
タイトル 執筆者 掲載雑誌
Ⅴ.術後合併症とその管理　4.消化器系　排便障害
（低位前方切除後症候群）

山田
他1名

「消化器外科」
2020年4月　43巻5号868-870頁

代表的な癌検診　大腸癌検診(便潜血検査、大腸
内視鏡検査)

野崎 「medicina」
2020年5月　57巻6号964-970頁

総説I　本邦におけるPagetoid spreadを伴う肛門管癌の
治療成績

佐伯
他6名

「日本大腸肛門病学会雑誌」
2020年6月　73巻6号227-236頁

Ⅷ.消化管神経内分泌腫瘍
消化管神経内分泌腫瘍の治療　外科治療

山田
他2名

「日本臨牀」
2020年9月　78巻増刊号4号791-797頁

症例　腹膜播種を伴った骨形成直腸癌の1例 鈴木
他4名

「日本臨床外科学会雑誌」
2020年10月　81巻10号2088-2092頁

Diffuse large B-cell lymphoma originating from the
rectum and diagnosed after rectal perforation during the
treatment of ulcerative colitis: a case report

鈴木
他6名

「BMC Surgery」
2021年1月　21巻50号1-5頁

タイトル 執筆者 掲載雑誌
Long-term results of intersphincteric resection for low
rectal cancer in Japan

山田
他15名

「Surgery Today」
平成31年4月 49巻4号275-285頁

特集　肛門を極める
総論　直腸癌術後の肛門機能

山田
他11名

「臨床外科」
令和元年6月 74巻6号686-690頁

特集　これだけは押さえたい！大腸癌取扱い規約・
治療ガイドライン改訂のポイント
大腸癌取扱い規約第9版　肛門管癌
腺癌と扁平上皮癌の治療戦略の違いと， 規約第8版と
規約第9版（TNM分類第8版）の相違

山田
他11名

「臨床外科」
令和元年8月 74巻8号934-938頁

巻頭言　これからのわが国の大腸がん検診への期待 野崎 「日本消化器がん検診学会雑誌」
令和元年9月 57巻5号655頁

症例　日本住血吸虫卵を認めた直腸癌の1例 佐伯
他3名

「日本臨床外科学会雑誌」
令和元年10月 80巻10号1871-1876頁

Japanese Classification of Colorectal, Appendiceal, and
Anal Carcinoma: the 3d English Edition [Secondary
Publication]

山田
(規約改訂委員)

「Journal of the Anus, Rectum and Colon」
令和元年10月 3巻4号175-195頁

Ⅴ肛門　腫瘍
肛門管癌：総論―肛門管にかかる悪性腫瘍―

山田
他4名

「別冊日本臨牀　領域別症候群シリーズ　No.10
消化管症候群（第3版）II
―その他の消化管疾患を含めて―」
令和2年2月 296-301頁　日本臨牀社

2019年度　第27回日本外科学会生涯教育セミナー
（九州地区）各分野のガイドラインを紐解く
3.大腸―本邦における直腸癌と肛門管癌のStagingと
治療ガイドライン―

山田
他6名

「日本外科学会雑誌」
令和2年3月 121巻2号247-248頁

大腸癌取扱い規約　第9版
肛門管癌の進行度分類における問題点

山田
他13名

「大腸がんperspective」
令和2年3月 4巻4号48-54頁

がん診療に関する発表論文（2011年以降主要論文）
2020年度（R2）

2019年度（H31・R1）

社会医療法人社団高野会
大腸肛門病センター高野病院



がん診療に関する発表論文（2011年以降主要論文）

タイトル 執筆者 掲載雑誌
2　内視鏡スクリーニングによる大腸癌死亡リスク減少の
エビデンス
I　大腸がん検診の有効性評価

野崎 「下部消化管内視鏡スクリーニング検査
マニュアル」
平成30年5月 8-16頁　医学図書出版

大腸癌取扱い規約　第9版 山田
(規約改訂委員)

「大腸癌取扱い規約　第9版」
平成30年7月　金原出版

特集　Marginally resectable局所進行大腸癌への治療戦
略　6.仙骨へ浸潤する直腸癌

山田
他11名

「日本外科学会雑誌」
平成30年9月 119巻5号496-502頁

特集　括約筋間直腸切除術（ISR）の手術手技
ISR術後の排便機能

山田
他5名

「手術」
平成30年12月 72巻13号1871-1879頁

Long-term results of intersphincteric resection for low
rectal cancer in Japan

山田
他15名

「Surgery Today」
平成31年1月 49巻4号275-285頁
(published online)

特集　CT colonography 2019　今日までの進歩と
現状，そして大腸がん検診への展開
5 CT colonographyの有用性を巡って
(3)検診受診率向上の観点から

