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SILS™ Portを用いた3孔式腹腔鏡下直腸低位前方切除術の1例 岡田憲幸 第23回日本内視鏡外科学会総会 2010/10/20 横浜

当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検188症例の検討 岡田憲幸 第19回日本乳癌学会学術総会 2011/9/3 仙台

単孔で始める腹腔鏡下結腸切除 ―reduced port surgeryに向けて新しいE・Zアクセ
ス100mm径の有用性―

岡田憲幸 第74回日本臨床外科学会総会 2012/11/28 東京

CT構築血管３D像をリンパ郭清に活用し、EZアクセスF1010を使用した単孔式およびreduced port 結腸切除術 岡田憲幸 第25回日本内視鏡外科学会総会 2012/12/8 横浜

成人生体肝移植における予後規定因子としての術前腎機能および術後腎不全の原因と対処 尾池文隆 第65回日本消化器外科学会総会 2010/7/16 山口

S状結腸軸捻転をおこした強皮症の１例 尾池文隆 第72回日本臨床外科学会総会 2010/11/21 横浜

後区域門脈が左門脈から分岐（前区域と「後区域
＋左門脈」の2分岐）している珍しい肝血管解剖
の症例

尾池文隆 第23回肝胆膵外科学会 2011/6/8 東京

生体ﾄﾞﾅｰからの部分肝移植における術中の門脈圧調節の意義 堀　智英 第67回日本消化器外科学会 2012/7/20 富山

気腹を行わない左側臥位腹腔鏡補助下肝S7部分切除・後区域切除術 木口　剛造 第112回日本外科学会総会 2012/4/12 千葉

A  Case of Laparoscopic Total Gastrectomy for A 12-cm-diameter Giant Malignant Gastric GIST Gozo Kiguchi 20th International Congress of the EAES 2012/6/21 Brussel (belgium)

腹腔鏡下胃切除術における屈折視を利用した左内側アプローチによるNo.6リンパ節郭清の工夫 木口剛造 第67回日本消化器外科学会総会 2012/7/8 富山

膵体尾部癌に対するD2リンパ節郭清を伴う腹腔鏡下膵体尾部切除術＋左副腎合併切除におけるアプローチの工夫 木口剛造 第4回膵臓内視鏡外科研究会 2012/11/28 東京

膵体尾部癌に対するD2リンパ節郭清を伴う腹腔鏡下膵体尾部切除術＋左副腎合併切除における視野展開の工夫 木口剛造 第74回日本臨床外科学会 2012/11/29 東京

若手による腹腔鏡下幽門側胃切除術 中内雅也 第25回近畿内視鏡外科研究会 2012/9/29 京都

ESD後追加切除によりリンパ節転移を認めた胃カルチノイドの一例 中内雅也 第10回日本消化器外科学会大会 2012/10/13 神戸
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複雑性急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術の検討 中内雅也 第74回日本臨床外科学会総会 2012/11/30 東京

Budd-Chiari症候群に対するABO不適合型生体肝移植の１症例 軍司大悟 第67回日本消化器外科学会総会 2012/7/18 富山

後腹膜原発Paragangliomaの1例 軍司大悟 第74回日本臨床外科学会総会 2012/11/29 東京

DPC導入急性期病院でNSTが果たすべき役割 光吉　明 第26回日本静脈栄養学会総会 2010/2/25 名古屋

低出力CUSA（超音波吸引装置）による直腸癌側方郭清 光吉　明 第110回日本外科学会総会 2010/4/9 名古屋

DPC導入病院でNSTとICTが果たすべき役割（Role of NST/ICT for management of postoperative complications and
hospital efficiency）

光吉　明 第23回 日本外科感染症学会総会 2010/11/19 東京

「新ＮＳＴ加算」導入後のＮＳＴ活動－中小規模の急性期病院はどう対応すればよいのか－ 光吉　明 第72回 日本臨床外科学会総会 2010/11/21 横浜

下大静脈に浸潤した肝内胆管癌に対する拡大肝右葉切除・下大静脈合併切除グラフト再建術 光吉　明 第22回肝胆膵外科学会総会  2010/5/26 仙台

術前点墨後に黒染されたリンパ節の臨床的意義の検討 瀬尾 智 第72回日本臨床外科学会総会 2010/11/22 横浜

胃癌・大腸癌の深達度診断における体外式超音波の有用性 瀬尾 智 第110回日本外科学会総会 2010/4/10 名古屋

急性胆嚢炎を機に判明した胆嚢悪性黒色腫の1例 馬場園　豊 第22回日本肝胆膵外科学会 2010/5/28 仙台

緩徐な経過を辿った非閉塞性腸間膜動脈梗塞症の1例 馬場園　豊 第72回日本臨床外科学会総会 2010/11/22 横浜

covering stomaにおけるileostomyとcolostomyの比較・検討 濱口雄平 第65回日本消化器外科学会総会 2010/7/15 山口

当院での循環器疾患患者における「急性胆嚢炎」症例の検討 濱口雄平 第110回日本外科学会定期学術集会  2010/4/9 名古屋

肝細胞癌破裂の２例 濱口雄平 第22回日本肝胆膵外科学会･学術集会  2010/5/26 仙台

当院における腹腔鏡下左側大腸癌手術での#253郭清の工夫 濱口雄平 第72回日本臨床外科学会総会 201011/23 横浜
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プロテインC欠損症による上下腸間膜静脈血栓症の１手術例 有光竜樹 第72回日本臨床外科学会総会 2010/11/21 横浜
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SILS™ Portを用いた3孔式腹腔鏡下直腸低位前方切除術の1例 岡田憲幸 第14回兵庫大腸癌治療研究会 2010/6/11 神戸

