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タイムスケジュール
第１会場

会議室1001-2
第２会場
会議室910

第３会場
会議室904

選考委員会
会議室1002

8:30 開会の辞 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
08:40~09:08

上部消化管①/Y-1~4
座長：黒石健吾

08:40~09:01
下部消化管①/Y-18~20
座長：栗山　茂

08:40~09:08
肝胆膵①/Y-32~35
座長：芳澤　社9:00 09:01~09:29

下部消化管②/Y-21~24
座長：谷　伸也

09:08~09:36
上部消化管②/Y-5~8
座長：森　雅史

09:08~09:36
肝胆膵②/Y-36~39
座長：今井　元9:30 09:29~09:57

下部消化管③/Y-25~28
座長：杉野敏志

09:36~10:04
上部消化管③/Y-9~12
座長：嶋田裕慈

09:36~09:57
肝胆膵③/Y-40~42
座長：大畠昭彦

10:00 09:57~10:18
下部消化管④/Y-29~31
座長：山田貴教

09:57~10:18
肝胆膵④/Y-43~45
座長：山田玲子10:04~10:39

上部消化管④/Y-13~17
座長：小笠原尚高10:30

10:30~11:20
若手奨励賞選考委員会

10:45~11:06　食道/1~3
座長：前田有紀

10:45~11:06　大腸･その他/4~6
座長：星野弘典

10:45~11:13
胃・十二指腸/7~10
座長：山田洋介11:00

11:30 ランチョンセミナー①
11:30~12:30
演者：加藤　順
座長：荒木寛司

共催：ヤンセンファーマ㈱

ランチョンセミナー②
11:30~12:30
演者：杉本　健
座長：花井洋行

共催：アッヴィ合

ランチョンセミナー③
11:30~12:30

演　　者：春日井邦夫　　
　　　　多田智裕　　
座　　長：八木信明　　　
特別発言：丸山保彦　　　
共　　催：㈱AIメディカルサービス

12:00

12:30
12:40~13:40
評議員会

（若手奨励賞表彰式含む）

アフタヌーンセミナー
12:40~13:40
演者：平澤俊明
座長：古田隆久

共催：オリンパスマーケティング㈱

13:00

13:30

スポンサードセミナー①
13:50~14:50
演者：田中浩敬
　　　北村英俊
座長：廣岡芳樹

共催：ゼオンメディカル㈱

スポンサードセミナー②
13:50~14:50
演者：長坂光夫
座長：田中俊夫

共催：武田薬品工業㈱

スポンサードセミナー③
13:50~14:50
演者：山本隆行
座長：川嶋啓揮

共催：日本化薬㈱

14:00

14:30

15:00 シンポジウム①
15:00~17:30

「消化管疾患に対する
内視鏡診断と治療の工夫」

司会：大澤　恵
　　　海老正秀

シンポジウム②
15:00~17:30

「胆膵疾患に対する
内視鏡診断と治療の工夫」

司会：吉田道弘
　　　中岡和徳

15:00~15:35
胃/11~15

座長：水野裕介

15:30
15:35~16:10
胆道/16~20
座長：川口真矢

16:00
16:10~16:45
膵臓/21~25
座長：水谷泰之16:30

16:45~17:13
その他/26~29
座長：丸田明範17:00

17:30 閉会の辞
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■第１会場
シンポジウム1　15：00～17：30

司会：浜松医科大学医学部附属病院　光学医療診療部　　大澤　恵
　　　愛知医科大学　消化管内科　　　　　　　　　　　海老正秀

S１-１ 当院におけるタラポルフィンナトリウムを用いた光線力学的療法の工夫
浜松医科大学附属病院　第一内科1）、
浜松医科大学附属病院　光学医療診療部2）

○杉浦喜一1）、石田夏樹2）、大澤　恵2）

S１-２ 食道癌内視鏡治療後サーベイランスにおけるNBI拡大観察による新出病変拾
い上げに関する検討～新型内視鏡システムの使用経験を交えて
静岡県立総合病院　消化器内科
○増井雄一、大野和也、黒上貴史

S１-３ PPI抵抗性好酸球性食道炎の臨床経過についての検討
藤枝市立総合病院　消化器内科
○榎田浩平、寺井智宏、丸山保彦

S１-４ 細径内視鏡での早期胃癌の拾い上げとピットフォール
聖隷浜松病院　消化器内科
○海野修平、芳澤　社、細田佳佐

S１-５ 針状メス単独で行う胃ESDの試み
浜松医療センター　消化器内科
○山中力行、栗山　茂、金岡　繁

S１-６ 胃体部～穹窿部大彎早期胃癌に対する病変外への糸つきクリップ装着による
牽引下胃ESDの有用性
愛知県がんセンター　内視鏡部
○山田啓策、田近正洋、丹羽康正

