業績一覧 (2016)

a) 論文発表
なし

b) 学会発表
国内学会・研究会（特別演題）
1) 第 14 回 Needlescopic Surgery Meeting 推薦ビデオ

2016/02/13 宇都宮

細径単孔式鼠径ヘルニア修復術（Needle TANKO-TAPP）の工夫 ―腹膜閉鎖手
技を中心に―
山道啓吾、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦節、田中義人
2) 5th Reduced Port Surgery Forum (第 10 回単孔式内視鏡手術研究会） パネルデ
ィスカッション 2016/08/05-06 (2016/08/06)
当院における単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術 212 例の経験
山道啓吾、橋本祐希、菱川秀彦、田中宏典、松浦 節、田中義人
3) HERNIA WEEK 2016, The 14th Annual Congress of JHS

2016/10/27-29

(2016/10/29) symposium
Our Devices of Single-Incision Laparoscopic Trans-Abdominal Pre-Peritoneal
Hernia Repair (TANKO-TAPP)
K. Yamamichi, Y. Hashimoto, T. Matsuura and Y. Tanaka
国内学会・研究会（一般演題）
1) 第 14 回 Needlescopic Surgery Meeting 推薦ビデオ

2016/02/13 宇都宮

若年成人に対する細径単孔式腹腔鏡下腹腔内ヘルニア閉鎖術(N-SILIAC)
山道啓吾、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦節、田中義人
2) 第 18 回関西がんチーム医療研究会 口演 2016/02/27

大阪

End stage を共に生きるファミリー ～39 歳Ｃさんの事例より
伊藤悠子、山賀洋子、大原美穂、菊池亨子、福永浩明、桂 薫子、江口典孝、山道
啓吾
3) 第 18 回関西がんチーム医療研究会 口演 2016/02/27

大阪

看護師による外来化学療法を受ける患者の診察前問診～当院における紙面調査結
果～
廣田竜一、稲田香里、山道啓吾
4) 第 68 回済生会学会 口演 2016/02/28 大阪
地域の基幹病院としての健康啓蒙活動の取組み

－大阪市大正区健活セミナー開

催－
山道 啓吾, 木田 幸知, 柴田 香奈, 唐川 正洋, 樫原 秀一 , 藪野 啓子, 筋原 章
博
5) 第 610 回 大阪外科集談会

口演 2016/03/19 大阪

孤立性腹壁再発を来した大腸がんの 1 例
深見正高、田中義人、坂口達馬、松浦 節、山道啓吾
6) 第 53 回日本小児外科学会学術集会 示説 2016/05/24-26 (2016/05/26)
非定型腸回転異常症の 2 例
橋本祐希、白井 剛、高橋良彰、濵田 洋、服部健吾、中村有佑、濵田吉則
7) 第 28 回 日 本 肝 胆 膵 外 科 学 会 ・ 学 術 集 会

示説(要望演題)

2016/06/02-04

(2016/06/02) 大阪
下部胆管癌術後肝門部再発に対する化学放射線療法の経験
山道啓吾、田中義人、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦 節、齊藤卓也
8) 第 28 回 日 本 肝 胆 膵 外 科 学 会 ・ 学 術 集 会

示説(要望演題)

2016/06/02-04

(2016/06/04) 大阪
術前胆道ドレナージを伴わない膵頭十二指腸切除術に対する予防的抗菌剤使用法
の検討
橋本祐希、里井壯平、柳本泰明、山本智久、廣岡 智、山木 壮、小塚雅也、井上
健太郎、道浦 拓、松井陽一、權 雅憲
9) 第 612 回 大阪外科集談会

口演 2016/07/09 大阪

TANKO-LECS を施行した胃血管腫の 1 例
森田瑞樹、田中義人、橋本祐希、松浦 節、山道啓吾
10) 第 41 回日本外科系連合学会学術集会 示説 2016/06/15-17 (2016/06/16) 大阪
術前胆道ドレナージ不要疾患に対する膵頭十二指腸切除術の予防的抗菌剤投与短
縮の影響
橋本祐希、里井壯平、柳本泰明、山本智久、廣岡 智、山木 壮、小塚雅也井上健
太郎、道浦 拓、松井陽一、權 雅憲
11) 第 71 回日本消化器外科学会総会 示説 2016/07/14-16 (2016/07/14) 徳島
胃 穹 窿 部 GIST に 対 す る TANKO-LECS(Laparoscopy and Endoscopy
cooperative surgery) の経験
山道啓吾、松浦 節、齊藤卓也、坂口達馬、植田愛子、田中義人、吉井將哲、松本
隆之
12) 第 47 回日本膵臓学会大会 示説 2016/08/04-07 (2016/08/04) 仙台
Optimal

duration

of

prophylactic

antibiotics

administration

in

pancreaticoduodenectomy
橋本祐希、里井壯平、柳本泰明、山本智久、廣岡 智、山木 壮、小塚雅也井上健

太郎、道浦 拓、松井陽一、權 雅憲
13) 5th Reduced Port Surgery Forum (第 10 回単孔式内視鏡手術研究会）

口演

2016/08/05-06 (2016/08/06) 大阪
管腔内発育型胃 GIST に対する単孔式腹腔鏡・内視鏡合同手術（TANKO-LECS）
の経験
山道啓吾、橋本祐希、菱川秀彦、田中宏典、松浦 節、田中義人
14) 第 19 回関西がんチーム医療研究会

