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2016年 業績集 

1.論文業績（英文・和文）

2.学会業績（海外・国内）

3.外部資金（科研等）



1. 論文業績（英文・和文） 

Yoshikawa K, Shimada M, Higashijima J, Nakao T, Nishi M, Takasu C, Kashihara H, Eto S. 

Combined liver mobilization and retraction: A novel technique to obtain the optimal surgical field during laparoscopic total 

gastrectomy. 

Asian J Endosc Surg. 9(2):111-5, 2016 

Yoshikawa K, Shimada M, Higashijima J, Nakao T, Nishi M, Kashihara H, Takasu C. 

Limited lymph node dissection in elderly patients with gastric cancer. 

J Med Invest. 63(1-2):91-95, 2016 

Nakao T, Shimada M, Yoshikawa K, Higashijima J, Tokunaga T, Nishi M, Takasu C, Kashihiara H, Suzuka I, Nishizaki T, Okitsu 

H, Yagi T, Miyake H, Miura M, Fukuyama M, Wada D, Bando Y. 

Propensity score-matched study of laparoscopic and open surgery for colorectal cancer in rural hospitals. 

J Gastroenterol Hepatol. 19. (31):1700-1704, 2016 

Nishina T, Moriwaki T, Shimada M, Higashijima J, Sakai Y, Masuishi T, Ozeki M, Amagai K, Negoro Y, Indo S, Denda T,  

Sato M,Yamamoto Y, Nakajima G, Mizuta M, Takahashi I, Hiroshima Y, Ishida H, Maeba T, Hyodo I. 

Uracil-Tegafur and Oral Leucovorin Combined With Bevacizumab in Elderly Patients (Aged ≥ 75 Years) With Metastatic 

Colorectal Cancer: A Multicenter, Phase II Trial (Joint Study of Bevacizumab, Oral Leucovorin, and Uracil-Tegafur in Elderly 

Patients [J-BLUE] Study). 

Clin Colorectal Cancer. 15(3):236-42, 2016 

Iwahashi S, Shimada M, Utsunomiya T, Imura S, Morine Y, Ikemoto T, Takasu C, Saito Y, Yamada S. 

Epithelial-mesenchymal transition-related genes are linked to aggressive local recurrence of hepatocellular carcinoma after 

radiofrequency ablation. 

Cancer Lett. 28;375(1):47-50, 2016 

Kashihara H, Shimada M, Yoshikawa K, Higashijima J, Nakao T, Nishi M, Takasu C. 

Duodenal-jejunal bypass changes the composition of the gut microbiota. 

Surg Today. 19 (47):137-140, 2016 

Yada K. 

The Kampo medicine "Daikenchuto (TU-100)" prevents bacterial translocation and hepatic fibrosis in a rat model of biliary 

atresia.  

Surgery . 159(6):1600-1611, 2016 

Yada K, Ishibashi H, Mori H, Shimada M. 

Intrascrotal Lipoblastoma: Report of a case and the Review of literature. 

Surgical Case Reports. 2(1): 34, 2016 

Yamada S, Morine Y, Imura S, Ikemoto T, Arakawa Y, Iwahashi S, Saito Y, Yoshikawa M, Teraoku H, Shimada M. 

Liver regeneration after splenectomy in patients with liver cirrhosis. 

Hepatol Res. 46(5):443-449, 2016 

Eto S, Yoshikawa K, Nishi M, Higashijima J, Tokunaga T, Nakao T, Kashihara H, Takasu C, Iwata T, Shimada M. 

Programmed cell death protein 1 expression is an independent prognostic factor in gastric cancer after curative resection. 

Gastric Cancer. 19(2):466-471, 2016 

Teraoku H, Morine Y, Ikemoto T, Saito Y, Yamada S, Yoshikawa M, Takasu C, Higashijima J, Imura S, Shimada M. 

Role of thrombospondin-1 expression in colorectal liver metastasis and its molecular mechanism. 

J Hepatobiliary Pancreat Sci. 23(9):565-73, 2016 

Teraoku H, Arakawa Y, Yoshikawa M, Yamada S, Saito Y, Iwahashi S, Ikemoto T, Morine Y, Imura S, Shimada M. 

Complication of portal vein thrombosis after right hemihepatectomy in a patient lacking the portal vein bifurcation 

The Journal of Medical Investigation . 63(3,4)315-318, 2016 

Wubetu GY, Morine Y, Teraoku H, Yoshikawa M, Ishikawa D, Yamada S, Ikemoto T, Saito Y, Imura S, Shimada M. 

High NEK2 Expression Is a Predictor of Tumor Recurrence in Hepatocellular Carcinoma Patients After Hepatectomy. 

Anticancer Res. 36(2):757-762, 2016 



 

Wubetu GY, Shimada M, Morine Y, Ikemoto T, Ishikawa D, Iwahashi S, Yamada S, Saito Y, Arakawa Y, Imura S. 

Epigallocatechin gallate hinders human hepatoma and colon cancer sphere formation. 

J Gastroenterol Hepatol. 31(1):256-264, 2016 

 

Davaadorj M, Imura S, Saito Y, Morine Y, Ikemoto T, Yamada S, Takasu C, Teraoku H, Yoshikawa M, Shimada M. 

Loss of SFRP1 Expression Is Associated with Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma. 

Anticancer Res.36(2):659-664, 2016 

 

Umeshita K, Inomata Y, Furukawa H, Kasahara M, Kawasaki S, Kobayashi E, Kokudo N, Sakisaka S, Shimada M, Tanaka E, 

Uemoto S; Japanese Liver Transplantation Society. 

Liver transplantation in Japan -Registry by the Japanese Liver Transplantation Society. 

Hepatol Res. 46(12):1171-1186, 2016 

 

石橋広樹, 島田光生, 矢田圭吾 

先天性胆道拡張症の診療ガイドライン 

日本消化器病学会雑誌. 113(12): 113:2004-2015, 2016 

 

手術の tips and pitfalls 腹腔鏡下肝切除術 

居村 暁, 島田 光生 

日本外科学会雑誌. 117(2): 148-151, 2016 

 

池本哲也, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 齋藤裕, 山田眞一郎. 

肝下部大静脈再建を伴う肝切除. 

手術. 70(4):431-438, 2016 

 

齋藤裕, 濱田康弘, 安井苑子, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

特集「外科領域におけるサルコペニア」周術期サルコペニア発生の予防法. 

外科と代謝・栄養. 50(1):21-28, 2016 

 

高須 千絵, 島田 光生 

【100字de看護・説明を深める!きわめる!消化器外科の病棟で行う治療・処置】 

消化器外科Nursing. 21(10): 909-924, 2016 

 

矢田圭吾, 石橋広樹, 森大樹, 森根裕二, 島田光生. 

肝管空腸吻合－先天性胆道拡張症, 戸谷分類 IV－A型－. 

