
特別講演

特別講演 1 6月19日（金）　11：10～12：00
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

消化器内視鏡における臨床研究の変遷： 
潰瘍性大腸炎関連腫瘍を実例に

演者：岩手医科大学　消化器内科消化管分野
松　本　主　之

司会：福岡山王病院　消化器内科
小　林　広　幸

特別講演 2 6月20日（土）　11：10～12：00
第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

胃癌化学療法の現状と展望

演者：九州大学大学院医学研究院　連携社会医学分野
馬　場　英　司

司会：九州大学医学研究院　病態修復内科学／ 
九州大学病院臨床教育研修センター

下　田　慎　治

－ 17－

プログラム・抄録集



シンポジウム 1
6月19日（金）   9：00～11：00 

第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

消化器内視鏡治療における偶発症の治療戦略

司会：植木　敏晴（福岡大学筑紫病院　消化器内科） 
　　　大塚　隆生（ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　消化器・乳腺甲状腺外

科学）

SY1-1（内） 当科におけるPOEMの偶発症とその対処法
九州大学　病態制御内科学　和田　将史

SY1-2（消） 食道筋層欠損巨大穿孔例に対するPGAフェルト+フィブリン糊被覆法の有効性 
－食道部分的筋層欠損例5例の経験を含めて－

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

SY1-3（内） 当科における胃ESD術中穿孔への対処
九州大学病院光学医療診療部／九州大学大学院病態機能内科学　藤岡　　審

SY1-4（内） 取り下げ

SY1-5（内） 取り下げ

SY1-6（消） 取り下げ

SY1-7（内） EUS-BDにおけるError Proofing　～External drainageによる影響緩和を中心に～
北九州市立医療センター　消化器内科／中津市立中津市民病院　消化器内科　下川　雄三

SY1-8（内） 超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ術の偶発症とその対策
鹿児島大学消化器疾患・生活習慣病学　軸屋　賢一

SY1-9（内） 取り下げ

－ 18－ － 19－

第115回日本消化器病学会九州支部例会／第109回日本消化器内視鏡学会九州支部例会



シンポジウム 2
6月20日（土）   9：00～11：00 

第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

IBD special situationにおける諸問題

司会：江﨑　幹宏（佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部） 
　　　山本章二朗（宮崎大学医学部附属病院　消化器内科）

SY2-1（消） 当院における高齢発症潰瘍性大腸炎患者の臨床像についての検討
医療法人潤愛会　鮫島病院　西俣　伸亮

SY2-2（消） 取り下げ

SY2-3（内） 高齢化潰瘍性大腸炎と高齢発症潰瘍性大腸炎との臨床的特徴の検討
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　田中　啓仁

SY2-4（消） 高齢潰瘍性大腸炎症例における外科治療
潤和会記念病院　外科　佛坂　正幸

SY2-5（消） 当院における炎症性腸疾患合併妊娠の検討
熊本大学病院　消化器内科　古田　陽輝

SY2-6（消） 当院における炎症性腸疾患合併妊娠の現状と問題点
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

SY2-7（消） 当院における炎症性腸疾患合併妊娠症例の検討
長崎大学病院消化器内科　北山　　素

SY2-8（内） 当院で経験したIBD女性患者における妊娠出産の転帰と問題点
済生会福岡総合病院　消化器内科　吉村　大輔

SY2-9（消） 取り下げ

SY2-10（消） 当院における5-ASA不耐症の現状
豊見城中央病院　眞喜志知子

SY2-11（内） 抗TNF-α抗体製剤投与中のクローン病患者における皮膚障害についての検討
九州大学大学院　病態機能内科学　仁田畑智紀

SY2-12（消） HTLV-1陽性炎症性腸疾患患者における診療の現状
琉球大学医学部附属病院　金城　　徹

SY2-13（消） 潜在性結核感染症をもつ炎症性腸疾患患者の治療現状はどうなっているのか？
佐賀大学　医学部　消化器内科　鶴岡ななえ

SY2-14（消） 肝胆膵領域の疾患を合併した潰瘍性大腸炎の臨床的特徴の検討
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科　荻野　治栄

