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化学両方時の栄養管理―経腸栄養か中心静脈栄養か？ 
ｂ） 中心静脈栄養 

西口幸雄 外科 79巻5号:464-467 

高カロリー輸液 西口幸雄 泌尿器外科 2017年 30(12),1761－
1768 

Prognostic significance of baseline nutritional index for patients with esophageal 
squamous cell carcinoma after radical esophagectomy 

Naoshi Kubo 
et al. 

Esophagus(2017) 14:84-90 

Advesrse effect of preoperaive skeletal muscle mass in patients undergoing 
gastrectomy for gastric cancer 

Katsunobu  
Sakurai et al. 

Ann Surg Oncol(2017)24:2712-19 

食道静脈瘤合併胸部食道癌における内視鏡下手術手技の工夫 
ー腹部操作先行・脾摘付加が胸部操作時の出血抑制に有効と考えられた 
2例ー 

森至弘ほか 日本内視鏡学会雑誌第22巻第1号
P109－116 

栄養療法の種類と選択のポイント 西口幸雄 月刊薬事臨時増刊号 Vol.59.No.6 
P40-45 

胃瘻造設方法とその選択 玉森豊 月刊薬事臨時増刊号 Vol.59.No.6 
P188-194 

経管栄養チューブ挿入確認を“胃泡音”だけで行うのは不十分 西口幸雄 Expert Nurse Vol.33 No.4 
P127-129 

手術手技：胃切除後食道癌に対する空腸再建術 久保尚士ほか 手術 第71巻 第8号 P1199-1203 
金原出版 

経腸栄養の応用 早期経腸栄養法 西口幸雄 臨床栄養 

当院における誤嚥性肺炎に対する経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）施行症例の
検討 

森至弘ほか 在宅医療と内視鏡的治療 



演題名 演者 学会名 

腹腔鏡下直腸低位前方切除術における縫合不全予防 井上透ほか 第86回 大腸癌研究会 

ストーマ合併症予防のためのストーマ造設における留意点 井上透ほか 第34回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会 

当院におけるカバーリングストーマについての検討 日月亜紀子ほか 第34回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会 

短期入院時代のストーマ造設について 西口幸雄ほか 第34回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会 

高齢胃癌患者の術前prognostic nutritional index（PNI）の意義 櫻井克宣ほか 第32回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 

臨床栄養における漢方の役割～チーム医療への展開～ 西口幸雄 第32回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 

ワークショップ２「消化器疾患の栄養マネージメント」 西口幸雄 日本消化器病学会近畿支部第106回例会 

消化器癌患者のPICCの有用性 櫛山周平ほか 日本消化器病学会近畿支部第106回例会 

高齢胃癌患者の術前小野寺栄養指数と合併症の関連 玉森豊ほか 日本消化器病学会近畿支部第106回例会 

迷入した魚骨による胃壁膿瘍に対して腹腔鏡手術を行った一例 田嶋哲三ほか 第53回日本腹部救急医学会総会 

イレウス症状を伴った特発性小腸穿孔の一例 田内潤士ほか 第53回日本腹部救急医学会総会 

一般演題（口演）38 腸管気腫 西口幸雄 第53回日本腹部救急医学会総会 

腹腔鏡下胃全摘術における術後合併症の危険因子の検討 三浦光太郎ほか 第89回 日本胃癌学会総会 

当院での残胃癌における腹腔鏡下胃切除の検討 浦田順久ほか 第89回 日本胃癌学会総会 

85歳以上の超高齢者における腹腔鏡下胃切除の短期長期成績 久保尚士ほか 第89回 日本胃癌学会総会 

根治手術し得た胃神経内分泌癌9症例の検討 飯田優理香ほか 第89回 日本胃癌学会総会 

腹膜播種陰性、腹腔内洗浄細胞診陽性（P0CY1）胃癌症例の検討 出口惣大ほか 第89回 日本胃癌学会総会 

D2郭清を伴う腹腔鏡下幽門側胃切除術の治療成績 玉森豊ほか 第89回 日本胃癌学会総会 

高齢者栄養スクリーニングGNRI を用いた胃癌患者の合併症予測の有用性 櫻井克宣ほか 第89回 日本胃癌学会総会 

Stage III 大腸癌における再発リスク因子の検討 日月亜紀子ほか 第117回 日本外科学会定期学術集会 

高齢者栄養スクリーニングGNRI を用いた胃癌患者の合併症予測の有用性 櫻井克宣ほか 第117回 日本外科学会定期学術集会 

根治手術が施行された食道扁平上皮癌患者におけるGeriatric Nutritional Risk 
Index の意義 

久保尚士ほか 第117回 日本外科学会定期学術集会 

腹腔鏡下大腸癌手術における開腹手術既往症例の検討 井上透ほか 第117回 日本外科学会定期学術集会 

腹腔鏡下幽門側胃切除術D2 郭清の標準手技化へ向けた安全性の検討 玉森豊ほか 第117回 日本外科学会定期学術集会 

胸腔鏡下食道切除術における定型化とリンパ節郭清の工夫（特に106recL郭清
について） 

久保尚士ほか 第71回 手術手技研究会 



演題名 演者 学会名 

高度肥満胃癌患者に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の工夫 玉森豊ほか 第71回 手術手技研究会 
胸部食道癌に対する根治的CRT後の胸腔鏡下食道切除術 出口惣大ほか 第71回 日本食道学会学術集会 

