
特別講演

特別講演1 5月24日（金）　11：10～12：00
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

消化器癌とマイクロRNA

演者：九州大学消化器・総合外科
 　森 　 正 樹

司会：九州大学大学院　臨床・腫瘍外科
 　中 村 雅 史

特別講演2 5月25日（土）　11：10～12：00
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

消化器内視鏡学において 
いかにエビデンスを創出したか

演者：福岡大学筑紫病院　内視鏡部
 　八 尾 建 史

司会：福岡赤十字病院　消化器内科
 　青 柳 邦 彦

プログラム・抄録集

− 23−



シンポジウム 1

5月24日（金）　8：50～10：50
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

胃・十二指腸腫瘍の低侵襲治療

司会：衛藤　　剛（大分大学　消化器・小児外科）
庄野　　孝（熊本中央病院　消化器内科）

S1-01（消） 腹腔鏡下幽門側胃切除術後のoverlap法によるBillroth-I再建
～propensityscorematchinganalysisを用いたRoux-en-Y再建との比較～

北九州市立医療センター　外科　渡邉　雄介

S1-02（内） 当院における胃粘膜下腫瘍に対するLECSの治療成績
熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学　山崎　　明

S1-03（消） 胃GISTに対する低侵襲治療の取り組み
九州大学病院　消化器・総合外科　津田　康雄

S1-04（消） 当院での腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）の有効性と安全性の検討
鹿児島市立病院　消化器内科　船川　慶太

S1-05（消） Sentinelnodenavigationsurgeryを併用した腹腔鏡・内視鏡合同手術（CLEAN-NET）
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科学　柳田　茂寛

S1-06（消） 十二指腸腫瘍に対するLECS
九州大学　臨床・腫瘍外科　進藤　幸治

S1-07（内） 十二指腸上皮性腫瘍に対するunderwaterEMRの治療経験
福岡大学筑紫病院　消化器内科　大津　健聖

S1-08（内） 非乳頭部十二指腸腫瘍に対するconventionalEMRとunderwaterEMRの比較検討
長崎大学病院　消化器内科　東郷　政明

S1-09（内） 表在性非乳頭部十二指腸腫瘍に対するESDの現状と臨床的有用性の検討：多施設共同研究
麻生飯塚病院　丸岡　諒平

S1-10（消） 当科の非乳頭部十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の現状
大分大学　医学部　消化器内科　小川　　竜

S1-11（内） 当院における表在性非乳頭部十二指腸腫瘍の治療方針と成績についての検討
戸畑共立病院　消化器病センター　今村健太郎

S1-12（内） 当科における十二指腸非乳頭部腫瘍（SNADET）に対する治療の現状と課題
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学／鹿児島市立病院　那須雄一郎

S1-13（消） 再生医療的アプローチによる十二指腸癌ESD後の合併症の予防
長崎大学大学院　移植・消化器外科　金高　賢悟
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シンポジウム 2

5月25日（土）　9：00～11：00
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

肝腫瘍のトータルマネジメント

司会：清家　正隆（大分大学　消化器内科）
山下　洋市（熊本大学　消化器外科）

S2-01（消） IVR-CT室で行う肝細胞癌に対するRFAの治療成績
飯塚病院　肝臓内科　田中　紘介

S2-02（消） プロペンシティスコアマッチング検討から考える当科の初発肝細胞癌に対するマイクロ
波凝固壊死療法と肝切除の使い分け

国立病院機構　九州医療センター　肝胆膵外科　高見　裕子

S2-03（消）※ 当科における次世代マイクロ波アブレーションの使用経験
大分大附属病院・消化器内科　所　　征範

S2-04（消） Upto7基準外の進行肝細胞癌の亜分類についての考察
久留米大学病院　消化器内科　新関　　敬

S2-05（消）※ 進行肝細胞癌に対するTACEと分子標的薬の比較検討
-Lenvatinib治療成績も考慮した分子標的薬導入タイミング-

長崎大学病院　消化器内科　佐々木　龍

S2-06（消） ソラフェニブ・レゴラフェニブ治療を見据えた進行肝細胞癌に対する集学的治療戦略
熊本大学大学院　消化器内科学　徳永　尭之

S2-07（消）※ レゴラフェニブ治療時の予後に関わる因子の検討
九州がんセンター消化器肝胆膵内科　千住　猛士

S2-08（消） 切除不能肝細胞癌に対するレンバチニブの治療成績
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　馬渡　誠一

S2-09（消）※ 当院における進行肝細胞癌に対するレンバチニブの初期使用経験
独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　肝臓内科　釘山　有希

S2-10（消） 肝細胞癌における微小脈管侵襲予測モデルの構築と治療法選択
済生会熊本病院　新田　英利

S2-11（消）※ 肝細胞癌に対する生体肝移植新規適応基準（Japancriteria）妥当性の検証
九州大学　大学院　消化器・総合外科　原田　　昇

S2-12（消） 肝癌治療における生体肝移植のタイミング
九州大学　消化器・総合外科　池上　　徹

S2-13（消） 本邦の血液製剤によるHIV/HCV重複感染者における肝細胞癌治療の現状
長崎大学　移植・消化器外科　高槻　光寿

※追加発言

プログラム・抄録集
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シンポジウム 3

5月25日（土）　9：00～11：00
第2会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

Advanced diagnostic endoscopy が変えた 
clinical practice

司会：尾田　　恭（尾田胃腸内科・内科　院長）
上尾　哲也（大分赤十字病院　消化器内科）

S3-01（内） 咽頭癌発見における消化器内視鏡医の役割
熊本大学医学部附属病院消化器内科　宮本　英明

S3-02（内） 咽頭表在癌におけるIPCL様血管に対するIEE拡大観察の意義
鹿児島大学　消化器疾患生活習慣病学　樺山　雅之

S3-03（内） 咽頭表在癌の肉眼型及び画像強調拡大観察を用いた内視鏡診断の有用性と課題
長崎大学病院　消化器内科　田渕真惟子

S3-04（内） 食道腫瘍のNBI観察における異常血管間色調変化（Backgroundcoloration）は食道癌
の診断に有用である

宮崎大学消化器内科　鈴木　　翔

S3-05（内） 胃ESDにおけるNBI併用拡大観察下での範囲診断の有用性と限界
大分赤十字病院　消化器内科　高橋　晴彦

S3-06（内） 大腸ポリープ観察におけるNBI拡大観察、インジゴカルミン散布による病変の診断率と
観察時間に関する単施設の後方視的比較検討

九州大学病院　病態制御学　消化器内科　林　　康代

S3-07（内） BLI（Bluelaserimaging）を使用した大腸腫瘍拾い上げに関する臨床研究
佐賀大学　医学部　光学医療診療部　下田　　良

S3-08（内） 大腸内視鏡検査受診患者における拡大併用NBI（NarrowBandImaging）の費用対
効果分析

オリンパス株式会社　臨床開発部　臨床開発 3G　細井　貴晴
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シンポジウム 4

5月25日（土）　13：20～15：35
第2会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

消化管出血に対するベストプラクティス

司会：下田　　良（佐賀大学　消化器内科）
荻野　治栄（九州大学大学院　病態制御内科学）

S4-01（内） 胃ESD後における2nd-look内視鏡の必要性の検討
宮崎大学　医学部　消化器内科　三池　　忠

S4-02（内） 当院での消化管出血救急患者の現状と抗血栓薬内服が食道・胃ESD後出血に及ぼす影響
鹿児島市立病院　消化器内科　上原　翔平

S4-03（内） 抗血栓薬服用中の非静脈瘤性上部消化管出血症例における内視鏡的止血術後の抗血栓薬
再開についての多施設共同研究 国立病院機構嬉野医療センター　消化器内科　山口　太輔

S4-04（内） 当院における止血に難渋した消化管出血10症例のケースシリーズ
（凝血塊除去困難例を中心に）

国立病院機構九州医療センター　消化器科　臨床研究センター　水流　大尭

S4-05（内） 膵頭十二指腸切除を含めた術後腸管における消化管出血の検討
九州大学大学院病態制御内科　蓑田　洋介

S4-06（内） 当院における小腸出血に対するカプセル内視鏡所見と臨床背景の検討
熊本大学　消化器内科　本田　宗倫

S4-07（内） 出血源不明Overt-OGIB患者における再出血リスク因子の検討
九州大学　病態機能内科学　原田　　英

S4-08（内） 当院のOGIB症例における小腸カプセル内視鏡検査の検討
琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部　大平　哲也

S4-09（内） 当院における原因不明の消化管出血（OGIB）に対する緊急ダブルバルーン小腸内視鏡
（DBE）検査の検討 戸畑共立病院　平塚　裕也

S4-10（内） 抗血栓療法下の大腸ポリープに対する治療成績
福岡大学筑紫病院消化器内科　八坂　達尚

S4-11（内） 抗血栓薬継続下大腸ESDにおけるPGAフェルト+フィブリン糊被覆法の後出血予防効果
長崎大学病院　光学医療診療部／長崎大学病院　消化器内科　山口　直之

