特別講演（消化器病）
第2日

11 月 4 日（土） Ａ会場（かがわ国際会議場）

11：15～12：15
司会：KKR 高松病院人間ドックセンター 安田



貢

「膵癌早期診断の最前線」
JA 尾道総合病院消化器内科・診療部長 花田 敬士



会長講演（消化器病）
第1日

11 月 3 日（金・祝） Ａ会場（かがわ国際会議場）

11：３５～11：55
司会：おかむら内科クリニック 岡村 誠介



「胃 X 線検診の行方」
KKR 高松病院人間ドックセンター 安田



貢

ランチョンセミナー（消化器病）
第2日

11 月 4 日（土） Ａ会場（かがわ国際会議場）

12：20～13：20


司会：とくしま未来づくり機構徳島県総合健診センター 青木 利佳

「胃がん死撲滅時代における内視鏡による
H.pylori 感染状態の診断ー経鼻内視鏡、IEE ー」


独立行政法人国立病院機構 函館病院 消化器科 がん予防センター



センター長 間部 克裕

日本消化器病学会研修医奨励賞
受賞演題
Gastritis cystica polyposa を伴う術後吻合部残胃癌の一例
【一般演題 31

胃・十二指腸（1）】

香川大学医学部付属病院

中村 賢史



潰瘍性大腸炎に酷似した内視鏡像を呈したニボルマブによる自己免疫性
腸炎の１例
【一般演題 39

大腸（1）】


三豊総合病院 卒後臨床研修センター

金森 大樹



日本消化器病学会専修医奨励賞
受賞演題
心尖部血栓により手術困難な気腫性胆嚢炎に対し PTGBD を施行した１例
【一般演題 1

胆・膵（1）】


KKR 高松病院 消化器内科

水尾 孝章



癌性髄膜炎を来した胃癌症例
【一般演題 30


胃・十二指腸（1）】

JA 徳島厚生連 吉野川医療センター

川口 智之

日本消化器病学会四国支部
研修医奨励賞受賞演題
高齢で発見された膵 Solid-Pseudopapillary Neoplasm と考えられた一例
【一般演題 9

三豊総合病院 内科

胆・膵（3）】


間嶋 荘一郎



当院における肝細胞癌の成因に関する検討
【一般演題 23

肝（2）】


香川大学 医学部付属病院 卒後臨床研修センター

秋田 理恵



約 7 年間経過観察された胃底腺型胃癌の 1 例
【一般演題 29

胃・十二指腸（1）】

回生病院 消化器科

澤井 健治



胆管癌及び多発十二指腸癌を合併した APC 遺伝子全欠失型家族性大腸
腺腫症の一例
【一般演題 38

大腸（1）】


徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器内科学分野

近藤 由香



S 状結腸穿孔を契機に診断しえた消化管限局 AL アミロイドーシスの 1 例
【一般演題 40


大腸（1）】


松山赤十字病院

松塲

瞳

合同シンポジウム１
第２日

11 月4日（土） A 会場（タワー棟 6F

かがわ国際会議場）

「消化器疾患の予防と早期診断を目指して」

９：00～11：10
司会：藏原　 晃一（松山赤十字病院胃腸センター）
鎌田 英紀（香川大学 医学部消化器・神経内科）
特別発言：高山 哲治（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器内科学）

○ S1-01 対策型胃 X 線検診における背景胃粘膜診断の有用性と今後の課題
公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構
青木 利佳、本田 浩仁

○ S1-02 機能性ディスペプシア（FD）における早期診断に向けたストラテジー
1

香川県済生会病院 消化器内科・内視鏡内科、2 香川大学 消化器・神経内科

河野　 知樹 1,2、尾立 磨琴 1,2、角　 直樹 1、小塚 和博 1,2、正木 勉 2

○ S1-0３ 十二指腸上皮性腫瘍の臨床病理学的検討：拾い上げ診断能の向上を
目指して
松山赤十字病院
平田 敬、蔵原　 晃一、大城　 由美、八板　 弘樹、浦岡 尚平

○ S1-04 Lynch 症候群におけるカプセル小腸内視鏡検査の検討
1

松山赤十字病院 胃腸センター、2 松山赤十字病院 病理診断科

萱嶋　 善行 1、蔵原　 晃一 1、八板　 弘樹 1、大城　 由美 2、浦岡 尚平 1

○ S1-05 Aberrant crypt foci（ACF）観察における画像強調内視鏡（IEE）の有用性
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器内科学
影本 開三、岡本 耕一、三井　 康裕、中村　 文香、高山 哲治

○ S1-06 術前診断可能であった早期胆嚢癌における初回超音波所見の検討
愛媛県立中央病院 消化器内科
植木 秀太朗、宮田 英樹、道堯　 浩二郎

○ S1-07 当院における膵癌早期発見に向けての取り組みについて
三豊総合病院 内科
須藤　 梢、幡　 英典、中津　 守人、安東　 正晴

－ 11 －

○ S1-08 当院における膵癌早期診断への取り組み
高知赤十字病院 内科
川田 愛、岡崎　 三千代、大家　 力矢、岩崎　 丈紘、小島 康司、内多　 訓久、岩村　 伸一