 
横隔膜上食道憩室に対し、腹臥位完全胸腔鏡下に憩室切除術を施行し
た1例 

三浦光太郎ほか 第71回 日本食道学会学術集会 

 
当院での胸腔鏡下食道切除術の定型化 
 

久保尚士ほか 第71回 日本食道学会学術集会 

半腹臥位胸腔鏡下食道切除術の定型化への取り組み 豊川貴弘ほか 第71回 日本食道学会学術集会 
食道癌患者の術前 Geriatric Nutritional Risk Index(GNRI)を用いた栄養
評価の有用性 

櫻井克宣ほか 第71回 日本食道学会学術集会 

食道癌肝転移再発に対し化学療法後に肝切除を行い病理学的に完全奏
効が得られた1例 

野沢彰紀ほか 第39回 癌局所療法研究会 

がん治療時の栄養療法ー漢方も少しー 西口幸雄 第8回 神戸栄養研究会 
直腸切断術後の会陰創感染に関与する因子の検討と感染対策の有効性 井上透ほか 第72回 日本消化器外科学会総会 
腹腔鏡下噴門側胃切除後ダブルトラクト再建の手技と工夫 浦田順久ほか 第72回 日本消化器外科学会総会 
当院における局所進行直腸癌に対する集学的治療成績 櫛山周平ほか 第72回 日本消化器外科学会総会 
高齢早期胃癌患者の予後不良因子の検討 櫻井克宣ほか 第72回 日本消化器外科学会総会 
半腹臥位胸腔鏡下食道切除術の実際 久保尚士ほか 第72回 日本消化器外科学会総会 
当院における大腸癌イレウスに対する検討 日月亜紀子ほか 第72回 日本消化器外科学会総会 
cStage II, III胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術標準化の可能性 玉森豊ほか 第72回 日本消化器外科学会総会 
術前にEUS-FNAで診断し、腫瘍核出術が施行できた食道神経鞘腫の1切
除例 

白井大介ほか 第200回 近畿外科学会 

産後大出血による心停止蘇生後、緊急開腹手術中に判明した右側結腸
壊死の1切除例 

三浦光太郎ほか 第9回 日本Acute Care Surgery学会学術集会 

今さら聞けない、栄養療法 西口幸雄 西市民病院NSTチームオープンカンファレンス 
静脈栄養の真髄 西口幸雄 第12回大阪NST研究会 

第54回大阪行印機能向上研究会 
当院における腹腔鏡補助下内視鏡的胃瘻増設術の経験 出口惣大ほか 第22回 PEG・在宅医療学会学術集会 
大規模急性期病院におけるPTEG造設管理の実際 飯田 優理香ほか 第16回 日本PTEG研究会学術集会 
特別講演 「栄養、がん、そしてPEGに魅せられて」 西口幸雄 第5回 栄養管理指導者協議会学術集会 
当院におけるロボｔット支援下胃切除術の安全な導入と短期成績 久保尚士ほか 近畿内視鏡外科研究会 第30回記念大会 
i一般演題2 小腸・大腸 井上透 近畿内視鏡外科研究会 第30回記念大会 
高齢早期胃癌患者の術前栄養スクリーニングの有用性の検討 櫻井克宣ほか JDDW2017 FUKUOKA 

第25回日本消化器関連学会週間 
高度肥満胃癌患者に対する腹腔鏡下胃切除術の治療成績 玉森豊ほか JDDW2017 FUKUOKA 

第25回日本消化器関連学会週間 
根治切除を施行した食道癌患者に対するGeriatric Nutritional Risk Index
（GNRI）の意義  

久保尚士ほか JDDW2017 FUKUOKA 
第25回日本消化器関連学会週間 



演題名 演者 学会名 

切除不能進行再発癌患者における緩和目的消化管ストーマ造設 井上透ほか 第72回 日本大腸肛門病学会学術集会 
当院における閉塞性大腸癌に対する減圧処置の検討 日月亜紀子ほか 第72回 日本大腸肛門病学会学術集会 
抗凝固剤・抗血小板剤内服中の併存症を伴う高齢直腸癌患者の検
討 

西居孝文ほか 第72回 日本大腸肛門病学会学術集会 

切除不能腹部悪性疾患における消化管緩和ストーマ造設 井上透ほか 第79回 日本臨床外科学会総会 
閉鎖孔ヘルニア14例の検討 飯田優理香ほか 第79回 日本臨床外科学会総会 
小腸穿孔をきたした末梢性T 細胞リンパ腫の２例 白井大介ほか 第79回 日本臨床外科学会総会 
腹痛を契機に摘出した後腹膜リンパ脈管筋腫症(LAM)の１例 出口惣大ほか 第79回 日本臨床外科学会総会 
当院におけるStage II 大腸癌の再発リスク因子の検討 日月亜紀子ほか 第79回 日本臨床外科学会総会 
体内結紮とlinear staplerを有効に利用した胃全摘後食道空腸吻合 玉森豊ほか 第79回 日本臨床外科学会総会 
当院における横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の現況 日月亜紀子ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 
腹腔鏡下直腸切断術の手技と成績 井上透ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 
当院における胃GIST に対する単孔式腹腔鏡下胃内手術の検討 浦田順久ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 
当院における腹腔鏡下胃全摘術の術後合併症の危険因子につい
ての検討 

三浦光太郎ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 

高齢者大腸直腸癌患者に対する腹腔鏡手術の検討 西居孝文ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 
完全鏡視下胃全摘術における手技の定型化と手術成績 玉森豊ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 
腹腔鏡下に切除した低異型度虫垂粘液性腫瘍の5例 田嶋哲三ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 
高齢者に対する腹腔鏡下胃全摘術の短期成績の検討 櫻井克宣ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 
侵襲軽減目的に胸腔鏡下に食道切除、二期的小腸再建を行った食
道、胃、十二指腸、膀胱の同時性4 重複癌の1例 

菊地拓也ほか 第30回 日本内視鏡外科学会総会 