S１-７ 当院における上部消化管内視鏡的異物除去症例の検討
富士宮市立病院　消化器内科
○森　雅史、兼子直也、志村恵理

S１-８ MALTリンパ腫以外の悪性リンパ腫消化管病変の内視鏡像－肉眼分類の試み
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学
○片野敬仁、志村貴也、片岡洋望
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S１-９ 当院におけるLCIG療法導入の現状
岐阜大学医学部附属病院　第一内科
○久保田全哉、井深貴士、清水雅仁

S１-10 クローン病の小腸狭窄に対するダブルバルーン内視鏡下バルーン拡張術の治
療成績
名古屋大学医学部附属病院　消化器内科
○八田勇輔、石川恵里、川嶋啓揮

S１-11 大腸憩室出血に対して内視鏡的止血術が必要となる臨床的特徴
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　消化器内科
○原　啓文、藤吉俊尚、春田純一

S１-12 当院におけるOver-The-Scope Clip（OTSC）の使用経験（最近の傾向を踏まえて）
岐阜県総合医療センター　消化器内科
○小澤範高、山崎健路、清水省吾

S１-13 表面型大腸病変におけるGel immersion EMR(GIEMR)の治療成績の検討
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○芦澤　浩、堀田欣一

S１-14 大腸ESDにおけるPostpolypectomy electrocoagulation syndrome(PECS）と
筋層損傷との関連性についての検討
藤田医科大学病院　消化器内科
○大森崇史、舩坂好平、廣岡芳樹

S１-15 Multi Loop Traction Device（MLTD）を用いた消化管ESDの安全性と有用性
愛知医科大学病院　消化管内科
○高山将旭、海老正秀、春日井邦夫

S１-16 大腸ポリープ検出支援ソフトウェアにおける偽陽性の発生頻度と発生要因に
関する検討
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○奥村大志、今井健一郎、堀田欣一
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■第２会場
シンポジウム2　15：00～17：30
司会：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
　　　藤田医科大学　消化器内科学　　　　　　　　　　　　　　中岡和徳

S２-１ 胆道病変に対するERCPにおける胆管挿管の現状
岐阜大学医学部附属病院　第一内科
○千住明彦、岩下拓司、清水雅仁

S２-２ 当院の選択的胆管挿管における試みとその成績
浜松医療センター　消化器内科
○鈴木安曇、影山富士人、金岡　繁

S 2 - 3  当院における胆管挿管困難症例に対するDouble lumen catheter法の治療成績
の検討
名古屋大学医学部附属病院　消化器内科
○山雄健太郎、石川卓哉、川嶋啓揮

S２-４ 胆管挿管困難時のプレカットにおける膵管ステントの有用性についての検討
藤枝市立総合病院　消化器内科
○大畠昭彦、景岡正信、丸山保彦

S２-5 超高齢者におけるERCPの特徴
朝日大学病院　消化器内科
○中畑由紀、大洞昭博、八木信明

S２-６ 胆嚢結石併存総胆管結石症に対する初回内視鏡的治療法の検討
静岡県立総合病院　消化器内科
○石黒友也、佐藤辰宣、川口真矢

S２-７ 手術ハイリスク症例の急性胆嚢炎に対する内視鏡的経乳頭的胆嚢ステント永
久留置術の検討
岐阜県総合医療センター　消化器内科
○丸田明範、吉田健作、清水省吾

S２-８ 良性胆管空腸吻合部狭窄に対する治療の検討
岐阜市民病院　消化器内科1）、岐阜大学医学部附属病院　第一内科2）

○岩佐悠平1）、岩田圭介1）、岩下拓司2）
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S２-９ 当院における術後胆汁漏の内視鏡的治療成績および難症例に対する胆道鏡を
併用した集学的治療の試み
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学
○加地謙太、吉田道弘、林　香月

S２-10 当院における切除企図膵癌へのプラスチックステントによる胆管ドレナージ
の検討
岐阜県立多治見病院　消化器内科
○浦壁憲司、水島隆史、奥村文浩

S２-11 極小axial forceを有する新型FCSEMSの使用成績
伊勢赤十字病院　消化器内科
○村林桃士、大山田純、亀井　昭

S２-12 非切除悪性肝門部胆道閉塞に対する内視鏡的インサイドプラスチックステン
ト留置後における早期再治療のリスク因子に関する検討
磐田市立総合病院　消化器内科
○金子淳一、瀧浪将貴、山田貴教

S２-13 肝門部両葉金属ステント留置後のre-interventionとしてのradiofrequency ablation
愛知医科大学　肝胆膵内科
○井上匡央、北野礼奈、米田政志

S２-14 膵周囲液体貯留に対する超音波内視鏡下治療の検討
藤田医科大学　消化器内科学
○和田悠良、橋本千樹、廣岡芳樹

S２-15 先端極細チップを用いた金属ステントの超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術で
の可能性
岡波総合病院　消化器内科
○今井　元、入　彩加、前川有里

S２-16 悪性遠位胆道狭窄に対するEUS下胆道ドレナージにおけるステント閉塞に関
わる因子の検討
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○佐藤純也、石渡裕俊、新谷文崇

