プログラム・抄録集

特別講演
特別講演１

12月4日（金） 11：10〜11：55
第1会場

除菌後胃がん・異時性多発・少ない分子標的：
原因は
感染によるエピゲノム異常
演者：国立研究開発法人国立がん研究センター研究所 エピゲノム解析分野
司会：大分大学福祉健康科学部
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福祉健康科学科

特別講演２

12月5日（土） 11：10〜11：55
第1会場

AI を用いた内視鏡手術の未来
演者：国立がん研究センター東病院 大腸外科／
NEXT 医療機器開発センター 手術機器開発室
司会：大分大学医学部

伊
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消化器・小児外科学講座
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緊急特別企画
12月4日（金）15：15〜16：15
第1会場

さあ困った！その時どうする？
‐ 新型コロナ感染拡大における消化器診療 ‐
司会：藤本 一眞（国際医療福祉大学医学部）
村上 和成（大分大学医学部 消化器内科学講座）
SP1-01（消） 新型コロナウイルス感染症が消化器内科初期臨床研修に及ぼした影響
高木病院 消化器内科 河合 雅子
SP1-02（内） 市中病院での COVID-19クラスター経験

〜あの日からの感染対策

国立病院機構大分医療センター

外科 矢田 一宏

SP1-03（消） COVID-19流行下における内視鏡診療と追加感染防御 -Endoscopic Shield の可能性 大分三愛メディカルセンター 消化器内科／大分大学大学院 医学系研究科 佐上 亮太
SP1-04（消） コロナ禍における肝疾患相談センターの活動への工夫
大分大学医学部附属病院 肝疾患相談センター 荒川 光江
SP1-05（内） New York における COVID-19の現状と消化器診療
Department of Surgery, Weill Cornell Medicine ／大分大学 消化器・小児外科 平下禎二郎
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シンポジウム1
12月4日（金）9：10〜11：00
第1会場

ヘリコバクター・ピロリ感染症の現状と課題
司会：沖本 忠義（大分大学医学部 消化器内科学講座）
外間
昭（琉球大学病院 光学医療診療部）
SY1-01（消） 佐賀県全県下中学3年生ピロリ菌検診の現状

佐賀大学医学部小児科 垣内 俊彦

SY1-02（内） 当院における三次除菌治療の有効性と安全性の検討
医療法人社団 魁正会 服部胃腸科 村尾 哲哉
SY1-03（消） 胃 DLBCL に対する Helicobacter pyroli 除菌の有効性
九州大学 医学部 病態機能内科 鳥巣 剛弘
SY1-04（消）

除菌後の長期的な血清学的、組織学的変化の検討

大分大学医学部

消化器内科学講座 福田 健介

SY1-05（消） H. pylori 除菌後の胃に潜在する自己免疫性胃炎についての臨床的検討
大分大学医学部附属病院 佐藤 祐斗
SY1-06（内） Helicobacter pylori 除菌後における腸型胃腺腫と胃内酸環境の関係
大分赤十字病院 消化器内科 秋山 英俊
SY1-07（内） 胃 ESD 症例における H. pylori 除菌後胃癌の臨床的特徴
鹿児島市立病院 消化器内科 矢野 弘樹
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シンポジウム2
12月4日（金）9：10〜11：00
第2会場

肝細胞癌に対する最新の治療戦略〜内科・外科の立場から〜
司会：杉本 理恵（独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 消化器・肝胆
膵内科）
吉住 朋晴（九州大学大学院 消化器・総合外科）
SY2-01（消） 肝細胞癌に対する IVR-CT 室併用 RFA の有用性

飯塚病院

肝臓内科 桑野 哲史

SY2-02（消） ミリプラチンを用いたリピオドール併用肝動注化学療法の臨床的検討
熊本大学病院 田中健太郎
SY2-03（消） 切除不能進行肝癌に対する Lenvatinib の有効性・安全性と年齢との関連
長崎大学病院 消化器内科 佐々木 龍
SY2-04（消） 切除不能肝細胞癌に対する TKI シークエンシャル治療の検討
九州がんセンター 消化器・肝胆膵内科 稲田 浩気
SY2-05（消） 実臨床におけるラムシルマブの使用成績（多施設共同研究）
社会医療法人 製鉄記念八幡病院 大江 真里
SY2-06（消） 進行肝細胞癌患者におけるレンバチニブ先行後 TACE の有用性に関する検討
大分大学医学部消化器内科 本田 浩一
SY2-07（消） レンバチニブ中止後に持続動注療法が奏功した進行肝細胞癌の1例
大分赤十字病院 池見 雅俊
SY2-08（消） 肝細胞癌に対するレンバチニブ治療後の conversion 手術の経験
九州がんセンター 肝胆膵外科 松本 佳大
SY2-09（消） 進行肝細胞癌に対する Conversion therapy の経験
熊本大学大学院 消化器外科学 中尾 陽佑
SY2-10（消） 肝細胞癌切除後長期無再発生存例の臨床病理学的検討
九州大学 消化器・総合外科 栗原
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シンポジウム3
12月4日（金）13：05〜15：05
第1会場

胃・十二指腸腫瘍に対する低侵襲治療の現状と治療戦略
司会：赤星 和也（株式会社 麻生 飯塚病院 消化器内科）
衛藤
剛（大分大学医学部 消化器・小児外科学講座）
SY3-01（内） AI を用いた早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術難渋症例予測の試み
北九州市立医療センター 消化器内科 將口 佳久
SY3-02（内） 胃上皮性腫瘍に対するハイブリッド ESD の有効性の検討：無作為化比較臨床試験
福岡東医療センター 消化器内科 荒殿ちほ子
SY3-03（内） 当院における高齢者早期胃癌に対する ESD の安全性と妥当性の検討
大分赤十字病院 消化器内科 勝田 真琴
SY3-04（消） 早期十二指腸腫瘍に対する治療前生検診断は有用か？

九州大学

病態制御内科学 蓑田 洋介

SY3-05（消） 当院における SNADET に対する Underwater EMR の現状と治療成績
大分大学医学部附属病院 消化器内科学講座 堤 康志郎
SY3-06（内） 表在性非乳頭部十二指腸腫瘍に対する underwater EMR の治療成績
福岡大学筑紫病院 消化器内科 大津 健聖
SY3-07（内） 十二指腸非乳頭部腫瘍に対する局注併用浸水下 EMR の有用性についての検討
長崎大学病院 光学医療診療部 橋口 慶一
SY3-08（消） 十二指腸 ESD 後の遅発性穿孔予防を目的としたブタ筋芽細胞シート腹腔鏡下デリバリー

デバイスの開発

長崎大学病院 移植・消化器外科 山口

峻

SY3-09（消） 当院における十二指腸病変に対する低侵襲治療の現状と治療戦略
福岡大学 消化器外科 中村

廉

SY3-10（内） 当院における表在性非乳頭部十二指腸腫瘍に対する治療法の変遷
熊本大学病院 消化器内科 宮本 英明
SY3-11（消） 粘膜下腫瘍に対する Per-Oral Endoscopic Tumor resection（POET）
福岡大学 医学部 消化器外科 塩飽 洋生
SY3-12（内） 胃 GIST に対する腹腔鏡下胃楔状切除手術における胃の切除範囲を最小限にする工夫：漿

膜筋層切開併用法（SAMIT）

大分大学
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医学部

消化器・小児外科 河野 洋平
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シンポジウム4
12月5日（土）9：00〜11：00
第1会場

直腸癌に対する低侵襲治療の最前線
司会：野﨑 良一（社会医療法人社団高野会 大腸肛門病センター高野病院）
藤田 文彦（久留米大学外科学講座消化器外科）
SY4-01（内） 取り下げ
SY4-02（内） 当院の早期直腸癌に対する低侵襲治療最前線における Clutch Cutter 単独 ESD 法の臨床

