
 タイムスケジュール
第１会場 第２会場 第３会場 各種会議

開会の辞 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
9:00 09:00~09:28

食道/Y-1~4
座長：中畑由紀

09:00~09:21
膵①/Y-15~17

座長：奥野のぞみ

09:00~09:21
大腸①/Y-29~31
座長：久保田全哉

09:25~09:53
膵②/Y-18~21
座長：小林陽介

09:25~09:46
大腸②/Y-32~34
座長：杉本真也

9:30
09:35~10:03
胃①/Y-5~8

座長：北川美香 09:50~10:11
大腸・小腸/Y-35~37
座長：伊藤紗代10:00 10:00~10:21

膵・その他/Y-22~24
座長：奥村文浩10:10~10:31

胃②/Y-9~11
座長：髙田　淳

10:25~10:53
胆道/Y-25~28
座長：山田玲子

10:25~10:53
食道/1~4

座長：山田貴教
10:30

10:35~10:56
胃③/Y-12~14
座長：海老正秀

11:00 11:00~11:35
胃・大腸/5~9
座長：大澤　恵 若手研究者奨励賞

選考委員会
11:00~12:0011:30 教育講演1

11:30~12:20
司会：片岡洋望
講師：岩切勝彦
共催：武田薬品工業㈱

教育講演2
11:30~12:20

司会：乾　和郎
講師：入澤篤志

11:40~12:01
胆膵/10~12
座長：服部昌志

12:00

12:30 ランチョンセミナー1
12:30~13:20

司会：春日井邦夫
講師：角嶋直美
共催：オリンパスマーケティング㈱

ランチョンセミナー2
12:30~13:20

司会：丹羽康正
講師：小野尚子
共催：富士フイルムメディカル㈱

ランチョンセミナー3
12:30~13:20

司会：林　香月
講師：田中浩敬
共催：㈱カネカメディックス13:00

13:30 13:30~14:25
評議員会

（若手奨励賞表彰式 併催）

14:00

14:30 アフタヌーンセミナー1
14:30~15:20

司会：杉本　健
講師：中村正直
共催：アッヴィ合

アフタヌーンセミナー2
14:30~15:20

司会：廣岡芳樹
講師：原　和生
共催：ガデリウス・メディカル㈱

アフタヌーンセミナー3
14:30~15:20

司会：大宮直木
講師：眞部紀明
共催：アストラゼネカ㈱15:00

15:30 シンポジウム1
『消化管疾患に対する
内視鏡診断と治療』
15:30~17:30

　　司会：宮原良二
寺井智宏

特別発言：堀木紀行
S1-1~13

シンポジウム2
『胆膵疾患に対する
内視鏡診断と治療』
15:30~17:30

　　司会：川嶋啓揮
岩下拓司

特別発言：橋本千樹
S2-1~14

16:00

16:30

17:00

17:30 閉会の辞



■第１会場
シンポジウム1　15：30～17：30

司　　会：藤田医科大学　消化器内科学 宮原良二
藤枝市立総合病院　消化器内科 寺井智宏

特別発言：三重大学医学部附属病院　消化器病センター　　堀木紀行

S１-１ 当院における経口内視鏡的筋層切開術（per-oral endoscopic myotomy : 
POEM）の短期治療成績についての検討
愛知医科大学病院　消化管内科
○加藤駿介、井澤晋也、春日井邦夫

S１-２ 当院における光線力学的療法の現状
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学
○伊藤信仁、古根　聡、古川和宏

S１-３ Magnetic anchor-guided ESDの現状と医療機器開発の課題
医療法人山下病院　消化器内科1）、藤田医科大学　消化器内科学2）

○松崎一平1）、宮原良二2）、服部昌志1）

S１-４ 繊維化を伴う病変に対するcalibrated, small-caliber tip, transparent hoodを用
いた消化管ESD
伊勢赤十字病院1）、三重県立志摩病院2）

○野村達磨1）,2）、杉本真也1）

S１-５ 全周性食道表在癌に対するESDの短期・長期治療成績の検討
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○南出竜典、川田　登、小野裕之

S１-６ 当院における早期胃癌ESD内視鏡的根治度C-2（eCuraC-2）の検討
藤田医科大学　消化器内科学
○吉田　大、舩坂好平、廣岡芳樹

S１-７ 市中病院における表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対する内視鏡治療
松波総合病院　消化器内科
○中西孝之、田上　真、荒木寛司

