プログラム 平成 30 年 5 月 27 日
第１会場 3 階 「国際会議室」
プレナリーセッション１

9:00～9:32
座長：

P1-1

長屋 匡信（信州大学 消化器内科）

有症状の Zenker 憩室に対し内視鏡的 Zenker diverticulectomy を施行した 1 例
長岡赤十字病院 消化器内科 大岩 智

P1-2

内反性増殖を示した胃型腺腫の 1 例
済生会新潟第二病院 消化器内科 大越 麻理奈

P1-3

Ball valve 症候群をきたした、胃過形成性ポリープ併存癌の一例

P1-4

多発柿胃石による小腸イレウスの一例

済生会新潟第二病院 臨床研修医 羽入 龍太郎
新潟市民病院 消化器内科 森田 真一

プレナリーセッション２

9:32～10:12
座長：

P2-5

山口 達也（山梨大学 第一内科）

出血を来した Brunner 腺過形成の１例切除例
佐渡総合病院 消化器内科 池見 雅俊

P2-6

形態変化が追跡できた出血性十二指腸 GIST の 1 例
飯田市立病院 消化器内科 橋上 遣太

P2-7

超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-FNA）で診断した十二指腸 GIST の１例
長岡赤十字病院 消化器内科 小関 洋平

P2-8

十二指腸水平脚巨大憩室に生じた Dieulafoy 様病変に対し内視鏡的止血術が有効であった一例
柏崎総合医療センター 消化器内科 杉田 萌乃

P2-9

出血源の同定と治療選択に苦慮した消化管出血の 1 例
山梨大学 医学部 第一内科 依田 宏貴

プレナリーセッション３

10:12～10:44
座長：

P3-10

橋本 哲（新潟大学 第三内科）

Nivolumab に起因する自己免疫性小腸炎の一例
新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 石井 結唯

P3-11

小腸吻合部狭窄・小腸皮膚瘻に対する短期間金属ステント留置が有効だったクローン病の
1例
信州大学 医学部 消化器内科 柳澤 匠

P3-12

肛門癌-類基底細胞癌-に化学放射線療法が著効した一例
諏訪赤十字病院 卒後臨床研修センター 平林 正裕

P3-13

手術用金属クリップを核とした総胆管結石の 3 例
新潟市民病院 水戸 將貴

合同ワークショップ１

10:44～11:44
座長：

W1-1-消

小林 正明（新潟県立がんセンター 消化器内科）
左近 雅宏（長野市民病院 消化器外科）

表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（SNADET）の治療―当院での治療と成績
長野市民病院 消化器内科 関 亜矢子

W1-2-内

非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対する LECS の現状と課題
佐久医療センター 内視鏡内科 高橋 亜紀子

W1-3-内
例

腹腔鏡・内視鏡合同手術で切除した表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（SNADET）の１
新潟市民病院 消化器内科 米山 靖

W1-4-内

ESD 後潰瘍に対して 2 チャンネルスコープとツイングラスパーを併用したクリップ閉鎖術
の経験
長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科 佐藤 明人

W1-5-内

胃 GIST に対して LECS を行った 2 症例

W1-6-内

大腸 ESD における粘膜トラクション方法についての検討

安曇野赤十字病院 消化器内科 須藤 貴森
信州大学 医学部 消化器内科 佐藤 幸一

ランチョンセミナー

12:00～13:00
座長：

竹内 学（長岡赤十字病院 消化器内科 部長）

特別講演

「胃疾患の診かた、考え方 ～七転八起の診断体系構築～」
演者：総合犬山中央病院 消化器内科 部長 小澤 俊文
共催：武田薬品工業株式会社

総会・表彰式

食道-胃

13:00～13:30

13:30～14:10
座長：

14.

横澤 秀一（相澤病院 消化器病センター）

悪性黒色腫との鑑別を要したメラノーシス合併食道扁平上皮癌の 1 例
佐久医療センター 内視鏡内科 高橋 亜紀子

15.

食道ステント留置後に心嚢気腫をきたした一例
新潟市民病院 消化器内科 川田 雄三

16.

腹膜播種による腸閉塞で発見された粘膜下腫瘍様の形態を伴った胃癌の 1 例
新潟市民病院 消化器内科 弥久保 俊太

17.