○ S1-0９ 当院における膵癌診療の現状と問題点
香川大学 医学部 消化器神経内科
小林　 聖幸、鎌田 英紀、波間　 大輔、山名　 浩喜、山下　 拓磨、藤　森　 崇行、加藤　 清仁、
正木 勉

○ S1-10 ウイルス性慢性肝疾患患者が受ける肝細胞癌サーベイランスが膵癌
の診断に及ぼす影響
1

国立病院機構 四国がんセンター、2 愛媛大学 消化器内分泌代謝内科、

3

松山赤十字病院 肝胆膵センター、4 愛媛県立中央病院 消化器病センター、

5

松山市民病院 消化器内科、6 市立宇和島病院 消化器内科、

7

愛媛県立新居浜病院 内科、8 愛媛胆膵疾患研究グループ

熊木 天児 2,8、
今村　 良樹 2,8、
横田 智行 3,8、
畔元　 信明 4,8、
田中 良憲 5,8、
寺尾 孝志 1,2,8、
木阪　 吉保 6,8、芝田 直純 7,8、丹下　 和洋 3,8、行本 敦 6,8、宮田 英樹 4,8、西山 麻里 5,8、
黒田 太良 2,8、小泉　 光仁 2,8、大野　 芳敬 2,8、石井　 浩 1,8、日浅　 陽一 2,8

○ S1-11 切除可能膵癌に対する biological な観点からの早期診断の重要性
高知医療センター
岡林　 雄大、志摩　 泰生、住吉 辰朗、須井　 健太

○ S1-12 膵癌術後のフォローアップに有用である膵癌予後規定因子の同定
1

2
高知大学 医学部附属病院 消化器内科、
高知大学 医学部附属病院 内視鏡診療

部、3 高知大学 医学部 病理学
谷内 恵介 1,2、長沼　 誠二 3、耕崎　 拓大 1、坪井　 麻記子 1、木岐　 淳 1、吉岡 玲子 1、
降幡　 睦夫 3、西原　 利治 1,2

－ 12 －

合同シンポジウム 2
第1日

11 月 ３ 日（金・祝） A 会場（タワー棟 6F

かがわ国際会議場）

「消化器疾患の低侵襲治療（ビデオ）」

14：40～17：40
司会：幡　 英典（三豊総合病院 消化器内科）
並川 努（高知大学医学部 外科学講座 外科 1）
特別発言：日浅　 陽一（愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学）

○ S2-01 超音波内視鏡下胆管胃吻合術（EUS-HGS）におけるプラスティックステント
（PS）の有用性について
三豊総合病院
幡　 英典、須藤　 梢、中津　 守人、安東　 正晴

○ S2-02 当院における超音波内視鏡下膵仮性嚢胞ドレナージの経験
1

高知大学 消化器内科、2 高知大学 外科 1

耕崎　 拓大 1、高田 昌史 1、吉岡 玲子 1、木岐　 淳 1、坪井　 麻記子 1、谷内 恵介 1、
小野　 正文 1、西原　 利治 1、藤　沢　 和音 2、上村　 直 2、北川 博之 2、岡本 健 2、並川 努 2、
花崎　 和弘 2

○ S2-0３ 術後再建腸管症例の胆管結石症に対するダブルバルーン内視鏡
（DBE）下胆道処置の検討
香川大学医学部消化器・神経内科
波間　 大輔、鎌田 英紀、加藤　 清仁、藤　森　 崇行、正木 勉

○ S2-04 小腸内視鏡検査における内視鏡下処置、治療の検討
1

愛媛大学 医学部 地域消化器免疫病医療学講座、

2

愛媛大学 医学部附属病院 光学医療診療部、

3

愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学

八木 専 1、宇都宮 大貴 2、竹下　 英次 1、池田 宜央 2、日浅　 陽一 3

○ S2-05 超高齢化社会での抗血栓薬休薬フリーの ESD の実現
～デバイス・デリバリー・ステーションシステムの開発～
香川大学 医学部 消化器・神経内科
森　 宏仁、小林　 伸也、合田 康弘、千代 大翔、西山 典子、谷内田 達夫、小原　 英幹、
正木 勉

－ 13 －

○ S2-06 直腸神経内分泌腫瘍
（NET-G1）
に対する内視鏡的治療の有用性の検討
とその転移機序の解明
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器内科学分野　
三好　 人正、村　山 典聡、高橋　 早代、岡本 耕一、高山 哲治