SY2-15（消） 当科IBD症例における悪性腫瘍合併症例と非合併例の比較検討
九州大学大学院病態機能内科学　田中　貴英

－ 18－ － 19－

プログラム・抄録集



シンポジウム 3
6月19日（金）   9：00～11：00 

第２会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

肝がん治療の最前線

司会：田中　基彦（熊本大学大学院　生命科学研究部　消化器内科学分野） 
　　　吉住　朋晴（九州大学大学院　消化器・総合外科）

SY3-1（消） 肝細胞癌患者に対するレンバチニブ治療における血小板減少に関する検討
大分大学医学部消化器内科　本田　浩一

SY3-2（消） 多剤逐次療法を見据えた切除不能進行肝癌に対する薬物療法の予後因子
長崎大学病院　消化器内科　佐々木　龍

SY3-3（消） 当科における進行肝細胞癌に対するレンバチニブ治療について
福岡大学病院　消化器内科　田中　　崇

SY3-4（消） 傾向スコア分析を用いた進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法とレンバチニブ治療の
検討

熊本大学病院　消化器内科　徳永　尭之

SY3-5（消） 進行肝細胞癌に対してDEB-TACE後にTKIを投与した症例の検討
九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科　千住　猛士

SY3-6（消） 分子標的治療薬の時代における進行肝細胞癌に対するTACE，肝動注化学療法の役割
久留米大学病院　消化器内科　新関　　敬

SY3-7（消） ウイルスを用いた肝癌治療の展望
九州大学病院　先端分子・細胞治療科　緒方　久修

SY3-8（消） 取り下げ

SY3-9（消） 肝細胞癌（HCC）に対するバイポーラ針を用いた経皮的ラジオ波焼灼術（RFA）の安全性
と有効性についての検討

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　谷山　央樹

SY3-10（消） 当科における肝細胞癌に対する外科治療
九州大学大学院　消化器・総合外科　伊藤　心二

－ 20－ － 21－

第115回日本消化器病学会九州支部例会／第109回日本消化器内視鏡学会九州支部例会



シンポジウム 4
6月19日（金）   13：20～15：20 

第２会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

知っておくべき新たな薬剤性消化器障害の 
現状と課題

司会：外間　　昭（琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部） 
　　　鳥巣　剛弘（九州大学大学院　病態機能内科学）

SY4-1（内） 当院におけるirAE腸炎の臨床病理学的特徴
産業医科大学　第3内科学　石原　　光

SY4-2（内） 取り下げ

SY4-3（内） 取り下げ

SY4-4（内） 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連肝障害についての検討
長崎大学病院消化器内科　原口　雅史

SY4-5（内） 取り下げ

SY4-6（内） PPI併用下でのNSAIDs起因性小腸粘膜傷害に対するLactobacillus salivarius WB21
株による予防効果

九州大学大学院　病態機能内科学　岡本　康治

SY4-7（内） 取り下げ

SY4-8（内） 当院における直接経口抗凝固薬関連消化管出血の検討
福岡県　済生会福岡総合病院　内科　北川　祐介

SY4-9（内） 炎症性腸疾患における5-ASA不耐の検討
九州大学大学院　病態機能内科学　井原勇太郎

SY4-10（内） 取り下げ

－ 20－ － 21－

プログラム・抄録集



ワークショップ 1
6月20日（土）   13：20～15：20 

第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

消化管粘膜下腫瘍における治療戦略

司会：沖　　英次（九州大学病院　消化管外科） 
　　　下田　　良（佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部）

