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＜外科・消化器外科＞ 

[学会・研究会発表] 

井上 透、貝崎亮二、李 友浩、登千穂子、塚本忠司、日月亜紀子、西居孝文、前田 清、永原 央、

西口幸雄、大平雅一 

大腸癌手術における手術部位感染サーベイランスと周術期管理による SSI対策 

第 119 回日本外科学会定期学術集会 大阪国際会議場 2019/4/18 

 

貝崎亮二、江口真平、岡﨑由季、李 友浩、塚本忠司、高塚 聡、西口幸雄 

膿瘍形成性虫垂炎に対する interval appendectomy 後に虫垂癌と診断された 1 例 

第 44 回日本外科系連合学会学術集会 ホテル金沢 2019/6/20 

 

李 友浩、高塚 聡、貝崎亮二、江口真平、岡﨑由季、佐野弘治、山口誓子、塚本忠司、西口幸雄 

S 状結腸癌、多発肝転移に対して CAPOX+BEV 療法中に食道静脈瘤破裂を来した 1例 

第 41 回癌局所療法研究会 岡山コンベンションセンター 2019/6/21 

 

江口真平、李 友浩、岡﨑由季、貝崎亮二、高塚 聡、塚本忠司、西口幸雄 

同時性孤立性小腸転移をきたした下行結腸癌の１例 

第 41 回癌局所療法研究会 岡山コンベンションセンター 2019/6/21 

 

塚本忠司、栂野真吾、江口真平、西原千香子、田中尚夫、安達高久、加地政秀、李 友浩、 

貝崎亮二、高塚 聡、西口幸雄、山口誓子、倉井 修 

肝細胞癌異時性後腹膜転移、肺転移、小腸転移、副腎転移の一切除例 

第 41 回癌局所療法研究会 岡山コンベンションセンター 2019/6/21 

 

登千穂子、塚本忠司、西山 毅、李 友浩、貝崎亮二、井上 透、西口幸雄 

独立合流した右後枝胆管に合流する胆嚢管合流部結石(Confluence stone)に対する腹腔鏡下手術

の 1 例 

The 5th SUMMER SEMINAR in OKINAWA 沖縄 2019/6/29 

 

塚本忠司、江口真平、岡﨑由季、李 友浩、貝崎亮二、高塚 聡、西口幸雄、山口誓子、倉井 修 

小腸転移により腸重積を来した肝細胞癌の１例 

第 55 回日本肝癌研究会 ホテル椿山荘東京 2019/7/5 

 

 



井上 透、貝崎亮二、西山 毅、登千穂子、李 友浩 塚本忠司、西口幸雄 

ストーマ合併症の発生率推移と合併症予防に留意したストー マ造設法 

第 74 回日本消化器外科学会総会 パシフィコ横浜 2019/7/19 

 

西山 毅、登千穂子、李 友浩、貝崎亮二、井上 透、塚本忠司、西口幸雄 

当科における単孔式腹腔鏡下鼠径部ヘルニア根治術 -たかがヘルニアされどヘルニア- 

第 57 回大阪市役所医師会学術集会 大阪市立総合医療センター 2019/8/31 

 

貝崎亮二、江口真平、岡﨑由季、李 友浩、高塚 聡、塚本忠司、西口幸雄 

当院における下部進行直腸癌の治療成績 

第 74 回日本大腸肛門病学会学術集会 ヒルトン東京お台場 2019/10/11 

 

井上 透、前田 清、日月亜紀子、西居孝文、櫻井克宣、玉森 豊、久保尚士、貝崎亮二、 

李 友浩、登千穂子、福岡達成、渋谷雅常、永原 央、西口幸雄、大平雅一 

大腸手術の周術期における外科感染症予防のためのベストプラクティス 

直腸切断術における会陰創 SSI発生のリスク因子と SSI 予防 

第 74 回日本大腸肛門病学会学術集会 ヒルトン東京お台場 2019/10/11 

 

井上 透、貝崎亮二、西山 毅、登千穂子、李 友浩、塚本忠司、西口幸雄 

局所進行下部直腸癌に対する術前放射線化学療法の成績 

第 57 回日本癌治療学会学術集会 福岡マリンメッセ 2019/10/25 

 

Nobori C、Tsukamoto T、Nishiyama T、Lee T、Kaizaki R、Inoue T、Nishiguchi Y 

“Laparoscopic liver resection for liver metastasis from unresectable pancreatic ductal 

adenocarcinoma well-controlled by chemotherapy: A case report" 

50th Annual Meeting of the American Pancreatic Association and Japan Pancreas Society 

ハワイ 2019/11/7 

Tsukamoto T、Nobori C、Nishiyama T、Lee T、Kaizaki R、Inoue T、Nishiguchi Y 

Laparoscopic Surgery for Chronic Pancreatitis 

50th Annual Meeting of the American Pancreatic Association and Japan Pancreas Society 

ハワイ 2019/11/7 

 

李 友浩、岡﨑由季、貝崎亮二、西山 毅、江口真平、登千穂子、井上 透、塚本忠司、高塚 聡、

西口幸雄 

回腸導管術後傍ストーマヘルニアに対して尿管ステント留置後に腹腔鏡下ヘルニア根治術を施行

した１例 

第 81 回日本臨床外科学会 高知市文化プラザかるぽーと 2019/11/14 

 