○ S2-07 粘膜下腫瘍に対する内視鏡的粘膜下トンネル生検法の術前組織診断
と意義
1

香川県済生会病院 消化器内科・内視鏡内科、2 香川大学 消化器・神経内科

尾立 磨琴 1,2、小原　 英幹 2、森　 宏仁 2、河野　 知樹 1,2、正木 勉 2

○ S2-08 大腸腺腫に対する cold-polypectomy の導入と手技の工夫
今川内科医院
今川 敦

○ S2-0９ 神経温存に留意した咽頭 ESD
1

徳島赤十字病院 消化器内科、2 片岡内科消化器クリニック

桑山 泰治 1、辻　 真一郎 1、野　々木 理子 1、佐藤　 幸一 1、片岡 孝一 2

○ S2-10 盲腸 ESD におけるリング糸を用いたカウンタートラクション法の
有用性
香川大学 医学部 消化器・神経内科
小林　 伸也、森　 宏仁、小原　 英幹、西山 典子、正木 勉

○ S2-11 上部消化管領域における Reduced port surgery
1

高知赤十字病院 外科、2 高知赤十字病院 消化器内科

山井　 礼道 1、内多　 訓久 2、岡崎　 三千代 2、岩村　 伸一 2

○ S2-12 食道癌に対する縦隔鏡下左上縦隔郭清先行胸腔鏡下食道切除術
1

高知大学 医学部 外科 1、2 高知大学 医学部 医療管理学

北川 博之 1、並川 努 1、岩部 純 1、上村　 直 1、藤　澤　 和音 1、小林　 道也 2、花崎　 和弘 1

○ S2-1３ 当院における腹腔鏡下胃切除術の動向について
～地方における教育の観点からの現状と今後の展望～
高知医療センター 消化器外科
尾崎　 和秀、古北 由仁、住吉 辰朗、岡林　 雄大、志摩　 泰生

－ 14 －

○ S2-14 胃 GIST に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の検討
徳島大学 消化器移植外科
西 正暁、島田 光生、吉川 幸造、東　島 潤、徳永　 卓哉、柏原　 秀也、高須 千絵、
石川 大地、徳永　 卓哉

○ S2-15 十二指腸腫瘍の局在に応じた低侵襲アプローチ
香川県立中央病院 消化器・一般外科
橋　田 真輔、田中 則光、鈴木 優之、大橋　 龍一郎、小野　田 裕士

○ S2-16 直腸 NET をターゲットにした original OTSC system を用いた内視鏡的
全層切除法の開発
香川大学 医学部附属病院
西山 典子、森　 宏仁、小原　 英幹、谷内田 達夫、正木 勉

○ S2-17 当院における小児の異物誤飲に対する消化器内視鏡的異物除去術の
検討
高松赤十字病院 消化器内科
松中 寿浩、柴峠　 光成、野　田 展世、小川 力、玉置　 敬之

○ S2-18 医原性消化管穿孔に対するOver-The-Scope-Clip system の効果と限界
香川大学 医学部 消化器・神経内科
小林　 伸也、森　 宏仁、小原　 英幹、西山 典子、正木 勉

－ 15 －

合同シンポジウム 3
第1日

11 月 ３ 日（金・祝） Ａ会場（タワー棟 6F

「肝疾患と栄養」

かがわ国際会議場）

９：40～11：15
司会：柴田啓志（徳島県立中央病院消化器内科）
平岡 淳 （愛媛県立中央病院消化器内科）
特別発言：正木 勉（香川大学 医学部 消化器・神経内科）

○ S３-01 当院人間ドックにおける飲酒と脂肪肝の経時的相関
三豊総合病院 消化器科
守屋　 昭男、間　嶋　 荘一郎、須藤　 梢、安原　 ひさ恵、秋田 光洋、遠藤　 日登美、
神野　 秀基、幡　 英典、中津　 守人、安東　 正晴

○ S３-02 SGLT2 阻害剤の肝機能値改善にたいする有効性の検討
徳島県立中央病院 消化器内科
面家　 敏宏、柴田 啓志、松本 友里、山本 貴之、大塚 加奈子、香川 美和子、
林　 真也、森　 敬子、高橋　 幸志、鈴木 康博、青木 秀俊

○ S３-0３ Sodium-glucose cotransporter （SGLT） 2 阻害薬による肝機能改善効果
1

香川県立中央病院 肝臓内科、2 2）香川県立中央病院 検査部

筒井　 朱美 1、妹尾 知典 1、永　野　 拓也 1、馬場　 伸介 2、高口　 浩一 1

○ S３-04 Fibroscan にて CAP 高値を示した非肥満者の臨床的特徴についての検討
１

愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学、

２

愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター、３愛媛大学大学院 疫学・予防医学

今井　 祐輔１、廣岡 昌史 1,2、阿部 雅則１、古川 慎哉３、日浅　 陽一 1,2

○ S３-05 慢性肝疾患患者の筋力・筋量における BCAA の影響
1

愛媛県立中央病院 消化器病センター 内科、

2

愛媛大学大学院 消化器・代謝・内分泌学

平岡 淳 1、泉　本 裕文 1、植木 秀太朗 1、北畑　 翔吾 1、相引　 利彦 1、奥平 知成 1、
山子 泰加 1、岩崎　 竜一朗 1、富田 英臣 1、森　 健一郎 1、宮田 英樹 1、岸田 正人 1、
壷内 英治 1、二宮 朋之 1、日浅　 陽一 1、道堯　 浩二郎 1