胆と膵. 37(3): 215-220, 2016 

 

【新/アトラスで学ぶ達人の手術】 肝・胆・膵・脾の手術 肝後区域切除術 

山田 眞一郎, 島田 光生 

消化器外科. 39(5): 730-735, 2016 

 

髙松英夫, 新井田達雄, 遠藤格, 小野滋, 窪田正幸, 島田光生, 土岐彰, 野田卓男, 松村敏信, 加治建, 安藤久實. 

小児膵・胆管合流異常症例の胆汁中膵酵素の検討－全国集計－. 

小児外科. 48(2): 231-238, 2016 

 

（対談） 

島田光生. 

QOLを考慮した周術期管理-エビデンスに基づく大建中湯の投与方法-. 

漢方医学. 40(2): 85-90, 2016 

 



2.  学会業績（海外・国内）             

2016 Gastrointestinal Cancers Symposium   2016年1月21‐23日 サンフランシスコ 

【Poster Session】 

Treatment strategy for intrahepatic cholangiocarcinoma: From optimal surgical management to adjuvant therapy. 

Morine Y 

 

Impact of blue 465nm LED on suppression of cancer growth. 

Yoshikawa K 

 

Nishi M 

Sarcopenia with modified glasgow prognostic score is a predictor of long term survival in patients with gastric cancer. 

 

Recurrent feature after radiofrequency ablation herapy for hepatocelluar carcinoma : Risk of increasing malignant behavior. 

Yamada S 

 

 

第25回アジア太平洋肝臓病学会議（APASL2016） 2016年2月20‐24日 東京 

【Moderator】Parallel Oral Sessions(Free Papers) Transplantation 

Shimada M 

 

【Oral Presentation】 

High NEK2 expression in hepatocellular carcinoma patients after hepatectomy 

Yamada S,Shimada M,Morine Y,Imura S,Ikemoto T,Saito Y,Teraoku H,Yoshikawa M,Yoshimoto T,Takata A 

 

【Poster Session】 

Trial of the filipped classroom for open suturing and simulated laparoscopic cholecystectomy for medical. 

Iwata T, Akaike M, Yoshikawa K, Higashijima J, Nakao T, Nishi M, Takasu C, Shimada M. 

 

Usefulness of blood flow Evaluation by indocyanine green fluorescent system in laparoscopic colectomy. 

Higashijima J, Shimada M, Iwata T, Yoshikawa K, Nakao T, Nishi M, Kashihara H, Takasu C. 

 

Novel prognostic factor in the colorectal cancer patients who underwent laparoscopic surgery. 

Nakao T, Shimada M, Yoshikawa K, Higashijima J, Tokunaga T, Nishi M, Takasu C, Kashihara H. 

 

Risk factoes of the resurrence after laparoscopic gastrectomy for gastric cancer. 

Kashihara H, Shimada M, Yoshikawa K, Higashijima J, Nakao T, Nishi M, Takasu C. 

 

Elevated preoperative serum CEA levels in patients with HCC is associated with prognosis and EMT. 

Yoshikawa M,Morine Y,Shimada M,Imura S,Ikemoto T,Saito Y,Yamada S,Teraoku H,Yoshimoto T,Takata A 

 

 

Society American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons (SAGES 2016)   2016年3月16日-19日 ボストン 

【Oral】 

Effective stepwise training and procedure-standardization for young surgeons to perform laparoscopic left hepatectomy. 

Shimada M, Imura S, Morine Y, Ikemoto T, Saito Y, Yamada S, Teraoku H, Yoshikawa M, Takasu C. 

 

【Poster】 

Usefulness of telementoring system to develop laparoscopic surgery in rural hospital. 

Imura S, Tokunaga T, Sumitomo M, Yamada S, Takasu C, Saito Y, Higashijima J, Yoshikawa K, Ikemoto T, Morine Y,  

Shimada M. 

 

 

Transplantation Science Symposium (TSS) Asian Regional Meeting 2016   2016年4月8日-9日 東京 

【Poster】 

The effect od HDACi in ADSC differentiation in to insulin producing cells. 

Saito Y, Takata A, Teraoku H, Yoshikawa M, Yamada S, Ikemoto T, Morine Y, Imura S, Shimada M. 

 

 

IASGO Advanced Post-Graduate Course in Sendai 2016     2016年4月8日-9日 東京 



【Chairs】 

Shimada M 

 

【Poster】 

The correlation between serum CA19-9 level and the epigenetic alteration in intrahepatic cholangiocarcinoma. 

Takata A, Shimada M, Morine Y, Imura S, Ikemoto T, Iwahashi S, Saito Y, Ishikawa D, Yoshikawa K, Yoshimoto T. 

 

 

PAPS2016 (49
th
 Annual Meeting of the pacific Association of Pediatric Surgeons)  2016年4月24日-28日 ハワイ 

【Poster】 

Laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure (LPEC) for inguinal hernia repair in premature infants weighing 3kg or less: 

is it safe? 

Ishibashi H, Yada K, Mori H, Shimada M. 

 

Prevention of Bacterial Dermatitis during Adhesive Strapping of Infantile Umbilical Herni. 

Ishibashi H, Yada K, Mori H, Shimada M, Oshio T, Ishikawa M. 

 

【Scientific Session】 

Kampo medicine “Daikenchuto (TU-100)” prevents bacterial translocation and hepatic fibrosis in biliary atresia rat model. 

Yada K, Ishibashi H, Mori H, Shimada M, Oshio T, Ishikawa M. 

 

 

第8回日本・モンゴル消化器癌国際シンポジウム     2016年8月26日-27日 モンゴル 

【Oral】 

Our strategy for antibody mediated rejection in living donor liver transplantation 

Imura S,Yoshikawa M, Ishikawa D, Saito Y, Iwahashi S, Ikemoto T, Morine Y, Shimada M. 

 

Elevated preoperative serum CEA levels in patients with HCC is associated with prognosis and EMT 

Yoshikawa M, Shimada M, Morine Y, Imura S, Ikemoto T, Saito Y, Yamada S, Teraoku H, Takata A, Yoshimoto T 

 

 

26
th
 World Congress Of the IASGO 2016    2016年9月8日-10日 ソウル 

【Oral】 

The Usefulness of the OrVil Method and Liver Mobilization for Optimal Surgical Field in LATG 

Yoshikawa K, Shimada M, Higashijima J, Nishi M, Kashihara H, Takasu C, Ishikawa D, Yoshimoto T, Takata A. 

 

Elevated Preoperative Serum CEA Levels in Patients with HCC is Associated with Prognosis 

Yoshikawa M, Simada M, Morine Y, Imura S, Ikemoto T, Iwahashi S, Saito Y, Ishikawa D, Takata A, Yoshimoto T. 

 

【Poster】 

The usefulness of Ki-67 and survivin expressions as predictive factors for the rectal cancer with preoperative CRT 

Yoshimoto T, Yoshikawa K, Higashijima J, Nishi M, Takasu C, Kashihara H, Takata A, Shimada M. 