口演 2016/09/10 大阪

薬剤師と看護師による化学療法相談外来の設置および運用
南

一典、廣田竜一、稲田香里、上田要一、山道啓吾

15) 第 19 回関西がんチーム医療研究会

口演 2016/09/10 大阪

疼痛管理に苦慮した症例を振り返って
大原美穂、江口典孝、桂 薫子、宋 光明子、福永浩明、山道啓吾
16) 第 613 回 大阪外科集談会

口演 2016/09/17 大阪

完全内臓逆位症に合併した超高齢腸重積の 1 例
市川峯大、田中義人、橋本祐希、松浦 節、山道啓吾
17) 第 614 回 大阪外科集談会

口演 2016/11/19 大阪

術前診断に苦慮した脾腫瘍の 1 例
藤田宏之、田中義人、橋本祐希、松浦 節、山道啓吾
18) 第 71 回日本大腸肛門病学会学術集会 示説 2016/11/18-19 (2016/11/19) 伊勢
S 状結腸癌による腸重積症の 2 例
松浦 節、田中義人、橋本祐希、山道啓吾
19) 第 78 回 日本臨床外科学会総会

口演（研修医セッション） 2016/11/24-26

(2016/11/24) 東京
TANKO-LECS を施行した胃血管腫の 1 例
森田瑞樹、田中義人、橋本祐希、松浦 節、山道啓吾
20) 第 78 回 日本臨床外科学会総会

口演（研修医セッション） 2016/11/24-26

(2016/11/25) 東京
完全内臓逆位症に発症した超高齢腸重積の 1 手術例
市川峰大、田中義人、橋本祐希、松浦 節、山道啓吾
21) 第 78 回 日本臨床外科学会総会

口演（主題関連） 2016/11/24-26 (2016/11/26)

東京
若年成人鼠径ヘルニアに対する単孔式腹腔鏡下高位結紮術の試み
山道啓吾、橋本祐希、菱川秀彦、田中宏典、松浦 節、田中義人
22) 第 78 回 日本臨床外科学会総会

口演（研修医セッション） 2016/11/24-26

(2016/11/26) 東京
孤立性腹壁再発を来した大腸癌の 1 例

深見正高、田中義人、橋本祐希、松浦 節、山道啓吾
23) 第 29 回日本内視鏡外科学会総会

示説（デジタルポスター）

2016/12/08-10

(2016/12/08) 横浜
管腔内発育型胃粘膜下腫瘍（SMT）に対する単孔式腹腔鏡・内視鏡合同手術
（TANKO-LECS）の経験
松浦 節、田中義人、橋本祐希、山道啓吾
24) 第 29 回日本内視鏡外科学会総会 口演（要望演題） 2016/12/08-10 (2016/12/09)
横浜
単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の現状と展望

―当院における 212 例の経験から―

山道啓吾、橋本祐希、菱川秀彦、田中宏典、松浦 節、田中義人
25) 第 29 回日本内視鏡外科学会総会 口演 2016/12/08-10(2016/12/09) 横浜
単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TANKO-TAPP)の有用性
山道啓吾、橋本祐希、菱川秀彦、田中宏典 松浦 節、田中義人
講演
1) 平成 27 年度 第 10 回大正区民のための健活セミナー 2016/01/15 大阪
大腸がんの外科治療と抗がん剤治療
山道啓吾
2) 済生会泉尾病院キャンサーボード 2016/04/14 大阪
進行大腸がんに対する治療

「大腸癌の抗がん剤治療」

山道啓吾
3) 平成 28 年度 第 1 回大正区民のための健活セミナー 2016/05/20 大阪
乳がんってどんな病気？
山道啓吾、植田愛子
4) 済生会泉尾病院キャンサーボード 2016/10/13 大阪
大腸がん集学的治療が奏効した 1 例
松浦 節
5) 武田薬品社外講師講演会 2016/11/29 大阪
食道内圧検査
山道啓吾

c) 座長・他
1) がんチーム医療ワークショップ、フォローアップ会

2016/02/04 大阪

特別講演 座長
山道啓吾
2) 第 18 回関西がんチーム医療研究会 2016/02/27 大阪

口腔ケア 座長
山道啓吾
3) 第 68 回済生会学会 2016/02/27-28 (2016/02/28) 大阪
一般演題（ポスター発表）医師② 座長
山道啓吾
4) 第 19 回関西がんチーム医療研究会 2019/09/10 大阪
教育セミナー 座長
山道啓吾
5) 胃癌周術期化学療法セミナー 2016/09/16 大阪
特別講演 座長
山道啓吾
6) 第 28 回近畿過大侵襲研究会

2016/10/07 大阪

演題 2 アドバイザー
山道啓吾
7) 大正区緩和ケア地域連携の会 2016/11/12 大阪
特別講演 座長
山道啓吾
8) 第 29 回日本内視鏡外科学会総会 2016/12/08-10 (2016/12/08) 横浜
デジタルポスター22 鼠径ヘルニア 症例報告 2
田中義人
9) 大正区緩和ケア地域連携の会 2016/11/12 大阪
特別講演 座長
山道啓吾

