業績一覧 (2017)

a) 学会発表
論文発表
1) 冊子監修 「EE エスワン配合上を服用される方へ」
山道啓吾

b) 学会発表
国内学会・研究会（特別演題）
1) 第 20 回関西がんチーム医療研究会 シンポジウム 2017/03/04 大阪
本院における地域連携パス運用の工夫と評価
松本純也、中村千智、坂口美緒子、出口まゆみ、吉仲努、山道啓吾
2) 第 15 回 日本ヘルニア学会学術集会 シンポジウム

2017/06/02-03 (2017/06/02)

東京
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) 6th Reduced Port Surgery Forum 特別演題（Inovation: Cosmesis） 2017/08/0405 (2017/08/05) 大分
単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TANKO-TAPP)における臍部皮膚切開の工夫
―臍窩内ベンツ切開の有用性―
田中義人、山道啓吾、菱川秀彦、田中宏典、尾崎 岳、松浦 節
4) 第 79 回 日 本 臨 床 外 科 学 会 総 会

ビデオワークショップ

2017/11/23-25

（2017/11/24）
単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の術式の工夫と有用性
山道啓吾、齊藤卓也、菱川秀彦、田中宏典、尾崎 岳、松浦 節、田中義人
5) 第 79 回 日 本 臨 床 外 科 学 会 総 会

ビデオワークショップ

2017/11/23-25

（2017/11/24）
単孔式手術における臍部皮膚切開の工夫 ―臍窩内ベンツ・Y 字切開の有用性―
田中義人、山道啓吾、菱川秀彦、尾崎 岳、松浦 節
国内学会・研究会（一般演題）
1) 第 16 回 Needlescopic Surgery Meeting 口演

2017/01/28 那覇

究極の Needle-TANKO 手術 細径単孔式鼠径ヘルニア修復術 (N-TANKO-TAPP
2-5-2) の経験
山道啓吾、橋本祐希、松浦

節、田中義人

2) 第 16 回 Needlescopic Surgery Meeting 口演

2017/01/28 那覇

若年成人鼠径ヘルニアに対する細径単孔式腹腔鏡下高位結紮術
田中義人、山道啓吾、橋本祐希、松浦 節
3) 第 21 回消化器外科手術を考える若手懇談会 口演 2017/02/28 大阪
高度肥満患者に対する腹腔鏡下大腸切除術の当科での工夫
松浦 節
4) 第 20 回関西がんチーム医療研究会 口演

2017/03/04 大阪

在宅復帰がせん妄の改善につながった進行がん患者の一症例
吉野育代、末岡憲子、山道啓吾
5) 第 20 回関西がんチーム医療研究会 口演

2017/03/04 大阪

看護師と薬剤師の協同で始めたがん患者指導管理料の増収と今後の課題
廣田竜一、稲田香里、南 一典、上田要一、山道啓吾
6) 第 20 回関西がんチーム医療研究会 口演

2017/03/04 大阪

肥満を伴う胃癌患者に対する超低カロリー食による 20 日間の術前減量プログラム
三木博和、井上健太郎、住山房央、八田雅彦、稲田
浦

涼、尾崎 岳、向出裕美、道

拓、重光 薫、濱田 円、權 雅憲

7) 第 89 回胃癌学会総会 示説

2016/03/08-10 (2017/03/09) 広島

Analysis of 6 cases of advanced gastric cancer performed neoadjuvant
Chemotherapy(NAC) 術前化学療法を施行した進行胃癌 6 例の検討
金

成泰、神原達也、岡崎

智、兼松清果、吉田秀行、吉田 良、山田正法、中井

宏治、三木博和、尾崎 岳、向出裕美、道浦 拓、井上健太郎、權 雅憲
8) 第 89 回胃癌学会総会 示説

2016/03/08-10 (2017/03/10) 広島

Single-Incision Laparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery (TANKOLECS) for GIST of the gastric fornix
K. Yamamichi, T. Matsuura, T. Saito, Y. Hashimoto, Y. Tanaka, and T.
Matsumoto
9) 第 89 回胃癌学会総会 ビデオ 2016/03/08-10 (2017/03/10) 広島
Staple-Line Reinforcement of the Duodenal Stump With Intracorporeal
Lembert's Sutures Roux-en-Y 再建における腹腔鏡下 Lembert's Suture による
十二指腸断端補強
井上健太郎、道浦 拓、向出裕美、尾崎 岳、三木博和、福井淳一、中井宏治、山
田正法
10) 第 89 回胃癌学会総会 示説

