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特別講演

早期大腸癌内視鏡診断と低侵襲治療の現状とこれから 
－UC関連腫瘍も含めて－

群馬大学大学院医学系研究科　消化器・肝臓内科学　主任教授　浦岡　俊夫 
司会　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器・肝臓内科学　教授　岡田　裕之 

共催：武田薬品工業株式会社

デジタルコンテンツ スペシャルエディケイション（教育講演）

胆管結石に対する内視鏡治療の最前線
東京医科大学　消化器内科　主任教授　糸井　隆夫 

司会　川崎医科大学　総合内科学2　特任教授　春間　　賢 
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

モーニングセミナー1

悪性胆道狭窄の診断と治療〜最新デバイスを用いた治療戦略〜
鳥取大学医学部附属病院　消化器内科　助教　武田　洋平 

司会　山口大学大学院医学系研究科　消化器内科学　准教授　戒能　聖治 
共催：株式会社パイオラックス メディカル デバイス

モーニングセミナー2

BLI,LCIを用いた上部消化管内視鏡診療
岡山大学　実践地域内視鏡学講座　教授　河原　祥朗 

司会　川崎医科大学　消化管内科学　特任教授　梅垣　英次 
共催：富士フィルムメディカル株式会社

ランチョンセミナー1

S-Oクリップを用いた大腸ESDと偶発症対策
順天堂大学　消化器内科学　准教授　坂本　直人 

司会　島根大学医学部附属病院　消化器内科　教授　石原　俊治 
共催：ゼオン・メディカル株式会社

ランチョンセミナー2

胆膵疾患に対するplastic stentの使い方
仙台オープン病院　消化管・肝胆膵内科　主任部長　伊藤　　啓 

司会　福山市民病院　副院長　植木　　亨 
共催：ガデリウス・メディカル株式会社
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ランチョンセミナー3

大腸腫瘍のNBI拡大内視鏡診断 ★基本から応用まで★
広島大学病院　消化器・代謝内科　教授　田中　信治 

司会　広島市立広島市民病院　内視鏡内科　主任部長　中川　昌浩 
共催：オリンパス株式会社

エキスパートレクチャー1

あなたならどうする？胆膵画像診断検討会
岡山大学病院　光学医療診療部　助教　松本　和幸 

司会　広島大学病院　消化器・代謝内科　講師　芹川　正浩

エキスパートレクチャー2

いますぐ使える新規消化管内視鏡デバイス
香川大学医学部　消化器・神経内科学　講師　小原　英幹 

司会　島根大学医学部附属病院　消化器内科　講師　柴垣広太郎 
共催：株式会社カネカメディックス

ワークショップ

中国地方の消化器内視鏡学のState of the art
司会（評価者）　広島市立安佐市民病院　消化器内科　永田　信二 

岡山大学病院　消化器内科　加藤　博也

WS-01	 	高齢早期胃癌ESD症例における術後短期の他病死リスク
１広島市立広島市民病院　内科，２広島市立広島市民病院　内視鏡内科
宮原　孝治1，後藤田　達洋1，森藤　由記1，國弘　真己1，中川　昌浩2

WS-02	 	Step	clipping 法は大腸憩室出血診療の新たな選択肢となり得るか？
１広島市立安佐市民病院　消化器内科，２同　内視鏡内科
青山　大輝1，朝山　直樹1，福本　晃2，向井　伸一1，永田　信二1

WS-03	 	広島地域における大腸ESDの有効性と安全性に関する多施設前向き共同研究
広島消化管内視鏡リサーチグループ
二宮　悠樹，田中　信治，岡　志郎，永田　信二，茶山　一彰

WS-04	 	当院における大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置術の検討
川崎医科大学　消化管内科学
村尾　高久，大澤　元保，梅垣　英次，塩谷　昭子
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WS-05	 	非切除肝門部悪性胆道狭窄に対するプラスティックステントによる胆管インサイドステント
の治療成績

国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター
山口　厚，楠　龍策，桑井　寿雄，河野　博孝，高野　弘嗣