－ 16 －

○ S３-06 当院における肝疾患患者の骨格筋減少とこむら返りの検討
済生会松山病院 内科
多　田 藤　政、山田 瑞穂、佐々木 千世、奥嶋　 優介、玉井　 惇一郎、白石 佳奈、
宮本 裕也、清水　 嵩之、梅岡 二美、村　上 英広、沖田 俊司、宮岡 弘明

肝性脳症を呈する肝硬変患者へのカルニチン製剤投与
○ S３-07 高アンモニア血症、
に関する検討
1

香川大学 医学部 消化器・神経内科、2 香川県立保健医療大学

坂本 鉄平 1、大浦 杏子 1、田所　 智子 1、藤　田 浩二 1、三村　 志麻 1、野　村　 貴子 1、
森　下　 朝洋 1、米山 弘人 1、樋本 尚志 2、正木 勉 1

○ S３-08 肝胆膵外科手術における免疫指標を加味した新たな周術期栄養評価
徳島大学 外科学
寺奥 大貴、齋藤　 裕、島田 光生

－ 17 －

一般演題座長
第1日

11 月 3 日（金・祝） Ｃ会場（ホール棟 6 Ｆ 54 会議室）

セッション

演題番号

時間

座長名

胆・膵（1）

01～04

09：00 ～ 09：28

加藤 清仁

胆・膵（2）

05～08

09：28 ～ 09：56 岡﨑 三千代 高知赤十字病院 消化器内科

胆・膵（3）

09～12

09：56 ～ 10：24

耕崎 拓大

高知大学医学部 消化器内科

その他

13～16

10：24 ～ 10：52

尾立 磨琴

香川県済生会病院 消化器内科

肝（1）

17～20

14：40 ～ 15：08

廣岡 昌史

愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学

肝（2）

21～24

15：08 ～ 15：36

榮枝 弘司

近森病院 消化器内科

肝（3）

25～27

15：36 ～ 15：57

筒井 朱美

香川県立中央病院 肝臓内科

第2日

所属
香川大学医学部 消化器・神経内科

11 月 4 日（土） Ｃ会場（ホール棟 5 Ｆ 54 会議室）

セッション

演題番号

時間

座長名

胃・十二指腸（1）

28～31

09：00 ～ 09：28

田中 良憲

松山市民病院 消化器内科

胃・十二指腸（2）

32～34

09：28 ～ 09：49

前田

KKR 高松病院 内科

小腸

35～37

09：49 ～ 10：10

田中 育太

高松市民病院 消化器内科

大腸（1）

38～41

10：10 ～ 10：38

木村 雅子

クリニック グリーンハウス

大腸（2）

42～45

10：38 ～ 11：06

北村 晋志

徳島大学大学院 医歯薬学研究部
消化器内科学分野

剛

所属

一般演題
第1日

11 月 3 日（金・祝） Ｃ会場（ホール棟 6 Ｆ 54 会議室）

胆・膵（1） 9：00～9：28
座長：加藤　 清仁（香川大学医学部　 消化器・神経内科）

01 心尖部血栓により手術困難な気腫性胆嚢炎に対し PTGBD を施行した 1 例
1

KKR 高松病院　 消化器内科、2KKR 高松病院　 人間ドックセンター、

3

KKR 高松病院　 内科

水尾　 孝章 1、森田　 翼 1、龍田　 美和 1、小林　 三善 1、安田　 貢 2、前田　 剛 3、厚井　 文一 3

02 敗血症の原因が胆管過誤腫と考えられた 1 例
1

愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター、

2

愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学

芳賀　 俊介 1、小泉　 光仁 2、今村　 良樹 2、黒田　 太良 2、大野　 芳敬 2、竹下　 英次 2、阿部　 雅則 2、
熊木　 天児 2、日浅　 陽一 2

03 腫瘍栓の胆管内落下により閉塞性黄疸をきたした胆嚢癌の 1 切除例
1

徳島市民病院　 外科、2 徳島市民病院　 内科

荒川　 悠佑 1、住友　 弘幸 1、近藤　 愛貴美 1、淺野間　 理仁 1、四方　 祐子 1、宇山　 攻 1、
小笠原　 卓１、黒田　 武志 1、日野　 直樹 1、三宅　 秀則 1、岸　 和弘 2