 

 

40
th
 World Congress of the International College of Surgeons (ICS 2016)  2016年10月23日-26日 京都 

【Oral】 

The usefulness of the OrVil method and liver mobilization for optimal surgical field in laparoscopic total gastrectomy(LTG) 

Yoshikawa K, Shimada M, Higashijima J, Nishi M, Kashihara H, Takasu C, Ishikawa D 

 

Signigficance of CD4+CD49b+regulatory T cells and Foxp3+regulatory T cells in the peripheral blood of cancer patients 

Ishikawa D, Ikemoto T, Yoshimoto T, Takata A, Yoshikawa M, Takasu C, Saito Y, Iwahashi S, Morine Y, Imura S, Shimada M 

 

The influence of circular muscle incision on intestinal peristalsis and anastomosis 

Takata A, Higashijima J, Yoshimoto T, Yoshikawa M, Ishikawa D, Kashihara H, Nishi M, Yoshikawa K, Shimada M 

 

【poster】 

Current status and effect of laparoscopic training for young surgeon 

Yoshikawa M, Shimada M, Morine Y, Imura S, Ikemoto T, Saito Y, Yamada S, Teraoku H, Takata A, Yoshimoto T 

 



Ki-67 and Survivin Expressions as Predictive Factors in the Rectal Cancer Treated with Preoperative CRT 

Yoshimoto T, Yoshikawa K, Higashijima J, Nishi M, Takasu C, Kashihara H, Takata A, Shimada M 

 

 

第84回大腸癌研究会  2016年1月15日 熊本 

【示説】       

進行大腸癌におけるFbxw7発現は再発予後規定因子となりうる 

中尾寿宏, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 徳永卓哉, 西正暁, 高須千絵, 柏原秀也 

 

 

第13回日本肝がん分子標的治療研究会  2016年1月16日 東京 

【ポスターセッション】 

Sorafenib+poly surgeryによるHCC長期生存例～orafenib投与長期生存条件の検討～ 

良元俊昭, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 髙田厚史 

 

 

第8回消化器疾患プロジェクト会議 2016年2月6日 東京 

【演題】 

肝星細胞に着目した加齢肝再生能不全プロセスの解明と治療法の開発 

森根裕二 

※ 平成26年度助成金受賞演題 

 

      

第24回徳島外科術後管理研究会 2016年2月13日 徳島 

【座長】一般演題 

山田眞一郎 

 

【一般演題】 

腹腔鏡下直腸切断術後に麻痺性イレウス・ARDS・AKIを来たし集学的治療により救命しえた一例 

良元俊昭, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 島田光生 

 

      

第252回徳島医学会学術集会 2016年2月14日 徳島 

【座長】 

第35回徳島医学会賞受賞記念講演 肝細胞癌症例におけるNEK2発現による腫瘍悪性度評価 

島田光生 

 

【第35回徳島医学会賞受賞記念講演】 

肝細胞癌症例におけるNEK2発現による腫瘍悪性度評価 

山田眞一郎, 島田光生, ,森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川雅登, 寺奥大貴, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

【一般演題ポスターセッション】 

胃癌におけるPD1/PDL1発現の意義 

西正暁, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 徳永卓哉, 柏原秀也, 高須千絵 

 

消化器担癌状態のバイオマーカーとしての末梢血Tr1細胞とFoxp3調節性T細胞の有用性に関する検討 

寺奥大貴, 島田光生, 石川大地, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 高須千絵, 山田眞一郎, 吉川雅登, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

 

第30回四国内視鏡外科研究会 2016年2月20日 高松 

【一般演題】 

腹腔鏡補助下胃全摘術の食道空腸吻合法におけるOrvil法の有用性と再建の工夫 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 中尾寿宏, 徳永卓哉, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵 

 

縫合不全回避のための大腸癌手術における術中血流評価の有用性 

東島潤, 島田光生, 吉川幸造, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵 

 

腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術におけるHybrid法の安全性と有用性 

西正暁, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 柏原秀也, 高須千絵 



 

手技の定型化による腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の標準化への試み 

柏原秀也, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 徳永卓哉, 西正暁, 高須千絵 

 

36.3mm細径鉗子を用いた reduced port Lap-Cに関する検討 

齋藤裕, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生 

 

 

第43回日本膵・膵島移植研究会  2016年3月4日-5日 広島 

【座長】 

ワークショップ 膵島移植の長期生着のための課題と克服 

島田光生 

 

【一般演題】 

脂肪由来幹細胞による膵島移植・膵島再生に関する新たな戦略 

池本哲也, 島田光生, 居村暁, 森根裕二, 齋藤裕, 山田眞一郎, 吉川雅登, 寺奥大貴, 良元俊昭 

 

 

第88回日本胃癌学会総会 2016年3月17日-19日 別府 

【座長】 

症例報告15 

吉川幸造 

 

【ポスター】 

高齢者胃癌症例に対するリンパ節郭清範囲縮小の予後に及ぼす影響 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 吉川雅登, 寺奥大貴, 良元俊昭, 髙田厚史 

 

胃癌における免疫、栄養パラメーターからみた予後予測 

西正暁, 島田光生, 吉川幸造, 柏原秀也, 東島潤, 中尾寿宏, 高須千絵 

 

 

第49回制癌剤適応研究会  2016年3月25日 会津若松 

【座長】 

シンポジウム3 in vitro 感受性試験のこれから 

島田光生 

 

【シンポジウム】 

進行・再発膵癌に対する標準+ペプチド療法第 I/II相医師主導治験から見た癌免疫療法の展望 

池本哲也, 鈴木伸明, 硲彰一, 井口東邦, 田中浩明, 有賀淳, 島田光生, 岡正朗. 

 

【一般演題】 

胃癌におけるPD-1/PD-L1発現の意義. 

西正暁, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 柏原秀也, 高須千絵, 徳永卓哉. 

 

肝細胞癌症例におけるNEK2発現による腫瘍悪性度評価 

山田眞一郎, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川幸造, 寺奥大貴, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

 

第116回日本外科学会定期学術集会 2016年4月14日-16日 大阪 

【ランチョンセミナー】 

外科漢方のOrthodox & Serendipity – DKTフォーラムの成果から見えてきたもの－ 

島田光生. 

 

【司会】 

臨床研修セミナー3 第3部外科臨床研究の実践 

島田光生 

 

パネルディスカッション7 進行肝内胆管癌(ICC)の治療方針と成績 

島田光生 



 

【パネルディスカッション】 

肝内胆管癌に対する至適術式と集学的治療. 

森根裕二, 島田光生, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 山田眞一郎, 石川大地, 寺奥大貴, 吉川雅登. 

 

【Young Investigator’s Award】 

HDAC阻害剤は脂肪由来幹細胞からインスリン分泌細胞への分化誘導を促進する. 

齋藤裕, 良元俊昭, 髙田厚史, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

【一般演題】 

青色LED光は癌細胞増殖を抑制する. 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 寺奥大貴, 良元俊昭, 髙田厚史, 吉川雅登. 

 

側方転移を有する下部直腸癌への新たな治療戦略. 