当院における Helicobacter pylori 未感染胃癌の検討－早期癌と進行癌の対比を中心に－

18.

上部消化管通常内視鏡画像の AI 診断の可能性に関する予備的検討

長野市民病院 消化器内科 長谷部 修
下越病院 消化器内科 山川 良一

胃-大腸

14:10～14:50
座長：

19.

水野 研一（新潟大学 第三内科）

経皮内視鏡的胃瘻造設後に門脈ガス血症、気腫性胃炎からの胃潰瘍を呈し、消化管出血を来たし
た一例
立川綜合病院 消化器内科 山田 聡志

20.

経過観察開始より 10 年で癌化を認めた Brunner 腺過形成の１例
長野市民病院 消化器内科 越知 泰英

21.

下血を繰り返した小腸血管腫の 1 例
JA 長野厚生連 富士見医療福祉センター 富士見高原病院 外科 井村 仁郎

22.

大腸 CT が質的診断に有用であった下行結腸粘膜下腫瘍の 1 例

23.

EUS-FNA が診断の決め手となった膀胱癌のびまん浸潤による直腸狭窄の 1 例

山梨県厚生連 健康管理センター 大高 雅彦
国立病院機構まつもと医療センター 松本病院 消化器内科 宮林 秀晴

第２会場 3 階 「第２会議室」
合同ワークショップ 2

9:00～10:40
座長：上村 顕也（新潟大学医歯学総合病院 消化器内科）
三枝 久能（南長野医療センター篠ノ井総合病院 消化器内科）

W2-1-消

当院における肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波焼灼療法の実態と工夫
安曇野赤十字病院 消化器内科 一條 哲也

W2-2-消

肝細胞癌に対する低侵襲治療としての定位放射線治療の役割

W2-3-消

腹腔鏡下膵体尾部切除における在院日数の検討

山梨大学 医学部 第一内科 石田 剛士
信州上田医療センター 消化器病センター 横山 隆秀

W2-4-内

当院で施行した十二指腸狭窄に対する十二指腸ステントの検討
JA 長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 消化器内科 児玉 亮

W2-5-内 超高齢者急性胆嚢炎に対する内視鏡的胆嚢ステント留置術の有効性、安全性についての検討
新潟県立中央病院 消化器内科 有賀 諭生

W2-6-消

当院における超音波内視鏡下胆道ドレナージの治療成績

W2-7-消

内視鏡治療により改善した膵液瘻の 4 例

長岡中央綜合病院 消化器病センター 内科 岡 宏充
JA 長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 消化器内科 桃井 環

W2-8-内

膵・膵周囲液体貯留の内視鏡治療における治療困難因子と偶発症対策
山梨大学 医学部 医学科 深澤 佳満

W2-9-内

当院における Walled-off necrosis（WON）に対する内視鏡治療成績の検討
新潟大学医歯学総合病院 消化器内科 林

W2-10-消

和直

当院における膵石症に対する治療成績
信州大学 消化器内科 芦原 典宏

胆道

10:40～11:12
座長：

深澤 光晴（山梨大学 第一内科）

24.

コンベックス型超音波内視鏡による胆嚢管病変拾い上げの可能性

25.

妊娠 4 週妊婦に対して安全を考慮し ERCP 治療を行い、その後母子ともに順調に経過した 1 例

佐久総合病院 佐久医療センター 消化器内科 比佐 岳史
諏訪赤十字病院 卒後臨床研修センター 塩崎 悠司

26.

胆管癌との鑑別に難渋した良性胆管狭窄の 1 例
長野市民病院 消化器内科 宮澤 鷹幸

27.

胆管ステントによる小腸穿孔の一例
昭和伊南総合病院 消化器病センター 玉置 道生

膵臓

11:12～11:36
座長：

渡邊 貴之（信州大学 第二内科）

28.

Spy Glass DS が進展度診断に有用であった膵 IPMC の 1 例

29.

初診時膵癌が疑われた悪性リンパ腫の 2 例

長野赤十字病院 消化器内科 丸山 雅史
新潟県立がんセンター 新潟病院 内科 塩路 和彦

30.

当院における腹腔鏡下膵体尾部切除脾臓摘出術 3 症例の検討
JA 長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 岡田 一郎

評議委員会

12:00～13:00