S２-17 EUS-FNB検体を用いた遺伝子パネル検査の解析成功に寄与する因子の検討
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○中村はる香、石渡裕俊、佐藤純也
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S２-18 膵癌におけるゲノム医療の現状と課題
愛知県がんセンター　消化器内科
○福井淑崇、奥野のぞみ、原　和生
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■第１会場
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
上部消化管①　8：40～9：08

座長：静岡市立静岡病院　消化器内科　　黒石健吾

Y-１ 自然脱落した食道pyogenic granulomaの1例
済生会松阪総合病院　内科
○松本樹人、河内瑞季、小野隆裕、紅林真理絵、田原雄一、吉澤尚彦、
黒田直起、福家洋之、河俣浩之、青木雅俊、橋本　章、脇田喜弘、
清水敦哉

Y-２ 胸部大動脈瘤感染に伴い食道病変を呈した2例
静岡市立静岡病院　消化器内科
○八木直人、横山翔平、正谷一石、菊池恵介、有谷実莉、上田駿介、
池田正俊、早川諒祐、木村領佑、鈴木博貴、黒石健吾、濱村啓介、
高橋好朗、田中俊夫、小柳津竜樹

Y-３ 繰り返す胃軸捻転症に内視鏡下胃壁固定術が有用であった１例
岡波総合病院　消化器内科
○石原寿真、前川有里、入　彩加、今井　元

Y-４ 出血を契機に発見され、経時的に形態変化を呈した　胃Infl ammatory Fibroid 
Polypの1例
一宮西病院　消化器内科
○伊藤友一朗 、森山智仁、百々弘樹、原田雄太、井原　亮、湯村崇之、
熊原加奈、林晋太郎、與儀竜治、大橋憲嗣、東　玲治、森　昭裕
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
上部消化管②　9：08～9：36

座長：富士宮市立病院　内科　　森　雅史

Y-５ 胃噴門部粘膜下腫瘍にアニサキス症が 合併し特殊な画像所見を呈した1例
JA静岡厚生連　遠州病院　消化器内科
○詫間みなみ、山田　裕、遠藤　茜、大津卓也、森　泰希、高垣航輔、
竹内靖雄、白井直人

Y-６ 胃扁平上皮化生に対して．内視鏡的に一括切除を行った症例
浜松医科大学　第一内科1）、浜松医科大学　腫瘍病理学講座2）、
浜松医科大学　光学医療診療部3）、浜松医科大学　臨床検査医学4）

○丸山　巧1）、髙橋賢一1）、石川　励2）、伊藤誠人1）、伊藤達弘1）、
浅井雄介1）、高橋　悟1）、杉浦喜一1）、尾上峻也1）、宮津隆裕1）、
金子雅直1）、樋口友洋1）、松浦友晴1）、石田夏樹3）、田村　智1）、
谷　伸也1）、山出美穂子1）、岩泉守哉4）、濱屋　寧1）、大澤　恵3）、
杉本　健1）

Y-７ 多発早期胃癌を合併したattenuated FAPの１例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○松永賢樹、吉井重人、馬場皓大、佐藤大輝、稲垣圭佑、星野弘典、
榎田浩平、寺井智宏、大畠昭彦、景岡正信、丸山保彦

Y-８ 胃神経内分泌癌（NEC）の一例
岡崎市民病院　消化器内科
○今枝秀斗、藤田孝義、森井正哉、山田弘志、大塚利彦、堤　克彦、
細野幸太、相澤勇人、飯塚昭男
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
上部消化管③　9：36～10：04

座長：順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科　　嶋田裕慈

Y-９ 早期胃癌ESDの遅発性穿孔に対して保存的治療が奏功した1例
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科1）、
三重大学医学部附属病院　光学医療診療部2）

○澤井翔馬1）、田中匡介2）、奥田彩子1）、奥田裕文1）、藤部幸大1）、
木戸恒陽1）、田中隆光1）、野瀬賢治1）、梅田悠平1）、村嶋佑美1）、
重福亜紀奈1）、別府剛志1）、坪井順哉1）、山田玲子1）、中村美咲1）、
葛原正樹2）、濱田康彦1）、堀木紀行1）、中川勇人1）

Y-10 自己免疫性胃炎に合併した胃癌の一例
岡崎市民病院　消化器内科
○齋藤太一、藤田孝義、森井正哉、山田弘志、大塚利彦、堤　克彦、
細野幸太、相澤勇人、飯塚昭男

Y-11 当院にて経験したラズベリー様腺窩上皮型胃癌の3例
愛知医科大学病院　消化管内科
○大島みど梨、杉村明佳音、吉峰尚子、小野　聡、高山将旭、加藤駿介、
越野　顕、長尾一寛、山本和弘、杉山智哉、山口純治、足立和規、
田村泰弘、井澤晋也、海老正秀、舟木　康、小笠原尚高、佐々木誠人、
春日井邦夫