2016/03/08-10 (2017/03/10) 広島

Gastric cancer in young patients at Kansai Medical University Hospital : Two
case reports 当院における若年者胃癌の 2 例
尾崎 岳、小林壽範、稲田

涼、三木博和、大石賢玄、向出裕美、道浦 拓、井上

健太郎、繁光 薫、濱田 円
11) 第 89 回胃癌学会総会 示説

2016/03/08-10 (2017/03/10) 広島

胃癌術後 胆石・総胆管結石合併症
向出裕美、井上健太郎、三木博和、尾崎 岳、道浦

拓、小林壽範、稲田 涼、大

石賢玄、繁光 薫、權 雅憲、濱田 円
12) 第 89 回胃癌学会総会 示説

2016/03/08-10 (2017/03/10) 広島

腹腔鏡下に切除した胃原発 bronchogenic cyst の 1 例
三木博和、井上健太郎、小林壽範、稲田 涼、大石賢玄、尾崎 岳、向出裕美、道
浦

拓、繁光 薫、濱田 円

13) 第 89 回胃癌学会総会 示説

2016/03/08-10 (2017/03/10) 広島

腹腔鏡下胃切除術における末梢神経ブロックおよびセレコキシブによる周術期鎮
痛法
福井淳一、井上健太郎、三木博和、尾崎 岳、向出裕美、道浦 拓、稲田 涼、大
石賢玄、濱田 円、權 雅憲
14) 第 620 回大阪外科集談会 口演 2017/03/18 大阪
小腸癌肉腫の 1 例
樫原彩乃、田中義人、橋本祐希、松浦 節、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 117 回日本外科学会 示説 2017/04/27-29 (2017/04/28) 横浜
間接熱量計による胸腔鏡下食道切除の評価
道浦 拓、濱田 円、井上健太郎、稲田 涼、三木博和、大石賢玄、尾崎 岳、向
出裕美、小林壽範、繁光 薫、權 雅憲
19) 第 117 回日本外科学会 示説 2017/04/27-29 (2017/04/28) 横浜
ハルトマン手術後の人工肛門閉鎖術における短期成績および周術期合併症のリス
ク因子の検討
稲田 涼、繁光 薫、住山房央、八田雅彦、小林壽範、大石賢玄、松本朝子、三木
博和、向出裕美、尾崎 岳、道浦 拓、井上健太郎、權 雅憲、濱田 円
20) 第 117 回日本外科学会 研修医セッション 2017/04/27-29 (2017/04/28) 横浜

小腸造営およびシンチグラフィーにて術前診断をえた出血を伴う多発性小腸憩室
の一例
大石峻裕、稲田 涼、住山房央、八田雅彦、小林壽範、大石賢玄、繁光 薫、三木
博和、向出裕美、尾崎 岳、道浦 拓、井上健太郎、權 雅憲、濱田 円
21) 第 117 回日本外科学会 示説 2017/04/27-29 (2017/04/28) 横浜
腹腔鏡下 S 状結腸切除術における切離端距離の検討
繁光 薫、小林壽範、稲田

涼、三木博和、大石賢玄、向出裕美、尾崎 岳、道浦

拓、井上健太郎、權 雅憲、濱田 円
22) 第 117 回日本外科学会 サージカルフォーラム 2017/04/27-29 (2017/04/29) 横
浜
StageⅢ大腸癌における腫瘍部位と予後との相関：傾向スコアを用いた解析
住山房央、稲田 涼、繁光 薫、八田雅彦、小林壽範、三木博和、大石賢玄、松本
朝子、向出裕美、尾崎 岳、道浦 拓、井上健太郎、權 雅憲、濱田 円
23) 第 117 回日本外科学会 サージカルフォーラム 2017/04/27-29 (2017/04/29) 横
浜
原発性小腸腺癌の臨牀病理学的特徴と適切なリンパ節郭清：自験 6 例および本邦報
告 204 例の検討
八田雅彦、稲田 涼、繁光 薫、住山房央、小林壽範、三木博和、大石賢玄、松本
朝子、向出裕美、尾崎 岳、柳本泰明、道浦 拓、井上健太郎、里井壮平、權 雅
憲、濱田 円
24) 第 117 回日本外科学会 示説 2017/04/27-29 (2017/04/29) 横浜
肥満を伴う手術症例に対する高タンパク低カロリー食を用いた術前減量プログラ
ム
井上健太郎、道浦 拓、尾崎 岳、向出裕美、三木博和、大石賢玄、繁光 薫、稲
田