東島潤, 岩田貴, 吉川幸造, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 寺奥大貴, 髙田厚史, 良元俊昭. 

 

進行大腸癌に対する新たな予後予測因子の検討. 

中尾寿宏, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 徳永卓哉, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 寺奥大貴, 吉川雅登, 良元俊昭, 髙田厚史. 

 

膵癌細胞におけるResveratrolのShh pathwayを介した細胞増殖抑制効果. 

西正暁, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 徳永卓哉, 柏原秀也, 高須千絵, 寺奥大貴, 吉川雅登, 良元俊昭. 

 

EOB-MRIを用いた新たな肝切除基準の可能性. 

山田眞一郎, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川幸造, 寺奥大貴, 良元俊昭, 髙田厚史, 高須千絵. 

 

転移性肝癌における腫瘍悪性度制御因子としてのThrombospondin-1(THBS-1)の役割- 第2報 THBS-1制御メカニズムにつ

いて - 

寺奥大貴, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 東島潤, 川下陽一郎, 齋藤裕, 高須千絵, 山田眞一郎, 吉川雅登, 髙田厚史, 

良元俊昭. 

 

肝細胞癌術後再発予後不良因子としてのCEAの意義 

吉川雅登, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 山田眞一郎, 寺奥大貴, 髙田厚史, 良元俊昭. 

 

直腸癌術前CRT症例におけるKi-67、Survivin発現の意義 

良元俊昭, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 徳永卓哉, 寺奥大貴, 吉川雅登, 髙田厚史, 島田光生. 

 

【ポスター】 

日本発の新規ペプチド療法開発に向けた進行・再発膵癌に対する標準+ペプチド療法第Ⅰ/Ⅱ相医師主導治験. 

池本哲也, 鈴木伸明, 硲彰一, 井口東郎, 田中浩明, 有賀淳, 石崎秀信, 楳田祐三, 藤原俊義, 吉松和彦, 清水良一, 林弘人, 坂

田晃一郎, 武田茂, 上野富雄, 山本滋, 吉野茂文, 島田光生, 永野浩昭, 岡正朗. 

 

転移性肝癌におけるFbxw7低発現は再発予測因子である. 

川下陽一郎, 島田光生, 居村暁, 森根裕二, 池本哲也, 東島潤, 齋藤裕, 高須千絵, 山田眞一郎, 寺奥大貴, 吉川雅登, 髙田厚史, 

良元俊昭, 小川博久. 

 

Roux en Y再建は術後早期より耐糖能異常を改善する. 

柏原秀也, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 徳永卓哉, 西正暁, 高須千絵. 

 

IDOによる免疫能と大腸癌肝転移機構. 

高須千絵, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 徳永卓哉, 西正暁, 柏原秀也. 

 

小児肝外性門脈体循環シャント（2型）に対する腹腔鏡下手術の有用性に関する検討. 

矢田圭吾, 石橋広樹, 島田光生. 

 

腸管修復および癌幹細胞におけるSonic hedgehogの役割. 

髙田厚史, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 吉川雅登, 寺奥大貴, 良元俊昭, 高須千絵. 

 

切除不能転移性肝癌を有する透析患者にFOLFOXIRI+Bevを施行しconversionが得られる1例. 

布村俊幸, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 高須千絵, 柏原秀也, 寺奥大貴, 吉川雅登, 良元俊昭. 



 

スリーブ状胃切除におけるGlucagon-like peptide-1の増加は耐糖能異常・脂肪肝の改善に寄与する. 

小山啓介, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 徳永卓哉, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵. 

 

【研修医・医学生の発表ｾｯｼｮﾝ】 

RFA術後にリンパ節再発をきたし外科切除を施行した肝細胞癌の1例 -RFA術後再発におけるEMT誘導を介した悪性度獲

得について-. 

関勇輔, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 東島潤, 川下陽一郎, 齋藤裕, 高須千絵, 山田眞一郎, 吉川雅登, 寺奥大貴, 

髙田厚史, 良元俊昭. 

 

急速な進展を来したラブドイド様退形成性癌の一例. 

岩橋祥子, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 東島潤, 川下陽一郎, 齋藤裕, 高須千絵, 山田眞一郎, 吉川雅登, 寺奥大貴, 

髙田厚史, 良元俊昭. 

 

胆道癌術後肝内再発に対する肝切除導入効果の検証 

太田昇吾, 森根裕二, 島田光生, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 山田眞一郎, 寺奥大貴, 吉川幸造, 髙田厚史, 良元俊昭. 

  ※優秀演題賞受賞 

 

 

第102回日本消化器病学会総会  2016年4月21日-23日 東京 

【座長】 

胆道炎症 

島田光生 

 

【一般演題】 

直腸癌術前CRT症例におけるKi-67, Survivin発現の意義. 

吉川幸造, 島田光生, 中尾寿宏, 東島潤, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 吉川雅登, 寺奥大貴, 良元俊昭, 髙田厚史. 

 

NAFLD/NASHに対する治療オプションとしてのBariatric Surgeryの可能性－基礎から臨床へ－. 

柏原秀也, 島田光生, 良元俊昭. 

 

EOB-MRIを用いた新たな肝切除基準の可能性. 

山田眞一郎, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川雅登, 寺奥大貴, 良元俊昭, 髙田厚史, 高須千絵. 

 

転移性肝癌における腫瘍悪性度制御因子としてのHIF-1の役割. 

寺奥大貴, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 東島潤, 川下陽一郎, 齋藤裕, 高須千絵, 山田眞一郎, 吉川雅登, 髙田厚史, 

良元俊昭. 

 

 

第42回日本急性肝不全研究会  2016年5月18日 千葉 

【一般演題】 

徳島におけるABO不適合生体肝移植症例の成績. 

齋藤裕, 良元俊昭, 髙田厚史, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

 

第52回日本肝臓学会総会 2016年5月19日-20日 千葉 

【男女共同参画委員会特別企画 女性活躍推進法施行をうけて】  

パネルディスカッション 

島田 光生 

 

【パネルディスカッション】 

EOB-MRIを用いた新たな肝切除基準の可能性. 

山田眞一郎, 島田光生, 居村暁. 

 

【一般演題】 

肝細胞癌におけるNEK2発現による腫瘍悪性度評価. 

吉川雅登, 森根裕二, 島田光生. 

 

 



第70回手術手技研究会  2016年5月21日 東京 

【座長】 

主題Ⅰ-3 肝胆膵 

島田光生 

 

 

第53回日本小児外科学会学術集会     2016年5月24日-26日  福岡 

【座長】 

ビデオセッション 3 

石橋広樹 

 

【ビデオセッション】 

小児abdominoscrotal hydrocele (ASH) に対する LPEC法の応用. 

石橋広樹, 矢田圭吾, 森大樹, 島田光生. 

 

新生児喉頭蓋谷嚢胞に対する鏡視下開窓術. 

石橋広樹, 矢田圭吾, 森大樹, 島田光生. 