S4-12（内） 大腸憩室出血における、短期再出血予防を目的としたきゅう帰膠艾湯の有効性について
の検討 福岡大学病院　消化器内科　船越　禎広

S4-13（内） 内視鏡IVR医の視点から考える大腸憩室出血のベストプラクティス
如水会今村病院　内視鏡治療センター　橋口　一利

S4-14（内） 内視鏡的止血困難な大腸憩室出血に対する動脈塞栓術
済生会熊本病院　消化器病センター　小島　範大

プログラム・抄録集
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ワークショップ 1

5月24日（金）　13：20～15：20
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

治療困難な胆管結石のマネージメント

司会：岡部　義信（久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門）
小澤　栄介（長崎大学病院　消化器内科）

WS1-01（消） 胃切除後総胆管結石症に対する腹腔鏡下胆管切石術
佐賀大学　医学部　一般・消化器外科　井手　貴雄

WS1-02（消） 胆嚢総胆管結石症に対するLaparo-EndoscopicRendezvousTechniqueを用いた一
期的治療という選択　

潤和会記念病院　外科　新名　一郎

WS1-03（内） 総胆管結石・肝内結石症に対する経皮的経肝的胆道鏡下截石術の有用性
福岡大学筑紫病院　消化器内科　伊原　　諒

WS1-04（消） 経皮経肝ルートを利用した胆管結石治療
熊本大学大学院　消化器内科学　階子　俊平

WS1-05（内） 治療困難例に対する電気水圧衝撃波結石破砕術（EHL）の有用性の検討
飯塚病院　消化器内科　野崎　哲史

WS1-06（消） 当院における総胆管結石に対する内視鏡的乳頭ラージバルーン拡張術（EPLBD）の検討
大分県厚生連鶴見病院　消化器内科　矢野　貴史

WS1-07（内） 胆管大結石・多数結石に対するEPLBDの治療成績と安全性の検討
浦添総合病院　消化器病センター内科　高木　　亮

WS1-08（消） 当院におけるRoux-en-Y再建術後の胆管結石に対する治療方針の検討
国立病院機構　嬉野医療センター　消化器内科　森崎　智仁

WS1-09（内） 当院における術後再建腸管に伴う胆管結石の治療成績
地方独立行政法人　佐世保市総合医療センター　消化器内科　森　　智崇

WS1-10（内） 術後再建腸管を有する胆管結石に対するダブルバルーン内視鏡下ERCP治療の有用性の検討
戸畑共立病院　消化器病センター　寺部　寛哉

WS1-11（内） 当院における総胆管結石および肝内結石に対するダブルバルーン内視鏡下ERCPの治療成績
長崎大学病院　消化器内科　小松　直広
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ワークショップ 2

5月24日（金）　8：50～10：50
第2会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

進行膵癌の治療

司会：草場　仁志（九州大学医学研究院　連携病態修復内科学）
蔵原　　弘（鹿児島大学病院　消化器・乳腺甲状腺外科学）

WS2-01（消） 当院における切除不能膵癌の化学療法後の治療成績と生命予後因子の検討
福岡大学筑紫病院消化器内科　田中　利幸

WS2-02（消） 当院における高齢者膵癌患者に対する化学療法の現状
社会福祉法人　恩賜財団　済生会川内病院　消化器内科　田口　宏樹

WS2-03（消） 当院におけるmodifiedFOLFIRINOX療法およびGEM+nab-PTX療法のいずれの加療
歴のある切除不能膵癌患者の治療成績の検討

国立病院機構　九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科　安森　　翔

WS2-04（消） 局所進行切除不能膵癌に対するGEM+nab-PTX療法およびFOLFIRINOX療法の比較：
NAPOLEON研究の結果より

鹿児島大学病院　消化器内科　有馬　志穂

WS2-05（消） GEM+nab-Paclitaxel療法による一次治療に不応・不耐となった切除不能膵癌におけ
る二次治療の検討

北九州市立医療センター　消化器内科　植田圭二郎

WS2-06（消） 膵癌化学療法のpitfall　～GEM起因性TMAの早期拾い上げを目指した取り組み～
中津市立　中津市民病院　消化器内科　宮ヶ原　典

WS2-07（消） 膵癌十二指腸狭窄例に対する十二指腸ステントの成績
熊本大学　医学部　附属病院　消化器内科　岩崎　　肇

WS2-08（消） 術前CTによる膵頭部癌門脈浸潤の評価と予後予測因子の検討
北九州市立医療センター　外科　小薗　真吾

WS2-09（消） Borderlineresectable膵癌に対する術前Gemcitabine+nab-Paclitaxel療法の有用性
九州大学　臨床・腫瘍外科　宮坂　義浩

WS2-10（消） 当科におけるBorderlineresectable膵癌に対するGemcitabine+nab-paclitaxel
による術前化学療法の治療成績

熊本大学大学院　消化器外科　岡部　弘尚

WS2-11（消） UR膵癌に対するconversionsurgeryの検討
佐賀大学　医学部　一般・消化器外科　田中　智和

WS2-12（消） 当科におけるconversionsurgeryを施行し得た切除不能膵癌の検討
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科　又木　雄弘

プログラム・抄録集
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ワークショップ 3

5月24日（金）　13：20～15：50
第2会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

IBD 診療における新たな展開

司会：山本章二朗（宮崎大学医学部附属病院　消化器内科）
鳥巣　剛弘（九州大学大学院　病態機能内科学）

第一部：クローン病

WS3-01（消） クローン病のインフリキシマブ効果減弱例に対する強化療法の有効性の検討
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　小牧　祐雅

WS3-02（消） 当院におけるクローン病の抗TNFα製剤二次無効症例の検討
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

WS3-03（消） 当院におけるクローン病に対するウステキヌマブ投与症例の検討
琉球大学医学部附属病院　第一内科　伊良波　淳

WS3-04（内） 難治性クローン病に対するウステキヌマブ治療の現状
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　野田　貴穂

WS3-05（内） 実臨床におけるウステキヌマブ使用例のクローン病治療効果
長崎大学病院　医療教育開発センター／長崎大学　消化器内科　松島加代子

WS3-06（消） 当院におけるクローン病に対するウステキヌマブの有効性や安全性の検討
福岡大学病院　消化器内科　松岡　弘樹

WS3-07（消） クローン病に対する当クリニックのウステキヌマブ投与の状況
石田消化器 IBD クリニック　石田　哲也

WS3-08（消） 周術期の生物学的製剤のあり方を考察する
－当科における129手術症例の周術期合併症と術後再発の検討から－

九州大学医学研究院　臨床・腫瘍外科　永吉　絹子

WS3-09（消） 死亡例からみた炎症性腸疾患における外科治療
潤和会記念病院　外科　佛坂　正幸

第二部：潰瘍性大腸炎

WS3-10（内） 当院における潰瘍性大腸炎に対するゴリムマブの治療成績　～単施設後ろ向き検討～
福岡大学筑紫病院　炎症性腸疾患センター　武田　輝之

WS3-11（消） 当院における難治性潰瘍性大腸炎に対してのGolimumabの使用成績
医療法人潤愛会　鮫島病院　西俣　伸亮

WS3-12（消） タクロリムス療法後の潰瘍性大腸炎患者に対する生物学的製剤の有用性の検討
熊本大学医学部附属病院　消化器内科　古田　陽輝
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WS3-13（内） 難治性潰瘍性大腸炎に対するtofacitinibの使用経験
長崎大学病院　消化器内科　木下梨華子

WS3-14（消） 当院におけるTofacitinibの使用経験
佐賀大学医学部消化器内科　坂田　資尚

WS3-15（消） 潰瘍性大腸炎に対するJAK阻害薬の使用経験
九州大学　病態制御内科　西岡　　慧

WS3-16（内） 炎症性腸疾患に対する青黛の短期および長期成績についての検討
九州大学大学院病態機能内科学　松野　雄一

WS3-17（消） 若年IBD診療における便中カルプロテクチン測定の意義―成人IBDとの比較―
久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門　吉岡慎一郎

WS3-特別発言
佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部　江崎　幹宏

プログラム・抄録集
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ワークショップ 4

5月25日（土）　13：20～15：20
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

胆膵内視鏡・腹腔鏡低侵襲治療および合併症

司会：足立　智彦（長崎大学大学院　移植・消化器外科）
藤森　　尚（九州大学大学院　病態制御内科）

WS4-01（内） 乳頭部腫瘍に対する低侵襲治療（-安全・確実な内視鏡的乳頭切除術と合併症対策-）
佐世保市総合医療センター　消化器内科　山尾　拓史

WS4-02（内） 当院での十二指腸乳頭部腫瘍に対する診断・治療戦略～内科・外科の役割～
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科　松本　一秀