WS-06	 	当院における親子式胆道・膵管鏡の診断、治療成績に関する検討
JA 尾道総合病院　消化器内科
清水　晃典，花田　敬士，池田　守登，栗原　啓介，田妻　進

WS-07	 	当院における非切除悪性肝門部胆管狭窄に対するMulti-Stenting の現状
鳥取大学医学部附属病院　消化器・腎臓内科学
山下　太郎，武田　洋平，河原　史歩，坂本　有里，濱本　航，斧山　巧，磯本　一

WS-08	 	術後再建腸管例に対する経空腸的EUS-FNAの検討
岡山大学病院　消化器内科
山崎　辰洋，友田　健，宮本　和也，松三　明宏，藤井　佑樹，皿谷　洋祐，内田　大輔， 
松本　和幸，堀口　繁，堤　康一朗，加藤　博也，岡田　裕之

WS-09	 	無症候性膵管癒合異常における超音波内視鏡画像の評価
出雲市立総合医療センター・内科
福庭　暢彦，石飛　ひとみ，高橋　芳子，山下　詔嗣，永岡　真，福原　寛之， 
佐藤　秀一，雫　稔弘

WS-10	 	当院における膵消化管吻合部閉塞に対する Interventional	EUSに関する検討
１島根大学　医学部　附属病院　消化器内科， 
２島根大学　医学部　附属病院　先端がん治療センター
園山　浩紀1，森山　一郎2，加藤　輝士1，角　昇平1，岡田　真由美1，石原　俊治1

WS-11	 	超音波内視鏡検査に上部消化管内視鏡検査を加えた食道胃胆膵同時スクリーニングの有用性
1 広島市民病院　内科，２広島市民病院　内視鏡科
高田　斎文1，平尾　謙1，中川　昌浩2，植松　周二1

WS-12	 	当院での術後縫合不全及び難治性瘻孔症例に対する内視鏡的閉鎖術について
１島根大学光学医療診療部，２島根大学消化器外科，３島根大学消化器内科
三代　剛1，柴垣　広太郎1，山本　徹2，平原　典幸2，石原　俊治3

WS-13	 	初回治療での電気水圧衝撃波結石破砕術（EHL）の有用性と安全性の検討
川崎医科大学総合内科学 2（消化器内科）
谷川　朋弘，浦田  矩代，西野　謙，末廣　光彦，笹井　貴子，川中　美和，春間　賢， 
河本　博文
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消化器内視鏡学会
研修医奨励賞／専修医奨励賞／一般演題

JR-01	 	内視鏡的に解除し得た十二指腸食餌性イレウスの１例
１広島市立安佐市民病院　消化器内科，２同　内視鏡内科
筒井　華子1，青山　大輝1，益田　啓志1，野村　理沙1，竹元　裕紀1，竹内　友香理1，森　豪1，
鴫田　賢次郎2，柾木　慶一1，朝山　直樹1，本田　洋士1，行武　正伸1，福本　晃2，
向井　伸一1，永田　信二1

JR-02	 	腫瘍塞栓性肺微小血管症をきたした胃癌の一例
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター
賴島　愛，楠　龍策，桑井　寿雄，森内　里歩，和田　薫，小西　宏奈，峠　香苗，三浦　崚一，
田丸　弓弦，山口　厚，河野　博孝，高野　弘嗣

JR-03	 	放射線治療2ヶ月後に出血を来たし外科手術を施行した放射線性小腸炎の1例
１広島大学病院 内視鏡診療科，２同 未来医療センター，３同 消化器 ･ 代謝内科， 
４同 保健管理センター，５県立広島大学　健康科学科
小田　絢香1，二宮　悠樹1，卜部　祐司2，飯尾　澄夫3，田中　秀典1，松本　健太3， 
壷井　章克3，小刀　崇弘1，保田　智之1，岡　志郎3，日山　亨4，北台　靖彦5，田中　信治1，
茶山　一彰3