涼、小林壽範、里井壯平、海堀昌樹、權 雅憲、濱田 円

25) 第 71 回日本食道学会学術集会 示説 2017/06/14-16 (2017/06/15) 軽井沢
巨大な食道癌肉腫に対し化学放射線療法を施行し、根治切除術を行えた 1 例
中井宏治、山田正法、尾崎

岳、向出裕美、神原達也、金 成泰、道浦 拓、井上

健太郎、山道啓吾、權 雅憲
26) 第 39 回日本癌局所療法研究会 口演 2017/06/23 京都
化学療法で cCR となった StageⅣ胃癌に対する手術－原発巣が pCR となった 2 例
の経験から－
三木博和、井上健太郎、住山房央、八田雅彦、稲田
浦

涼、尾崎 岳、向出裕美、道

拓、繁光 薫、濱田 円、權 雅憲

27) 第 42 回日本外科系連合学会学術集会
(2017/06/29) 徳島

示説(研修医セッション)

2017/06/28-30

食道癌術後難治性乳び胸に対し経皮経腹リンパ管塞栓術が有効であった 1 例
山本宣之、道浦 拓、尾崎 岳、稲田 涼、三木博和、大石賢玄、向出裕美、井上
健太郎、濱田 円、權 雅憲
28) 第 72 回日本消化器外科学会総会

口演(要望演題)

2017/07/20-22 (2017/07/20)

金沢
高齢者 StageIII 大腸癌の予後因子および治療法に関する検討
住山房央、稲田 涼、大石賢玄、繁光 薫、向出裕美、尾崎 岳、道浦 拓、井上
健太郎、權 雅憲、濱田 円
29) 第 72 回日本消化器外科学会総会 口演 2017/07/20-22 (2017/07/21) 金沢
腹腔鏡下大腸切除の検体摘出創における腹壁瘢痕ヘルニアの発生率およびリスク
因子の解析
小林壽範、稲田 涼、大石賢玄、繁光 薫、向出裕美、尾崎 岳、道浦 拓、井上
健太郎、權 雅憲、濱田 円
30) 第 72 回日本消化器外科学会総会 口演 2017/07/20-22 (2017/07/21) 金沢
肥満・糖尿病に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術－当施設の治療成績と問題点－
井上健太郎、尾崎 岳、向出裕美、三木博和、道浦

拓、柳本泰明、里井壯平、海

堀昌樹、權 雅憲、濱田 円
31) 第 72 回日本消化器外科学会総会 口演(ワークショップ関連演題) 2017/07/20-22
(2017/07/22) 金沢
TAPP 法による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
32) 第 72 回日本消化器外科学会総会 口演 2017/07/20-22 (2017/07/22) 金沢
呼吸機能障害を伴う食道がんに対する腹臥位胸腔鏡下食道切除術の検討
道浦 拓、稲田 涼、三木博和、尾崎 岳、向出裕美、繁光 薫、里井壯平、濱田
円、權 雅憲
33) 第 72 回日本消化器外科学会総会

口演(要望演題)

2017/07/20-22 (2017/07/22)

金沢
Technique of suprapancreatic lymph node dissection after vagotomy and
mesogastrium mesenterization
Takashi Ozaki, Ryo Inada, Hirokazu Miki, Masaharu Oishi, Hiromi Mukaide,
Taku Michiura, Kaoru Shigemitsu, Kentarou Inoue, Masanori Kon , Madoka
Hamada
34) 6th Reduced Port Surgery Forum 口演 2017/08/04-05 (2017/08/04) 大分
単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の術式の工夫と治療成績
山道啓吾、齊藤卓也、菱川秀彦、田中宏典、尾崎 岳、松浦 節、田中義人
35) 第 21 回関西がんチーム医療研究会 口演 2017/09/16

