
第　45回　日本消化器学会甲信越支部例会
第　67回　日本消化器内視鏡学会学会甲信越地方会

合同地方会スケジュール（平成21年11月14日～15日）
開会の挨拶　　　8：55～9：00 会長　田中　榮司
第一日目（国際会議室）
小腸（Ⅰ）　　　9：00～9：45　　　 演題1～5　 座長　 座長　横山　純二
小腸（Ⅱ）　　　9：45～10：30　　　演題6～10 座長　石曽根　　聡
大腸（Ⅰ）　　　10：30～10：57　　演題11～13 座長　菅　智明　
大腸（Ⅱ）　　　10：57～11：24　　演題14～16 座長　鈴木洋司

ランチョンセミナー　12：00～13：00
合同評議員会　12：00～13：00（第二会議室）

大腸（Ⅲ）　　　13：10～13：46　　演題17～20 座長　船越　和博　
大腸（Ⅳ）　　　13：46～14：22　　演題21～24 座長　宮林　秀晴
大腸（Ⅴ）　　　14：22～14：58　　演題25～28 座長　大塚博之

第22回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会　16:00～19:00

教育講演1　　16：00～17：00 座長　川　　茂幸
自己免疫性膵炎・IgG4関連疾患　 講師　浜野　英明

教育講演2　　17：00～18：00 座長　田中　榮司
肝のダイナミックCT 講師　上田　和彦

教育講演3　　18：00～19：00 座長　宮川　眞一
食道癌診療の歴史と現況 そして問題点 講師　幕内　博康

第一日目（第一会議室）
胆（Ⅰ）　　　　9：00～9：45　　　 演題29～33 座長　塩路　和彦
胆（Ⅱ）　　　　9：45～10：21 　　演題34～37 座長　小島　英吾　
膵（Ⅰ）　　　　10：21～10：57　　　演題38～41 座長　板倉　淳
膵（Ⅱ）　　　　10：57～11：33　　　演題42～45 座長　関　　慶一
膵（Ⅲ）　　　　11：33～12：00　　　演題46～48 座長　比佐　岳史　

ランチョンセミナー　12：00～13：00
合同評議員会　12：00～13：00（第二会議室）

肝（Ⅰ）　　　　13：10～13：55　　 演題49～53 座長　渡辺　雅史
肝（Ⅱ）　　　　13：55～14：31　 演題54～57 座長　岡田　俊一
肝（Ⅲ）　　　　14：31～15：07　 演題58～61 座長　川合　弘一　
肝（Ⅳ）　　　　15：07～15：43　 演題62～65 座長　梅村　武司

第二日目（国際会議室）
食道（Ⅰ）　　　9：00～9：45　　　 演題66～70 座長　友利　彰寿　
胃・十二指腸（Ⅰ）　9：45～10：3演題71～75 座長　大高　雅彦
胃・十二指腸（Ⅱ）10：30～11：06演題76～79 座長　竹内　学
その他（Ⅰ）　11：06～11：42　　　演題80～83 座長　佐藤　公
その他（Ⅱ）　11：42～12：09　　 演題84～86 座長　中村　直　



第　45回　日本消化器学会甲信越支部例会
第  67回　 日本消化器内視鏡学会学会甲信越地方会

第一日目　　　　　　　　　午前（国際会議室）
小腸（Ⅰ）　　　9：00～9：45　　　 座長　横山　純二（新潟大学消化器内科）　
1.シングルバルーン内視鏡(SBE)が診断に有用であった小腸MALTリンパ腫の1例

長野赤十字病院　消化器内科　　　 今井　隆二郎

2.当院における小腸カプセル内視鏡の使用経験
昭和伊南総合病院　消化器病センター 上島 哲哉

3.カプセル内視鏡が停滞し、ダブルバルーン小腸内視鏡にて回収したCrohn病の一例
信州大学　医学部　消化器内科 岩谷 勇吾

4.長期NSAID使用中、腹痛、嘔吐を契機に発見された小腸潰瘍の１例
県立木曽病院内科 奥原 禎久

5.ダブルバルーン内視鏡(DBE)にて診断されFOLFOX療法が奏効した空腸癌の1例
佐久総合病院　胃腸科 新田 壮平

小腸（Ⅱ）　　　9：45～10：30　　　 座長　石曽根　　聡（信州大学消化器外科）　
6.イマチニブ不耐容・耐性GIST患者に対するスニチニブ治療

新潟大学大学院　消化器・一般外科学 神田 達夫

7.門脈ガス血症をきたした非閉塞性腸管虚血症(NOMI)の1救命例
山梨大学　医学部　第一外科 菅野 恵

8.消化管出血を契機に発見された小腸腫瘍の2例
山梨県立中央病院　消化器内科 吉田 貴史

9.ガストログラフィンで駆虫を試みた無鈎条虫症の1例
長野中央病院　消化器内科 木下 幾晴

10.魚骨による小腸穿孔の１例
飯田市立病院　外科 池田 義明

大腸（Ⅰ）　　　10：30～10：57　　 座長　菅　智明（波田総合病院）　
11.大腸腺腫発見率の比較　―透明可動式フードを使用した大腸内視鏡検査 vs. Narrow Band Imaging
　　を使用した大腸内視鏡検査