JR-04	 	経口胆道鏡（POCS）が胆管癌との鑑別の一助となったIgG4関連硬化性胆管炎（IgG4-SC）
の1例

福山市民病院　内科
小川　彩，小川　恒由，山本　洋一郎，池田　愛璃，岡　寿紀，小林　沙代，藤澤　智雄， 
名和　徹，植木　亨

JR-05	 	演題取り下げ

JR-06	 	EUS-FNAが診断に有用であった膵石合併膵癌の一例
岡山済生会総合病院　内科
本田　章，藤井　雅邦，水川　翔，伊藤　守，石山　修平，藤原　明子，那須　淳一郎， 
藤岡　真一，吉岡　正雄，塩出　純二，山本　和秀

JR-07	 	神経浸潤を伴う IPMN由来浸潤癌の一例
１JA 尾道総合病院　臨床研修科，２JA 尾道総合病院　消化器内科， 
３JA 尾道総合病院　外科，４JA 尾道総合病院　病理診断科
大田垣　真1，花田　敬士2，山本　卓哉2，奥田　康博2，池田　守登2，栗原　啓介2，
清水　晃典2，安部　智之3，大下　彰彦3，米原　修治4
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SR-01	 	胃腺癌を伴う胃ポリポーシスの一例
独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　消化器内科
住井　遼平，堀井　城一朗，原　友太，伏見　崇，表　静馬，上田　祐也，野間　康宏， 
藤田　勲生，豊川　達也

SR-02	 	Helicobacter	pylori 未感染胃粘膜に発生した腺窩上皮型胃癌の3例
１岡山赤十字病院・消化器内科，２岡山赤十字病院・肝臓内科
辻野　友樹1，井上　雅文1，中山　博誉1，武田　和宏1，村上　彩1，沖　健太郎1，吉川　知輝1，
服部　直1，加藤　薫1，安井　稔博1，難波　真太郎1，秋田　光洋1，原田　亮1，歳森　淳一2，
小橋　春彦2

SR-03	 	急激発症したHelicobacter	pylori 未感染スキルス胃癌の1例
１島根大学医学部附属病院　消化器内科，２島根大学医学部附属病院　消化器外科， 
３島根県環境保健公社　総合健診センター
兒玉　康秀1，柴垣　広太郎1，三代　剛1，藤井　雄介2，平原　典幸2，足立　経一3， 
石原　俊治1

SR-04	 	胃 SMT上に発生した早期胃癌に対してESDを施行した１例
川崎医科大学　消化管内科学教室
門田　修蔵，梅垣　英次，宇治　恵美子，笹平　百世，近石　昌也，葉　祥元，福嶋　真弥， 
大澤　元保，村尾　高久，半田　修，松本　啓志，塩谷　昭子

SR-05	 	アピキサバンが原因と考えられた薬剤性食道炎の一例
１広島市民病院　内科，２広島市民病院　内視鏡内科
清水　大輔1，河野　吉泰1，水島　秀崇1，中村　岳夫1，平田　哲1，後藤田　達洋1， 
高田　斎文1，宮原　孝治1，森藤　由記1，平尾　謙1，國弘　真己1，中川　昌浩2

SR-06	 	悪性黒色腫の遅発性転移により小腸重積をきたした1例
１岡山大学病院消化器内科，２岡山大学病院病理診断科，３岡山大学病院消化器外科， 
４岡山大学病院皮膚科
林　里美1，衣笠　秀明1，山本　峻平1，大森　正泰1，安富　絵里子1，岡　昌平1，山崎　泰史1，
井口　俊博1，川野　誠司1，原田　馨太1，平岡　佐規子1，田中　健大2，寺石　文則3， 
山崎　修4，岡田　裕之1

SR-07	 	大腸 ESD後粘膜欠損部の縫縮におけるSBクリップの有用性
１広島市立安佐市民病院　消化器内科，２広島市立安佐市民病院　内視鏡内科
竹元　裕紀1，鴫田　賢次郎2，野村　理紗1，益田　啓志1，竹内　友香理1，森　豪1，朝山　直樹1，
柾木　慶一1，青山　大輝1，本田　洋士1，行武　正伸2，福本　晃2，向井　伸一1，永田　信二1