WS4-03（内） 恒久的な内視鏡的胆嚢ステント留置術（EGBS）の胆嚢炎再発抑制効果と安全性
済生会熊本病院　消化器病センター　古賀　毅彦

WS4-04（消） 胆膵内視鏡を用いた術後再建腸管の胆管結石に対する治療成績の検討
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　岩屋　博道

WS4-05（内） 市中病院におけるEUS-BD/PD導入の成績と偶発症
鹿児島市立病院　消化器内科　岩下　祐司

WS4-06（内） Pancreaticfluidcollection（PFC）に対する内視鏡治療の成績
（新規ステントの使用経験を含めて）

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　樋之口　真

WS4-07（内） 当院で経験したPancreatic/peripancreaticfluidcollectionに対するEUS下瘻孔形
成術の偶発症の検討と予防策

久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門　牛島　知之

WS4-08（内） 尾側膵切除術後膵液瘻のマネージメント～経乳頭的膵管ステント留置の有用性～
北九州市立医療センター　外科　渡邉　雄介

WS4-09（消） 十二指腸表層病変に対する腹腔鏡下十二指腸管状切除術
長崎医療センター　外科　北里　　周

WS4-10（消） 腹腔鏡下尾側膵切除術における脾温存術
九州大学病院　臨床・腫瘍外科　仲田　興平

WS4-11（消） 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の安全性および施行困難例の検討
長崎大学病院　肝胆膵外科・肝移植外科　大野慎一郎
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特別企画（パート 1）

5月24日（金）　9：00～10：00
第3会場（アクロス福岡　6F　606会議室）

私たちのダイバーシティに向けて

司 会：九州大学病院きらめきプロジェクトキャリア支援センター／
 九州大学大学院医学研究院　保健学部門 樗木　晶子

演 者：九州大学病院きらめきプロジェクトキャリア支援センター／
九州大学大学院医学研究院　保健学部門 樗木　晶子

九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科（第一外科） 永吉　絹子

九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科（第一外科） 山田　　舞

プログラム・抄録集
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特別企画（パート 2）

5月24日（金）　10：00～11：00
第3会場（アクロス福岡　6F　606会議室）

げんばびと；現場のトップリーダーとの対話　 
言いたいことを言ってみよう

司 会：国立病院機構九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科 杉本　理恵

国立病院機構九州医療センター　肝胆膵外科 高見　裕子

パネリスト：飯塚病院　消化器内科 赤星　和也

済生会川内病院　消化器内科 嵜山　敏男

長崎北徳洲会病院 宿輪　三郎

大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科 福地　聡士

熊本セントラル病院　消化器内科 宮島　一郎

コメンテーター：九州大学病院きらめきプロジェクト 樗木　晶子
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消化器病学会九州支部専門医セミナー

5月25日（土）　15：35～16：35
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

司 会：九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科（第一外科） 中村　雅史

演 者：長崎医療センター　消化器内科　難治性疾患研究部 小森　敦正

九州大学　病態制御内科学 藤森　　尚

九州中央病院　消化器内科 檜沢　一興

プログラム・抄録集
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1 5月24日（金）　第１会場　12：10～13：10
共催：アッヴィ合同会社／EAファーマ株式会社

司会：外間　　昭　琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部
演者：平井　郁仁　福岡大学医学部　消化器内科

「分子標的薬時代に内視鏡で“みる”べきものは？」

ランチョンセミナー2 5月24日（金）　第2会場　12：10～13：10
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

司会：早田　哲郎　福岡赤十字病院肝臓内科
演者：井出　達也　久留米大学消化器内科 /福岡県肝疾患支援センター

「C型肝炎　DAA治療で肝予備能はどこまで、どのような例で改善するのか」

ランチョンセミナー3 5月24日（金）　第3会場　12：10～13：10
共催：杏林製薬株式会社

司会：江﨑　幹宏　佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部
演者：渡辺　憲治　兵庫医科大学　腸管病態解析学

「T2T時代のUC5-ASA製剤（経口，局所）の最適化と課題」

ランチョンセミナー4 5月24日（金）　第4会場　12：10～13：10
共催：アストラゼネカ株式会社／第一三共株式会社

司会：藤本　一眞　国際医療福祉大学　医学部大学院
演者：櫻井　宏一　医療法人社団魁正会服部胃腸科

「理想の酸分泌抑制法～効果と安全性のバランスを求めて～」
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ランチョンセミナー5 5月24日（金）　第5会場　12：10～13：10
共催：武田薬品工業株式会社

潰瘍性大腸炎の外来治療最前線
司会：松井　敏幸　福岡大学筑紫病院　消化器内科
演者①：阪上佳誉子　インフュージョンクリニック　看護部

「看護師の立場から」

演者②：竹島　史直　長崎大学病院　消化器内科
「医師の立場から」

ランチョンセミナー6 5月24日（金）　第6会場　12：10～13：10
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

解説！若手外科医・消化器内科医のための腹腔鏡下大腸癌手術
司会：平田　敬治　産業医科大学　医学部　第一外科学
演者①：小島　大望　福岡大学筑紫病院外科

「左側結腸編」

演者②：永井俊太郎　九州大学病院消化管外科 1
「右側結腸編」

ランチョンセミナー7 5月25日（土）　第１会場　12：10～13：10
共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

司会：青柳　邦彦　福岡赤十字病院　消化器内科
演者：中村　志郎　兵庫医科大学　炎症性腸疾患内科

「炎症性腸疾患内科治療update
～最新の治療指針と兵庫医科大学の治療成績を中心に～」

ランチョンセミナー8 5月25日（土）　第2会場　12：10～13：10
共催：マイランEPD合同会社

慢性便秘症治療
司会：植木　敏晴　福岡大学筑紫病院　消化器内科
演者：本郷　道夫　公立黒川病院　管理者／東北大学名誉教授

「バナナとアイスクリームで考える慢性便秘の問題点と解決法」

プログラム・抄録集
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ランチョンセミナー9 5月25日（土）　第3会場　12：10～13：10
共催：アッヴィ合同会社

司会：中牟田　誠　独立行政法人国立病院機構九州医療センター　肝臓センター
演者①：河野　　聡　北九州市立医療センター　内科

「C型肝炎ウィルス排除により得られるメリットと注意点」

演者②：日野　啓輔　川崎医科大学　肝胆膵内科学
「C型慢性肝疾患治療の進歩と今後の課題」

ランチョンセミナー10 5月25日（土）　第4会場　12：10～13：10
共催：オリンパス株式会社

大腸内視鏡
司会：鶴田　　修　久留米大学病院　消化器病センター
演者：野崎　良一　大腸肛門病センター高野病院　消化器内科

「安全で効率的な大腸内視鏡を目指して
－内視鏡形状観測装置UPD-3の有用性を含めて－」

ランチョンセミナー11 5月25日（土）　第5会場　12：10～13：10
共催：富士フイルムメディカル株式会社

経鼻内視鏡の新たな挑戦～経鼻内視鏡の未来～
司会：原田　直彦　（独）国立病院機構九州医療センター　消化器センター
演者①：結城　美佳　出雲市立総合医療センター　内科
演者②：大圃　　研　NTT東日本関東病院　内視鏡部

ランチョンセミナー12 5月25日（土）　第6会場　12：10～13：10
共催：持田製薬株式会社

司会：八尾　建史　福岡大学筑紫病院　内視鏡部
演者：光山　慶一　久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門　炎症性腸疾患センター

「炎症性腸疾患における診断・治療の新展開：バイオマーカーの役割」
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イブニングセミナー

イブニングセミナー1 5月24日（金）　第１会場　16：10～17：10
共催：エーザイ株式会社

司会：下田　慎治　九州大学病院　臨床教育研修センター
演者①：槇原　洋子　九州大学病院　薬剤部

「レンバチニブの副作用マネジメントの実際」

演者②：吉住　朋晴　九州大学大学院　消化器・総合外科
「レンバチニブ登場で変わる治療戦略」

イブニングセミナー2 5月24日（金）　第2会場　16：10～17：10
共催：日本化薬株式会社

司会：村上　和成　大分大学医学部　消化器内科学講座
演者：髙津　典孝　福岡大学筑紫病院　炎症性腸疾患センター

「炎症性腸疾患治療における抗TNF-α抗体製剤のポジショニングを再考する」

プログラム・抄録集
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研修医発表

【5月24日（金）　第4会場（アクロス福岡　6F　607会議室）】

肝1 8：50～9：32

座長：長崎大学大学院　移植・消化器外科　江口　　晋
 飯塚病院　肝臓内科　本村　健太

研01（消） INF治療でのSVR27年後に出現した巨大肝細胞癌の一例
社会医療法人天神会新古賀病院　吉田　佑輔

研02（消） 大腸に転移した肝細胞癌の1例
くまもと森都総合病院　肝臓・消化器内科　佐藤　靖彦

研03（消） Regorafenib投与で間質性肺炎を生じた進行肝細胞癌の一例
久留米大学病院　臨床研修センター　古森　元崇

研04（消） 門脈腫瘍栓を伴う肉腫様成分を伴う肝腫瘍に対して肝動注化学療法（New-FP）と重粒子
線療法によりCRとなった一例

久留米大学病院臨床研修医センター　木村　誠二

研05（消） AFP、PIVKA-II高値を認めた多発肝内神経内分泌腫瘍の一例
大分県立病院　消化器内科　浦勇　慶一

研06（消） 転移性肝腫瘍と鑑別困難であったvonMeyenburgcomlexの一例
福岡赤十字病院　研修医　中西　芳之
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肝2 9：32～10：07