的アウトカム

飯塚病院

内視鏡センター／飯塚病院

消化器内科 赤星 和也

SY4-03（内） 当院における下部直腸・肛門部腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の治療成績

と有用性

戸畑共立病院

消化器内科 別府 剛志

SY4-04（内） 結腸 ESD と比較した直腸 ESD の治療成績
鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 軸屋 賢一
SY4-05（消） 抗血栓薬内服の有無における直腸腫瘍に対する ESD の現状と今後の課題
長崎大学病院 消化器内科 田中 久也
SY4-06（内） 早期直腸癌に対する低侵襲性治療の長期経過
SY4-07（消） 直腸癌に対する術前治療と手術

福岡大学筑紫病院

消化器内科 天野 良祐

長崎大学大学院 移植・消化器外科 井上 悠介

SY4-08（消） 下部進行直腸癌 (clinical stageII) に対する術前化学放射線療法の有用性評価（大腸癌研究

会プロジェクト研究）

大分大学消化器外科・小児外科 赤木 智徳

SY4-09（消） ISR における合併症、排便排尿障害頻度の検討
大腸肛門病センター高野病院 消化器外科 鈴木 崇文
SY4-10（消） 直腸癌に対する経肛門・会陰内視鏡アプローチ併用直腸癌手術についての検討
福岡大学病院 消化器外科 梶谷 竜路
SY4-11（消） 直腸癌に対するロボット支援下直腸切除術導入と初期治療成績
熊本赤十字病院 外科 永末 裕友
SY4-12（消） 直腸癌に対するロボット支援下手術の導入・定型化と治療成績
鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科 盛 真一郎
SY4-13（消） 直腸癌に対するロボット支援下手術における術野展開とその工夫
福岡大学病院 消化器外科 大野
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ワークショップ1
12月4日（金）13：05〜15：05
第2会場

粘膜治癒を目指した炎症性腸疾患治療の新たな展開と今後の課題
司会：江﨑 幹宏（佐賀大学医学部内科学講座消化器内科）
佛坂 正幸（一般財団法人 潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念
病院 外科）
WS1-01（消） 当科における小児期発症潰瘍性大腸炎の現状
鹿児島大学 消化器疾患・生活習慣病学 小牧 祐雅
WS1-02（消） 当院における禁煙発症潰瘍性大腸炎の臨床的特徴と経過の検討
大分赤十字病院 消化器内科 高橋 晴彦
WS1-03（消） 潰瘍性大腸炎の粘膜治癒評価における血清バイオマーカーの有用性の検討
佐賀大学医学部内科学講座 消化器内科 武富 啓展
WS1-04（内） 潰瘍性大腸炎寛解期粘膜治癒患者における腸管粘膜の炎症性サイトカインの比較
九州大学 病態制御内科 西岡

慧

WS1-05（内） 粘膜治癒を達成できた潰瘍性大腸炎患者における組織学的治癒の検討
大分大学医学部消化器内科学講座 都甲 和美
WS1-06（消） 潰瘍性大腸炎における組織学的粘膜治癒の定義の検討
福岡大学 筑紫病院 消化器内科 金城

健

WS1-07（消） 潰瘍性大腸炎における内視鏡的粘膜治癒と再燃の相関
宮崎大学医学部附属病院消化器内科／宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野 市成 直樹
WS1-08（内） 潰瘍性大腸炎における内視鏡的粘膜治癒および便中カルプロテクチンによる再燃予測に関

する検討

戸畑共立病院 消化器病センター 酒見 亮介

WS1-09（消） 新規 MMX 型ﾒｻﾗｼﾞﾝの有効性−粘膜治癒を得られるか―
いづろ今村病院消化器内科／鹿児島大学消化器疾患・生活習慣病学 小野 陽平
WS1-10（消） TNF α製剤抵抗性の潰瘍性大腸炎に対する新規薬剤の有用性の検証
熊本大学病院 古田 陽輝
WS1-11（内） 難治性潰瘍性大腸炎に対する tofacitinib の有効性の検討
長崎大学病院 消化器内科 川崎 寛子
WS1-12（内） 難治性クローン病患者に対するウステキヌマブの臨床効果と粘膜治癒効果
九州大学大学院病態機能内科学 井原勇太郎
WS1-13（内） Ustekinumab 投与中のクローン病患者において内視鏡的粘膜治癒を評価した症例の検討
医療法人潤愛会鮫島病院 西俣 伸亮
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ワークショップ2
12月5日（土）9：00〜11：00
第2会場

肝炎診療の現在と未来
司会：本田 浩一（大分大学医学部 消化器内科学講座）
井出 達也（久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門）
WS2-01（消） 当院における肝炎検査の現状と拾い上げの取り組みについて
独立行政法人 国立病院機構 大分医療センター 福田 春菜
WS2-02（消） 院内における C 型肝炎ウイルス陽性患者の拾い上げの現状
大分赤十字病院 肝胆膵内科 成田 竜一
WS2-03（消） Ｃ型肝炎ウイルス撲滅をめざした、HCV 抗体陽性者拾い上げへの取り組み
大分大学医学部附属病院肝疾患相談センター 遠藤 美月
WS2-04（消） C 型慢性肝炎・肝硬変患者に対する DAA 治療 SVR 後の長期的体成分組成の変化について
大分大学 医学部 消化器内科 荒川 光江
WS2-05（消） 当院・関連施設における C 型非代償性肝硬変に対するソホスブビル / ベルパタスビルの

治療効果の検討

久留米大学医学部

内科学講座

消化器内科部門 佐野 有哉

WS2-06（消） Sofosbuvir/Velpatasvir 治療による C 型非代償期肝硬変の短期的改善効果と安全性の検討
福岡大学 医学部 消化器内科 横山 圭二
WS2-07（消） 免疫チェックポイント阻害剤投与中に発症した肝障害についての検討
熊本大学大学院消化器内科学 川崎

剛

WS2-08（消） 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連肝障害とリンパ球数についての検討
長崎大学病院消化器内科 原口 雅史
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ワークショップ3
12月5日（土）13：05〜15：05
第1会場

食道疾患に対する治療法の進歩とその成績
司会：山口 直之（長崎大学病院 消化器内科（光学医療診療部）
）
吉田 直矢（熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学）
WS3-01（消） 高齢者食道表在癌に対する全身麻酔下 ESD の安全性と治療成績
大分赤十字病院 消化器内科 上尾 哲也
WS3-02（消） 鹿児島県における ESD を施行したバレット食道腺癌患者の経時的変化も含めた臨床背景

と治療成績の検討

鹿児島大大学院

消化器疾患生活習慣病学／出水総合医療センター

消化器内科 上原 翔平

WS3-03（内） 食道 ESD 後狭窄に対する治療戦略
長崎大学病院 光学医療診療部／長崎大学病院 消化器内科 塩田 純也
WS3-04（内） ステロイド局注 vs 内服による食道 ESD 後狭窄予防効果の比較
宮崎大学消化器内科 鈴木

翔

WS3-05（消） 当院における ESD 後 pMM 以深の表在型食道扁平上皮癌に対する追加治療の現状と予後
熊本大学病院 消化器内科 松野 健司
WS3-06（消） 食道 ESD の長期予後 ( 超高齢社会における食道 ESD の妥当性と問題点について )
長崎大学病院 消化器内科 谷口 育洋
WS3-07（内） 高齢者100例に対する POEM の短期及び長期の安全性と有効性に関する検討
福岡大学病院 消化器外科 岡田 浩樹
WS3-08（消） Jackhammer 食道に対する POEM

大分大学

医学部 消化器内科学講座 小川

竜

WS3-09（消） 内視鏡・胸腔鏡合同手術で切除し得た巨大食道平滑筋腫の2例
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 水流 大尭
WS3-10（消） 胃管食道吻合部の内視鏡的粘膜評価と吻合部関連合併症の発生について
長崎大学大学院 移植・消化器外科 小林慎一朗
WS3-11（内） 胸部食道癌に対する PDT 導入期の治療短期成績

