
金沢大学外科HP　肝胆膵・移植外科学/小児外科学　2020

【 肝胆膵・移植外科学/小児外科学】2020年学会発表

区分 学会名 開催日 開催地 演題番号 演題名 発表者

国内学会 第16回日本消化管学会総会学術集会
2020.02.07～
2020.02.08

姫路 WS3-5
逆流自然発癌モデルを用いた慢性炎症から発癌過程で
の微小環境の変化と半夏瀉心湯（TJ-14）による抑制

宮下知治，河野　透，松井大輔，太田哲生

国内学会 第35回日本臨床栄養代謝学会学術集会
2020.02.27～
2020.02.28

京都 P-59-12
膵癌術前化学療法患者における血清カルニチン濃度の
変化

宮下知治，田島秀浩，徳丸季樹，岡崎充善，真橋宏幸，大畠慶直，
中沼伸一，牧野　勇，伏田幸夫，太田哲生

研究会 第37回日本胆膵病態・生理研究会
2020.06.20
（誌上開催）

さいたま
市

10 膵頭部癌におけるR1/2  症例の検討
牧野　勇，蒲田亮介，岡崎充善，大畠慶直，真橋宏幸，中沼伸一，
田島秀浩，太田哲生

研究会 第37回日本胆膵病態・生理研究会
2020.06.20
（誌上開催）

さいたま
市

34
8㎜大の微小原発巣に対して巨大肝転移巣を認めた膵
腺房細胞癌の１例

大畠慶直，蒲田亮介，岡崎充善，真橋宏幸，中沼伸一，牧野　勇，
田島秀浩

研究会 第37回日本胆膵病態・生理研究会
2020.06.20
（誌上開催）

さいたま
市

9 当院における膵切除術後にステント留置した４例の検討
岡崎充善，田島秀浩，蒲田亮介，大畠慶直，真橋宏幸，中沼伸一，
牧野　勇，二宮　致，伏田幸夫，太田哲生

研究会 第37回日本胆膵病態・生理研究会
2020.06.20
（誌上開催）

さいたま
市

2
膵神経内分泌腫瘍細胞株（QGP－１）へのメトホルミン
投与による細胞増殖抑制効果の検討

丸銭祥吾，田島秀浩，蒲田亮介，齋藤裕人，岡崎充善，大畠慶直，
真橋宏幸，中沼伸一，牧野　勇，林　泰寛，天谷公司，二宮　致，伏
田幸夫，清水康一，太田哲生

国内学会 第106回日本消化器病学会総会
2020.08.11～
2020.08.13

広島 PD12-8
生存期間からみた切除可能膵癌に対する術前化学療
法の可能性

田島秀浩，牧野　勇，太田哲生

国内学会 第106回日本消化器病学会総会
2020.08.11～
2020.08.13

広島 WS13-4
膵神経内分泌腫瘍切除症例からみた治療の現状と
pStat3の発現

宮下知治，田島秀浩，太田哲生

国内学会 第106回日本消化器病学会総会
2020.08.11～
2020.08.13

広島 P-432 当科における脾腫瘍切除例11例の検討
南　宏典，中沼伸一，蒲田亮介，岡崎充善，大畠慶直，真橋宏幸，
牧野　勇，田島秀浩，二宮　致，伏田幸夫，太田哲生

国内学会 第120回日本外科学会定期学術集会
2020.08.13～
2020.8.15

横浜 SY-7-3
高度侵襲を伴う腹部手術での周術期感染に起因する敗
血症の新規病態と治療戦略

田島秀浩，宮下知治，蒲田亮介，斎藤裕人，岡崎充善，大畠慶直，
真橋宏幸，寺井志郎，岡本浩一，中沼伸一，木下　淳，牧野　勇，中
村慶史，二宮　致，伏田幸夫，太田哲生

