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＜外科・消化器外科＞ 

[学会・研究会発表] 

登 千穂子、塚本 忠司、西山 毅、国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄 

 切除不能進行膵癌の化学療法中、孤立性肝転移再燃に対し腹腔鏡下肝切除術を行った１例 

 第 42回 日本癌局所療法研究会 2020/5/29 

 

貝崎 亮二、江口 真平、高塚 聡、西山 毅、登 千穂子、国本 友浩、塚本 忠司、井上 透、 

西口 幸雄 

 S状結腸癌術後再発に対する化学療法中に意識障害を来した 1例 

 第 42回 日本癌局所療法研究会 2020/5/29 

 

塚本 忠司、高台 真太郎、山添 定明、山本 訓史、金沢 景繁、西山 毅、登 千穂子、 

国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄 

 腹腔鏡下に腫瘍切除術を行った肝細胞癌内科的局所療法後のリンパ節転移再発の１例 

 第 42回 日本癌局所療法研究会 2020/5/29 

 

井上 透、貝崎 亮二、国本 友浩、登 千穂子、西山 毅、日月 亜紀子、前田 清、永原 央、

西口 幸雄、大平 雅一 

 下部消化管穿孔による腹膜炎術後患者に対する早期からの局所陰圧閉鎖療法を用いた創傷管理 

 の工夫 

 第 120回 日本外科学会定期学術集会 2020/8/13 

 

登 千穂子、塚本 忠司、西山 毅、国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄、 

金沢 景繫 

 肝細胞癌に対する腹腔鏡下サルベージ肝切除術の治療成績 

 第 120回 日本外科学会定期学術集会 2020/8/14 

 

西山 毅、貝崎 亮二、登 千穂子、塚本 忠司、国本 友浩、井上 透、西口 幸雄 

 胆嚢穿通により肝被膜下膿瘍を来した 1例 

 第 203回 近畿外科学会 2020/9/12 

 

登 千穂子、塚本 忠司、西山 毅、国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄 

 肝門部領域胆管癌術後の門脈切離再建部出血に対して covered stent内挿術が有効であった 1例 

 第 56回 日本腹部救急医学会総会 2020/10/8 

 

井上 透、貝崎 亮二、国本 友浩、日月 亜紀子、西居 孝文、永原 央、塚本 忠司、前田 清、

西口 幸雄、大平 雅一 

 一時的人工肛門造設:ileostomy vs colostomy，一時的人工肛門造設と High Output stoma 

 第 82回 日本臨床外科学会総会 2020/10/29 



塚本 忠司、高台 真太郎、西山 毅、登 千穂子、国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、 

金沢 景繁、西口 幸雄、山口 誓子、倉井 修 

 肝細胞癌に対する内科的局所療法後のリンパ節転移再発に対して腹腔鏡下切除術を行った 2例 

 第 56回 日本肝癌研究会 2020/12/22 

 

登 千穂子、塚本 忠司、西山 毅、国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄 

Lymph Node Metastasis from Pancreatic Neuroendocrine Carcinoma after Distal 

Pancreatectomy  

 Treated by Radiotherapy: A Case Report 

第 32回 肝胆膵外学会 2021/3/8 

 

[著書] 

西口 幸雄 

 日本オストミー協会会報付録 新型感染症とストーマ p1-3 2020 

 

西口 幸雄 

 日本消化器病学会女性医師・研究者の会・会報 コロナ専門病院になって p4-7 2020 

 

西口 幸雄 

 淀川区医師会だより COVID-19対応 p26-28 2020 

 

西口 幸雄 

 全自病協雑誌 コロナ専門病院になって p30-35 2020/10 

 

井上 善文、西口 幸雄、栗山 とよ子、北出 浩章、藤本 瞳、井上 博行 

 Medical Nutritionist of PEN Leaders 

 経腸栄養管理時の「水」についてのアンケート調査結果報告 p49-52 2020 

 

井上 善文、栗山 とよ子、西口 幸雄、北出 浩章、藤本 瞳 

 Medical Nutritionist of PEN Leaders 

 末梢挿入式中心静脈カテーテル：PICCの使用実施に関するアンケート調査 2019 p53-61 2020 

 

井上 善文、栗山 とよ子、西口 幸雄、北出 浩章、藤本 瞳 

 Medical Nutritionist of PEN Leaders_NSTの活動状況に関するアンケート調査 p65-67 2020 

 

井上 善文、西口 幸雄、栗山 とよ子、北出 浩章、藤本 瞳 

 Medical Nutritionist of PEN Leaders_経皮内視鏡的胃瘻造設術（ＰＥＧ）の実施状況に関する 

 アンケート調査 p68-72 2020 

 

