例

食道胃接合部癌 3例

胃SMT 4例

十二指腸TU 3例

胃穿孔 1例

食道疾患名 34例 術式 34例

食道癌 19例 食道癌根治術 19例

胸腔鏡下食道切除術 12例

縦隔鏡下食道切除術 1例

右開胸開腹食道切除術（JCOG) 3例

右開胸開腹食道切除術（サルベージ) ３例

食道癌CRT後 1例 食道バイパス術 1例

食道癌 1例 腸瘻造設術 1例

食道癌再発 1例 頸部郭清術 1例

その他 7例 その他手術 7例

下咽頭癌 ４例 遊離空腸再建 4例

食道穿孔（ESD後） 1例 右開胸開腹穿孔部被覆術 1例

食道穿孔（特発性） 1例 左開胸開腹食道穿孔部縫縮被覆術 1例

食道異物 1例 頸部食道切開異物除去 1例

上部消化管グループは武田、飯田、渡邊、兼清、西山、中島のメンバーで食道・胃疾患の診療を行っております。2019
年の新規患者116例、手術は98例でした。大半が食道癌、胃癌の症例です。当科は食道外科専門医が在籍する県内唯一
の食道外科専門医施設で、食道癌では90％以上が鏡視下手術を行っており、低侵襲で安全な手術を目指しております。
NSTや周術期リハビリテーションなどチーム医療も積極的に導入して術後合併症の予防に努めています。胃癌について
は腹腔鏡手術を進行癌にも適応を広げ、90％以上の症例で腹腔鏡手術を行いました。腹腔鏡下噴門側胃切除や胸腔鏡を
併用した切除・再建などの機能温存を目指した手術も行っています。化学療法は新規レジメンや免疫チェックポイント
阻害剤を導入して、進行・再発症例だけでなく術前化学療法、術後補助療法など、腫瘍センターと連携して行っており、
地域連携も含めて包括的ながん治療を提供できるように心掛けております。



胃疾患名 64例 術式 64例

胃癌 52例 腹腔鏡下胃全摘術 14例

（残胃癌含む） 腹腔鏡下幽門側胃切除術 26例

腹腔鏡下噴門側胃切術 4例

胸腹腔鏡下食道切除上部胃切除 1例

胃全摘術 1例

幽門側胃切除術 1例

審査腹腔鏡 4例

腹腔鏡下腸瘻造設 1例

食道胃接合部癌 3例 腹腔鏡下噴門側胃切除 3例

胃SMT 4例 腹腔鏡下胃局所切除術 3例

LECS 胃局所切除 1例

十二指腸癌・NET 3例 LECS（十二指腸部切） 3例

腹腔鏡下幽門側胃切除術 1例

胃穿孔 1例 腹腔鏡下洗浄ドレナージ 1例

トピックス

1月
第20回食道手術ビデオ懇話会（大阪）に参加しました（武田、西山）
岡山大学臨床解剖実習セミナーに参加しました（武田、西山）

2月 第36回山口県食道疾患研究会で発表しました（西山）

3月

JCOG食道班会議に参加しました（武田、西山）
第91回日本胃癌学会総会に参加しました（武田、飯田、西山）
第15回中四国食道外科平成の会に参加しました（武田、西山）
「食道癌周術期免疫栄養療法」に関する論文がNutrition誌に掲載されました（兼清）

4月 第119回日本外科学会定期学術集会に参加しました（武田、飯田、兼清、西山、中島、山本、吉野）

5月

第17回日本ヘルニア学会に参加しました（武田、山本）
第27回日本癌病態治療研究会に参加ました（兼清）
第3回山口消化管内視鏡外科研究会に参加しました
第40回癌免疫外科研究会に参加しました（山本）

6月

第41回日本癌局所療法研究会に参加しました（西田）
第73回日本食道学会学術集会に参加しました（武田、西山）
第62回 関西胸部外科学会学術集会に参加しました（武田、西山、山本）
第78回山口県臨床外科学会に参加しました（兼清）

7月

第74回日本消化器外科学会総会に参加しました
第16回日本臨床腫瘍学会学術集会に参加しました（吉野）
第2回山口食道がん研究会に参加しました。
JCOG食道班会議に参加しました（武田、西山）

8月 第23回日本がん芽根紀学会総会に参加しました（山本）

9月
第94回中国四国外科学会総会に参加しました
第16回中四国食道外科平成の会に参加しました（武田、西山、中島、山本）
第16回国際食道疾患会議に参加しました（吉野、兼清、西山

10月
第57回日本癌治療学会に参加しました（武田、吉野）
第49回胃外科・術後障害研究会に参加しました（飯田、中島）

11月

JDDW2019に参加しました（武田、飯田）
第81回日本臨床外科学会総会に参加しました（武田）
第32回日本バイオセラピィ学会学術集会総会（吉野、中島、山本）
第32回日本外科感染症学会総会学術集会に参加しました（武田）
JCOG食道班会議に参加しました（西山）

12月
第32回日本内視鏡外科学会総会に参加しました（武田、飯田、中島）
日本消化器外科学会専門医認定試験に合格しました（山本）



令和元年研究報告（令和元年12月31日現在）

UMIN ID 試験名 対象 実施責任組織 進捗状況

UMIN000025412 食道癌患者へのDCF療法時における成分栄養剤の
口腔粘膜炎抑制作用の検討
－エレンタール非投与群を対照群としたランダム
化第Ⅲ相比較臨床試験（EPOC2 study）

食道癌 JFMC 登録終了

UMIN000034178 食道癌術前化学療法時の栄養介入が術前サルコペ
ニアに及ぼす影響に関する後向きならびに探索的
研究

食道癌 山口大学 実施中

UMIN000015107 切除不能または再発食道癌に対するCF（シスプラ
チン+5-FU）療法とbDCF（biweekly ドセタキセ
ル+CF）療法のランダム化第III 相比較試験
（JCOG1314）

食道癌 JCOG 実施中

UMIN000017628 臨床病期I/II/III食道癌（T4を除く）に対する胸
腔鏡下手術と開胸手術のランダム化比較第III相試
験（JCOG1409）

食道癌 JCOG 実施中

UMIN000016954 食道癌患者を対象とした術後補助療法としてのS-
588410（ペプチドワクチン、塩野義製薬）によ
る第III相多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為
化比較試験

食道癌 塩野義製薬 登録終了

食道がん患者を対象としたニボルマブとイピリマ
ブの第3相試験
ONO-4536-50/CA209648

食道癌 小野薬品 登録終了

UMIN000016196 切除不能・進行再発胃癌の2次化学療法としての
低用量Nab-Paclitaxel療法の有用性の検討
～臨床第II相試験～

胃癌 山口大学 登録修了

UMIN000031285 切除不能・進行再発胃癌を対象としたweekly 
nab-Paclitaxel＋Ramucirumab併用療法の有用
性を検討する第Ⅱ相臨床試験

胃癌 山口大学 実施中

UMIN000023065
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対する
ramucirumab＋Irinotecan併用療法のインター
グループランダム化第III相試験

胃癌 OGSG 実施中

UMIN000009531
ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切
除後の治療に関する研究（STAR ReGISTry）

胃癌
国立がん研究セ

ンター
登録終了

進行胃癌患者を対象とした審査腹腔鏡検査時にお
けるSPP-005を用いた光線力学診断の
有効性及び安全性を検討する多施設共同試験
JMA-IIA00225

胃癌 大阪大学 登録終了

食道癌手術 胃癌手術 グループカンファレンス
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入院患者数(化学療法含む）

スタッフ
鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍
硲 彰一（先端がん治療開発学）

手術症例内訳

良性疾患 108

イレウス 13

直腸脱 5

炎症性腸疾患 12

急性虫垂炎 8

肛門疾患 6

ストーマ造設・閉鎖 26

汎発性腹膜炎等 13

その他 25

2019年、下部消化管グループは鈴木、吉田、友近のメンバーを中心に、硲をスーパーバイザーとして診療を行いました。

手術患者数は178例で、そのうち緊急手術等の症例は40例でした。結腸・直腸癌症例に対する手術は90例で、経肛門等除

いた経腹手術は85例、そのうち腹腔鏡手術は79例と93%の症例に施行しました。良性疾患に関しても積極的に鏡視下手術

を導入しています。臨床研究にも積極的に参加し、IRB承認のもと症例登録を行いました。大腸班チームカンファレンスを

週1回、消化器内科との合同カンファレンス（Cancer Board）を週1回行っています。消化器・腫瘍外科学としての全体カ

ンファも週2回行っており、ここで肝胆膵班と相談し、抗がん剤治療先行による切除不能肝転移症例に対するconversion 

therapy （肝転移切除等）も積極的に取り組んでいます。2019年の大腸癌肝転移切除症例数は15例でした（詳細は肝胆膵

班参照）。トピックスとしては、TaTME (transanal total mesorectal excision)の導入を行いました。経肛門の良好な視

野により、今まで切除に難渋していたBulky tumorに対しても、two team制で時間短縮した手術が可能となりました。

11

疾患別 手術症例：178例

大腸癌 90例

クローン病・潰瘍性大腸炎 7例・5例

イレウス
10例

（緊急6例、準緊急2例）

虫垂炎 8例（緊急6例）

小腸疾患 5例

肛門疾患（痔核、痔瘻等） 4例

直腸脱 5例

人工肛門形成状態
(人工肛門閉鎖術）

11例

人工肛門造設術 15例

腹膜炎・腹腔内膿瘍 13例（緊急7例）

その他 5例

大腸癌 部位別 計90例

盲腸 8

上行結腸 17

横行結腸 9

下行結腸 5

S状結腸 13

直腸 36

その他 2

のべ入院患者数 319例

結腸/直腸癌（のべ人数） 211

盲腸癌 13

上行結腸癌 38

横行結腸癌 25

下行結腸癌 17

S状結腸癌 41

直腸癌 77



令和元年臨床試験一覧

トピックス

1月 京都で開催された第90回大腸癌研究会に参加しました。（鈴木、吉田、硲）

4月 大阪で開催された第119回日本外科学会定期学術集会に参加しました。（鈴木、吉田、友近、硲）

5月 シカゴで開催された2019 ASCO Annual Meetingに参加しました。（硲）

6月 岡山大学で開催されたcadaver training seminarに参加しました。（友近）

7月 東京で開催された第91回大腸癌研究会に参加しました。（鈴木、友近、兼定、硲）
東京で開催された第74回日本消化器外科学会総会に参加しました。（鈴木、吉田、友近、硲）

9月 札幌医科大学で開催されたcadaver training seminarに参加しました。（友近、田中）

10月 東京で開催された第72回日本大腸肛門病学会に参加しました。（鈴木、吉田、友近、兼定、硲）

11月 神戸で開催された第17回日本消化器外科学会大会に参加しました。(鈴木、吉田、友近、硲）

12月 横浜で開催された日本内視鏡外科学会に参加しました。（鈴木、吉田、友近）
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大腸癌：術式別 計 90例

回盲部切除術 16例(開腹2例)

右半結腸切除術 10例

横行結腸切除術 7例

下行結腸切除術 5例

Ｓ状結腸切除術
10例

(DST: 8, EEA: 2)

高位前方切除術 6例

低位前方切除術 10例（開腹2例）

大腸癌：術式別 （つづき）

Hartmann手術 2例（開腹1例）

直腸切断術 1例

ISR 6例

骨盤内臓器全摘術 2例

経肛門的腫瘍摘除術 5例

大腸亜全摘術 2例（開腹1例）

その他 8例

管理番号 研究責任者 主担当者 研究課題名

H24-142 永野 浩昭 硲 彰一
【Bi-weekly XELOX】未治療の進行・再発大腸癌患者に対する初回治療としての2
週毎XELOX＋ベバシズマブ療法の有効性・安全性の検討：第Ⅱ相臨床試験

H26-053 永野 浩昭 鈴木 伸明
【ULTIMATE TRIAL】肛門近傍の下部直腸癌に対する腹腔鏡下手術の前向き
第Ⅱ相試験（ULTIMATE TRIAL）

H27-054 永野 浩昭 友近 忍
【TCR】大腸がん腫瘍浸潤リンパ球のT細胞受容体（TCR）網羅的解析による
化学療法剤の効果予測と抗腫瘍特異的免疫誘導効果に関する研究

H27-070 永野 浩昭 鈴木 伸明

【PARADIGM study】RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治
療の
切除不能進行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法と
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相
無作為化比較試験（PARADIGM study）

H27-162 永野 浩昭 鈴木 伸明
【Be TRI】【TRICC1414】化学療法未治療の切除不能な進行・再発大腸癌に対す
るFOLFOXIRI+ベバシズマブ療法の第Ⅱ相臨床試験（Be TRI）

H27-198 永野 浩昭 鈴木 伸明

【JACCRO CC-13,DEEPER試験】RAS野生型進行大腸癌患者における
FOLFOXIRI＋
セツキシマブとFOLFOXIRI＋ベバシズマブの最大腫瘍縮小率(DpR)を検討する
無作為化第Ⅱ相臨床試験 (JACCRO CC-13試験)

H27-203 永野 浩昭 硲 彰一
【CpG】進行・再発大腸がんに対する抑制性免疫解除剤+5種類のペプチドカクテ
ル+CpGの複合免疫療法の第Ⅰ相臨床試験



2019 ASCO annual meetingに参加しました。
（左から吉野、硲、徳光）
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大腸班カンファレンス風景
札幌医大、竹政教授主催のcadaver training seminarに
参加しました。（友近、田中）

1例目のTaTMEは島根県立中央病院の金澤先生を
プロクターとして招聘しました。（左から吉田、鈴木、金
澤、永野、友近）

管理番号 研究責任者 主担当者 研究課題名

H27-203 永野 浩昭 硲 彰一
【CpG】進行・再発大腸がんに対する抑制性免疫解除剤+5種類の
ペプチドカクテル+CpGの複合免疫療法の第Ⅰ相臨床試験

H28-004 永野 浩昭 鈴木 伸明
【JACCRO CC-13試験 AR】RAS野生型進行大腸癌患者における FOLFOXIRI＋セ
ツキシマブとFOLFOXIRI＋ベバシズマブの最大腫瘍縮小率(DpR)を検討する
無作為化第Ⅱ相臨床試験におけるバイオマーカー研究 (JACCRO CC-13AR)

H28-186 永野 浩昭 友近 忍 山口大学医学部附属病院における大腸癌の実態把握のための調査研究

H30-139 永野 浩昭 鈴木 伸明
【ロンサーフ+アバスチン】治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸癌患者を対象
としたTFTD+Bmab療法の治療継続性を検討する第II相臨床試験

H30-162 永野 浩昭 鈴木 伸明
【LOVERY試験】肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学的安全性を評価
する後ろ向き試験

H2019-006 永野 浩昭 鈴木 伸明
「RAS遺伝子野生型切除不能進行・再発大腸癌における二次治療FOLFIRI＋
ラムシルマブ併用療法の第Ⅱ相試験」におけるバイオマーカー研究(JACCROCC-
16AR)

H2019-090 永野 浩昭 鈴木 伸明
【EXPERT付随】 大腸癌肝転移に化学療法が与える影響に関する
探索的観察研究



入院患者数（化学療法を含む）

スタッフ
徳光幸生、新藤芳太郎、

松井洋人、松隈 聰、中島正夫

胆道疾患 136

胆嚢癌 37

胆管癌 55

十二指腸乳頭部癌 8

良性・その他 36

膵・脾疾患 119

膵癌 108

PNET 3

慢性膵炎 1

IPMN 5

MCN 2

手術症例数

私たちは、日本肝胆膵外科学会が定める“高度技能修練施設”の中の、とくに高難度手術を年間50例以上こなす山口県唯一の “認定

施設A”として、肝臓・胆道・膵臓領域の悪性疾患を中心にチームで外科診療を行っています。肝細胞癌や転移性肝癌などに対して

は低侵襲な腹腔鏡下肝切除を第一選択としており、現在約７割の方が腹腔鏡手術を受けられ従来の開腹手術と比較するとかなり早

期に退院されています。一方、胆道癌・膵臓癌などの難治癌に対しては集学的治療と拡大手術を駆使し、治療成績の向上を目指し

ています。また、既存の治療法のみならず新規の診断・治療を受けて頂けるよう、臨床試験をはじめ多くの情報を提供できるよう

日々診療内容のアップデートに努めています。さらに、生体肝移植に関しては2016年の再開以降2019年までに8名の患者様に施

行致しました。引き続き最新かつ最適な治療を提供できるよう邁進して参ります。

() 腹腔鏡手術症例、＊重複あり

肝疾患 114

肝細胞癌 39

転移性肝腫瘍 32

肝内胆管癌 36

肝硬変（肝移植） 1

ドナー(肝移植） 6
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肝切除 生体肝移植
肝
焼
灼

胆管切除
再建

膵頭十二
指腸切除

膵体尾
部切除

その他 計葉切
以上

区域
亜

区域
外側
区域

部分 ドナー レシピエント

肝細胞癌 5(2) 2(1) 3(2) 2(1) 24(18) - - 1 37(26)

肝内胆管癌 - - 0

転移性肝癌 1 4(2) 10(9) - - 1 15(12)

その他の肝疾患 1 - - 5(3) 6(3)

肝門部･上部胆管癌 3* 3* 2 5

中･下部胆管癌 3 2 5

胆嚢癌 1* 1* 1(1) 3* 2 6(1)

乳頭部癌 3 3

その他の胆道
疾患

39(34) 39(34)

膵頭部癌 - - - - - - 15 2 17

膵体尾部癌 - - - - - - 6 1 7

その他の膵疾患 - - - - - - 6 4(3) 2 12(3)

上記以外 1 1 1 3

計 9*(2) 3(1) 8*(4) 2(1) 35(28) 1 1 0 6* 28 11(3) 57(37) 155(79)



トピックス

1月 九州肝臓外科研究会に参加しました（松隈）

臨床肝移植セミナー ～多職種で進める山口の肝移植～ を開催しました（全員）

2月 膵島移植に関する論文がTranspl Int.誌に掲載されました（新藤）

5月 胆道癌の外科治療に関する論文がAnn Gastroenterol Surg誌に掲載されました（松隈）

第6回山口胆膵疾患研究会総会を開催しました（全員）

6月 ASCO2019に参加しました（徳光）

7月 日本消化器外科学会総会に参加しました（全員）

8月 生体肝移植手術を行いました（再開8例目）

癌免疫療法のバイオマーカーに関する論文がCancers (Basel)誌に掲載されました（新藤）

9月 第9回肝胆膵フォーラム in Yamaguchiに参加しました（全員）

HSP70由来ペプチドに関する論文が掲載されました（松井）

10月 肝癌予後予測に関する論文が掲載されました（徳光）

chimeric antigen receptor-engineered T (CAR-T)に関する論文が掲載されました（中島）

11月 第7回山口胆膵疾患研究会総会を開催しました（全員）

中島先生が川崎医科大学に出向しました（中島）

JSES手術見学プログラムにて、大阪市立総合医療センターに手術見学に参加しました（徳光）

12月 KHBO学術集会を山口市で開催しました（全員）
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移転後の手術室にて 腹腔鏡下肝切除 肝移植診療検討会

中島先生送別会 中国四国外科学会 in 宇部
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終了した臨床試験
UMIN ID 試験名 対象 実施責任組織 進歩状況

肝 UMIN000019205
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検
討 -前向き多施設共同研究-

肝疾患（腹腔鏡下肝切除
を予定された患者）

肝臓内視鏡外科研究会 終了

なし
下大静脈・右房内腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対する肝切除の意義を
検討する後ろ向き多施設共同観察研究

肝細胞癌 山口大学 終了

胆
根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS-1療法の第III
相試験 (JCOG1202, ASCOT)

胆道癌 JCOG 終了

胆道癌における術中洗浄細胞診の有用性に関する後ろ向き多施設
共同観察研究

胆道癌 KHBO 終了

膵 膵臓癌の診療向上のための分子遺伝学的および分子疫学的研究 膵癌 大阪大学 終了

膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離-個別処理と脾静
脈同時切断の多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験