04 後腹膜に広範に拡がった壊死性膵炎後の Walled-off necrosis（WON）に
対して経皮的ドレナージが著効した 1 例
1

松山市民病院　 臨床研修科、2 松山市民病院　 消化器内科、3 松山市民病院　 放射線科

岩野　 祥子 1、小川　 明子 2、田中　 良憲 2、平田　 雅昭 3、浦岡　 大知 1、佐藤　 友理 1、岡崎　 雄貴 2、
國分　 勝仁 2、沼田　 結希 2、橋本　 悠 2、小田　 眞由 2、西山　 麻里 2、水上　 祐治 2

第1日

11 月 3 日（金・祝） Ｃ会場（ホール棟 6 Ｆ 54 会議室）

胆・膵（2） 9：28～9：56
座長：岡﨑　 三千代（高知赤十字病院　 消化器内科）

05 L- アスパラギナーゼによる急性膵炎の 2 例
1

四国こどもとおとなの医療センター　 消化器内科、

2

四国こどもとおとなの医療センター　 小児科、

3

石原消化器内科クリニック、4 東京医科大学病院　 消化器内科

林　 亨 1、手束　 一博 1、福田　 直子 1、岩井　 艶子 2、岩井　 朝幸 2、石原　 慎一 3、土屋　 貴愛 4、
糸井　 隆夫 4

06 タモキシフェン投与中に高トリグリセリド血症を生じ，急性膵炎を発症
した 1 例
香川県立中央病院　 消化器内科
田村　 瑤子、榊原　 一郎、コルビン　 真梨子、豊澤　 惇希、青山　 祐樹、石田　 正也、香川　 朋、
倉岡　 紗樹子、岡本　 邦男、泉川　 孝一、山本　 久美子、高橋　 索真、田中　 盛富、松浦　 美穂子、
石川　 茂直、和唐　 正樹、蓮井　 利実、稲葉　 知己

07 EUS-FNA が診断に有用であった膵リンパ上皮性嚢胞の 1 例
高知大学　 消化器内科
山本　 翔太、耕崎　 拓大、高田　 昌史、羽柴　 基、吉岡　 玲子、木岐　 淳、坪井　 麻記子、
谷内　 恵介、小野　 正文、西原　 利治

08 膵体尾部切除術を施行した分枝型 IPMN の 1 例
1

社会医療法人近森会　 近森病院　 消化器内科、2 同　 消化器外科、3 同　 病理診断科

大川　 良洋 1、近森　 正康 1、榮枝　 弘司 1、塚田　 暁 2、円山　 英昭 3

第1日

11 月 3 日（金・祝） Ｃ会場（ホール棟 6 Ｆ 54 会議室）

胆・膵（3） 9：56～10：24
座長：耕崎　 拓大（高知大学医学部　 消化器内科）

09 高齢で発見された膵 Solid-Pseudopapillary Neoplasm と考えられた一例
三豊総合病院　 内科
間嶋　 荘一郎、幡　 英典、須藤　 梢、安原　 ひさ恵、遠藤　 日登美、秋田　 光洋、神野　 秀基、
守屋　 昭男、中津　 守人、安東　 正晴

10 外科切除にて初めて確定診断がついた膵癌の 1 例
1

徳島県立中央病院　 医学教育センター、2 徳島県県立中央病院　 消化器内科、

3

徳島県立中央病院　 病理診断部

宮本　 亮太 1、林　 真也 2、大塚　 加奈子 2、青木　 秀俊 2、松本　友里 2、山本　 貴之 2、
香川　 美和子 2、高橋　 幸志 2、面家　 敏宏 2、鈴木　 康博 2、柴田　 啓志 2、工藤　 英治 3、
佐竹　 宣法 3

11 原発切除とエベロリムス療法で病勢制御した十二指腸乳頭部癌と膵神経
内分泌癌の衝突癌の 1 例
国立病院機構　 四国がんセンター
浅木　 彰則、西川　 萌美、日野　 佳織、中舎　 晃男、西出　 憲史、畔元　 信明、梶原　 猛史、
仁科　 智裕、寺尾　 孝志、堀　 伸一郎、灘野　 成人、石井　 浩

12 切 除 不 能 局 所 進 行 膵 癌 に 対 し て FOLFILINOX 療 法 を 施 行 し、adjuvant
surgery が可能となった一症例
1

香川県立中央病院　 消化器内科、2 香川県立中央病院　 腫瘍内科

香川　 朋 1、岡本　 邦男 1,2、コルビン　 真梨子 1、豊澤　 惇希 1、青山　 祐樹 1、石田　 正也 1、
倉岡　 紗樹子 1、榊原　 一郎 1、泉川　 孝一 1、山本　 久美子 1、高橋　 索真 1、田中　 盛富 1、
松浦　 美穂子 1、石川　 茂直 1、和唐　 正樹 1、蓮井　 利実 1、稲葉　 知己 1