S１-８ 当院における大腸ESD中途断念症例の検討
愛知県がんセンター　内視鏡部
○安田　司、田近正洋、丹羽康正



S１-９ 当院における抗血栓薬内服者の大腸cold snare polypectomyの現状；予防的ク
リップ閉創は必要か？
中東遠総合医療センター　消化器内科
○細野　功、松葉朋彦、高柳正弘

S１-10 S状結腸高度癒着例に対する下部消化管処置用スコープを用いた深部挿入の有
用性
岐阜大学医学部　消化器病態学
○高田　淳、井深貴士、清水雅仁

S１-11 当院での直腸神経内分泌腫瘍に対するESMR-Lの検討
磐田市立総合病院　消化器内科
○髙橋賢一、西野眞史、山田貴教

S１-12 直腸神経内分泌腫瘍の内視鏡切除断端陽性例に対する追加外科切除の妥当性
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○高田和典、堀田欣一、今井健一郎

S１-13 サイトメガロウイルス感染を合併した潰瘍性大腸炎の長期予後の検討
浜松医科大学医学部附属病院　光学医療診療部1）、
浜松医科大学　第一内科2）

○田村　智1）、大澤　恵1）、杉本　健2）



■第２会場
シンポジウム2　15：30～17：30

司　　会：名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部　　川嶋啓揮
岐阜大学医学部附属病院　第一内科 岩下拓司

特別発言：藤田医科大学　消化器内科学 橋本千樹

S２-１ 超音波内視鏡下shear wave elastographyによる膵硬度測定の検討
藤田医科大学　消化器内科学
○中岡和徳、橋本千樹、廣岡芳樹

S２-２ 市中病院における肝腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診/組織診の試み
静岡県立総合病院　肝胆膵内科
○佐藤辰宣、川口真矢、遠藤伸也

S２-３ 当院における19GFranseen針を用いたEUS-FNBの検討
公立陶生病院　消化器内科
○西川和希、黒岩正憲、竹中宏之

S２-４ 膵充実性病変に対するEUS-FNB 1セッションあたりの適切な前後運動回数に
関する研究の中間報告
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学1）、
名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部2）

○片岡邦夫1）、石川卓哉1）、川嶋啓揮2）

S２-５ 遺伝子パネル検査に提出可能な検体量を得るためのEUS-FNB至適穿刺回数の
検討
静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科
○新谷文崇、石渡裕俊、石川和真

S２-６ 胆道癌ゲノム診療を行う上でのEUS-TA（EUS-guided tissue acquisition）の
工夫
愛知県がんセンター　消化器内科
○柳井谷駿史、奥野のぞみ、原　和生

S２-７ 当院におけるEUS-BD導入後の初期成績 ～EUS-BD黎明期よりも成績良好
か？～
伊勢赤十字病院　消化器内科
○村林桃士、大山田純、亀井　昭



S２-８ 当院における急性胆嚢炎に対する超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術（EUS-
GBD）の治療成績
岐阜県立多治見病院　消化器内科
○鈴木雄太、水島隆史、奥村文浩

S２-９ 22-gauge FNA針を用いた超音波内視鏡下胆管胃吻合術の治療成績
岐阜大学医学部附属病院　第一内科
○三田直樹、岩下拓司、清水雅仁

S２-10 カバー付き胃十二指腸ステント逸脱防止を目的としたOver-the-scope clipに
よる把持法の有用性と安全性：パイロット試験
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学
○佐橋秀典、堀　寧、林　香月

S２-11 砕石困難な難治性結石に対するSpyGlassTM DSを用いた内視鏡的治療の検討
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科
○前川有里、山田玲子、中川勇人

S２-12 悪性肝門部胆管閉塞における金属ステントおよびinside stentを用いた内視鏡
的胆道ドレナージの治療成績の比較
磐田市立総合病院　消化器内科
○金子淳一、瀧浪将貴、山田貴教

S２-13 良性胆管空腸吻合部狭窄に対する治療の検討
岐阜市民病院　消化器内科1）、岐阜大学医学部附属病院　第一内科2）

○岩佐悠平1）、岩田圭介1）、岩下拓司2）

S２-14 胆管空腸吻合部狭窄に対するRadial incision and cutting法の長期成績の検討
愛知医科大学　肝胆膵内科
○井上匡央、北野礼奈、米田政志