膵疾患（膵体尾部切除を
予定された患者）

和歌山県立医科大学 終了

浸潤性膵管癌切除後の残膵再発に対する再切除の意義の検討 膵癌 名古屋大学 終了

なし
Borderline resectable膵癌に対する治療成績についての後ろ向き
研究

膵癌
九州膵胆道癌治療研究
会

終了
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実施中の臨床試験

UMIN ID 試験名 対象 実施責任組織 進歩状況

肝 肝細胞癌切除後ミラノ基準内再発症例に対する再切除の有用性 再発肝細胞癌 肝胆膵外科学会 実施中

UMIN000010691
肝細胞癌術後再発予防を目的としたHSP70mRNA導入樹状細胞療
法の第Ⅰ/Ⅱ相ランダム化比較臨床試験

肝細胞癌 山口大学 実施中

なし
肝細胞癌に対する肝切除またはラジオ波焼灼療法施行後の再発治
療・長期予後に関する観察研究：SURF trial付随研究

肝細胞癌 東京大学 実施中

UMIN000029991
根治切除可能肝細胞癌(HCC)に対する周術期補助療法としての
HSP70由来ペプチド+GPC3由来ペプチド＋IMP321+Hiltonolを
用いた複合免疫療法の第I相臨床試験（YCP02試験）

肝細胞癌 山口大学 実施中

なし
混合型肝癌に関する臨床病理学的・分子生物学的検討に関する九
州肝臓外科研究会多施設共同研究 混合型肝癌

熊本大学
実施中

なし
大腸癌同時性肝転移に対する腹腔鏡下大腸・肝同時切除の安全性
に関する前向き観察研究

大腸癌肝転移 山口大学
実施中

なし
肝炎ウイルス関連肝細胞癌に対するウイルス排除の外科治療成績
に及ぼす影響の検証 肝細胞癌 山口大学

実施中

UMIN000030525
臓器移植における抗体関連拒絶反応の新規治療法の開発に関する
研究 生体肝移植 東京女子医科大学

実施中

UMIN000029794
肝細胞癌腹膜播種に対する後方視的観察研究

肝細胞癌腹膜播種 滋賀医大
実施中

なし
門脈腫瘍栓を伴う高度進行肝細胞癌に対する集学的治療の安全性、
有用性についての前向き観察研究 肝細胞癌Vp3-4 山口大学 実施中

生体肝移植中脾臓摘出術併施の短期および長期成績に関する検証 生体肝移植 九州大学 実施中

肝移植レシピエントにおける周術期腸内細菌叢の変化と感染性合
併症の関係および術後敗血症を早期予測するためのバイオマー
カー探索研究

肝移植 山口大学 実施中
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UMIN ID 試験名 対象 実施責任組織 進歩状況

胆
UMIN000029888

胆道癌における術中洗浄細胞診の有用性に関する後ろ向き多施設
共同観察研究 (KHBO1701)

胆道癌 KHBO 実施中

なし
胆管内乳頭状腫瘍、粘液性嚢胞性腫瘍、乳頭型胆管癌の日韓合同
大規模データ集計への当科症例の資料提出

胆管内乳頭状腫瘍、粘液性
嚢胞性腫瘍、乳頭型胆管癌

獨協医科大学 実施中

UMIN000027785 胆嚢癌の診断と予後に関する前向き観察研究 胆嚢癌 東北大学 実施中

UMIN000029888
胆道癌における術中洗浄細胞診の有用性に関する後ろ向き多施設
共同観察研究

胆道癌
KHBO

実施中

UMIN000035352
胆嚢癌疑診例に対する腹腔鏡手術の安全性に関する前向き観察研
究

胆嚢癌 山口大学 実施中

なし
肝門部領域胆管癌に対する肝動脈合併切除・再建術の治療成績の
検証

肝門部領域胆管癌 山口大学 実施中

Vater乳頭部癌に対する術後補助療法の治療成績に関する後方視的
観察研究

乳頭部癌 肝胆膵外科学会 実施中

肝内結石症第8期全国横断調査 肝内結石症 杏林大学 実施中

肝門部領域胆管癌に対する肝動脈合併切除・再建術の治療成績の
検証

肝門部胆管癌 山口大学 登録終了

JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 胆道癌 JCOG 実施中

UMIN000036449
肝葉切除を伴わない胆道癌切除例を対象としたゲムシタビン/シス
プラチン（GC)併用療法とゲムシタビン/TS-1（GS)併用療法の術
後補助化学療法のランダム化第2相試験（KHBO1901）

胆道癌
KHBO 大阪国際がんセ
ンター

実施中

GCS療法不応・不耐後の切除不能胆道癌に対する二次治療の有効
性に関する多施設共同後ろ向き観察研究

胆道癌
KHBO、山口大学

実施中

胆道癌の術後補助療法における薬剤感受性予測因子に関する検討
（JCOG1202A1）

胆道癌 JCOG 実施中

膵
進行再発膵癌に対するゲムシタビン/ナブパクリタキセルと
FOLFIRINOXもしくはS-1LOX療法を比較するRCT

膵癌 JCOG 実施中

UMIN000018763 膵全摘患者に対する前向き実態調査 膵全摘を施行された患者 近畿大学 実施中

山口県内の膵癌根治切除症例に関する多施設共同後ろ向き観察研
究

膵癌 山口大学 実施中

なし 膵臓癌の診療向上のための分子遺伝学的および分子疫学的研究 膵癌 大阪大学 実施中

UMIN000016380
膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登
録研究（TRINET1332）

神経内分泌腫瘍
日本神経内分泌腫瘍研
究会

実施中

UMIN000029147
切除可能境界膵癌に対するGemcitabine／nab-Paclitaxel併用療法
もしくはmFOLFIRINOXによる術前化学療法に関する多施設共同
前向き観察研究

膵癌 山口大学 実施中

切除不能膵退形成膵癌治療成績に関する他施設共同後ろ向き観察
研究

膵癌 JCOG 実施中

UMIN000027775
根治切除不能局所進行膵癌に対するGEM＋nab-PTX療法の有用性
に関する前向き多施設共同研究（GEAR study）

BR-A膵癌 九州大学 登録終了

なし 切除可能膵癌の早期再発因子に関する多施設共同研究
切除可能膵癌

長崎大学 登録終了

UMIN000014795
消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌（NEC）を対
象としたエトポシド／シスプラチン療法のランダム化比較試験

NEC JCOG
実施中

UMIN000034265
76歳以上の切除非適応膵癌患者に対する非手術療法の前向き観察
研究

膵癌 国立がんセンター東病院実施中

十二指腸狭窄を有する切除不能進行膵癌を対象とした初回化学療
法導入前の狭窄解除法に関する多施設共同後ろ向き観察研究

膵癌 千葉がんセンター 実施中

FGFR2遺伝子再構成を伴う切除不能又は転移性の胆管癌患者を対
象に、1次治療としてのPemigatinibの有効性及び安全性をゲムシ
タビン + シスプラチン併用化学療法と比較して評価する非盲検、
ランダム化、実薬対照、多施設共同、第III相試験（FIGHT-302）

胆道癌 INCYTE社 実施中

膵癌に対する樹状細胞ワクチンTLP0-001治験 膵癌 和歌山医科大学 実施中
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申請中の臨床試験

UMIN ID 試験名 対象 実施責任組織 進歩状況

胆道癌
局所進行胆道癌に対するConversion surgeryの治療成績と予後因
子解析に関する後方視的観察研究

胆道癌 肝胆膵外科学会 IRB申請中

胆管癌E7090試験 胆道癌 エーザイ IRB申請中

膵癌・胆道
癌

膵・胆道癌に対する集学的治療（術前化学療法および手術加療）
適格症例および治療法選定のためのバイオマーカー探索試験

膵癌・胆道癌 山口大学 IRB申請中
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乳腺・甲状腺・副甲状腺の悪性・良性疾患の外科手術および薬物療法などを、診断を含めて幅広く行っています。特に

乳癌センチネルリンパ節生検においては、3D CT-リンフォグラフィ、Real-time Virtual Sonography (RVS), ICGによ

るセンチネルリンパ節直接マーキング法といった当科オリジナルの方法で、センチネルリンパ節を高精度に同定してい

ます。また、当院では形成外科専門医、乳腺専門医が備わっており、自家組織およびインプラントを考慮した乳房再建

手術を保険診療で行うことが可能です。2020年4月より遺伝性乳がん卵巣がん症候群の既発症者に対するBRCA遺伝学的

検査、リスク低減乳房切除術、乳房再建術が保険収載となりました。山口県唯一の遺伝性乳癌卵巣癌総合診療基幹施設

として産婦人科や遺伝専門外来と協力し、遺伝性乳がんの診療を進めていきます。また佐藤陽子が中心となって乳房専

用PETの有用性に関する臨床試験を開始しました。これまで行ってきた若手専門医の教育・育成が成果を上げ、山口県

の乳腺専門医は増えています。さらに山口県の乳がん診療を充実するため、今後も診療・教育・研究に力を注ぎたいと

思います。

入院患者数

スタッフ
前田訓子、佐藤陽子

手術症例数

乳腺疾患 153

乳癌 105

良性疾患 14

マンモトーム検査 21

その他 13

甲状腺・副甲状腺疾患 10

甲状腺癌 2

Basedow病 2

良性腫瘍・その他 3

副甲状腺疾患 3

乳腺疾患 119

乳癌に対する手術 105

乳房切除術単独 7

乳房切除術＋センチネルリンパ節生検 49

乳房切除術＋腋窩リンパ節郭清 21

乳房温存術単独 13

乳房温存術＋センチネルリンパ節生検 10

乳房温存術＋腋窩リンパ節郭清 3

皮下乳腺全摘+乳房再建（TE/自家組織） 2

良性・その他 14

甲状腺・副甲状腺疾患 10

甲状腺癌に対する手術 2

甲状腺葉切除+頚部郭清 (1)

甲状腺全摘＋頚部郭清 (1)

甲状腺良性腫瘤 3

Basedow病手術 2

副甲状腺手術 3
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トピックス

UMIN ID 試験名 対象 実施責任組織 進捗状況

000000843 JBCRG-04 病理学的R1乳癌 JBCRG 登録終了

000001090 NSAS BC-06 閉経後乳癌 NSAS 登録終了

000002349 RESPECT HER2陽性乳癌 NSAS 登録終了

000018202 HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズ
マブ再投与の有用性を検証する第III相臨床研
究－ ペルツズマブ再投与試験 －JBCRG-
M05(PRECIOUS)

HER2陽性乳癌 JBCRG 登録終了

000033384 BRCA1/2遺伝子変異陽性者に対するリスク低
減乳房切除術の安全性の検討

遺伝性乳癌卵巣
癌症候群

山口大学 実施中

乳癌手術後の整容性に対する患者満足度の調査
研究

乳癌術後 山口大学 実施中

000027938 HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズ
マブ、ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラ
スツズマブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療
法を比較検討する第III相臨床研究-JBCRG-
M06(EMERALD)

HER2陽性乳癌 JBCRG 実施中

000039200 乳房専用PET検査の有用性について多施設探索
研究

乳癌 山口大学 実施中

錫(Sn)フィルターを用いた超低線量胸部CT(乳
腺領域)の画質評価
（山口大学 放射線科との共同研究）

乳癌 山口大学 実施中
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2月 中四国甲状腺外科研究会で、前田が発表しました

4月 日本外科学会定期学術集会で、山本、前田、千々松が発表しました

6月 日本癌病態治療研究会で、前田が発表しました。

7月 日本乳癌学会で、山本、前田が発表しました

9月 日本乳癌学会中国四国地方会で、前田、佐藤が発表しました

10月 日本癌治療学会で、前田が発表しました。



リセクションガイドを用いた手術風景

21

当科で開発した乳腺円状部分切除器（商品名リセクションガイド）

当科で開発した乳房術後圧迫帯 術後患者さんでの乳房術後圧迫帯 試着



2020年からの新体制について

一の俣桜公園・蒼霧鯉池（下関市）



外来診療体制の変更（2020年4月～）

消化器・腫瘍外科学講座では、より質の高い外科医療を提供する目的で、2020年4月より

外来体制を、以下のように変更します。

◆ 外来診療を専門医のみに限定する

これまでは入院時主治医が、引き続き外来担当医として診療を行って参りましたが、消化

器外科専門医および博士号取得した医師に限定します。

◆ 完全予約制とする

予約制が完全ではなく、患者さんが待合室に集中する状況でした。予約制を充実させるこ

とで、集中を分散し、患者さんの待ち時間短縮を進めます。

◆ 薬物療法は、腫瘍内科医が行う

大阪国際がんセンターより井岡達也医師が、腫瘍内科医として赴任しました。実際の薬物

療法を行うだけでなく、運用についてもより良いものへ見直しを行って参ります。

外来体制変更につきましては、何卒御理解の程お願い致します。
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ご挨拶

2020年４月１日、山口大学医学部附属病院腫瘍センター副センター長に着任いたしまし

た井岡達也です。前職は、大阪国際がんセンター（旧名：大阪府立成人病センター）で、

膵癌や胆管癌などの消化器癌の薬物療法を中心に診療していました。今回、山口大学で働

かせていただけることになり、非常に光栄に思っています。どうぞ、よろしくお願いいた

します。

◆ 集学的治療

食道癌や膵癌などの難治癌を治癒させるには高度な医療が必要になります。外科手術を

中心に、薬物療法や放射線療法を取り入れ、集学的治療で、癌の根治を目指します。

◆ 先進的治療の導入

ゲノム医療の時代となり、分子標的薬などの新しい抗癌剤による治療が一般的となって

います。外科手術などで得られた患者さんの癌細胞についてゲノム解析を行うことにより、

最適の治療を模索します。

また、製薬企業による治験や医師主導治験にも積極的に参加し、高い期待が寄せられて

いる新しい治療を、いち早く患者さんに提供します。

◆ チーム医療

従来より、医療は多くの職種が協力し合うことで成り立っていますが、現代においては、

多職種協働によるチーム医療がより重要視されています。多職種が一丸となって、癌の根

治を目指したいと思います。

井岡達也

平成２年 日本大学医学部卒

平成２年 自治医科大学付属病院 内科ローテート

平成４年 自治医科大学 消化器内科

平成７年 大阪府立成人病センター 集団検診第２部第２科

平成27年 大阪府立成人病センター 膵癌センター内科系

部門長（兼任）

平成29年 大阪国際がんセンター（改称）検診部消化器検診科
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この度、当科のオリジナルロゴ&白衣を作成しました！

左肩にはオリジナルロゴが！

左胸には科名の刺繍が施されています！
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学会開催 報告

永源山公園（周南市）



第94回中国四国外科学会総会
第24回中国四国内視鏡外科研究会

2019年9月19日（木）20日（金）の2日間に第94回中国四国外科学会総会・

第24回中国四国内視鏡外科研究会を宇部市のANAクラウンプラザホテル宇部に

て開催いたしました。この学会は中国四国9県の持ち回りで運営されていますが、

令和初年の今回は、総会の会長を消化器・腫瘍外科学の永野浩昭教授が、研究会

の当番世話人を器官病態外科学の田中俊樹講師が務め両科合同のALL山口外科体

制で開催しました。当日は350名を超える多くの参加者があり、盛会のうちに学

会・研究会を終了することができました。

今回は特別講演に九州大学大学院消化器・総合外科教授で、日本外科学会理事

長の森 正樹先生をお招きし、「外科学の未来」と題して大変貴重なご講演を拝

聴することができました。またシンポジウムでは「新専門医制度の現状と展望」

と「地域がん診療の問題と対策」を取り上げ、中国四国各県からそれぞれ1名ず

つの演者にご発表いただき、基調講演では山口大学大学院医療情報判断学教授の

石田 博先生に「地域における症例登録情報の活用と登録支援システム」につい

てご講演いただきました。スポンサードシンポジウムは「安全性と根治性を追求

した胸腔鏡下肺癌手術」と「局所進行癌に対する切除限界への挑戦」を企画し、

基調講演をがん研有明病院呼吸器外科の文 敏景先生、大阪大学消化器外科学の

山﨑 誠先生、広島市立広島市民病院外科の松川 啓義先生にご講演いただき、他

にも多くのエキスパートの先生方から演題のご発表がありました。研修医・専攻

医セッションは30題、一般演題は78題の演題が集まり若手の先生を中心にご発

表いただき、いずれのセッションでも中国四国地区の外科の未来を感じる活気の

ある討論が繰り広げられました。また第31回中国四国内視鏡消化管内視鏡手術

勉強会、第27回日本外科学会生涯教育セミナー（中国・四国地区）、日本肝胆

膵外科学会2019年度地域教育セミナー（中国・四国地区）も開催され、参加者

にとって大変有意義な学会であったと感じております。

中国四国地方においても外科医不足や地域医療が年々深刻な問題となっており

ますが、この学会・研究会での情報を共有しそれぞれの地域での外科診療の向上

のお役に立てることを祈念して稿を終えたいと思います。

最後になりましたが、この学会・研究会の開催にあたり御支援と御力添えをいた

だきました関係各位にこの場をお借りして深甚なる感謝の意を表します。皆様の

ご健勝とより一層のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

（文責：武田 茂）
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開催概要：
第94回中国四国外科学会総会
会 長 ：永野浩昭

山口大学大学院医学系研究科消化器・腫瘍外科学 教授
第24回中国四国内視鏡外科研究会
当番世話人：田中俊樹

山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学 講師
日 時：令和元年9月19日・20日
場 所：ANAクラウンホテル宇部