Y-12 黒色便を契機に見つかった胃Burkittリンパ腫の一例
愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院　消化器内科
○石川大貴、木村侑樹、近藤大也、稲掛優介、玉腰丈博、豊島　創、
内田元太、高士ひとみ、竹内淳史、森田　清、都築智之



－54－

若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
上部消化管④　10：04～10：39

座長：愛知医科大学　消化管内科　　小笠原尚高

Y-13 家族性大腸腺腫症に合併した胃底腺ポリポーシスを伴う早期胃癌の一例
宏潤会大同病院　消化器内科
○堀　　諒、西川貴広、名倉明日香、八鹿　潤、栁澤直宏、田島万莉、
杉原有紀、柴田　萌、齋藤和輝、吉田和弘、野々垣浩二

Y-14 粘膜下層を主体に発育したGISTの1例
浜松医療センター　消化器内科1）、浜松医療センター　消化器外科2）

○藤田翔也1）、井上尊史1）、西澤航平1）、井口太郎1）、山中力行1）、
大庭行正1）、鈴木安曇1）、佐原　秀1）、栗山　茂1）、影山富士人1）、
金岡　繁1）、尾崎裕介2）、宮崎真一郎2）、金井俊和2）、落合秀人2）

Y-15 十二指腸主乳頭に腺腫と神経内分泌腫瘍が合併した1例
浜松医科大学　第一内科1）、浜松医科大学　光学医療診療部2）、
浜松医科大学　臨床検査医学3）

○浦野春奈1）、丸山　巧1）、伊藤誠人1）、髙橋賢一1）、伊藤達弘1）、
淺井雄介1）、杉浦喜一1）、髙橋　悟1）、尾上峻也1）、樋口友洋1）、
宮津隆裕1）、金子雅直1）、松浦友春1）、石田夏樹2）、田村　智1）、
谷　伸也1）、山出美穂子1）、濱屋　寧1）、岩泉守哉3）、大澤　恵2）、
杉本　健1）

Y-16 EUS-FNAで術前診断できた十二指腸乳頭部Gangliocytic paragangliomaの一例
名鉄病院　消化器内科
○田中　悠、竹田欽一、西尾雄司、大林友彦、大塚裕之、山本佳奈、
三島茉莉

Y-17 十二指腸幽門腺腺腫の一例
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　消化器内科
○前田英貴、富田優作、橋本真耶佳、金山朋裕、大脇聖楽、中井俊介、
金岩弘樹、今津充希、北川美香、野村智史、平野敦之、森　義徳、
木村吉秀、土田研司、妹尾恭司
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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
下部消化管①　8：40～9：01

座長：浜松医療センター　消化器内科　　栗山　茂

Y-18 本態性血小板血症に併発した虚血性小腸炎の一例
順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科
○寺井雄一朗、野村　慧、厳　理華、有井　新、池田裕至、佐藤　祥、
村田礼人、佐藤俊輔、嶋田裕慈、玄田拓哉

Y-19 小腸憩室出血に対して内視鏡的に止血し得た一例
聖隷浜松病院　消化器内科1）、聖隷浜松病院　上部消化管外科2）

○榛葉俊太朗1）、海野修平1）、三宅　彩1）、井田雄也1）、大城恵吾1）、
平野雄一1）、吉井　元1）、小林郁美1）、志田麻子1）、江上貴俊1）、
山田洋介1）、小林陽介1）、木全政晴1）、芳澤　社1）、室久　剛1）、
長澤正通1）、細田佳佐1）、戸松真琴2）

Y-20 Meckel憩室により腸閉塞を繰り返した１例
静岡市立静岡病院　消化器内科
○酒井学真、田中俊夫、横山翔平、正谷一石、菊池恵介、上田駿介、
早川諒祐、木村領佑、池田正俊、鈴木博貴、黒石健吾、濱村啓介、
小柳津竜樹
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
下部消化管②　9：01～9：29

座長：浜松医科大学　第一内科　　谷　伸也

Y-21 血便を契機にクラミジア直腸炎と診断した1例
中部国際医療センター　消化器内科1）、
中部国際医療センター　病理診断科2）

○下城宏太1）、佐竹勇哉1）、大橋洋祐1）、林　完成1）、水谷しの1）、
出田貴康1）、足達広和1）、大島靖広1）、杉山　宏1）、山田鉄也2）

Y-22 ブロダルマブ；ヒト型抗IL-17受容体Aモノクローナル抗体による潰瘍性大腸
炎発症の一例
朝日大学病院　消化器内科
○森　建次、坂元直行

Y-23 慢性炎症により内視鏡的診断が困難であったcolitic cancerの一例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○馬場皓大、寺井智宏、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、
榎田浩平、星野弘典、稲垣圭佑、佐藤大輝