座長：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器内科学　中尾　一彦
 九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科　古川　正幸

研07（消） 十二指腸静脈瘤破裂の一例
日本赤十字社長崎原爆病院消化器内科　福島　光基

研08（消） 難治性肝性脳症（シャント脳症）に対してPSEが著効した一例
長崎みなとメディカルセンター　宮崎　修平

研09（消） 十二指腸静脈瘤に経皮経肝静脈瘤塞栓術（PTO）を施行した一例
長崎大学病院　医療教育開発センター　徳永　能隆

研10（消） 脾臓摘出術を施行した卵巣癌術後孤立性脾転移の１例
宮崎県立宮崎病院　外科　新垣　滉大

研11（消） 肝動注リザーバー留置に伴う感染性仮性動脈瘤に対し感染コントロール後に外科手術で
対処した一例

久留米大学病院　臨床研修センター　古嶋　　慧

胆 10：07～10：42

座長：久留米大学医学部外科学　肝胆膵外科部門　奥田　康司
 宮崎大学医学部　消化器内科学分野　河上　　洋

研12（消） 胆嚢炎発症を契機に診断された胆管内乳頭状腫瘍の一例
日本赤十字社長崎原爆病院　消化器内科　山口真利奈

研13（消） 外科的切除予定であったが急速に進行し,切除不能となった退形成性膵管癌の1例
独立行政法人　労働者健康安全機構　九州労災病院　消化器内科　眞鍋　舜彦

研14（消） 膵神経内分泌腫瘍との鑑別に苦慮した膵腺房細胞癌の一例
九州大学　大学院　医学研究院　病態制御内科　雪本　薫平

研15（消） 超音波内視鏡下穿刺吸引法が診断に有用であった肺小細胞癌膵転移の1例
長崎大学病院　消化器内科　小出　桜子

研16（消） GEM+nab-PTX療法中にニューモシスチス肺炎を発症した膵体部癌の一例
JCHO 諫早総合病院　消化器内科　草野　晋平

プログラム・抄録集

− 41−



膵 10：42～11：10

座長： 済生会福岡総合病院　内科　明石　哲郎
宮崎大学医学部　外科学講座　肝胆膵外科学分野　七島　篤志

研17（消） 多発膵腫瘤の形態を呈した好酸球性膵炎の1例
長崎大学病院　消化器内科　楠本鴻二郎

研18（消） 脾動脈瘤の膵嚢胞内穿破によりHemosuccuspancreaticusをきたした一例
佐賀大学医学部附属病院　消化器内科　太田　礼音

研19（消） 多発膵嚢胞を呈したvonHippel-Lindau病の3例
小倉記念病院　坂本　茉理

研20（内） HotAXIOSによる経胃的ドレナージが有用であった症候性仮性嚢胞の1例
地方独立行政法人　佐世保市総合医療センター　消化器内科　馬渡　将語
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【5月24日（金）　第5会場（アクロス福岡　6F　608会議室）】

食道・胃・十二指腸1 8：50～9：25

座長：熊本大学大学院生命科学研究部　消化器外科学　馬場　秀夫
 長崎大学病院　消化器内科　山口　直之

研21（消） 食道憩室内癌の一治験例
宮崎大学　医学部　医学科　藤元　貴子

研22（消） 薬剤性十二指腸潰瘍による胆管十二指腸瘻が保存的加療にて自然閉鎖した1例
沖縄県立中部病院　研修医　酒井　亮裕

研23（内） 重症筋無力症に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の一例経験
宮崎大学　医学部附属病院　卒後臨床研修センター　楢原　　亮

研24（内） 腹部CTで胃潰瘍様の所見を呈した胃アニサキス症の1例
国立病院機構嬉野医療センター　井上　須磨

研25（内） たこつぼ心筋症を合併した出血性胃潰瘍の1例
公立学校共済組合九州中央病院臨床研修医　西岡　　慧

食道・胃・十二指腸2 9：25～10：07

座長： 原三信病院　消化管内科　中村　和彦
鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科　夏越　祥次

研26（内） 胃ランタン沈着症のCTおよび内視鏡所見と生検出血のリスク
公立学校共済組合九州中央病院臨床研修医　若杉　晃伸

研27（消） 炭酸ランタンの胃および十二指腸粘膜沈着に合併した多発胃癌、十二指腸腺腫の一症例
長崎大学病院　医療教育開発センター　肥田　泰慈

研28（消） 上部消化管内視鏡検査を契機に診断に至った成人T細胞性白血病・リンパ腫の1例
社会医療法人敬愛会中頭病院臨床研修部消化器内科　平良　貴大

研29（内） Brunner腺癌の一例
佐賀県医療センター好生館　亀井　一輝

研30（内） 正中弓状靭帯症候群（MALS）による上膵十二指腸動脈瘤破裂に対して動脈塞栓術後に発
生した十二指腸狭窄の1例

公立学校共済組合九州中央病院臨床研修医　鍛冶屋　祐

研31（消） 術前CT画像で診断し、腹腔鏡下手術を施行した特発性大網捻転の1例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　渡部　　僚
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肝3 10：07～10：49

座長：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　井戸　章雄
 産業医科大学　第 3 内科学　原田　　大

研32（消） 腎癌に対しニボルマブ投与中に急性B型肝炎を発症した1例
日本赤十字社長崎原爆病院　消化器内科　楠本　紗羅

研33（消） 非アルコール性脂肪肝炎（NASH）との鑑別に難渋した原発性胆汁性胆管炎（PBC）
-自己免疫性肝炎（AIH）オーバーラップ症候群の1例

ハートライフ病院　消化器内科　兼元　萌実

研34（消） 末梢血中の好酸球増多と著明な好酸球浸潤を伴った自己免疫性肝炎の1症例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　伊田　修陸

研35（消） うつ病治療中に脂肪肝を契機に診断されたWilson病の一例
宮崎大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　久保田　力

研36（消） エルバスビル＋グラゾプレビル併用療法でウイルス学的著効（sustainedvirological
response：SVR）が得られず、グレカプレビル/ピブレンタスビル併用療法でSVRが得
られたC型慢性肝炎の1症例

公立学校共済組合　九州中央病院　内科　江頭　礼華

研37（消） ステロイドパルス療法が著功した薬物性急性肝不全の1例
福岡赤十字病院　肝臓内科　中島奈津実
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【5月24日（金）　第6会場（アクロス福岡　6F　601会議室）】

小腸 8：50～9：32

座長：大分大学医学部　消化器・小児外科学講座　猪股　雅史
 熊本市民病院　消化器内科　多田　修治

研38（消） 腸重積の所見を呈し緊急手術にて診断に至った好酸球性胃腸炎の一例
長崎大学病院　消化器内科　松隈　　遥

研39（消） 回腸穿通をきたしたS状結腸癌の１例
長崎県五島中央病院外科　竹ノ下慎太郎

研40（消） 腸閉塞を契機に発見された小腸Burkittリンパ腫の1例
長崎県五島中央病院　外科　南里　大樹

研41（内） IVRにて止血しカプセル内視鏡検査と下部消化管内視鏡検査で潰瘍を確認し得た小腸出
血の1例

大分大学　医学部　消化器内科学講座　成安　赳彦

研42（内） クローン病の経過中にサブクリニカルクッシング症候群（SCS）を発症し診断しえた一例
福岡大学　医学部　医学科　中村　大斗

研43（消） 保存的治療で軽快した腸管気腫症の1例
国立病院機構　長崎医療センター　外科　西田　明弘
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大腸1 9：32～10：21

