第47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。
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電話 06-6344-4888
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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）
司会 ： 大阪警察病院 消化器外科

大塚 正久 先生

基本手技向上のための 「鼠径ヘルニア手術」
八尾市立病院 外科 吉岡 慎一 先生
【概要】
鼠経ヘルニアは外科領域においては「Common disease」の一つであり、
手術でないと治せない疾患の一つであり、鼠径ヘルニア手術は虫垂炎、痔核
の手術と並んで外科医にとって基本の手術である。鼠径ヘルニアの手術は解
剖学的なバリエーションが少ないことがその理由の一つと思われ、手術を行う
上で基本的な考え方を身につけ、手技の習得、上達には有用である。しかしな
がら簡単な手術という訳ではなく、未熟な手技では再発を来してしまうため、注
意が必要である。
鼠経ヘルニアの手術に対しては、鼠径部切開法によるアプローチを行う、メッ
シュを用いたテンションフリー法が多くされている。また、昨今においては視認
性の良さ、解剖知識の共有や他の腹腔鏡手術への応用などの点から、腹腔
鏡を用いた鼠経ヘルニア根治術であるラパヘル（TAPP法、TEPP法）を施行
する施設が増えてきている。

ラパヘルは助手のない完全なSolo Surgeryであり、自己の技術がある程
度上達しなければ上手くいかない反面、この手技を習得することにより腹腔鏡
手技の向上につながる。また、ラパヘルで得られたテクニックは胃癌や大腸癌
の腹腔鏡腹腔鏡手術にも応用できるという点でも有用であると思われる。
今回のセミナーでは、まず鼠径部の解剖を理解し、従来されていた鼠径部切
開法を踏まえ、腹腔鏡下鼠経ヘルニア根治術（TAPP法）の基本操作の確認、
操作のコツと応用について概説する。

２. ビデオコンテスト （20:00～21:30）

司会：
大阪大学
消化器外科 高橋 秀和 先生
講評： 【ラパ胆部門】
大阪府立急性期・総合医療センター 消化器外科 友國 晃 先生
【ヘルニアに対する腹腔鏡下手術部門】
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 消化器外科 西村 潤一 先生
審査員：
【ラパ胆部門】
市立伊丹病院 消化器外科 村上 昌裕 先生、大阪府立急性期・総合医療センター 消化器外科 友國 晃 先生
大阪大学 消化器外科 富丸 慶人 先生、関西ろうさい病院 肝・胆・膵外科 桂 宜輝 先生、大阪医療センター 外科 酒井 健司 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 高橋 秀和 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＞宮崎 秀高 先生＜4年目＞伊藤 一真 先生、久保 孝介 先生

大阪急性期・総合医療センター

＜5年目＞平野 昌孝先生＜4年目＞宋 修宇先生、松本 紗矢香 先生

市立東大阪医療センター

＜4年目＞吉田 将真 先生＜3年目＞田口 大輔 先生、福島 菖子 先生

関西ろうさい病院

＜4年目＞臼井 健 先生、春名 健伍 先生＜3年目＞阪上 将基 先生

八尾市立病院

＜6年目＞指月 海地 先生＜4年目＞永野 慎之介 先生、室谷 昌俊 先生

市立池田病院

＜5年目＞江口 聡 先生

JCHO大阪病院

＜8年目＞米田 和弘 先生＜5年目＞佐藤 広陸 先生＜4年目＞吉田 眞之 先生

近大奈良病院

＜4年目＞辻本 智之 先生

大阪医療センター

＜6年目＞植田 隆太 先生＜5年目＞瀨戸 寛人 先生、楠 誓子 先生＜4年目＞坂野 悠 先生

大阪警察病院

＜4年目＞乾 元晴 先生、銭谷 成剛 先生＜3年目＞樋口 智 先生

堺市立総合医療センター

＜6年目＞小山 啓介 先生＜5年目＞泉谷 祐甫 先生

大阪労災病院

＜4年目＞井上 卓哉 先生、加藤 一哉 先生＜3年目＞水元 理恵 先生

市立伊丹病院

＜4年目＞林 理絵 先生

箕面市立病院

＜4年目＞高橋 健太 先生

市立豊中病院

＜6年目＞江崎さゆり先生

②ヘルニアに対する腹腔鏡下手術部門
県立西宮病院

＜4年目＞河井 邦彦 先生

関西ろうさい病院

＜4年目＞大谷 雅樹 先生

市立吹田市民病院

＜5年目＞中上 勝一朗 先生 ＜3年目＞鎌倉 悠宇 先生

堺市立総合医療センター

＜4年目＞大崎 真央 先生

市立豊中病院
りんくう総合医療センター
市立東大阪医療センター

＜3年目＞田口 司 先生
＜4年目＞的羽 大二郎 先生
＜4年目＞関口 奈緒子 先生

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＞今村 宏輝 先生

八尾市立病院

＜6年目＞米田 直樹 先生

関西ろうさい病院
大阪急性期・総合医療センター
大阪医療センター

＜5年目＞橋本 雅弘 先生＜3年目＞草深 弘志 先生
＜7年目＞横野 良典 先生＜6年目＞中井 慈人 先生
＜5年目＞宮﨑 葉月 先生＜4年目＞宮原 智 先生

市立豊中病院

＜6年目＞藤本 直斗 先生＜5年目＞藤川 馨 先生

◎閉会の挨拶 大阪大学 消化器外科 教授 江口 英利 先生

【交通アクセス】

ブリーゼプラザ ７F 小ホール
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー７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。