昭和伊南総合病院　消化器病センター 堀内 朗

12.NBI拡大観察が深達度診断に有用であった，LSTの形態を呈した早期結腸癌の１例
長野中央病院消化器内科 太島 丈洋

13.拡大・NBI観察が質的診断に有用であった大腸sm癌の１例
新潟臨港病院　内科 鈴木 裕

大腸（Ⅱ）　　　10：57～11：24　　 座長　鈴木　洋司（山梨県立中央病院消化器内科）
14.Turcot症候群の一例

信州大学　医学部附属病院　消化器内科 伊藤 哲也

15.大腸内視鏡で先進部を確認後に緊急手術を施行した腸重積症の1例
町立辰野総合病院　外科 柘植 善明

16.白血病細胞の腸管浸潤により終末回腸及び大腸にび慢性多発性潰瘍形成を来した１例
新潟県立 青木 洋平



ランチョンセミナー　12：00～13：00

大腸（Ⅲ）　　　13：10～13：46　　座長　船越　和博（新潟県立がんセンター新潟病院）
17.リンパ節転移を認めた6mmのS状結腸カルチノイド腫瘍の1例

山梨県立中央病院 消化器内科 浅川 幸子

18.虫垂カルチノイドの２例
長野県立木曽病院　外科 小山 佳紀

19.粘膜下腫瘍様形態を呈した大きさ15mmのIs型進行大腸癌の1例
佐久総合病院　胃腸科 篠原 知明

20.直腸癌に併発し、内視鏡的観察が可能であった虫垂癌の1例
諏訪赤十字病院　消化器科 酒井 康弘

大腸（Ⅳ）　　　13：46～14：22　　座長　宮林　秀晴（国立病院機構まつもと医療センター松本病院）　

21.食道潰瘍を合併した潰瘍性大腸炎の1例
新潟大学医歯学総合研究科　消化器内科学分野 森田 慎一

22.好酸球性肺炎の治療後に潰瘍性大腸炎を発症した一例
下越病院　消化器科 入月 聡

23.ヒルシュスプルング病根治術後の残存大腸に潰瘍性大腸炎を合併した一例
新潟県立吉田病院 水野 研一

24.若年のB型肝炎合併クローン病に対しエンテカビルを併用しインフリキシマブ投与を施行した例
山梨大学医学部付属病院　第一内科 広瀬 純穂

大腸（Ⅴ）　　　14：22～14：58　　 座長　大塚　博之（山梨大学第一内科）
25.当院の虚血性腸炎に関する検討

諏訪赤十字病院　消化器科 木村 岳史

26.溶血性尿毒症症候群（HUS）を合併した腸管出血性大腸菌O157 大腸炎の
　１例－ HUS を合併した本邦成人例の検討

国立病院機構長野病院　消化器科 丸山　 真弘

27.プロトンポンプ阻害剤内服中に発症したCollagenous colitisの1例
新潟市民病院　消化器科 濱 勇

28.カンピロバクター腸炎の内視鏡的特徴
佐久総合病院胃腸科 桑山 泰治

第22回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会　16:00～19:00



第一日目　　　　　　　　　午前（第一会議室）
胆（Ⅰ）　　　　9：00～9：45　　　 座長　塩路　和彦（新潟大学消化器内科）　
29.下部胆管原発印環細胞癌の１例