Y-24 悪性の可能性が否定できず外科的切除を施行した大腸脂肪腫の1例
浜松医療センター　消化器内科
○井口太郎、井上尊史、西澤航平、藤田翔也、山中力行、大庭行正、
鈴木安曇、佐原　秀、栗山　茂、影山富士人、金岡　繁
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
下部消化管③　9：29～09：57

座長：朝日大学病院　消化器内科　　杉野敏志

Y-25 大腸癌術直後に発症し、死亡に至ったサイトメガロウイルス腸炎の一例
岐阜県立多治見病院　消化器内科
○安原　聡、大岩拓矢、足立圭司、佐々木謙、濱田祐輔、丹羽佑介、
山田直晃、浦壁憲司、貫井嵩之、岡山幸平、鈴木健人、蓑輪彬久、
鈴木雄太、羽根田賢一、水島隆史、奥村文浩

Y-26 発症から4年半後に結腸原発悪性リンパ腫を合併した難治性潰瘍性大腸炎の一例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○佐藤大輝、寺井智宏、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、
星野弘典、稲垣圭佑、馬場皓大

Y-27 Sessile serrated lesion (SSL)から発癌を来した盲腸癌の一例
静岡赤十字病院　消化器内科1）、静岡赤十字病院　外科2）

○井上洋輔1）、甲田　恵1）、上原慶大1）、乾　　航1）、杉山智洋1）、
安藤崇史2）、魚谷貴洋1）

Y-28 腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）にて最小切除範囲で治癒切除し得た虫垂内に
内視鏡観察不能な癌成分を認めた盲腸腺腫内癌の１例
磐田市立総合病院　消化器内科1）、磐田市立総合病院　肝臓内科2）、
磐田市立総合病院　消化器外科3）

○小杉知功1）、綿引萌花1）、草間大輔1）、玉腰裕規1）、丹羽智之1）、
竹下　悠1）、瀧浪将貴1）、金子淳一1）、辻　　敦1）、西野眞史1）、
髙橋百合美2）、深澤貴子3）、笹田雄三2）、山田貴教1）
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
下部消化管④　9：57～10：18

座長：磐田市立総合病院　消化器内科　　山田貴教

Y-29 大腸粘膜内癌を合併したCronkhite-Canada症候群の1例
岐阜大学医学部附属病院　消化器内科
○雄山裕亮、井深貴士、小林立樹、岩佐太誠、亀井真琴、小泉　悠、
大谷毅一、田口大輔、山下晃司、小島健太郎、髙田　淳、久保田全哉、
境　浩康、白上洋平、末次　淳、清水雅仁

Y-30 胃空腸バイパス術後、吻合部悪性狭窄に対してSide-by-Sideでステントを留
置した一例
公立西知多総合病院　消化器内科
○山口一馬、鈴木悠土、加古雄基、澤田悠太郎、安藤雅能、竹山友章

Y-31 Vater乳頭部穿孔、胆管ステントによる十二指腸穿孔後の腹腔内膿瘍に対し経
皮的内視鏡的ネクロセクトミーを施行した1例
岐北厚生病院　内科
○平下祐生、高田英里、長谷川恒輔、鈴木祐介、畠山啓朗、山内　治、
岩間みどり、齋藤公志郎
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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
肝胆膵①　8：40～9：08

座長：聖隷浜松病院　消化器内科　内視鏡センター　　芳澤　社

Y-32 健診異常を契機に診断した胆嚢神経内分泌癌に対して集学的治療を行った１例
宏潤会大同病院　消化器内科
○齋藤和輝、八鹿　潤、西川貴広、名倉明日香、栁澤直宏、田島万莉、
杉原有紀、堀　　諒、柴田　萌、吉田和弘、野々垣浩二

Y-33 黄色肉芽腫性胆嚢炎の診断にEUSが有用であった1例
JA静岡厚生連遠州病院　消化器内科
○杉山智哉、山田　裕、遠藤　茜、大津卓也、森　泰希、高垣航輔、
竹内靖雄、白井直人

Y-34 超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術中に穿孔しOTSCが有用であった1例
岡波総合病院　消化器内科
○竹田英光、今井　元、入　彩加、前川有里

Y-35 肝門部胆管癌術後、EUS-BDを用いた結石除去術の1例
岡波総合病院　消化器内科
○崔　仁哲、今井　元、入　彩加、前川有里
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
肝胆膵②　9：08～9：36

座長：岡波総合病院　消化器内科　　今井　元

Y-36 膵頭十二指腸切除術後の胆管空腸吻合部狭窄に合併した胆管結石に対し、超音
波内視鏡および小腸内視鏡併用下治療が奏功した１例～stent-stone complex
を添えて
静岡県立総合病院　消化器内科
○稲川敦子、川口真矢、石黒友也、武田昌大、池田慎也、加島弘崇、
平田太陽、浅原和久、佐藤辰宣、増井雄一、松田昌範、板井良輔、
川合麻美、寺田修三、遠藤伸也、黒上貴史、白根尚文、大野和也