大分大学 消化器・小児外科 鈴木 浩輔

WS3-12（消） 当院における食道癌治療に対する Nivolumab の使用経験
北九州市立医療センター 消化器内科 福田慎一郎
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ワークショップ4
12月5日（土）13：05〜15：05
第2会場

胆膵領域における診断と治療の進歩
司会：橋元

慎一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病
学分野）
髙畑 俊一（九州鉄道記念病院 外科）

WS4-01（内） 術式を意識した外科医の視点からの胆管癌診断

九州大学臨床・腫瘍外科 森

泰寿

WS4-02（消） 当科における胆嚢癌疑診例に対する病理学的診断の検討
鹿児島市立病院 消化器内科 中村 義孝
WS4-03（内） 各種画像診断における上皮内癌 (Stage0) の特徴 -EUS・CT・MRI・ERP を使いこなす 大分三愛メディカルセンター／大分大学医学部附属病院 消化器内科 佐上 亮太
WS4-04（消） 当院における膵管内粘液性腫瘍併存膵癌の臨床的特徴
大分赤十字病院 消化器内科 秋山 英俊
WS4-05（内） 壁在結節が疑われる IPMN の悪性診断における造影超音波内視鏡の有用性
九州医療センター 消化器内科 肱岡 真之
WS4-06（消） 当院における膵悪性腫瘍に対する EUS-FNA の成績と課題
大分大学 医学部 消化器内科 岡本 和久
WS4-07（消） 当科における膵病変に対する超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 (EUS-FNA) の成績
鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学 樋之口 真
WS4-08（消） 膵腫瘤性病変に対する超音波内視鏡下穿刺生検（endoscopic ultrasound guided ﬁne

needle biopsy: EUS-FNB）の穿刺回数における検討

九州大学病院

病態制御内科 長友周三郎

WS4-09（内） 良性胆管狭窄を有する肝内結石に対して自己拡張型カバード金属ステントが有用であっ

た3例

長崎大学病院

消化器内科 小松 直広

WS4-10（内） 当院における術後再建腸管における胆管空腸吻合部狭窄に対する内視鏡治療の検討
国立病院機構 九州医療センター 消化器内科 加来 豊馬
WS4-11（内） Roux-en Y 再建腸管例に対するショートタイプのダブルバルーンとシングルバルーン

内視鏡を用いた ERCP 関連手技の後方視的比較検討
久留米大学

医学部

内科学講座

消化器内科部門 寺部 寛哉

WS4-12（消） 当院における WON、仮性膵嚢胞治療の現状について
大分市医師会立アルメイダ病院 消化器内科 福地 聡士
WS4-13（消） 悪性胆管・十二指腸閉塞に対する内視鏡的ダブルステンティングの検討および治療戦略
国立病院機構 大分医療センター 消化器内科 本田俊一郎
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女性医師の会特別企画：女性医師交流会
12月4日（金）16：35〜17：35
第3会場

つなげよう、広げよう、女性医師の輪
司会：黒松 亮子（久留米大学医学部内科学講座 消化器内科部門超音波診断セン
ター）
遠藤 美月（大分大学医学部附属病院 医療安全管理部）
SP2-01（消） 女性医師のライフステージ〜消化器内科医の一例〜

大分循環器病院

消化器内科 西村 順子

SP2-02（消） 10年間の医師生活を振り返って〜臨床と研究〜
大分大学医学部附属病院 消化器内科 都甲 和美
SP2-03（消） 日々の診療に散らばる臨床研究のヒント - 女性医師の意見を踏まえて 大分三愛メディカルセンター 消化器内科 佐上 亮太

※本セッションの抄録掲載はございません。
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消化器病学会九州支部専門医セミナー
12月5日（土）15：20〜16：20
第1会場

司会：兒玉

雅明

大分大学福祉健康科学部 福祉健康科学科

演者①：山本章二朗
演者②：釈迦堂 敏
演者③：岡部 義信

宮崎大学医学部附属病院 消化器内科
福岡大学医学部 消化器内科
久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門
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モーニングセミナー
モーニングセミナー

司会：河上
洋
演者：良沢 昭銘

12月5日（土）第2会場

8：00〜9：00

共催：ガデリウス・メディカル株式会社
宮崎大学医学部医学科 内科学講座消化器内科学分野
埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科

「明日にいきる胆膵内視鏡診療」

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー1

12月4日（金）第1会場

12：05〜12：55

共催：第一三共株式会社／アストラゼネカ株式会社

COVID-19の影響による内視鏡診療について

司会：永井 敬之
演者：古田 隆久

大分県厚生連 鶴見病院 消化器内科
浜松医科大学医学部附属病院 臨床研究センター

「新型コロナウイルス感染蔓延下での消化器内視鏡診療 ー PPI の役割を含めてー」

ランチョンセミナー2

12月4日（金）第2会場

12：05〜12：55
共催：日本イーライリリー株式会社

大腸癌の薬物療法

司会：三森 功士
演者：惠木 浩之

九州大学病院別府病院 外科
愛媛大学医学部附属病院 消化器腫瘍外科

「大腸癌に対する安全な内視鏡外科手術の追求
外科医が安心して行える薬物治療戦略」

ランチョンセミナー3

12月4日（金）第3会場

12：05〜12：55
共催：アッヴィ合同会社

C 型肝炎

司会：本田 浩一
演者：井戸 章雄

「C 型肝炎治療

大分大学医学部 消化器内科学講座
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学分野

〜これまでとこれから〜」
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ランチョンセミナー4

12月4日（金）第4会場

12：05〜12：55
共催：大鵬薬品工業株式会社

胃癌化学療法

司会：沖
英次
演者：柏田 知美

九州大学大学院 消化器 ･ 総合外科
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 腫瘍内科（臨床腫瘍科）

「Q&A 形式で考える胃がん薬物療法の Best Sequence 2020」

ランチョンセミナー5

司会：平井 郁仁
演者：藤岡
審

12月4日（金）第5会場

12：05〜12：55
共催：日本化薬株式会社

福岡大学医学部消化器内科学講座
九州大学病院光学医療診療部

「IBD と IBD 類縁疾患の鑑別のポイント」

ランチョンセミナー6

12月4日（金）第6会場

12：05〜12：55
共催：カイゲンファーマ株式会社

ESD

司会：衛藤
剛
演者：小野 裕之

大分大学 医学部 消化器・小児外科学講座
静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科

「困難症例に対する上部消化管 ESD

ランチョンセミナー7

司会：八橋
弘
演者：田中 靖人

リフタル K の使用経験をふまえて」

12月5日（土）第1会場

12：05〜12：55

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
熊本大学大学院生命科学研究部 消化器内科学講座

「ステロイドを含む免疫抑制剤による B 型肝炎再活性化の現状と対策」

ランチョンセミナー8

12月5日（土）第2会場

12:05〜12:55

共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

潰瘍性大腸炎関連の話題

司会：八尾
演者：平井

建史
郁仁

福岡大学筑紫病院 内視鏡部
福岡大学医学部 消化器内科学講座

「潰瘍性大腸炎治療のトピックス
―COVID-19パンデミック期の診療を含めてー」
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ランチョンセミナー9

12月5日（土）第4会場

12：05〜12：55
共催：武田薬品工業株式会社

司会：村上 和成 大分大学医学部 消化器内科学講座
演者①：上村 修司 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