WS1-1（内） 当院における食道粘膜下腫瘍症例の検討
佐賀大学医学部附属病院　消化器内科　坂田　資尚

WS1-2（消） 胃粘膜下腫瘍に対する人工知能併用超音波内視鏡画像診断能の検討
九州大学　病態制御内科学　蓑田　洋介

WS1-3（内） 消化管粘膜下腫瘍に対するEUS-FNAの適応と有用性
佐世保市総合医療センター　消化器内科　福田　浩子

WS1-4（消） 当院における胃粘膜下腫瘍症例の検討
琉球大学病院　光学医療診療部　大平　哲也

WS1-5（内） 取り下げ

WS1-6（消） 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）の導入
九州大学大学院　消化器・総合外科　津田　康雄

WS1-7（消） 胃粘膜下腫瘍に対する外科的治療の現状と課題
九州大学大学院　消化器・総合外科　胡　　慶江

WS1-8（内） 胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡単独治療の実行可能性
如水会今村病院　内視鏡治療センター　橋口　一利

WS1-9（内） 取り下げ

－ 22－ － 23－

第115回日本消化器病学会九州支部例会／第109回日本消化器内視鏡学会九州支部例会



ワークショップ 2
6月19日（金）   13：20～15：20 

第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

消化器病における若手医師のトレーニング

司会：小森　敦正（長崎医療センター臨床研究センター　難治性疾患研究部） 
　　　森山　智彦（九州大学病院　国際医療部）

WS2-1（消） コロンモデルを用いて大腸内視鏡挿入スキルの向上を目指す
宮崎大学医学部附属病院消化器内科　鈴木　　翔

WS2-2（内） 若手医師教育を目的としたESDハンズオントレーニングの取り組みについて
原三信病院　安部　周壱

WS2-3（消） 当院における初期レジデントに対する内視鏡研修の工夫
佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部　芥川　剛至

WS2-4（内） 消化器内視鏡治療を見据えたスクリーニングでの内視鏡トレーニングの実際
如水会今村病院　内視鏡治療センター　橋口　一利

WS2-5（消） 若手医師に対する2年間の超音波内視鏡トレーニングプログラムの有用性
九州大学　病態制御内科学　蓑田　洋介

WS2-6（内） 消化管内科若手医師の育成における教育分野の検討
九州大学病態機能内科学　膳所　圭三

WS2-7（内） 当院における消化器病専門医に向けての学習プログラム
福岡大学筑紫病院　消化器内科　大津　健聖

WS2-8（内） 国立病院機構における若手医師に対する消化器内科セミナーの取り組み
国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　稲田　泰亮

WS2-9（消） 消化器病医における大学院教育の重要性
福岡大学　医学部　再生移植医学講座　坂田　直昭

WS2-10（内） 遠隔医療を利用した日本から世界へ発信する胆膵内視鏡医の教育プログラムの現状
北九州市立医療センター　消化器内科／原三信病院　消化管内科　麻生　　暁

－ 22－ － 23－

プログラム・抄録集



ワークショップ 3
6月20日（土）   9：00～11：00 

第２会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

消化器疾患における画像強調内視鏡の 
有用性と限界

司会：上尾　哲也（大分赤十字病院　消化器内科） 
　　　上村　修司（鹿児島大学病院　光学医療診療部（消化器内科））

WS3-1（内） 咽頭表在癌の肉眼型および画像強調拡大観察を用いた内視鏡診断の検討
長崎大学病院　消化器内科　田渕真惟子

WS3-2（内） 取り下げ

WS3-3（内） 取り下げ

WS3-4（内） Helicobacter pylori除菌後発見胃腺腫は胃酸の影響で内視鏡的質的診断が困難になる
大分赤十字病院　消化器内科　秋山　英俊

WS3-5（内） Helicobacter pylori除菌後発見胃癌におけるVS classification systemの有用性
福岡大学筑紫病院内視鏡部　宮岡　正喜