西山 毅、塚本忠司、登千穂子、李 友浩、貝崎亮二、井上 透、西口幸雄 

肝門部領域胆管癌術後の胆汁漏に伴う門脈瘤出血に対し門脈内 covered stent内挿術を行った１例 

第 81 回日本臨床外科学会 高知市文化プラザかるぽーと 2019/11/15 



井上 透、貝崎亮二、李 友浩、登千穂子、西山 毅、青松直撥、西居孝文、日月亜紀子、前田 清、

塚本忠司、西口幸雄 

手術部位感染発症高リスク手術における局所陰圧閉鎖療法の工夫 

第 32 回日本外科感染症学会 長良川国際会議場 2019/11/29 

 

貝崎亮二、西山 毅、登千穂子、李 友浩、塚本忠司、井上 透、西口幸雄 

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（TANKO-TEP）における手術手技の変遷 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 パシフィコ横浜 2019/12/5 

 

登千穂子、貝崎亮二、西山 毅、李 友浩、塚本忠司、井上 透、西口幸雄 

虫垂腫瘍が疑われ腹腔鏡下回盲部切除術を施行した肉芽腫性虫垂炎の 1例 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 パシフィコ横浜 2019/12/5 

 

井上 透、貝崎亮二、李 友浩、登千穂子、塚本忠司、日月亜紀子、西居孝文、前田 清、永原 央、

西口幸雄、大平雅一 

腹腔鏡下直腸低位前方切除術における縫合不全の予防手技 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 パシフィコ横浜 2019/12/5 

 

[座長] 

井上透 

大腸癌の手術適応 

第 119 回日本外科学会定期学術集会 大阪国際会議場 2019/4/18 

 

西口幸雄 

大腸癌の周術期管理 

第 119 回日本外科学会定期学術集会 大阪国際会議場 2019/4/19 

井上透 

大腸：炎症性疾患その他 

第 74 回日本消化器外科学会総会 グランドプリンスホテル新高輪 2019/7/16 

 

塚本忠司 

大腸：基礎・遺伝子 3 

第 74 回日本消化器外科学会総会 グランドプリンスホテル新高輪 2019/7/17 

 

西口幸雄 

肝臓 症例報告 4 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 パシフィコ横浜 2019/12/6 

 

西口幸雄 

大腸手術と抗血小板薬 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 パシフィコ横浜 2019/12/7 



井上透 

大腸良性 直腸脱 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 パシフィコ横浜 2019/12/7 

 

[著書] 

井上善文、栗山とよ子、西口幸雄、藤本 瞳 

Medical Nutritionist of PEN Leaders 3巻 1号 p42-51 2019 

 

井上善文、栗山とよ子、西口幸雄、藤本 瞳 

Medical Nutritionist of PEN Leaders 3巻 1号 p52-59 2019 

 

井上善文、栗山とよ子、西口幸雄、木暮道彦 

Medical Nutritionist of PEN Leaders 3巻 2号 p135-138 2019 

 

井上善文、栗山とよ子、西口幸雄、木暮道彦 

Medical Nutritionist of PEN Leaders 3巻 2号 p139-142 2019 

 

塚本忠司、栂野真吾、枝川永二郎、貝崎亮二、堀 高明、高塚 聡 

癌と化学療法 46巻 1号 p103-105 2019 

 

塚本忠司、堀 高明、貝崎亮二、枝川永二郎、栂野慎吾、高塚 聡、山口誓子 

日本腹部救急医学会雑誌 39巻 4号 p797-800 2019 

 

塚本忠司、白石 訓、枝川永二郎、栂野真吾、貝崎亮二、堀 高明、高塚 聡、高台真太郎、 

金沢景繁 

日本外科系連合学会誌 44 巻 4号 p815-822 2019 

 

西口幸雄監修、奥田典代編集、 

井上 透、貝崎亮二、李 友浩、登千穂子、岡﨑由季、江口真平ほか 

消化器ナーシング MCメディカ出版 秋季増刊 317 号 2019 

 

塚本忠司、栂野真吾、江口真平、西原千香子、田中尚夫、安達高久、加地政秀、李 友浩、 

貝崎亮二、高塚 聡、西口幸雄、山口誓子、倉井 修 

癌と化学療法 46巻 13号 p2297-2299 2019 

 

李 友浩、高塚 聡、貝崎亮二、江口真平、岡﨑由季、佐野弘治、山口誓子、塚本忠司、西口幸雄 

癌と化学療法 46巻 13号 p2360-2362 2020 

 

江口真平、李 友浩、岡﨑由季 貝崎亮二、高塚 聡、塚本忠司、西口幸雄 

癌と化学療法 47巻 1号 p120-122 2020 

 



横手智之、坪井彩加、伊吹由香、松田大作、後藤泰隆、源氏博子、木村恵子、沼口隆太郎、倉井 修、

土井克彦、山口誓子、西口幸雄 

薬事新報 3142号 p327-333 2020 

 

[講演会] 

李 友浩 

告知の場面でのコミュニケーションのポイント 

ACP、告知に関するコミュニケーション研修会 大阪 2019/7/18 

 

井上 透 

十三市民病院における大腸がん治療の取り組み 

第 1 回大腸がん診療セミナーin 淀川～実地診療における大腸がん治療～ 大阪 2019/9/6 

 

井上 透 

消化管手術後、創部難治症例に対する NPWT 

第 2 回 AIのある NPWTセミナー～質の高い創傷管理・治療を目指して～ 大阪 2019/9/13 

 

李 友浩 

大腸癌治療ガイドライン 2019 年版の変更点から考える治療方針について 

Young oncologist meeting in Abeno in 2019 (Discussant) 大阪 2019/11/29 

 

井上 透 

「痔の話」～切らないで治そう～ 

大阪市立十三市民病院 市民公開講座 大阪 2020/1/25 

 

井上 透 

大腸がん治療におけるチーム医療と連携医療 

第 13 回大阪がん連携医療カンファレンス 大阪 2020/2/14 

 