 

【ポスターセッション】 

全身状態不良な critical ASに合併した肝芽腫（PRETEXT Ⅲ）に対して全摘除術を施行した 1例. 

森大樹, 樋渡勝平, 河島茉澄, 野村未緒子, 井深奏司, 清水真理子, 平野恭悠, 稲村昇, 萱谷太, 井上雅美, 奈良啓悟, 曺英樹, 

臼井規朗. 

 

若手小児外科医のUSMLE step1,2,3取得への挑戦～グローバルに活躍できる小児外科医を目指して～. 

矢田圭吾, 石橋広樹, 森大樹, 島田光生. 

 

 

第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会 2016年6月2日-4日 大阪 

【教育ビデオ】 

標準的肝切除. 

島田光生 

 

【座長】 

一般ポスター演題「肝臓・悪性・手術4」 

居村暁 

 

一般ポスター演題「肝臓・悪性・治療2」 

森根裕二 

 

【国際ビデオシンポジウム】 

門脈・肝静脈解剖に基づく合理的な系統的肝切除～副右肝静脈灌流領域切除を伴う拡大前区域切除. 

居村暁, 山田眞一郎, 齋藤裕, 池本哲也, 森根裕二, 島田光生. 

 

【国際ワークショップ】 

大腸癌多発肝転移に対する長期生存を目指した治療戦略. 

森根裕二, 島田光生, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 山田眞一郎, 石川大地, 寺奥大貴, 吉川雅登, 東島潤. 

 

【プレナリーセッション】 

大腸癌肝転移肝切除症例におけるThrombospondin1(THBS)発現の意義とその分子メカニズムの検討. 

寺奥大貴, 森根裕二、池本哲也, 齋藤裕, 山田眞一郎, 吉川雅登, 高須千絵, 東島潤, 川下陽一郎, 髙田厚史, 良元俊昭, 居村暁, 

島田光生. 

※ 2016年度理事長賞受賞 

 

【ビデオセッション】 

当科における胆道再建における肝管空腸吻合法の工夫. 

吉川雅登, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 山田眞一郎, 寺奥大貴, 髙田厚史, 良元俊昭, 島田光生. 

 

【要望演題(ポスター)】 

胆道癌術後肝内再発に対する肝切除導入効果の検証. 



齋藤裕, 髙田厚史, 寺奥大貴, 吉川雅登, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

【一般ポスター】 

Tr1細胞とFoxp3調節性T細胞による膵嚢胞性疾患に関する正確な免疫学的指標探索に関する研究. 

池本哲也, 島田光生, 石川大地, 森根裕二, 居村暁, 齋藤裕, 山田眞一郎, 寺奥大貴, 吉川雅登. 

 

EOB-MRIを用いた機能的肝容積による新たな肝切除基準. 

山田眞一郎, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川雅登, 寺奥大貴, 髙田厚史, 良元俊昭. 

 

 

第67回日本東洋医学会学術総会 2016年6月3日-5日 高松 

【座長】 

ランチョンセミナー1 

島田光生 

 

シンポジウム1 がんと漢方 

島田光生 

 

【シンポジウム】 

外科の立場から見た癌治療における漢方の役割－From bench to bedside－. 

吉川幸造, 島田光生, 森根裕二, 高須千絵. 

 

【一般演題】 

肝切除周術期における大建中湯の有用性. 

吉川幸造, 島田光生, 森根裕二. 

 

 

第14回日本肝がん分子標的治療研究会 2016年6月11日 神戸 

【司会】 

パネルディスカッション1「がんの病態から考えた合理的な術式・器械選択」 

島田光生 

 

【ポスター】 

RFA後肝細胞癌再発例はEMT誘導を介し腫瘍悪性度が増強する. 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 良元俊昭, 髙田厚史. 

 

肝内胆管癌における細胞周期調節因子Fbxw7発現低下の臨床病理学的意義. 

良元俊昭, Enkbold C, 髙田厚史, 吉川雅登, 石川大地, 齋藤裕, 岩橋衆一, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

 

第41回日本外科系連合学会学術集会 2016年6月15日-17日 大阪 

【ビデオワークショップ】 

腹腔鏡下胃全摘の再建におけるトラブルシューティング-Overlap法とOrVil法を経験して-. 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 石川大地. 

 

PDに対するModified de-rotationを用いた“Complate artery-firstn approach”. 

齋藤裕, 髙田厚史, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

【ポスター】 

HCCに対して初回RFA治療早期にリンパ節再発をきたし外科的切除を施行した症例. 

髙田厚史, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 山田眞一郎、荒川悠佑, 岩橋衆一、石川大地, 吉川雅登, 寺奥大貴, 

良元俊昭. 

 

 

第105回日本消化器病学会 四国支部例会 2016年6月18日-19日 徳島 

【司会】 

合同シンポジウム3「消化器診療における安全管理と取り組み」 

居村暁 

 



【座長】 

膵 

森根裕二 

 

小腸 

吉川幸造 

 

【シンポジウム】 

ノンテクニカルスキルを含めた総合手術技能評価法の開発. 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 吉川雅登, 良元俊昭, 髙田厚史. 

 

消化器担癌状態における抹消血Tr1細胞とFoxp3調節性T細胞を用いた新たなバイオマーカーの検討. 

岩橋衆一 

 

切除不能・再発進行膵癌に対する治療成績. 

吉川雅登, 森根裕二, 池本哲也, 髙田厚史, 良元俊昭, 石川大地, 齋藤裕, 岩橋衆一, 居村暁, 島田光生. 

 

青色LED光のヒト癌細胞株に対する効果. 

良元俊昭, 吉川幸造, 松本規子, 髙田厚史, 齋藤裕, 吉川雅登, 池本哲也, 居村暁, 森根裕二, 石川大地, 岩橋衆一, 島田光生. 

 

 

第30回中国・四国ストーマリハビリテーション研究会  2016年6月25日 広島 

【座長】 

一般演題 IV 「教育」 

吉川幸造 

 

 

第85回大腸癌研究会  2016年7月1日 大阪 

【ポスター】 

Stage2,3直腸癌に対する腹腔鏡下手術の妥当性についての検討. 

東島潤, 石川大地, 高須千絵, 柏原秀也, 西正暁, 吉川幸造, 島田光生. 

 

 

第52回日本肝癌研究会 2016年7月1日-2日 東京 

【司会】 

一般演題(口演) 胆管癌 

島田光生 

 

【シンポジウム】 

Improvement of BCLC staging for HCC. 

島田 光生 

 

【ワークショップ】 

肝内胆管癌における発生部位別悪性度. 

(Tumor malignancy of intrahepatic cholangiocarcinoma according to carcinogenic region.)  

森根裕二, 島田光生, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 山田眞一郎, 寺奥大貴, 吉川雅登. 

 

肝硬変合併肝切除症例における栄養・免疫状態の特徴. 

齋藤裕, 安井苑子, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 濱田康弘, 島田光生. 