大阪

デスカンファレンスにより、ジレンマが緩和された一事例
大原美穂、平井千尋、福永浩明、菊池亨子、山道啓吾
36) 第 616 回大阪外科集談会 口演 2017/09/16 大阪
小腸ＮＥＴの 1 例
中西 絵美子、田中義人、尾崎 岳、松浦 節、山道啓吾
37) 第 72 回日本大腸肛門病学会学術集会 口演 2017/11/10-11 (2017/11/10) 福岡
BMI 39 高度肥満患者のＳ状結腸癌に対する腹腔鏡下手術の経験
松浦節、尾崎岳、田中義人、山道啓吾
38) 第 620 回大阪外科集談会 口演 2017/11/18 大阪
診断に苦慮した劇症型腸炎の 1 例
清田 翔、田中義人、尾崎

岳、松浦 節、山道啓吾

39) 第 79 回 日 本 臨 床 外 科 学 会 総 会

口演(研修医セッション)

2017/11/23-25

(2017/11/24) 東京
術前診断に苦慮した多発性脾血管腫の 1 例
藤田宏之、田中義人、尾崎

岳、松浦 節、山道啓吾

40) 第 79 回日本臨床外科学会総会 示説 2017/11/23-25 (2017/11/25) 東京
肝・肺転移以外の大腸癌術後再発切除例の検討
松浦 節、尾崎 岳、田中義人、山道啓吾
41) 第 18 回日本クリニカルパス学会 口演 2017/12/01-02 (2017/12/01) 大阪
当院におけるがん地域連携パス運用の工夫と検証
山道啓吾、松本純也、中村千智、坂口美緒子、出口まゆみ、吉仲努
42) 第 30 回日本内視鏡外科学会総会 示説 2017/12/07-09 (2017/12/08) 京都
胃噴門部粘膜下腫瘍に対する単孔式腹腔鏡下胃内手術の経験
尾崎 岳、松浦 節、田中義人、山道啓吾
講演
1) 平成 28 年度 第 5 回大正区民のための健活セミナー 2017/01/20 大阪
食道がん・胃がんは予防できる!?
山道啓吾
2) 済生会泉尾病院キャンサーボード 2017/02/09 大阪
胃がんは予防できる!?

「胃がんの危険因子と予防」

山道啓吾
3) 済生会泉尾病院キャンサーボード 2017/07/13 大阪
神経内分泌癌について
尾崎 岳
4) 大鵬薬品社内研修会 2017/09/05 大阪

消化器がん化学療法の最新話題について
山道啓吾
5) 済生会泉尾病院キャンサーボード 2016/12/14 大阪
肝・肺転移以外の大腸がん術後再発切除例の検討
松浦 節

c) 座長・他
1) 第 3 回大阪ベイエリア緩和ケア研究会 2017/02/18

大阪

当番世話人
山道啓吾
2) 第 21 回消化器外科手術を考える若手懇談会 2017/02/18 大阪
当番世話人
田中義人
3) 第 21 回消化器外科手術を考える若手懇談会 2017/02/18 大阪
特別演題[大腸がん化学療法の誤解] 座長
田中義人
4) 第 20 回関西がんチーム医療研究会 2017/03/04 大阪
当番世話人
山道啓吾
5) 第 20 回関西がんチーム医療研究会 2017/03/04 大阪
スポンサードシンポジウム

座長

山道啓吾
6) 第 20 回関西がんチーム医療研究会 2017/03/04 大阪
ランチョンセミナー｢消化器癌化学療法への誤解」座長
山道啓吾
7) 第 3 回大腸がん治療セミナー 2017/05/12 大阪
肝転移コンバージョンを目指した手術・化学療法の工夫 座長
山道啓吾
8) 第 71 回日本食道学会学術集会 2017/06/14-16 (2017/06/15) 軽井沢
一般演題 ポスター41 食道裂孔ヘルニア 座長
山道啓吾
9) 第 72 回日本消化器外科学会総会 2017/07/20-22 (2017/07/22) 金沢
一般演題 胃・十二指腸：胃・十二指腸‐良性疾患 1
山道啓吾
10) 第 20 回近畿外科病態研究会
Session 1 座長

2017/09/16 大阪

座長

山道啓吾
11) 近畿内視鏡外科研究会 第 30 回記念大会 2017/09/30 大阪
一般演題 5 ヘルニア・その他 座長
山道啓吾
12) 第 18 回日本クリニカルパス学会 2017/12/01-02 (2017/12/01) 大阪
ポスター 地域連携・退院支援 2 座長
山道啓吾
13) Meet The Expert

～Colorectal Cancer Meeting～ 2017/12/12 大阪

特別演題｢外科医の行う大腸がん集学的治療」 座長
山道啓吾