SR-08	 	アザチオプリン投与が寛解維持に有効であったステロイド依存症Cronkhite-Canada	
症候群の1例

１庄原赤十字病院 内科，２庄原赤十字病院　消化器内科，３井野口病院
圓山　聡1，瀧川　英彦2，小澤　久美子1，服部　彩佳1，橋本　直樹1，宮本　亮1，吉福　良公2，
舛田　裕道1，服部　宜裕1，鎌田　耕治1，井藤　久雄3，中島　浩一郎1

SR-09	 	ステント留置後の内視鏡検査に関連する穿孔が疑われた1例
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　消化器内科
峠　香苗，田丸　弓弦，桑井　寿雄，森内　里歩，和田　薫，小西　宏奈，三浦　崚一，楠　龍策，
山口　厚，河野　博孝，高野　弘嗣
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SR-10	 	POEMS症候群に多彩な大腸病変を合併した一例
１倉敷中央病院　消化器内科，２同　血液内科，３同　病理診断科
村上　彩1，下立　雄一1，上田　敦志2，上田　恭典2，能登原　憲司3，田口　健一1， 
松本　磨依1，宮岡　大輔1，武澤　梨央1，土井　顕1，西村　直之1，毛利　裕一1，松枝　和宏1，
山本　博1，水野　元夫1

SR-11	 	回盲弁回腸側にみられた LST型腺腫に対してESDで一括切除し得た一例
１鳥取赤十字病院　内科，２鳥取大学医学部附属病院　機能病態内科学分野
荻原　諒平1，周藤　紀之1，寶意　翔太朗1，山本　宗平1，三村　憲一1，満田　朱理1， 
田中　久雄1，吉田　亮2，磯本　一2

SR-12	 	大腸型クローン病に類似したサイトメガロウイルス大腸炎の1例
１岡山市立市民病院　内科，２倉敷中央病院　消化器内科
永原　崇甫1，景山　宏之1，藤田　莉緒1，田口　健一2，村上　詩歩1，井上　佳苗1， 
永井　裕大1，森分　梨奈1，梶谷　聡1，三宅　望1，松三　明宏1，喜多　雅英1，西村　守1

SR-13	 	メトロニダゾールが著効したヒト腸管スピロヘータ症の一例
１JA 尾道総合病院，２JA 尾道総合病院　病理研究検査科
山本　卓哉1，北村　正輔1，奥田　康博1，池田　守登1，松本　望1，栗原　啓介1，清水　晃典1，
片村　嘉男1，宍戸　孝好1，小野川　靖二1，平野　巨通1，花田　敬二1，米原　修治2

SR-14	 	経鼻内視鏡を用いた直接胆道鏡により診断し得た胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) の 1例
岡山赤十字病院　消化器・肝臓内科
筒井　智章，原田　亮，服部　直，佐藤　亮介，安井　稔博，難波　真太郎，秋田　光洋， 
歳森　淳一，井上　雅文，小橋　春彦

SR-15	 	腹腔内穿破を伴った膵管内乳頭粘液性腫瘍の1例
１県立広島病院　内視鏡内科・消化器内科，２県立広島病院　消化器外科， 
３県立広島病院　病理診断科
星野　正賢1，小道　大輔1，飯島　徳章1，古川　大1，白根　佑樹1，山本　紀子1，東山　真1，
佐野村　洋次1，佐々木　民人1，平本　智樹1，平賀　裕子1，北本　幹也1，渡邉　千之1， 
眞次　康弘2，西阪　隆3

SR-16	 	EUS-FNAで浸潤性膵管癌と診断し ,	外科的切除を行った膵粘液癌の一例
鳥取大学医学部附属病院　消化器・腎臓内科学
河原　史歩，武田　洋平，坂本　有里，濱本　航，山下　太郎，斧山　巧，磯本　一

