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市川総合病院外科学 
 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   松井 淳一   膵・胆道癌に対する各種外科手術の術後における膵、胆道の機能の検討 

膵・胆道癌に対する外科的手術を中心とした集学的治療 

各種消化器癌に対する集学的治療 

准 教 授   佐藤 道夫   ティッシュエンジニアリングを用いた人工食道の開発 

准 教 授   原田 裕久   虚血肢血管再生に対するエストロゲンの効果に関する基礎的検討 

移植血管の内膜増殖抑制に関する基礎的検討 

腹部大動脈瘤ステントグラフト治療における患者背景と予後因子の検討 

人工血管内シャントの遠隔期狭窄を規定する因子の臨床的検討 

講  師   瀧川  穣   肝胆膵領域癌に対する手術を中心とした集学的治療 

膵切除後の残膵に対する経過観察と残膵病変の検討 

単孔式腹腔鏡下手術の開発、展開 

講  師   高山  伸   トリプルネガティブ乳癌の臨床病理学的背景と予後に関する研究 

助  教   浅原 史卓   超高齢者に対する大腸癌手術症例の臨床的検討 

小倉 正治   食道扁平上皮癌における CXCL-8/CXCR-2 network の臨床的意義 

河又  寛   低分化結腸直腸癌における癌抑制遺伝子 HOPX 発現低下と EphA2 発現増加 

との関連性 

関本 康人   生体吸収性ポリ-L-乳酸スキャフォールド留置に対する血管壁反応の検討 

 

2. 成果の概要 

 

1) 膵・胆道癌に対する各種外科手術の術後における膵、胆道の機能の検討と集学的治療 
膵癌に対して、膵頭十二指腸切除術や膵体尾部切除術など定型的手術に加えて、門脈・動脈合併切除 

を伴う拡大切除術、あるいは幽門輪温存膵頭十二指腸切除術、脾および脾動静脈温存膵体尾部切除術な 

どの機能温存手術を行っている。特に、膵頭十二指腸切除術においては、膵管空腸粘膜吻合法、ならび 

に今永法消化管再建を工夫し良好な術後成績である。膵切除術後残存膵の形態、機能などを内視鏡を中 

心に検索している。その手術成績、および術後内視鏡検討結果を第 26 回日本肝胆膵外科学会・学術集 

会(和歌山）、第 41 回日本膵切研究会（東京）、第 70 回日本消化器外科学会総会（浜松）などで発表 

した。膵癌術後を中心にジェムシタビン（GEM）、S-1、あるいは門脈注入化学寮法などによる集学的治 

療を行い膵癌、胆道癌の治療成績の向上を図っており、現在慶應義塾大学外科を中心として多施設研究 

を行っている。 

 

2) 虚血肢血管再生に対するエストロゲンの効果に関する基礎的検討 

オス・メスおよび卵巣摘除後のメスのマウス大腿動脈を切離し、虚血肢モデルを作成した。同モデル

において、各群における血管再生の度合いの差異を病理学的あるいは分子生物学的に検討し、またこの

性差のメカニズムとして女性ホルモンであるエストロゲンの関与を検討した。結果、メスに比較してオ

スの、また卵巣摘除によってエストロゲンが枯渇したメスの血管再生は抑制されており、血管再生にお 

けるエストロゲンの促進効果が示唆された。 

 

J Surg Res. 178(2), 2012 

 

3) 膵切除後の残膵に対する経過観察と残膵病変の検討 

膵臓癌に対する近年の外科治療の進歩により長期生存例が多くなり残膵に二次的な病変を発症する症 

例も散見されるが、その臨床的意義は明らかではない。今回我々は第 41 回日本膵切研究会で残膵の追 

跡と残膵病変に関するアンケート調査を行い、91 施設（回収率 61.9％）から回答が得られ、2009～ 

2013 年の膵切除総数 15,777 例中 212 例(1.3%)の残膵切除症例が集計され解析を行った。膵切除後の経 

過観察は間隔が 3-4 ヶ月 77％、期間 5年以上 83％で、CT を中心に詳細に行われていた。残膵病変は初 

回切除より中央値 33 ヶ月で切除され、病理は浸潤性膵管癌 50％、IPMN 由来浸潤癌 21％、IPMN17％で 

あった。手術は 85％に残膵全摘が行われ、全合併症率 36％、1例を除く全例が軽快退院された。残膵 
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病変に対する積極的な残膵切除は難治度が高いものの根治的に安全に施行され、術後短期成績も良好で 

あった。 

 

4) トリプルネガティブ乳癌の臨床病理学的背景と予後に関する研究 

Triple negative(TN) 乳癌は、他のサブタイプと比較して予後不良である。この 5年間の TN 乳癌の 

臨床病理学的背景と治療成績について検討した。当院で根治術を施行した原発性乳癌患者 315 例につ 

いて、ホルモン受容体(HR) 陽性/HER2 蛋白(HER2) 陰性を Luminal A 群(210 例、66.7%)、HR 陽性 

/HER2 陽性を Luminal B 群(39 例、12.4%)、HR 陰性/HER2 陽性を HER2 群(21 例、6.7%)、HR 陰性 

/HER2 陰性を TN 群(45 例、14.3%) とし、サブタイプを含めた臨床病理学的背景と再発の関連について 

検討した。この結果、TN群は他のサブタイプ全体と比較して有意に予後不良であった。また、多変量 

解析では、年齢、閉経状況、pT、pN、サブタイプのうち、pN(+) と TN 群が有意に再発と関連していた。 

依然として TN 乳癌は予後不良であり、早期発見早期治療の実践の他、新たな治療戦略の確立が必要で 

ある。 

 