■第１会場
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
食道　9：00～9：28

座長：朝日大学病院　消化器内科　　中畑由紀

Y-１ 多発十二指腸潰瘍を合併した急性壊死性食道炎の1例
JA愛知厚生連豊田厚生病院　消化器内科
○稲掛優介、近藤大也、玉腰丈博、平岩厚佑、豊島　創、松井健一、
高士ひとみ、竹内淳史、森田　清、都築智之

Y-２ A型先天性食道閉鎖症に対して磁石圧迫吻合術による食道開通後、遺残する
隔壁をESD用ハサミ型ナイフで切開した一例
聖隷浜松病院　消化器内科1）、聖隷浜松病院　小児外科2）

○吉井　元1）、芳澤　社1）、榛葉俊太郎1）、大城恵吾1）、玉腰裕規1）、
遠藤　茜1）、小林郁美1）、志田麻子1）、丹羽智之1）、江上貴俊1）、
山田洋介1）、海野修平1）、小林陽介1）、鏡　卓馬1）、木全政晴1）、
室久　剛1）、長澤正通1）、細田佳佐1）、高橋俊明2）

Y-３ 胸部食道癌CRT後Nivolumab投与中にきたした食道完全閉塞に対して、経
口・経胃瘻的内視鏡を用いた2方向アプローチによる金属ステント留置を施行
した1例
静岡県立総合病院　消化器内科
○上原慶大、板井良輔、黒上貴史、石黒友也、武田昌大、池田慎也、
平田太陽、浅原和久、佐藤辰宣、増井雄一、松田昌範、上田千紗子、
川合麻美、寺田修三、遠藤伸也、白根尚文、川口真矢、大野和也

Y-４ OTSCによる閉鎖術を施行した左房食道瘻の一例
豊田厚生病院　消化器内科
○玉腰丈博、松井健一、高士ひとみ、森田　清、竹内淳史、豊島　創、
平岩厚佑、近藤大也、稲掛優介、都築智之



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
胃①　9：35～10：03
座長：名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　消化器内科　　北川美香

Y-５ EUS下ドレナージが有効であった巨大胃壁膿瘍の１例
済生会松阪総合病院　内科
○澤井翔馬、田中隆光、橋本　章、河内瑞季、小野隆裕、田原雄一、
黒田直起、吉澤尚彦、青木雅俊、福家洋之、河俣浩之、脇田喜弘、
清水敦哉

Y-６ 非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術（NEWS）にて切除しIgG4関連疾患が疑われ
た胃粘膜下腫瘍の一例
愛知医科大学病院　消化管内科
○前田英貴、春日井邦夫、佐々木誠人、小笠原尚高、舟木　康、
海老正秀、井澤晋也、足立和規、山口純治、杉山智哉、福富里枝子、
山本和弘、長尾一寛、鈴木真名美、越野　顕、吉峰尚子、小野　聡、
加藤駿介、高山将旭、駒井洋彦

Y-７ 胃癌との鑑別に苦慮した胃炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の1例
刈谷豊田総合病院　内科1）、刈谷豊田総合病院　病理診断科2）

○亀島祐貴1）、神岡諭郎1）、浜島英司1）、中江康之1）、仲島さより1）、
久野剛史1）、佐々木雅隆1）、福沢一馬1）、二村侑歩1）、吉川幸愛1）、
光松佑時1）、伊藤　誠2）

Y-８ 経時的に形態が変化し、診断に難渋したHamartomatous inverted polypの1例
岐阜大学医学部附属病院　第一内科
○美濃輪大介、荒尾真道、森　建二、谷口裕紀、宇野女慎二、林　完成、
髙田　淳、久保田全哉、境　浩康、井深貴士、清水雅仁 、出田貴康、
白上洋平、末次　淳、高井光治、今井健二、華井竜徳、三輪貴生、
大西紘太朗



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
胃②　10：10～10：31

座長：岐阜大学医学部　消化器病態学　　髙田　淳

Y-９ Hamartomatous inverted polypを伴い胃粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃癌の1例
岐阜県立多治見病院　消化器内科
○濱田祐輔、塚本宏延、丹羽佑介、山田直晃、大岩拓矢、貫井嵩之、
浦壁憲司、石原　亮、蓑輪彬久、鈴木健人、鈴木雄太、羽根田賢一、
水島隆史、奥村文浩