SR-17	 	胃壁膿瘍に対して超音波内視鏡下ドレナージが有効であった1例
広島赤十字・原爆病院　消化器内科
田中　裕輔，宮木　英輔，坂本　愛子，初鹿　佳輝，保田　和毅，山下　由美子，福原　崇之，
岡崎　彰仁，河野　友彦，髙木　慎太郎，森　奈美，岡信　秀治，辻　恵二，古川　善也
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一般演題1 司会　井上　雅文
胃・十二指腸 

01	 	明らかな家族歴を有しない遺伝性びまん性胃癌の1例
１防府消化器病センター，２山口大学医学部附属病院
柿本　忠俊1，藤原　純子1，岡﨑　幸紀1，三浦　修1，竹尾　幸子1，西川　潤2

02	 	5 重胃癌を伴った自己免疫性胃炎の1例
１川崎医科大学　健康管理学，２川崎医科大学　総合内科学 2， 
３香川大学医学部附属病院　消化器・神経内科，４香川県済生会病院　消化器内科， 
５川崎医科大学　検査診断学（内視鏡・超音波），６順天堂大学大学院医学研究科・人体病理病態学
角　直樹1，春間　賢2，山田　学3, 4，尾立　磨琴3, 4，小原　英幹3，正木　勉3，眞部　紀明5， 
山中　義之1，藤本　壮八1，鎌田　智有1，高尾　俊弘1，八尾　隆史6

03	 	止血目的に緩和的放射線治療を施行した進行胃癌の2例
１岡山赤十字病院　消化器内科，２岡山赤十字病院　肝臓内科
服部　直1，原田　亮1，筒井　智章1，佐藤　亮介1，安井　稔博1，難波　真太郎1，秋田　光洋1，
歳森　淳一2，井上　雅文1，小橋　春彦2

一般演題2 司会　宮原　孝治
胃・十二指腸・食道

04	 	内視鏡治療後の血管焼灼部に仮性動脈瘤を形成した再発性胃潰瘍の１例
山陰労災病院　消化器内科
西向　栄治，木原　琢也，木下　英人，角田　宏明，向山　智之，前田　直人，謝花　典子， 
岸本　幸廣

05	 	若年性胃腸管ポリポーシスの1例
１チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 内科，２チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 外科
垂水　研一1，鈴木　建夫2，谷浦　允厚2，根津　真司2，嶋村　廣視2，竹馬　彰2， 
瀧上　隆夫2

06	 	重度の食道狭窄をきたし外科手術を要した壊死性食道炎の一例
１広島市立広島市民病院　内科，２広島市立広島市民病院　外科， 
３広島市立広島市民病院　内視鏡内科
三田村　祐里1，河野　吉泰1，小坂　正成1，中村　岳夫1，水島　秀崇1，清水　大輔1， 
平田　哲1，後藤田　達洋1，高田　斎文1，宮原　孝治1，森藤　由記1，平尾　謙1，國弘　真己1，
原野　雅生2，中川　昌浩3

07	 	非飲酒・非喫煙者に発症した食道扁平上皮癌の1例
１広島大学病院 消化器・代謝内科，２広島大学 未来医療センター，３広島大学 内視鏡診療科， 
４広島大学 病理診断科
福原　基允1，卜部　祐司2，高砂　健1，門田　紘樹1，内藤　聡雄1，中村　耕樹1，若井　雅貴1，
弓削　亮3，保田 　智之3，林　亮平3，藤木　佑斗4，岡　志郎3，田中　信治3，茶山　一彰1
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一般演題3 司会　杉原　雄策
食道

08	 	急性心筋梗塞と鑑別を要した特発性食道粘膜下出血の1例
１広島市立広島市民病院 内科，２広島市立広島市民病院　内視鏡内科
中村　岳夫1，後藤田　達洋1，水島　秀祟1，清水　大輔1，平田　一成1，小坂　正成1， 
片山　哲也1，平田　哲1，河野　吉泰1，高田　齋文1，宮原　孝治1，森藤　由記1，平尾　謙1，
國弘　真己1，中川　昌浩1,2