消化器疾患・生活習慣病学分野

「潰瘍性大腸炎治療の新展開」

演者②：野﨑 良一

大腸肛門病センター高野病院

「難治性クローン病治療の実際 〜ベドリズマブの位置づけ〜」

ランチョンセミナー10

12月5日（土）第5会場

12：05〜12：55
共催：オリンパス株式会社

新型極細径内視鏡

司会：原田 直彦
演者：吉村 大輔

九州医療センター 消化器内科
済生会福岡総合病院 消化器内科

「上部消化管スクリーニングのこれから
〜極細径と高画質．新世代内視鏡の向こう側〜」

イブニングセミナー
イブニングセミナー1

司会：北野 正剛
演者：八木 信明

12月4日（金）第1会場

16：35-17：25

共催：富士フイルムメディカル株式会社

大分大学
朝日大学病院 消化器内科

「LCI/BLI を用いた胃炎・胃癌内視鏡診断
〜 LCI-FIND trial の結果も踏まえて〜」

イブニングセミナー2

12月4日（金）第2会場

16：35-17：35

共催：ジョンソンエンドジョンソン株式会社

GoTo ラパロ！ Stay Safety

司会：猪股 雅史 大分大学医学部 消化器・小児外科学講座
演者①：薦野
晃 福岡大学病院 消化器外科
演者②：赤木 智徳 大分大学医学部 消化器・小児外科学講座
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研修医発表
食道・その他
座長：能城

浩和（佐賀大学医学部

一般・消化器外科）

鳥村 拓司（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）

研01（内）

取り下げ

研02（消）

食道癌 ESD 患者における飲酒量と鎮静効果の検討

研03（消）

食道切除・胃管再建術後胃管癌の一例

研04（消）

当院における臍ヘルニア嵌頓症例の検討

研05（消）

腹腔動脈狭窄による腸管虚血性変化に対して血管内治療が有効であった一例

一般財団法人

平成紫川会

小倉記念病院 上杉 恭広

宮崎大学

外科学講座 田平 康晴

国立病院機構長崎医療センター

外科 松島 俊樹

新古賀病院 消化器内科 山下 真広

胃・十二指腸 1
座長：塩飽
櫻井

洋生（福岡大学

消化器外科）

宏一（服部胃腸科）

研06（消）

出血性十二指腸潰瘍に、十二指腸胆管瘻と胆管炎を併発した一例

研07（内）

非外傷性十二指腸壁内血腫を合併した正中弓状靭帯症候群の1例

研08（消）

内視鏡的に破砕可能であった巨大柿胃石の1例

研09（消）

発作性心房細動に対するカテーテルアブレーション後に急性胃拡張を発症した1例

研10（消）

アニサキス感染によると考えられる胃粘膜下腫瘍様隆起の一例

浜の町病院

公立学校共済組合

消化器内科 福田 雄太

九州中央病院

消化器内科 田中健太郎

九州労災病院

消化器内科 小川 達也

社会医療法人仁愛会

浦添総合病院 祐森 敦士

長崎大学病院消化器内科 宮下 香世
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胃・十二指腸 2
座長：柴尾 和徳（産業医科大学 第１外科）
岩切

龍一（医療法人長晴会 木下医院）

研11（内）

家族性大腸腺腫症 (familial adenomatous polyposis : FAP) に合併した胃腺腫の1例

研12（内）

内視鏡的胃粘膜下層剥離術にて切除し得た Inﬂammatry ﬁbrioid polyp の1例

研13（消）

AdachiVI 型腹腔動脈走行破格を伴う胃癌の1例

研14（消）

緩和手術としての胃空腸吻合術症例の検討

研15（消）

十二指腸乳頭部腺腫に対して内視鏡的乳頭切除術を施行した一例

佐賀大学

医学部

内科学講座

長崎大学病院

消化器内科 立花 昌寛

消化器内科 澤瀬 光佑

国立病院機構長崎医療センター

外科 本川由佳子

国立病院機構長崎医療センター

外科 泊 由里子

大分県厚生連 鶴見病院 宮越 真由

小腸
座長：金高 賢悟（長崎大学大学院 移植・消化器外科）
金城

渚（一般財団法人琉球生命済生会 琉生病院

内科）

研16（内）

内視鏡にて診断し治療を行うことができた小腸動静脈奇形の２例

研17（内）

原因不明の消化管出血を契機に発見された小腸神経内分泌腫瘍 (neuroendocrine tumor
: NET) の1例

唐津赤十字病院 今村美乃莉

佐賀大学医学部内科学講座

消化器内科 野村 忠洋

研18（内）

胃切除術後 Roux-en-Y 再建の輸入脚に迷入した魚骨を小腸内視鏡で除去した1例

研19（消）

腸原発 T 細胞性リンパ腫の1例

研20（消）

消化器症状を契機に診断された全身性エリテマトーデスの1例

研21（消）

取り下げ

大分大学医学部消化器内科学講座 濱野 朋恵
長崎大学病院消化器内科 鍬塚 磨呂

国立病院機構 九州医療センター 消化器内科／国立病院機構 九州医療センター 臨床研究センター 蒔田 貴大
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大腸 1
座長：赤木 由人（久留米大学