第1日
その他

11 月 3 日（金・祝） Ｃ会場（ホール棟 6 Ｆ 54 会議室）

10：24～10：52
座長：尾立　 磨琴（香川県済生会病院　 消化器内科）

13 抗 糖 尿 病 薬 Metformin に よ る 神 経 内 分 泌 腫 瘍 細 胞 へ の 抗 腫 瘍 効 果 の
検討
香川大学医学部消化器・神経内科
山名　 浩喜、鎌田　 英紀、波間　 大輔、山下　 拓磨、小林　 聖幸、藤森　 崇行、加藤　 清仁、
正木　 勉

14 切除不能進行神経内分泌癌に対する Irinotecan ＋ Cisplatin 併用療法の
後方視的検討
徳島大学大学院　 医歯薬学研究部　 消化器内科学
津保　友香、高橋　 拓、横山　 怜子、三井　 康裕、福家　 慧、影本　 開三、高岡　 慶史、岡崎　 潤、
岡田　 泰行、高橋　 早代、三好　 人正、中村　 文香、田中　 久美子、藤野　 泰輝、北村　 晋志、
岡本　 耕一、宮本　 弘志、佐藤　 康史、六車　 直樹、高山　 哲治

15 腹膜播種に伴う輸入脚閉塞症に対しステント留置を行った 3 例
愛媛県立中央病院　 消化器病センター
相引　 利彦、壷内　 栄治、泉本　 裕文、植木　 秀太朗、北畑　 翔吾、奥平　 知成、山子　 泰加、
富田　 英臣、岩崎　 竜一朗、森　 健一郎、平岡　 淳、宮田　 英樹、岸田　 正人、二宮　 朋之、
道堯　 浩二郎

16 当院における便失禁診療の現状
香川県立中央病院　 消化器内科
田中　 盛富、コルビン　 真梨子、豊澤　 惇希、青山　 祐樹、石田　 正也、香川　 朋、倉岡　 紗樹子、
岡本　 邦男、榊原　 一郎、泉川　 孝一、山本　 久美子、高橋　 索真、松浦　 美穂子、石川　 茂直、
和唐　 正樹、蓮井　 利実、稲葉　 知己

第1日

11 月 3 日（金・祝） Ｃ会場（ホール棟 6 Ｆ 54 会議室）

肝（1） 14：40～15：08
座長：廣岡　 昌史（愛媛大学大学院　 消化器・内分泌・代謝内科学）

17 敗血症性ショックを来し保存的に加療し得た細菌性肝膿瘍腹腔内破裂の
2例
済生会松山病院　 内科
白石　 佳奈、村上　 英広、山田　 瑞穂、佐々木　 千世、奥嶋　 優介、玉井　 惇一郎、宮本　 裕也、
清水　 嵩之、多田　藤政、梅岡　 二美、沖田　 俊司、宮岡　 弘明

18 長期間にわたり肝多血性結節を観察し得たアルコール性肝硬変の 1 例
高知大学　 医学部　 消化器内科
村田　 紘子、久家　 直子、市川　 麻由、宗景　 玄祐、越智　 経浩、小笠原　 三成、廣瀬　 享、
野崎　 靖子、小野　 正文、岩崎　 信二、西原　 利治

19 核酸アナログ製剤投与中の B 型慢性肝炎に Peg-IFN α -2a を併用し，HBs
抗原陰性化に至った一例
1

香川大学　 医学部　 附属病院　 卒後臨床研修センター、2 喜田医院、

3

香川県立保健医療大学　 臨床検査学部

佐々木　 洸太 1、藤田　 浩二 1、喜田　 惠治 1,2、中原　 麻衣 1、大浦　 杏子 1、田所　 智子 1、
坂本　 鉄平 1、野村　 貴子 1、米山　 弘人 1、森下　 朝洋 1、樋本　 尚志 3、正木　 勉 1

20 核酸アナログ、インターフェロンおよびステロイドパルス療法を施行し
た B 型急性肝炎重症型（遺伝子型 A）の 1 例
1

社会医療法人近森会　 近森病院　 臨床研修部、2 消化器内科

富田　 優香 1、田島　 萌夢 2、前田　 真佐 2、久　 雅行 2、矢野　 慶太郎 2、北岡　 真由子 2、
佐竹　 朋美 2、市川　 博源 2、大川　 良洋 2、近森　 正康 2、高松　 正宏 2、岡田　 光生 2、
青野　 礼 2、榮枝　 弘司 2

第1日

11 月 3 日（金・祝） Ｃ会場（ホール棟 6 Ｆ 54 会議室）

肝（3） 15：36～15：57
座長：筒井　 朱美（香川県立中央病院　 肝臓内科）

25 当院におけるソラフェニブ投与例の成績の検討
徳島県立中央病院　 消化器内科
面家　 敏宏、柴田　 啓志、松本　友里、山本　 貴之、大塚　 加奈子、香川　 美和子、林　 真也、
森　 敬子、高橋　 幸志、鈴木　 康博、青木　 秀俊

