
第60回
日本消化器内視鏡学会東海支部例会

プログラム

日　時：平成29年11月18日（土）午前９時00分より

会　場：長良川国際会議場
	 〒502-0817　岐阜県岐阜市長良福光2695−２
	 TEL：058−296−1200

	 参加受付：４階
	 ＰＣ受付：４階
	 第１会場：４階　大会議室AB
	 第２会場：５階　国際会議室
	 第３会場：４階　大会議室C
	 企業展示：４階
	 クローク：４階

会　長：八木　信明
　　　　朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科
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交通のご案内

。いさだく用利ごを関機通交共公でのすまりあがり限に数台がすまいざごが場車駐料有に場会 ※
※駐車場等の割引はございません。
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鉄道・バス

名古屋

鉄道・バス

 行き先と乗り場 
行先番号「K50」「K55」は、岐阜バスターミナル始発 

（JR 岐阜駅前10乗場）「長良川国際会議場前」下車　 
徒歩１分、JR 岐阜駅から約20分

岐鉄名／場乗11前駅阜岐RJ（」り回左プール内市「 ※
阜駅前4乗場）でもアクセス可 「長良川国際会議場
北口」下車徒歩3分、JR 岐阜駅から約20分

※7時～22時までは、約10分間隔で運行しております。
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タイムスケジュール
第１会場

４F 大会議室AB
第２会場

５F 国際会議室
第３会場

４F 大会議室C
展示会場

４F ロビー
選考委員会会場
３F 第３会議室

若手研究者奨励賞
選考委員会

10：30～11：20

企業展示

評議員会
13：15～14：05

10：04～10：49
胆道/18～22

座長：大島靖広

10：49～11：16
膵臓①/23～25
座長：岩田圭介

11：16～11：43
膵臓②/26～28
座長：山本智支

ランチョンセミナー②
12：15～13：05
司会：城　卓志
講師：小池智幸

共催：第一三共株式会社
　　アストラゼネカ株式会社

09：00～09：24
胆道/Y12～14

座長：大野栄三郎

09：00～09：32
上部消化管①/Y1～4

座長：山崎健路
09：24～09：56

膵臓/Y15～18
座長：田道弘

09：32～09：56
上部消化管②/Y5～7

座長：神岡諭郎

シンポジウム①
10：00～12：00

『H.pylori除菌時代における
内視鏡診断の現状』

司会：宮原良二
　　　寺井智宏

シンポジウム②
15：00～17：00

『胆膵内視鏡関連手技の
工夫と進歩』

司会：松原　浩
　　　岩下拓司

15：50～16：26
上部消化管①/10～13

座長：岡本泰幸

16：26～17：02
上部消化管②/14～17

座長：木全政晴

表彰式
14：05～14：20

特別講演
14：30～15：30
司会：後藤秀実
講師：内藤裕二

閉会の辞

ランチョンセミナー①
12：15～13：05
司会：春日井邦夫
講師：赤星和也　

共催：富士フイルムメディカル株式会社

開会の辞
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

09：00～09：32
下部消化管①/Y19～22

座長：尾松達司

09：32～10：04
下部消化管②/Y23～26

座長：中野尚子
09：56～10：28

上部消化管③/Y8～11
座長：葛原正樹

10：28～11：13
下部消化管①/1～5

座長：伊藤紗代

11：13～11：49
下部消化管②/6～9
座長：山出美穂子

16：22～16：58
下部消化管③/32～35

座長：久保田全哉

15：55～16：22
上部消化管③/29～31

座長：井澤晋也
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【ご案内・お願い】
○会場整理費

◦		本学会では、会場整理費として一人2,000円を参加受付にてお支払いい
ただきます。

◦		受付時に、ネームカード（兼領収証）、プログラム集をお渡し致します。

○演題発表
◦パソコンによる発表となります。
◦発表時間　　
　一般演題………………………口演６分・質疑３分
　若手研究者優秀演題
　奨励賞選定セッション………口演５分・質疑３分
　シンポジウム１………………口演８分・質疑３分・総合討論なし
　シンポジウム２………………口演７分・質疑３分・総合討論なし
◦発表時間30分前までにPC受付にて受付をしてください。
◦USBフラッシュメモリー、CD-R以外のメディアでは受付できません。
　※		ファイル名は「（演題番号）（氏名）」とし、動画等のリンクデータを

含むフォルダーも、ファイル名と同じフォルダー名としてください。
◦演台上のキーボード、マウスにてご自身でスライドを進めてください。
◦受付したデータは使用後、事務局にて責任を持って消去いたします。