外科学）

上村 修司（鹿児島大学大学院

研22（消）

消化器疾患・生活習慣病学）

メサラジン製剤投与中に増悪を認め、DLST が陰性であった5-ASA 不耐症・アレルギーの
2症例
原三信病院

消化管内科 楠本 洋太

研23（内）

潰瘍性大腸炎に合併した直腸カルチノイドの一例

研24（消）

若年発症の左半結腸型潰瘍性大腸炎に直腸癌を合併し大腸全摘に至った1例

研25（消）

穿孔性虫垂炎術後の盲端回腸に潰瘍狭窄と穿孔を合併した盲嚢症候群の1例

医療法人佐田厚生会

佐賀県医療センター好生館

公立学校共済組合

九州中央病院

佐田病院 中島美知子

消化器内科 原

優実

消化器内科 田中健太郎

大腸 2
座長：長谷川

傑（福岡大学医学部消化器外科）

内間 庸文（浦添総合病院

消化器病センター

消化器内科）

研26（消）

取り下げ

研27（消）

術前診断が困難であった盲腸捻転症の1例

研28（消）

Sunitinib による薬剤性腸炎を背景に Myxoma との鑑別に苦慮した Muco-submucosal
elongated polyp の一例

熊本労災病院

消化器内科 吉田 龍也

長崎大学病院消化器内科 松尾 聖哉

研29（消）

取り下げ

―
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プログラム・抄録集

大腸 3
座長：平田 敬治（産業医科大学第１外科）
水上

研30（内）

一弘（大分大学

消化器内科）

高濃度ポリエチレングリコール腸管洗浄剤前処置無しに内視鏡的止血術を施行した大腸憩
室出血の4例
佐賀県医療センター好生館

消化器内科 平野 里佳

研31（消）

ベズロトクスマブが奏功した C.diﬃcile 感染症の1例

研32（消）

憩室炎を契機に発見された結腸悪性腫瘍の２切除例

研33（消）

Over-the-scope clip（OTSC）を用いた EMR が有効であった大腸憩室内病変の1例

研34（消）

肛門管粘液癌の１例

大分県立病院

慈愛会 今村総合病院

外科・消化器外科 小城 夕季

大分医師会立アルメイダ病院

福岡市立病院機構福岡市民病院

消化器内科 柴田 稔文

消化器内科 田中愛理佳

消化器センター 小藤 千鶴

肝1
座長：江口

晋（長崎大学大学院 移植・消化器外科）

小川 栄一（九州大学病院

総合診療科）

研35（消）

Early venous drainage が肝細胞癌との鑑別に有用であった肝血管筋脂肪腫の一例

研36（消）

肝粘液性嚢胞性腫瘍の術前診断で切除した肝 chronic expanding hematoma の1例

研37（消）

肝内動脈門脈瘻による門脈圧亢進症に対し肝動脈塞栓療法が著効した一例

研38（消）

リザーバー肝動注療法中に狭心症様症状で発症したヘパリン起因性血小板減少症の１例

社会医療法人天神会

新古賀病院

鹿児島市立病院

消化器内科 釈迦堂有貴
消化器内科 久保 茉鈴

国立病院機構長崎医療センター 肝臓内科 中谷
済生会熊本病院

―
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潤

消化器内科 鮫島 澄仁
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肝2
座長：大塚

隆生（鹿児島大学

高橋

消化器・乳腺甲状腺外科）

宏和（佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター）

研39（消）

C 型肝硬変に対する IFN 治療後に出現した肝 IgG4関連炎症性偽腫瘍の１例

研40（消）

C 型肝硬変を背景に発生し、自然退縮をきたした肝細胞癌の一例

研41（消）

父子感染が考えられた B 型肝炎ウイルスによる急性肝不全の小児例

研42（消）

B 型肝炎急性増悪を来した HBV、HCV 共感染の高齢女性の1例

くまもと森都総合病院 肝臓・消化器内科 哈

宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター 小畑
大分県立病院

斯塔
静

消化器内科 上野 愛実

福岡赤十字病院 肝臓内科 蒔田真也香

肝3
座長：七島

篤志（宮崎大学医学部外科学講座肝胆膵外科学分野）

遠藤 美月（大分大学医学部

消化器内科）

研43（消）

歯性感染が契機と考えられた Fusobacterium necrophorum による肝膿瘍の一例

研44（消）

小腸出血、食道静脈瘤、門脈血栓を併発した原発性胆汁性胆管炎の一例

研45（消）

自己免疫性溶血性貧血を合併した原発性胆汁性胆管炎の2例

研46（消）

魚骨の十二指腸穿通による肝膿瘍の1例

国立病院機構

長崎医療センター 臨床研究センター 川副 靖晃

久留米大学病院 臨床研修センター／久留米大学

医療センター 消化器内科 大浦 路子

国家公務員共済組合連合会千早病院

―
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内科 山本

洋

肝胆膵内科 尾崎 雄一

プログラム・抄録集

胆・膵 1
座長：中村 雅史（九州大学 臨床・腫瘍外科）
植木 敏晴（福岡大学筑紫病院消化器内科）

研47（消）

難治性の良性胆管狭窄に対してメタリックステントが有用だった一例

研48（内）

離断型胆管損傷に対して side by side 法での metallic stent 留置が有効だった一例

研49（内）

EUS-FNA 施行1週間後に後出血を認めた膵尾部癌の1例

研50（消）

膵癌との鑑別に EUS-FNA が有用であった悪性リンパ腫の1例

佐賀大学

独立行政法人国立病院機構

医学部

内科学講座

九州医療センター

鹿児島大学大学院

消化器内科 沖井 詩織

消化器内科 リン センヨウ

消化器疾患・生活習慣病学 重田早紀子
大分県立病院

消化器内科 丸山 莉果

胆・膵 2
座長：山下 洋市（熊本大学大学院

消化器外科学）

大塚雄一郎（独立行政法人国立病院機構

研51（内）

経口膵管鏡にて観察し得た主膵管型膵管内乳頭粘液性腫瘍の3例

研52（消）

取り下げ

研53（消）

膵癌との鑑別困難だった follicular pancreatitis の1例

佐世保市総合医療センター

独立行政法人国立病院機構

―
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九州医療センター

大分医療センター）

消化器内科 深水 翔大

消化器内科 濱田 夢佳
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専修医発表
食道 1
座長：森田
三池

勝（九州がんセンター

消化管外科）

忠（宮崎大学医学部附属病院

消化器内科）

専01（消）

取り下げ

専02（内）

異所性胃粘膜から発生した混合神経内分泌非神経内分泌腫瘍に対して内視鏡切除を施行した
一例
熊本大学病院

専03（消）

脈絡膜転移を契機に診断した Barrett 食道腺癌の臨床経過

専04（消）

慢性食道 GVHD が背景にあると考えられた多発食道癌の一例

消化器内科 藤本

敦

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学／鹿児島厚生連病院 消化器内科 柿原 敦子
大分大学

医学部

消化器内科 児玉 康弘

食道 2
座長：武野 慎祐（宮崎大学外科学講座）
南 ひとみ（長崎大学消化器内科）

専05（内）

Jackhammer esophagus を合併した横隔膜上食道憩室の1例

専06（内）

胸部食道癌に対する PDT 施行後の局所遺残症例に対してサルベージ手術を施行した1例

専07（内）

DES に対し POEM が有効であった1例

専08（消）

当院における急性壊死性食道炎9例の検討

大分大学

医学部

消化器・小児外科 河原 大和

大分大学医学部消化器・小児外科学講座／新別府病院外科 長谷川 巧

―
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大分大学 医学部 附属病院

―

長崎大学病院

消化器内科 石橋恵美子
消化器内科 藤野 亮太

プログラム・抄録集

胃1
座長：大内田研宙（九州大学 臨床・腫瘍外科）
阿部

寿徳（医療法人ウェルビーイング あべ胃腸病内視鏡クリニック）

専09（内）

内視鏡的粘膜下層剥離術で治癒切除が可能であった早期 AFP 産生胃癌の一例

専10（消）

Nivolumab が著効し長期生存が得られている進行胃癌の2例

専11（消）

White opaque substance の出現により診断し得た Helicobacter pylori 除菌後発見微
小胃癌の1例

産業医科大学病院 第三内科学 柳生万里菜
鹿児島市立病院

腫瘍内科 喜山 甲菜

大分赤十字病院 肝胆膵内科 合田 智則

専12（消）

ラズベリー様腺窩上皮型胃癌の一例

国立病院機構九州医療センター 消化器内科／国立病院機構九州医療センター 臨床研究センター 吉武千香子

胃2
座長：日髙 匡章（長崎大学大学院 移植・消化器外科）
大仁田 賢（春回会井上病院・消化器内科）

専13（内）

消化管出血を契機に診断された腎細胞癌胃転移の一例

専14（内）

非癌粘膜に出現する white globe appearance の臨床病理学的検討

専15（内）

取り下げ

専16（内）

診断に難渋した低異型度胃型腫瘍（幽門腺腺腫疑い）

専17（内）

術前化学療法により根治切除し得た門脈腫瘍栓を伴う胃癌の一例

地域医療機能推進機構

九州病院

内科 水江龍太郎

大分赤十字病院消化器内科 峯崎 大輔

福岡大学筑紫病院 副島
大分県立病院

―
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祥

外科 中野 光司
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胃3
座長：白石 憲男（大分大学医学部総合外科・地域連携学講座）
金城

徹（琉球大学病院 光学医療診療部）

専18（内）

特発性血小板減少性紫斑病に対するステロイド治療中に再発した糞線虫症の一例

専19（内）

Double pylorus を形成した消化性潰瘍3例の臨床像

専20（内）

広範な粘膜脱落を伴う急性十二指腸炎を契機に発見されたクレブシエラ腸炎の2例

専21（消）

出血性胃十二指腸潰瘍を合併した顕微鏡的多発血管炎の2例

くまもと森都総合病院 肝臓・消化器内科 竹熊 梨祐

公立学校共済組合九州中央病院消化器内科 鍛治屋 祐

公立学校共済組合

公立学校共済組合

九州中央病院

九州中央病院

消化器内科 森

麻里母

消化器内科 森

麻里母

十二指腸 1
座長：池田

拓人（宮崎大学外科学講座

消化管・内分泌・小児外科）

梶本 展明（大分医師会立アルメイダ病院・消化器内科）

専22（内）

十二指腸腺腫に対して LECS を施行した1例

専23（消）

孤立性 Peutz-Jeghers 型ポリープと考えられた十二指腸ポリープの2例

専24（内）

出血性十二指腸潰瘍止血後1年目に顕在化した原発性十二指腸癌の1切除例

専25（内）

胃内に脱落した食道ステントを経内視鏡的に摘出し得た噴門悪性黒色腫の1例

専26（消）

診断に苦慮した十二指腸上行部出血性 GIST の1例

大分赤十字病院
済生会熊本病院

大分岡病院

外科 岳藤 良真

消化器内科 宮部 美圭
消化器外科 長澤由依子

独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 灰床 裕介
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科 鍛治屋 祐