Y-37 経口胆道鏡下結石破砕後に胆嚢穿孔を生じた１例
磐田市立総合病院　消化器内科1）、磐田市立総合病院　消化器外科2）、
磐田市立総合病院　肝臓内科3）

○綿引萌花1）、金子淳一1）、神藤　修2）、小杉知功1）、草間大輔1）、
玉腰裕規1）、丹羽智之1）、竹下　悠1）、瀧浪将貴1）、辻　　敦1）、
西野眞史1）、高橋百合美3）、笹田雄三3）、山田貴教1）

Y-38 肝門部領域胆管癌術後の挙上空腸狭窄による閉塞性胆管炎に対しEUS-GEが
有効であった一例
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科
○藤部幸大、山田玲子、奥田裕文、田中隆光、野瀬賢治、村嶋佑美、
坪井順哉、中川勇人

Y-39 ERCP時の造影剤粘膜下注入により生じた偽腔を用いてDouble lumen catheter
法にて胆管挿管が得られたIgG4関連硬化性胆管炎の1例
総合病院中津川市民病院　消化器内科1）、
名古屋大学医学部附属病院　消化器内科2）

○安江　優1）、小嶋健太郎1）、西尾　亮1）、山雄健太郎2）、川嶋啓揮2）、
中野有泰1）
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
肝胆膵③　9：36～9：57

座長：藤枝市立総合病院　消化器内科　　大畠昭彦

Y-40 Gastric outlet obstructionにて発症したannular pancreas合併自己免疫性膵炎
の1例
静岡県立総合病院　消化器内科
○佐藤佑樹、川口真矢、稲川敦子、石黒友也、武田昌大、池田慎也、
加島弘崇、平田太陽、浅原和久、佐藤辰宣、増井雄一、松田昌範、
板井良輔、川合麻実、寺田修三、遠藤伸也、黒上貴史、白根尚文、
大野和也

Y-41 超音波内視鏡下膵管ドレナージにて膵管破綻症候群の膵管破綻部位の橋渡し
に成功した1例
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学
○稲垣貴文、堀　　寧、内藤　格、林　香月、吉田道弘、加藤晃久、
加地謙太、浅野　剛、佐橋秀典、久野佳世子、豊原祥資、鬼頭祐輔、
市野由華、片岡洋望

Y-42 膵石を原因とし膵周囲に膿瘍を形成した閉塞性化膿性膵管炎の1例
富士宮市立病院　消化器内科1）、ヒロ内科クリニック2）

○及川　亮1）、青沼勇斗1）、加藤大樹1）、志村恵理1）、兼子直也1）、
廿楽裕徳2）、森　雅史1）
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若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
肝胆膵④　9：57～10：18

座長：三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科　　山田玲子

Y-43 重症急性膵炎に合併したWONに対して、経皮的内視鏡的ネクロセクトミー、
経鼻経消化管的洗浄、膵管ドレナージを行った症例
藤枝市立総合病院　初期研修医1）、藤枝市立総合病院　消化器内科2）

○杉本祥拓1）、星野弘典2）、馬場皓大2）、佐藤大輝2）、稲垣圭佑2）、
寺井智宏2）、大畠昭彦2）、景岡正信2）、吉井重人2）、丸山保彦2）

Y-44 腹腔内に破裂した膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)の1例
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科1）、
三重大学医学部附属病院　肝胆膵・移植外科2）

○奥田裕文1）、山田玲子1）、藤部幸大1）、田中隆光1）、野瀬賢治1）、
村嶋佑美1）、坪井順哉1）、伊藤貴洋2）、水野修吾2）、中川勇人1）

Y-45 EUS-FNAで診断し得た微小な転移性肝腫瘍の1例
JA岐阜厚生連中濃厚生病院　消化器内科
○三浦有貴、三田直樹、長井宏樹、山田　愛、小居幹太、宮地加奈子、
伊藤貴嗣、向井美鈴、華井頼子、山中一輝、杉山智彦、戸田勝久、
白木　亮、勝村直樹
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■第１会場
食道　10：45～11：06

座長：静岡がんセンター　内視鏡科　　前田有紀

１ 非定型末梢性T細胞リンパ腫の食道浸潤の1例
聖隷浜松病院　消化器内科
○小林郁美、海野修平、芳澤　社、三宅　彩、榛葉俊太朗、吉井　元、
平野雄一、大城恵吾、井田雄也、志田麻子、江上貴俊、山田洋介、
小林陽介、木全政晴、室久　剛、長澤正通、細田佳佐

２ 上部消化管内視鏡検査後に生じた食道粘膜下血腫の1例
焼津市立総合病院　消化器内科
○武部友寛、佐野宗孝、渡邉幸弘、山形真碁、青山拓也、萬治福匡、
眞鍋藍璃

３ 2か月の経過の中で自然退縮したと考えられた食道表在癌の一例
浜松医療センター　消化器内科
○佐原　秀、井上尊史、西澤航平、藤田翔也、井口太郎、山中力行、
大庭行正、鈴木安曇、栗山　茂、影山富士人、金岡　繁
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■第２会場
大腸・その他　10：45～11：06