国内学会 第120回日本外科学会定期学術集会
2020.08.13～
2020.8.15

横浜 WS-16-7
外科周術期感染症における肝でのneutrophil
extracellular traps（NETs）の形成と癌細胞のトラップ

宮下知治，櫻井健太郎，岡崎充善，大畠慶直，中沼伸一，牧野
勇，田島秀浩，高村博之，伏田幸夫，太田哲生

国内学会 第120回日本外科学会定期学術集会
2020.08.13～
2020.8.15

横浜 SF-114-7
PDE-III阻害薬を使用した肝類洞閉塞症候群の予防法
に関する実験的研究

大畠慶直，田島秀浩，蒲田亮介，岡崎充善，真橋宏幸，中沼伸一，
岡本浩一，木下　淳，牧野　勇，中村慶史，二宮　致，伏田幸夫，太
田哲生

国内学会 第120回日本外科学会定期学術集会
2020.08.13～
2020.8.15

横浜 DP-182-1 肝葉切除における経腸栄養チューブ留置の検討

岡崎充善，蒲田亮介，斎藤裕人，石川聡子，平田美紀，大畠慶直，
真橋宏幸，寺井志郎，中沼伸一，岡本浩一，酒井清祥，牧野勇，木
下淳，中村慶史，宮下知治，田島秀浩，二宮致，伏田幸夫，太田哲
生

国内学会 第56回日本肝臓学会総会
2020.08.28～
2020.08.29

大阪 O-198
肝移植後肺高血圧症に対する血管内皮保護・抗血小板
対策を中心としたバンドル治療とその効果

大畠慶直，蒲田亮介，中沼伸一，田島秀浩
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区分 学会名 開催日 開催地 演題番号 演題名 発表者

研究会 第47回日本膵切研究会
2020.08.28～
2020.08.29

福岡 S2-4
当科の膵頭部癌に対する切除・郭清手技：R0切除とリン
パ流域郭清（シンポジウム）

牧野　勇，蒲田亮介，岡崎充善，大畠慶直，真橋宏幸，中沼伸一，
田島秀浩，太田哲生

研究会 第47回日本膵切研究会
2020.08.28～
2020.08.29

福岡 QS4-1
当院における膵切除術後出血対しカバードステント留置
した４例の検討

岡崎充善，牧野　勇，蒲田亮介，大畠慶直，真橋宏幸，中沼伸一，
田島秀浩，太田哲生

国内学会 第57回日本小児外科学会学術集会
2020.09.19～
2020.09.21

東京 P23-3 小児PICCの安全な留置とpitfal 酒井清祥，林健太郎，芝原史記，筒野　喬，水島穂波，野村皓三

国内学会 第57回日本小児外科学会学術集会
2020.09.19～
2020.09.21

東京 P07-4 胆石・総胆管結石症に伴う胆道穿孔を認めた１乳児例
野村皓三，林健太郎，田中宏幸，筒野　喬，芝原史記，水島穂波，
酒井清祥

国内学会 第57回日本小児外科学会学術集会
2020.09.19～
2020.09.21

東京 P43-9 メコニウムイレウスを認めた嚢胞性繊維症の１例 筒野　喬，林健太郎，芝原史記，水島穂波，野村皓三，酒井清祥

国内学会 第57回日本小児外科学会学術集会
2020.09.19～
2020.09.21

東京 P42-8
先天性腸間膜欠損による内ヘルニアを認めた超低出生
体重児の２例

水島穂波，林健太郎，芝原史記，筒野　喬，野村皓三，酒井清祥

国内学会 第56回日本胆道学会学術集会
2020.10.01～
2020.01.02

福岡 O-242
胆嚢腺筋腫症経過観察中にIntracystic papillary
neoplasm of the gallbladderの１例

大畠慶直，蒲⽥亮介，岡崎充善，真橋宏幸，中沼伸⼀，牧野　勇 ，
⽥島秀浩

国内学会 第56回日本腹部救急医学会総会
2020.10.08～
2020.10.09

名古屋 主 1-07 当科における膵切除後出血に対する治療戦略
岡崎充善，田島秀浩，蒲田亮介，野村皓三，齋藤裕人，大畠慶直，
真橋宏幸，寺井志郎，中沼伸一，岡本浩一，酒井清祥，牧野　勇，
木下　淳，中村慶史，二宮　致，伏田幸夫，太田哲生