2019.9.19/20
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特別講演

9 月20 日（金）11：00 ～ 12：00

外科学の未来

座長：永野浩昭

（山口大学大学院医学系研究科消化器・腫瘍外科学）

森正樹 九州大学大学院消化器・総合外科

シンポジウム

シンポジウム１

9月19 日（木） 第1 会場13：15 ～ 15：15

新専門医制度の現状と展望

座長：濱野公一（山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学）

座長：渡橋和政（高知大学医学部外科学講座（外科2））

特別発言：種本和雄（川崎医科大学心臓血管外科学）

シンポジウム2

9 月20 日（金） 第1 会場9：00 ～ 11：00

地域がん診療の問題と対策

座長：高田泰次（愛媛大学大学院医学系研究科肝胆膵・乳腺外科学）

座長：藤原俊義（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学）

特別発言：山口佳之（川崎医科大学臨床腫瘍学）

基調講演

地域における症例登録情報の活用と登録支援システム

石田博 山口大学大学院医学系研究科医療情報判断学

スポンサードシンポジウム

スポンサードシンポジウム１

9 月19 日（木） 第2 会場13：15 ～ 15：15

安全性と根治性を追求した胸腔鏡下肺癌手術

座長：中村廣繁（鳥取大学医学部器官制御外科学講座胸部外科学）

座長：豊岡伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器・乳腺内

分泌外科学）

基調講演

気管支動脈と膜構造を利用した合理的な胸腔鏡下リンパ節郭清

文敏景 がん研有明病院呼吸器外科

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

スポンサードシンポジウム2

9 月20 日（金）第2 会場13：40 ～ 15：40

局所進行癌に対する切除限界への挑戦

座長：鈴木康之（香川大学医学部・医学系研究科消化器外科学）

座長：渡部祐司（愛媛大学大学院医学系研究科消化管・腫瘍外科学）

基調講演

T4b 食道癌に対するメスの限界は？

山﨑 誠 大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学

動脈接触局所進行膵癌に対する集学的治療戦略と成績

松川啓義 広島市立広島市民病院外科

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

共催セミナー

モーニングセミナー

9 月20 日（金） 第2 会場8：00 ～ 8：50

座長：田中俊樹（山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学）

MS 大腸癌に対するLap ＆ Robot～安全でQuality の高い外科治療を

目指して～

惠木浩之 広島大学大学院医系科学研究科消化器・移植外科学

共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー1

9 月19 日（木） 第2 会場12：10 ～ 13：00

座長：丹黑章（徳島大学大学院医歯薬学研究部

胸部・内分泌・腫瘍外科学）

進行肝細胞癌に対するベストプラクティス～手術から薬物治療まで～

波多野悦朗 兵庫医科大学外科学講座肝胆膵外科

共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー2

9 月19 日（木） 第3 会場12：10 ～ 13：00

座長：上野富雄（川崎医科大学消化器外科学教授）

LS2 がんゲノム医療時代における進行再発大腸癌薬物療法

山口達郎 がん・感染症センター都立駒込病院外科・遺伝子診療科

共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー3

9 月20 日（金） 第1 会場12：10 ～ 13：00

座長：藤原義之（鳥取大学医学部病態制御外科学分野）

胃がんに対する化学療法における最近の知見2019

仁科智裕 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター消化器内科

共催：大鵬薬品工業株式会社

ランチョンセミナー4

9 月20 日（金） 第2 会場12：10 ～ 13：00

座長：山辻知樹（川崎医科大学総合外科学教室）

Push the limits. 大腸癌高度肝転移への挑戦：化学療法による適応拡

大と肝切除の工夫

楳田祐三 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学

共催：株式会社ヤクルト本社
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スポンサードセミナー

スポンサードセミナー1

9 月19 日（木） 第1 会場15：20 ～ 16：10

座長：大段秀樹

（広島大学大学院医系科学研究科消化器・移植外科学）

外科医が知るべきがん免疫療法の未来

吉村 清 昭和大学臨床薬理研究所臨床免疫腫瘍学講座

昭和大学医学部内科学講座腫瘍内科学部門

共催：小野薬品工業株式会社

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社

スポンサードセミナー2

9 月19 日（木） 第2 会場15：20 ～ 16：10

ロボット支援手術の真価～保険収載から1 年を経て～

座長：小林道也

（高知大学医学部附属病院医療学講座医療管理学分野教授/がん治療セ

ンター）

一般市中病院でのロボット胃癌手術

長久吉雄 倉敷中央病院外科

ロボット支援直腸癌手術のよいところ

15 年間、腹腔鏡下直腸癌手術に取り組んできた外科医の視点から

矢野匡亮 香川県立中央病院消化器・一般外科

共催：インテュイティブサージカル合同会社

スポンサードセミナー3

9 月20 日（金） 第2 会場10：00 ～ 10：50

座長：花﨑和弘（高知大学医学部外科学講座外科1）

外科医が行う漢方治療～がん・消化器領域での活用法～

飯塚徳男山口総合健診センター

共催：株式会社ツムラ

関連セミナー

第31 回中国四国消化管内視鏡手術勉強会（イブニングセミナー）

9 月19 日（木）第1 会場 16：20～18：20

内視鏡手術教育のとりくみ～ロボット手術時代を見据えて～

特別講演 大腸 司会：鈴木伸明（山口大学大学院医学系研究科

消化器・腫瘍外科）

講師：塚本俊輔 国立がん研究センター中央病院大腸外科

特別講演 胃 司会：丁田泰宏（広島市立広島市民病院外科）

講師：尾島敏康 和歌山県立医科大学外科学第2講座

特別発言：岡島正純（広島市立広島市民病院外科）

共催：中国四国消化管内視鏡手術勉強会

第94 回中国四国外科学会総会、第24 回中国四国内視鏡外科研究会

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

2019年度第27回日本外科学会生涯教育セミナー（中国・四国地区）

9 月20 日（金）第1 会場14：00～17：10

各分野のガイドラインを紐解く

地区委員長 大段秀樹（広島大学消化器・移植外科学、日本外科学会

教育委員）

開会の辞 永野浩昭（山口大学消化器・腫瘍外科学）

1．乳癌診療ガイドライン（14：05～14：35）

司会：池田雅彦 福山市民病院乳腺甲状腺外科

講師：枝園忠彦 岡山大学病院乳腺・内分泌外科

2．肺癌診療ガイドライン（14：35～15：05）

司会：中村廣繁 鳥取大学胸部外科学

講師：上野剛 国立病院機構四国がんセンター呼吸器外科

3．食道癌診療ガイドライン（15：05～15：35）

司会：丹黑章 徳島大学胸部・内分泌・腫瘍外科学

講師：白川靖博 岡山大学消化器外科学

4．胃癌診療ガイドライン（15：35～16：05）

司会：藤原義之 鳥取大学病態制御外科学

講師：平原典幸 島根大学消化器・総合外科学

5．大腸癌診療ガイドライン（16：05～16：35）

司会：小林道也 高知大学医療学講座医療管理学分野

講師：岡志郎広島大学消化器・代謝内科

6．肝癌診療ガイドライン（16：35～17：05）

司会：永野浩昭 山口大学消化器・腫瘍外科学

講師：居村暁 徳島大学消化器・移植外科学

閉会の辞 永野浩昭 山口大学消化器・腫瘍外科学

日本肝胆膵外科学会2019 年度地域教育セミナー（中国・四国地区）

9 月20 日（金）第2 会場17：30～19：00

肝胆膵外科高度技能専門医取得への道～安全で確実な手術手技の習得

に向けて～

1．肝臓：“安全で正確な系統的肝切除”、“肝切除の出血量を如何に抑

えるか”

2．膵臓：“肝十二指腸間膜郭清”、“重要血管へのApproach”

司会：楳田祐三 岡山大学消化器外科

司会：小林剛 広島大学消化器外科

開会挨拶 永野浩昭 山口大学消化器・腫瘍外科

演者 膵：川畑康成 島根大学消化器・総合外科

膵：岡野圭一 香川大学消化器外科

肝：児島亨 岡山済生会総合病院外科

肝：居村暁 徳島大学消化器・移植外科

コメンテーター 村上義昭 広島大学消化器外科

花﨑和弘 高知大学消化器外科

総評 鈴木康之 香川大学消化器外科
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研修医・専攻医セッション

9月20日（金） 第2会場

研修医・専攻医セッション1 食道・胃・小腸

座長：田邊 和照（広島大学大学院医系学研究科

消化器・移植外科学）

座長：吉田 卓弘（徳島大学大学院

胸部・内分泌・腫瘍外科）

9月20日（金） 第3会場

研修医・専攻医セッション2 肝胆膵・その他

座長：田代 裕尊（国立病院機構 呉医療センター・

中国がんセンター外科）

座長：楳田 祐三（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

消化器外科学）

研修医・専攻医セッション3 大腸

座長：鶴田 淳（川崎医科大学 消化器外科学講座）

座長：山本 徹（島根大学医学部消化器・総合外科）

研修医・専攻医セッション4 呼吸器

座長：佐野 由文（愛媛大学大学院医学系研究科

心臓血管・呼吸器外科学）

座長：林 雅太郎（国立病院機構山口宇部医療センター

呼吸器外科）

一般演題

9月19日（木） 第2会場

呼吸器1

座長：宮田 義浩（広島大学原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科）

呼吸器2

座長：滝沢 宏光（徳島大学大学院 胸部・内分泌・腫瘍外科）

9月19日（木） 第3会場

大腸・小腸1

座長：池田 英二（岡山赤十字病院 外科）

大腸・小腸2

座長：吉満 政義（広島市民病院 外科）

大腸・小腸3

座長：金澤 旭宣（島根県立中央病院 外科・消化器外科）

腹部救急

座長：今井 良典（市立宇和島病院 外科）

ヘルニア

座長：河岡 徹（徳山中央病院 外科）

心臓・血管

座長：伊東 博史（済生会下関総合病院 心臓血管外科）

甲状腺・脾・小児

座長：長島由紀子（関門医療センター 乳腺外科）

9月20日（金） 第2会場

胃1

座長：西﨑 正彦（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科

学）

胃2

座長：飯田 通久（山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学）

9月20日（金） 第3会場

肝胆膵1

座長：小川 晃平（愛媛大学大学院医学系研究科 肝胆膵・乳腺外科

学）

肝胆膵2

座長：小林 剛（広島大学大学院医系学研究科 消化器・移植外科学）

肝胆膵3

座長：川畑 康成（島根大学医学部 消化器・総合外科）

肝胆膵4

座長：岡野 圭一（香川大学医学部 消化器外科）

食道

座長：浜井 洋一（広島大学原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科）



教室関連研究会開催 報告

サファリパーク（美祢市）



第3回山口消化管内視鏡外科研究会 2019.5.1５

一般演題 座長：濱野 公一 先生

・胃癌に対する鏡視下手術の現状と取り組み 岡 一斉 先生

・当院における胃癌手術の推移について 西村 拓 先生

・当院における大腸癌に対する腹腔鏡手術の現状と取り組み 徳久 善弘 先生

・大腸癌に対する鏡視下手術の現状と取り組み 高橋 剛 先生

・県内アンケート調査報告 飯田 通久 先生
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第4回山口消化管内視鏡外科研究会 2019.11.27

特別講演

座長：永野 浩昭 先生

腹腔鏡下胃癌手術の最前線

演者：瀧口修司 先生

名古屋市立大学病院 消化器・一般外科 教授

一般演題 座長：永野 浩昭 先生

・県内における内視鏡外科の現状と課題 事務局報告 飯田 通久 先生

・アニマルラボの実際 木村 裕太 先生

・CCSTの実際 西山 光郎 先生

・腹腔鏡下結腸切除における体腔内吻合の導入 原田 栄二郎 先生

特別講演

座長：濱野 公一 先生

直腸がん外科診療の進歩～産業医大での取り組み～

演者：平田 敬治 先生

産業医科大学医学部 第一外科学講座 教授



第6回山口膵・胆道疾患研究会 2019.6.11

臨床研究・報告 司会：永野 浩昭 先生

（１）進行中の臨床研究

①「切除可能境界膵癌に対する術前化学療法に関する多施設共同前向き観察研究」 登録状況

②「胆嚢癌疑診例に対する腹腔鏡下手術」 登録状況 徳光 幸生 先生

（２）計画中の臨床研究

①「附随研究：術前化学療法中の胆道ドレナージ」 中島 正夫 先生

②「副次研究：画像診断による膵癌の予後予測」 東 麻由美 先生

③「山口県内の膵癌根治切除症例に関する多施設共同後ろ向き観察研究」 新藤 芳太郎 先生

④「膵頭十二指腸切除術後の吻合方法に関する多施設共同後ろ向き観察研究」 原田 栄二郎 先生

（３）治験の紹介

「FGFR2遺伝子再構成を伴う胆管癌患者に対するPemigatinib療法」 松隈 聰 先生

第7回山口膵・胆道疾患研究会 2019.11.12

ミニレクチャー

座長：田辺 昌寛 先生

「題」

演者：田中 秀和 先生

山口大学大学院 放射線腫瘍学 教授

話題提供 座長：新藤 芳太郎 先生

・山口膵・胆道疾患研究会 活動状況 徳光 幸生 先生

・昭和大学 腫瘍内科研修報告 松井 洋人 先生

特別講演

座長：永野 浩昭 先生

千葉大学肝胆膵外科における胆道癌治療

演者：大塚 将之 先生

千葉大学大学院医学研究院

臓器制御外科学 教授
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第36回山口県食道疾患研究会 2019.2.15

一般演題 座長：久保 秀文 先生

・食道扁平上皮癌に併存した食道Paget病の1例 矢田 祥子 先生

・当科における食道癌術後合併症軽減へ向けての取り組み 西山 光郎 先生

特別講演

座長：永野 浩昭 先生

進行食道癌における総合的治療戦略

演者：土岐 祐一郎 先生

大阪大学大学院医学系研究科

外科学講座消化器外科学 教授

教育講演

座長：武田 茂 先生

オプジーボ irAEマネジメントについて

演者：青江 啓介 先生

山口宇部医療センター 内科系診療部長

第3回山口肝移植診療検討会 2019.11.28

一般演題 座長：永野 浩昭 先生

・門脈血栓症治療 up-to-date 佐々木 嶺 先生

・急性肝不全・LOHFに対する肝移植例における移植前ステロイド投与の安全性に関する検討 久永 拓郎 先生

・肝移植診療検討会 年間活動報告 松隈 聰 先生

基調講演

座長：永野 浩昭 先生

本邦における肝移植の現状と展望

演者：高田 泰次 先生

愛媛大学大学院 肝胆膵・乳腺外科学 教授
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第4回山口乳癌研究会 2019.6.5

セッション１ 司会：山本 滋 先生

• 講演：『 マンモPETの紹介 』 菅 一能 先生

• ディスカッション：『山口県における乳腺専門医のミッションとビジョン 』

藤井 雅和 先生

深光 岳 先生
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第5回山口乳癌研究会 2019.10.30

特別講演

座長：濱野 公一 先生

乳癌初期治療の最新情報

～HER2陽性早期乳癌の初期治療を中心に～

演者：石田 孝宣 先生

東北大学大学院 乳腺・内分泌外科学分野 教授

山口乳癌研究会 新臨床試験 キックオフミーティング

「乳房専用PETの有用性に関する臨床試験の概要ならびに

試験参加登録のお願い」

司会：永野 浩昭 教授

演者：佐藤 陽子 先生



第4回 Wound Closure Contest 2019.10.18

司会 新藤 芳太郎 先生

開会挨拶

「WCC開催の目的。臨床外科医育成と患者QOL向上へのメッセージ」 永野 浩昭 教授

講義 「理想的な創閉鎖の意義とテクニック」 村上 順一 先生

特別な皮膚モデルを使用した真皮埋没縫合コンテスト

結紮コンテスト～Secureな筋膜閉鎖を目指して

表彰式 黒川 典枝 先生

総評 濱野 公一 教授

第2回 山口県外科専門医育成会議 2019.2.16

総合司会 徳久善弘 先生

開会あいさつ 武田 茂 先生

外科修練医の現状報告

・西田裕紀 先生 ・渡邊孝啓 先生

・兼定 航 先生 ・千々松日香里 先生

・徳久晃弘 先生 ・太田啓介 先生

・古谷 圭 先生

症例ディスカッション 印象に残った症例～こうしてよかった、こうすればよかった～

司会 北原正博 先生、来嶋大樹 先生

症例① 演者：古谷 圭 先生、コメンテーター：得能和久先生、西田裕紀先生

症例② 演者：太田啓介 先生、コメンテーター：徳光幸生先生、徳久晃弘先生

特別講演

座長：前田祥成 先生

大腸がんに対するサージカルアプローチと最新の薬物療法

演者：賀川義規 先生

関西ろうさい病院 外科 副部長

36



2019年 業績報告

関門花火大会（下関市）
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10. 徳光幸生、新藤芳太郎、松隈 聰、松井洋人、中島正夫、鈴木伸明、武田 茂、上野富雄、永野浩昭 肝癌手術 消化器外科 5

月号 第42巻 第6号 （通巻第527号）2019年5月 へるす出版 959-967

11. 山田健介、新藤芳太郎、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、鈴木伸明、永野浩昭 膵癌根治切除後の Positron 

Emission Tomography の予後予測因子としての有用性に関する検討 胆膵の病態生理 第35巻 第1号 2019年6月 53-56

12. 新藤芳太郎、徳光幸生、山田健介、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、鈴木伸明、永野浩昭 肝動脈合併切除・再建を施行した肝

門部領域胆管癌の2例 胆膵の病態生理 第35巻 第1号 2019年6月 85-87

13. 永野浩昭 地域における癌診療の課題 W’Waves 第25巻 第1号 （通巻25号） 2019年6月 特定非営利活動法人日本癌病態治

療研究会 22-24

14. 新藤芳太郎、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、永野浩昭 肝動脈合併切除・再建を伴う左三区域切除術を施行した肝

門部領域胆管癌症例の経験 手術 第73巻 第7号 （6月増大号） 2019年6月 1145-1150

15. 新藤芳太郎、硲 彰一、永野浩昭 ネオアンチゲンに対するがんワクチン療法 癌と化学療法 第46巻 第9号 2019年9月

1367-1371

16. 古谷 圭、北原正博、近藤潤也、前田祥成、蘓村秀明、長島由紀子、矢原 昇、安部俊弘、林 弘人 消化管出血で発見された

同時多発性胃GISTに対して腹腔鏡下胃局所切除を施行した1例 癌と化学療法 第46巻 第13号 2019年12月 2380-2382

17. 千々松日香里、松井洋人、徳光幸生、松隈 聰、新藤芳太郎、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

長谷川博康、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 ｐCR が得られた BR-A 膵腺扁平上皮癌の1例 癌と化学療法 第46巻

第13号 2019年12月 2425-2427

18. 濵﨑太郎、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 10代の若年女性に発症した同時性肝転移を伴う膵粘液性嚢胞腺癌の1例 癌と化学療

法 第46巻 第13号 2019年12月 2428-2430

19. 藤原康弘、松井洋人、徳光幸生、新藤芳太郎、須藤隆一郎、加藤智栄、河岡 徹、上野富雄、田辺昌寛、原田栄二郎、

戒能聖治、伊東克能、濱野公一、坂井田功、永野浩昭 山口県における膵癌切除術後10年長期生存症例についての報告 癌と化

学療法 第46巻 第13号 2019年12月 2431-2433

20. 吉田 晋、鈴木伸明、高橋 剛、坂本和彦、得能和久、原田栄二郎、濱野公一、中村将人、永野浩昭 山口県における大腸癌術

後補助化学療法に関するアンケート調査結果 癌と化学療法 第46巻 第13号 2019年12月 2446-2448

21. 西田裕紀、武田 茂、兼清信介、新藤芳太郎、松隈 聰、松井洋人、徳光幸生、友近 忍、飯田通久、鈴木伸明、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 術前補助療法を施行した食道 GIST の1切除例 癌と化学療法 第46巻 第13号 2019年12月

2449-2451
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国際学会発表・司会
APPLE2019 The 10th Asia-Pacific Primary Liver Cancer Expert Meeting 2019 8/29-8/31 Royton Sapporo 

Hokkaido

1.    Nagano H. Symposium 5 : Liver cancer in Asia . ①Chair Person

JSH International Liver Conference Liver Cirrhosis and Portal Hypertension: Modern Pathophysiology and 

Emerging Therapies  2019 10/1-10/2  Osaka International Convention Center  Osaka

1. Nagano H. Session XII : Emerging Therapies for Liver Cancer from Cirrhosis .①Chair Person

ILLS2019 The 2nd World Congress of the International Laparoscopic Liver Society 2019 5/9-5/11  Keio Plaza 

Hotel Tokyo

1.    Matsukuma S, Tokumitsu Y, Shindoh Y,Matsui H, Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S,Yoshida S, Iida M, 

Suzuki N, Takeda S,Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Laparoscopic partial resection for tumors in right    

side of caudate lobe or dorsal area of segment 7. Oral Session.

2. Nakajima M, Tokumitsu Y, Shindo Y,Matsui H, Matsukuma S, Kanekiyo S,Tomochika S, Yoshida S, Iida M, Suzuki N,    

Takeda S,Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Combinatorial information could predict the difficulty of the 

repeated laparoscopic liver resection. Oral Session.

3. Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H,Matsukuma S, Nakajima M, Kanekiyo S,Tomochika S, Yoshida S, Iida M, Suzuki N, 

Takeda S,Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Laparoscopic approach of right-sided Glissonian pedicles at the 

hepatic hilus by the cystic plate traction method. Oral Session.

4. Kimura Y, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H,Matsukuma S, Nakajima M, Kanekiyo S,Tomochika S, Yoshida S, Iida M, 

Suzuki N, Takeda S,Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Eligibility Criteria for Simultaneous Laparoscopic 

Resection of Synchronous Liver Metastasis and Primary Colorectal Cancer. Poster.

2019 ASCO Annual Meeting 2019 5/31-6/4 McCormick Place Chicago

1. Tokumitsu Y, Hazama S, Doi S, Tamada K, Udaka K,Akinaga S, Koki Y, Uematsu T, Nakagami Y, Matsui H,Shindo Y,    

Kanekiyo S, Tomochika S, Iida M, Yoshida S,Suzuki N, Takeda S, Yoshino S, Ueno T, Nagano H. Induction of    

antigen specific CD8+T cell infiltration by a novel neoadjuvant vaccine containing HSP70 and GPC3 peptides plus    

soluble LAG-3 and Poly-IC: LC : Interim results of a Phase I study.