 

【一般演題(口演)】 

Intermediate stageの肝癌に対する肝切除は有効か？ 

居村暁, 吉川雅登, 寺奥大貴, 石川大地, 山田眞一郎, 齋藤裕, 岩橋衆一, 池本哲也, 森根裕二, 島田光生. 

 

【問題症例検討会】 

症例. 

良元俊昭. 

 

 



第34回日本肝移植研究会 2016年7月7日-8日 旭川 

【パネルディスカッション】 

脳死肝移植を推進するための学生に対するドナーアクションの必要性について. 

齋藤裕, 良元俊昭, 髙田厚史, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

【一般口演】 

NO阻害と転写活性制御からの虚血再灌流障害. 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 髙田厚史, 良元俊昭. 

 

ABO不適合生体肝移植後にCMV感染治療に難渋した一例. 

吉川雅登, 齋藤裕, 居村暁,, 良元俊昭, 髙田厚史, 石川大地, 岩橋衆一, 池本哲也, 森根裕二, 島田光生. 

 

 

第23回外科侵襲とサイトカイン研究会  2016年7月9日 東京 

【一般演題】 

大建中湯(TU-100)はTLR4/TNFαを介して総胆管結紮ラットモデルにおける肝障害を抑制する. 

矢田圭吾, 石橋広樹, 森大樹, 良元俊昭, 森根裕二, 島田光生. 

 

青色ＬＥＤ光のヒト癌細胞株に対する効果. 

良元俊昭, 吉川幸造, 松本規子, 髙田厚史, 高須千絵, 柏原秀也, 西正暁, 東島潤, 島田光生. 

 

 

第71回日本消化器外科学会総会 2016年7月14日-16日 徳島 

【会長講演】 

「外科の矜恃」-Orthodox&Serendipity-. 

島田光生. 

 

【司会】 

ランチョンセミナー「改めて知っておきたい手術用手袋のリスク ＦＤＡのパウダーグローブ禁止提案(2016)を中心に」 

池本哲也. 

 

特別企画「消化器外科における男女参画プログラム.」 

高須千絵. 

 

【モデュレーター(座長)】 

一般演題(ポスター) 胃：化学療法1 

吉川幸造. 

 

一般演題(ポスター) 大腸：イレウス1 

東島潤. 

 

【特別企画】 

へき地病院から専門医を輩出するための地域外科診療部の役割 

居村暁, 徳永卓哉, 東島潤, 吉川幸造, 森根裕二, 島田光生, 住友正幸. 

 

全国集計からみた膵・胆管合流異常症の臨床摘特徴と術式選択の現状. 

森根裕二, 島田光生, 石橋広樹, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登. 

 

青色LED光は癌細胞増殖を抑制する. 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 中尾寿宏, 森根裕二, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 良元俊昭, 寺奥大貴. 

 

【2016年度日本消化器外科学会賞受賞】 

(JSGS Young Investigator of the Year) 

吉川幸造. 

 

【シンポジウム】 

A possible effect of metabolic surgery on diabetes and NASH. 

柏原秀也, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 高須千絵. 

 



【ワークショップ】 

A new strategy forachieving effective islet transplantation with adipose tissue derved stem cells. 

池本哲也, 島田光生, 居村暁, 森根裕二, 齋藤裕, 山田眞一郎, 吉川雅登, 寺奥大貴. 

 

The analysis in non-tumor liver tissue to prevent the recurrence after curative treatment of hepatocellular carcinoma. 

齋藤裕, 髙田厚史, 寺奥大貴, 吉川雅登, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

Boot Camp in Tokushima University. 

齋藤裕, 良元俊昭, 髙田厚史, 吉川雅登, 寺奥大貴, 山田眞一郎, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生. 

 

【一般演題(ポスター)】 

若手外科医育成のための卒然教育からの工夫～移植シンポの早期体験と反転授業を応用した実習の試み～. 

岩田貴, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 中尾寿宏, 西正暁, 高須千絵, 赤池雅史. 

 

 

第253回徳島医学会学術集会  2016年7月24日 徳島 

【ポスター】 

転写因子制御による肝虚血再灌流障害の新たな治療法の開発. 

高須千絵, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 市井啓仁, 島田光生. 

  ※徳島医学会賞受賞 

 

 

第5回日本小児診療多種研究会  2016年7月30日-31日  横浜 

【一般演題】 

小児精索・陰嚢水瘤の診断と治療―特任腹腔鏡下根治術の有用性― 

石橋広樹, 森大樹, 矢田圭吾, 島田光生 

 

 

第91回中国四国外科学会総会/第21回中国四国内視鏡外科研究会  2016年9月1日-2日 香川 

【座長】 

大腸2（一般演題） 

東島潤 

 

【講師】 

徳島における血液型不適合肝移植の現状と成績 

居村暁 

 

【シンポジウム】 

胆道癌術後肝内再発に対する肝切除導入効果の検証 

髙田厚史, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 良元俊昭. 

 

 

第39回日本膵・胆管合流異常研究会 2016年9月10日 東京 

【主題】 

膵・胆管合流異常症に対する術式選択の特徴―全国集計解析から― 

森根裕二, 島田光生, 窪田正幸, 石橋広樹, 安藤久實 

 

【一般演題】 

術前3DCT simulationを行った小児先天性胆道拡張症の 1例 

矢田圭吾, 石橋広樹, 森大樹, 島田光生 

 

 

第27回日本消化器癌発生学会総会  2016年9月15日-16日 鹿児島 

【司会】 

理事長直轄プロジェクト 

島田光生 

 

ポスター肝・胆道・膵②・その他 

居村暁 



 

ポスター肝・胆道・膵① 

森根裕二 

 

【シンポジウム】 

慢性炎症下にある小児先天性胆道拡張症の胆道上皮における発癌関連遺伝子発現の検討 

森大樹, 石橋広樹, 矢田圭吾, 島田光生 

 

青色LED光のヒト癌細胞株に対する効果 

良元俊昭, 吉川幸造, 髙田厚史, 高須千絵, 柏原秀也, 西正暁, 東島潤, 島田光生 

 

【口演】 

肝内胆管癌の腫瘍悪性度評価と制御の可能性 

森根裕二, 島田光生, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 寺奥大貴, 吉川雅登 

 

消化器癌における末梢血Tr1細胞とFoxp3調節性T細胞の有用性の検討 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川雅登, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

IDOによる免疫能と大腸癌転移機構 

柏原秀也, 高須千絵, 吉川幸造, 東島潤, 徳永卓哉, 西正暁, 髙田厚史, 良元俊昭, 島田光生 

 

転移性肝癌における腫瘍悪性度制御因子としてのTHBS-1の役割 

石川大地, 寺奥大貴, 髙田厚史, 吉川雅登, 高須千絵, 齋藤裕, 岩橋衆一, 池本哲也, 居村暁, 森根裕二, 島田光生 

 

肝細胞癌術後再発予後不良因子としてのCEAの意義 

吉川雅登, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

Cancer-associated fibroblastsに着目した膵癌細胞におけるnab-paclitaxcelの効果 

馮睿, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

 