座長：藤枝市立総合病院　消化器内科　　星野弘典

４ 大腸癌術後吻合部に発症し、自然史を観察しえた直腸pyogenic granulomaの1例
済生会松阪総合病院　内科
○小野隆裕、橋本　章、河内瑞季、紅林真理絵、田原雄一、黒田直起、
吉澤尚彦、青木雅俊、福家洋之、河俣浩之、脇田喜弘、清水敦哉

５ エンドループ補助下内視鏡的全層切除術によって病理組織診断し得た巨大回
腸粘膜下腫瘤の一例
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科1）、
静岡県立静岡がんセンター　病理診断科2）

○重田浩平1）、今井健一郎1）、下田忠和2）、堀田欣一1）、伊藤紗代1）、
岸田圭弘1）、高田和典1）、川田　登1）、前田有紀1）、吉田将雄1）、
山本陽一1）、南出竜典1）、石渡裕俊1）、佐藤純也1）、松林宏行1）、
小野裕之1）

６ 原因不明の腹痛と鉄欠乏性貧血を呈したアメリカ鉤虫症の１例
焼津市立総合病院　消化器内科
○武部友寛、佐野宗孝、渡邉幸弘、山形真碁、青山拓也、萬治福匡、
眞鍋藍璃
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■第３会場
胃・十二指腸　10：45～11：13

座長：聖隷浜松病院　消化器内科　　山田洋介

７ 内視鏡的切除を行った巨大十二指腸Brunner腺過形成の一例
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）

○鈴木孝弘1）、古川和宏1）、古根　聡1）、伊藤信仁1）、廣瀬　崇1）、
鈴木智彦1）、飛田恵美子1）、平井恵子1）、柴田寛幸1）、倉田祥行1）、
石川恵里1）、澤田つな騎2）、水谷泰之1）、山雄健太郎2）、前田啓子1）、
山村健史1）、石川卓哉1）、中村正直1）、川嶋啓揮1）

８ 再発性膵炎の原因と考えられ、十二指腸ESD＋腹腔鏡下経空腸腫瘍回収術に
て治療し得た十二指腸巨大脂肪腫の1例
名古屋市立大学病院　消化器内科1）、名古屋市立大学病院　肝膵内科2）

○西垣瑠里子1）、志村貴也1）、加藤晃久2）、佐々木槇子1）、奥田悠介1）、
福定繁紀1）、杉村直美1）、水野裕介1）、岩崎弘靖1）、西江裕忠1）、
田中　守1）、片野敬仁1）、尾関啓司1）、林　香月2）、久保田英嗣1）、
片岡洋望1）

９ 副乳頭部原発神経内分泌腫瘍の1例
静岡市立清水病院　消化器内科1）、静岡市立清水病院　外科2）

○小池弘太1）、窪田裕幸1）、高柳泰宏1）、池田　誉1）、芹澤亜紗美1）、
丸尾啓敏2）

10 当院で経験した2例の胃限局型若年性ポリポーシスの臨床像
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科1）、
三重大学医学部附属病院　光学医療診療部2）

○梅田悠平1）、田中匡介2）、中川勇人1）



－66－

胃　15：00～15：35
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　　水野裕介

11 PCABにより胃粘膜に発赤をきたした1例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○稲垣圭佑、丸山保彦、馬場皓大、佐藤大輝、星野弘典、寺井智宏、
大畠昭彦、景岡正信、吉井重人

12 癌併存の鑑別が困難であった粘膜下異所性胃腺の一例
聖隷浜松病院　消化器内科
○山田洋介、芳澤　社、三宅　彩、榛葉俊太朗、平野雄一、井田雄也、
大城恵吾、吉井　元、志田麻子、小林郁美、江上貴俊、海野修平、
小林陽介、木全政晴、室久　剛、長澤正通、細田佳佐

13 胃限局性アミロイドーマの経過観察中に新規病変を発症した1例
静岡市立静岡病院　消化器内科
○上田駿介、小柳津竜樹、横山翔平、正谷一石、八木直人、菊池恵介、
木村領佑、早川諒祐、池田正俊、鈴木博貴、黒石健吾、濱村啓介、
田中俊夫

14 ESD後の検体回収時にimplantationしたと考えられた胃癌食道再発に対し
EMRを行い根治しえた１例
静岡県立総合病院　消化器内科
○加島弘崇、遠藤伸也、稲川敦子、引地智基、武田昌大、石黒友也、
池田慎也、平田太陽、浅原和久、佐藤辰宣、増井雄一、松田昌範、
板井良輔、川合麻実、寺田修三、黒上貴史、白根尚文、川口真矢、
大野和也