The 10th meeting of Asian Cellular Therapy Organization(ACTO)2019  11/7-11/9  Sapporo Education

& Culture Hall  Hokkaido

1.    Suzuki N, Hazama S, Matsui H, Shindo Y,Tokumitsu Y, Takeda S, Nagano H. Heat-shock protein 70 DC therapy for    

patients with hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma: phase 1 & phase 2 clinical trial. Symposium

ESMO Asia Congress 2019 11/22-11/24 Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre Singapore

1.    Tsunedomi R, Yoshimura K, Kimura Y, Nishiyama M,Matsukuma S, Tokumitsu Y, Tomochika S, Iida M, Suzuki N,

Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Nagano H. Cancer stem-like phenotypes including immune surveillance

and its responsible genes in induced liver cancer stem-like cells. Poster.

7th International Conference of Federation of Asian Clinical Oncology(FACO) 2019 12/6-12/7 

Jing'an Shangri-LaWest Shanghai Hotel Shanghai,China

1.    Nakagami Y, Hazama S, Doi S, Tamada K, Udaka K,Akinaga S, Adachi K, Ming Xu, Tokumitsu Y, Matsui H,Shindo Y,     

Tsunedomi R, Kanekiyo S, Tomochika S, Iida M,Yoshida S, Suzuki N, Takeda S, Yoshino S, Nagano H. Analysis of    

T cells of HCC patients: From a phase I study of novel neoadjuvant vaccine PBMCs and TILs. Poster.
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国内学会・研究会 発表・司会
第90回大腸癌研究会 1/25 京都 京都テルサ

1. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における進行直腸癌に対する術前化学療法 示説

2. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における進行直腸癌骨盤内他臓器合併切除症例の検討 示説

3. 吉田 晋、鈴木伸明、友近 忍、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 pT1下部直腸癌に対する外科的治療成績 示説

第91回日本胃癌学会総会 2/27-3/1 静岡 プラサ ヴェルデ

1. Iida M, Takeda S, Kanekiyo S, Tokumitsu Y,Tomochika S, Yoshida S, Suzuki N,Yamamoto S, Hazama S, Yoshino S, 

Nagano H . Outcomes of laparoscopic distal gastrectomy for advanced gastric cancer.  Oral Presentation

2. Takeda S, Iida M, Kanekiyo S, Nishiyama M, Suzuki N,Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Surgical outcomes 

and strategy for elderly gastric cancer patients. Poster Presentation

3. 西山光郎、武田 茂、兼清信介、飯田通久、徳光幸生、新藤芳太郎、前田訓子、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡下幽門側胃切除での BillrothII 法再建法と Roux-Y 再建法の比較 Poster

Presentation

第55回日本腹部救急医学会総会 3/7-3/8 宮城 仙台国際センター

1. 永野浩昭 シンポジウム1 地域医療と腹部救急医療の諸問題 司会

2. 新藤芳太郎、武田 茂、戸谷昌樹、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、友近 忍、兼清信介、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、

西山光郎、中島正夫、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、鶴田良介、永野浩昭 当院における腹部救急医療の現状 シンポジウ

ム

3. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における直腸癌縫合不全のリスク因子と治療戦略 パネルディスカッション

4. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 十二指腸狭窄を伴う膵癌に対する腹腔鏡下胃空腸バイパス術 要望演題

5. 千々松日香里、鈴木伸明、松井洋人、吉田 晋、友近 忍、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 著明な貧血を来した腹腔内出血を伴う胆嚢出血の一例 一般口演

6. 松井洋人、徳光幸生、新藤芳太郎、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 膵頭十二指腸切除術後に膵背動脈仮性動脈瘤からの出血を来した3例 一般口演

7. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡補助下で対応できたS状結腸魚骨穿通の一例 一般口演

8. 西田裕紀、松隈 聰、武田 茂、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 陰圧閉鎖療法を施行した小腸絞扼性腸閉塞の1例 一般口演

9. 木村祐太、武田 茂、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、

上野富雄、永野浩昭 当科における80歳以上の腹部救急患者の検討 一般口演

第119回日本外科学会定期学術集会 4/18-4/20 大阪 大阪国際会議場 リーガロイヤルホテル大阪

1. 永野浩昭 肝胆膵外科手術における血管再建手技【Video・International 】シンポジウム 司会

2. 硲 彰一 腫瘍免疫のがん治療への応用 ワークショップ 司会

3. 永野浩昭 ランチョンセミナー（19） 司会

4. 吉野茂文 ポスターセッション（123） 食道-悪性-2 司会

5. 武田 茂 ポスターセッション（204） 胃-画像診断 司会

6. 山本常則、武田 茂、兼清信介、飯田通久、西山光郎、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 術前サルコペニアが食道癌切除例の長期予後に与える影響 サージカルフォーラ

ム
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7.   松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、恒富亮一、兼清信介、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 単発5cm 以下の肝細胞癌に対する解剖学的切除，

非解剖学切除の長期予後の比較～IPTW 法を用いて～サージカルフォーラム

8. 中島千代、硲 彰一、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、飯田通久、前田訓子、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、武田 茂、

山本 滋、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 大腸癌における予後予測バイオマーカーとしてのLOX-1 の検討 サージカル

フォーラム

9. 新藤芳太郎、徳光幸生、中島正夫、松井洋人、松隈 聰、恒富亮一、兼清信介、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 局所進行膵癌に対する動脈合併切除術の安全性

と有効性 ポスターセッション

10. 藤原康弘、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、恒富亮一、兼清信介、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、

飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 膵癌術後の予後予測因子としての術

前 PET-CT の有用性 ポスターセッション

11. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、恒富亮一、兼清信介、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 肝右側尾状葉領域の腹腔鏡下肝部分切除 ポス

ターセッション

12. 鈴木伸明、硲 彰一、中島正夫、西山光郎、松隈 聰、松井洋人、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、

吉田 晋、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、玉田耕治、上野富雄、永野浩昭 大腸癌等消化器癌に対する新規複合

免疫・ペプチドワクチン療法と今後の展開 ワークショップ

13. 武田 茂、兼清信介、飯田通久、西山光郎、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 食道癌術後における呼吸器合併症の検討 サージカルフォーラム

14. 松井洋人、徳光幸生、新藤芳太郎、松隈 聰、中島正夫、恒富亮一、兼清信介、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 教室の肝胆膵外科手術における血管再建手技及

び治療成績 ポスターセッション

15. 飯田通久、武田 茂、兼清信介、西山光郎、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

硲 彰一、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 高齢者中下部胃癌の手術成績と治療戦略 ポスターセッション

16. 前田訓子、山本 滋、千々松日香里、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、永野浩昭 乳癌手術におけるドレーン排

液監視培養とSurgical site infection（SSI） の検討 ポスターセッション

17. 吉田 晋、鈴木伸明、山本常則、友近 忍、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 切除不能進行再発大腸癌に対する隔週 XELOX ＋ 分子標的薬併用療法の治療成績

ポスターセッション

18. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 直腸癌術後骨盤内再発に対する治療成績 ポスターセッション

19. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における直腸癌縫合不全症例リスク因子の検討 ポスターセッション

20. 山本 滋、前田訓子、千々松日香里、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、永野浩昭 3D CT-lymphography と

Real-time virtual sonographyシステムを用いたリアルタイムナビゲーション乳癌センチネルリンパ節生検 サージカル

フォーラム

21. 吉野茂文、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、前田訓子、友近 忍、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、

松隈 聰、西山光郎、中島正夫、山本 滋、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 胃癌間質の SPARC 発現強度による

nabpaclitaxel 療法の効果予測 サージカルフォーラム

22. 山田健介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 胆嚢癌疑診例に対する腹腔鏡下手術の経験 ポスターセッション

23. 桑原太一、硲 彰一、中島正夫、松井洋人、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、山本 滋、吉野茂文、藤田知信、河上 裕、永野浩昭 Immunoscore と MSI 解析による大腸癌治癒切除例の検

討 ポスターセッション

24. 千々松日香里、山本 滋、前田訓子、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、永野浩昭 進行・再発 HER-2 陽性乳癌

に対する二次以降でのTrastuzumab ＋ Pertuzumab ＋ Docetaxel の有効性の検討 ポスターセッション

25. 西山光郎、武田 茂、兼清信介、飯田通久、徳光幸生、新藤芳太郎、前田訓子、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 食道癌術前化学療法の有害事象における検討 ポスターセッション
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26.  西田裕紀、兼清信介、武田 茂、飯田通久、中島千代、西山光郎、徳光幸生、新藤芳太郎、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、

鈴木伸明、山本 滋、硲 彰一、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 食道癌術前化学療法がサルコペニアに与える影響について

の検討 ポスターセッション

27.  田中晃司、山崎 誠、牧野知紀、宮崎安弘、高橋 剛、黒川幸典、中島清一、杉村啓二郎、宮田博志、矢野雅彦、白石 治、

木村 豊、安田卓司、兼清信介、武田 茂、永野浩昭、森 正樹、土岐祐一郎 食道癌術後胃管気管瘻の治療経験 パネル

ディスカッション

第40回癌免疫外科研究会 5/16-5/17 石川 金沢市文化ホール 金沢ニューグランドホテル

1. 硲 彰一 炎症・癌局所微小環境（1） 要望演題 司会

2. 永野浩昭 免疫と栄養 要望演題 司会

3. 山田健介、硲 彰一、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 大腸癌ペプチ

ドワクチン療法における効果予測マーカーとしての Siglec-7 の検討 要望演題

4. 友近 忍、硲 彰一、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 複合免疫ペプチド療法第I相試験における抑制性免疫解除の検討 要望演題

5. 松井洋人、硲 彰一、中島正夫、松隈 聰、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、恒富亮一、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、玉田耕治、上野富雄、永野浩昭 樹状細胞ワクチンによる肝細胞がん術後補助療法と効果予

測のバイオマーカーの検討 要望演題

6. 桑原太一、硲 彰一、鈴木伸明、中島正夫、松井洋人、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、

武田 茂、山本 滋、吉野茂文、藤田知信、河上 裕、永野浩昭 大腸癌原発巣における腫瘍浸潤リンパ球とMSI-H/MSS 

status の関連性 ポスター

7. 吉田 晋、硲 彰一、友近 忍、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、前田訓子、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 切除不能進行再発大腸癌に対する隔週 XELOX＋分子標的薬療法の検討 ポスター

8. 中上裕有樹、硲 彰一、鈴木伸明、永坂岳司、谷岡洋亮、岩本康男、根来裕二、恒富亮一、岡島正純、永野浩昭 切除不能進

行大腸癌に対する2次治療としてのXELIRI + bevacizumab 第Ⅱ相試験－RAS・BRAF 変異並びに UGT1A遺伝子多型と効

果・毒性との関連－ ポスター

9. 中島正夫 、硲 彰一、桑原太一、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 膵癌術前化学療法における患者免疫動態変化の検討 ポスター

10. 山本常則、硲 彰一、鈴木伸明、中島正夫 、松井洋人、徳光幸生、兼清信介、友近 忍、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、藤田知信、河上 裕、永野浩昭 大腸癌予後因子としての腫瘍浸潤リンパ球と末梢血炎症性サイトカインの検討

ポスター

11. 新藤芳太郎、硲 彰一、恒富亮一、徳光幸生、中島正夫 、松井洋人、松隈 聰、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、森崎 隆、遠藤 格、玉田耕治、永野浩昭 ネオアンチゲンをターゲットとした膵癌免疫療

法の開発 ポスター

12. 吉野茂文、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、前田訓子、友近 忍、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、

松隈 聰、西山光郎、中島正夫 、山本 滋、硲 彰一、上野富雄、山﨑隆弘、永野浩昭 当院における irAEマネジメント

チームの設立経緯と活動状況 要望演題

第17回日本ヘルニア学会学術集会 5/24-5/25 三重 都ホテル四日市

1. 武田 茂 ポスター24 併存疾患を有する患者に対する治療戦略 座長

2. 西田裕紀、武田 茂、木村祐太、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、硲 彰一、

吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 TAPP 法を用いて修復した巨大鼠径ヘルニアの2例

3. 山本常則、武田 茂、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、飯田通久、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 IPOM Plus 法による腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の経験 ポスター

第55回日本肝臓学会総会 5/30-5/31 東京 京王プラザホテル

1. 永野浩昭 パネルディスカッション9 肝細胞癌以外の肝悪性新生物：その実態と治療の展望 Malignant liver neoplasms 

other than hepatocellular carcinoma: conditions and treatment 司会

2. 中島正夫、江口英利、永野浩昭 HCV に起因する肝細胞癌の肝切除後長期予後は SVR により改善される～多施設共同研究～

セッション（一般口演）
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3.    松隈 聰、新藤芳太郎、永野浩昭 肝原発 Mucosa associated lymphoid tissue （MALT）リンパ腫の2切除例および肝原

発悪性リ ンパ腫の文献的考察 パネルディスカッション

4.    松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、中島正夫、野田剛広、和田浩志、小林省吾、江口英利、上野富雄、左近賢人、永野浩昭

下大静脈・右房内腫瘍栓を伴った高度進行肝癌に対する肝切除 セッション（一般口演）

第73回日本食道学会学術集会 6/6-6/7 福岡 福岡国際会議場

1. 武田 茂 一般演題 ポスター123 周術期管理/術後合併症３ 座長

2. 西山光郎、武田 茂、兼清信介、飯田通久、吉田 晋、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における

食道癌術後呼吸器合併症軽減への取り組み 一般演題ポスター

3. 武田 茂、兼清信介、飯田通久、西山光郎、吉田 晋、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 高齢者食道癌

に対する胸腔鏡下食道切除術の手術成績 一般演題ポスター

第36回日本胆膵病態・生理研究会 6/8 東京 京王プラザホテル

1. 藤原康弘、松隈 聰、吉村 清、藤原信行、恒富亮一、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 膵癌幹細胞様細胞に表面に発現した分子の同定と解析 主題

2. 新藤芳太郎、硲 彰一、徳光幸生、恒富亮一、松隈 聰、松井洋人、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、遠藤 格、玉田耕治、永野浩昭 ネオアンチゲンを標的とした膵癌免疫療法の開発 主題

第31回日本肝胆膵外科学会・学術集会 6/13-6/15 香川 かがわ国際会議場サンポートホール高松 JRホテルクレメント高松

1. Nagano H Update standard surgical techniques of reconstruction for HBP surgery-pancreas, biliary and PV 

reconstruction Educational Seminar Moderators

2. Nagano H Technical failure as a potent predictor for time-to-surgical failure: tricks for improved surgical 

outcomes of hepatobiliary malignancies/Time to Surgical Failureを決定づける技術的要因と肝悪性腫瘍の予後改善のため

の適切な治療戦略-そのひと手間が患者の運命を大きく変える- Luncheon Seminar Moderator

3. Nakajima M, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H, Matsukuma S,Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, Iida M, 

Suzuki N,Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Left hepatic trisectionectomy with concomitant right 

hepatic artery resection and reconstructions for advanced perihilar cholangiocarcinoma. Requested Video

4. Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H, Matsukuma S,Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, 

Suzuki N,Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. A preliminary experience and a design for a 

prospective study of the laparoscopic total biopsy for suspected gallbladder cancer. Poster

5. Fujiwara Y, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H, Matsukuma S,Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, 

Iida M,Takeda S, Suzuki N, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. A case of locally advanced P-NET patients 

who underwent pancreaticoduodenectomy with SMA and SMV resection. Poster

6. Yamada K, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H, Matsukuma S,Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, 

Iida M,Suzuki N, Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. A case of sealed rupture of gastroduodenal 

artery into the cyst on pancreatic stump after laparoscopic distal pancreatectomy. Poster

7. Kimura Y, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H, Matsukuma S,Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, 

Iida M,Suzuki N, Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Surgical Resection Combined with 

Preoperative Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy and Radiation Therapy for Hepatocellular Carcinoma with 

Portal Vein Tumor Thrombosis. Poster

8. Matsukuma S, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H,Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, Iida M,Suzuki N, 

Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T,Wada H, Takahashi H, Kobayashi S, Eguchi H, Nagano H. Novel 

classification to select treatment (resection or TACE) for patients with BCLC-B HCC. Poster

9. Shindo Y, Tokumitsu Y, Matsui H, Matsukuma S,Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, Iida M,Suzuki N, 

Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Neoadjuvant chemotherapy for Patients with Borderline 

Resectable Pancreatic Cancer. Poster

10. Kobayashi S, Eguchi H, Ikai I, Terajima H, Ochiai T,Ajiki T, Tanemura M, Takemura S, Takeda Y,Kanazawa A, 

Shimizu J, Miyamoto A, Hirokawa F,Seo S, Ikoma H, Yanagimoto H, Wada H,Yoshimura K, Nagano H, Hatano E, 

Ioka T. Development of multimodal treatment in biliary tract cancers via randomized comparative multicenter 

study. Workshop
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11. Kuwahara T, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsui H, Matsukuma S,Nakajima M, Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, 

I ida M,Suzuki N, Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. A case of fulminant pseudomonas 

aeruginosapneumonia in a patient after living donor liver transplantation. Poster

12. Matsui H, Tokumitsu Y, Shindo Y, Matsukuma S, Nakajima M,Kanekiyo S, Tomochika S, Yoshida S, Iida M,Suzuki N,     

Takeda S, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Devices to secure safe surgical field in laparoscopic distal 

pancreatectomy in our department. Poster

13.  Seo S, Kobayashi S, Hatano E, Nagano H, Ioka T. Impact of adjuvant therapy for biliary tract cancer. Workshop

14.  Hatano E, Seo S, Nagano H, Eguchi H, Kobayashi S, Ioka T. A multicenter phase II trial of neoadjuvant  

chemotherapy with Gemcitabine / Cisplatin / S-1 (GCS) for resectable biliary tract cancer with FDG-PET-positive 

lymph node metastasis. Workshop

日本消化器病学会中国支部第29回教育講演会 6/16 鳥取 米子コンベンションセンター BiG SHiP

1． 永野浩昭 肝癌に対する集学的治療 教育講演

第41回日本癌局所療法研究会 6/21 岡山 岡山コンベンションセンター

1. 永野浩昭 一般演題 肝2 座長

2. 鈴木伸明 一般演題 膵4 座長

3. 吉野茂文 一般演題 胃5 座長

4. 硲 彰一 一般演題 大腸3 座長

5. 千々松日香里、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、上野富雄、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 pCRが得られた BR-A 膵腺扁平上皮癌の1例 一般演題

6. 濱崎太郎、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 10代の若年女性に発症した同時性肝転移を伴う膵粘液性嚢胞腺癌の1例 一般演

題

7. 藤原康弘、松井洋人、須藤隆一郎、加藤智栄、河岡 徹、徳光幸生、新藤芳太郎、鈴木伸明、武田 茂、上野富雄、田辺昌寛、

原田栄二郎、戒能聖治、伊東克能、濱野公一、坂井田功、永野浩昭 山口県における膵癌切除術後10年長期生存症例について

の報告 一般演題

8. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 術前化学療法によって病理学的完全奏効が得られた他臓器浸潤局所進行直腸癌の

一例 一般演題

9. 吉田 晋、鈴木伸明、高橋 剛、坂本和彦、得能和久、原田栄二郎、濱野公一、中村将人、永野浩昭 山口県における結腸癌

術後補助療法に関するアンケート調査結果 一般演題

10. 西田裕紀、武田 茂、山本常則、中島千代、西山光郎、兼清信介、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、

飯田通久、鈴木伸明、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 術前化学療法を施行した食道GISTの1切除例