第35回Microwave Surgery研究会  2016年9月16日-17日 熊本 

【シンポジウム】 

担癌グリソン枝マイクロ波凝固による肝小範囲切除の工夫 

居村暁, 吉川雅登, 齋藤裕, 岩橋衆一, 池本哲也, 森根裕二, 島田光生 

 

【一般演題】 

RFA後肝細胞癌再発例はEMT誘導を介し腫瘍悪性度が増強する 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川雅登, 良元俊昭, 髙田厚史 

 

 

第11回肝癌治療シミュレーション研究会 2016年9月17日 大阪 

【一般演題】 

若手医師による術前術中3D simulation画像を用いた腹腔鏡下手術の定型化 

髙田厚史, 良元俊昭, 吉川雅登, 石川大地, 齋藤裕, 岩橋衆一, 荒川悠佑, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生 

 

 

第65回日本消化器画像診断研究会  2016年9月23日-24日 福岡 

【一般演題】 

術前診断が困難であった肝偽リンパ腫の1例 

髙田厚史, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 良元俊昭 

 

 

第52回日本移植学会総会  2016年9月29日-10月1日 東京 

【一般演題】 

脂肪由来幹細胞による Insulin-producing cell作成における新規分化誘導方法に関する検討 

池本哲也, 島田光生, 居村暁, 森根裕二, 岩橋衆一, 齋藤裕, 吉川雅登, 良元俊昭 

 

徳島におけるABO不適合生体肝移植の成績 



齋藤裕, 居村暁, 吉川雅登, 石川大地, 岩橋衆一, 池本哲也, 森根裕二, 島田光生 

 

脳死肝移植を推進するための学生に対するドナーアクションの必要性について 

良元俊昭, 齋藤裕, 髙田厚史, 吉川雅登, 石川大地, 岩橋衆一, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生 

 

 

第75回日本癌学会学術集会  2016年10月6日-8日 横浜 

【一般口演（英語）】 

胃癌根治切除症例におけるPD1発現の意義 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵, 吉川雅登, 石川大地 

 

【一般口演】 

Tr1とFoxp3陽性調節性T細胞は担癌患者の腫瘍免疫に関する検討 

池本哲也, 島田光生, 石川大地, 森根裕二, 居村暁, 岩橋衆一, 齋藤裕, 山田眞一郎, 吉川雅登, 良元俊昭 

 

【ポスター】 

消化器癌におけるヒストンアセチル化の抗腫瘍効果 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登 

 

 

第54回日本癌治療学会学術集会   2016年10月20日-22日 横浜 

【座長】 

総合14：診断・予測（ワークショップ85） 

島田光生 

 

胃22：分子標的治療（ワークショップ105） 

吉川幸造 

 

【ミニシンポジウム】 

大腸癌患者において化学療法がQOL、夜間睡眠へ及ぼす影響についての検討 

東島潤, 島田光生, 發知将規, 八木淑之, 沖津宏, 三浦連人, 板東儀昭, 三宅秀則, 徳永卓哉, 石川正志, 福山充俊, 和田大助 

 

末梢血Tr1細胞とFoxp3調節性T細胞は担癌状態におけるバイオメーカーとして有用である 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 寺奥大貴, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

FBXW7発現は転移性肝癌における切除後再発予測因子となる 

石川大地, 川下陽一郎, 良元俊昭, 髙田厚史, 吉川雅登, 齋藤裕, 岩橋衆一, 池本哲也, 森根裕二, 居村暁, 島田光生 

 

【ワークショップ】 

当科における切除不能・再発進行膵癌に対する治療成績 

吉川雅登, 森根裕二, 池本哲也, 髙田厚史, 良元俊昭, 石川大地, 齋藤裕, 岩橋衆一, 居村暁, 島田光生 

 

Roux en Y再建は術後早期より耐糖能異常を改善する 

柏原秀也, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 西正暁, 高須千絵 

 

 

第46回胃外科・術後障害研究会    2016年10月27日-28日  米子 

【モーニングセミナー】 

胃癌における集学的治療～オキサリプラチンを中心に～ 

吉川幸造 

 

【要望演題】 

胃癌術後Roux en Y再建は早期より耐糖能異常を改善する 

柏原秀也, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 西正暁, 高須千絵 

 

 

第32回日本小児外科学会秋季シンポジウム（PSJM）  2016年10月27日-28日  大宮 

【座長】 

一般演題3（ヘルニア） 



石橋広樹 

 

【ポスター】 

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（LPEC法）時に発見された性分化疾患の 1例 

石橋広樹, 矢田圭吾, 森大樹, 島田光生 

 

多発狭窄を伴った先天性十二指腸狭窄症の 1例 

森大樹, 石橋広樹, 矢田圭吾, 島田光生 

 

 

JDDW2016  2016年11月3日-6日 神戸 

【司会】 

パネルディスカッション：肝細胞癌の外科治療のタイミングと限界 

島田光生 

 

【座長】 

デジタルポスターセッション：肝臓14 

居村 暁 

 

【シンポジウム】 

LTGにおけるOrVil法の有用性と視野展開の工夫 

吉川幸造, 島田光生, 石川大地 

 

【パネルディスカッション】 

肝臓外科からみた経皮的RFA不適となる肝癌の特徴～切除例における組織学的門脈侵襲の解析から～ 

居村暁 , 森根裕二, 島田光生 

 

 

第78回日本臨床外科学会総会  2016年11月24日-26日  東京 

【司会】 

ワークショップ01：私、女性外科医やってます！－私のスタイル紹介－ 

島田光生 

 

ビデオシンポジウム10：安全・確実な高難度腹腔鏡下肝切除術 

島田光生 

 

【座長】 

一般示説：門脈・門脈圧亢進症 

居村暁 

 

一般示説：胆管：悪性腫瘍3 

齋藤裕 

 

一般示説：GIST 

柏原秀也 

 

【ビデオパネルディスカッション】 

グリソン一括による肝門処理のコツとピットフォール 

居村暁, 吉川雅登, 寺奥大貴, 石川大地, 齋藤裕, 岩橋衆一, 荒川悠佑, 池本哲也, 森根裕二, 島田光生 

 

【パネルディスカッション】 

大腸癌切除不能多発肝転移に対する治療戦略 

森根裕二, 島田光生, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 寺奥大貴, 吉川雅登, 高須千絵, 荒川悠佑, 東島潤 

 

【ワークショップ】 

EOB-MRIを用いた新たな肝切除限界予測の可能性 

良元俊昭, 山田眞一郎, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 吉川雅登, 髙田厚史, 高須千絵 

 

【主題関連】 



膵全摘における人工膵臓の有用性における検討 

池本哲也, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 良元俊昭 

 

腹腔鏡下胃全摘の再建におけるトラブルシューティング-Overlap法とOrVil法を経験して- 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵 

 

膵頭十二指腸切除術に対するModified de-rotation法を用いた“ Complete artery-f irst approach” 