26 ソラフェニブ投与中にケラトアカントーマを発症した進行肝細胞癌の 1 例
1

徳島大学病院　 消化器内科、2 徳島大学病院　 皮膚科

三宅　 孝典 1、友成　 哲 1、近藤　 由香 1、田中　 宏典 1、宮本　 佳彦 1、田中　 貴大 1、谷口　 達哉 1、
岡本　 耕一 1、宮本　 弘志 1、曽我部　 正弘 1、六車　 直樹 1、村尾　 和俊 2、高山　 哲治 1

27 粒子線治療と化学療法にて寛解を得た肝細胞癌、脾悪性リンパ腫の一
例
1

高松市民病院　 消化器内科、2 徳島大学病院　 消化器内科、3 樫村病院　 内科、

4

高松市民病院　 外科、5 高松市民病院　 病理部

田中　 育太 1、友兼　 毅 1、樫原　 孝典 1、六車　 直樹 2、佐藤　 康史 2、岡崎　 潤 2、小田　 修治 3、
和田　 大助 4、福田　 洋 4、尾形　 頼彦 4、金村　 普史 4、熊谷　 久治郎 5

第2日

11 月 4 日（土） Ｃ会場（ホール棟 5 Ｆ 54 会議室）

胃・十二指腸（1） 9：00～9：28
座長：田中　 良憲（松山市民病院　 消化器内科）

28 色調変化・血管透見消失所見が発見契機となった褪色調早期胃癌 O-IIb
病変の 2 例
香川大学　 医学部附属病院　 消化器神経内科
合田　 康宏、小原　 英幹、森　 宏仁、西山　 典子、小林　 伸也、松井　 崇矩、千代　 大翔、
谷内田　 達夫、正木　 勉

29 約 7 年間経過観察された胃底腺型胃癌の 1 例
1

回生病院　 消化器科、2 香川大学消化器・神経内科、3 坂出市立病院消化器内科、

4

回生病院病理診断科

澤井　 健治 1、杵川　 文彦 1、加藤　 清仁 2、伊藤　 智美 2、松永　 多恵 3、舟木　 利治 1、
渡邊　 精四郎 1、正木　 勉 2、竿尾　 光祐 4

30 癌性髄膜炎を来した胃癌症例
1

JA 徳島厚生連　 吉野川医療センター、2 徳島大学医歯薬研究部　 疾患病理学分野

川口　 智之 1、井本　 佳孝 1、末内　 辰尚 1、四宮　 寛彦 1、小川　 博久 2、和田　 哲 1

31 Gastritis cystica polyposa を伴う術後吻合部残胃癌の一例
香川大学医学部付属病院
中村　 賢史、西山　 典子、森　 宏仁、合田　 康宏、松井　 崇矩、千代　 大翔、小林　 伸也、
谷内田　 達夫、小原　 英幹、正木　 勉

第2日

11 月 4 日（土） Ｃ会場（ホール棟 5 Ｆ 54 会議室）

胃・十二指腸（2） 9：28～9：49
座長：前田　 剛（KKR 高松病院　 内科）

32 魚骨による胃穿孔の 2 例
香川県立中央病院　 消化器内科
竹内　 雄亮、田中　 盛富、コルビン　 真梨子、豊澤　 惇希、青山　 祐樹、石田　 正也、香川　 朋、
倉岡　 紗樹子、岡本　 邦男、榊原　 一郎、泉川　 孝一、山本　 久美子、高橋　 索真、松浦　 美穂子、
石川　 茂直、和唐　 正樹、蓮井　 利実、稲葉　 知己

33 十二指腸憩室炎穿孔に対して保存的に加療した 1 例
社会医療法人近森会　 近森病院　 消化器内科
久　 雅行、北岡　 真由子、岡田　 光生、栄枝　 弘司、青野　 礼、高松　 正宏、近森　 正康、
市川　 博源、佐竹　 朋美、大川　 良洋、田島　 萌夢、矢野　 慶太郎、前田　 真佐

34 EUS-FNA が診断に有用であった非露出型十二指腸乳頭部癌の 1 例
1

香川大学医学部附属病院　 卒後臨床研修センター、

2

香川大学　 医学部　 消化器神経内科

川西　 竜輔 1、鎌田　 英紀 2、山下　 拓磨 2、小林　 聖幸 2、藤森　 崇行 2、加藤　 清仁 2、正木　 勉 2

第2日
小腸

11 月 4 日（土） Ｃ会場（ホール棟 5 Ｆ 54 会議室）

9：49～10：10
座長：田中　 育太（高松市民病院　 消化器内科）

35 Meckel 憩室出血の診断に造影 CT 検査が有用であった 1 例
1

松山市民病院　 消化器内科、2 松山市民病院　 外科

橋本　 悠 1、田中　 良憲 1、岡崎　 雄貴 1、國分　 勝仁 1、沼田　 結希 1、小田　 眞由 1、小川　 明子 1、
水上　 祐治 1、上平　 裕樹 2

36 内視鏡的に切除できた回腸 Peutz-Jeghers 型ポリープの一例
1

済生会今治病院　 臨床研修センター、2 済生会今治病院　 内科、

3

済生会今治医療福祉支援センター

藤原　 佑太 1、川崎　 敬太郎 2、津田　 直樹 1、樫本　 洋平 2、竹治　 智 2、上原　 貴秀 2、山口　 朋孝 2、
村上　 貴俊 2、宮池　 次郎 2、大本　 昌樹 2、恩地　 森一 3