5) 超高齢者に対する大腸癌手術症例の臨床的検討 

2006 年 1 月から 2013 年 8 月の期間で、手術を施行した大腸癌症例 681 例のうち、85 歳以上の 31 例 

を対象とし、術後合併症等につき検討した。年齢の中央値は 88 歳（85-95 歳）、性別は男性：女性＝ 

13:18 であり、術前 PSは 0:1:2＝2:21:8 であった。手術時間の中央値は 172 分（範囲 80-340 分）、出 

血量は中央値で 200ml（10-1240ml）であった。術後入院期間の中央値は 16 日（5-44 日）であり、術後 

合併症は 13 例に認め、死亡を 2例に認めた。観察期間の中央値は 15.2 か月（1.0-61.3 か月）、再発 

までの期間の中央値は 5.2 か月（3.1-7.3 か月）、再発部位は肝 3例，肺 1例であった。85歳以上の超 

高齢者の大腸癌手術例において、術後合併症の出現率は高率である。しかし生存期間を延長する可能性 

もあり、手術を施行する意義はあると考えた。 

 

6) 食道扁平上皮癌における CXCL-8/CXCR-2 network の臨床的意義 

食道扁平上皮癌の予後は不良であり、治療には手術、化学療法、放射線療法といった集学的治療療法 

が選択されるが抵抗性を示す症例も少なくない。ケモカインである CXCL-8 は、その receptor である 

CXCR-2 と結合して癌細胞に発現し、腫瘍細胞の血管新生、増殖浸潤、活性化に働くが、食道扁平上皮 

癌での臨床的意義は不明である。本研究では、食道扁平上皮癌における CXCL-8、CXCR-2 の発現の有無 

を検討し、予後予測における臨床マーカーとしての有用性、新規治療としての可能性につき検討した。 

CXCL-8、CXCR-2 双方を発現する例では腫瘍進行例が多く、特に術前から炎症，凝固能が活性化されて 

いた。また食道癌再発や予後に強く関係しており、CXCL-8-CXCR-2 による network が食道扁平癌の悪性 

度，進行度に関与している可能性が示唆された。CXCL-8、CXCR-2 は、食道扁平上皮癌患者の予後を予 

測する上で有力なマーカーとなりうる可能性があり、今後 CXCL-8-CXCR-2 network を阻害する分子標的 

薬の開発による新たな治療戦略が期待される。 

 

Clinical significance of CXCL-8/CXCR-2 network in esophageal squamous cell carcinoma.    

Surgery 2013; 154: 512-520. 

 

7) 生体吸収性ポリ-L-乳酸スキャフォールド留置に対する血管壁反応の検討 

生体吸収スキャフォールド (BRS)は金属ステント (BMS)の抱える様々な問題を解決することのできる、 

次世代のステントとして期待されている。今回、ミニブタ 5頭の両側腸骨動脈に BMS と BRS であるポリ 

-L－乳酸スキャフォールドを留置し、留置 6週間後の血管壁反応を病理組織学的に比較検討した。留置 

6 週間後の新生内膜面積は BRS 群で有意に減少したが、一方で中膜面積は BRS 群で有意に増加した。血 

管壁炎症スコア、血管壁損傷スコアは両群間で有意差を認めなかった。また血管内超音波検査による分 

析も行い、血管壁リモデリングは両群間で有意差を認めなかった。短期的な観察ではあるが、BRS 群で 

は急性ステント閉塞やステント変位を認めず、BMS と比較して新生内膜面積を減少させる可能性が示唆 

され、短期的には BMS と遜色ない成績が得られると考えられた。 

 

3. 学外共同研究 

 

担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 
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担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

松井 淳一 浸潤性膵管癌切除症例に対する門注

療法および TS-1 を用いた術後補助

化学療法の第 II 相試験 

慶應大学医学部一

般・消化器外科 

東京都 

新宿区 

北川 雄光 

松井 淳一 第 41 回日本膵切研究会アンケート

「膵切除術後の残膵病変」への回答

日本膵切研究会 

施設会員 

日本各地 施設長 

松井 淳一 胆道癌切除例に対する TS-1 術後補

助化学療法の Feasibility 試験 

慶應大学医学部一

般・消化器外科 

東京都 

新宿区 

北川 雄光 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 
学会・研究会の主催 

主催者名 年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

松井 淳一 2014. 8.22-23 第 41 回日本膵切研究会 東京ドームホテル 東京都 

文京区 

松井 淳一 2015. 2.21 千葉県内視鏡外科医会 三井ガーデンホテル千葉 千葉市 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

松井 淳一 2014. 4.20 複数鑑定の鑑定人を経験して 医療訴訟ガイダンス 千葉市 

瀧川 穣 2014. 7.25 膵管出血を来した膵癌の一例 第 9 回肝胆膵臨床腫瘍カ

ンファレンス 

東京都 

新宿区 

瀧川 穣 2014.10.31 膵管出血を来した膵腫瘍の一例 第 58 回東京膵癌研究会 東京都 

新宿区 

瀧川 穣 2014.11.18 膵癌の化学療法 薬薬連携セミナー 市川市 

松井 淳一 2014.12. 1 膵疾患の外科治療 第 36 回上総がんフォー

ラム 

木更津市 

小倉 正治 2014.11.18 腹腔鏡下胃切除における 3D 腹

腔鏡システムの使用経験 

薬薬連携セミナー 千葉市 

 


