
研究課題名 腹腔鏡下直腸癌切除における技術認定医手術参加の有用性に関する検討 

研究の意義・目的 日本内視鏡外科学会において、内視鏡外科技術認定医制度が制定され、技術基準及び後進を指導

するに足る所定の基準を満たした者の技術を認定しています。直腸癌手術において、この技術認

定制度の有用性については、明らかにされておりません。そこで、腹腔鏡下大腸切除における内視

鏡外科技術認定医が手術に参加することの短期及び長期の成績に与える影響を検討する事を目的

としています。 

研究を行う 

期間 

倫理委員会承認後～ 2021 年 6月 30 日 

研究協力をお願いしたい

方(対象者） 

2014 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日までの 3 年間にステージⅡ－Ⅲの直腸癌に対し

て、大阪市立大学医学部附属病院消化器外科で手術を受けていただいた患者様が研究の対象とな

ります。 

協力をお願いしたい内容

と研究に使わせていただ

く試料・情報等の項目 

診療の過程で得られた下記項目を本研究に使用させてください。 

診療情報等：年齢、性別、BMI、ASA、術前の腸閉塞の有無について、腫瘍の場所、 

初診時ステージ、T因子、N 因子、術前治療（なし/NAC/CRT） 

術者及び助手の認定取得の有無、術式、下腸間膜動脈の高位結紮、側方領域リンパ節郭清、横行結

腸脾弯曲部の授動、腸管の吻合方法について、 

一時的人工肛門造設の有無、他臓器の合併切除の有無、手術日、手術時間、出血量、術中合併症、

開腹手術への移行、術後の全合併症、退院日、病理検査結果（腫瘍最大径、組織型、病理学的ステ

ージ、T 因子、N 因子、Ly 因子、V 因子）、癌遺残度、リンパ節採取個数、術後補助化学療法の有

無・内容、転機（生存・死亡）、最終生存確認日、再発が確認された日、再発している場合にはそ

の再発形式 

試料・情報の他機関への 

提供 

特定の個人を識別できない形で、共同研究機関である北海道大学消化器外科 I 講座に頂いた情報を

提供します。     

この研究を行っている共

同研究機関 

旭川医科大学消化管外科 角 泰雄 谷 誓良 庄中達也  

石川県立中央病院 消化器外科 伴登宏行  山本大輔    

岩手医科大学 外科 大塚幸喜 木村聡元 松尾鉄平  

大分大学消化器・小児外科 猪股雅史 赤木智徳   

大阪医科大学 一般・消化器外科 奥田準二 田中 慶太朗   

大阪市立大学大学院医学研究科 消化器外科学 永原央 井関 康仁   

大阪大学医学部附属病院 水島恒和 植村 守   

岡山大学消化器外科学 藤原 俊義 寺石文則   

鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科 盛 真一郎 喜多 芳昭   

川崎市立多摩病院 消化器一般外科 四万村 司 四万村 司   

がん・感染症センター 都立駒込病院 大腸外科 中野大輔 高雄美里 夏目壮一郎 
小野智之 

中守咲子 

がん研究会有明病院 消化器センター 大腸外科 福長洋介 山口智弘   

北里研究所病院・外科 石井良幸 落合大樹   

北里大学 下部消化管外科 内藤 剛 古城 憲   

北里大学メディカルセンター外科 内藤 正規 千野慎一郎 丸山正裕  

京都大学消化管外科  肥田侯矢 鎌田泰之   

久留米大学外科学講座 藤田 文彦 溝部智亮 吉田武史 
合志健一 

大地貴史 

群馬大学 消化管外科 佐伯浩司 小川博臣   



県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科 三口真司 三口真司   

高知医療センター 稲田涼 稲田涼   

高知大学医学部附属病院 小林 道也 岡本 健   

神戸大学大学院 食道胃腸外科・低侵襲外科 掛地 吉弘 松田 武   

国立がん研究センター東病院 大腸外科 伊藤雅昭 池田公治   

国立病院機構 長崎医療センター 外科 竹下 浩明 平山昂仙   

埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科 山口茂樹 平能康充   