齋藤裕, 森根裕二, 髙田厚史, 良元俊昭, 吉川雅登, 石川大地, 岩橋衆一, 池本哲也, 居村暁, 島田光生 

 

若手外科医でも安全・確実に施行できる肝葉切除術 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

当科における若手医師の腹腔鏡手術トレーニングの現状と効果 

髙田厚史, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 荒川悠佑, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 吉川雅登, 良元俊昭 

 

【一般口演】 

再発膵癌に対する再切除の有用性の検討 

吉川雅登, 森根裕二, 島田光生, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 齋藤裕, 石川大地, 髙田厚史, 良元俊昭 

 

【要望演題】 

胃癌術後Roux en Y再建による早期耐糖能異常改善効果 

柏原秀也, 島田光生, 吉川幸造, 東島潤, 西 正暁, 高須千絵 

 

 

第25回日本コンピュータ外科学会大会  2016年11月26日-27日  東京 

【発言】 

シンポジウム：将来のCASにおける若手教育と研究者育成～キャリア形成から考える 

島田光生 

 

【セッション】 

小児内視鏡外科手術における術前3Dシミュレーション・術中ナビゲーションの有用性に関する検討 

矢田圭吾, 石橋広樹, 森大樹, 島田光生 

 

若手医師による術前術中3D simulation画像を用いた腹腔鏡下手術の定型化 

吉川雅登, 齋藤裕, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 岩橋衆一, 石川大地, 髙田厚史, 良元俊昭, 島田光生 

 

LED光の癌細胞および正常細胞に対する効果  

良元俊昭, 吉川幸造, 松本規子, 馮睿, 髙田厚史, 高須千絵, 柏原秀也, 西正暁, 東島潤, 島田光生 

 

 

第29回日本内視鏡外科学会総会   2016年12月8日-10日  横浜 

【司会】 

パネルディスカッション4：難易度の高い症例に対する腹腔鏡下肝切除のアプローチ 

島田光生 

 

要望演題45：小児内視鏡外科手術における反省～失敗例、合併症例から学ぶ～1 

石橋広樹 

 

一般演題221：胃全摘再建リニア－法3 

吉川幸造,  

 

【要望演題】 

鼠径ヘルニアを合併した小児精索静脈瘤に対する腹腔鏡下手術 

石橋広樹, 矢田圭吾, 森大樹, 島田光生 

 

【教育セミナー】 

小児外科領域における技術認定取得のポイント 

石橋広樹 

 



【一般演題】 

腹腔鏡下胃全摘におけるOrVil法の有用性 

吉川幸造, 島田光生, 東島潤, 西正暁, 柏原秀也, 高須千絵 

 

腹腔鏡下前方切除術における縫合不全回避のための戦略 

東島潤, 石川大地, 柏原秀也, 西正暁, 吉川幸造, 島田光生 

 

【デジタルポスター】 

定型化と教育システムがもたらす安全な腹腔鏡下左葉切除 

居村暁, 吉川雅登, 寺奥大貴, 石川大地, 齋藤裕, 岩橋衆一, 荒川悠佑, 池本哲也, 森根裕二, 島田光生 

 

 

第46回日本創傷治癒学会 2016年12月9日-10日  東京 

【口演】 

肝細胞に対するROS/ERK pathwayを介した赤色LED光の細胞増殖促進効果 

吉川雅登, Feng Rui, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 東島潤, 西正暁, 岩橋衆一, 齋藤裕, 高須千絵, 石川大地, 髙田厚史, 良元

俊昭, 島田光生 

 

 

第106回日本消化器病学会四国支部例会 2016年12月10日-11日  松山   

【シンポジウム】 

小児先天性胆道拡張症の胆道上皮における発癌関連遺伝子発現の検討 

岩橋衆一, 島田光生, 森根裕二, 居村暁, 池本哲也, 齋藤裕, 矢田圭吾, 森大樹, 石橋広樹 

 

 



3. 外部資金 

1 ）科研費 

島田 光生 

基盤研究B：（H26年度～H28年度） 

肝星細胞による肝再生能不全プロセスの解明と治療法の開発 

(仁木班)新学術領域研究（研究領域提案型）：（H26～H30年度） 

多元計算解剖モデルを利用した腫瘍診断支援システム 

岩田 貴 

基盤研究C：（H26年度～H28年度） 

スキルス・ラボの海外交流プログラムによる国際感覚育成に関する研究 

森根 裕二 

基盤研究C：（H28年度～H30年度） 

胆管構造を有する機能的肝組織再構築に関する研究 

池本 哲也 

基盤研究C：（H28年度～H30年度） 

ADSCを用いた3次元培養による効果的膵島様細胞作成に関する研究 

荒川 悠佑 

基盤研究C：（H27年度～H29年度） 

肝移植免疫における肝星細胞の小胞体ストレス応答を介した免疫制御に関する研究 

中尾 寿宏 

若手研究B：（H28年度～H29年度） 

腫瘍免疫におけるTSP-1によるPD-1, PDL-1への作用機序の解明 

西 正暁 

若手研究B：（H27年度～H28年度） 

GLUT1・胆汁酸吸収に着目したDJBの有用性に関する研究 

齋藤 裕 

若手研究B：（H27年度～H28年度） 

肝虚血再潅流傷害におけるB-cell発現の関連に関する研究 

柏原 秀也 

若手研究B：（H28年度～H29年度） 

FXRを介した腸管免疫機構に着目したDJBの有用性に関する研究 

髙須 千絵 

若手研究B：（H28年度～H29年度） 

間葉系幹細胞を用いた転写因子制御による肝虚血再灌流障害の新たな治療法の開発 

山田 眞一郎 

若手研究B：（H28年度～H29年度） 

ラジオ波焼灼療法後に局所再発をきたす肝細胞癌の悪性度獲得のメカニズムに関する研究 

石川 大地 

研究活動スタート支援：（H28年度～H29年度） 

内胚葉発生プロセスからみた原発性肝癌における上皮間葉転換メカニズムの解明 

2 ）厚労科研 

島田光生 

ＡＭＥＤ（前原班）：（H28年度） 

ゲノムワイド関連解析を用いた革新的な肝移植後肝炎ウイルス再感染予防・治療法の確立 

ＡＭＥＤ（田中班）：（H28年度） 



Ｃ型肝炎の新たな治療関連因子及び治癒後の病態進展・改善に関連する宿主因子等の同定を目指したゲノムワイド研究 

ＡＭＥＤ（石田班）：（Ｈ28年度） 

既存の診療情報と一体的に運用可能な症例登録システムの構築とアウトカム指標等の分析・利活用に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金（仁尾班）：（H28年度） 

小児期発症の希少難治性肝胆膵疾患における包括的な診断・治療ガイドライン作成に関する研究 

3 ）共同研究 

島田 光生 

共同研究収入（ツムラ）：（H27年9月～H28年9月まで） 

消化器外科領域疾患における漢方薬の効果と作用機序に関する研究 

共同研究収入（大鵬薬品）：（H28年度） 

消化器癌の間質浸潤におけるメカニズム解析 