WS3-6（内） 遺伝性胃底腺ポリポーシスから生じる腫瘍性病変の同定における、NBI観察の有用性
九州大学大学院　病態機能内科学　長末　智寛

WS3-7（内） 取り下げ

WS3-8（内） 拡大NBIを用いた非乳頭部十二指腸腫瘍の異型度診断
長崎大学病院　光学医療診療部　橋口　慶一

WS3-9（内） 潰瘍性大腸炎における再燃リスクを予測するためのLCI観察の可能性
出水総合医療センター　湯通堂和樹

－ 24－ － 25－

第115回日本消化器病学会九州支部例会／第109回日本消化器内視鏡学会九州支部例会



ワークショップ 4
6月20日（土）   13：20～15：20 

第２会場（アクロス福岡　7F　大会議室）

胆膵悪性腫瘍への取り組み

司会：草場　仁志（九州大学大学院医学研究院　連携病態修復内科学） 
　　　藤森　　尚（九州大学大学院　病態制御内科）

WS4-1（消） 取り下げ

WS4-2（消） 取り下げ

WS4-3（消） 取り下げ

WS4-4（消） 取り下げ

WS4-5（消） 肝外胆管癌の術前進展度診断における胆道鏡所見と胆道鏡下生検の正診率の検討
沖縄県立中部病院消化器内科　森　　英輝

WS4-6（消） 当院における膵癌術前胆道ドレナージの現状
長崎大学病院消化器内科　長田　和義

WS4-7（消） 当科における膵癌術前化学療法（NAC）の現状とNAC無効例の検討
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学　村上　正俊

WS4-8（消） 取り下げ

WS4-9（消） 一次治療としてGnP療法を導入した切除不能膵癌患者における長期生存例の臨床的特徴
北九州市立医療センター　消化器内科　植田圭二郎

WS4-10（消） Gemcitabine＋nab Paclitaxel（GnP）療法不応後の切除不能膵癌診療における予後
予測因子の検討

国立病院機構　九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科　三木　正美

WS4-11（消） 取り下げ

－ 24－ － 25－

プログラム・抄録集



特別企画
6月20日（土）   13：20～14：50 

第３会場（アクロス福岡　6F　606会議室）

「消化器病学に携わる女性医師の環境」 
～本音を語ろう いいこと、 わるいこと、 のぞむこと～

司　　会：有永　照子（久留米大学　消化器内科） 
　　　　　杉本　理恵（九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科）

SP1-1（消） 女性医師が活躍し続けられる社会へ向けて
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　坂江　　遥

SP1-2（消） 市中病院における消化器女性医師のワークライフバランスについて、当院の現況と 
今後の展望

社会医療法人　春回会　井上病院　消化器内科／長崎大学病院消化器内科　柿ヶ尾佳奈

SP1-3（消） 女性医師の勤務環境について
くまもと森都総合病院　肝臓・消化器内科　束野奈津己

SP1-4（消） 九州大学病院のキャリア継続支援策・きらめきプロジェクトの13年間を振り返って
九州大学　臨床・腫瘍外科　永吉　絹子

SP1-5（消） 仕事と子供と私－時々、夫－
久留米大学医療センター　消化器内科　堀　まいさ

SP1-6（消） 私と仕事
大分大学医学部　荒川　光江

－ 26－ － 27－－ 26－
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消化器病学会九州支部専門医セミナー
6月20日（土）   15：35～16：35 

第１会場（アクロス福岡　4F　国際会議場）

司会：下田　慎治　九州大学医学研究院　病態修復内科学／九州大学病院臨床教育研修センター

演者①：一木　康則　JCHO九州病院　内科
「肝臓」肝の循環障害と線維化

演者②：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
「胆膵」超音波内視鏡を用いた胆膵疾患の診断・治療

演者③：梅野　淳嗣　九州大学大学院　病態機能内科学
「消化管」小腸潰瘍性病変の診断

－ 26－ － 27－
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モーニングセミナー
	 モーニングセミナー	 6月20日（土）第３会場　8：00～8：50

共催：日本イーライリリー株式会社
進行再発大腸癌の治療戦略－血管新生阻害薬の使い方－

司会：楠本　哲也　九州医療センター　消化管外科

演者：安藤　幸滋　九州大学大学院　消化器・総合外科

ランチョンセミナー
	 ランチョンセミナー	1	 6月19日（金）第１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：小川　栄一　九州大学病院　総合診療科
「多施設共同研究におけるC型肝炎DAA治療の現状と今後の課題」