ワークショップ

第28回日本癌病態治療研究会 6/27-6/28 埼玉 ウェスタ川越

1. 永野浩昭 病態に応じた低侵襲がん治療の工夫 パネルディスカッション 司会

2. 恒富亮一、吉村 清、木村祐太、西山光郎、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 抗癌剤耐性を示す肝癌幹細胞における RAB3B の特性 ワークショッ

プ

3. 恒富亮一、硲 彰一、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

永野浩昭 High Tumor Mutation Burden を示す転移性大腸癌症例における免疫応答 ワークショップ

4. 前田訓子、山本 滋、千々松日香里、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、永野浩昭 乳癌術前化学療法（FEC 

followed by weekly paclitaxel）のサブタイプによる有効性の検討 ポスター

第33回日本腹部放射線学会 6/28-6/29 山口 海峡メッセ下関

1. 永野浩昭 リフレッシャーコース4（基調講演）（日本専門医機構認定放射線科領域講習会）腹部領域における最新の内科・

外科治療と画像診断 座長
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第55回日本肝癌研究会 7/4-7/5 東京 ホテル椿山荘東京

1. 永野浩昭 一般演題 肝切除-1 座長

2. 中島正夫、和田浩志、小林省吾、友國 晃、高橋秀典、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、兼清信介、友近 忍、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、江口英利、永野浩昭 C型肝炎ウイルスに起因す

る肝細胞癌の外科的治療成績はウイルス排除により改善される～多施設共同研究～ パネルディスカッション

3. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 教室における肝細胞癌に対する開腹肝切除と腹腔鏡肝切除の治療成績の現状と比較

ビデオシンポジウム

4. 木村祐太、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 門脈内腫瘍栓を伴った肝細胞癌に対する集学的治療 一般演題

5. 松隈 聰、江口英利、和田浩志、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、野田剛広、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、

飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、小林省吾、高橋秀典、上野富雄、永野浩昭 高度静脈侵襲（下大静脈・右房内腫瘍栓）を伴っ

た進行肝癌に対する肝切除の意義と適応 一般演題

6. 野田剛広、江口英利、小林省吾、武田 裕、辻江正徳、清水潤三、宮本敦史、森本修邦、鳥 正幸、森本芳和、山本為義、

中平 伸、後藤邦仁、岩上佳史、秋田裕史、浅岡忠史、梅下浩司、永野浩昭、森 正樹、土岐祐一郎 肝切除における無作為化

試験～大阪大学消化器外科共同研究会肝胆膵疾患分科会の取り組み～ ワークショップ

7. 山下洋市、中尾陽佑、吉住朋晴、永野浩昭、黒木 保、高見裕子、井手貴雄、太田正之、白石祐之、七島篤志、石井文規、

北原賢二、飯野 聡、別府 透、相島慎一、馬場秀夫、江口 晋 切除後予後からみた混合型肝癌の亜分類：九州肝臓外科研究

会多施設共同研究 パネルディスカッション

8. 成田匡大、猪飼伊和夫、寺嶋宏明、落合登志哉、味木徹夫、種村匡弘、竹村茂一、柳原一広、武田 裕、辻 晃仁、金澤景繁、

清水潤三、宮本敦史、瀬尾 智、小林省吾、金井雅史、江口英利、永野浩昭、波多野悦朗、井岡達也 肝内胆管癌治療における

Clinical Question に対するKHBO の多施設共同前向き試験 ワークショップ

第91回大腸癌研究会 7/5 東京 浜松町コンベンションホール

1. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における同時性多発大腸癌肝転移の治療成績 示説

2. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における直腸NETに対する手術症例の検討 示説

第27回日本乳癌学会学術総会 7/11-7/13 東京 新宿NSビル

1.    山本 滋、前田訓子、千々松日香里、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、永野浩昭 RIを用いない術前USガイド下色

素直接注入法による乳癌セン チネルリンパ節生検 デジタルポスター

2.    前田訓子、山本 滋、千々松日香里、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、永野浩昭 乳癌手術におけるドレーン排液

監視培養とSurgical site infection（SSI） の検討 デジタルポスター

3. 長島由紀子、古谷 圭、北原正博、近藤潤也、前田祥成、蘓村秀明、矢原 昇、安部俊弘、林 弘人、久保秀文、山本 滋、

永野浩昭 チーム医療によるパルボシクリブの安全な治療継続の工夫 デジタルポスター

4. 古谷 圭、長島由紀子、北原正博、近藤潤也、前田祥成、蘓村秀明、矢原 昇、安部俊弘、林 弘人、久保秀文、山本 滋、

永野浩昭 左腋窩に発生した副乳癌に対してセンチネルリンパ節生検を施行した1例 デジタルポスター

第50回日本膵臓学会大会 7/12-7/13 東京 グランドニッコー東京 台場

1. 永野浩昭 ミニシンポジウム1 膵癌早期診断の最前線 司会

2. 新藤芳太郎、徳光幸生、中島正夫、松隈 聰、松井洋人、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 Borderline resectable 膵癌に対する術前 GEM+nab-paclitaxel 療法の治療成績

ミニシンポジウム

3. 松井洋人、徳光幸生、中島正夫、松隈 聰、兼清信介、新藤芳太郎、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 教室における膵神経内分泌腫瘍症例と至適切除術式の検討 ミニワークショップ

4. 篠田崇平、戒能聖治、藤本祐子、天野彰吾、仙譽 学、松井洋人、永野浩昭、坂井田功 当院で術前化学療法を行った膵癌にお

ける胆道ドレナージの現状と問題点 一般演題（口演）
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第74回日本消化器外科学会総会 7/17-7/19 東京 グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール

1. 吉野茂文 デジタルポスター2 食道：基礎２ 座長

2. 永野浩昭 パネルディスカッション4 【肝】肝移植ハイリスク患者への挑戦 司会

3. 硲 彰一 要望演題36 【全般】臨床外科医ができる基礎研究2 座長

4. 永野浩昭 ランチョンセミナー30 肝胆膵外科の未来を拓く MADE IN JAPAN 座長

5. 武田 茂、兼清信介、飯田通久、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 18 FDG-PET 

による食道癌術前化学療法の治療効果と予後予測 主題関連演題

6. 徳光幸生、新藤芳太郎、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡肝切

除における肝実質切離法の変遷と進歩 主題関連演題

7. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、徳光幸生、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における

直腸癌局所再発および骨盤内再発に対する手術手技 主題関連演題

8. 中島千代、武田 茂、飯田通久、兼清信介、新藤芳太郎、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔細胞診

陽性(CY1) または腹膜播種(P1) 胃癌に対する胃切除例の検討 デジタルポスター

9. 山田健介、新藤芳太郎、徳光幸生、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科におけ

る膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN) 切除例の治療成績 デジタルポスター

10. 丸橋 繁、見城 明、木村 隆、佐藤直哉、小船戸康英、石亀輝英、岡田 良、志村龍男、江口英利、永野浩昭 肝移植にお

ける挑戦と達成:肝移植術後死亡リスク因子の検討と術後成績の向上をめざした手術手技の工夫 パネルディスカッション

11. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 直腸癌手術時

における一時的人工肛門の選択 主題関連演題

12. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における

大腸癌遠隔リンパ節転移症例の検討 要望演題

13. 山本常則、武田 茂、兼清信介、飯田通久、新藤芳太郎、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 術前補助化

学療法にともなうサルコペニア進行が食道癌術後成績に与える影響 デジタルポスター

14. 西山光郎、武田 茂、飯田通久、兼清信介、吉田 晋、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 幽門側胃切除

症例における術後合併症と長期予後との関連 デジタルポスター

15. 千々松日香里、鈴木伸明、友近 忍、吉田 晋、木村祐太、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 大腸癌同

時性肝転移切除後の予後および早期再発に関する検討 デジタルポスター

16. 恒富亮一、吉村 清、松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 癌幹細胞特

異的遺伝子として同定された RAB3B の転移能及び抗癌剤耐性への影響 デジタルポスター

17. 西川和宏、円谷 彰、吉川貴己、高橋正純、田辺和照、吉野茂文、並川 努、利野 靖、川田純司、坂本純一 S-1 補助療法

後早期再発胃癌を対象としたカペシタビン+ シスプラチン(XP) 療法の第2 相試験:XParTS-I 試験 要望演題

18. 飯田通久、武田 茂、兼清信介、西山光郎、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、硲 彰一、吉野茂文、永野浩昭 胃癌根治切除

例における周術期輸血の影響 ワークショップ

19. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、野田剛広、和田浩志、鈴木伸明、武田 茂、江口英利、永野浩昭 IVC・RA 

腫瘍栓を伴った高度進行肝癌に対する肝切除の意義 主題関連演題

20. 吉野茂文、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、友近 忍、兼清信介、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 高齢者消化器

癌化学療法におけるリスク評価の重要性 要望演題

21. 木村祐太、徳光幸生、新藤芳太郎、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 胆嚢癌疑診

例に対する腹腔鏡下胆嚢全層切除/胆嚢床切除術 要望演題

22. 西田裕紀、武田 茂、西山光郎、兼清信介、飯田通久、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 切除不能進行

食道癌の狭窄に対する食道ステント治療成績 デジタルポスター

23. 吉田 晋、鈴木伸明、友近 忍、徳光幸生、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 切除不能大腸

癌に対する conversion surgery の検討 デジタルポスター

24. 永野浩昭 アクロサージin HBP SURGERY ランチョンセミナー

第37回日本肝移植学会 7/25-7/26 京都 メルパルク京都

1. 永野浩昭 ワークショップ1 脳死肝移植マージナルドナーの移植成績 司会

2. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、木村祐太、藤原康弘、山田健介、兼清信介、友近 忍、前田訓子、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 生体肝移植後に発生した脾動脈瘤の2例 一般

演題
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3.    中村鮎美、久賀千恵子、増本早姫、利重典子、石川美沙子、丸田順子、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、

中島正夫、鈴木伸明、武田 茂、永野浩昭 肝移植術後の離床に難渋した症例への取り組み 一般演題

4.    山田健介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、崔 丹、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、池田栄二、永野浩昭 生体肝移植術後に緑膿菌敗血症を発症し急激な経

過をたどった一例 一般演題

第28回日本がん転移学会学術集会・総会 7/25-7/26 鹿児島 城山ホテル鹿児島

1. 恒富亮一、吉村 清、木村祐太、西山光郎、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 肝転移能亢進を示す肝癌幹細胞におけるRAB3Bの特性

Characteristics of RAB3B in hepatoma stem-like sphere cells ポスターセッション

第23回日本がん免疫学会総会 8/21-8/23 高知 高知市文化プラザかるぽーと

1. 中島正夫、硲 彰一、玉田耕治、宇高恵子、土肥 俊、松井洋人、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、友近 忍、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 First in human Phase I study of AI

designed novel vaccination therapy for the patients with advanced solid tumors 一般演題（口演＋ポスター）

2. 中上裕有樹、硲 彰一、土肥 俊、玉田耕治、宇高恵子、秋永士朗、構木泰信、植松俊成、徳光幸生、松井洋人、新藤芳太郎、

兼清信介、友近 忍、飯田通久、吉田 晋、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 Induction of antigen

specific CD8 T cell infiltration by a novel neoadjuvant vaccine： Interim results of a Phase I study 一般演題（口演

＋ポスター）

3. 山本常則、硲 彰一、鈴木伸明、中島正夫、松井洋人、徳光幸生、兼清信介、友近 忍、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、藤田知信、河上 裕、永野浩昭 大腸癌治癒切除例の予後予測バイオマーカーとしてのCD4 並びに FOXP3 陽性細

胞浸潤の有用性 一般演題（ポスター）

4. 千々松日香里、硲 彰一、恒富亮一、新藤芳太郎、中島正夫、松井洋人、松隈 聰、山本常則、中上裕有樹、兼清信介、

徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、玉田耕治、永野浩昭 消化器がんにおけるネオ

アンチゲンの探索 一般演題（口演＋ポスター）

5. 硲 彰一、鈴木伸明、友近 忍、吉田 晋、兼定 航、松井洋人、中島正夫、山本常則、千々松日香里、中上裕有樹、

新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、恒富亮一、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、玉田耕治、永野浩昭 大腸癌に対

する免疫療法のバイオマーカー探索と新規複合免疫療法の開発 一般演題（口演＋ポスター）

第46回日本膵切研究会 8/23-8/24 岐阜 下呂温泉水明館

1. 新藤芳太郎、徳光幸生、中島正夫、松隈 聰、松井洋人、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、上野富雄、永野浩昭

膵頭十二指腸切除術直後の脾動脈瘤破裂に対し、大動脈閉塞バルーン挿入法を併用し止血した1例 要望演題

第94回中国四国外科学会総会 第24回中国四国内視鏡外科研究会 9/19-9/20 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部

1. 鈴木伸明 第31回中国四国消化管内視鏡手術勉強会 （イブニングセミナー）内視鏡手術教育のとりくみ～ロボット手術時代

を見据えて～特別講演 大腸 司会

2. 永野浩昭 特別講演 座長

3. 永野浩昭 2019年度 第27回日本外科学会生涯教育セミナー （中国・四国地区） 各分野のガイドラインを紐解く 肝癌診

療ガイドライン 生涯教育セミナー 司会

4. 飯田通久 胃2 一般演題 座長

5. 新藤芳太郎、武田 茂、竹本圭宏、徳光幸生、中島正夫、西山光郎、松井洋人、松隈 聰、兼清信介、友近 忍、前田訓子、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、濱野公一、永野浩昭 山口大学外科専門研修プログラムの現状と展望

シンポジウム

6. 千々松日香里、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 直腸癌吻合部再発に対し、術前化学放射線療法を施行し腹腔鏡補助下骨盤内蔵全

摘術を完遂した1例 一般演題

7. 山本常則、武田 茂、松隈 聰、松井洋人、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、飯田通久、吉田 晋、

鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術におけるIPOM-Plus法の有用性 一般演

題

8. 藤原康弘、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、恒富亮一、兼清信介、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、

飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 教室の開腹肝切除におけるデバイスの変遷と術

後胆汁漏の検討 一般演題
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9. 山田健介、徳光幸生、松隈 聰、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、中上裕有樹、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡下肝切除における術後感染性合併症の検討 一般演

題

10. 飯田通久、松隈 聰、兼清信介、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、鈴木伸明、武田 茂、硲 彰一、

吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 山口県におけるがん診療の問題と対策 シンポジウム

11. 堤 甲輔、新藤芳太郎、徳光幸生、中島正夫、松井洋人、松隈 聰、佐村 誠、原田剛佑、兼清信介、友近 忍、前田訓子、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、森景則保、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、濱野公一、永野浩昭 大動脈閉塞バルーン挿入

法を併用し止血した膵頭十二指腸切除術直後の脾動脈瘤破裂の1例 研修医・専攻医セッション

12. 濵﨑太郎、鈴木伸明、山田健介、吉田 晋、友近 忍、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 同時性外腸骨リンパ節転移および肝転移を伴う横行結腸癌に対し集学的治療を

行った1例 研修医・専攻医セッション

第78回日本癌学会学術総会 9/26-9/28 京都 国立京都国際会館

1. 中上裕有樹、硲 彰一、土肥 俊、玉田耕治、宇高恵子、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、新藤芳太郎、鈴木伸明、武田 茂、

永野浩昭 HCCに対する新規ネオアジュバントワクチン療法の第I相・試験－TILとPBMC解析－A phase I study of novel 

neoadjuvant vaccine for HCC: Interim analysis of TILs and PBMCs English Oral Sessions

2.    大賀貴文、間野博行、山下義博、曽田 学、上野敏秀、河津正人、鈴木伸明、永野浩昭、硲 彰一、泉谷昌志、小池和彦 肝

転移を有する大腸がんのゲノムプロファイル Genomic profiles of colorectal carcinoma with liver metastases Posters

3. 恒富亮一、吉村清、松隈聰、飯田通久、鈴木伸明、武田茂、吉野茂文、硲彰一、上野富雄、永野浩昭 肝癌幹細胞様 Sphere 

細胞において同定された RAB3B 遺伝子の役割<I>RAB3B</I> gene was identified as a gene involved in induced   

cancer stem-like sphere cells Posters

4． 藤原信行、恒富亮一、硲 彰一、鈴木伸明、大浜 剛、吉野茂文、永野浩昭 Protein phosphatase 6 は大腸がんの幹細胞性

を制御することで悪性化に寄与する Protein phosphatase 6 controls tumor malignancy of colon cancer through  

regulation of cancer stemness Posters

第55回日本胆道学会学術集会 10/3-10/4 愛知 名古屋国際会議場

1. 永野浩昭 一般演題 口演15 悪性腫瘍：肝内胆管癌 座長

2. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 胆嚢癌疑診例に対する腹腔鏡下全生検手術を用いた進展度診断と治療戦略 一般

演題口演

3. 木村祐太、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 先天性胆道拡張症に対する分流手術後34年で発生した胆管空腸吻合部癌の1例

一般演題口演

第74回日本大腸肛門病学会学術集会 10/11-10/12 東京 ヒルトン東京お台場

1. 硲 彰一、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、兼定 航、松井洋人、中島正夫、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、恒富亮一、

飯田通久、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 大腸癌に対する免疫療法のバイオマーカー探索と新規複合免疫療法の

開発 ワークショップ

2. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 頭側アプローチ先行による横行結腸癌 D3 郭清の定型化 一般演題（口演）

3. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における高齢者大腸癌治療の現状と対策 一般演題（口演）

4. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、兼定 航、木村祐太、中島正夫、松井洋人、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、

飯田通久、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における下部進行直腸癌に対する側方郭清適応の変遷

一般演題（口演）

5. 吉田 晋、鈴木伸明、友近 忍、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 直腸癌における術後縫合不全リスク因子の検討 一般演題（口演）

第55回日本移植学会総会 10/10-10/12 広島 広島国際会議場

1. 永野浩昭 日本移植学会認定医講習プログラム 生体肝移植ドナーの安全管理 講義 講師

2. 永野浩昭 臓器別パネルディスカッション10 肝移植におけるエベロリムス使用意義 座長
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2.    永野浩昭 ランチョンセミナー14 生体肝移植から学んだこと―肝胆膵外科への応用― ランチョンセミナー

3.    木村祐太、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、永野浩昭 当科における生体肝移植ドナーの周術期管理と成績 ポスター

4.    松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 医学生および市民を対象とした移植医療啓発活動 ポスター

第52回日本薬剤師会学術大会 10/13 山口 下関市民会館

1. 吉野茂文 がん治療のパラダイムシフトと今後の展望～免疫チェックポイント阻害薬から がんゲノム医療まで～ ランチョン

セミナー

第57回日本癌治療学会学術集会 10/24-10/26 福岡 マリンメッセ福岡 福岡国際会議場

1. 硲 彰一 一般ポスター22 大腸癌 症例報告1 座長

2. 永野浩昭 要望演題14 進行肝細胞癌に対する集学的治療 座長

3. 永野浩昭 イブニングセミナー18 がん治療期の痛みのマネジメントとその意義 司会

4. 新藤芳太郎、硲 彰一、恒富亮一、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、吉野茂文、玉田耕治、永野浩昭 ネオアンチゲンを標的としたがんワクチン療法の開発 要望演題

5. 中島正夫、硲 彰一、玉田耕治、宇高恵子、土肥 俊、松井洋人、新藤芳太郎、徳光幸生、松隈 聰、友近 忍、飯田通久、

吉田 晋、鈴木伸明、武田 茂、永野浩昭 消化器癌に対する新規ペプチドワクチン療法第1相試験 一般口演

6. 吉野茂文、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、前田訓子、友近 忍、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、

硲 彰一、山﨑隆弘、永野浩昭 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連有害事象マネジメント連携の構築 一般口演

7. 藤原康弘、新藤芳太郎、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 膵癌に対する術前化学療法の経験 一般口演

8. 前田訓子、佐藤陽子、千々松日香里、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、山本 滋、永野浩昭 トリプルネガティ

ブ乳癌におけるSPARC発現と予後の検討 一般ポスター

9. 武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、前田訓子、友近 忍、兼清信介、新藤芳太郎、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 高齢消化器がん患者に対する外科治療 一般ポスター