○データ作成上の留意点
◦会場PCのOSはWindows	7、ソフトはPower	Point2010です。
◦フォントはMSゴシック、MS明朝等、一般的なものをご使用ください。
◦		Macintosh にて作成の場合、事前に Windows 上での動作確認と、

Windows用にデータ変換を行った上でのご用意をお願いします。
◦動画はWindows	Media	Playerで再生可能であるものに限定します。
◦		他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクさせている場合は必

ず元のデータも保存して頂き、事前に動作確認をお願いします。
◦動作確認は作成に使用したPC以外のWindowsで行って下さい。
◦データを保存する前に必ずウィルスのチェックを行って下さい。
◦		液晶プロジェクターの出力解像度はXGA（1024×768）に対応してお

ります。
◦音声出力は使用できません。
　		（Macintoshにて作成されたデータの場合は、PC本体をご持参下さい。）
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○座長の先生へ
		座長の先生は座長受付（参加受付併設）にてご出席確認をお済ませいた
だき各担当セッションの開始15分前までに会場内の次座長席におつき下
さい。

○評議員会
日時：平成29年11月18日（土）13：15〜14：05
会場：４階　大会議室AB
※	昼食はご用意しておりません。ランチョンセミナーなどで昼食をお取

り下さい。

○表彰式
日時：平成28年11月18日（土）14：05〜14：20
会場：４階　大会議室AB

○企業展示
４階　ロビー　９：00〜16：30

若手研究者優秀演題奨励賞について
　医学部卒後５年以内の研修医（旧初期研修医）および専門医（旧後期研修
医）を対象に若手医師が発表した演題の中から優秀演題に対して「若手医師
研究奨励賞」を選定し、支部例会会長より賞状と奨励金を贈呈いたします。そ
のうち上位６名を翌年春の日本消化器内視鏡学会総会へ招待いたします。
　今回は、対象演題を「若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション」にて順
次ご発表いただき、審査員が発表内容などについて審査し、評議員会終了後
に表彰いたします。審査対象の先生方は、14時05分からの表彰式には第１会
場にご参集いただきますようお願い申し上げます。
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■第２会場

シンポジウム１　10：00〜12：00
司会：名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学　　宮原良二
　　　藤枝市立総合病院　消化器内科　　　　　　　　　寺井智宏

S１-１	 		レーザー光源経鼻内視鏡・LCIからのH.ピロリ菌感染胃炎の診断から除菌療法
への誘導の実際

池田病院　外科１）、同　内科２）

○池田　聡、飯野正敏１）、岡村博文２）

S１-２	 	LCIを用いたHp感染診断に関する内視鏡的検討−自動診断システムとの比較−
朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科

○安田剛士、尾松達司、八木信明

S１-３	 酢酸インジゴカルミン混合液による胃腫瘍性病変検出能の検討
山下病院　消化器内科

○広瀬　健、松崎一平、服部昌志

S１-４	 	H.pylori（Hp）除菌後発見胃癌におけるプローブ型共焦点レーザー内視鏡（pCLE）
の有用性

藤田保健衛生大学　消化管内科
○堀口徳之、田原智満、大宮直木

S１-５	 H.pylori感染胃炎における除菌後胃癌の検討
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学

○稲垣佑祐、久保田英嗣、片岡洋望

S１-６	 当院における除菌後発見胃癌の検討
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学

○伊藤信仁、宮原良二、後藤秀実

S１-７	 H.pylori除菌後に発見された早期胃癌の検討
藤枝市立総合病院　消化器内科

○青山弘幸、丸山保彦、吉井重人

S１-８	 H.pylori除菌時代における除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴の検討
岐阜大学医学部附属病院　第一内科

○杉山智彦、荒木寛司、清水雅仁
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S１-９	 Helicobacter	pylori除菌後胃癌の内視鏡的特徴と経時的変化
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科

○吉田将雄、柴田昌幸、小野裕之

S１-10	 Helicobacter	pylori除菌時代における胃MALTリンパ腫
愛知県がんセンター中央病院　内視鏡部

○大西祥代、田近正洋、丹羽康正
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S２-１	 腹腔内・縦隔内リンパ節腫脹に対する造影EUSの有用性の検討
岐阜大学医学部附属病院　第一内科

