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2017 【食道癌手術-最新技術】 「気管食道間膜」を意識した胸腔鏡下食道癌手術 金谷誠一郎 手術 第71巻5号：701-709、2017

直腸切断術・括約筋間直腸切除術に必要な肛門管周囲の外科解剖 野村明成 消化器外科 第40巻5号：656-667、2017

膜と層を意識した消化器外科解剖

II 胃の手術　5. 短胃動脈、脾門部周囲リンパ節郭清術
赤川進 消化器外科　へるす出版 第40巻5号：582-590、2017

知っておきたいデバイスの特徴と安全な使用法　超音波凝固切開装置＋血管シーリング装置

（THUNDERBEAT)の特徴と安全な視聴法　腹腔鏡下胃癌手術における仕様の実際
下池典広 臨床外科 第72巻5号：535-539、2017

神経前面の層を意識した膵上縁リンパ節郭清 岡田俊裕 手術 第71巻4号：437-443、2017

Esophagojejunostomy with linear staplers in laparoscopic total gastrectomy: 

Experience with 168 cases in five consecutive years
Susumu Miura

Surgical Laparoscopy, Endoscopy &

Percutaneous Techniques.
2017 Oct;27(5):e101-e107

2018 大阪日赤ラパロ教室　イラストで学ぶ腹腔鏡下胃切除（書籍） 金谷誠一郎 医学書院 2018

Mesenteric excision for esophageal cancer surgery: based on the concept of mesotracheoesophagus. Shin Akagawa International Cancer Conference Journal Volume7, Issue4, pp117-120, 2018

腹腔鏡下胃切除における体腔内吻合の実際 赤川　進 胃がんperspective　メディカルレビュー社 Vol.9 No.4, 14-21, 2018

腹腔鏡下幽門側胃切除後B-I再建法（デルタ吻合） 赤川　進 消化管吻合法バイブル　医学書院 P65-70, 2018

腹腔鏡下直腸低位前方切除術 野村明成 消化器外科 第41巻7号：1009-1027、2018

2019 腹腔鏡下大腸手術後にSpigel腱膜に生じたポートサイトヘルニアの2例 山之口賢 臨床と研究 第96巻5号：603-606、2019

腹腔鏡下噴門側胃切除術　2）ダブルトラクト法による再建─胸腔鏡下食道空腸吻合例も含めて 八木大介 手術 第73巻1号：47-54、2019

Is complete right cervical paraesophageal lymph node dissection possible 

in the prone position during thoracoscopic esophagectomy?
Daisuke Yagi Esophagus 6(3):324-329, 2019

機能温存の観点からみた幽門側胃切除におけるBillroth-I法の意義 坂口正純 外科 第81巻5号：434-439、2019

 Strategy for treatment of stage IV human epidermal growth factor 2-positive 

gastric cancer: a case report.
Masazumi Sakaguchi Journal of Medical Case Reports 3(1):42-47, 2019

腹腔鏡下肝尾状葉部分切除を施行した肝細胞癌10症例 梶原正俊 手術 第73巻11号：1615-1619、 2019

Laparoscopic gastrectomy with and without prophylactic drains in gastric cancer: 

a propensity score-matched analysis.
Norihiro Shimoike World Journal of Surgical Oncology 17(1):144-151, 2019

左側結腸癌における体内再建の有用性の検討. 持田郁己 日本内視鏡外科学会雑誌 第24巻6号：461-467、2019

幽門側胃切除術時の再建に伴う術中トラブル　回避するための注意点. 赤川 進 臨床外科 第74巻4号：432-434、2019

80歳以上胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の成績 中尾,英一郎 日本臨床外科学会雑誌 第80巻3号：474-479、2019

【新 手術記録の書き方】 食道の手術/食道癌　鏡視下手術　腹腔鏡下胃管作成、頸部三角吻合術 持田郁己 消化器外科 第42巻5号：521-527、2019
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2020
Risk Factors and Outcome of Portal Vein Thrombosis After Laparoscopic and Open Hepatectomy for 

Primary Liver Cancer: A Single-Center Experience Akira Mori World J Surg 44(9):3093-3099, 2020

ロボット支援下直腸切除術 野村　明成 消化器ナーシング 第324号：136-139、2020

Upper mediastinal lymph node dissection based on mesenteric excision in esophageal 

cancer surgery; confirmation by near-infrared image-guided lymphatic mapping and the 

impact on locoregional control

Hisahiro Hosogi

Daisuke Yagi
Esophagus 18:219–227, 2021

Educational application of intraoperative records from an energy device 

in laparoscopic gastrectomy: a preliminary report
Hisahiro Hosogi Surgery Today 51:829-835, 2021

Laparoscopic resection of abdominal cystic lymphangioma derived from lesser omentum: 

Case report
Yuhei Hamaguchi Medicine 99(1):e18641, 2020

Including body composition in MELD scores improves mortality predicition among patients 

awaiting liver transplantation
Yuhei Hamaguchi Clinical Nuttirion 39(6):1885-1892, 2020

正中弓状靭帯圧迫症候群に対して腹腔鏡下超音波を併用し正中弓状靭帯切離術を施行した1例 橋本　恭弘 日本内視鏡外科学会雑誌 第25巻4号：301-308、2020

側方リンパ節転移を認めた脈管侵襲陰性の直腸SM癌の1例 橋本　恭弘 日本臨床外科学会雑誌 第81巻5号：938-943、2020

Current Status of Therapeutic Drug Monitoring of 5-Fluorouracil Prodrugs. Yasuhiro Hashimoto Anticancer Res. 40(8):4655-4661, 2020

2021

消化器外科手術アトラス

下部直腸癌に対するロボット支援下直腸超低位前方切除術（肛門管内DST再建）

Robotically-assisted ultra low anterior resection for low rectal cancer - DST reconstruction in the 

anal canal -

野村明成 消化器外科 第44巻10号：1487-1505、2021

Side-overlap esophagogastric tube (SO-EG) reconstruction after minimally invasive Ivor-Lewis 

esophagectomy or laparoscopic proximal gastrectomy for cancer of the esophagogastric junction
Hisahiro Hosogi Langenbecks Arch Surg

doi: 10.1007/s00423-021-02377-5. 

Online ahead of print.

直腸低位前方切除の際にdiverting ileostomyをつけるか　造設しない立場から 稲本　将 へるす出版雑誌「消化器外科」 第44巻10号：2021

Functional Outcomes of Delta-Shaped Anastomosis After Laparoscopic Distal Gastrectomy. Masazumi Saskaguchi J Gastrointest Surg 25(2):397-404, 2021

Laparoscopic en bloc lower mediastinal lymph node dissection via transhiatal approach fro 

adenocarcinoma of esophagogastric junction. 
Masazumi Saskaguchi Surgical Oncology 36:34-35, 2021

Laparoscopic Dissection of Lymph Nodes on the Posterior Surface of the Pancreatic Head for 

Gastric Cancer Invading the Duodenum.
Masazumi Saskaguchi J Gastrointest Surg 25(4):1091-1092, 2021

腹腔鏡と臀溝皮弁を併用して修復した直腸切断術後会陰ヘルニアの１例 大西　竜平 日本臨床外科学会雑誌 第82巻5号・129-135, 2021