09	 	Barrett 食道表在癌の内視鏡診断に柵状血管の透見消失所見が寄与した2例
１広島市立広島市民病院　内科，２広島市立広島市民病院　内視鏡内科， 
３広島市立広島市民病院　病理診断科
水島　秀崇1，宮原　孝治1，中村　岳夫1，清水　大輔1，後藤田　達洋1，高田　斎文1， 
平田　哲1，森藤　由記1，平尾　謙1，國弘　真己1，植松　周二1，中川　昌浩2

10	 	食道バルーン拡張後に食道穿孔をきたし，保存的加療にて治癒し得た一例
１岡山大学病院　消化器内科，２岡山大学病院　総合内科・総合診療科， 
３すぎはら眼科・循環器科内科，４岡山大学病院　光学医療診療部， 
５岡山大学　実践地域内視鏡学講座，６岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
里見　拓也1，岩室　雅也1，榮　浩行2，杉原　雄策3，岡上　昇太郎1，濱田　健太4，安部　真2，
神崎　洋光1，川野　誠司1，河原　祥朗5，岡田　裕之6

一般演題4 司会　弓削　亮
小腸・大腸

11	 	上部空腸に限局した濾胞性リンパ腫の1例
１広島大学病院　内視鏡診療科，２広島大学病院　消化器 ･ 代謝内科， 
３広島大学病院　未来医療センター，４県立広島大学　健康科学科， 
５広島大学病院　病理診断科
隅岡　昭彦1，岡　志郎2，田中　信治1，飯尾　澄夫2，壷井　章克2，瀧川　英彦1，保田　智之1，
弓削　亮1，卜部　祐司3，北台　靖彦4，茶山　一彰2，有廣　光司5

12	 	小腸濾胞性リンパ腫のwatch	and	wait 中に増悪を認めリツキシマブ単独療法を施行した1例
１広島大学病院　消化器・代謝内科，２広島大学病院　内視鏡診療科， 
３県立広島大学　健康科学科
大谷　里奈1，弓削　亮2，瀧川　英彦2，内藤　聡雄1，頼田　尚樹1，稲垣　克哲1，門田　紘樹1，
北台　靖彦3，田中　信治2，茶山　一彰1

13	 	内視鏡的に止血し得た直腸Dieulafoy 潰瘍の2例
１庄原赤十字病院　内科，２庄原赤十字病院　消化器内科
服部　彩佳1，吉福　良公2，小澤　久美子1，橋本　直樹1，圓山　聡1，瀧川　英彦2， 
舛田　裕道1，服部　宜裕1，鎌田　耕治1，中島　浩一郎1

14	 	リンパ節転移を認めたφ8mm大の直腸NET	G1の 1例
１山口大学医学部附属病院第 1 内科，２山口大学医学部附属病院第 2 外科， 
３山口大学医学部附属病院病理診断科
吉冨　晋悟1，浜辺　功一1，藤村　寛之1，伊藤　駿介1，五嶋　敦史1，岡本　健志1， 
千々松　日香里2，鈴木　伸明2，白濱　つづり3，河野　裕夫3，海野　まどか1，白澤　友宏1， 
橋本　真一1，永野　浩昭2，坂井田　功1
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一般演題5 司会　浜辺　功一
大腸

15	 	対策型大腸がん検診（便潜血検査免疫法）における前年度検診陰性大腸癌の特徴
鳥取大学消化器内科
長谷川　亮介，八島　一夫，池淵　雄一郎，吉田　亮，河口　剛一郎，磯本　一

16	 	直腸癌術後吻合部狭窄に対しRadial	Incision	and	Cutting 法が有用であった一例
１山口大学大学院医学系研究科消化器内科学，２山口大学医学部附属病院光学医療診療部， 
３山口大学医学部保健学科基礎検査学分野
白澤　友宏1，五嶋　敦史1，和泉屋　勇太1，松本　怜子1，吉冨　晋悟1，藤村　寛之1， 
伊藤　駿介1，山岡　祐子1，浜辺　功一1，橋本　真一1，岡本　健志2，西川　潤3， 
坂井田　功1