座長： 琉球生命済生会琉生病院　金城　　渚
久留米大学医学部　消化器外科　藤田　文彦

研44（消） 下行結腸癌切除術22ヶ月で発症した原因不明の腸炎の1例
公益財団法人慈愛会いづろ今村病院・消化器内科　岩田　大輝

研45（内） 蛸焼プレート状の宿便性潰瘍による多発大腸穿孔の1例
公立学校共済組合九州中央病院臨床研修医　末永　顕彦

研46（内） 大腸ポリープEMR後に生じた成人腸重積の一例
長崎大学病院　消化器内科　佐藤　千明

研47（消） 当院におけるClostridiumdifficile関連下痢症再発リスク因子の検討
戸畑共立病院　内科　知井　　蘭

研48（消） A型インフルエンザ感染症に対するバロキサビルマルボキシル内服後に発症した急性虚
血性大腸炎の1例

聖マリア病院臨床教育センター　井上　誠一

研49（内） 潰瘍性大腸炎に合併した重症蛋白漏出胃症の一例
宮崎大学　医学部附属病院　卒後臨床研修センター　吉田　直樹

研50（消） プラジカンテルにて駆虫を行った日本海裂頭条虫症の一例
社会医療法人天神会　新古賀病院　相良　嘉香
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大腸2 10：21～11：03

座長： 久留米大学医学部　消化器病センター　鶴田　　修
産業医科大学病院　消化器・内分泌外科　平田　敬治

研51（消） 急性虫垂炎術後に胚細胞カルチノイドと診断され、追加切除を施行した3例
日本赤十字社　福岡赤十字病院　外科　松吉　隆仁

研52（消） 保存的加療により軽快した門脈ガス血症の一例
佐賀県医療センター好生館　小路　　梓

研53（消） EUS-FNAにて診断を得た直腸GISTの一例
佐賀県医療センター好生館　栗林佑理恵

研54（消） 多発直腸NETG1の1例
大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科　小早川奈菜

研55（内） 当院における大腸憩室出血に対するEndoscopicBandLigation（EBL法）とクリップ
止血法の検討

大分県厚生連鶴見病院　平石　瞳美

研56（内） ESDにて診断し得た直腸MALTlymphomaの1例
佐賀大学　医学部　消化器内科　陣野　智昭
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専修医発表

【5月24日（金）　第3会場（アクロス福岡　6F　606会議室）】

肝1 13：20～14：02

座長：佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター　江口有一郎
 九州大学大学院　消化器・総合外科　吉住　朋晴

専01（消） Wilson病に発症した肝内胆管癌の1例
熊本大学大学院　消化器内科学　野上　鈴夏

専02（消） 直腸癌術後10年目に限局性の肝内胆管拡張を認め,肝内胆管癌との鑑別を要した直腸癌
肝転移再発の１例

沖縄県立中部病院　消化器内科　奥村　和也

専03（消） 肝細胞癌との鑑別が困難であったFallot四徴症修復術後に発症した肝原発悪性リンパ腫
の一例

九州大学　大学院医学研究院　病態制御内科学　垰田あかり

専04（消） 腫瘍内腔に出血壊死を伴い肝嚢胞腺癌と鑑別診断が困難であった巨大肝血管肉腫の1例
済生会熊本病院　外科　白石　裕大

専05（消） 悪性リンパ腫の寛解後に発症した、多発転移を伴う肝原発小細胞癌の1例
熊本大学　大学院　生命科学研究部　消化器内科学　馬見塚大悟

専06（消） 転移性肝細胞癌との鑑別に苦慮した神経内分泌腫瘍の一例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　後野　徹宏
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肝2 14：02～14：37

座長：九州大学医学部　第一内科（病態修復内科）　臨床教育研修センター　下田　慎治
 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　馬渡　誠一

専07（消） DAA治療後に消失した肝内病変を伴ったC型慢性肝炎の1例
福岡赤十字病院　肝臓内科　東　　具隆

専08（消） 生体肝移植後にIPHの合併が判明したB型肝硬変の一例
大分大・消化器内科　勝田泰志郎

専09（消） 腎機能が中等度～高度に低下したB型慢性肝疾患におけるテノホビルジソプロキシルフ
マル酸塩（TDF）からテノホビルアラフェナミドフマル酸塩（TAF）への切り替えによる
腎機能の変化

公立学校共済組合　九州中央病院　内科　東　　夕喜

専10（消） 自己免疫性好中球減少症の合併が疑われた自己免疫性肝炎の1例
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　大井　貴之

専11（消） Lymphomaが原因と考えられた急性肝不全の一例
長崎大学病院　平田　将一

胆 14：37～15：19

座長：宮崎県立宮崎病院　外科　大内田次郎
五反田病院　消化器内科　中嶋　哲也

専12（消） 胆嚢癌肉腫の一切除例
熊本大学　医学部　消化器外科学　足立　優樹

専13（消） CA19-9高値を呈した胆嚢Invasiveadenocarcinomaassociatedwith
intracysticpapillaryneoplasm（ICPN）の1切除例

久留米大学　医学部　内科学講座消化器内科部門　石井　海人

専14（消） 減黄に難渋した肝門部領域胆管癌の一例
済生会川内病院　消化器内科　豊留孝史郎

専15（内） FullycoveredMetallicStent内にingrowthした乳頭部癌の一例
大分大学　消化器内科学講座　福田　春菜

専16（消） 胆嚢穿孔による腹腔内遊離胆石の1例
福岡大学　医学部　消化器内科　松元　慶亮

専17（消） 膵石を伴った膵管癒合不全合併膵炎に対して内視鏡治療が奏功した一例
済生会福岡総合病院　末廣　侑大
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膵 15：19～16：01

座長：九州医療センター　消化器内科　河邉　　顕
 鹿児島大学病院　消化器外科　又木　雄弘

専18（消） 急速な転機をとった粘表皮癌成分を伴う退形成性膵管癌の1剖検例
産業医科大学　第 3 内科学　今津　直紀

専19（消） 取り下げ

専20（消） 術後14年目に発見された腎細胞癌膵転移の1例
北九州市立医療センター　消化器内科　竹島　　翼

専21（消） UGT1A1遺伝子多型を有する進行膵癌患者への化学療法
九州大学大学院医学研究院病態制御内科　上田　孝洋

専22（消） FOLFIRINOX療法が奏功しConversionsurgeryを行い得た膵体部癌の1例
熊本大学大学院　消化器外科学　大渕　　昂

専23（消） 術前化学療法後の門脈合併SSPPDにより３年間無再発生存中の１例
産業医科大学　第一外科　川北　康貴
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【5月24日（金）　第4会場（アクロス福岡　6F　607会議室）】

食道 13：20～14：02

座長：琉球大学　消化器腫瘍外科　下地　英明
 芦屋中央病院　消化器科　高木　靖寛

専24（内） 梨状窩瘻に伸展した下咽頭表在癌の１例
熊本大学医学部附属病院　消化器内科　牛嶋　真也

専25（消） 長さ110cmの園芸用ビニールホースを誤飲し内視鏡的に除去した稀な1例
琉球大学医学部附属病院　第一内科　武市由希子

専26（内） 食道狭窄をきたした類天疱瘡の1例
独立行政法人　国立病院機構　小倉医療センター　臨床研究部　消化器内科　森　麻里母

専27（消） 食道癌ESD後の食道穿孔に対してinnerdrainageによる保存的加療を行った一例
熊本大学　大学院　消化器外科学　田尻　拓哉

専28（消） 経皮経食道胃管挿入術（PTEG）半年後に総頚動脈仮性動脈瘤から出血を認めた1例
新古賀病院　工藤　　章

専29（内） 当院での食道胃接合部表在癌の症例検討
北九州市立医療センター　消化器内科　糸永　周一

胃・十二指腸1 14：02～14：44

座長：九州大学大学院　病態機能内科学（第二内科）　梅野　淳嗣
 琉球大学医学部　第一内科　光学医療診療部　金城　　徹

専30（消） IgA血管炎の1例
熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学　日隈ゆかり

専31（内） 胃アニサキス症によるvanishingtumorを認めた一例
福岡山王病院　消化器内科　濱田　広之

専32（消） IgG4関連硬化性疾患と考えられた胃粘膜下腫瘍の１例
熊本大学大学院　消化器外科学　金光　紘介

専33（内） 3ヶ月で0-I型病変から0-IIc型病変への形態変化を観察し得た早期胃癌の1例
国立病院機構　福岡東医療センター　橋本　憲和

専34（内） 職場健診が発見の契機となった胃肝様腺癌の一例
製鉄記念八幡病院　消化器内科　才木　琢登

専35（消） 当院における最近の胃アニサキス症についての検討
有田胃腸病院　渕野　貴文
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胃・十二指腸2 14：44～15：26