相澤病院　消化器内科 海野 洋

30.広範囲進展をきたした胆管内乳頭状腫瘍（IPNB）の1例
山梨大学　医学部　第１内科 岩本 史光

31.胆管内乳頭状腫瘍(IPNB)(上皮内癌)の一例
長野市民病院 彦坂 吉興

32.胃癌、尿管癌、大腸癌術後、脳神経膠腫治療中に肝門部胆管癌を切除した1例
新潟県立吉田病院　内科 中村 厚夫

33.肝門部胆管癌と術前診断されたIgG4関連硬化性胆管炎の一例
信州大学　医学部　消化器内科 金井 圭太

胆（Ⅱ）　　　　9：45～10：21　　　 座長　小島　英吾（長野中央病院）　
34.胆嚢捻転症の１例

長野県立木曽病院　外科 福家 知則

35.膵胆管分離開口（重複乳頭）に合併した乳頭部癌の１例
厚生連糸魚川総合病院 金山 雅美

36.肝円索膿瘍の形成に急性閉塞性化膿性胆管炎と門脈血栓の関与が疑われた一例
信州大学　医学部　消化器内科 丸山 雅史

37.腹腔鏡下胆嚢摘出時に使用した金属クリップの脱落経過を追えた1例
飯田市立病院　内科 原 亮祐

膵（Ⅰ）　　　　10：21～10：57　　　 座長　板倉　淳（山梨大学第一外科）
38.膵管インサイドステントを使用した膵癌の一例

飯山赤十字病院　内科 村木 崇

39.IPMNに合併した広範な膵管内上皮内癌を伴う小膵がんの１例
山梨大学　医学部　第1内科 高野 伸一

40.膵管内乳頭粘液性腫瘍との鑑別が困難であった膵管内管状腫瘍の１例
飯田市立病院　消化器内科 塚原 孝典

41.MEN-1型に合併した多発性十二指腸および膵内分泌腫瘍の1例
山梨大学　第一内科 深澤 光晴

膵（Ⅱ）　　　　10：57～11：33　　　 座長　関　　慶一（済生会新潟第二病院）
42.膵性胸水の3例

新潟県立 設楽 兼司

43膵近傍腫瘤で発見された濾胞性リンパ腫３例の画像的特徴
長野市民病院　消化器科 多田井 敏治

44.腹側膵回転異常の一例
飯山赤十字病院　内科 山田 重徳

45.膵管損傷による反復性膵炎に対し、超音波内視鏡下膵管ドレナージ（EUS-PD）を試みた一例
新潟大学医歯学総合病院　光学医療診療部 塩路 和彦



膵（Ⅲ）　　　　11：33～12：00　　　 座長　比佐　岳史（佐久総合病院）　
46.当院における超音波内視鏡ガイド下腹腔神経叢破壊術（EUS-CPN）の経験

JA長野厚生連　佐久総合病院　内科 松本 隆祐

47.膵頭十二指腸切除術後の膵管吻合部狭窄に対する内視鏡治療の経験
新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分横尾 健

48.経胃的膵嚢胞ドレナージ術後に発症し、保存的治療で軽快した門脈ガス血症の2例
新潟市民病院　消化器科 河久 順志

肝（Ⅰ）　　　　13：10～13：55　　 座長　渡辺　雅史（新潟県立新発田病院）　
49.術前に肝細胞癌と診断された肝reactive lymphoid hyperplasiaの1例

信州大学　医学部　消化器外科 鈴木 史恭

50.自然消退を術前に認め、経過観察できた肝炎症性偽腫瘍の１例
山梨大学　医学部　第１外科 細村 直弘

51.短期間の大量飲酒により高度な黄疸と意識障害をきたした重症型アルコール性肝炎の一例
長野赤十字病院　消化器内科 徳竹 康二郎

52.肝内多発シャントを有する、Osler-Weber-Rendu病の1例
新潟大学 大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分堂森 浩二

53.上腸間膜静脈－下大静脈シャントによる肝性脳症に対し，手術加療が有効であった一例
相澤病院　消化器内科 關 伸嘉

肝（Ⅱ）　　　　13：55～14：31　 座長　岡田　俊一（山梨大学第一内科）
54.大柴胡湯による薬剤性肝障害の一例

伊那中央病院 内田 三四郎

55.HBVキャリアーの関節リウマチ(RA)患者に対してエンテカビル(ETV)の投与を行いながら
 エタネルセプト(ETN)の治療を行っている2例

丸の内病院　消化器内科 山本 香織

56.C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療著効11年3ヵ月後に肝細胞癌を発症した1例
山梨大学　医学部　第一内科 （研）川上 智

57.診断に苦慮した硬化型肝細胞癌の1例
山梨県立中央病院 津久井 雄也

肝（Ⅲ）　　　　14：31～15：07　 座長　川合　弘一（新潟大学医歯学総合病院検査部）　
58.多結節融合型を呈した肝細胞癌の一例

長野中央病院　消化器内科 松村 真生子

59.仙骨部転移を伴う巨大肝細胞癌に対してSorafenibを投与し腫瘍崩壊をきたした一例
信州大学　医学部　第二内科学教室 小林 聡

60.肝予備能不良肝癌症例に対する経橈骨動脈法TACEの安全性について
厚生連長岡中央綜合病院　消化器病センター　内科 渡辺 庄治



61.肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術後の肝不全用経口栄養剤(アミノレバンEN)投与が
 肝予備能に及ぼす影響に関する検討