○吉田健作、岩下拓司、清水雅仁

S２-２	 切除例からみた分枝型IPMNに対するEUSの良悪性診断能
岐阜県総合医療センター　消化器内科

○安藤暢洋、岩田圭介、杉原潤一

S２-３	 膵腫瘤に対するEUS-FNAにおける新型コアトラップ付き20G針と標準22G針
の比較検討

静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○佐藤純也、石渡裕俊、松林宏行

S２-４	 胆管挿入難渋例に対する内視鏡的膵管口切開術（EPST）による挿管例の検討
みなと医療生活協同組合協立総合病院　消化器内科

○長谷川綾平、高木　篤、名和晋輔

S２-５	 治療困難総胆管結石症例に対する新規経口胆道鏡下截石術の有用性
岐阜県立多治見病院　消化器内科

○鬼頭佑輔、水島隆史、奥村文浩

S２-６	 当院における急性膵炎の膵局所合併症に対する内視鏡的治療の検討
社会医療法人宏潤会大同病院　消化器内科

○水野創太、宜保憲明、野々垣浩二

S２-７	 切除不能悪性肝門部胆管狭窄に対する当院でのThrough	Pass-iS使用例の安全
性と有効性の検討

伊勢赤十字病院　消化器内科
○伊藤達也、大山田純、亀井　昭

S２-８	 非切除肝門部悪性胆道狭窄に対するラジオ波焼灼療法併用両葉金属ステント留置術
愛知医科大学　肝胆膵内科

○井上匡央、伊藤清顕　米田政志

S２-９	 当院における膵癌による閉塞性黄疸に対する内視鏡治療
朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科

○黒部拓也、大洞昭博、八木信明

シンポジウム２　15：00〜17：00
司会：豊橋市民病院　消化器内科　　　　　　松原　浩

岐阜大学医学部附属病院　第一内科　　岩下拓司

■第２会場
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S２-10	 当院における悪性胆道,十二指腸狭窄に対するdouble	stenting	（DS）の成績
豊橋市民病院　消化器内科

○松田宜賢、松原　浩、浦野文博

S２-11	 透析患者におけるERCPの偶発症とその予測因子の検討について
名古屋第二赤十字病院　消化器内科

○荒木博通、清水周哉、中沢貴宏

S２-12	 内視鏡的乳頭切除術後出血に関与する危険因子の検討
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学１）

名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部２）、	
○酒井大輔１）、廣岡芳樹２）、後藤秀実１）
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション審査員

　　上部消化管：
　　　浜松医科大学　光学医療診療部	 大澤　恵
　　　岐阜大学医学部附属病院　第一内科	 井深貴士	
　　　愛知県がんセンター中央病院　内視鏡部	 田近正洋

　　下部消化管：
　　　愛知医科大学　消化管内科	 小笠原尚高
　　　名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学	 中村正直
　　　福田内科医院、	
　　　朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科	 福田信宏

　　胆　　　膵：
　　　岐阜市民病院　消化器内科	 向井　強
　　　名古屋大学医学部附属病院　消化器内科	 川嶋啓揮
　　　静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科	 石渡裕俊
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Y-１	 NBI拡大観察が深達度診断に有用であった食道扁平上皮癌の１例
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院　消化器内科

○菅田亮太郎、越野　顕、金子　望、河辺健太郎、佐々木槙子、	
飛鳥井香紀、高口裕規、井上裕介、戸川昭三、長谷川泉

Y-２	 根治的CRT後の再発食道癌に対してPDTとESDによるsalvage治療が行えた
１例

浜松医科大学　第一内科１）、同　救急部２）、同　光学医療診療部３）、	
同　臨床検査医学４）、同　臨床研究管理センター５）

○稲垣圭佑１）、佐藤辰貴１）、鈴木崇弘１）、杉山智洋１）、田村　智１）、	
森　泰希１）、高野亮佑１）、鏡　卓馬１）、鈴木　聡１）、谷　伸也２）、	
魚谷貴洋３）、山出美穂子１）、岩泉守哉４）、濱屋　寧１）、大澤　恵３）、	
古田隆久５）、杉本　健１）

Y-３	 ESD術後潰瘍瘢痕にアニサキスの刺入がみられた一例
岐阜市民病院　消化器内科

○宇野由佳里、市川広直、岩佐悠平、三田直樹、中山千恵美、小木曽英介、	
鈴木祐介、河口順二、小木曽富生、林　秀樹、向井　強、杉山昭彦、	
西垣洋一、加藤則廣、冨田栄一

Y-４	 黒色便を契機に診断した胃ランタン沈着症の１例
岐阜県総合医療センター　消化器内科１）、同　病理診断科２）

○山下晃司１）、山崎健路１）、岩田　仁２）、林　完成１）、小島健太郎１）、	
入谷壮一１）、中西孝之１）、寺倉大志１）、永野淳二１）、安藤暢洋１）、	
岩田圭介１）、清水省吾１）、杉原潤一１）

上部消化管①　９：00〜９：32
座長：岐阜県総合医療センター　消化器内科　　山崎健路

■第１会場　
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
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Y-５	 スキルス胃癌が疑われ遠位側胃切除術が施行された胃炎の一例
JA愛知厚生連豊田厚生病院