座長：福岡大学医学部　消化器内科　石橋　英樹
 福岡大学筑紫病院　外科　渡部　雅人

専36（内） びまん性胃粘膜下嚢腫症を伴う穿孔性胃癌術後PPI投与中に発生した食道胃接合部過形成
性ポリープ内癌の1例

公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　岡村　活揮

専37（内） 未分化型胃癌に対するLCI観察の有用性
公益社団法人　鹿児島共済会南風病院　消化器内科　古川淳一郎

専38（内） 内視鏡的切除を実施し粘膜内病変であった胃底腺粘膜型胃癌の1例
国家公務員共済組合連合会　千早病院　消化管内科　西　祐貴子

専39（内） 粘膜下異所性胃腺より発生した粘膜下腫瘍様進行胃癌の1例
佐世保中央病院　消化器内科　石田　智士

専40（内） 幽門側胃切除術後に多発性の再発を認めた若年発症の胃印環細胞癌の一例
原三信病院　消化管内科　大久保彰人

専41（消） 局所リンパ節再発胃癌に対して膵頭十二指腸切除を施行した1例
宮崎大学医学部外科学講座　肝胆膵外科学分野　岩崎あや香

胃・十二指腸3 15：26～16：08

座長： 北九州医療センター　消化器内科　秋穂　裕唯
九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科（第一外科）　大内田研宙

専42（消） 黒色便が診断の契機になり内視鏡的治療を施行した先天性十二指腸膜様狭窄症の一成人例
済生会福岡総合病院　消化管内科　市田かおる

専43（内） ESDにて診断し経過観察を行っている胃MALTリンパ腫の1例
福岡赤十字病院　消化器内科　江頭信二郎

専44（内） 早期胃癌手術後にHelicobacter pylori除菌を行ったところ寛解が得られた十二指腸濾
胞性リンパ腫の一例

地域医療機能推進機構九州病院　内科　田岡奈央子

専45（消） 保存的加療で改善した胃軸捻転症の2例
唐津赤十字病院　中山賢一郎

専46（消） 食道癌再建臓器におけるICG蛍光法による血流評価に関する検討
九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科　堤　　親範

専47（内） 右腎盂癌に対するコバルト照射25年後に多発消化管狭窄を来し、胃空腸バイパス術を施
行した一例

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　消化器内科　杉野　絢子
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【5月24日（金）　第5会場（アクロス福岡　6F　608会議室）】

小腸1 13：20～14：02

座長：鹿児島大学病院　光学医療診療部　上村　修司
 済生会川内病院　消化器内科　嵜山　敏男

専48（消） 腹部超音波検査が診断に有効であった日本海裂頭条虫症の一例
福岡大学西新病院　消化器内科　内田洋太郎

専49（内） 高齢発症Crohn病の一例
福岡大学西新病院　消化器内科　今給黎　宗

専50（消） 策状物の関与が疑われた狭窄型虚血性小腸炎の一例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　古賀　甲菜

専51（内） NSAID中止後イレウスが進行し手術を要したNSAID起因性腸炎による小腸狭窄の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　岡村　活揮

専52（消） 急性腹症で発症し、虚血性小腸炎が原因と考えられた腸閉塞の1例
九州労災病院　大崎　智絵

専53（消） 手術を試みたが保存的加療で軽快しえた非閉塞性腸管虚血の1例
福岡赤十字病院　外科　野口　彰子

小腸2 14：02～14：44

座長： 長崎大学　移植・消化器外科　伊藤信一郎
九州大学大学院　病態機能内科学（第二内科）／九州大学病院国際医療部　森山　智彦

専54（内） 健常な高齢女性に発症したサイトメガロウイルス腸炎の一例
九州大学大学院　病態機能内科学　野坂　佳愛

専55（内） 腸閉塞を契機に診断された上部空腸サイトメガロウイルス腸炎の1例
大分大学　医学部　消化器内科学科　木本　喬博

専56（内） 小腸憩室出血に対して2回のEBLを行い止血成功した1例
唐津赤十字病院　内科　成瀬　尚美

専57（内） ダブルバルーン小腸内視鏡が有用であった出血性Meckel憩室の一例
福岡赤十字病院　消化器内科　西田美沙子

専58（内） 腸閉塞症状を契機に発見された空腸神経内分泌腫瘍の1例
九州大学　大学院病態機能内科学　野田真也佳

専59（内） 空腸原発平滑筋肉腫の1例
九州大学大学院病態機能内科学　吉原　崇正
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肝3 14：44～15：19

座長： 大和正信会　ふじおか病院　岩根　紳治
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科（第一外科）　大塚　隆生

専60（消） 外科的門脈大循環シャント結紮術、脾摘術併用が有効であった難治性肝性脳症の1例
独立行政法人　地域医療機能推進機構　諫早総合病院　消化器内科　藤野　亮太

専61（消） 脾摘が有効であった特発性血小板減少性紫斑病を合併したアルコール性肝硬変の1例
福岡赤十字病院　肝臓内科　北口　恭規

専62（消） 抗凝固療法が奏功した血栓性Budd-chiari症候群の一例
大分大・消化器内科　森　　圭依

専63（消） アビラテロン酢酸エステル（アンドロゲン合成酵素阻害剤）による急性肝不全の一例
福岡大学病院　消化器内科　永田　貴大

専64（消） アミオダロンによる肝障害の2例
福岡大学病院　消化器内科　姫野　修一
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【5月24日（金）　第6会場（アクロス福岡　6F　601会議室）】

大腸1 13：20～14：02

座長：福岡大学病院　消化器内科　内視鏡部　竹田津英稔
 産業医科大学病院　内視鏡部　芳川　一郎

専65（消） 全周性の大腸狭窄を来したdiverticularcolitisの一例
九州大学大学院　病態機能内科学　増原　裕之

専66（消） タクロリムス投与後にトファシチニブを使用した潰瘍性大腸炎の2例
熊本大学附属病院消化器内科　鶴田　結子

専67（消） 潰瘍性大腸炎に合併した直腸リンパ増殖性疾患の1例
九州大学大学院　病態機能内科学　横手　章人

専68（内） 胃蜂窩織炎を併発した潰瘍性大腸炎の一例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　高橋　篤史

専69（消） 腸管ベーチェット病に合併した多発大腸癌の1例
産業医科大学　第三内科　山内　大夢

専70（消） アメーバ性大腸炎治療後に無症候性嚢子保有者となった一症例
新古賀病院　消化器内科　内田　健介

大腸2 14：02～14：44

座長： 福岡大学筑紫病院　外科　東　大二郎
遠賀中間医師会おんが病院　矢田親一朗

専71（内） 内視鏡的に摘除した大腸アニサキス症の一例
有田胃腸病院　渕野　貴文

専72（内） 急性リンパ性白血病に対する造血幹細胞移植後のGVHDおよびCMV感染治療中に発症
した腸管嚢胞様気腫症の1例

九州大学　臨床放射線科学分野／宗像医師会病院　放射線科　南條　勝哉

専73（内） 直腸静脈瘤に対してEVL併用EIS治療が有効であった1例
熊本セントラル病院　桑野　　徹

専74（消） 左側結腸癌根治術後の吻合部肛門側虚血性腸炎に対する保存的治療
佐賀大学　医学部　一般消化器外科　内川　和也

専75（消） 結腸脂肪腫に対して手術を施行した2例
宮崎市郡医師会病院　清水　一晃

専76（消） 同時性4多発大腸癌の1切除例
熊本大学大学院　消化器外科学　堀野　大智
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大腸3 14：44～15：19

座長： 福岡大学病院　消化器内科　船越　禎広
佐賀大学　一般・消化器外科　真鍋　達也

専77（消） 術式選択に検討を要した潰瘍性大腸炎に合併した直腸癌の一例
福岡赤十字病院　外科　藤元静太郎

専78（消） 急性虫垂炎術後に判明した虫垂杯細胞カルチノイドの1例
長崎県島原病院　外科　吉野　恭平

専79（内） Serratedpolyposissyndromeに進行癌を伴った１例
北九州市立医療センター　消化器内科　佛坂　孝太

専80（内） 診断に苦慮した大腸平滑筋肉腫の1例
福岡赤十字病院　消化器内科　大草　　響

専81（消） エドキサバン投与中に繰り返す血栓塞栓症を来したTrousseau症候群の1例
北九州市立医療センター　消化器内科　多田　美苑

大腸4 15：19～15：54

座長：久留米大学医学部　外科学講座　衣笠　哲史
福岡大学筑紫病院　消化器内科　久部　高司

専82（消） 腹痛を契機に診断された上腸間膜動脈解離の一例
JCHO　佐賀中部病院　野見山美香

専83（消） 大腸MALTリンパ腫に対して手術を施行した1例
熊本大学大学院　消化器外科学　松原　顕太

専84（内） HelicobactorPylori除菌療法後に内視鏡治療を行った直腸MALTリンパ腫の1例
熊本大学病院　消化器内科　堀尾　高任

専85（内） 多発病変として認められた直腸良性リンパ濾胞性ポリープの一例
大分赤十字病院　消化器内科／大分赤十字病院　病理診断科　鹿子嶋洋明

専86（内） 血便を来した血友病患者の一例
福岡県済生会福岡総合病院　内科　梅谷　聡太
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一般演題発表