千曲中央病院　内科　 宮林 千春

肝（Ⅳ）　　　　15：07～15：43　 座長　梅村　武司（信州大学消化器内科）　
62.肝動脈塞栓術を施行した類上皮血管内皮腫の１例

佐久総合病院　内科 染谷 真紀

63.エコー下肝生検にて診断した胸膜中皮腫肝転移の一例
済生会新潟第二病院　消化器科 窪田 智之

64.耳下腺癌術後６年目に肝転移が発見され肝生検にて診断し得た１例
長野県立木曽病院　内科 渡邉 貴之

65.前立腺癌に伴う腫瘍随伴症候群により黄疸を認めた1例
山梨大学　医学部　消化器内科 小松 信俊



第　45回　日本消化器学会甲信越支部例会
第  67回　 日本消化器内視鏡学会学会甲信越地方会

第二日目　　　　　　国際会議室
食道（Ⅰ）　　　9：00～9：45　　　 座長　友利　彰寿（佐久総合病院）　
66.ステロイド局注と内視鏡的消化管拡張術を併用した先天性下部食道webの一例

富士吉田市立病院　内科 山崎 貴久

67.巨大食道異物（沢庵）をポリペクトミー用スネアによって切断・回収し得た一例
飯田市立病院　消化器内科 宮澤 一成

68.進展範囲診断にNBI拡大内視鏡が有用であった全周性Barrett食道腺癌の1例
佐久総合病院　胃腸科 松村 佳代子

69.逆流性食道炎様の形態を呈した食道M1癌の1例
新潟医療生活協同組合　木戸病院　内科 摺木 陽久

70.下部食道噴門側胃切除術後の縫合不全に対して内視鏡的クリッピングが有効であった1例
信州大学　医学部　消化器外科 小松 大介

胃・十二指腸（Ⅰ）　　　9：45～10：30　　　 座長　大高雅彦（山梨大学第一内科）
71.胃前庭部広範囲潰瘍後に幽門狭窄をきたした１例

富士見高原病院　外科 高橋 佐智衛

72.内視鏡的結紮術を施行したものの再出血を認めたDAVE の一例
長野中央病院　消化器内科 田代 興一

73.早期胃癌を合併した胃限局性若年性ポリポーシスの1例
長野市民病院　消化器内科 越知 泰英

74.幽門に及ばない前庭部広範囲早期胃癌ESD後に通過障害を来たした2例
山梨大学医学部付属病院　第一内科 鈴木 雄一朗

75.急速な増悪を認めたAFP，PIVKA-2産生胃癌の一例
相澤病院 西条 勇哉

胃・十二指腸（Ⅱ）　　　10：30～11：06　　 座長　竹内　学（新潟大学消化器内科）
76.高度の扁平上皮化生を伴った残胃癌の1例

新潟 神田 真由紀

77.胃癌根治切除後7年を経過して発症した気管支内転移の1例
新潟大学大学院 医歯学総合研究科　消化器・一般外羽入 隆晃

78.十二指腸乳頭部腺腫様の外観を呈し、内視鏡的十二指腸乳頭部切除にて
 診断した限局性リンパ過形成の1例

国立病院機構 まつもと医療センター松本病院 消化器松田 賢介

79.消化管出血を契機に発見された十二指腸GISTの一例
糸魚川総合病院　内科 吉田 啓紀

その他（Ⅰ）　11：06～11：42　　　 座長　佐藤　公（山梨大学第一内科）
80.当院における嚥下内視鏡の実施状況

丸子中央総合病院　内科 沖山 葉子

81.人間ドックの上部消化管内視鏡検査等の後に一過性全健忘を来たした症例の検討
山梨県厚生連健康管理センター 小林 美有貴



82.イレウスにて発見された膀胱癌の結腸、回腸浸潤の1例
諏訪赤十字病院　救命救急センター 矢澤 和虎

83.消化管および腹腔内出血に対する緊急腹部血管造影施行症例の検討
新潟市民病院　消化器科 和栗 暢生

その他（Ⅱ）　11：42～12：09　　 座長　中村　直（丸の内病院）
84.スニチニブ投与中に肋間動脈瘤破裂を認めたNF-1合併GIST患者の一例

新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器・一般外科学分野 坂本 薫

85.腸間膜原発デスモイド腫瘍の1切除例
信州大学　医学　消化器外科 奥村 征大

86.当院で経験した血栓性血小板減少性紫斑病疑いの3例
新潟県立十日町病院外科 吉田　 剛


