第44回
専門医を目指す消化器外科セミナー
消化器外科医を目指す専攻医、初期研修医の先生方を対象として消化
器外科の基本を学んで頂くことを目的としたセミナーを行います。異なる施
設で研修する同世代の外科医との交流や情報交換の場として活用して下
さい。

日時

2019年11月29日（金）19:30～21:30

会場

ブリーゼプラザ 8F 803・804
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー8階（フロント）
電話 06-6344-4888

会費
事務局：

￥５００－
大阪府吹田市山田丘２－２
大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 消化器外科
０６－６８７９－３２５１

共催：専門医を目指す消化器外科セミナー
コヴィディエンジャパン株式会社

プログラム
製品紹介（19:20～19:30）

コヴィディエンジャパン株式会社

◎開会の挨拶 大阪大学 消化器外科 教授 土岐 祐一郎 先生

1.講義（19:30～20:00）

『腹腔鏡下胆嚢摘出術について』

司会：大阪大学 消化器外科

岩上 佳史 先生

市立伊丹病院 外科 村上 昌裕 先生

【概要】
腹腔鏡下胆嚢摘出術は、腹部外科領域で最も多く施行されている術式の一つであり、主
に胆嚢結石症や胆嚢ポリープ、急性胆嚢炎などの胆嚢良性疾患に対して適応される。本術
式は外科レジデントが初めて執刀する腹腔鏡下手術の一つであり、新専門医制度における「
日本消化器外科専門医」取得にも必須の術式である。一般に「安全な手術」と思われている
が、併存する炎症・癒着の程度や脈管の解剖学的変異によって、手術難易度が著しく変化
する。また、その手術適応や治療方針、手術方法は施設や術者によっても異なる。
その合併症として、重篤な胆道損傷のほか、出血や他臓器損傷が挙げられ、2018年9月
には日本医療安全調査機構による「医療事故の再発防止に向けた提言」で、腹腔鏡下胆
嚢摘出術に係る死亡事例も検討されていることから、細心の注意が必要である。
本講義では、当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術手技をポイント解説し、実際のビ
デオを供覧する。さらに昨年に「急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2018」が改訂となり、
TG18の新基準が掲載された。その中で急性胆嚢炎に対しては、従来の「重症度判定」に新
たに「手術危険因子」を加えた検討が必要となるが、基本的には耐術可能であれば、早期
の腹腔鏡下胆嚢摘出術が推奨されており、これに準拠した当院の成績も含めて解説する。

２. ビデオコンテスト （20:00～21:30）

司会：
大阪大学
講評： 【ラパ胆部門】
堺市立総合医療センター
【ヘルニアに対する腹腔鏡下手術部門】
八尾市立病院
【右側結腸癌に対する腹腔鏡下手術部門】 大阪国際がんセンター

消化器外科
肝胆膵外科
消化器外科
消化器外科

植村
中平
吉岡
西村

守 先生
伸 先生
慎一 先生
潤一 先生

審査員：
【ラパ胆部門】
堺市立総合医療センター 肝胆膵外科 中平 伸 先生 大阪大学 消化器外科 野田 剛広 先生、富丸 慶人 先生
関西ろうさい病院 消化器外科 桂 宜輝 先生 八尾市立病院 消化器外科 橋本 安司 先生 大阪警察病院 古川 健太 先生
【ヘルニアに対する腹腔鏡下手術部門】
八尾市立病院 消化器外科 吉岡 慎一 先生 大阪労災病院 消化器外科 若杉 正樹 先生
【右側結腸癌に対する腹腔鏡下手術部門】
大阪国際がんセンター 西村 潤一 先生 大阪大学 消化器外科 植村 守 先生

ノミネート頂いた先生方（順不同）
①ラパ胆部門
県立西宮病院

＜5年目＞瀧口 暢生 先生＜3年目＞伊藤 一真 先生

大阪急性期・総合医療センター

＜5年目＞池永 直樹 先生、杉本 智樹 先生、住本 知子 先生、南 壮一郎 先生
＜4年目＞中野 祐輔 先生

市立東大阪医療センター

＜5年目＞知念 良直 先生＜4年目＞堺 貴彬 先生、佐藤 豪 先生＜3年目＞關口 奈緒子 先生

関西ろうさい病院

＜4年目＞今田 絢子 先生、高瀬 洪生 先生＜3年目＞臼井 健 先生、橋本 雅弘 先生

守口敬仁会病院

＜4年目＞横内 隆 先生

八尾市立病院

＜5年目＞指月 海地 先生、米田 直樹 先生＜3年目＞室谷 昌俊 先生

市立池田病院

＜5年目＞和田 遼平 先生＜4年目＞北國 大樹 先生

JCHO大阪病院

＜7年目＞米田 和弘 先生＜5年目＞高山 慶太 先生＜4年目＞原 修一郎 先生

近大奈良病院

＜3年目＞辻本 智之 先生

大阪医療センター

＜4年目＞楠 誓子 先生、瀬戸 寛人 先生、＜3年目＞宮原 智 先生

大阪警察病院

＜5年目＞門 威志 先生＜3年目＞乾 元晴 先生、銭谷 成剛 先生

大阪労災病院

＜6年目＞日村 帆志 先生＜5年目＞栗正 誠也 先生＜4年目＞長谷川 誠 先生
＜3年目＞晃野 秀梧 先生
＜5年目＞御厨 幸治 先生＜4年目＞岡本 啓志 先生＜3年目＞井上 卓哉 先生

市立伊丹病院

＜3年目＞林 理絵 先生

箕面市立病院

＜3年目＞高橋 健太 先生

堺市立総合医療センター

②ヘルニアに対する腹腔鏡下手術部門
兵庫県立西宮病院

＜4年目＞植田 大樹 先生、宮﨑 秀高 先生

八尾市立病院
大阪警察病院

＜5年目＞今村 宏輝 先生
＜5年目＞玉岡 滉平 先生

堺市立総合医療センター

＜5年目＞小山 啓介 先生

市立豊中病院

＜5年目＞江崎 さゆり 先生、藤本 直斗 先生、吉岡 亮 先生＜4年目＞大嶋 恭輔 先生
＜4年目＞中上 勝一朗 先生

りんくう総合医療センター

③右側結腸癌に対する腹腔鏡下手術部門
大阪国際がんセンター

＜6年目＞阿部 智喜 先生

兵庫県立西宮病院

＜5年目＞中井 慈人 先生

関西ろうさい病院
守口敬仁会病院

＜5年目＞遠矢 圭介 先生、湯川 芳郎 先生
＜5年目＞渡辺 創太 先生

大阪医療センター

＜5年目＞加藤 伸弥 先生＜4年目＞宮﨑 葉月 先生

堺市立総合医療センター

＜4年目＞加藤 一哉 先生

市立豊中病院

＜5年目＞張野 誉史 先生

◎閉会の挨拶 大阪大学 消化器外科 准教授 江口 英利 先生

【交通アクセス】
ブリーゼプラザ ８F 803・804
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー8階

TEL06-6344-4888
JR大阪駅からお越しの場合（徒歩約5分地上ルート）
JR大阪駅桜橋口改札を出て、右側へ。横断歩道を渡り、旧大阪中央郵便局を左折して直進してください。次の交差
点を右折、1つ目の信号を左折し（角に大阪モード学園があります）、ハービスENTとハービスOSAKAの間を
抜けた正面がブリーゼタワーです。
エスカレーターもしくは、タワーダイニング用のエレベーター（奥のエレベーター）をご利用ください

＊お車でお越しの先生はブリ－ゼ プラザ地下駐車場をご利用下さい。