【5月25日（土）　第3会場（アクロス福岡　6F　606会議室）】

肝1 9：00～9：28

座長：九州大学大学院医学研究院病態制御内科　国府島庸之
佐賀県医療センター好生館　消化器外科　三好　　篤

001（消） 肝細胞癌に対するレンバチニブ投与症例の検討
独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院　内科　一木　康則

002（消） 急速な腫瘍内壊死を呈し、レンバチニブが奏功した肝細胞癌の一例
鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学　伊集院　翔

003（消） 門脈大循環シャントを有する肝細胞癌に対しシャント塞栓術を先行しレンバチニブを導
入した１例

長崎大学病院　消化器内科　桑原　　愛

004（消） 多数の薬剤アレルギーを発症した肝細胞癌に対して集学的治療を行った1例
社会保険田川病院　板野　晋也

肝2 9：28～9：56

座長：国家公務員共済組合連合会　新小倉病院　消化器内科　谷本　博徳
 千早病院　内科　道免　和文

005（消） ペグインターフェロンが有効であったHBV・HDV重複感染の１例
琉球大学医学部附属病院　新垣　伸吾

006（消） 肝偽リンパ腫の1例
福岡県済生会二日市病院　消化器内科　有川　俊二

007（消） 診断に難渋した孤立性肝結核腫の切除例
九州大学大学院　消化器・総合外科　伊勢田憲史

008（消） 保存的に治療し得た門脈ガス血症の1例
長崎記念病院　外科　松本　　亮
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膵 9：56～10：45

座長：熊本大学病院　消化器内科　階子　俊平
 久留米大学　消化器外科　安永　昌史

009（消） 膵IPMNの癌化・浸潤におけるmTORC1活性と糖の取り込みとの関係
大分大学医学部消化器内科学講座　平下　有香

010（消） 膵頭十二指腸切除後も膵内分泌機能が温存され血糖コントロール良好であった膵体尾部
脂肪置換の１例

沖縄県立中部病院　消化器内科　森　　英輝

011（消） 当院で経験した膵神経内分泌腫瘍の特徴　～画像診断を中心に～
嬉野医療センター　池田　　圭

012（消） 膵癌との鑑別を要した主膵管狭窄をきたした膵神経内分泌腫瘍の1例
済生会福岡総合病院　内科　宮ヶ原　典

013（消） 組織亜型から見たIPMN切除症例の検討
大分赤十字病院　肝胆膵内科　米田　晃敏

014（消） 膵神経内分泌腫瘍と膵内副脾の鑑別に99mTcスズコロイドシンチグラフィが有用であった
膵尾部腫瘤の２症例

福岡山王病院　肝臓胆のう膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター　藤山　　隆

015（消） 当科における膵癌終末期医療の現状
（株）麻生　飯塚病院　消化器内科　安部　俊行
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肝3 13：20～14：09

座長：済生会熊本病院　消化器内科　浦田　淳資
済生会川内病院　消化器内科　田口　宏樹

016（消） 総胆管結石による急性胆管炎を合併した慢性活動性EBウイルス感染症の1例
北九州総合病院　隅田　和広

017（消） 後縦隔胃管再建後の胆嚢胆管瘻に対してERCP、胆管空腸吻合術を行なった患者の経験
佐賀大学病院　一般・消化器外科　日暮　一貴

018（内） 総胆管結石性胆管炎に対する内視鏡的治療と偶発症
社会医療法人　三愛会　大分三愛メディカルセンター　上田城久朗

019（内） Billroth-II法再建術後の総胆管結石症に対し、シングルバルーン内視鏡を用いた直視下
電気水圧結石破砕術を行った1例

福岡大学病院　消化器外科　岡田　浩樹

020（内） 総胆管結石性胆管炎における菌血症の特徴
公益財団法人　健和会大手町病院　消化器内科　佐竹　真明

021（内） 当院において膵・胆管合流異常または膵胆管合流異常と診断した9症例
済生会川内病院　消化器内科／鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　児島　一成

022（消） 術後膵仮性嚢胞に対してLumen-apposingmetalstent（LAMS）を用いてドレナージ
術を行った2症例

国立病院機構九州がんセンター消化器肝胆膵内科　橋本　理沙
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肝4 14：09～14：58

座長： 九州大学　消化器・総合外科　池上　　徹
長崎医療センター外科　臨床研究センター　黒木　　保

023（消） 胆嚢癌におけるVEGF発現に関する検討
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　岡山　卓史

024（消） 腎細胞癌胆嚢転移の１例
産業医科大学　第一外科　大場　拓哉

025（消） 遠位胆管狭窄に対しPTBDルートを用いてカテーテルガイド胆管病理検査を行った1例
大分赤十字病院　肝胆膵内科　米田　晃敏

026（消） 閉塞性黄疸・十二指腸下行脚狭窄を来した膣癌転移の1例
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　野口　達矢

027（消） 胆道ドレナージと化学療法が切除不能胆道癌の予後に与える影響
九州大学大学院　医学研究院　病態制御内科　三木　正美

028（内） 胆道出血を契機に胆道鏡で術前診断が可能であった胆嚢管癌の1例
沖縄県立中部病院　知念　健司

029（内） 当院における内視鏡的乳頭切除術の治療成績の検討
済生会熊本病院　消化器内科　坂口　将文
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【5月25日（土）　第4会場（アクロス福岡　6F　607会議室）】

胃・十二指腸1 9：00～9：42

座長： 千早病院　消化管内科　河内　修司
独立行政法人　国立病院機構　小倉医療センター　消化器内科　山縣　　元

030（消） 出血性深掘れ潰瘍を伴う粘膜下腫瘍様形態を呈した好酸球性胃腸症の一例
鹿児島市医師会病院　消化器内科　山下　芳恵

031（消） 再発を繰り返した胃蜂窩織炎の1例
熊本大学大学院　消化器内科学　具嶋　亮介

032（内） バルサルタン関連スプルー様腸疾患の1例
社会医療法人友愛会豊見城中央病院　消化器内科　大城　拓巳

033（内） 自己免疫性汎胃炎の１例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　消化器内科　尾石　義謙

034（消） 持続性心房細動に対してCryo-ablationを施行した後に急性胃拡張を来した1例
那覇市立病院　桑江　　聡

035（消） Cronkhite-Canada症候群の１例
戸畑共立病院　内科　消化器病センター　榊原　重成

胃・十二指腸2 9：42～10：24

座長：製鉄記念八幡病院　消化器内科　中村　滋郎
 宮崎県立宮崎病院　外科　日髙　秀樹

036（消） Segmentalarterialmediolysis（分節性動脈中膜融解）が疑われた右胃大網動脈末梢
枝の動脈瘤破裂による腹腔内出血の1例

社会医療法人　福岡青洲会病院　消化器内科　中屋　照雄

037（消） 進行胃癌を伴ったBannayan-Riley-Ruvalcaba症候群の一例
独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院　牛嶋　珠里

038（内） 胃壁内への多発転移を来したと考えられた進行胃癌の1例
国家公務員共済組合連合会　千早病院　消化管内科　仁田畑智紀

039（内） 胃GISTと鑑別を要した胃迷入膵の1例
九州大学大学院病態機能内科学　田中　貴英

040（消） 経過観察中に短期間で急速な増大を認めた胃GISTの一例
九州労災病院　消化器科　西嶋　健一

041（内） PEG造設例の入院期間遵守を目指した試み
那覇市立病院　外科　長濱　正吉
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胃・十二指腸3 13：20～14：02

座長：（医）春回会　井上病院　消化器科　大仁田　賢
 浜の町病院　消化器外科　山元　啓文

042（消） 十二指腸多発神経内分泌腫瘍の一例
原三信病院　消化管内科　松林江里子

043（消） Brunner腺原発十二指腸癌の二切除例
佐賀県医療センター好生館　消化器外科　中村　宏彰

044（消） 十二指腸下行脚に嵌頓し貧血をきたした十二指腸Brunner腺過形成の一例
福岡市民病院　内科　荒殿ちほ子

045（消） 造影CTによる胃癌のExtracellularvolumefraction：臨床病理学的因子との関連
九州大学　臨床放射線科学分野　西牟田雄祐

046（消） 胃癌術後の胸腔内播種性転移および肝転移再発に対し、化学療法を併用した陽子線治療
にてCRが持続し、長期予後が得られている1例

済生会川内病院　外科　上木原貴仁

047（消） 市中病院でのロボット支援下胃切除術の導入と短期成績
福岡赤十字病院　外科　安井　隆晴

胃・十二指腸4 14：02～14：44

座長：佐賀大学医学部附属病院　消化器内科　坂田　資尚
 福岡大学西新病院　消化器内科　山口真三志

048（消） 早期胃癌ESD後追加切除症例の臨床病理学的検討
熊本大学大学院　消化器外科学　江藤弘二郎

049（内） 粘膜内にとどまる腫瘍径6mm大の早期胃内分泌細胞癌の1例
九州大学大学院病態機能内科学　井原勇太郎

050（内） NBI併用拡大内視鏡観察が診断に有用であった胃底腺粘膜型胃癌の1例
福岡大学医学部消化器内科　石橋　英樹

051（内） Helicobacterpylori未感染の胃底腺粘膜に発生した胃型純粋超高分化腺癌の1例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　天野　良祐