10. 大鶴 徹、坂井大介、金井雅史、小林省吾、江口英利、馬場秀夫、瀬尾 智、武富紹信、吉村健一、波多野悦郎、永野浩昭、

井岡達也 胆道癌におけるGCS療法の炎症マーカーの意義（MITSUBA /KHBO1401-1B） 一般口演

11. 高橋 剛、大森 健、田中達也、並川 努、藤谷和正、西川和宏、藤原義之、永野浩昭、大辻英吾、掛地吉弘、黒川幸典、

山﨑 誠、瀧口修司、土岐祐一郎 5-ALAを用いた胃癌審査腹腔鏡検査の光線力学診断を検討する医師主導検証治験 ワーク

ショップ

12. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、木村祐太、中島正夫、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における進行大腸癌に対するTFTDの使用経験 一般ポスター

13. 森脇俊和、長谷川直之、山本祥之、山田武史、金井雅史、小林省吾、江口英利、瀬尾 智、武冨紹信、吉村健一、波多野悦朗、

永野浩昭、井岡達也 全身状態良好な未化学療法の進行胆道癌症例におけるGlasgow prognostic score の有用性 要望演題

14. 近本 亮、金井雅史、小林省吾、江口英利、瀬尾 智、岡部弘尚、橋本大輔、山下洋市、武富紹信、吉村健一、波多野悦朗、

永野浩昭、馬場秀夫、井岡達也 進行胆道癌に対する無作為化第III相試験（Gem+Cisplatin vs Gem+Cisplatin+S1）要望

演題

15. 西川和宏、円谷 彰、吉川貴己、高橋正純、田邊和照、山口研成、吉野茂文、並川 努、青山 徹、利野 靖、川田純司、

宮下由美、森田智視、坂本純一 S-1補助療法後早期再発胃癌に対するcapecitabine+cisplatin（XP）療法の第2相試験 臓

器別シンポジウム

16. 中上裕有樹、硲 彰一、土肥 俊、玉田耕治、宇高恵子、徳光幸生、松井洋人、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、飯田通久、

吉田 晋、鈴木伸明、武田 茂、永野浩昭 新規ネオアジュバントワクチン療法による腫瘍浸潤T細胞の誘導－手術組織と

PBMCの解析－ プレナリーセッション

17. 那須淳一郎、山田武史、松本俊彦、沖津 宏、白石 猛、永野浩昭、森山一郎、藤原俊義、三口真司、谷岡洋亮、犬飼道雄、

永坂岳司、菊池 隆、仁科智裕、篠崎勝則 化学療法未治療の進行・再発大腸癌に対するFOLFOXIRI+ベバシズマブ療法の安

全性 一般口演

18. 富丸慶人、江口英利、岩上佳史、秋田裕史、野田剛広、後藤邦仁、小林省吾、永野浩昭、森 正樹、土岐祐一郎 腎機能障害

併存膵癌症例に対するgemcitabine併用術前化学放射線療法の成績 一般ポスター
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第49回胃外科・術後障害研究会 10/31-11/1 鹿児島 城山ホテル鹿児島

1. 中島千代、武田 茂、飯田通久、兼清信介、西山光郎、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における

胃 GIST 手術症例の検討 ポスターセッション

2. 飯田通久、武田 茂、兼清信介、西山光郎、中島千代、吉田 晋、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 中下部進行胃

癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の成績 ポスターセッション

第81回日本臨床外科学会総会 11/14-11/16 高知 ザクラウンパレス新阪急高知 三翠園 ホテル日航高知旭ロイヤル

高知ぢばさんセンター 高知市文化プラザかるぽーと

1. 硲 彰一 遺伝性大腸癌の診療上の問題点 要望演題口演 座長

2. 鈴木伸明 直腸・肛門2 研修医セッション 座長

3. 武田 茂 虫垂2 研修医セッション 座長

4. 永野浩昭 学術-9 ニプロIPエコーを用いた上腕PICCの実際 学術セミナー 司会

5. 永野浩昭 肝切除後の胆汁漏対策について考える シンポジウム 司会

6. 鈴木伸明 直腸：悪性疾患（化学療法なし） 一般演題（示説） 座長

7. 武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、前田訓子、友近 忍、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、松隈 聰、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 高齢者消化器がん患者に対する外科治療の現状と諸問題 総会特別企画

8. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、中上裕有樹、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 5cm以下、単発肝細胞癌に対する解剖学的切除、非解剖学切除の長期予後の比較

パネルディスカッション

9. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 ガイドライン適応の観点からみた肝細胞癌に対する開腹肝切除と腹腔鏡肝切除の

治療成績の比較 パネルディスカッション

10. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 完全直腸脱に対する体腔内縫合を要さない簡便な腹腔鏡下直腸固定術 要望演題

11. 古谷 圭、鈴木伸明、友近 忍、吉田 晋、松井洋人、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における直腸癌術後骨盤内局所再発に対する外科切除症例の検討 要望演題

12. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 直腸NET手術症例の検討 一般演題（口演）

13. 矢原 昇、北原正博、近藤潤也、前田祥成、蘓村秀明、長島由紀子、安部俊弘、林 弘人、徳光幸生、松井洋人 背部痛と高

アミラーゼ血症を契機に発見されたindeterminate mucin-producing cystic neoplasmの一例 一般演題（示説）

14. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、中上裕有樹、松井洋人、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 直腸癌術後縫合不全のリスク因子とその対策 主題関連演題

15. 吉田 晋、鈴木伸明、友近 忍、松隈 聰、松井洋人、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、前田訓子、飯田通久、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 直腸肛門部悪性黒色腫に対して腹腔鏡補助下直腸切断術を施行した２例 一般演

題（示説）

JDDW 2019 第27回日本消化器関連学会週間 11/21-11/24 兵庫 神戸コンベンションセンター

1. 永野浩昭 ワークショップ20 高齢者に対するがん治療の在り方 司会

2. 硲 彰一 デジタルポスターセッション65 大腸22 座長

3. 徳光幸生、武田 茂、永野浩昭 認知機能評価スケールYDSとE-PASSを用いた高齢者消化器がん手術後譫妄リスク評価 パ

ネルディスカッション

4. 飯田通久、武田 茂、兼清信介、中島千代、西山光郎、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

硲 彰一、吉野茂文、永野浩昭 胃癌術後合併症が予後に与える影響 デジタルポスターセッション

5. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、

永野浩昭 当科でリンパ節郭清を施行した大腸T1(SM)癌の臨床病理学的因子と予後の検討 デジタルポスターセッション

6. 新藤芳太郎、徳光幸生、松井洋人、中島正夫、松隈 聰、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における切除不能膵癌に対する conversion surgery の治療成績 デジタル

ポスターセッション

7. 武田 茂、飯田通久、永野浩昭 当科における高齢者消化器がん患者に対する手術成績 ワークショップ

8. 吉田 晋、鈴木伸明、友近 忍、徳光幸生、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 切除不能大腸

癌に対する化学療法施行症例における予後因子 デジタルポスターセッション
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9. 木村祐太、恒富亮一、硲 彰一、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、

吉野茂文、永野浩昭 高頻度変異を示す転移性大腸癌症例におけるネオアンチゲンの免疫原性 デジタルポスターセッション

10. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、前田訓子、飯田通久、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 進行直腸癌に対する XELOX＋Bmab/Cmab による術前化学療法の有用性 デジタルポス

ターセッション

11. 太田高志、永野浩昭、井岡達也 高齢者の切除不能・再発胆道癌に対するGCS(Gemcitabine＋Cisplatin＋S-1) 療法の有効性

と安全性についての検討： KHBO1401 副次解析 ワークショップ

第32回日本バイオセラピィ学会学術集会総会 11/28-11/29 岡山 ホテルグランヴィア岡山

1. 硲 彰一 シンポジウム2 がん免疫微小環境とゲノム医療 座長

2. 吉野茂文 要望演題1 Cold tumor の克服を目指した治療戦略 座長

3. 鈴木伸明 一般演題3 標的分子 座長

4. 永野浩昭 ワークショップ3 腸内細菌と炎症とバイオセラピィ 座長

5. 硲 彰一、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、中島千代、山本常則、

千々松日香里、中上裕有樹、武田 茂、飯田通久、兼清信介、玉田耕治、宇高恵子、吉野茂文、永野浩昭 新規がんペプチド

複合免疫療法の開発 シンポジウム

6. 鈴木伸明、硲 彰一、中上裕有樹、桑原太一、松井洋人、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、

飯田通久、武田 茂、吉野茂文、藤田知信、河上 裕、上野富雄、永野浩昭 大腸癌腫瘍浸潤リンパ球の腫瘍内分布に関する

検討 要望演題

7. 吉野茂文、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、前田訓子、友近 忍、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、

松隈 聰、西山光郎、中島正夫、硲 彰一、上野富雄、山﨑隆弘、永野浩昭 irAE マネジメントチームによる免疫チェックポ

イント阻害薬の副作用対策 パネルディスカッション

8. 中島正夫、佐古田幸美、安達圭志、永野浩昭、玉田耕治 抗PD-1 scFv 産生型 CAR-T 細胞によるがん治療効果の検討 ワー

クショップ

9. 松井洋人、硲 彰一、中島正夫、松隈 聰、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、恒富亮一、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、

鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、玉田耕治、上野富雄、永野浩昭 肝細胞癌術後補助免疫療法における治療効果予測バイオ

マーカーと今後の展望 ワークショップ

10. 山本常則、硲 彰一、中上裕有樹、桑原太一、中島正夫、松井洋人、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、恒富亮一、友近 忍、

前田訓子、飯田通久、吉田 晋、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、藤田知信、河上 裕、永野浩昭 大腸癌における腫瘍浸潤

リンパ球が予後に与える影響と末梢血サイトカインの関係 ワークショップ

11. 千々松日香里、硲 彰一、恒富亮一、新藤芳太郎、中島正夫、松井洋人、山本常則、中上裕有樹、兼清信介、徳光幸生、

友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、玉田耕治、永野浩昭 MSI-high 大腸癌におけるネオアン

チゲンの探索 シンポジウム

12. 中島正夫、硲 彰一、山本常則、山田健介、中上裕有樹、徳光幸生、松井洋人、新藤芳太郎、松隈 聰、兼清信介、友近 忍、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、永野浩昭 膵癌術前化学療法が患者免疫学的プロファイルに与える影

響の検討 一般演題

13. 中上裕有樹、硲 彰一、土肥 俊、玉田耕治、宇高恵子、秋永士朗、徳光幸生、松井洋人、新藤芳太郎、兼清信介、友近 忍、

飯田通久、吉田 晋、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 HCCに対する新規術前後ワクチン療法症例のT

細胞の探索的データ解析− TIL と PBMC の解析から − 一般演題

14. 中島千代、硲 彰一、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、山本常則、山田健介、中島正夫、西山光郎、前田訓子、松隈 聰、

松井洋人、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、上野富雄、永野浩昭 血清から得られる大腸

癌の予後予測バイオマーカーの検討 一般演題

第32回日本外科感染症学会総会学術集会 11/29-11/30 岐阜 長良川国際会議場 都ホテル岐阜長良川

1. 武田 茂 ワークショップ1 鏡視下手術時代の外科感染対策はどうなる 座長

2. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、山田健介、藤原康弘、木村祐太、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、

飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡下肝切除における感染症対策の現状とこ

れから ワークショップ

3. 武田 茂、兼清信介、飯田通久、西山光郎、山本常則、松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 食道癌患者における術後感染性合併症に対する術前サルコペニアの影響 シンポ

ジウム
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第32回日本内視鏡外科学会総会 12/5-12/7 神奈川 パシフィコ横浜

1. 吉野茂文 胃・十二指腸悪性 手術手技工夫1 Mini Oral 司会

2. 永野浩昭 肝臓 手術手技2 系統的肝切除・グリソン一括法 Mini Oral 司会

3. 飯田通久、武田 茂、兼清信介、西山光郎、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、硲 彰一、

吉野茂文、永野浩昭 十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の経験 Surgical Forum

4. 中島千代、武田 茂、飯田通久、兼清信介、西山光郎、松隈 聰、松井洋人、徳光幸生、新藤芳太郎、友近 忍、吉田 晋、

鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 StageI 高齢者胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の成績 Surgical 

Forum

5. 鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、中島正夫、西山光郎、松隈 聰、新藤芳太郎、徳光幸生、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 直腸癌吻合部再発に対し、NACRT 後に腹腔鏡補助下骨盤内蔵全摘術を施行した1例 Mini

Oral

6. 吉田 晋、鈴木伸明、友近 忍、松隈 聰、松井洋人、新藤芳太郎、徳光幸生、兼清信介、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 脳室腹腔シャント感染に伴う腹膜炎に対して腹腔鏡手術を施行した1例 Mini Oral

7. 武田 茂、兼清信介、飯田通久、西山光郎、松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 胸腔鏡下食道切除術での術中反回神経モニタリングを併用した反回神経周囲郭清 パネル

ディスカッション

8. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡下全生検手術による胆嚢癌疑診例に対する病巣進展度診断と治療戦略 パ

ネルディスカッション

9. 友近 忍、鈴木伸明、吉田 晋、松井洋人、松隈 聰、徳光幸生、兼清信介、新藤芳太郎、飯田通久、武田 茂、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 頭側アプローチによる安全・確実な右半結腸切除 D3 リンパ節郭清 Surgical Forum



地方会発表・司会
山口県 外科・救急真菌症カンファレンス 2019 1/17 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部
1. 永野浩昭 特別講演 座長

臨床肝移植セミナー～多職種で進める山口の肝移植～ 1/18 山口 霜仁会館
1. 永野浩昭 総合司会
2. 松隈 聰 肝移植と血栓症、DIC 話題提供

第40回九州肝臓外科研究会 学術集会 1/26 福岡 大塚製薬グループビル７F
1. 永野浩昭 教育ビデオセッション：腹腔鏡下肝切除 司会
2. 藤原康弘、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、恒富亮一、兼清信介、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、

飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、山本 滋、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 開腹肝切除におけるラジオ波バイ
ポーラ凝固装置と術後胆汁漏の検討 主題

3. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、藤原康弘、木村祐太、桑原太一、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、
飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 胆嚢板牽引法を用いた腹腔鏡下肝切除における
右葉系グリソン確保 主題

膵・消化管神経内分泌腫瘍エキスパートセミナー（第1弾） 2/1 山口 霜仁会館
1. 永野浩昭 座長
2. 松井洋人 集学的治療後に根治切除し得た進行膵NETの1例 症例提示

第21回山口県材料部あり方研究会 2/2 山口 山口大学医学部第3講義室
1. 永野浩昭 特別講演 座長

第47回中国四国甲状腺外科研究会 2/9 高知 くろしおホール（高知医療センター）
1. 前田訓子、山本 滋、千々松日香里、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、永野浩昭 急性骨髄性白血病寛解後14年

経過して診断された甲状腺乳頭癌の1例 一般演題

肝炎に関連する医療安全研修会～医療訴訟を未然に防ぐ～ 2/13 山口 山口大学医学部S1講義室
1. 吉野茂文 化学療法時のB型肝炎検査勧奨アラートシステムの紹介 講演

第36回山口県食道疾患研究会 2/15 山口 山口グランドホテル
1. 武田 茂 教育講演 座長
2. 永野浩昭 特別講演 座長
3. 西山光郎、武田 茂、兼清信介、飯田通久、新藤芳太郎、徳光幸生、前田訓子、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における食道癌術後合併症軽減へ向けての取り組み 一般演題

第124回山口大学医学会学術講演会並びに平成30年度評議員会・総会 2/17 山口 霜仁会館
1. 硲 彰一 一般演題セッションⅡ No.6～No.9 座長
2. 永野浩昭 特別講演Ⅰ
3. 硲 彰一 個々の患者に最適ながん治療を目指して 特別講演
4. 桑原太一、硲 彰一、中島正夫、松井洋人、鈴木伸明、友近 忍、吉田 晋、兼清信介、徳光幸生、飯田通久、武田 茂、

山本 滋、吉野茂文、上野富雄、藤田知信、河上 裕、永野浩昭 治癒切除大腸癌における予後因子としてのCD4陽性T細胞
浸潤の検討 一般演題

大腸癌治療戦略セミナー in宇部- We Aspire to cure Cancer - 2/20 山口 国際ホテル宇部
1. 永野浩昭 Session 1 座長

Colorectal Cancer Symposium in山口 2/27 山口 山口グランドホテル
1. 永野浩昭 ディスカッション 司会
2. 鈴木伸明 ディスカッサント ディスカッション

Scientific Exchange Meeting HBOC Scientific Exchange Meeting in Yamaguchi 3/1 山口 山口グランドホテル
1. 永野浩昭 Short Lecture 座長
2. 前田訓子 当科における BRCA コンパニオン診断の経験

第15回山口県消化管セミナー 3/13 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部
1. 飯田通久、武田 茂、兼清信介、山本常則、中島千代、西山光郎、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、

山本 滋、硲 彰一、吉野茂文、永野浩昭 十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の経験 一般演題

第24回関西がんチーム医療研究会 3/16 大阪 大阪科学技術センター
1. 永野浩昭 山口大学病院 消化器疾患におけるチーム医療の現状 教育セミナー（スポンサード講演）

第8回外科術後管理講演会 3/20 熊本 ザ・ニューホテル熊本
1. 永野浩昭 大阪の外科医が山口で行う肝胆膵・移植外科 特別講演

Gastroenterological Surgery Seminar in Hiroshima 3/22 広島 シェラトングランドホテル広島
1. 永野浩昭 肝移植～大阪での経験が山口での再開を拓く～ 特別講演

山東大学・山口大学医学学術研討会 3/25 中国 山東大学医学院
1. 永野浩昭 Session 4 シンポジウム 司会
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G.I. Cancer Expert Meeting in Yamaguchi 2019 3/27 山口 山口グランドホテル
1. 永野浩昭 ディスカッション 司会
2. 飯田通久 胃癌化学療法 最近のトピック ミニレクチャー
3. 飯田通久 ディスカッサント 今後の消化器癌治療戦略 ディスカッション

萩市医師会学術講演会 4/11 山口 千春楽別館
1. 永野浩昭 山口県における肝移植の現状・今後の展開について 特別講演

Siemens Healthineers TDM セミナー in 中国 5/11 広島 広島ガーデンパレス
1. 永野浩昭 座長

第3回山口消化管内視鏡外科研究会 5/15 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部
1. 永野浩昭 特別講演 座長
2. 飯田通久 山口県における消化管内視鏡外科の現状 県内アンケート調査報告 一般演題

第15回山口県外科感染症研究会 5/22 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部
1. 武田 茂 一般演題 座長
2. 永野浩昭 特別講演 座長
3. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫 、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 腹腔鏡下肝切除における術後感染性合併症 開腹手術との比較 一般演題

第73回手術手技研究会 5/24-5/25 東京 一橋講堂

1. 永野浩昭 肝臓 司会

第78回山口県臨床外科学会 6/2 山口 光商工会館
1. 兼清信介 一般演題セッションⅢ 座長
2. 前田訓子 一般セッションⅣ 座長
3. 前田訓子、佐藤陽子、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、山本 滋、永野浩昭 急性骨髄性白血病寛解後14年経過

して診断された甲状腺乳頭癌の1例 一般セッション
4. 千々松日香里、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、松隈 聰、新藤芳太郎、兼清信介、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 術前化学放射線療法を施行した直腸癌吻合部再発の一例 一般演題セッション
5. 木村祐太、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 大腸癌同時性肝転移に対する腹腔鏡下同時切除 一般演題セッション
6. 山田健介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡下膵体尾部切除における術野確保の工夫 一般演題セッション
7. 兼定 航、武田 茂、飯田通久、松隈 聰、兼清信介、新藤芳太郎、徳光幸生、前田訓子、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 当科における十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（D-LECS）の成績
一般演題セッション