野崎
他5名

「臨牀消化器内科」
平成31年2月 34巻3号295-303頁

タイトル 執筆者 掲載雑誌
―第54回大会―会長講演
便潜血検査とシグモイドスコピーを併用した対策型大腸
がん検診

野崎 「日本消化器がん検診学会雑誌」
平成29年7月 55巻4号523-536頁

主題　大腸スクリーニングの現状と将来展望
CT colonography/ MR colonography

野崎
他5名

「胃と腸」
平成29年8月 52巻9号1175-1183頁

熊本の最新がん医療 山田 「くまもと経済」
平成29年9月 436号163-167頁

特集◯内視鏡検診の実態と今後の課題
７　大腸がん検診の現状（FIT検診，地域格差）

野崎
他4名

「臨牀消化器内科」
平成29年10月 32巻12号1579-1588頁

４大腸・肛門　直腸癌─括約筋間直腸切除術 山田
他7名

「臨床外科」
平成29年10月 72巻11増刊号116-122頁

特集　直腸癌に対する経肛門アプローチのすべて
I.総論　3)経肛門吻合の術後機能

山田
他5名

「手術」
平成29年11月 71巻12号1597-1606頁

タイトル 執筆者 掲載雑誌
特集1　大腸CTの5W1H
Who 誰が読影をするか？
一次読影，二次読影，遠隔診断について

野崎
他5名

「Rad Fan」
平成28年6月 14巻8号32-35頁

痔瘻癌25例の臨床病理学的検討 佐藤
他8名

「日本消化器外科学会雑誌」
平成28年7月 49巻7号579-587頁

特集　腹腔鏡による骨盤内拡大手術
拡大手術を要する病変の診断(原発病変,再発病変)