○安田　司、伊藤裕也、喜田裕一、岩下紘一、竹内淳史、森田　清、	
都築智之

Y-６	 EUS-FNAにて診断し、非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術（NEWS）を施行し
た胃Glomus腫瘍の一例

愛知医科大学病院　消化器内科１）、同　消化器外科２）

○落合都萌子１）、海老正秀１）、杉山智哉１）、山本和弘１）、井上匡央１）、	
齋藤卓也２）、下郷彰礼１）、郷治滋希１）、山口純治１）、田村泰弘１）、	
井澤晋也１）、土方康孝１）、舟木　康１）、小笠原尚高１）佐々木誠人１）、	
春日井邦夫１）

Y-７	 手術にて診断した胃悪性リンパ腫の一例
社会医療法人宏潤会大同病院　消化器内科

○南　正史、田島万莉、白水将憲、金沢哲広、水野創太、柳瀬成希、	
宜保憲明、榊原聡介、下郷友弥、菊池正和、野々垣浩二、印牧直人

上部消化管②　９：32〜９：56
座長：刈谷豊田総合病院　内科　　神岡諭郎

若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
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Y-８	 早期胃癌を発症した血小板減少を伴うC型肝硬変症例に対してルストロンボパ
グを投与しESDを施行した１例

浜松医科大学　卒後教育センター１）、同　第一内科消化器科２）、	
同　救急部３）、同　光学医療診療部４）、同　臨床検査医学５）、	
同　臨床研究センター６）

○甲田　恵１）、濱屋　寧２）、松浦友春２）、石田夏樹２）、鈴木崇弘２）、	
田村　智２）、杉山智洋２）、高野亮祐２）、森　泰希２）、鏡　卓馬２）、	
鈴木　聡２）、谷　伸也３）、山出美穂子２）、魚谷貴洋４）、岩泉守哉５）、	
大澤　恵４）、古田隆久６）、杉本　健２）

Y-９	 ９病変の同時性多発をきたしたEBウイルス関連胃癌の１例
岐阜大学医学部附属病院　医師育成推進センター１）、同　第一内科２）

○中神　光１）、杉山智彦２）、三輪貴生２）、手塚隆一２）、渡邊　諭２）、	
佐竹智行２）、松浦加奈２）、水谷　拓２）、中村みき２）、長谷川恒輔２）、	
小澤範高２）、華井竜徳２）、中村信彦２）、久保田全哉２）、小野木章人２）、	
境　浩康２）、白上洋平２）、井深貴士２）、末次　淳２）、荒木寛司２）、	
清水雅仁２）

Y-10	 内視鏡診断が困難であった十二指腸神経内分泌腫瘍（NET）G2の１例
高山赤十字病院　内科１）、同　病理診断科２）

○田口大輔１）、高田　淳１）、奥野　充１）、今井　奨１）、白子順子１）、	
岡本清尚２）、棚橋　忍１）

Y-11	 内視鏡的粘膜切除術を施行した十二指腸ブルンネル腺由来の早期癌の１例
春日井市民病院　消化器内科

○成井龍樹、原田貴仁、河村逸外、服部礼佳、岡山幸平、山本友輝、	
隈井大介、安達明央、小島悠揮、管野琢也、池内寛和、林　則之、	
望月寿人、平田慶和、髙田博樹、祖父江聡

上部消化管③　９：56〜10：28
座長：三重大学医学部附属病院　光学医療診療部　　葛原正樹

若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
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■第２会場
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

胆道　９：00〜９：24
座長：名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学　　大野栄三郎

Y-12	 ESWLの併用により内視鏡的結石除去が可能となった膵胆管合流異常術後肝内
結石の１例

磐田市立総合病院　消化器内科
○間渕裕行、山田貴教、諏訪哲也、梅村昌宏、志村恵理、尾上峻也、	

金子雅直、辻　　敦、高橋百合美、笹田雄三、斎田康彦

Y-13	 先天性胆道拡張症術後に肝内結石症を繰り返した一例
トヨタ記念病院　消化器科

○髙橋秀和、高士ひとみ、鈴木貴久、三宅忍幸、村山　睦、平井恵子、	
澤口洋視

Y-14	 術後胆管空腸吻合部閉塞に対し胆道鏡，内視鏡下に消化管ステントを用いて治
療を行った１例

半田市立半田病院　消化器内科
○小池　剛、廣瀬　崇、森井正哉、杉本啓之、林　幹人、浅井裕充、	

鈴木智彦、野浪大介、大塚泰郎
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膵臓　９：24〜９：56
座長：名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学　　吉田道弘