17	 	虫垂内進展を伴った良性腫瘍に対し大腸 LECS	を施行した1	例
１広島市立安佐市民病院　消化器内科，２広島市立安佐市民病院　内視鏡内科
朝山　直樹1，永田　信二1，益田　啓志1，野村　理紗1，竹内　友香理1，竹元　裕紀1，森　豪1，
鴫田　賢次郎2，柾木　慶一1，本田　洋士1，青山　大輝2，行武　正伸1，福本　晃2，
向井　伸一1

一般演題6 司会　後藤　大輔
胆･膵

18	 	超音波内視鏡検査時の十二指腸穿孔に対しOver-The-Scope	Clip(OTSC)	Systemによ
る創閉鎖が有効であった１例

岡山大学病院　消化器内科
藤井　佑樹，松本　和幸，神崎　洋光，松三　明宏，宮本　和也，皿谷　洋祐，山崎　辰洋， 
内田　大輔，友田　健，堀口　繁，加藤　博也，岡田　裕之

19	 	襞集中を伴った陥凹を呈した低分化十二指腸乳頭部癌の一例
１社会医療法人同愛会博愛病院　内科，２鳥取大学医学部付属病院　機能病態内科学
河村　知彦1，大谷　正史1，浜本　哲郎1，堀　立明1，松本　栄二1，鶴原　一郎1，磯本　一2

20	 	魚骨の胆管内迷入による肝膿瘍を生じた術後再建腸管の1例
鳥取大学医学部　消化器内科
坂本　有里，武田　洋平，濱本　航，岡田　智之，山下　太郎，長谷川　隆，長谷川　亮介， 
斧山　巧，池淵　雄一郎，吉田　亮，河口　剛一郎，八島　一夫，磯本　一

21	 	EUS-FNAにて診断し得た肺癌膵転移の1例
１岡山赤十字病院 消化器・肝臓内科，２岡山赤十字病院　呼吸器内科
奥山　隆貴1，原田　亮1，筒井　智章1，服部　直1，佐藤　亮介1，安井　稔博1，難波　真太郎1，
秋田　光洋1，歳森　淳一1，井上　雅文1，小橋　春彦1，細川　忍2
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一般演題7 司会　藤田　勲生
膵・その他

22	 	胆管内で断裂したガイドワイヤーに対してSpy	Glass	DSを用いて回収可能であった一例
岡山大学　消化器内科
河原　聡一郎，友田　健，宮本　和也，松三　明宏，藤井　佑樹，山崎　辰洋，皿谷　洋祐， 
内田　大輔，松本　和幸，堀口　繁，加藤　博也，岡田　裕之

23	 	アルコール性重症急性膵炎後の被包化壊死に対し LAMS留置とネクロセクトミーにより
著明な改善が得られた1例

山口大学大学院医学系研究科　消化器内科学
山本　一太，戒能　聖治，津山　高典，藤本　祐子，天野　彰吾，播磨　博文，末永　成之， 
坂井田　功

24	 	EUS-FNAで診断され手術可能であった退形成膵癌の1例
独立行政法人国立病院機構 福山医療センター　消化器内科
増田　泰之，野間　康宏，原　友太，伏見　崇，表　静馬，上田　祐也，堀井　城一朗， 
藤田　勲生，豊川　達也，金吉　俊彦

25	 	当院における LCIG療法導入時のNJ	tube、PEG-J	tube の挿入経験と工夫
１独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院消化器内科， 
２独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院脳神経内科
山崎　慎太郎1，実綿　倫宏1，岸　雄太郎1，松原　由佳1，毛利　輝生1，沼田　義弘1，
久賀　祥男1，守屋　尚1，大屋　敏秀1，久保　智司2，北村　健2




