
2018年度 光晴会病院 外科 学術活動 

 

１．論文 

長崎医学会雑誌 92(4) : 296-303, 2018 

乳頭腺管癌術後１１年９か月目に対側乳房に乳腺扁平上皮癌を発症した１例 

山田雅史 1)、岸川博紀 2)、岡田和也 2)、川上俊介 2)、進 誠也 2)、池辺 絢2)、

高原 耕 3) 

1)山田クリニック 

2)光晴会病院 外科 

3)日本赤十字社長崎原爆病院 病理 

 

長崎医学会雑誌 93(3) : 182-188, 2018 

長崎大学病院外科専門医育成センターにおける若手外科医師および所属関連施設に

対する鼠径ヘルニア手術（鼠径部切開法）に関するアンケート調査 

橋本慎太郎 1,2)、山根裕介 1,2)、池辺 絢 1,3)、井上裕介 1,3)、谷川和好 1,4)、

進 誠也 1,5)、江口 晋 1,3)、江石清行 1,4)、永安 武 1,2) 

1)長崎大学病院 外科専門医育成センター、2)同 腫瘍外科、 

3)同 移植・消化器外科、4)同 心臓血管外科、5)医療法人 光晴会病院 

 

２．学会 

【座長】 

2018/5/17 

長崎県大腸がん治療セミナー 長崎 

講演「分子標的薬による皮膚障害のマネジメント」 

岡田 和也 

光晴会病院 外科 

 

2018/9/8 

第 28回九州内視鏡下外科手術研究会 福岡 

一般演題 3「ヘルニア」 



進 誠也 

光晴会病院 外科 

 

2018/12/6 

第 31回日本内視鏡外科学会 福岡 

一般演題口演「鼠径ヘルニア 4」 

進 誠也 

光晴会病院 外科 

 

2019/2/2 

第 25回長崎内視鏡外科研究会 長崎 

特別講演 I 「内視鏡外科技術認定医合格の秘訣」 

進 誠也 

光晴会病院 外科 

 

2019/2/16 

第 13回九州ヘルニア研究会学術集会 福岡 

一般演題 2 「大腻・閉鎖・腹壁ヘルニア」 

進 誠也 

光晴会病院 外科 

 

2019/3/9 

第 5回ラパヘルエキスパートミーティング 品川 

第１部 【困難症例】 

進 誠也 

光晴会病院 外科 

 

 

【発表；上級演題】 

2018/6/29 



第 16回日本ヘルニア学会 札幌 

ビデオシンポジウム：鼠径部ヘルニアの困難症例に対する手術             

前立腺全摘術後かつ Bilayer法術後の再発直接鼠径ヘルニアに対する膨潤 TAPP 

進 誠也、池辺 絢、川上俊介、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2018/11/22 

第 80回日本臨床外科学会総会 東京 

ビデオワークショップ：多再発鼠径部ヘルニアに対する治療方策                     

多様な再発鼠径ヘルニアに対する膨潤手技併用腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 

進 誠也、峯 由華、甲 拡子、田中史朗、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2018/12/6 

第 31回日本内視鏡外科学会 福岡 

パネルディスカッション：腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の工夫                                      

安全・確実な膨潤手技併用腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術：膨潤 TAPP 

進 誠也、峯 由華、甲 拡子、田中史朗、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2019/2/16 

第 13回九州ヘルニア研究会学術集会 福岡 

テーマシンポジウム 「再発・合併症ゼロへの工夫と取り組み」 

再発ゼロを目指した膨潤手技併用腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術：膨潤TAPP 

進 誠也、峯 由華、甲 拡子、田中史朗、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

【発表；一般演題】 

2018/4/5 

第 118回日本外科学会定期学術集会 



ポスターセッション (55) 「ヘルニア -鼠径ヘルニア- 2」 

膨潤手技併用腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術：当院の手技と成績 

進 誠也、池辺 絢、川上俊介、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2018/6/29 

第 16回日本ヘルニア学会 札幌 

一般演題（ポスター） 

腹腔内に逸脱した Plugによる腹腔内出血を伴った再発性鼠径ヘルニアの 1例 

池辺 絢、進 誠也、川上俊介、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2018/7/11 

第78回日本消化器外科学会総会 鹿児島 

デジタルポスター310：腹膜・後腹膜：ヘルニア（他）1 

鼠径ヘルニア手術における若手外科医の現状 

池辺 絢1、進 誠也1、川上俊介1、岡田和也1、岸川博紀1、江口 晋2 

1 光晴会病院 外科 

2 長崎大学大学院 移植・消化器外科 

 