Y-10 1型進行胃癌との内視鏡的鑑別が困難であったGISTの1例
浜松医科大学　第一内科1）、浜松医科大学　光学医療診療部2）、
浜松医科大学　臨床検査医学3）、浜松医科大学　臨床研究管理センター4）、
浜松医科大学　第二外科（上部消化管外科）5）

○山下大貴1）、尾上峻也1）、浅井雄介1）、田村　智2）、谷　伸也1）、
山出美穂子1）、濱屋　寧1）、岩泉守哉3）、大澤　恵2）、古田隆久4）、
菊池寛利5）、竹内裕也5）、杉本　健1）

Y-11 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）にて切除後、慎重に経過観察中のRindiIII型
胃神経内分泌腫瘍（NET）の１例
磐田市立総合病院　消化器内科1）、磐田市立総合病院　肝臓内科2）

○浦野春奈1）、山田健太1）、井田雄也1）、甲田　恵1）、吹田恭一1）、
竹下　悠1）、高橋賢一1）、瀧浪将貴1）、金子淳一1）、辻　　敦1）、
西野眞史1）、高橋百合美2）、笹田雄三2）、山田貴教1）



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
胃③　10：35～10：56

座長：愛知医科大学　消化管内科　　海老正秀

Y-12 内視鏡的治療による穿孔部閉鎖によって化学療法が可能となり、長期生存が
得られた胃癌穿孔の1例
木沢記念病院　消化器内科
○日野孝彬、足達宏和、伊藤有紀、長尾涼太郎、田口大輔、水谷しの、
安田陽一、大島靖広、杉山　宏

Y-13 胃流出路障害を呈しEUS-FNBにて診断し得た乳癌胃転移の1例
磐田市立総合病院　消化器内科1）、磐田市立総合病院　肝臓内科2）

○山田健太1）、金子淳一1）、井田雄也1）、甲田　恵1）、吹田恭一1）、
竹下　悠1）、髙橋賢一1）、瀧浪将貴1）、辻　敦1）、西野眞史1）、
髙橋百合美2）、笹田雄三2）、山田貴教1）

Y-14 単発限局性の胃MALTリンパ腫に対しESDによる診断的治療を行った一例
浜松医科大学医学部附属病院　内科学第一講座1）、
浜松医科大学医学部附属病院　光学医療診療部2）、
浜松医科大学医学部附属病院　臨床検査医学3）、
浜松医科大学医学部附属病院　臨床研究センター4）

○馬場皓大1）、宮津隆裕1）、田村　智2）、谷　伸也1）、山出美穂子1）、
岩泉守哉3）、濱屋　寧1）、大澤　恵2）、古田隆久4）、杉本　健1）



■第２会場
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
膵①　9：00～9：21

座長：愛知県がんセンター　消化器内科　　奥野のぞみ

Y-15 超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）が有用であった脳腫瘍を併存した膵
漿液性嚢胞腺腫の一例
聖隷浜松病院　消化器内科1）、聖隷浜松病院　病理診断科2）

○金谷和哉1）、小林陽介1）、佐藤友香1）、榛葉俊太朗1）、大城恵吾1）、
玉腰裕規1）、吉井　元1）、遠藤　茜1）、小林郁美1）、志田麻子1）、
丹羽智之1）、江上貴俊1）、山田洋介1）、海野修平1）、鏡　卓馬1）、
木全政晴1）、芳澤　社1）、室久　剛1）、長澤正通1）、細田佳佐1）、
大月寛郎2）

Y-16 EUS-FNAにて術前診断した術後33年目の腎細胞癌膵転移の1例
伊勢赤十字病院　消化器内科1）、伊勢赤十字病院　外科2）

○奥田裕文1）、村林桃士1）、市川彩子1）、松嶋竜太郎1）、河俣真由1）、
中村はる香1）、久田拓央1）、天満大志1）、林　智士1）、杉本真也1）、
大山田純1）、亀井　昭1）、田村佳久2）

Y-17 胸腔まで及んだ被包化膵壊死に対しLumen apposing metal stentによる超音
波内視鏡下経消化管ドレナージが奏功した1例
浜松医療センター　消化器内科
○藤田翔也、鈴木安曇、西澤航平、井口太郎、加藤大樹、米倉　孝、
山中力行、大庭行正、山崎　哲、佐原　秀、栗山　茂、影山富士人、
金岡　繁



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
膵②　9：25～9：53

座長：聖隷浜松病院　消化器内科　　小林陽介

Y-18 主膵管断裂を伴う外傷性膵損傷に対し内視鏡的膵管ドレナージにて外科的治
療が回避可能であった一例
岐阜市民病院　消化器内科1）、岐阜市民病院　消化器外科2）