国内学会 第56回日本腹部救急医学会総会
2020.10.08～
2020.10.09

名古屋 RS22-04 緊急手術時にIVR併用が有効であった腹部外傷の２例
南　宏典，中沼伸一，蒲田亮介，岡崎充善，大畠慶直，真橋宏幸，
牧野　勇，田島秀浩，二宮　致，伏田幸夫，太田哲生

国内学会 第56回日本腹部救急医学会総会
2020.10.08～
2020.10.09

名古屋 O37-05
卵管采巻絡による腹膜透析カテーテル閉塞に対し、腹
腔鏡下に閉塞解除および卵管固定を施行した１例

黒川祐貴，岡崎充善，蒲田亮介，野村皓三，齋藤裕人，真橋宏幸，
大畠慶直，寺井志郎，中沼伸一，岡本浩一，酒井清祥，木下　淳，
牧野　勇，中村慶史，田島秀浩，二宮　致，伏田幸夫，太田哲生

国内学会 第56回日本腹部救急医学会総会
2020.10.08～
2020.10.09

名古屋 O38-02 両側異時性閉鎖孔ヘルニア嵌頓の１例
真智涼介，岡崎充善，蒲田亮介，齋藤裕人，大畠慶直，真橋宏幸，
寺井志郎，岡本浩一，中沼伸一，木下　淳，牧野　勇，中村慶史，宮
下知治，田島秀浩，二宮　致，伏田幸夫，太田哲生

国内学会 第58回日本癌治療学会学術集会
2020.10.22～
2020.10.24

京都 WS27-3
膵神経内分泌腫瘍切除症例からみた再発危険因子と
pStat3の発現

宮下知治，

研究会 第14回肝臓内視鏡外科研究会
2020.10.28～
2020.11.04

兵庫 O3-5 腹腔鏡下S8亜区域切除術の工夫
大畠慶直，蒲田亮介，岡崎充善，真橋宏幸，中沼伸一，牧野　勇，
田島秀浩

国内学会 第27回日本門脈圧亢進症学会総会
2020.10.28～
2020.11.18

福岡 VWS1-4
慢性肝疾患症例に対する腹腔鏡下脾臓摘出術の安全
および継承の取り組み

中沼伸一，蒲田亮介，岡崎充善，大畠慶直，真橋宏幸，牧野　勇，
田島秀浩，鷹取　元，荒井邦明，山下竜也，金子周一，扇　尚弘，香
田　渉，高村博之

国内学会 第27回日本門脈圧亢進症学会総会
2020.10.28～
2020.11.18

福岡 O5-5 ストーマ静脈瘤に対して手術加療を行った２症例
大畠慶直，田島秀浩，蒲田亮介，岡崎充善，真橋宏幸，中沼伸一，
牧野　勇

国内学会 第27回日本門脈圧亢進症学会総会
2020.10.28～
2020.11.18

福岡 PL-3
門脈圧亢進症における腹腔鏡下脾臓摘出術を安全に継
続するための工夫

蒲田亮介，中沼伸一，岡崎充善，真橋宏幸，大畠慶直，牧野　勇，
田島秀浩，鷹取　元，荒井邦明，山下竜也，水腰英四郎，金子周
一，香田　渉，蒲田敏文

国内学会 第82回日本臨床外科学会総会
2020.10.29～
2020.10.31

大阪 O-110-7
悪性腫瘍による血栓傾向を原因とした上腸間膜動脈血
栓閉塞の一例

淺川哲也，中沼伸一

国内学会
第18回日本消化器外科学会大会
（JDDW2020）

2020.11.05～
2020.11.08

神戸 外P-145
膵頭部癌に対するR1/2切除症例の解析から得られた
R0切除のポイント

牧野　勇，蒲⽥亮介，岡崎充善，⼤畠慶直，真橋宏幸，中沼伸⼀，
⽥島秀浩，太⽥哲⽣
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区分 学会名 開催日 開催地 演題番号 演題名 発表者