Y-15	 外傷性膵仮性嚢胞に対してEUS下ドレナージが有効であった６歳小児例
愛知医科大学　肝胆膵内科１）、同　消化器外科２）

○北野礼奈１）、井上匡央１）、金子健一朗２）、小林佑次１）、石井紀光１）、	
坂本和賢１）、大橋知彦１）、中出幸臣１）、角田圭雄１）、伊藤清顕１）、	
中尾春壽１）、米田政志１）

Y-16	 被包化壊死（WON）に対して内視鏡的ネクロセクトミーが著効した一例
名鉄病院　消化器内科１）、名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学２）

○千田知輝１）、大北宗由１）、山本佳奈１）、西村　舞１）、室井航一１）、	
大林友彦１）、竹田欽一１）、西尾雄司１）、後藤秀実２）

Y-17	 ERCPが診断に寄与した膵腫瘍の１例
一宮市立市民病院　消化器内科

○高田直樹、梶原　彰、岩田悠嗣、谷口誠治、間下恵里奈、坪内達郎、	
平松　武、金森信一、水谷惠至、山中敏広

Y-18	 巨大膵嚢胞にて発見された膵癌の１例
岐阜市民病院　消化器内科

○市川広直、向井　強、宇野由佳里、岩佐悠平、三田直樹、小木曽英介、	
鈴木祐介、河口順二、小木曽富生、林　秀樹、杉山昭彦、西垣洋一、	
加藤則廣、冨田栄一
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■第３会場
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

下部消化管①　９：00〜９：32
座長：朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科　　尾松達司

Y-19	 虚血性直腸炎の一例
静岡県立総合病院　消化管内科

○大津卓也、榎田浩平、黒上貴史、東　夏美、浅原和久、佐藤辰宣、	
増井雄一、大島典彦、川合麻美、寺田修三、遠藤伸也、大野和也

Y-20	 イオン交換樹脂製剤による薬剤性大腸炎の２例
木沢記念病院　消化器科１）、同　病理診断科２）

○水谷しの１）、千住明彦１）、森　弘輔１）、宮崎恒起１）、吉田　司１）、	
足達広和１）、安田陽一１）、大島靖広１）、杉山　宏１）、杉山誠治２）、	
松永研吾２）、山田哲也２）

Y-21	 S状結腸に異物が迷入し内視鏡にて除去し得た一例
名古屋市立西部医療センター

○内田絵理香、尾関智紀、田中　翔、寺島明里、山東元樹、野村智史、	
山下宏章、小島尚代、平野敦之、森　義徳、木村吉秀、土田研司、	
妹尾恭司

Y-22	 ANCA関連腎炎の症例で認めた大腸粘膜変化の一例報告
春日井市民病院　消化器内科

○服部礼佳、河村逸外、原田貴仁、岡山幸平、隈井大介、山本友輝、	
安達明央、小島悠揮、管野琢也、池内寛和、林　則之、望月寿人、	
平田慶和、高田博樹、祖父江聡
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Y-23	 Adalimumabが奏功したMDS合併・腸管Behcet病の１例
藤枝市立総合病院　消化器内科

○矢野庄悟、寺井智宏、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、青山春奈、	
山本晃大、星野弘典、青山弘幸、丸山保彦

Y-24	 空腸狭窄を生じた濾胞性リンパ腫の一例
名古屋第一赤十字病院　消化器内科

○八田勇輔、春田純一、山口丈夫、土居崎正雄、鷲見　肇、村手健太郎、	
橋口裕樹、大橋彩子、吉岡直輝、青井広典、河村達哉、高野宏平

Y-25	 EMR治療８年後に再発をきたしたS状結腸早期癌の一例
藤枝市立総合病院　消化器内科

○國持瑛人、星野弘典、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、	
寺井智宏、青山春奈、山本晃大、青山弘幸、矢野庄悟

Y-26	 全消化管に病変を有したマントル細胞リンパ腫の一例
岐阜県立多治見病院　消化器内科１）、同　血液内科２）

○貫井嵩之１）、水島隆史１）、浦壁憲司１）、山家佑介２）、石原　亮１）、	
鬼頭祐輔１）、蓑輪彬久１）、鈴木雄太１）、羽根田賢一１）、福定繁紀１）、	
尾関貴紀１）、安部快紀１）、塚本宏延１）、奥村文浩１）

下部消化管②　９：32〜10：04
座長：藤田保健衛生大学　消化管内科　　中野尚子

若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
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１	 Sweet病を合併した難治性潰瘍性大腸炎の１例
刈谷豊田総合病院　内科１）、同　病理診断科２）

○飛田恵美子１）、浜島英司１）、神岡諭郎１）、中江康之１）、仲島さより１）、	
池上脩二１）、溝上雅也１）、恒川卓也１）、山本　怜１）、竹内一訓１）、	
宮地洋平１）、井本正巳１）、伊藤　誠２）