西口 幸雄 

 Medical Nutritionist of PEN Leaders コロナ専門病院になって p205-215 2020/9 

 

 

 



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 NSTは薬剤師能力を発揮できる有用なツールである p327-333 2020/3 

 

西口 幸雄 

 九州医事新報社 検証コロナ あの時。 p2 2020 

 

西口 幸雄 

 Doctor’s Attention  

 大阪市の急性期総合病院が国内初の「コロナ専門病院」にー職員と患者さんを守るー 

 p6 2020/10 

 

西口 幸雄ら編著 

 照林社 大阪市立十三市民病院がつくった新型コロナウイルス「COVID－19」対応 BOOK 

 2020/12 

 

西口 幸雄監修 

 照林社 大阪市立十三市民病院がつくった新型コロナウイルスもっと対応 BOOK 2020/7 

 

[講演会] 

西口 幸雄 

 コロナ専門病院になって ほうせんか病院勉強会 2020/8/4 

 

西口 幸雄 

 コロナ専門病院になって みなと中央病院勉強会 2020/9/3 

 

西口 幸雄 

 新型コロナウイルス中等症専門病院として経験した様々な問題点 

 第 149回 中材業務及び感染対策研究会 2020/10/3 

 

西口 幸雄 

 新型コロナウイルス感染症に対するコロナ専門病院の取り組み 

 ネスレオンラインセミナー 2020/10/13 

 

西口 幸雄 

 コロナ専門病院としての十三市民病院の取り組みと問題点 

 大阪府保険医協同組合勉強会 2020/12/12 

 

[論文発表] 

岡﨑 由季、塚本 忠司、江口 真平、貝崎 亮二、高塚 聡、西口 幸雄 

 日本腹部救急医学会雑誌 腹腔内に嚢胞形成した結核性腹壁膿瘍の 1例 p697-700 2020/7 

 

 

 



登 千穂子、塚本 忠司、西山 毅、国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄 

 癌と化学療法 切除不能進行膵癌の化学療法中、孤立性肝転移再燃に対し腹腔鏡下肝切除を 

 行った 1例 p1881-1883 2020/12 

 

貝崎 亮二、井上 透、江口 真平、西山 毅、登 千穂子、国本 友浩、岡﨑 由季、高塚 聡、 

塚本 忠司、西口 幸雄 

 癌と化学療法 S状結腸癌術後再発に対する化学療法中に高アンモニア血症による意識障害を 

 来した 1例 p1777-1779 2020/12 

 

貝崎 亮二、井上 透、高塚 聡、塚本 忠司 

 日本外科系連合学会誌 盲腸 epidermoid cystに対し腹腔鏡手術を施行した 1例 p800-806 

 2020 

 

Tsukamoto T，Nobori C，Nishiyama T，Kunimoto T，Kaizaki R，Inoue T，Nishiguchi Y 

 International Journal of Surgery Case Reports 

 Stent-graft placement for delayed extrahepatic portal hemorrhage after surgical 

 treatment for perihilar cholangiocarcinoa: A case report. p519-522 2020 

 

塚本 忠司、枝川 永二郎、堀 高明、貝崎 亮二、高塚 聡、福島 裕子 

 日本外科系連合学会誌 膵体部癌孤立性空腸転移の１切除例 p842-848 2020 

 

塚本 忠司、高台 真太郎、山本 訓史、山添 定明、金沢 景繁、西山 毅、登 千穂子、 

国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄 

 癌と化学療法 腹腔鏡下に切除術を行った肝細胞癌内科的局所療法後の孤立性リンパ節転移 

 再発の１例 p1896-1898 2020/12 

 

登 千穂子、塚本 忠司、国本 友浩、貝崎 亮二、井上 透、西口 幸雄 

 日本内視鏡外科学会雑誌 独立して合流する右後区域胆管枝と胆嚢管との合流部に発生した 

 結石に対する腹腔鏡下手術の 1例 p9-14 2021/1 

 

井上 透、西口 幸雄 

 WOC Nursing 【大腸がん治療における有害事象とストーマ管理】 

 一時的ストーマ造設患者における High output stoma syndrome の病態とストーマ管理 

 p17-21 2020/12 

 

井上 透 

 消化器外科【術前・術後管理必携 2020】合併症を有する患者の術前・術後管理 内分泌・代謝系 

 ステロイド長期投与 p790-793 2020/4 

 

西口 幸雄 

 消化器ナーシング みんな知りたい！P・E・G part1 p786-794 2020/7 

 

西口 幸雄 

 消化器ナーシング みんな知りたい！P・E・G part2 p900-909 2020/8 