山田
他5名

「手術」
平成28年7月 70巻8号1025-1035頁

特集　健診・検診・人間ドック
読み方・進め方ガイドブック
今さら聞けない解釈の基本と対処
9)大腸がん検診:便潜血，CT，注腸造影，内視鏡の比較

野崎
他1名

「内科」
平成28年9月 118巻3号385-389頁

特集　主題II　直腸・肛門部疾患に対する各種肛門内手
術後の排便機能障害
IV. 下部直腸・肛門管癌に対する括約筋間直腸切除術
(ISR)の術後排便機能障害

山田
他8名

「日本大腸肛門病学会雑誌」
平成28年10月 69巻10号513-520頁

JDDW2016第54回日本消化器がん検診学会大会会長報
告

野崎 「日本消化器がん検診学会雑誌」
平成28年10月 54巻特別号880頁

特集　直腸癌局所再発に対する治療
1.直腸癌局所再発に対する治療の変遷

山田
他8名

「外科」
平成28年12月 78巻13号1449-1452頁

第84回大腸癌研究会アンケート調査報告
括約筋間直腸切除術（ISR）の適応と長期成績

山田
他8名

「大腸疾患NOW2017-2018」
平成29年1月 125-130頁

第84回大腸癌研究会優秀発表賞
下部直腸癌におけるISRの長期成績（手術成績と
肛門機能）について

佐伯
他7名

「大腸疾患NOW2017-2018」
平成29年1月 163-169頁

2018年度（H30）

2017年度（H29）

2016年度（H28）

社会医療法人社団高野会
大腸肛門病センター高野病院



がん診療に関する発表論文（2011年以降主要論文）

タイトル 執筆者 掲載雑誌
VII大腸癌の検査・診断　転移・再発巣の診断
骨盤内再発巣の画像診断

山田
他4名

「日本臨牀 最新臨床大腸癌学
─基礎研究から臨床応用へ─」
平成27年4月 73巻suppl 4号322-326頁

X. 大腸癌治療とインフォームドコンセント
ストーマを有する患者支援と周術期のインフォームドコン
セント

山田
他4名

「日本臨牀 最新臨床大腸癌学
─基礎研究から臨床応用へ─」
平成27年4月 73巻suppl 4号667-670頁

特集：大腸癌スクリーニングをどうするか
CTコロノグラフィー

野崎
他5名

「消化器内視鏡」
平成27年4月 27巻4号667-677頁

4 大腸CTの特性 野崎 「大腸CTテキスト　原理・特性の基礎知識から現場
で使えるセッティング、読影法まで」
平成27年5月 14-18頁　南江堂

特集　リンパ節郭清up-to-date
直腸癌

緒方
他7名

「消化器外科」
平成27年8月 38巻9号1287-1295頁

タイトル 執筆者 掲載雑誌
手術症例報告　腹腔鏡下大腸癌手術症例の再発例 福永

他4名
「手術」
平成26年6月 68巻7号1015-1019頁

特集　CT colonographyの現状と将来　２各論　(4) 全大
腸
内視鏡検査挿入困難例に対するCT colonography

野崎
他5名

「臨牀消化器内科」
平成26年9月 29巻10号1355-1362頁

特集　直腸癌局所再発に対する治療戦略─新たな展開
―
各論　直腸癌局所再発に対する外科治療（手術単独治
療）

山田
他7名

「臨床外科」
平成26年10月 69巻10号1190-1195頁

臨床最前線第69回　直腸癌に対する低侵襲手術，機能
温存手術，そして拡大手術

山田 「Frontiers in Gastroenterology」
平成26年10月 19巻4号298-306頁

特集　括約筋間直腸切除術（ISR）のすべて
5. 開腹によるISRの手術手技

山田
他6名

「外科」
平成27年3月 77巻3号270-274頁

タイトル 執筆者 掲載雑誌
特集　肛門アプローチのすべて─達人のコツ─
Ⅰ．直腸癌に対する経肛門アプローチ
2．ISRの肛門操作（腹腔操作を先行する立場から）

山田
他5名

「手術」
平成25年4月 67巻4号403-410頁

大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜切除術に用いる粘膜下
注入材としてのヒアルロン酸ナトリウムの有用性
─根治性と安全性の高い内視鏡治療を求めて─

野﨑
他3名

「臨牀と研究」
平成25年6月 90巻6号846-851頁

特集　下部直腸・肛門部疾患の診断と治療
1.検査法　(1)直腸肛門機能検査

山田
他5名

「臨牀消化器内科」
平成25年9月 28巻11号1453-1460頁

特集　必携 術前画像診断のポイントと術中の解剖認識
Ⅲ．小腸・虫垂・大腸 8) 肛門癌

山田
他6名

「臨床外科」
平成25年10月 68巻11号143-149頁

No.37 Q&Aで綴るレジデント・ノート
─専門医がわかりやすく解説─
Question「ストーマサイトマーキング」の際の注意点を教
えてください。

山田 「Q&Aで綴る大腸癌診療の
レジデント・ノート」
平成26年1月 47-49頁

No.4 Q&Aで綴るレジデント・ノート
─専門医がわかりやすく解説─
Question 人工肛門（ストーマ）とはどのようなものです
か？
また，日常生活における注意点を教えて下さい。

山田 「Q&Aで綴る大腸癌診療の
レジデント・ノート」
平成26年1月 136-137頁

特集　究極の肛門温存術式　ISR
─長期成績からわかる有用性と問題点─
ISRの長期成績 ─腫瘍学的側面から─

山田
他6名

「臨床外科」
平成26年3月 69巻3号276-282頁

2015年度（H27）

2014年度（H26）

2013年度（H25）

社会医療法人社団高野会
大腸肛門病センター高野病院



がん診療に関する発表論文（2011年以降主要論文）

タイトル 執筆者 掲載雑誌
特集Ⅰ　大腸がんスクリーニング法の理想と限界
Ｓ状結腸鏡による大腸がん検診

野崎
他4名

「消化器内科」
平成24年4月 54巻4号427-434頁

Q&Aで綴るレジデント・ノート　─専門医がわかりやすく
解説─
No.37　Question「ストーマサイトマーキング」の際の注意
点を教えてください。

山田 「大腸癌FRONTIER」
平成24年9月 5巻3号275-277頁

特集　次期改訂に向けて
─大腸癌取扱い規約の改訂に望むこと─
リンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣（Ex）の取
扱い
臨床医からの要望

山田 「大腸癌FRONTIER」
平成24年9月 5巻3号235頁

特集　手術前に必読　局所解剖
5.　骨盤内臓器全摘術に必要な局所解剖

山田
他5名

「外科」
平成24年11月 74巻12号1347-1351頁

特集　局所高度進行直腸癌のすべて
II.各論　1. 局所高度進行直腸癌に対する外科治療
b)骨盤内臓全摘（仙骨合併）術

山田
他6名

「外科」
平成25年3月 75巻3号257-262頁

タイトル 執筆者 掲載雑誌
大腸癌 ─最新の研究動向─
X．大腸癌治療とインフォームドコンセント
ストーマを有する患者支援と周術期のインフォームドコン
セント

山田
他4名

「日本臨牀」
平成23年4月 69巻suppl.3 614-617頁

がん患者の周術期管理のすべて
１．周術期管理の実際　直腸局所切除術

山田
他7名

「外科治療」
平成23年6月 104巻増刊号623-627頁

腸管三次元CT診断の実際　大腸腫瘍におけるCTCの有
用性─存在診断を中心に

野﨑
他4名

「胃と腸」
平成24年1月 47巻1号34-45頁

ディスポーザブル高周波はさみ鉗子ClutchCutterを用い
た大腸ESD

野﨑
他2名

「日本大腸検査学会雑誌」
平成24年2月 28巻2号105-111頁

2012年度（H24）

2011年度（H23）

社会医療法人社団高野会
大腸肛門病センター高野病院