２	 メサラジン不耐症を合併し治療に難渋した潰瘍性大腸炎の１例
国家公務員共済組合連合会東海病院　内科

○山田健太、末澤誠朗、植月有希子、田中達也、北村雅一、丸田真也

３	 アダリムマブ倍量投与を行ったクローン病症例の臨床的検討
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学

○鈴木健人、溝下　勤、片野敬仁、尾関啓司、谷田諭史、市川　紘、	
野尻　優、北川美香、岩崎弘靖、稲垣佑祐、田中　守、西江裕忠、	
岡本泰幸、志村貴也、久保田英嗣、片岡洋望、神谷　武、城　卓志

４	 IBDにおけるAzathioprine（AZA）使用時の6-thioguanine	nucleotides	
（6-TGN）濃度のモニタリングの臨床的有用性に関する検討

刈谷豊田総合病院　内科
○池上脩二、浜島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、飛田恵美子、	

恒川卓也、山本　怜、竹内一訓、宮地洋平、井本正巳

５	 保存的加療にて救命し得た劇症型アメーバ性大腸炎の一例
浜松医療センター　消化器内科

○淺井雄介、鈴木未緒、江上貴俊、花岡智彦、山田景子、大庭行正、	
高鳥真吾、佐原　秀、栗山　茂、住吉信一、岩岡泰志、影山富士人、	
金岡　繁

下部消化管①　10：28〜11：13
座長：静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科　　伊藤紗代

第１会場
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６	 330度FUSE広角大腸内視鏡の大腸ポリープ検出能の検討
藤田保健衛生大学　消化管内科

○吉田　大、中川義仁、山田日向、寺田　剛、河村知彦、内堀　遥、	
前田晃平、堀口徳之、大森崇史、城代康貴、尾﨑隼人、生野浩和、	
大久保正明、小村成臣、鎌野俊彰、田原智満、長坂光夫、柴田知行、	
大宮直木

７	 当院における鋸歯状病変の内視鏡所見の検討
みなと医療生活協同組合協立総合病院　消化器内科１）、同　外科２）

○名和晋輔１）、高木　篤１）、森　智子１）、長谷川綾平１）、江間幸雄１）、	
中澤幸久２）

８	 当院における大腸ポリープに対するcold	polypectomyの治療成績
国立病院機構名古屋医療センター　消化器内科

○宇仁田慧、岩瀬弘明、島田昌明、平嶋　昇、龍華庸光、齋藤雅之、	
近藤　尚、浦田　登、梅下　仁、近藤　高、田中大貴

９	 当院で経験した大腸悪性リンパ腫の検討
みなと医療生活協同組合協立総合病院　消化器内科１）、同　外科２）

○森　智子１）、高木　篤１）、名和晋輔１）、長谷川綾平１）、中澤幸久２）

下部消化管②　11：13〜11：49
座長：浜松医科大学　内科学第一講座　消化器内科　　山出美穂子
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10	 人間ドックで発見された好酸球性胃腸症の１例
朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科１）、	
同　総合健診センター２）

○大洞昭博１）、安田剛士１）、中畑由紀１）、黒部拓也１）、尾松達司１）、	
八木信明１）、小島孝雄２）

11	 保存的加療にて経過観察し得た維持透析中の虚血性胃十二指腸症の１例
順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科

○冨嶋　享、佐藤　祥、天野　希、村田礼人、廿楽裕徳、佐藤俊輔、	
金光芳生、嶋田裕慈、飯島克順、玄田拓哉、永原章仁

12	 出血部位の同定に難渋し、カプセル内視鏡が診断の契機となった十二指腸深部
憩室出血の一例

聖隷浜松病院　消化器内科
○山中力行、細田佳佐、加藤敦士、山田洋介、杉浦喜一、木次健介、	

宮津隆裕、海野修平、瀧浪将貴、木全政晴、芳澤　社、室久　剛、	
清水恵理奈、長澤正通

13	 十二指腸転移に対し胆管-十二指腸ダブルステントを留置した尿管癌の１例
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科１）、同　泌尿器科２）、	
同　病理診断科３）

○松林宏行１）、石渡裕俊１）、松井　徹１）、藤江慎也１）、佐藤純也１）、	
伊藤紗代１）、今井健一郎１）、堀田欣一１）、吉田将雄１）、川田　登１）、	
田中雅樹１）、角嶋直美１）、滝沢耕平１）、山下　亮２）、佐々木恵子３）、	
小野裕之１）

上部消化管①　15：50〜16：26
座長：名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学　　岡本泰幸
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14	 内視鏡的に切除した胃底腺粘膜型胃癌の１例
聖隷浜松病院　消化器内科１）、同　病理診断科２）

