
消化器外科 研究活動業績

2017 年度
■ 論文および著書

□ 錦織　英知
Effectiveness of Pelvic Floor Rehabilitation for Bowel Dysfunction After
Intersphincteric Resection for Lower Rectal Cancer
World J Surg,19-Mar-18

□ 中野　温子
外科的切除後、血清chromogranin　A 濃度が上昇したインスリノーマの1 例
糖尿病、61 巻1 号 2018

□ 光岡　英世
完全内臓逆位に合併した総胆管結石に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術中にランデ
ブー法を用いて採石を行った１例
日本消化器外科学会雑誌、51 巻1 号 2018

□ Masayuki Ishii
Reappraisal of the lateral rectal ligament: an anatomical study of total
mesorectal excision with autonomic nerve preservation
International journal of colorectal disease,vol.33,pp763-769,2018

■ 学会発表（全国レベル）

□ 古角　祐司郞
盲腸癌術後に右側骨盤内リンパ節へ孤立性再発転移をきたした１例
第72 回日本大腸肛門病学会学術集会、2017 年11 月10 日、福岡・博多

□ 古角　祐司郞
骨盤神経叢への浸潤をともなう下部直腸癌に対する腹腔鏡下直腸切除
第79 回日本臨床外科学会総会、2017 年11 月24 日、東京都

□ 上原 徹也
A Case of Spontaneous Rupture of Middle Thoracic Esophagus cured by
Laparoscopic Mediastinal Drainage and Jejunal Feeding Tube Placement
第71 回日本食道学会学術集会、2017 年6 月15 日、軽井沢

□ 古角　祐司郞
当院における直腸癌に対しするtaTME の手術手技
第30 回　日本内視鏡外科学会総会、2017 年12 月7 日、京都市

□ M.Ishii
The Anatomy of the Perineal Body Associated with Rectal Cancer
Surgery: A Cadaveric Study
11th European Colorectal Congress(ECC) ,2017 年12 月6 日
St.Gallen, Switzerland

□ 石井　正之
Perineal Body の解剖
第117 回日本外科学会定期学術集会、2017 年4 月27 日、横浜市

□ 錦織　英知
直腸がん術後縫合不全予防における経肛門減圧ドレーン（WING DRAIN) の開発
第30 回日本内視鏡外科学会総会、2017 年12 月7 日、京都市

□ 錦織　英知
便失禁患者に対する　バイオフィードバック療法の至適施行期間の検討
第72 回日本大腸肛門病学会学術集会、2017 年11 月10 日、博多

□ 錦織　英知
Effectiveness of treatment intervention for postoperative
bowel dysfunction after rectal cancer surgery
第72 回日本消化器外科学会総会、2017 年7 月20 日、金沢市

□ 錦織　英知
直腸がん術後排便機能障害に対する　治療介入の効果
第117 回日本外科学会定期学術集会、2017 年4 月27 日、横浜市

□ 杉本　実裕紀・錦織　英知
排便機能障害患者に対するリハビリテーションの効果　～症例報告を通じて～
第23 回大腸肛門機能障害研究会、2017 年9 月2 日、東京都

□ 岡部　亜希・錦織　英知
機能性便失禁患者に対する治療介入による経時的FIQL 評価 
～データから見えてきた排便機能外来担当看護師の役割と課題～
第23 回大腸肛門機能障害研究会、2017 年9 月2 日、東京都

■ 学会発表（その他）

□ 口分田　亘
当院における胆嚢捻転症5 例の検討
第70 回兵庫県医師会医学会、2017 年10 月20 日、神戸市

□ 藤本　康二
腹膜播種、門脈腫瘍栓を有する進行胃癌からの持続する静脈性出血に対して、
緩和的放射線治療が奏功した１例
第70 回兵庫県医師会医学会、2017 年10 月20 日、神戸市

□ 上原　徹也
LCSと止血吸引管を用いた 5 ポート腹腔鏡下胆嚢炎手術
中央区医師会学術集談会、2017 年10 月14 日、神戸市

□ 光岡　英世
ZES に伴う十二指腸潰瘍を契機に診断された膵頭部ガストリノーマに対して、原
発巣切除、
異時性多発肝転移、両側卵巣転移切除術を計3 回施行し6 年経過生存中の1 
例
第47 回京大外科関連施設癌研究会、2018 年1 月20 日、京都市

□ 古角　祐司郞
腹腔鏡下直腸癌手術における beyond TME
第4 回兵庫県内視鏡手術ビデオ検討会、2018 年2 月3 日、神戸市

□ 光岡　英世
ZES に伴う十二指腸潰瘍を契機に診断された膵頭部ガストリノーマに対して、原
発巣切除、異時性多発肝転移、両側卵巣転移切除術を計3 回施行し6 年経
過生存中の1 例
第5 回上方内分泌外科研究会、2018 年3 月9 日、大阪市

□ 錦織　英知
便失禁患者の2 例
大腸肛門機能障害研究　Round Table Discussion vol.3
2017 年9 月1 日、東京都

□ 錦織　英知
便失禁患者に対する診療および治療成績
第２回　神鋼記念病院　連携医と集う会、2017 年6 月15 日、神鋼記念病院

□ 錦織　英知
直腸癌に対する手術治療
第3 回兵庫県内視鏡手術ビデオ検討会、2017 年6 月3 日、神戸市

□ 錦織　英知
腹腔鏡下直腸癌手術〜肛門管近傍剥離操作〜
第28 回　兵庫大腸癌治療研究会、2017 年10 月27 日、神戸市

□ 錦織　英知
医療機器開発の実例　〜“WING DRAIN”経肛門ドレーン装置〜
平成29 年度　医療機器等開発・交流拠点創出事業 NEXT 医療機器等開発
支援セミナー、2017 年12 月12 日、千葉市