山口救急フォーラム2019 6/5 山口 霜仁会館
1. 永野浩昭 特別講演Ⅰ 座長

第155回関豊病薬会研修会 6/6 山口 海峡メッセ下関
1. 永野浩昭 胃癌の手術・化学療法の現状 講演

第6回山口膵・胆道疾患研究会 6/11 山口 霜仁会館
1. 永野浩昭 臨床研究・報告 司会
2. 徳光幸生 ①「切除可能境界膵癌に対する術前化学療法に関する多施設共同前向き観察研究」登録状況 ②「胆嚢癌疑診例に

対する腹腔鏡下手術」登録状況
3. 中島正夫 附随研究：術前化学療法中の胆道ドレナージ
4. 新藤芳太郎 山口県内の膵癌根治切除症例に関する多施設共同後ろ向き観察研究
5. 松隈 聰 FGFR2 遺伝子再構成を伴う胆管癌患者に対する Pemigatinib 療法

I-O WEBライブセミナー 6/13 山口 宇部国際ホテルより県内へ配信
1. 吉野茂文 免疫チェックポイント阻害薬を最大限に活かすには？～ irAE マネジメントチームの取り組みと自験例の紹介～

講演

第62回関西胸部外科学会学術集会 6/13-6/14 徳島 パークウエストン
1. 武田 茂、兼清信介、飯田通久、西山光郎、徳光幸生、新藤芳太郎、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、吉野茂文、硲 彰一、

上野富雄、永野浩昭 胸腔鏡下食道切除術における術中反回神経モニタリングの有用性 特別企画
2. 山本常則、武田 茂、兼清信介、西山光郎、飯田通久、徳光幸生、友近 忍、前田訓子、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、

吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 術前化学療法後に切除した食道GISTの1例 一般演題
3. 西山光郎、武田 茂、兼清信介、飯田通久、新藤芳太郎、徳光幸生、友近 忍、吉田 晋、鈴木伸明、山本 滋、吉野茂文、

硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 繰り返すイレウスにて発見された食道扁平上皮癌小腸転移の1例 一般演題

日本移植学会第7回次世代リーダー養成コース 7/13-7/14 愛知 ダイワロイネットホテル新幹線口
1. 永野浩昭 肝臓移植 講演 講師

第2回山口食道がん研究会 7/31 山口 山口大学医学部
1. 永野浩昭 特別講演 座長
2. 西山光郎 山口県における食道がん手術の現況 一般演題

第72回愛媛外科会・総会 8/3 愛媛 愛媛県医師会館
1. 永野浩昭 血管合併切除をともなう肝胆膵外科 特別講演 講師
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第37回中国四国臨床臓器移植研究会 8/24 岡山 ホテルグランヴィア岡山
1. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、木村祐太、藤原康弘、山田健介、兼清信介、友近 忍、前田訓子、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 生体肝移植後に発生した脾動脈瘤の2例
2. 藤原康弘、徳光幸生、新藤芳太郎、松隈 聰、松井洋人、中島正夫、木村祐太、山田健介、兼清信介、友近 忍、前田訓子、

吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、永野浩昭 肝移植直後に発症し急激な経過をたどった劇症
型緑膿菌肺炎の1例

第153回山口県医師会生涯研修セミナー日本医師会生涯教育講座 9/1 山口 山口県医師会
1. 永野浩昭 山口県における癌治療と内視鏡外科の現状と展望 特別講演

第16回山口県消化管セミナー 9/4 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部
1. 兼定 航、鈴木伸明、吉田 晋、友近 忍、松隈 聰、兼清信介、新藤芳太郎、徳光幸生、前田訓子、飯田通久、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、橋本真一、坂井田功、永野浩昭 当院における直腸NETの治療成績 一般演題

術後血栓癒着防止研究会 9/5 京都 ハートンホテル京都
1. 永野浩昭 大阪の外科医が山口で行う肝胆膵・移植外科 特別講演

平成31年度防府地区安全衛生大会 9/6 山口 パーキングプラザ・カリヨン 203研修室
1. 硲 彰一 がんにならない、なっても治す―最新のがん診断と治療― 特別講演

第125回山口大学医学会学術講演会並びに令和元年度評議員会・総会 9/11 山口 霜仁会館
1. 藤本拓也、松隈 聰、恒富亮一、吉村 清、小賀厚徳、藤原信行、藤原康弘、松井洋人、新藤芳太郎、徳光幸生、小林省吾、

硲 彰一、江口英利、永野浩昭 CathepsinB は膵癌 stem like cells に高発現し、治癒切除後の予後と関連している 一般演
題

山口乳房PET研究会 山口県内における乳房PET装置の可能性 9/11 山口 新山口ターミナルホテル
1. 永野浩昭 技術講演 特別講演 座長
2. 前田訓子 乳房PET画像についての考察 技術講演

第16回日本乳癌学会中国四国地方会・総会 9/14-9/15 島根 ビッグハート出雲
1. 前田訓子 一般演題 薬物療法3 座長
2. 佐藤陽子、前田訓子、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、山本 滋、永野浩昭 進行・再発乳癌におけるフルベス

トラント使用症例の検討 一般演題
3. 前田訓子、佐藤陽子、鈴木伸明、武田 茂、長島由紀子、久保秀文、山本 滋、永野浩昭 サブタイプ別による乳癌術前化学

療法（FEC followed by weekly paclitaxel）の検討 一般演題

第20回名古屋消化器外科セミナー 9/25 愛知 名古屋市立大学病院
1. 永野浩昭 山口県における肝胆膵・移植外科の現状と展望 特別講演

第9回肝胆膵フォーラム in Yamaguchi 10/15 山口 山口グランドホテル
1. 徳光幸生 一般講演 座長
2. 永野浩昭 特別講演 座長
3. 木村祐太、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、

武田 茂、吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 門脈腫瘍栓を伴う高度進行肝癌に対する集学的治療 一般講演

第19回山口消化器病態研究会 10/17 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部
1. 永野浩昭 特別講演 座長
2. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、兼清信介、友近 忍、吉田 晋、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、

吉野茂文、硲 彰一、上野富雄、永野浩昭 大腸癌同時性肝転移に対する腹腔鏡下大腸・肝同時切除 一般演題
3. 天野彰吾、戒能聖治、藤本祐子、播磨博文、坂井田功、松井洋人、永野浩昭 当院で術前化学療法を行った膵癌における胆道

ドレナージの現状と問題点 一般演題

第28回山口県西部医学会 10/19 山口 海峡メッセ下関
1. 永野浩昭 山口県における癌治療の現状と展望 特別講演 講師

Gastric Cancer Expert Meeting in Yamaguchi 2019 11/6 山口 山口グランドホテル
1. 永野浩昭 ディスカッション 司会
2. 飯田通久 ディスカッション『今後の胃癌治療戦略』 ディスカッション

JCHO下関医療センター 地域支援講演会 11/7 山口 下関医療センター
1. 永野浩昭 山口県における膵癌診療の現状とこれから

第25回 Cancer Forum in Yamaguchi 11/8 山口 山口グランドホテル
1. 永野浩昭 特別講演2 化学療法 座長

第7回山口膵・胆道疾患研究会 11/12 山口 霜仁会館
1. 新藤芳太郎 話題提供 座長
2. 永野浩昭 特別講演 座長
3. 徳光幸生 山口膵・胆道疾患研究会 活動状況 話題提供
4. 松井洋人 昭和大学 腫瘍内科研修報告 話題提供
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第4回山口消化管内視鏡外科研究会 11/27 山口 ANAクラウンプラザホテル宇部
1. 永野浩昭 一般演題 山口県内における内視鏡外科の新たな取り組み 座長
2. 飯田通久 山口県の消化管内視鏡外科の現状―事務局報告― 一般演題
3. 木村祐太 アニマルラボの実際 一般演題
4. 西山光郎 CCSTの実際 一般演題

第3回山口肝移植診療検討会 11/28 山口 山口大学医学部医修館
1. 永野浩昭 一般演題・基調講演 座長
2. 松隈 聰 肝移植診療検討会 年間活動報告 一般演題

中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム 2019年度FD研修報告会 11/30 岡山 岡山大学臨床第2講義室
1. 吉野茂文 高齢者がんFD研修報告（SIOG 2018 Advanced Course Phase2）

第13回肝臓内視鏡外科研究会 第11回膵臓内視鏡外科研究会 12/4 神奈川 パシフィコ横浜

1. 永野浩昭 一般演題1 術前基準・ナビゲーション・その他 司会

2. 徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、中島正夫、鈴木伸明、武田 茂、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡肝切除の手技を

応用した胆嚢癌疑診例に対する鏡視下全生検手術 シンポジウム

3. 松隈 聰、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、中島正夫、山田健介、鈴木伸明、武田 茂、上野富雄、永野浩昭 腹腔鏡下肝

切除は術後感染性合併症低減に寄与するか 一般演題

4. 松井洋人、徳光幸生、新藤芳太郎、松隈 聰、中島正夫、飯田通久、鈴木伸明、武田 茂、上野富雄、永野浩昭 教室におけ

る腹腔鏡下膵体尾部切除における術野確保の工夫 一般演題
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研究費取得状況

種別 事業名 研究者名 代表・分担 交付額 研究課題名

科研費 基盤研究(C) 永野浩昭 代表 1,300,000 膵癌幹細胞および腫瘍微小環境をターゲットとする個別化診療への展開

科研費 基盤研究(C) 硲 彰一 代表 1,400,000
膵がん幹細胞特異抗原に対するマルチHLA結合性ペプチドの同定と新規
免疫療法の開発

科研費 基盤研究(C) 吉野茂文 代表 1,100,000
胃癌における抗PD-1抗体の効果予測ー末梢血と局所の免疫担当細胞の機
能解析

科研費 基盤研究(C) 山本 滋 代表 1,700,000 
１細胞解析法による乳癌内分泌療法抵抗性の解明-血中循環腫瘍細胞から
のアプローチ

科研費 基盤研究(C) 鈴木伸明 代表 1,100,000
免疫チェックポイント阻害剤併用がんペプチド療法におけるバイオマー
カーの探索

科研費 基盤研究(C) 飯田通久 代表 1,400,000 
大腸癌肝転移に関与する癌微小環境におけるmicroRNA221・222の機
能解析

科研費 基盤研究(C) 恒富亮一 代表 1,300,000
肝癌幹細胞特異的RAB3Bを標的とした術後肝内再発抑制のための新規治
療法開発

科研費 若手研究 徳光幸生 代表 1,500,000
術前腫瘍量因子と血清メチル化遺伝子による肝癌予後予測システムの構
築

科研費 若手研究 松隈 聰 代表 1,600,000 Calreticulin陽性膵癌幹細胞の癌幹細胞性および病態生理の解析

科研費 若手研究 藤原信行 代表 1,600,000
オートファジー活性制御を介した肝細胞がん幹細胞に対する治療法の開
発

59



業績その他
2019 メディア

1. 朝日新聞 2019年6月29日 消化器内視鏡外科の最前線～やまぐちにおける現状と展望 永野浩昭

2. 医療新聞社 2019年10月10日 最新治療データで探す名医のいる病院 2020 永野浩昭
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Clinical and research conference
2019.2.23 - winter
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時間 全体進行係： 鈴木 伸明 先生

7:30-9:20 1. 各診療グループ報告 司会： 武田 茂

乳腺内分泌グループ 山本 滋 先生

上部消化管グループ 武田 茂 先生

下部消化管グループ 鈴木伸明 先生

肝胆膵グループ 徳光幸生 先生

腫瘍センター 吉野茂文 先生

9:20-17:17 1. 研究者発表会議 2017年 研究総括： 硲 彰一 先生

午前司会： 山本 滋 先生

午後司会： 武田 茂 先生

木村祐太 ①Evasion from immune surveillance in cancer stem-like cells derived from a 
hepatoma cell line

②Relationship between “gemcitabine resistance” and “ transition ability of 
cancercell to cancer stem-like cell” in hepatoma and bile duct cancer derivatives

山本常則 ①Quest for novel immune suppressive factors extrapolating from tumor 
microenvironment beyond Immunoscore and peripheral immune status of 
colorectal cancer

②Comprehensive analysis for prognostic and immune biomarkers of HCC with 
transcriptome and whole-exome sequencing; based on a phase I/II study of 
adjuvant immunotherapy for HCC with HSP70 mRNA transfected DC

中島千代 LOX-1 as a biomarker of inflammatory poor prognostic biomarker of colorectal 
cancerr

山田健介 ①Search for biomarkers of colon cancer immunochemotherapy by 
comprehensive protein analysis of tumor tissue

②Search for biomarkers of adoptive immunotherapy and chemotherapy for 
pancreatic cancer

藤原康弘 ①Stemness of Calreticulin positive cells in pancreatic cancer stem-like cells

②Immunological function of Calreticulin positive cells and the expression of 
molecules related to immune response in pancreatic cancer stem-like cells

桑原太一 Relationship between tumor infiltrating  lymphocytes, MSI and BRAF600E  
mutation as a progostic factor in colorectal cancer

中島正夫 Prediction of the eligibility and effectiveness of the neoadjuvant chemotherapy 
for pancreatic ductal adenocarcinoma

近藤潤也 The effect of prolonged fixation on the immunohistochemical evaluation and
fluorescence in situ hybridization results of HER2 expression in advanced gastric 
cancer

武田 茂 Efficacy of intraoperative recurrent laryngeal nerve monitoring during surgery 
for esophageal cancer

藤本拓也 Cathepsin B can be a biomarker for pancreatic cancer stem-like cells
徐 明 Research Career and Future Plan
中上裕有樹 My Previous Statistical Research and Current CyTOF Analysis on YCP02 Study

藤原信行 The role of protein phosphatase 6 in colorectal cancer
西山光郎 Usefulness of  prophylactic minitracheostomy and broad spectrum antibiotic 

after esophagectomy
松隈 聰 Liver resection with thrombectomy improves survival of patients with 

hepatocellular carcinoma associated with tumor thrombi in the IVC or the RA: a 
multi-institutional retrospective study

松井洋人 Development of novel risk prediction system for postoperative pancreatic fistula 
after pancreaticoduodenectomy

17:17-17:27 4. 総括 永野浩昭 教授



研究者発表会議
2019.7.27 - summer
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時間 全体進行係： 鈴木 伸明 先生

7:30~13:09 1. 研究者発表会議 司会：武田 茂先生(前半)、鈴木 伸明先生(後半)

古谷 圭 Search for biomarkers of colon cancer chemo-immunotherapy and 
future plan

兼定 航 Prediction of adverse effects of the FOLFIRINOX therapy by   
measurement of genetic variations

千々松日香里 Identification and enhancement of neoantigen derived immune    
reaction in patients with Gastrointestinal cancers.

木村祐太 Evasion from immune surveillance in cancer stem-like cells derived from a hepatoma cell 
line

中島千代 LOX-1 as a biomarker of inflammatory poor prognostic biomarker of colorectal cancer

山田健介 Search for biomarkers of colon cancer immunochemotherapy by comprehensive protein 
analysis of tumor tissue

藤原康弘 Pancreatic cancer cells that behave cancer stem cell highly express     
CALR on the cell surface

近藤潤也 The effect of prolonged fixation on the immunohistochemical evaluation and
fluorescence in situ hybridization results of HER2 expression in advanced gastric cancer

中島正夫 Current status and future perspective of my research works

西山光朗 Usefulness of  prophylactic minitracheostomy and broad spectrum 
antibiotic after esophagectomy

松隈 聰 The impact of peritoneal lavage cytology in biliary tract cancer (KHBO1701):a multi-
institutional retrospective study

徳光幸生 Novel laparoscopic approaches as the total biopsy methods for suspected gallbladder 
cancer

吉田 晋 ① Impact of sarcopenia for chemotherapy in colorectal cancer

② Efforts to increase surgeons in Yamaguchi prefecture

鈴木伸明 Analysis about risk factors of anastomotic leakage after low anterior resection for rectal 
cancer

武田 茂 Efficacy of intraoperative recurrent laryngeal nerve monitoring during surgery for 
esophageal cancer

徐 明 Study on miRNAs as biomarkers/therapy targets in colorectal cancer    

中上裕有樹 ① Mass cytometry analysis of TILs and PBMCs of YCP02 study.

② An exploratory analysis on clinical data of colorectal cancer for finding novel 
combinations of prognostic biomarkers

恒富亮一 Cancer stem-like sphere cells from HCC cell lines & genome wide analysis for clinical 
application

新藤芳太郎 Simultaneous hepatic artery resection and reconstruction for perihilar 
cholangiocarcinoma

友近 忍 TCR Sequencing of Advanced Colorectal Cancer Patients Receiving anti-EGFR

前田訓子 Prevention of surgical site infections after breast surgery

飯田通久 Risk factor for transaminase elevation after laparoscopic gastrectomy using  a Nathanson 
liver retractor.

徳久晃弘 Analysis about AnnexinA2 which are highly expressed in pancreatic 
cancer stem like cells(P-CSLCs)

佐藤陽子 Exploratory research for usefulness of Positron Emission 
Mammography

鄭 桓宇 Educational background and future plans

古谷 圭 Search for biomarkers of colon cancer chemo-immunotherapy and    
future plan

兼定 航 Prediction of adverse effects of the FOLFIRINOX therapy by   
measurement of genetic variations

13:09-13:24 3. 総括 永野浩昭 教授



新入局者あいさつ

濵﨑太郎 平成29年卒

このたび山口大学大学院消化器・腫瘍外科学に入局させていただきました濵﨑太郎です。

出身は山口県で、山口大学医学部を平成29年に卒業しました。卒後は関門医療センターで

2年間の初期臨床研修を行い、この度入局させて頂く運びとなりました。

卒後3年目には山口大学医学部附属病院で本格的な外科修練を開始させていただき、基本

的な手技や知識に加えて、高難度な手術など幅広い経験を積ませて頂いております。まず

は基本的な技術や知識を習得するべく、学生時代の部活動で培った体力を活かして多くの

経験を積み、少しでも山口県の医療に貢献できるように、日々精進して参りたいと思いま

す。
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鄭 桓宇 平成30年卒
皆様初めまして。鄭 桓宇（テイ カンウ）と申します. 中国の遼寧出身です。

私は平成30年遼寧何氏医科大学を卒業しました。 卒業後、山口大学博士課程に来ました。

今永野教授の研究室で山口大学の博士課程に在籍しています。最初は様々な不安がありま

したが、永野教授をはじめとした先生方から色々な知識を丁寧に教えていただきました。

私は医学が好きで、理想は外科医になることです。学校で学んだことを活かして、優秀な

外科医になりたいです。現在、私の研究テーマは、癌転移にPaxillinの役割を調べることで

す。 基礎研究に興味があり、がんの治療に貢献できるよう頑張ります。

今後とも皆様にご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご指導、ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い申し上げます。
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教授・診療科長