○杉浦喜一１）、芳澤　社１）、加藤敦士１）、山田洋介１）、木次健介１）、	
宮津隆裕１）、海野修平１）、瀧浪将貴１）、木全政晴１）、室久　剛１）、	
熊岡浩子１）、清水恵理奈１）、細田佳佐１）、長澤正通１）、新井義文２）

15	 A型胃炎に伴う多発性胃Neuroendocrine	tumor（NET）に対し内視鏡的切除術
を施行した１例

刈谷豊田総合病院　内科１）、同　病理診断科２）

○宮地洋平１）、神岡諭郎１）、浜島英司１）、中江康之１）、仲島さより１）、	
飛田恵美子１）、池上脩二１）、恒川卓也１）、山本　怜１）、竹内一訓１）、	
井本正巳１）、伊藤　誠２）

16	 ４型胃癌と鑑別を要した転移性胃腫瘍の一例
静岡県立総合病院　消化器内科

○浅原和久、大島典彦、大津卓也、佐藤辰宣、増井雄一、榎田浩平、	
川合麻実、寺田修三、遠藤伸也、黒上貴史、白根尚文、川口真矢、	
大野和也

17	 乳癌胃転移の２例
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科１）、同　光学医療診療部２）、	
同　腫瘍内科３）

○作野　隆１）、濱田康彦２）、塩野泰功１）、奥瀬博亮１）、中村美咲１）、	
葛原正樹２）、田中匡介２）、堀木紀行２）、三浦広嗣２）、竹内俊文１）、	
山田玲子１）、井上宏之１）、水野聡朗３）、竹井謙之１）

上部消化管②　16：26〜17：02
座長：聖隷浜松病院　消化器内科　　木全政晴
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18	 胃に異所性開口した胆管走行異常の一例
安城更生病院　消化器内科

○近藤重明、林大樹朗、鈴木貴也、安藤雅能、浅井清也、青木聡典、	
市川雄平、鶴留一誠、岡田昭久、細井　努、竹内真実子

19	 胆道鏡により炎症胆道壁が観察されたニボルマブ関連胆管炎の一例
愛知県がんセンター中央病院　消化器内科部１）、同　内視鏡部２）、	
同　呼吸器内科部３）

○倉岡直亮１）、原　和生１）、田近正洋２）、堀尾芳嗣３）、丹羽康正２）

20	 ダブルバルーン内視鏡にて結石除去しえた胃全摘Roux-en-Y再建術後の総胆管
結石の１例

朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科
○尾松達司、安田剛士、中畑由紀、黒部拓也、大洞昭博、八木信明、	

小島孝雄

21	 診断に難渋した十二指腸乳頭部癌の１例
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院　消化器内科１）、同　消化器外科２）、	
同　病理診断科３）

○細川千佳生１）、乾　和郎１）、片野義明１）、三好広尚１）、小林　隆１）、	
山本智支１）、松浦弘尚１）、鳥井淑敬１）、安江裕二１）、黒川雄太１）、	
大屋貴裕１）、堀口明彦２）、浅野之夫２）、伊藤良太郎２）、稲田健一３）、	
近藤直希３）、池田美奈３）

22	 胆嚢神経内分泌癌の臨床病理学的特徴と治療方針の現状
愛知県がんセンター中央病院　消化器内科部１）、同　内視鏡部２）

○岩屋博道１）、水野伸匡１）、肱岡　範１）、桑原崇通１）、奥野のぞみ１）、	
鳥山和浩１）、伊東文子１）、倉岡直亮１）、松本慎平１）、小畑雅寛１）、	
田中宏樹１）、栗田裕介１）、安田宗司１）、田近正洋２）、田中　努２）、	
石原　誠２）、平山　裕２）、大西祥代２）、丹羽康正２）、原　和生１）

胆道　10：04〜10：49
座長：木沢記念病院　消化器内科　　大島靖広
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23	 膵仮性嚢胞内に再燃した仮性動脈瘤に対し造影超音波内視鏡検査が有用であっ
た一例

豊橋市民病院　消化器内科
○田中　仁、松原　浩、内藤岳人、山田雅弘、山本英子、坂巻慶一、	

植月康太、山本崇文、南　喜之、松田宣賢、高田善久、浦野文博

24	 Stage	IA（T1b）で切除し得た小膵癌
三重大学医学部附属病院　光学医療診療部１）、同　消化器・肝臓内科２）

○三浦広嗣１）、山田玲子２）、井上宏之２）、竹内俊文２）、塩野泰功２）、	
奥瀬博亮１）、作野　隆２）、中村美咲２）、葛原正樹１）、濱田康彦１）、	
田中匡介１）、堀木紀行１）、竹井謙之２）