―
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プログラム・抄録集

小腸・その他 1
座長：安田

一弘（大分中村病院

鶴田

修（聖マリア病院

外科）
消化器内科）

専27（消）

小腸出血をきたし治療に難渋したサイトメガロウイルス感染合併 IgA 血管炎の１例

専28（内）

比較的まれな形態を呈した小腸 inﬂammatory ﬁbroid polyp の1例

専29（消）

免疫抑制療法中の Crohn 病患者に発症した形質芽細胞性リンパ腫の1例

専30（消）

治療開始後早期に粟粒結核に移行した活動性腸結核の一例

専31（消）

全身性強皮症に合併した小腸軸捻転の一例

専32（消）

Trisomy8陰性の骨髄異形成症候群を合併した腸管ベーチェット病の1例

熊本大学病院消化器内科 松田

九州大学大学院

暖

病態機能内科学 才木 琢登

九州大学病院

鹿児島市立病院

消化管内科 江頭信二郎

消化器内科 山内 拓真

九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科 小佐井孝彰
九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 前原 浩亮

小腸 2
座長：伊藤 心二（九州大学大学院
鈴木

専33（内）

消化器・総合外科）

翔（宮崎大学消化器内科）

原因不明消化管出血からシングルバルーン小腸内視鏡を用いて診断に至った小腸神経内分
泌腫瘍の一例
独立行政法人

国立病院機構 嬉野医療センター

消化器内科 長妻 剛司

専34（消）

柿胃石による小腸イレウスを発症した一例

専35（消）

経胃瘻的小腸瘻造設術（PEG-J）長期留置が原因となって発症した成人腸重積の一例

専36（消）

内視鏡的に異所性胃粘膜を同定し術前診断し得たメッケル憩室の１例

専37（消）

大量出血を契機に発見された縦走潰瘍を伴ったメッケル憩室の1例

大分市医師会立アルメイダ病院
大分医師会立アルメイダ病院

済生会福岡総合病院

消化器内科 勝田泰志郎
消化器内科 麻生 裕亮
消化器内科 今村 直人

中津市民病院
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外科 中村

駿
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大腸 1
座長：白下 英史（大分大学
久部

消化器・小児外科）

高司（福岡大学筑紫病院・消化器内科）

専38（消）

潰瘍性大腸炎の呼吸器合併症として好酸球性肺炎を生じた一例

専39（消）

複数の薬剤で薬剤性膵炎を繰り返した潰瘍性大腸炎の1症例

専40（内）

肝障害を契機に C 型肝炎ウイルス再感染が判明した一例

専41（消）

メサラジン製剤による薬剤性肺障害が疑われた潰瘍性大腸炎の一例

専42（消）

経過中にサイトメガロウイルス初感染を生じた難治性潰瘍性大腸炎の１例

戸畑共立病院

宮崎大学医学部附属病院
田川病院

消化器病センター 山内 大夢

消化器内科／宮崎大学医学部内科学講座 消化器内科学分野 畑田 紘志

消化器内科／久留米大学

医学部

内科学講座 消化器内科部門 岩尾 直樹
熊本大学病院

福岡大学

消化器内科学 山岡 哲秀

筑紫病院

消化器内科 大園 修吾

大腸 2
座長：盛 真一郎（鹿児島大学病院）
安部

高志（大分県厚生連鶴見病院 消化器内科）

専43（内）

難治性閉塞性大腸炎を伴った腎移植後直腸癌に対し腹腔鏡下の2期的手術を施行した１例

専44（消）

取り下げ

専45（消）

急速な経過をたどった回盲部原発神経内分泌癌の一例

専46（内）

精神発達遅滞を合併した家族性大腸腺腫症の一例

専47（消）

膵癌の浸潤による横行結腸閉塞に対して金属ステントを挿入後、早期に閉塞を来たした1例

大分大学

医学部 消化器・小児外科講座 小山 旅人

九州大学

社会医療法人
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済生会川内病院 柴田 隆佑
大学院

病態機能内科学 宮園 智至

熊本セントラル病院

消化器内科 高木 孝太

プログラム・抄録集

大腸 3
座長：主藤 朝也（久留米大学外科学講座）
直江

秀昭（熊本大学大学院生命科学研究部

消化器内科学）

専48（内）

下部消化管内視鏡検査における挿入困難症例に対する PCF-PQ260L の有用性の検討

専49（内）

偽膜性腸炎にクリプトスポリジウム症を併発した1例

専50（内）

ESD にて診断し、直腸粘液癌との鑑別に苦慮した深在性嚢胞性大腸炎の一例

専51（消）

化膿性脊椎炎および化膿性股関節炎に続発した腸管アミロイドーシスの一例

大分赤十字病院

大牟田市立病院

大分県厚生連鶴見病院

消化器内科 下森 雄太
消化器内科 吉尾 智一
消化器内科 濱本真理奈

独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本労災病院 米田

暁

大腸 4
座長：真鍋 達也（佐賀大学医学部
鳥巣 剛弘（九州大学大学院

一般・消化器外科）
病態機能内科）

専52（内）

S 状結腸癌術後吻合部肛門側腸管に毛細血管拡張症を認め APC 焼灼を行った1例

専53（内）

大腸腺扁平上皮癌の一例

専54（消）

内視鏡的整復が困難であった腸回転異常症による上行結腸捻転の1例

専55（消）

直腸静脈瘤上の LST に対して静脈瘤治療後に ESD を施行した一例

豊後大野市民病院

消化器病センター 三吉野

原三信病院
福岡大学筑紫病院

航

消化管内科 奈須 峻之
消化器内科 市岡 正敏

大分大学医学部附属病院消化器内科 鹿子嶋洋明
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肝1
座長：又木

雄弘（鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科）

田中

崇（福岡大学病院

消化器内科）

専56（消）

魚骨の胃穿孔による腹腔内膿瘍・肝膿瘍の1例

専57（消）

肝内病変を合併し肝生検にて診断されたサルコイドーシスの1例

専58（消）

肝蛭症の一例

専59（消）

経皮的門脈ドレナージ術により改善し得た化膿性門脈炎、肝円索膿瘍の一例

長崎大学病院

移植・消化器外科 佐藤 彩香

熊本大学

消化器内科 荒川 大輔

大分赤十字病院消化器内科 峯崎 大輔
飯塚病院

消化器内科 濱崎 慎平

肝2
座長：高槻 光寿（琉球大学
大河原

消化器・腫瘍外科）

均（大分県厚生連鶴見病院

肝疾患センター）

専60（消）

ウイルソン病の治療効果判定における肝生検での銅含量測定の重要性

専61（消）

診断に難渋した肝血管肉腫の一例

専62（消）

広範な壊疽性膿皮症を合併した潰瘍性大腸炎の一例

専63（消）

肝細胞癌脾転移に対して、造影超音波検査での経過観察が有用であった一例

専64（消）

造影超音波検査で胆管内腫瘍栓の確定診断に至り、集学的治療を行った一例

産業医科大学

医学部 第3内科学 山口 紘輝

熊本大学消化器内科 飽田 博海

久留米大学

久留米大学
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医学部

医学部

熊本大学病院
内科学講座

内科学講座

消化器内科 泉

見奈

消化器内科部門 下河邉 尭
消化器内科部門 大田

諭

プログラム・抄録集

肝3
座長：宇都宮 徹（大分県立病院・外科）
田中 基彦（熊本市健康福祉局）

専65（消）

一卵性双生児の弟をドナーとして生体肝移植術を施行した1例

専66（消）

超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診にて診断しえた肝細胞癌副腎転移の１例

専67（消）

肝外転移を伴った肝細胞癌に対し集学的治療で長期生存が得られた一例

専68（消）

赤芽球瘻に対する免疫抑制療法中に発症した多発肝膿瘍に対して径カテーテル的抗菌薬肝
動注療法が著効した１症例

九州大学大学院 消化器・総合外科 ( 第二外科 )
産業医科大学

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

利田 賢哉

医学部 第３内科 上田

剛

消化器疾患・生活習慣病学 金丸 紗千

熊本大学病院 消化器内科 古庄 雄一

胆膵 1
座長：黒木

保（国立病院機構長崎医療センター外科）

野口

地塩（国家公務員共済組合連合会新別府病院

消化器内科）

専69（消）

塩酸ゲムシタビンの関与が疑われた溶血性尿毒症症候群の一例

専70（消）

取り下げ

専71（消）

取り下げ

専72（消）

後腹膜線維症との鑑別が困難であった膵癌の1例

専73（消）

膵尾部癌に対して重粒子線治療および化学療法を施行し、発症から約7年後完全奏効を維
持している1例

産業医科大学 第３内科学 四宮恵理子

熊本大学病院

消化器内科 柏田 彩圭

熊本大学病院消化器内科 花園ゆりか
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胆膵・その他 2
座長：太田 正之（大分大学 国際医療戦略研究推進センター）
有田 桂子（医療法人八宏会