国内学会 第58回 日本人工臓器学会大会
2020.11.12-
2020.11.14

高知 PD3-4
高齢化社会における周術期管理としての人工膵臓の位
置づけ

岡崎 充善、林 泰寛、田島 秀浩、蒲田 亮介、大畠 慶直、真橋 宏
幸、中沼 伸一、牧野 勇、高村 博之、太田 哲生

国内学会 第58回 日本人工臓器学会大会
2020.11.12-
2020.11.14

高知 SY7-4 肝移植患者に対する人工臓器の使用経験
林泰寛,岡崎充善，蒲田亮介，真橋宏幸，大畠慶直，中沼伸一，牧野
勇，田島秀浩，谷口巧，高村博之，太田哲生

国内学会 第75回日本消化器外科学会総会
2020.12.15～
2020.12.17

和歌山 P291-2 当科の切除可能境界膵癌に対する治療方針と成績
牧野勇、蒲田亮介、岡崎充善、大畠慶直、真橋宏幸、中沼伸一、田
島秀浩、太田哲生

国内学会 第75回日本消化器外科学会総会
2020.12.15～
2020.12.17

和歌山 O12-1
DAA 治療がC型肝炎併存肝細胞癌の外科治療に与え
る影響

中沼伸一、蒲田亮介、岡崎充善、大畠慶直、真橋宏幸、牧野勇、田
島秀浩、太田哲生

国内学会 第75回日本消化器外科学会総会
2020.12.15～
2020.12.17

和歌山 P307-3
膵頭十二指腸切除術のドレーンアミラーゼとドレーン培
養に関する検討

大畠慶直、蒲田亮介、岡崎充善、真橋宏幸、中沼伸一、牧野勇、田
島秀浩

国内学会 第75回日本消化器外科学会総会
2020.12.15～
2020.12.17

和歌山 P314-6 当科で経験した膵リンパ上皮嚢胞の６例
真橋宏幸、蒲田亮介、岡崎充善、大畠慶直、中沼伸一、牧野勇、田
島秀浩、二宮致、伏田幸夫、太田哲生

国内学会 第75回日本消化器外科学会総会
2020.12.15～
2020.12.17

和歌山 P226-2 肝切除術における人工膵臓による周術期血糖管理
岡崎充善、林泰寛、田島秀浩、蒲田亮介、大畠慶直、真橋宏幸、中
沼伸一、牧野勇、花崎和弘、太田哲生

国内学会 第75回日本消化器外科学会総会
2020.12.15～
2020.12.17

和歌山 P239-2 再発肝細胞癌に対する腹腔鏡下再肝切除術の検討
蒲田亮介、田島秀浩、岡崎充善、大畠慶直、真橋宏幸、中沼伸一、
牧野勇、二宮致、伏田幸夫、太田哲生

国内学会 第38回日本肝移植学会学術集会
2020.12.25～
2020.12.26

愛媛 O-062
入院加療を要した肝移植後感染性晩期合併症に関する
検討

中沼伸一，蒲田亮介、岡崎充善、大畠慶直、真橋宏幸、酒井清祥、
牧野　勇、田島秀浩、太田哲生

国内学会 第38回日本肝移植学会学術集会
2020.12.25～
2020.12.26

愛媛 O-020 血管外血小板対策と肝移植後肺高血圧
大畠慶直，田島秀浩、蒲田亮介、岡崎充善、真橋宏幸、牧野　勇、
太田哲生

国内学会 第38回日本肝移植学会学術集会
2020.12.25～
2020.12.26

愛媛 O-030 当科における肝細胞癌に対する生体肝移植の長期成績
岡崎充善，田島秀浩、蒲田亮介、大畠慶直、真橋宏幸、中沼伸一、
牧野　勇、太田哲生

国内学会 第38回日本肝移植学会学術集会
2020.12.25～
2020.12.26

愛媛 K2-6
生体肝移植後の胆管吻合部狭窄に対するIVR治療の検
討

蒲田亮介，中沼伸一、岡崎充善、大畠慶直、真橋宏幸、牧野　勇、
田島秀浩、太田哲生

国内学会 第38回日本肝移植学会学術集会
2020.12.25～
2020.12.26

愛媛 LS６
肝移植周術期における敗血症性肝障害・DICの最適治
療法とは？

太田哲生
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