052（内） 鋸歯状形態を呈した巨大な0-Ip型早期胃癌の一例
白十字病院　佐久間　努

053（消） 幽門狭窄を認め術前診断に難渋した十二指腸球部癌の1例
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　長尾晋次郎
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胃・十二指腸5 14：44～15：26

座長：佐賀県医療センター好生館　消化器内科　緒方　伸一
 九州大学大学院　病態機能内科　平野　敦士

054（内） 乳癌を原発巣とした転移性胃癌の5例
福岡赤十字病院　消化器内科　工藤　哲司

055（内） 陥凹型胃底腺型胃癌の1例
熊本大学医学部附属病院　画像診断・治療科　横田　康宏

056（内） 胃がんリスク評価のためのABC分類および胃酸環境からみたwhiteopaque
substance陽性腸上皮化生の臨床的意義と問題点

大分赤十字病院　消化器内科　上尾　哲也

057（内） PCAB投与によりNBI拡大所見が変化した除菌後発見上皮性腫瘍の1例
大分赤十字病院　消化器内科　勝田　真琴

058（内） 胃粘膜下異所性胃腺より発生した胃癌の一例
社会医療法人敬愛会　中頭病院　消化器内科　浜比嘉一直

059（内） 胃ESD後出血の加療に難渋し、血小板機能異常が疑われた一例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　藤野　悠介
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【5月25日（土）　第5会場（アクロス福岡　6F　608会議室）】

小腸1 9：00～9：35

座長： 公立八女総合病院　外科　石橋　生哉
宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　稲津　東彦

060（内） 治療に難渋したIgA血管炎の2症例
アルメイダ病院　林　　友和

061（消） 消化器症状から発症し川崎病と診断した一例
大牟田市立病院　内科・消化器内科・内視鏡内科　吉武めぐみ

062（消） 胃切除後に自然消退した回腸悪性リンパ腫の一例
北九州市立医療センター　北浦　良樹

063（消） 腸重積症を契機に診断された小腸神経鞘腫の症例
筑後市立病院　南　　真平

064（消） GIST切除後3年経過後の再発を認め外科的切除を行うも肝転移を疑われた一例
公立八女総合病院／久留米大学病院　徳重　貴彦

小腸2 9：35～10：10

座長：九州大学大学院　消化器・総合外科　沖　　英次
 福岡赤十字病院　消化器内科　平川　克哉

065（消） クローン病十二指腸狭窄に対するバイパス術，Jabouley手術症例の検討
福岡大学筑紫病院外科　上床　崇吾

066（内） 超高齢者（90歳以上）手術症例の特徴と問題点
臼杵市医師会立コスモス病院　外科　二宮　繁生

067（消） 悪性リンパ腫の消化器病変に対する外科治療を含めた治療戦略
九州大学病院　臨床・腫瘍外科　藤田　逸人

068（消） 術前診断に難渋した異所性胃粘膜による粗大な空腸過形成性ポリープの一例
北九州市立医療センター　外科　奥田　　翔

069（内） 一般市中病院におけるカプセル内視鏡症例の検討
遠賀中間医師会　おんが病院　矢田親一朗
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大腸1 10：10～10：52

座長： 浜の町病院　消化器外科　植木　　隆
聖マリア病院　消化器内科　河野　弘志

070（消） 繰り返すイレウスを契機として診断した静脈硬化性大腸炎の1例
国立病院機構　嬉野医療センター　竹内　祐樹

071（消） 虚血性腸炎を契機に発見された大腸癌の1例
長崎県壱岐病院内科　深江　政秀

072（消） 当院での腸管子宮内膜症の11症例
北九州市立医療センター　向坂誠一郎

073（消） 大腸癌異時性肛門転移の1例
北九州市立医療センター　佐田　政史

074（消） 高齢者直腸癌に対する短期手術成績についての検討
九州労災病院　外科　藤本　崇聡

075（消） ESD後に根治手術を行ったT1大腸癌の検討
北九州市立医療センター外科／九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科　水内　祐介

大腸2 13：20～13：55

座長： 石田消化器 IBD クリニック　石田　哲也
公益財団法人慈愛会　いづろ今村病院　消化器内科　大井　秀久

076（内） 潰瘍性大腸炎に合併したClostridioidesdifficile感染症の一例
福岡大学筑紫病院　内視鏡部　平野　昭和

077（内） タクロリムスで寛解導入後にベドリズマブで寛解維持し得た重症潰瘍性大腸炎の１例
芦屋中央病院　消化器内科　宇野駿太郎

078（内） スニチニブよる薬剤性大腸炎と診断した一例
久留米大学　医学部　内科学講座　消化器内科部門　吉村　哲広

079（内） 青黛服用中に発見され内視鏡的粘膜剥離術を行った潰瘍性大腸癌関連腫瘍の一例
久留米大学　医学部　内科学講座　消化器内科部門　福永　秀平

080（内） 内視鏡的大腸ポリープ摘除後のサーベイランスはいかにあるべきか
－当院のサーベイランス結果に基いて－

大腸肛門病センター高野病院　野崎　良一
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大腸3 13：55～14：30

座長： 福岡大学医学部消化器内科　阿部　光市
佐世保中央病院　消化器内視鏡センター　小田　英俊

081（内） 下行結腸脂肪腫による腸重積症に対し、内視鏡的切除を施行した１例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　消化器内科　岩崎　一秀

082（内） 虫垂原発MALTリンパ腫の1例
木村病院　消化器内科　久保倉尚哉

083（内） 当院における大腸憩室出血の臨床的検討
福岡赤十字病院　消化器内科　今津　愛介

084（内） 内視鏡的粘膜切開による直視下生検法が診断に有用であった大腸粘膜下腫瘍の一例
熊本中央病院消化器内科　野田　香菜

085（内） 診断に苦慮した盲腸部粘膜下腫瘍の1例
久留米大学内科学講座消化器内科部門　永田　　務

大腸4 14：30～15：05

座長： 九州大学病院　放射線科　西牟田雄祐
熊本大学大学院生命科学研究部　消化器外科学　宮本　裕士

086（内） 当院における閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置と経肛門イレウス管留置の比較検討
福岡赤十字病院　消化器内科　近藤　雅浩

087（内） 同時性多発大腸癌による悪性大腸狭窄に対して安全に大腸ステント留置術を行った1例
遠賀中間医師会おんが病院　消化器内科　山本　充了

088（内） 内視鏡下の異物摘出で治癒した魚骨による消化管穿孔の1例
日本海員　門司掖済会病院　胃腸内科　大場　未紀

089（内） 再燃を繰り返す偽膜性腸炎に対しバンコマイシン漸減療法が奏功した一例
地域医療機能推進機構　九州病院　内科　秋吉　大輔

090（消） 腎細胞癌でスニチニブ投与中に大量出血したNSAID起因性消化管粘膜傷害の1例
公立学校共済組合九州中央病院　消化器内科　坂本　　圭
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【5月25日（土）　第6会場（アクロス福岡　6F　601会議室）】

食道 9：00～9：49

座長： 福岡大学筑紫病院　消化器内科　小野陽一郎
佐賀県医療センター好生館　消化器外科　佐藤　清治

091（内） 喉頭軟骨上に存在する咽喉頭表在癌に対するESDの工夫
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　矢野　弘樹

092（内） 内視鏡深達度診断において乖離を認め食道腺導管由来と考えられた食道癌の1例
JCHO 福岡ゆたか中央病院　消化器内科　長畑　誠修

093（内） 当院における好酸球性食道炎の検討
福岡山王病院　消化器内科　原　　裕一

094（内） 当院におけるダビガトラン起因性食道炎の5例
大分県厚生連　鶴見病院　消化器内科　有木　晋平

095（内） 術前の確定診断が困難であった偽性アカラシアの2例
福岡大学医学部　外科学講座　消化器外科　大宮　俊啓

096（内） 4型胃癌により食道アカラシア様の狭窄を生じた偽性アカラシアの一例
九州大学病態制御内科学　和田　将史

097（消） 局所進行頚部食道癌に対し二期分割で咽喉頭食道全摘と再建を行った1例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　外科　前山　　良
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