氏名：永野浩昭（岡山大学医学部 昭和61年卒）

専門：消化器外科、肝胆膵外科、移植外科

共同研究講座教授（先端がん治療開発学）

氏名：硲 彰一（山口大学医学部 昭和61年卒）

専門：先端医療開発、免疫療法

准教授（腫瘍センター）

氏名：吉野茂文（山口大学医学部 昭和61年卒）

専門：化学療法、集学的治療

診療准教授・副科長

氏名：武田 茂（山口大学医学部 昭和62年卒）

専門：上部消化管外科、食道外科

講師・病棟医長

氏名：鈴木伸明（愛媛大学医学部 平成7年卒）

専門：下部消化管外科

講師

氏名：恒富亮一（山口大学農学部 平成16年卒）

専門：癌の分子生物学

助教・医局長

氏名：飯田通久（山口大学医学部 平成11年卒）

専門：上部消化管外科、胃外科

助教・外来医長

氏名：吉田 晋（山口大学医学部 平成11年卒）

専門：下部消化管外科

助教

氏名：前田訓子（島根大学医学部 平成12年卒）

専門：乳腺・内分泌外科

助教（手術部）

氏名：友近 忍（山口大学医学部 平成13年卒）

専門：下部消化管外科

助教

氏名：兼清信介（山口大学医学部 平成16年卒）

専門：上部消化管外科、食道外科

共同研究講座助教（先端がん治療開発学）

氏名：徳光幸生（宮崎医科大学医学部 平成16年卒）

専門：肝胆膵外科

助教

氏名：新藤芳太郎（山口大学医学部 平成16年卒）

専門：肝胆膵外科

助教

氏名：松井洋人（山口大学医学部 平成17年卒）

専門：肝胆膵外科

助教

氏名：松隈 聰（山口大学医学部 平成17年卒）

専門：肝胆膵外科

助教（集中治療部）

氏名：古谷 圭（山口大学医学部 平成25年卒）

学術研究員

氏名：徐 明（中国 大連医科大学 平成15年卒）

学術研究員

氏名：中上裕有樹（米国 ウェスタンミシガン大学 平成25

年卒）

2019年 在籍教室員名簿
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診療助教

氏名：西山光郎（長崎大学医学部 平成19年卒）

専門：上部消化管外科

診療助教

氏名：中島正夫（山口大学医学部 平成21年卒）

専門：肝胆膵外科

診療助教

氏名：佐藤陽子（山口大学医学部 平成22年卒）

専門：乳腺・内分泌外科

診療助教

氏名：徳久 晃弘（山口大学医学部 平成25年卒）

診療助教

氏名：濱崎 太郎（山口大学医学部 平成29年卒）

大学院生

氏名：藤原康弘（山口大学医学部 平成22年卒）

大学院生

氏名：近藤潤也（長崎大学医学部 平成13年卒）

大学院生

氏名：中島千代（山口大学医学部 平成22年卒）

大学院生

氏名：山田健介（山口大学医学部 平成22年卒）

大学院生

氏名：木村祐太（鹿児島大学医学部 平成22年卒）

大学院生

氏名：山本常則（山口大学医学部 平成22年卒）

大学院生

氏名：兼定 航（山口大学医学部 平成25年卒）

大学院生

氏名：千々松日香里（山口大学医学部 平成25年卒）

大学院生

氏名：鄭 桓宇（中国遼寧何氏医学院 平成26年卒）



学会専門医、指導医、評議員リスト

日本外科学会

専門医：

永野浩昭、硲 彰一、吉野茂文、山本 滋、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、前田訓子、友近 忍

兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰、西山光郎、中島正夫、藤原康弘、山田健介

中島千代、木村祐太、山本常則、徳久晃弘、千々松日香里

指導医：

永野浩昭、硲 彰一、吉野茂文、山本 滋、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋

代議員：

永野浩昭

日本消化器外科学会

専門医：

永野浩昭、硲 彰一、吉野茂文、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、友近 忍、兼清信介、徳光幸生

新藤芳太郎、松隈 聰、西山光郎、中島正夫、山田健介、中島千代、木村裕太、山本常則

指導医：

永野浩昭、硲 彰一、吉野茂文、武田 茂、鈴木伸明、飯田通久、吉田 晋、兼清信介、徳光幸生、新藤芳太郎

評議員：

永野浩昭、硲 彰一、吉野茂文

日本乳癌学会

認定医・専門医：

山本 滋、前田訓子

評議員：

山本 滋

日本食道学会

認定医：

吉野茂文、武田 茂、兼清信介、西山光郎

専門医：

吉野茂文、武田 茂、兼清信介

評議員：

永野浩昭、武田 茂、兼清信介

日本肝胆膵外科学会

評議員：

永野浩昭、徳光幸生、新藤芳太郎、松井洋人、松隈 聰

高度技能指導医：

永野浩昭
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日本内視鏡外科学会

技術認定医：

吉野茂文、武田 茂

評議員：

永野浩昭、硲 彰一、吉野茂文

日本癌治療学会

臨床試験登録医：

永野浩昭、硲 彰一、吉野茂文

代議員：

永野浩昭

日本癌学会

評議員：

永野浩昭、硲 彰一、恒富亮一

日本大腸肛門病外科学会

専門医・指導医・評議員：

硲 彰一

日本胃癌学会

評議員：

永野浩昭、武田 茂、飯田通久

日本肝臓学会

専門医：

永野浩昭、徳光幸生

指導医・評議員：

永野浩昭

日本胆道学会

指導医・評議員：

永野浩昭

日本膵臓学会

指導医・評議員：

永野浩昭

67

日本内分泌学会

専門医：

山本 滋

日本消化器病学会

専門医・指導医・評議員：

永野浩昭

日本腹部救急医学会

評議員：

永野浩昭

日本外科感染症学会

Infection Control Doctor：

武田 茂、松隈 聰

外科周術期感染管理認定医：

松隈 聰

評議員：

武田 茂

日本臨床腫瘍学会

がん薬物療法専門医・指導医：

吉野茂文

日本がん治療認定医機構

認定医：

永野浩昭、吉野茂文、山本 滋、武田 茂

前田訓子、兼清信介、徳光幸生、松隈 聰

西山光郎、中島千代



2019年 年間行事

防府天満宮 七夕まつり（防府市）



月 医局行事・他 学会 研究会・セミナーなど

１ 消化器・腫瘍外科学関連病院長会議 山口県 外科・救急真菌症カンファレンス 2019
臨床肝移植セミナー～多職種で進める山口の肝移植～
第40回九州肝臓外科研究会 学術集会

２ Clinical Research Conference
外科専門医育成会議

第91回日本胃癌学会総会 膵・消化管神経内分泌腫瘍エキスパートセミナー（第1弾）
第47回中国四国甲状腺外科研究会
肝炎に関連する医療安全研修会～医療訴訟を未然に防ぐ～
第21回山口県材料部あり方研究会
第36回山口県食道疾患研究会
第124回山口大学医学会学術講演会
大腸癌治療戦略セミナー in宇部
Colorectal Cancer Symposium in山口

３ 消化器・腫瘍外科 病棟送別会 第55回日本腹部救急医学会総会 Scientific Exchange Meeting HBOC in Yamaguchi
山東大学・山口大学医学学術研討会
第15回山口県消化管セミナー
第24回関西がんチーム医療研究会
第8回外科術後管理講演会
Gastroenterological Surgery Seminar in Hiroshima
G.I. Cancer Expert Meeting in Yamaguchi 2019

４ 1病棟6階 花見 第119回日本外科学会定期学術集会 萩市医師会学術講演会

５ 青山会（同門会） 第17回日本ヘルニア学会学術集会
第55回日本肝臓学会総会
ILLS2019 The 2nd World Congress
of the International Laparoscopic
Liver Society

第40回癌免疫外科研究会
Siemens Healthineers TDM セミナー in 中国
第3回山口消化管内視鏡外科研究会
第15回山口県外科感染症研究会
第73回手術手技研究会

６ 医局説明会
キャリアナビゲーション

第31回日本肝胆膵外科学会総会
第73回日本食道学会学術集会
第36回日本胆膵病態・生理研究会
日本消化器病学会中国支部第29回教育講
演会
2019 ASCO Annual Meeting

第78回山口県臨床外科学会
山口救急フォーラム2019
第155回関豊病薬会研修会
第6回山口膵・胆道疾患研究会
I-O WEBライブセミナー
第62回関西胸部外科学会学術集会
第41回日本癌局所療法研究会
第28回日本癌病態治療研究会

７ 研究者発表会議
医局旅行
消化器外科学会現地同門会

第27回日本乳癌学会学術総会
第74回日本消化器外科学会総会
第50回日本膵臓学会大会
第37回日本肝移植学会
第28回日本がん転移学会学術集会・総会

日本移植学会 第7回次世代リーダー養成コース
第2回山口食道がん研究会
第55回日本肝癌研究会
第91回大腸癌研究会

８ 第22回日本がん免疫学会総会
APPLE2019 The 10th Asia-Pacific 
Primary Liver Cancer Expert Meeting

治験推進セミナー
第72回愛媛外科会・総会
第37回中国四国臨床臓器移植研究会
第46回日本膵切研究会

９ 第94回中国四国外科学会総会
第78回日本癌学会学術総会

第153回山口県医師会生涯研修セミナー
第16回山口県消化管セミナー
術後血栓癒着防止研究会
平成31年度防府地区安全衛生大会
第125回山口大学医学会学術講演会
第16回日本乳癌学会中国四国地方会
第20回名古屋消化器外科セミナー
山口乳房PET研究会
第24回中国四国内視鏡外科研究会

１０ アニマルラボ 第55回日本胆道学会学術集会
第74回日本大腸肛門病学会学術集会
第55回日本移植学会総会
第52回日本薬剤師会学術大会
第57回日本癌治療学会学術集会
JSH International Liver Conference
Liver Cirrhosis and Portal 
Hypertension

Wound closure contest
第9回肝胆膵フォーラム in Yamaguchi
第19回山口消化器病態研究会
第28回山口県西部医学会

１１ 医局説明会
第81回日本臨床外科学会総会
第27回日本消化器関連学会週間
第32回日本バイオセラピィ学会学術集会
総会
第32回日本外科感染症学会総会学術集会
The 10th meeting of Asian Cellular
Therapy Organization (ACTO)2019
ESMO Asia Congress 2019

Gastric Cancer Expert Meeting in Yamaguchi 2019
JCHO下関医療センター地域支援講演会
第25回 Cancer Forum in Yamaguchi
第7回山口膵・胆道疾患研究会
第4回山口消化管内視鏡外科研究会
第3回山口肝移植診療検討会
中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム2019年
第49回胃外科・術後障害研究会

１２ 大忘年会 第32回日本内視鏡外科学会総会
7th International Conference of
Federation of Asian Clinical Oncology

KHBO学術集会
第13回肝臓内視鏡外科研究会
第11回膵臓内視鏡外科研究会
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１月 互例会

70

永野浩昭教授から新年のご訓示後に、各班のチーフの先生よりご挨拶いただきました。

山本 先生
（乳腺・内分泌）

武田 先生
（上部消化管）

鈴木 先生
（下部消化管）

硲 先生
（研究担当）

吉野 先生
（抗癌剤治療担当）



１月 肝移植研究会

71

神戸大学 蔵満 薫先生のご講演 ありがとうございました

永野教授進行の元、活発な意見交換が行われました。

病棟、外来、集中治療室、リハビリ、各部署からの発表、意見交換



２月 クリニカル&リサーチカンファレンス

72

各々から研究発表を行いました。（写真は山田健介先生）

永野教授から「研究、診療、教育」３本柱の教室の目標についてのご訓示

同じ方向を向いて、山口の外科治療発展のためにがんばりましょう！



2月 外科専門医育成会議 in 下関

73

ご講演いただいた賀川先生、
ひれ酒のお味は如何でしたか？

ふくをたらふく食べました☆

関連病院の先生方にお集まりいただき、外科専門医育成会議が行われました。
山口県の若手外科医を育てるためにどうすればよいのか、、エネルギーに満ち溢れています。



３月 送別会

74

来春異動になるスタッフの送別会が行なわれました。新天地でもご活躍をお祈り申し上げます。

山本先生、お疲れ様でした。
山根さん、桑原先生、藤原信行先生、西田先生 お疲れさま
でした

力武さん 西村さん海江田さん



４月 耳鼻科との合同お花見会

75

今年も恒例の耳鼻科との合同お花見会を行いました。

お寿司、オードブルを囲みながらワイワイと楽しみました。
「つべこべいわず、
とにかく飲みなさい」

「うっす、ねえさん
いただきます…」



月

76

←外科学会に参加してきました‼

“メスの絆で科学を拓く”

永野教授の故郷、大阪で、大変良い勉強を

させていただきました！

（入局予定の 堤先生、佐伯先生）

→ 先輩方とも“絆”を深めました(^^)

と、ここまではよかったのですが、、。

その後に向かった大阪の夜で深めた“絆”は、一風変わった“絆”でした。。これも立派な勉強です。



５月 癌免疫外科研究会 （金沢）

77

全員懇親会にて登壇される 硲 先生

第4２回（2021年）癌免疫外科研究会は当科が当番世話人として開催予定です。

教室員一同、皆様をお待ちしています。 よろしくお願いします！



５月 青山会 勉強会

78

たくさんの同門の先生方にお集まりいただき、今年も大変有意義な勉強会となりました。

青山会受賞の徳光先生 水田会長西村先生からの的確な質問 田中先生真剣！？

ニ外科の綾瀬は〇か？ クールな佐藤先生 スマートな河岡先生

前田訓子先生にんまり

友近先生にやり

鈴木先生の質問に、討議が白熱します



５月 青山会 懇親会

79

玉木英樹先生 濱崎太郎先生

＜同門会新入会のみなさま＞

三井先生より、万歳！
岡学長ご挨拶

吉村先生ご講演

今年も盛大に青山会懇親会が行われました。

徐明さん

永野教授ご挨拶

中上裕有樹さん



６月 青山会 懇親会 二次会

80

司会の吉田外来医長、
かなりお酒が入ってます。

村上卓先生、もしや歌を歌われてます？

福田進太郎先生ご挨拶、さすがに迫力満点です

例年通り、ANAクラウンプラザ15階にて2次会が催されました



５月 白衣・ロゴお披露目式 （青山会懇親会）

81

白衣・ロゴ作成プロジェクトリーダー
中島千代 先生より発表されました。

ハクイ特戦隊？によるランウェイでの披露目

いいですね～、かっこいい！

by 永野教授



５月 青山会ゴルフ

82

昨日の勉強会、懇親会の疲れはどこへやら、今年も頑張るぞー ！！

吉永先生、おめでとうございます！

新緑の中、さわやかなお三方



6月 医局説明会

83

2外科の楽しい雰囲気が分かってもらえたでしょうか？

西山先生よりメッセージ 焼肉食べて和気藹々

冒頭に永野教授より当科について紹介がありました。



７月 県内臨床研修・専門研修合同説明会inやまぐち

84

入念にブースの準備を整える
新藤先生、中島正夫先生

研修医の先生に丁寧に当科の魅力を
説明する新藤先生

実際に腹腔鏡操作を体験してみてどうでしたか？
ぜひ、一緒に当科で外科医として山口で頑張りましょう！



７月 医局旅行 in 湯田温泉

85

「私が第二外科の教授
（鬼舞辻無惨）です。(笑)」

幹事の新藤先生
（12鬼月？？）

副科長武田先生。
（もちろん上弦の鬼です）

「無惨さま、血を分けてください～」

丸田師長ご挨拶

今年の医局旅行は歴史のある湯田温泉でした！みなさん、日々の疲れはいやされましたか？

鈴木病棟医長、楽しそう。上弦の鬼ですね。



7月 消化器外科学会 現地同門会 in 東京

86

現地同門会での集合写真（何やら後ろはまだもめてますが、パシャ📷）

永野教授のご挨拶

鈴木先生親子を囲んで



７月 第19回山口食道がん研究会

87

東海大学の小澤壯治先生



8月 治験推進セミナー
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９月 中国四国外科学会、中国四国内視鏡外科研究会（主催）

特別講演をいただいた森正樹教授と
永野先生のご挨拶

波多野悦朗先生
(兵庫医科大学）

塚本俊輔先生
(がん研中央病院）

渡橋和政先生
(高知大学）

濱野公一先生
(山口大学第一外科）

岡島正純先生
(広島市民病院）

尾島敏康先生
(和歌山県立医科大学）
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90

当科主催学会に駆けつけてくださったゲストの先生方に
”山口の地酒”をたっぷりと堪能していただきました！
遠方からお越しいただき、本当にありがとうございました。

９月 中国四国外科学会、中国四国内視鏡外科研究会



９月 中国四国外科学会、中国四国内視鏡外科研究会

91

運営を終えて一安心。みなさん本当におつかれさまでした！

武田先生、お疲れさまでした

私たちもがんばりました！



10 月 アニマルラボ

92

10 月 出張！ 勧誘会 in 周南

ともに戦う外科医を求めて、県内どこでも出張いたします！



んや

10月 WCC

指導医先生らも厳しい評価の目が光ります。

永野教授からの開会挨拶 濱野教授から総評

真剣に日々研鑽している技術を競います
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んや

11月 医局説明会

94

吉田外来医長 徳久晃弘先生より医局紹介

やっぱり焼肉サイコー♪♪ 2外科最高♪♪

楽しく有意義な時間を過ごしていただけたでしょうか？一緒に働けるのを楽しみにしています



12月 KHBO合宿 in 湯田温泉

95

金井雅史 吉村健一瀬 上野 誠 永野浩昭 古瀬純司 井岡達也 波多野悦郎 味木徹夫 寺嶋宏明

（敬称略）

特別講演をいただいた古瀬純司先生肝胆膵癌の治療成績を上げるため
真剣な議論が続きます。

皆様、遠路遥々山口までお越しいただきありがとうございました！！

夜の部スタートです☆彡 山口の酒と肴
はお楽しみいただけたでしょうか🍶

そして、恒例となった部屋での二次会へ
美味しいお酒と共に白熱した議論は
続くよどこまでも・・・



96

12月 病棟大忘年会

2019年を締めくくる令和最初の大忘年会です、みんなで心を一つに！ ONE TEAM !!

リー〇マイケルに激励され、奮闘するTT兄弟たち しかし、笑わない男の牙城はくずせず、、、。

ティー、ティー、Ｔ、Ｔ ♪ 私たちはかわいい踊りでティー♪



ゲスト写真集

森正樹 先生 （九州大学）波多野悦朗 先生 （兵庫医科大学）

文敏景 先生 （がん研有明病院） 塚本俊輔 先生 （国立がん研究センター中央病院）
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尾島敏康 先生 （和歌山県立医科大学） 山﨑 誠 先生 （大阪大学）

山口達郎 先生 （がん・感染症センター都立駒込病院）
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土岐 祐一郎 先生 （大阪大学） 高田 泰次 先生 （愛媛大学）

調 憲 先生（群馬大学） 袴田 健一 先生（弘前大学）
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瀧口修司 先生（名古屋市立大学）

平田 敬治 先生（産業医科大学）

大塚 将之 先生（千葉大学）

久保 正二 先生（大阪市立大学）



編集後記

教室では2015年から年報を作成しWeb上で公開しているが、今回の教室年報2019で5度目

の年報作成となる。幸いにも（？）、その全てに携わる機会を得ることができたが、年

報のページ数は年々増加の一途を辿っており、今回は100ページを超える勢いである。特

に最近では研究会などで全国から多くの著名な先生方に山口にお越し頂いており、その

写真を掲載させて頂くことで年報の賑わいを増していると言える。しかしながら、本年

報は完全なるハンドメイドで私のPCのパワーポイントで編集作業を行っているため、写

真の増加に伴いファイルの容量が急増しPCのキャパシティーをオーバーして動作が不安

定になり、とうとう編集作業に支障をきたすようになった。それだけたくさんの写真が

あるということは、考えようによっては嬉しい悲鳴とも言えるが...

2019年のニュースは色々あったが、やはり11月末に中国武漢市で最初の症例が確認され

て以降爆発的に感染が拡がった新型コロナウイルスによって、感染により多くの方が苦

しんでおられるだけでなく、現在もなお産業構造やビジネスモデルが大きな転換を迫ら

れている、ということだろう。残念ながら2020年は例年ほどの頻度で研究会を開催する

ことはかなわず、ゲストとして山口にお越し頂く先生方の写真は減ってしまうものと思

われる。

この編集後記はまさに緊急事態宣言真っ只中で書いているが、今後社会はどうなってい

くのだろうとふと思う。アフターコロナは別世界となるとも言われているが、一方で今

後もコロナ禍、あるいは別のパンデミックに繰り返し見舞われる「ウィズコロナ」社会

に移行するとの見方もある。一部の仕事は今後も継続的に「テレワーク」に置き換わる

ことになるのかもしれないが、外科医はそうはいかない。コロナと共生しつついかに今

まで以上のがん治療の成績向上を目指すか、そんなことを考え仕事をしていく時代にな

るのだろうか。

令和2年5月

徳光 幸生
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