消化器外科　最近の治療 岡田憲幸 三菱京都病院 心臓友の会 平成23年度総会 2011/5/15 京都

stageⅣ結腸癌に対する単孔式 腹腔鏡下回盲部切除の1例 岡田憲幸 第13回乙訓消化器手術症例懇話会 2011/6/11 京都

当院における消化器外科治療の現況と癌の地域連携クリティカルパスについて 岡田憲幸 第21回三菱京都病院-右京区 連携の会 2011/7/16 京都

当院における消化器外科治療の現況と癌の地域連携クリティカルパスについて 岡田憲幸 第9回循環器実地医家連携の会 2011/9/10 京都

当院における消化器外科治療の現況と癌の地域連携クリティカルパスについて 岡田憲幸 京都西部地区病診連携講演会 2011/10/8 京都

大腸穿孔による糞便性腹膜炎9例の治療成績 岡田憲幸 第14回近畿外科病態研究会 2011/10/15 大阪

胃癌、大腸癌の腹腔鏡手術 岡田憲幸 平成23年度西京医師会検診事業検討会 2012/2/26 京都

再発ソケイ、大腿ヘルニアの治療 -腹腔鏡下ヘルニア修復術TAPPの有用性- 岡田憲幸 第16回乙訓消化器手術症例懇話会 2012/10/20 京都

再発ソケイ、大腿ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術TAPPの有用性 岡田憲幸 第5回西京区消化器勉強会 2012/11/10 京都

生体肝移植における抗体関連型拒絶反応の克服 尾池文隆 第1回Liver Transplant Frontier 2010/2/20 東京

当院における腹腔鏡下手術の現況 尾池文隆 乙訓消化器症例検討会 2010/6/26 京都

3 / 5 ページ



転移性痔瘻癌と思われる１例 尾池文隆 南西症例検討会 2010/11/5 京都

腹腔鏡下胃切除術における屈折視を利用した左内側アプローチによるNo.6得リンパ節郭清の工夫 木口剛造 第14回京都臨床外科ｾﾐﾅｰ 2012/4/28 京都

若手外科医の立場から見た腹腔鏡下手術のメリットと目指すべき方向性 木口剛造 第15回乙訓消化器手術症例懇話会 2012/6/16 京都

H17年卒によるLDGの手術手技〜LN.6郭清と膵上縁のD2郭清〜 木口剛造 第1回京奈滋若手外科医の会 2012/9/2 京都

腹腔鏡補助下直腸超低位前方切除術におけるcamera angleと視野展開の工夫〜bird’s-eye viewからの骨盤内深部操作のメリット木口剛造 第25回近畿内視鏡外科研究会 2012/9/29 京都

肝門部胆管癌に対する左3区域切除術 中内雅也 平成24年第10回京大肝臓外科ｾﾐﾅｰ 2012/9/8 京都

小腸T細胞性リンパ腫の一例 中内雅也 第38回南西症例検討会 2012/11/9 京都

腹臥位法による鏡視下食道切除術の一例 中内雅也 西京区医師会症例検討会 2012/11/10 京都

CTガイド下肺生検施行中に空気塞栓が原因で発症した急性心筋梗塞の一例 軍司大悟 第113回日本循環器学会近畿地方会 2012/6/16 大坂

腹腔鏡下で見たMesh Plug法後の再発鼠径ヘルニアの検討 軍司大悟 第25回近畿内視鏡外科研究会 2012/9/29 京都

上腸間膜動脈原発のParagangliomaの一例 軍司大悟 第42回三菱病院学会 2012/10/20 京都

単孔式右半結腸切除術を施行した臍転移を伴う大腸癌の一例 軍司大悟 第192回近畿外科学会 2012/11/24 大坂

当院における再発鼠径ヘルニアの再発形式とその検討-TAPPの有用性- 軍司大悟 第7回京都大学外科冬季研究会 2012/12/23 京都

肝胆膵領域における最新の外科治療　 光吉　明 第1回乙訓若手消化器の会 2010/6/26 京都

当科治療の現状報告　 光吉　明 第3回西京区消化器勉強会 2010/7/11 京都

手術前後、うまくいった化学療法、いかなかった化学療法 瀬尾　智 第5回 京都西部消化器研究会 2010/4/13 京都
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当科における癌深達度診断の現状 瀬尾　智 第3回西京区消化器勉強会 2010/6/12 京都

当院における腹腔鏡（補助）下肝切除術の現況 瀬尾　智 第6回京大関係病院肝臓外科ｾﾐﾅｰ 2010/7/31 京都

当院における腹腔鏡（補助）下肝切除術の現況 瀬尾　智 第12回乙訓消化器手術症例懇話会 2010/10/23 京都

下行結腸癌の1例 馬場園　豊 平成21年度西京医師会検診総会 2010/2/28 京都

当院における周術期栄養管理　－重症膵炎・膵嚢胞破裂症例の検討－ 濱口雄平 第1回京都病態別栄養症例検討会 2010/5/22 京都

当科における腹腔鏡下直腸前方切除の現況　―＃253郭清を中心に―
濱口雄平 第10回関西若手外科ﾌｫｰﾗﾑ 2010/6/5

大阪

上行結腸癌術後肝転移の1例 濱口雄平 第3回西京区消化器勉強会 2010/6/12 京都

胆嚢低形成症の1例 濱口雄平 南西症例検討会 2010/8/6 京都

プロテインC欠損症による上下腸間膜静脈血栓症の１手術例 有光竜樹 南西症例検討会 2010/4/16 京都

プロテインC欠損症による上下腸間膜静脈血栓症の１手術例 有光竜樹 近畿外科病態研究会 2010/11/13 京都
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