
消化器科 

１．消化器科の理念・特色 

消化器科は消化器疾患全般の診療にあたるとともに但馬地域の癌拠点病院として消化管・肝・

胆・膵領域の様々な悪性疾患の診断・治療を行っている。また但馬唯一の 3 次救急病院として緊

急疾患に対し 24時間対応を行っている。 

現在、スタッフは 4 名と少数であり非常に激務ではあるが全人的医療を目標に科内および他科

との連携をとりながら診療に当たっている。スタッフが少数であるが故に必然的に受け持ち症例・

処置症例は多くなり、そして関係する処置はとにかくやっていただくスタンスで指導に当たっている。 

消化管 

診断においては NBI 拡大内視鏡を頻用し適応があれば積極的に ESD を行っている。また緊急

疾患としては消化管出血に対する止血術、また手術不能消化管癌に対する消化管ステント留置

を行い患者様の QOL向上に努めている。 

胆・膵 

ERCP においては総胆管結石による胆管炎に対する緊急例が多い。また悪性疾患の診断、閉

塞性黄疸に対する胆道ドレナージも積極的に行っている。手術不能例に対してはステント留置、

経乳頭的処置不能の場合は PTCDも行っている。 

化学療法 

あらゆる消化器悪性疾患の化学療法を行っている。 

栄養療法 

消化器科医師が NST委員長を努め病院全体の栄養管理に関わっている。 

 

２．目標・プログラム 

通常 10～15 名の入院患者を受け持ち全身管理、診断、治療を行う。診断に必要な検査および

治療は主体的に行っていただく。特に治療に関しては病気だけをみるのではなく社会的背景など

も加味し全人的に方針を判断出来る能力を身に付けることを目標にしている。 

また救急対応能力を身に付けるため月に週１～2 回程度のオンコールを上級医とともに行って

いただく。 

 

  



３．週間予定 

 

 

４．指導医・スタッフ 

医師名  上田 通雅 / UEDA, Michimasa / S63卒 

役職名 部長 

専門 消化管及び胆・膵領域、外科一般 

認定  一般社団法人 日本外科学会 認定登録医 

 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 指導医 専門医 

 臨床研修指導医 

 

医師名 山田 貴裕 / YAMADA, Takahiro / H4卒 

役職名 部長（内視鏡担当） 

専門 消化管及び胆・膵領域、外科一般 

認定  一般社団法人 日本外科学会 専門医 

 一般社団法人 日本消化器外科学会 認定医 

 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 専門医 

 日本静脈経腸栄養学会 TNT 

 臨床研修指導医 

  

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

消化器

カンファレンス

上部消化管 上部消化管

内視鏡検査 内視鏡検査

下部消化管・ 下部消化管・ 下部消化管・

胆膵内視鏡検査 胆膵内視鏡検査 入院診療 胆膵内視鏡検査

内科合同

カンファレンス

午前 入院患者診療
外来初診 外来再診

午後
入院診療

時間外 消化器勉強会

早朝



医師名 竹中 淳雄 / TAKENAKA, Atsuo / H8卒 

役職名 医長 

専門 消化器一般、内科一般 

認定  日本静脈経腸栄養学会 TNT 

 

医師名 原田 威德 / HARADA, Takanori / H22卒 

役職名 医長 

専門 消化器一般、内科一般 

認定   

 

５．診療実績（平成 28 年度） 

上部消化管内視鏡検査（治療含む）         2,688件 

下部消化管内視鏡検査（治療含む）         1,780件 

膵胆道系内視鏡検査（治療含む）            212件 

カプセル内視鏡検査                      15件 

内視鏡的粘膜切除術（EMR） 

                胃 EMR                    7件 

                大腸 EMR                401件 

内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD） 

                食道 ESD                  1件 

                胃 ESD                   56件 

                大腸 ESD                 14件 

消化管出血止血術                       88件 

内視鏡的胃瘻造設術（PEG）                 53件 

消化管ステント留置術 

             食道・胃・十二指腸              27件 

             大腸                        13件 

胆管ステント留置術                       77件 

乳頭括約筋切開術（EST）・乳頭拡張術（EPBD）    116件 

経皮経肝胆道ドレナージ術（PTCD）              9件 

経皮経肝胆嚢ドレナージ術（PTGBD）            23件 

肝動脈化学塞栓療法（TACE）                 34件 



CV ポート作成                            8件 

 

６．主な業績 

【原著論文】 

S状結腸 benign fibroblastic polyp の 1例 

公立豊岡病院 消化器科 1) 

公立豊岡病院 病理診断科 2) 

関西医科大学 共同研究講座幹細胞異常症学 3) 

株式会社ＬＳＩメディエンス 病理・細胞診センター4) 

野田消化器科クリニック 5) 

上田通雅 1)、足立 靖 2),3)、中村眞一 4)、野田昌男 5)、山田貴裕 1)、竹中淳雄 1)、生田亮

子 1)、小中義禎 1)、池原 進 3) 

日本消化器内視鏡学会雑誌第 57巻 第 4号 

P1197-1202 2015 

 

【学会発表】 

黄疸の 2症例 

公立豊岡病院 消化器科 

小中義禎、竹中淳雄、山田貴裕、上田通雅 

第 16回但馬消化器疾患研究会 

平成 27年 7月 11 日 於：豊岡市 

 

HER2陽性胃癌に対する治療中に HER2発現を再評価する意義 

公立豊岡病院 消化器科 

山田貴裕、小中義禎、竹中淳雄、上田通雅 

第 53回日本癌治療学会 

平成 27年 10月 29～31日 於：京都市 

 

膵体尾部癌浸潤による十二指腸水平脚閉塞に対し胃瘻造設および経胃瘻的十二指腸ス 

テント留置を行った一例 

公立豊岡病院 消化器科 

小中義禎、竹中淳雄、山田貴裕、上田通雅 

日本消化器内視鏡学会 近畿支部第 95回支部例会 

平成 27年 11月 7日 於：大阪市 

 

C型肝炎最新治療と B型肝炎再活性化について 



公立豊岡病院 消化器科 

犬塚 義 

豊岡ウイルス性肝炎学術講演会 

平成 27年 11月 18日 於：豊岡市 

 

sofosbuvir の当院での使用経験 

公立豊岡病院 消化器科 

犬塚 義 

豊岡エリア C型肝炎治療学術講演会 

平成 28年 1月 27 日 於：豊岡市 

 

同時多発胃癌の化学療法で完全奏効した後、再発に対する ESDで治癒切除が得られた 

1例 

公立豊岡病院 消化器科 

山田貴裕、小中義禎、竹中淳雄、上田通雅 

第 88回日本胃癌学会 

平成 28年 3月 17～19日 於：別府市 

 

10 ヵ所の多発早期胃癌に対し計画的な ESD により治療し得た 1症例 

公立豊岡病院 消化器科 

山田 貴裕 

第 91回日本消化器内視鏡学会総会 ポスターセッション 

平成 28年 5月 13 日 於：東京都 

 

HER 2陽性胃癌における HER2 発現の変化は予後予測因子になり得る 

公立豊岡病院 消化器科 

山田 貴裕 

第 54回日本癌治療学会 ワークショップ 

平成 28年 10月 21日 於：横浜市 

 

当院における悪性大腸狭窄に対する大腸ステント留置の検討 

公立豊岡病院 消化器科 

原田 威徳 

第 54回日本癌治療学会 ポスターセッション 

平成 28年 10月 21日 於：横浜市 

                          



７．学会認定施設 

  日本消化器内視鏡学会指導施設 