15 術前診断に難渋したEBV関連胃癌に対してESDを施行した1例
刈谷豊田総合病院　消化器内科1）、刈谷豊田総合病院　病理診断科2）

○高田直樹1）、神岡諭郎1）、浜島英司1）、中江康之1）、仲島さより1）、
久野剛史1）、佐々木雅隆1）、船橋　脩1）、二村侑歩1）、吉川幸愛1）、
光松佑時1）、佐藤宏樹1）、伊藤　誠2）
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胆道　15：35～16：10
座長：静岡県立総合病院　肝胆膵内科　　川口真矢

16 膵頭十二指腸切除後、挙上空腸狭窄のある肝内胆管結石に対してオーバー
チューブと細径内視鏡を用いてEHLで砕石が可能であった一例
聖隷浜松病院　消化器内科
○吉井　元、芳澤　社、榛葉俊太朗、井田雄也、大城恵吾、平野雄一、
小林郁美、志田麻子、江上貴俊、山田洋介、海野修平、小林陽介、
木全政晴、室久　剛、細田佳佐、長澤正通

17 難治性胆管空腸吻合部狭窄、肝内結石に対しEUS下順行性治療が奏効した一例
聖隷浜松病院　消化器内科
○志田麻子、小林陽介、三宅　彩、榛葉俊太朗、井田雄也、大城恵吾、
平野雄一、吉井　元、小林郁美、江上貴俊、山田洋介、海野修平、
木全政晴、芳澤　社、室久　剛、長澤正通、細田佳佐

18 総胆管結石を契機に診断しえた胆管壁内嚢胞の1例
沼津市立病院　消化器内科
○藤本健太郎、菊池保治、金城佳緒里、杉村　薫、鈴木宏將、井上将法、
宮城島大輔、中川彰彦、久保田教生、篠崎正美

19 EUSで診断したcholedochoceleに伴う急性膵炎の1例
四日市羽津医療センター　内科
○阪口亮平、中島滋人、森田翔一、大西賢多朗、山脇　真、樋口国博、
高司智史

20 高齢者の総胆管結石性胆管炎　早期ドレナージvs待機的ドレナージの検討
高山赤十字病院　内科
○市川広直、増田直也、水谷　拓、今井　奨、白子順子
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膵臓　16：10～16：45
座長：名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学　　水谷泰之

21 EUS-FNBで診断した肺腺癌膵転移の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）

○高田善久1）、石川卓哉1）、大野栄三郎1）、山雄健太郎2）、水谷泰之1）、
飯田　忠1）、植月康太1）、宜保憲明1）、青木総典1）、片岡邦夫1）、
森　　裕1）、高橋秀和1）、青井広典1）、南　喜之1）、熊野良平1）、
高野宏平1）、木下拓也1）、川嶋啓揮1）

22 当院で経験した膵管ステント迷入の4例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、星野弘典、稲垣圭佑、
佐藤大輝、馬場皓大、丸山保彦

23 EPLBD操作により膵管ステント迷入を来した1例
伊勢赤十字病院　消化器内科
○河俣真由、村林桃士、津田宣之、松嶋竜太郎、久田拓央、天満大志、
林　智士、杉本真也、大山田純、亀井　昭

24 重症急性膵炎被包化壊死（WON）に対して経胃的/経皮的内視鏡的ネクロセク
トミー を行った1例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○景岡正信、吉井重人、大畠昭彦、寺井智宏、星野弘典、稲垣圭佑、
佐藤大輝、馬場晧大、丸山保彦

25 超音波内視鏡下腹腔神経叢破壊術（EUS-CPN）が著効した膵体部癌の一例
岡波総合病院　消化器内科
○前川有里、今井　元、入　彩加
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その他　16：45～17：13
座長：岐阜県総合医療センター　消化器内科　　丸田明範

26 強直性脊椎炎の経過中に多彩な消化器疾患を発症したHLA-B27陽性の１例
済生会松阪総合病院　内科
○紅林真理絵、橋本　章、河内瑞季、小野隆裕、田原雄一、黒田直起、
吉澤尚彦、青木雅俊、福家洋之、河俣浩之、脇田喜弘、清水敦哉

27 治療方針の決定に超音波内視鏡下針生検が有用であった難治性腹水の1例
JA岐阜厚生連　揖斐厚生病院　消化器内科
○馬淵正敏、宇野由佳里、中村博式、足立政治、島崎　信、西脇伸二

28 LCIを使用した検診車による胃がん検診　～H.pylori感染胃炎診断のとりくみ～
医療法人社団聡誠会　池田病院　消化器外科1）、
医療法人社団聡誠会　池田病院　内科2）

○池田　聡1）、飯野正敏1）、岡村博文2）、池田　誠1）

29 経食道的EUS下ドレナージが有効であった気管支原性嚢胞の1例
愛知医科大学　肝胆膵内科1）、愛知医科大学　呼吸器外科2）

○北野礼奈1）、井上匡央1）、沼波宏樹2）、指宿麻悠1）、坂本和賢1）、
木本　慧1）、小林佑次1）、角田圭雄1）、中出幸臣1）、伊藤清顕1）、
米田政志1）