25	 繰り返しの低血糖で診断された非機能性膵神経内分泌腫瘍の１例
名古屋掖済会病院　消化器内科

○近藤寛之、神部隆吉、大橋　暁、岩田浩史、水谷佳貴、河合　学、	
佐橋　学、藤本　諒

膵臓①　10：49〜11：16
座長：岐阜県総合医療センター　消化器内科　　岩田圭介
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膵臓②　11：16〜11：43
座長：藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　消化器内科　　山本智支

26	 連続膵液細胞診（SPACE）が有用であったHigh-grade	PanINの一例
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学１）、	
名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部２）

○鈴木博貴１）、廣岡芳樹２）、川嶋啓揮１）、大野栄三郎１）、石川卓哉１）、	
須原寛樹１）、竹山友章１）、橋詰清孝１）、小屋敏也１）、田中浩敬１）、	
酒井大輔１）、西尾　亮１）、飯田　忠１）、後藤秀実１）

27	 膵炎を繰り返した若年女性発症の混合型IPMNの１例
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科１）、同　肝胆膵外科２）、	
同　病理診断科３）

○高田和典１）、石渡裕俊１）、松林宏行１）、吉田将雄１）、伊藤紗代１）、	
川田　登１）、今井健一郎１）、田中雅樹１）、角嶋直美１）、滝沢耕平１）、	
堀田欣一１）、上坂克彦２）、岡村行泰２）、佐々木恵子３）、小野裕之１）

28	 治療方針の決定に造影EUSが有用であったMCNが疑われた膵尾部IPMCの１例
高山赤十字病院　消化器内科１）、同　外科２）、同　病理診断科３）

○奥野　充１）、白子順子１）、田口大輔１）、高田　淳１）、今井　奨１）、	
足立尊仁２）、白子隆志２）、岡本清尚３）、棚橋　忍１）
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29	 出血を契機に発見され、術前診断しえた食道duplication	cystの一例
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学１）、	
名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部２）、	
名古屋大学医学部附属病院　腫瘍外科学３）

○古根　聡１）、宮原良二１）、舩坂好平１）、古川和宏２）、小林健一２）、	
松井健一１）、藤吉俊尚１）、小宮山琢真１）、細野　功１）、伊藤信仁１）、	
丸川高弘１）、和田啓孝１）、川嶋啓揮１）、渡辺　修１）、深谷昌秀３）、	
廣岡芳樹２）、後藤秀実１）

30	 当院における食道異物の臨床的検討
朝日大学歯学部附属村上記念病院　消化器内科

○中畑由紀、安田剛士、黒部拓也、尾松達司、大洞昭博、八木信明、	
小島孝雄

31	 胃内脱落食道ステントを内視鏡的に摘出しえた接合部進行胃癌の１例
国立病院機構名古屋医療センター　消化器内科

○田中大貴、岩瀬弘明、島田昌明、平嶋　昇、龍華庸光、齋藤雅之、	
近藤　尚、浦田　登、宇仁田慧、近藤　高

上部消化管③　15：55〜16：22
座長：愛知医科大学　消化管内科　　井澤晋也
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32	 プロテインS異常症に起因した下腸間膜静脈血栓症の１例
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学１）、	
名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部２）

○西川貴広１）、渡辺　修１）、中村正直１）、山村健史２）、松下正伸１）、	
松浦倫三郎１）、水谷泰之１）、澤田つな騎１）、丹羽慶樹１）、石川恵里１）、	
内田元太１）、大塚裕之１）、鈴木悠土１）、石田哲也１）、久野剛史１）、	
服部　峻１）、山田啓策１）、梶川　豪１）、廣岡芳樹２）、後藤秀実１）

33	 消化管壁全層縫合器Over-The-Scope-Clip	systemにより止血できた高齢者	
大腸憩室出血の一例

名古屋記念病院　消化器内科
○野原真子、村上賢治、鈴木重行、中舘　功、加地謙太、杉村直美、	

杉浦　幸

34	 NGチューブを併用したS状結腸軸捻転整復法に対する新たな試み	
−side	tube法−

富士宮市立病院
○樋口友洋、高橋　賢一、井上照彬、兼子直也、森　雅史

35	 超音波内視鏡下経直腸的ドレナージが奏功した骨盤内膿瘍の一例
市立島田市民病院　消化器内科１）、同　外科２）

○金子淳一１）、長澤真帆１）、渡邉晋也１）、金山和広１）、松下雅広１）、	
上村和康２）

下部消化管③　16：22〜16：58
座長：岐阜大学大学院医学系研究科　消化器病態学　　久保田全哉