○下城宏太1）、奥野　充1）、岩佐太誠1）、小居幹太1）、大橋洋祐1）、
岩田翔太1）、岩佐悠平1）、田尻下聡子1）、河内隆宏1）、小木曽富夫1）、
岩田圭介1）、林　秀樹1）、杉山昭彦1）、西垣洋一1）、冨田栄一1）、
佐々木義之2）

Y-19 消化管出血で発症した腎細胞癌膵転移の1例
春日井市民病院　消化器内科
○祖父江雅也、平田慶和、原田貴仁、河村逸外、相羽礼佳、田中　翔、
小林由佳、山本友輝、安達明央、池内寛和、林　則之、高田博樹、
祖父江聡

Y-20 膵管ステント迷入に対するトラブルシューティング
静岡県立総合病院　消化器内科
○武田昌大、川口真矢、上原慶大、石黒友也、浅原和久、池田慎也、
平田太陽、佐藤辰宜、増井雄一、松田昌範、板井良輔、上田千紗子、
川合麻実、寺田修三、遠藤伸也、黒上貴史、白根尚文、大野和也

Y-21 超音波内視鏡にて診断・治癒し得た膵液瘻による急性縦隔炎の1例
名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器・代謝内科学
○井村尚斗、堀　寧、内藤　格、林　香月、吉田道弘、夏目まこと、
加藤晃久、加地謙太、鬼頭祐輔、片岡洋望



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
膵・その他　10：00～10：21

座長：岐阜県立多治見病院　消化器内科　　奥村文浩

Y-22 膵管ステントが脱落し十二指腸穿孔を来した1例
聖隷浜松病院　消化器内科1）、聖隷浜松病院　上部消化管外科2）

○大城恵吾1）、金谷和哉1）、榛葉俊太朗1）、玉腰裕規1）、吉井　元1）、
遠藤　茜1）、小林郁美1）、志田麻子1）、丹羽智之1）、江上貴俊1）、
山田洋介1）、海野修平1）、小林陽介1）、鏡　卓馬1）、木全政晴1）、
芳澤　社1）、室久　剛1）、長澤正通1）、細田佳佐1）、戸松真琴2）、
鈴木一史2）

Y-23 内視鏡接触による咽頭血腫により気管切開を要した水疱性類天疱瘡の1例
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科
○島田康彬、山田玲子、中西美菜子、河俣真由、前川有里、坪井順哉、
中川勇人

Y-24 EUS-FNAにて腹膜偽粘液腫と診断し得た1例
三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科
○河俣真由、山田玲子、島田康彬、中西美菜子、前川有里、坪井順哉、
中川勇人



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
胆道　10：25～10：53

座長：三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科　　山田玲子

Y-25 十二指腸嵌頓をきたした胆石性イレウスの一例
聖隷浜松病院　消化器内科1）、聖隷浜松病院　肝胆膵外科2）

○佐藤友香1）、小林陽介1）、金谷和哉1）、榛葉俊太朗1）、大城恵吾1）、
玉腰裕規1）、吉井　元1）、遠藤　茜1）、小林郁美1）、志田麻子1）、
丹羽智之1）、江上貴俊1）、山田洋介1）、海野修平1）、鏡　卓馬1）、
木全政晴1）、芳澤　社1）、室久　剛1）、長澤正通1）、細田佳佐1）、
山本博崇2）

Y-26 脳転移をきたした胆嚢癌の1例
岡崎市民病院　消化器内科
○今枝秀斗、藤田孝義

Y-27 経口胆道鏡にて観察しえた胆管炎症性ポリープの1例
藤田医科大学　消化器内科学
○近藤耀太郎、橋本千樹、川部直人、葛谷貞二、中野卓二、中岡和徳、
田中浩敬、越智友花、宮地小百合、宮地洋平、三井有紗、廣岡芳樹

Y-28 胆管ステント迷入をきたした３例
藤田医科大学ばんたね病院　消化器内科
○萩原聖也、片野義明、三好広尚、小林　隆、松浦弘尚、鳥居淑敬、
舘野晴彦、松下美冴