37 腸閉塞を契機に発見された 30 歳代発症小腸癌の一例
1

JA 徳島厚生連　 阿南共栄病院　 研修医、

2

JA 徳島厚生連　 阿南共栄病院　 消化器病センター、3 徳島大学病院　 病理部

岡本　 恵暢 1、藤本　 美幸 2、森本　 佳奈 2、曽我部　 公子 2、藤野　 ひかる 2、答島　 章公 2、
滝下　 誠 2、田上　 誉史 2、上原　 久典 3

第2日

11 月 4 日（土） Ｃ会場（ホール棟 5 Ｆ 54 会議室）

大腸（1） 10：10～10：38
座長：木村　 雅子（クリニック　 グリーンハウス）

38 胆管癌及び多発十二指腸癌を合併した APC 遺伝子全欠失型家族性大腸腺
腫症の一例
徳島大学大学院　 医歯薬学研究部　 消化器内科学分野
近藤　 由香、藤野　 泰輝、田中　 久美子、三井　 康祐、中村　 文香、三好　 人正、北村　 晋志、
岡本　 耕一、宮本　 弘志、佐藤　 康史、六車　 直樹、高山　 哲治

39 潰瘍性大腸炎に酷似した内視鏡像を呈したニボルマブによる自己免疫性
腸炎の 1 例
1

三豊総合病院　 卒後臨床研修センター、2 三豊総合病院　 内科、

3

やまじ呼吸器内科クリニック

金森　 大樹 1、安原　 ひさ恵 2、間嶋　 荘一郎 2、須藤　 梢 2、山内　 健司 2、吉田　 泰成 2、
秋田　 光洋 2、遠藤　 日登美 2、神野　 秀基 2、守屋　 昭男 2、幡　 英典 2、中津　 守人 2、
安東　 正晴 2、山地　 康文 3

40 S 状結腸穿孔を契機に診断しえた消化管限局 AL アミロイドーシスの
1例
1

松山赤十字病院、2 松山赤十字病院病理診断科、3 松山赤十字病院外科

松塲　 瞳 1、蔵原　 晃一 1、大城　 由美 2、財津　 瑛子 3、八板　 弘樹 1、浦岡　 尚平 1、平田　 敬 1、
萱嶋　 善行 1、吉田　 雄一朗 1、森崎　 晋史 1、佐藤　 香織 1

41 種々の形態を呈した腸管子宮内膜症の 4 例
1

香川県済生会病院　 消化器内科・内視鏡内科、2 香川大学　 消化器・神経内科

小塚　 和博 1、尾立　 磨琴 1,2、高野　 実子 1,2、河野　 知樹 1,2、角　 直樹 1、西山　 典子 2、
小原　 英幹 2、正木　 勉 2

第2日

11 月 4 日（土） Ｃ会場（ホール棟 5 Ｆ 54 会議室）

大腸（2） 10：38～11：06
座長：北村　 晋志（徳島大学大学院　 医歯薬学研究部　 消化器内科学分野）

42 S 状結腸巨大憩室の一例
1

小豆島中央病院　 消化器内科、2 三豊総合病院　 消化器内科

木下　 翼 1、間嶋　 荘一郎 2、松浦　 宏樹 2、須藤　 梢 2、山内　 健司 2、安原　 ひさ恵 2、
遠藤　 日登美 2、秋田　 光洋 2、神野　 秀基 2、守屋　 昭男 2、幡　 英典 2、中津　 守人 2、安東　 正晴 2

43 急性大腸偽性閉塞症の保存的加療中に S 状結腸穿孔を来した 1 例
1

松山市民病院　 消化器内科、2 松山市民病院外科

國分　 勝仁 1、水上　 祐治 1、岡崎　 雄貴 1、沼田　 結希 1、橋本　 悠 1、小田　 眞由 1、小川　 明子 1、
田中　 良憲 1、加賀城　 安 2

44 グリセリン浣腸に起因する直腸損傷により溶血尿と急性腎障害をきたし
た1例
1

高松市民病院　 消化器内科、2 徳島大学病院　 消化器内科

樫原　 孝典 1、友兼　 毅 1、岡崎　 潤 1、田中　 育太 1、野田　 和克 2、六車　 直樹 2、佐藤　 康史 2

45 直腸狭窄を契機に診断された IgG4 関連後腹膜線維症の 1 例
香川県立白鳥病院　 消化器内科
大櫛　 聖子、藤澤　 明彦、堀北　 実