有田胃腸病院）

専74（消）

超音波内視鏡下穿刺吸引法が診断に有用であった結核性リンパ節炎の1例

専75（内）

disconnected pancreatic duct syndrome による膵液漏に対し，EUS 下ランデブーテ
クニックが有効であった一例

小倉記念病院 消化器内科 松室 孝英

済生会川内病院

消化器内科 田平 悠二

専76（内）

診断に苦慮した十二指腸壁病変を主座とした groove pancreatic carcinoma の１例

専77（消）

EUS-FNA にて Mixed acinar-neuroendocrine carcinoma と診断しえた膵腫瘤の一例

専78（消）

取り下げ

専79（消）

内視鏡的乳頭括約筋切開術後出血により胆管内血腫を来した一例

九州大学大学院

九州大学病院

大分県厚生連
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病態機能内科学 西田美沙子

肝臓・膵臓・胆道内科 梯

鶴見病院

祥太郎

消化器内科 成安 赳彦

プログラム・抄録集

一般演題発表
食道・その他
座長：鈴木 浩輔（大分大学
小川

消化器・小児外科）

竜（大分大学医学部 消化器内科学講座）

001（内）

有茎性平滑筋腫上に発生した早期食道癌の1例

002（内）

食道狭窄及び縦隔炎をきたした食道壁内偽憩室症の1例

003（内）

離島医療における内視鏡管理の現状

004（内）

膀胱ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP 法）を行った1例

005（消）

当科における MSI-High 固形癌に対する Pembrolizumab 療法の治療経験

006（消）

卵巣膿瘍による続発性アミロイドーシスの一例

麻生飯塚病院

消化器内科 丸岡 諒平
福岡山王病院 大場 未紀

鹿児島県立大島病院

消化器内科 前田 英仁

大分赤十字病院

大分大学

外科 多田 和裕

腫瘍・血液内科学講座 稲墻

崇

別府医療センター 消化器内科 宮原 翔仁

胃・十二指腸 1
座長：永井

英司（福岡赤十字病院

外科）

堤 康志郎（大分大学医学部附属病院

007（内）

胃軸捻転症に対する内視鏡的整復術および腹腔鏡下胃固定術の有用性

008（内）

PPI 内服中止にて過形成ポリープと胃底腺ポリープの縮小をみとめた１例

009（消）

前下膵十二指腸動脈瘤破裂の治療後に十二指腸狭窄を来した一例

010（内）

特異な形態を呈した胃の hamartomatous inverted polyp の1例

011（消）

悪性貧血の経過中に多腺性自己免疫症候群3型と診断した１例

大分県厚生連鶴見病院

消化器内科）

消化器外科 嵯峨 邦裕

仁愛会浦添総合病院 松川しのぶ

独立行政法人 地域医療機能推進機構

福岡市立病院機構福岡市民病院

久留米総合病院 増田

消化器センター
敬愛会
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裕

内科 高橋 俊介

中頭病院 安座間欣也
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胃・十二指腸 2
座長：與田 幸恵（佐賀大学医学部
上尾

一般・消化器外科）

哲也（大分赤十字病院消化器内科）

012（消）

術前診断が困難であった前立腺癌胃転移の1例

013（消）

胎児消化管上皮類似癌と診断した早期 AFP 産生胃癌の1例

014（消）

粘膜下腫瘍の形態を呈した胃肝様腺癌の一例

015（消）

消化管出血を契機に切除に至った十二指腸 Brunner 腺過誤腫の一例

016（内）

粘膜下腫瘍様隆起を呈した潜在性 Linitis plastica 型胃癌の1例

九州大学 臨床腫瘍外科 野口 彰子
久留米総合病院 田尻 健亮
福岡市民病院 長田美佳子

済生会熊本病院

消化器病センター 川上 裕史

国立病院機構熊本医療センター

消化器内科 松山 太一

胃・十二指腸 3
座長：石川
下田

浩一（津久見市医師会立津久見中央病院外科）
良（佐賀大学医学部 光学医療診療部）

017（消）

Nivolumab 投与中に肩関節周囲炎を起こした進行胃癌の一例

018（消）

胃型形質の低異型度分化型胃癌の一例

019（消）

実臨床における切除不能進行再発胃癌に対するニボルマブ療法の有効性と安全性

020（消）

生検で組織診断ができず超音波内視鏡下穿刺組織診（EUS-FNA）で組織診断しえたスキル
ス胃癌の一例

国立病院機構福岡東医療センター 糸永 周一

医療法人財団 聖十字会 西日本病院 住江 博明
大分大学医学部附属病院

腫瘍内科 小森

梓

済生会熊本病院 後藤 健太

021（消）

PDGFRA 遺伝子変異を有する胃 GIST の1例

022（消）

Light blue crest と white opaque substance 陽性所見が , Helicobacter pylori 未感
染小腸型分化型胃癌の質的診断に有用であった１例

福岡山王病院消化器内科 樋田 理沙

臼杵医師会立コスモス病院
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消化器内科 綿田 雅秀

プログラム・抄録集

小腸
座長：大内田次郎（宮崎県立宮崎病院外科）
都甲 和美（大分大学医学部

消化器内科）

023（消）

術前に上部消化管内視鏡検査にて診断し得た小腸癌の一例

024（内）

難治性空腸 Dieulafoy 潰瘍出血に対し OTSC に EBL を追加する事で止血し得た1例

025（消）

小腸アニサキス症と診断した3症例〜腹部 CT 所見の検討〜

026（内）

ダブルバルーン小腸内視鏡で確認しえた粘膜下腫瘍様形態を呈する空腸 Dieulafoy lesion
の1例

独立行政法人地域医療機能推進機構

南海医療センター

大分県厚生連鶴見病院

社会医療法人

福岡青洲会病院

国立病院機構熊本医療センター

027（消）

大網裂孔ヘルニアの1手術例

028（消）

ウステキヌマブが著効したクローン病小腸型の1例

029（消）

腸重積を合併した有茎性管内発育型の小腸 GIST の一例

外科 藤田 隼輔

消化器内科 矢野 貴史

消化器内科 中屋 照雄

消化器内科 松山 太一

嬉野医療センター 片山 宏己

聖マリア病院

消化器内科／如水会今村病院 消化器内科 小林 起秋
福岡赤十字病院

消化器内科 秋吉 大輔

大腸 1
座長：髙畑 俊一（九州鉄道記念病院
小野

外科）

英樹（大分県立病院消化器内科）

030（内）

内視鏡的シアノアクリレート注入療法が奏功した直腸静脈瘤の1例

031（消）

上下部内視鏡検査を施行する際の施行順序の検討

032（内）

細径プローブによる超音波内視鏡検査にて診断した虫垂重積の一例

033（内）

止血に苦慮した大腸憩室出血に対して Over-the-scope-clip(OTSC) を用いて止血し得た
1例

大分大学

医学部

県立大島病院

株式会社麻生 飯塚病院

消化器内科 小坂聡太郎
消化器内科 松岡

慧

消化器内科 佐藤

諒

国立病院機構 嬉野医療センター 田中雄一郎

034（内）

大腸内視鏡検査を契機に発見、摘除を行った蟯虫症の１例
大分大学
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医学部