■第３会場
若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
大腸①　9：00～9：21

座長：岐阜大学医学部附属病院　第 1内科　　久保田全哉

Y-29 粘膜下腫瘍様の形態を示した盲腸早期癌の一例
大同病院　消化器内科
○柴田　萌、堀　諒、胡　磊明、武田有里、宮崎聖大、田島万莉、
白水将憲、早川真也、栁澤直宏、柳瀬成希、名倉明日香、榊原聡介、
西川貴広、野々垣浩二

Y-30 潰瘍性大腸炎に合併した大腸癌2例
刈谷豊田総合病院　内科1）、刈谷豊田総合病院　病理診断科2）

○川嶋裕人1）、浜島英司1）、神岡諭郎1）、中江康之1）、仲島さより1）、
久野剛史1）、佐々木雅隆1）、福沢一馬1）、仁村侑歩1）、吉川幸愛1）、
光松佑時1）、佐藤宏樹1）、伊藤　誠2）

Y-31 診断に難渋した肛門管扁平上皮癌の1例
岐阜県総合医療センター　消化器内科1）、
滋賀医科大学医学部　病理学講座（附属病院　病理診断科）2）

○坂野香里1）、小澤範高1）、長谷川恒輔1）、山崎健路1）、九嶋亮治2）、
小泉拓也1）、小泉　悠1）、村瀬博幸1）、大谷毅一1）、曽我淳史1）、
林　冴加1）、増田直也1）、廣田大輝1）、小瀬直統1）、谷口裕紀1）、
入谷壮一1）、吉田健作1）、丸田明範1）、永野淳二1）、清水省吾1）



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
大腸②　9：25～9：46

座長：伊勢赤十字病院　消化器内科　　杉本真也

Y-32 大腸イレウスを契機に診断された腸管子宮内膜症の一例
聖隷浜松病院　消化器内科
○遠藤　茜、山田洋介、芳澤　社、金谷和哉、佐藤友香、榛葉俊太朗、
大城恵吾、玉腰裕規、吉井　元、小林郁美、志田麻子、丹羽智之、
江上貴俊、海野修平、小林陽介、鏡　卓馬、木全政晴、室久　剛、
長澤正通、細田佳佐

Y-33 大腸ESDを施行した隆起型直腸粘膜脱症候群の1例
刈谷豊田総合病院　内科1）、刈谷豊田総合病院　病理診断科2）

○佐藤宏樹1）、浜島英司1）、中江康之1）、神岡諭郎1）、仲島さより1）、
久野剛史1）、佐々木雅隆1）、福沢一馬1）、二村侑歩1）、吉川幸愛1）、
光松佑時1）、伊藤　誠2）

Y-34 ESD後に遠隔転移をきたした上行結腸粘膜内癌の1例
藤田医科大学　消化器内科学
○和田悠良、大森崇史、小山恵司、寺田　剛、吉田　大、尾崎隼人、
前田晃平、堀口徳之、城代康貴、小村成臣、鎌野俊彰、舩坂好平、
長坂光夫、中川義仁、柴田知行、宮原良二、廣岡芳樹



若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション
大腸・小腸　9：50～10：11

座長：静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科　　伊藤紗代

Y-35 当院における小腸カプセル内視鏡検査時のセンサーアレイ装着法の工夫
浜松医科大学　第一内科1）、浜松医科大学　光学医療診療部2）、
浜松医科大学　臨床検査医学3）、浜松医科大学　臨床研究センター4）

○石川博隆1）、大澤　恵2）、宮津隆裕1）、田村　智2）、谷　伸也1）、
山出美穂子1）、濱屋　寧1）、岩泉守哉3）、古田隆久4）、杉本　健1）

Y-36 内視鏡的無水エタノール撒布療法が奏功してステロイド離脱を得た腸管ベー
チェット病の症例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○藤澤翔太、寺井智宏、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、
榎田浩平、星野弘典、稲垣圭佑、佐藤大輝

Y-37 当院におけるAIを搭載した内視鏡画像診断支援ソフトウェア（EndoBRAIN®-
EYE）の使用経験
岐阜大学医学部　消化器病態学
○谷口裕紀、荒尾真道、森　健次、美濃輪大介、宇野女慎二、三輪貴生、
林　完成、華井竜徳、出田貴康、髙田　淳、久保田全哉、境　浩康、
白上洋平、井深貴士、末次　淳、清水雅仁