彩の国東大宮メディカルセンター外科 小島成浩 小島成浩   

札幌厚生病院 外科 髙橋周作 舩越徹   

JR札幌病院 鶴間哲弘 鶴間哲弘   

JCHO大阪病院 井出 義人 大澤日出樹   

自治医科大学 消化器外科一般移植外科 堀江久永 堀江久永   

島根県立中央病院 消化器外科 金澤旭宣 金澤旭宣   

順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器・一般外科 永仮邦彦 嵩原一裕   

昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科 田中邦哉 梅本岳宏   

昭和大学横浜市北部病院消化器センター 石田 文生 澤田 成彦   

市立池田病院 宗方 幸二 太田 博文 池嶋 透  

聖マリアンナ医科大学東横病院  

消化器病センター 消化器・一般外科 
古畑智久 佐々木貴浩 野田顕義 小野龍宜 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院  

消化器・一般外科 
國場幸均 大島隆一   

総合南東北病院 外舘 幸敏 外舘 幸敏   

東京歯科大学市川総合病院外科 長谷川 博俊 浅原 史卓   

東京女子医科大学 消化器病センター  

外科・内視鏡科 
山本雅一 井上雄志   

東北大学大学院 外科病態学 消化器外科学分野 大沼 忍 唐澤秀明   

同友会 藤沢湘南台病院 外科 五代天偉 五代天偉   

栃木県立がんセンター大腸骨盤外科 小澤 平太 小澤 平太   

鳥取大学医学部器官制御外科学講座 

病態制御外科学分野 
山本学 山本学   

長野市民病院外科 高田学 高田学   

名古屋大学 腫瘍外科 上原圭介 相場利貞 小倉淳司  

新潟県立がんセンター新潟病院 丸山聡 丸山聡   

兵庫県立がんセンター消化器外科 古谷晃伸 古谷晃伸   

弘前大学医学部附属病院 消化器外科 三浦 卓也 三浦 卓也   

広島市立安佐市民病院 外科  下村学 安達智洋   

福井県済生会病院外科 宗本義則 斎藤健一郎   

福岡大学消化器外科 愛洲尚哉 愛洲尚哉   

福山市民病院 黒瀬洋平 黒瀬洋平   

北海道大学消化器外科Ⅰ 武冨紹信 本間重紀 市川伸樹 今泉健 

三重大学医学部消化管小児外科 問山裕二 廣純一郎   

山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学  永野 浩昭 鈴木 伸明   

mailto:osawa-hideki@osaka.jcho.go.jp


 

横須賀共済病院 外科 舛井秀宣 諏訪宏和 渡邉純  

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病

センター外科 
渡邉純 諏訪 雄亮   

横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学 石部敦士 小澤真由美   

横浜市立大学附属病院 消化器・一般外科 利野 靖 沼田正勝   

横浜新緑総合病院 消化器センター 外科・消化器科  齊藤修治  齊藤修治    

琉球大学消化器腫瘍外科 高槻光寿 金城達也   
 

試料・情報を管理する責

任者 

【研究責任者】 

大阪市立大学大学院医学研究科 消化器外科学 

講師 永原 央 

【代表研究機関】 

北海道大学 消化器外科教室Ⅰ 教授 武冨紹信 

北海道札幌市北区北 15条西 7丁目 北海道大学消化器外科 I 

Tel：011-706-5927、Fax:011-717-7515 

本研究の 

利益相反 

利益相反の状況については大阪市立大学利益相反マネジメント委員会に報告し、その指示を受け

て適切に管理します。 

本研究に関連し開示すべき利益相反関係にある企業等はありません。 

連絡先 大阪市立大学大学院医学研究科 消化器外科学 

（担当者氏名）井関 康仁 

電話番号：（06）6645―3838(大阪市立大学大学院 消化器外科医局) 

メールアドレス：m2074067＠med.osaka-cu.ac.jp 