消化器内科学講座 渕野 貴文
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大腸 2
座長：白水 章夫（有田胃腸病院 外科）
野﨑 良一（大腸肛門病センター高野病院消化器内科）

035（内）

腹腔鏡下手術を行った膵癌上行結腸転移の一例

036（内）

便秘の精査を契機に内視鏡的に診断された初期大腸憩室炎が疑われた1例

037（消）

当院での高齢者と比較した若年者における虚血性腸炎の臨床的特徴

038（内）

内視鏡的に経過を追えた腎細胞癌に対する凍結療法による大腸潰瘍の一例

039（消）

当院で施行した大腸ステント留置の検討

浦添総合病院

大分医療センター外科 一万田充洋
消化器病センター

医療法人清和会

長田病院

消化器内科 金城 福則

消化器内科 長田修一郎

熊本大学病院 画像診断・治療科 横田 康宏
筑後市立病院

消化器内科 田中 寛士

大腸 3
座長：宮本 裕士（熊本大学大学院
石田

消化器外科学）

哲也（石田消化器 IBD クリニック）

040（内）

術後長期生存が得られたクローン病合併痔瘻癌の1例

041（消）

集学的治療で寛解導入し手術を回避しえた重症潰瘍性大腸炎の1例

042（内）

PSL 離脱後に再燃を認めた Cronkhite-Canada 症候群の1例

043（消）

取り下げ

044（消）

サイトメガロウイルス再活性化を生じたステロイド投与歴のない潰瘍性大腸炎の一例

膳所胃腸肛門泌尿器病院 原

国家公務員共済組合連合会 新別府病院／大分大学医学部

貴生

消化器内科学講座 川原 義成

遠賀中間医師会おんが病院 保利 喜史

中頭病院 消化器内科 浜比嘉一直
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プログラム・抄録集

大腸 4
座長：長濱 正吉（那覇市立病院
藤岡

外科）

審（九州大学病院光学医療診療部）

045（内）

リンパ節転移を認めた Micropapillary carcinoma 成分を伴う S 状結腸早期癌の1例

046（内）

当院における大腸癌狭窄に対する stent を用いた Bridge to surgery(BTS) の臨床的有用
性の検討

大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院 小篠 洋之

麻生飯塚病院 芥川 宗樹

047（内）

CT コロノグラフィを用いた進行大腸癌の環周率計測とその臨床的意義

048（消）

S 状結腸癌に伴った子宮留膿腫破裂による穿孔性腹膜炎を呈した１例

049（消）

取り下げ

九州大学 放射線科 鶴丸 大介
嬉野医療センター 大坪 一浩

肝
座長：足立

智彦（長崎大学大学院

移植・消化器外科学）

香川 浩一（国家公務員共済組合連合会新別府病院・肝臓内科）

050（消）

TACE 不適が予想される intermediate stage 肝癌に対してレンバチニブ先行 TACE 療法
が奏功した1例
敬愛会 中頭病院 消化器内科 與那原

究

051（消）

HCV のウイルス学的著効（SVR）後に多発肝細胞癌を発症した1例

052（内）

再発肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除における ICG 蛍光法と造影超音波検査併用の有用
性と ICG トランスポーターの意義

聖マリア病院 菅原 脩平

大分県立病院

053（消）

総胆管結石症を合併した妊娠性胆汁うっ滞症の一例

054（消）

肝原発腺扁平上皮癌の1例

055（消）

UFT が著効した肝細胞癌の1例

大分大学

久留米大学

医学部

外科 坂田 一仁

医学部

消化器内科講座 渕野 貴文

内科学講座

消化器内科部門 酒井 味和
熊本赤十字病院 吉岡 律子
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胆・膵 1
座長：板東登志雄（大分県立病院外科）
藤森

尚（九州大学大学院医学研究院

病態制御内科）

056（内）

超音波内視鏡下生検が有用であった十二指腸乳頭部成人 T 細胞白血病・リンパ腫の1例

057（内）

取り下げ

058（内）

内視鏡的パピレクトミーにて治療し得た副乳頭部癌の1例

059（消）

内視鏡的乳頭切除術後に重症急性膵炎を発症し、長期入院を余儀なくされた1例

060（消）

内視鏡的副乳頭切除術により診断し得た十二指腸副乳頭部濾胞性リンパ腫の１例

別府医療センター

消化器内科 宮ヶ原 典

大分三愛メディカルセンター 消化器内科 佐藤 孝生
佐賀県医療センター好生館

JCHO

南海医療センター

消化器内科／大分県厚生連

鶴見病院

消化器内科 松永 拓也
消化器内科 児玉 紘祐

胆・膵 2
座長：和田 幸之（国立病院機構九州医療センター肝胆膵外科）
岡本 和久（大分大学医学部消化器内科）

061（消）

重複胆嚢管様の胆道走行および胆管線維性ポリープを伴った，副交通胆管枝
(Communicating accessory bile duct) の1例
済生会川内病院

062（消）

消化器内科 豊留孝史郎

当院における悪性胆道狭窄に対する胆管ステント留置後胆嚢炎症例の臨床的特徴および治
療経過

063（消）

胆嚢管結石を ERCP で除去し得た1例

064（内）

取り下げ

065（内）

取り下げ
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熊本大学病院

消化器内科 浦本有記子

大分赤十字病院

肝胆膵内科 米田 晃敏

プログラム・抄録集

胆・膵 3
座長：遠藤 裕一（大分大学消化器・小児外科）
橋元 慎一（鹿児島大学 光学医療診療部）

066（消）

胆管狭窄を契機に診断に至った乳癌癌性腹膜炎の1例

067（消）

ポルフィリン錯体化合物と LED を用いた新たな光線力学的療法の開発

068（消）

取り下げ

069（内）

十二指腸乳頭リンパ管腫に伴う急性胆管炎をきたした一例

070（消）

抗 PD-1抗体 Pembrolizumab 関連二次性硬化性胆管炎の1例

大分赤十字病院 肝胆膵内科 米田 晃敏
宮崎大学

医学部

外科 今村 直哉

済生会福岡総合病院 内科 立花 雄一

社会医療法人 福岡青洲会病院 中屋 照雄

胆・膵 4
座長：松本 敏文（国立病院機構別府医療センター・消化器外科）
鶴岡ななえ（佐賀大学医学部

071（内）

内科学講座

消化器内科）

食道用メタリックステントを用いて内視鏡的ネクロセクトミーを施行した被包化壊死
(WON) の１例
社会医療法人 敬愛会

中頭病院

消化器内科 知念 隆之

072（消）

取り下げ

073（消）

潰瘍性大腸炎を合併した2型自己免疫性膵炎の一例

074（消）

胃−被包化膵壊死（WON）間のプラスチックステントが離断したアルコール性重症急性
膵炎後の1例

独立行政法人 労働者健康安全機構

熊本労災病院 市川

社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院

075（消）

保存的治療に難渋した多発する巨大仮性膵嚢胞の1例

消化器内科 瑞慶山隆太

熊本地域医療センター
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亮

外科 小川 大輔
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胆・膵 5
座長：甲斐成一郎（中津市民病院
澤瀬 寛典（長崎大学病院

外科）
消化器内科）

076（消）

取り下げ

077（消）

線維化により術前 EUS と術後病理での腫瘍径に乖離が生じたと考えられた小膵癌の1例

078（消）

当院における切除不能膵癌化学療法の取り組み

079（消）

多腺性自己免疫症候群に合併した膵頭部癌の1例

大分赤十字病院

―

56

―

福岡大学

消化器内科 秋山 英俊

筑紫病院 消化器内科 畑山 勝子

福岡赤十字病院

肝臓内科 東

具隆