■第３会場
食道　10：25～10：53

座長：磐田市立総合病院　消化器内科　　山田貴教

１ 亜全周性食道ESD後狭窄予防にステロイド経口＋局注併用療法が有効であっ
た表在型食道癌の1例
刈谷豊田総合病院　消化器内科
○佐々木雅隆、神岡諭郎、濱島英司、中江康之、仲島さより、久野剛史、
福沢一馬、二村侑歩、吉川幸愛、光松佑時

２ 上部消化管病変に対する新規画像強調内視鏡観察の有用性についての検討
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学1）、
名古屋大学大学院医学系研究科　光学診療部2）

○倉田祥行1）、角嶋直美1）、古川和宏1）、伊藤信仁1）、古根　聡1）、
廣瀨　崇1）、室井航一1）、鈴木智彦1）、鈴木孝弘1）、飛田恵美子1）、
平井恵子1）、柴田寛幸1）、中村正直1）、川嶋啓揮2）

３ 多発食道潰瘍を呈したベーチェット病疑診の一例
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　消化器内科
○久保田淳

４ 嚥下困難感にて発見された食道の巨大な炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例
藤田医科大学岡崎医療センター　消化器内科
○山田日向、平山　裕、髙村知希、寺田　剛、大久保正明、舘　佳彦



胃・大腸　11：00～11：35
座長：浜松医科大学医学部附属病院　光学医療診療部　　大澤　恵

５ びまん性胃粘膜下異所性胃腺（SHG）を背景とした多発胃癌の一例
聖隷浜松病院　消化器内科
○志田麻子、海野修平、金谷和哉、佐藤友香、榛葉俊太朗、大城恵吾、
玉腰裕規、吉井　元、遠藤　茜、小林郁美、丹羽智之、江上貴俊、
山田洋介、小林陽介、鏡　卓馬、木全政晴、芳澤　社、室久　剛、
長澤正通、細田佳佐

６ 当院における早期胃癌ESD患者の予後の検討
高山赤十字病院　内科
○水谷　拓、千住明彦、白子順子

７ Reopenable-clip over the line method及びmodifi ed locking-clip techniqueを
用いた消化管ESD後粘膜欠損閉鎖法
伊勢赤十字病院　消化器内科1）、三重県立志摩病院　消化器内科2）

○野村達磨1）,2）、杉本真也1）、天満大志1）

８ 確定診断に苦慮したlymphocytic colitisの一例
藤枝市立総合病院　消化器内科
○稲垣圭佑、吉井重人、佐藤大輝、星野弘典、榎田浩平、寺井智宏、
大畠昭彦、景岡正信、丸山保彦

９ 診断に難渋した直腸の転移性尿路上皮癌の1例
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学1）、
名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部2）

○濵崎元伸1）、石川恵里1）、中村正直1）、山村健史1）、前田啓子2）、
澤田つな騎2）、村手健太郎1）、喜田裕一1）、江崎正哉2）、山田健太朗1）、
長谷川一成1）、池上脩二1）、山下彩子1）、石川卓哉1）、角嶋直美1）、
古川和宏1）、大野栄三郎1）、川嶋啓揮2）、石上雅敏1）



胆膵　11：40～12：01
座長：医療法人山下病院　消化器内科　　服部昌志

10 ヨード系およびガドリニウム系造影剤アレルギー患者にCO2を用いて胆道造
影および金属ステント留置を行った１例
一宮市立市民病院　消化器内科
○恩田奈央子、平松　武、金森信一、松浦倫三郎、側島　友、
平松恵里奈、高田直樹、安田　桂、山田純也

11 壊死性膵炎後に発症した被包化壊死に対し食道ステントを用いて経皮的内視
鏡的ネクロセクトミーを施行した一例
名古屋大学大学院医学系研究科　消化器内科学1）、
名古屋大学医学部附属病院　光学医療診療部2）

○八鹿　潤1）、石川卓哉1）、大野栄三郎1）、水谷泰之1）、飯田　忠1）、
植月康太1）、山田健太2）、宜保憲明1）、青木聡典1）、片岡邦夫1）、
森　裕1）、高田善久1）、高橋秀和1）、青井広典1）、大岩恵祐1）、
川嶋啓揮2）

12 術後膵管空腸吻合部狭窄に対しSpyGlassを用いドレナージに成功した1例
岐阜市民病院
○岩田翔太、岩田圭介、奥野　充、岩佐悠平、下城宏太、岩佐太誠、
小居幹太、大橋洋祐、田尻下聡子、河内隆宏、小木曽富生、林　秀樹、
杉山昭彦、西垣洋一、冨田栄一