2018/7/11 

第78回日本消化器外科学会総会 鹿児島 

デジタルポスター304：腹膜・後腹膜：ヘルニア（鏡視下）1 

当院における膨潤手技併用腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術:詳細な手術手技 

進 誠也、池辺 絢、川上俊介、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2018/7/28 

第 16回長崎肛門疾患懇談会 長崎 

一般演題 



Ⅱ型痔瘻に対する肛門上皮・括約筋温存術 

岡田和也1、峯 由華1、甲 拡子1、田中史朗1、進 誠也1、岸川博紀1、長田康彦2 

1 光晴会病院 外科 

2 ながた大腸肛門クリニック 

 

2018/9/1 

第 44回長崎 DOCCフォーラム 長崎 

一般演題 

切除不能・進行胃がんに対する当院での化学療法の現況 

田中史朗、岡田和也、峯 由華、甲 拡子、進 誠也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2018/11/9 

第 73回日本大腸肛門病学会学術集会 東京 

一般演題（ポスター） 

症例に応じたⅡ型痔瘻に対する括約筋温存術 

岡田和也1、峯 由華1、甲 拡子1、田中史朗1、進 誠也1、岸川博紀1、長田康彦2 

1 光晴会病院 外科 

2 ながた大腸肛門クリニック 

 

2018/11/24 

第80回日本臨床外科学会総会 東京 

一般演題（口演） 

当院関連施設の前方到達法による鼠経ヘルニア手術の現状と手技習得に

関するアンケート調査 

橋本 慎太郎 1,2, 山根 裕介 1,2, 池辺 絢 1,3, 井上 悠介 1,3, 谷川 和好 1,4, 進 誠也

5, 江口 晋 1,3, 江石 清 1, 永安 武 

1.長崎大学病院 外科専門医育成ハブセンター, 2.長崎大学病院 腫瘍外科, 3.長崎

大学病院 移植・消化器外科, 4.長崎大学病院 心臓血管外科, 5.医療法人光晴会病

院 



 

2019/2/2 

第 25回長崎内視鏡外科研究会 長崎 

【一般演題】 「内視鏡外科手術に関する発表」 

腹腔鏡下胆嚢摘出術の難易度についての検討 

甲 拡子、進 誠也、峯 由華、田中史朗、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2019/2/16 

第 13回九州ヘルニア研究会学術集会 福岡 

ランチョン一般演題 1 「鼠径ヘルニア・合併症」 

片側鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア術後に短期間で対側鼠径ヘルニア

を発症した3例の検討 

峯 由華、進 誠也、甲 拡子、田中史朗、岡田和也、岸川博紀 

光晴会病院 外科 

 

2019/2/23 

第6回沖縄ヘルニア研究会 

前立腺全摘術後鼠径ヘルニアに対する膨潤手技併用腹腔鏡下修復術 

進 誠也 

光晴会病院 外科 

 

【講演】 

2018/5/18  

第 7回腹腔鏡下ヘルニアセミナー京都府立医科大学 京都 

膨潤手技併用 TAPPによる術認定取得経験 

進 誠也 

光晴会病院 内視鏡外科部長 

 

2018/10/13 



2018鳥取大学ヘルニアセミナー 鳥取（米子） 

「私の膨潤手技併用腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術」 – 膨潤 TAPP - 

進 誠也 

光晴会病院 内視鏡外科部長 

 

 

【その他】 

 