演者②：池上　　正　東京医科大学茨城医療センター　消化器内科
「腸内細菌と胆汁酸シグナリング」

	 ランチョンセミナー	2	 6月19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

消化器内科のためのB型肝炎リスクマネジメント
司会：井戸　章雄　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

演者①：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
「消化器内科医が注意するべきB型肝炎再活性化」

演者②：八橋　　弘　独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター
「B型肝炎の最新治療」

	 ランチョンセミナー	3	 6月19日（金）第３会場　12：10～13：10
共催：エーザイ株式会社／MSD株式会社

司会：宮明　寿光　長崎大学病院　消化器内科

演者①：岩本　英希　久留米大学病院　消化器内科／医療法人　岩本内科医院
「実臨床におけるレンバチニブの使い方」

演者②：進藤　潤一　虎の門病院　消化器外科
「分子標的治療薬が変える肝癌治療と新しい外科治療戦略」
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	 ランチョンセミナー	4	 6月19日（金）第４会場　12：10～13：10
共催：オリンパス株式会社

司会：原田　直彦　九州医療センター　消化器内科

演者：吉村　大輔　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～」

	 ランチョンセミナー	5	 6月19日（金）第５会場　12：10～13：10
共催：武田薬品工業株式会社

司会：久部　高司　福岡大学筑紫病院　消化器内科

演者①：荻野　治栄　九州大学病院　肝臓・膵臓・胆道内科
「潰瘍性大腸炎治療の新潮流」

演者②：梅野　淳嗣　九州大学病院　消化管内科学
「クローン病治療の新潮流」

	 ランチョンセミナー	6	 6月19日（金）第６会場　12：10～13：10
共催：マイランEPD合同会社

司会：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

演者：眞部　紀明　川崎医科大学　検査診断学（内視鏡・超音波）
「下部機能性消化管疾患の病態と治療	～慢性便秘・下痢をいかに治療していくか～」

	 ランチョンセミナー	7	 6月20日（土）第１会場　12：10～13：10
共催：EAファーマ株式会社

司会：伊原　栄吉　九州大学大学院　消化器代謝学

演者：永原　章仁　順天堂大学医学部　消化器内科
「機能性胃腸疾患に対する治療戦略」

	 ランチョンセミナー	8	 6月20日（土）第２会場　12：10～13：10
共催：MSD株式会社

司会：下野　信行　九州大学病院　グローバル感染症センター

演者：真弓　俊彦　産業医科大学医学部　救急医学講座
「腹腔内感染症の最近の話題	～新たな治療薬も含めて～」

－ 28－ － 29－
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	 ランチョンセミナー	9	 6月20日（土）第３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

炎症性腸疾患における治療戦略
司会：江﨑　幹宏　佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科

演者：長沼　　誠　関西医科大学　第三内科
「IBD診療の現状と未来」

	 ランチョンセミナー	10	 6月20日（土）第４会場　12：10～13：10
共催：持田製薬株式会社

司会：青柳　邦彦　福岡赤十字病院

演者：竹島　史直　長崎県五島中央病院
「潰瘍性大腸炎の外来診療について」

	 ランチョンセミナー	11	 6月20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

演者：八木　信明　朝日大学病院
「IEEを用いた上部消化管内視鏡診断	
　～LCI/BLIによるスクリーニングから精査まで～」

	 ランチョンセミナー	12	 6月20日（土）第６会場　12：10～13：10
共催：株式会社ツムラ

司会：八尾　建史　福岡大学筑紫病院　内視鏡部

演者：樋口　和秀　大阪医科大学　第二内科
「『上部消化管漢方診療の最前線』		
　～ここまで明らかになった漢方薬のメカニズムとエビデンス～」

－ 30－ － 31－
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イブニングセミナー
	 イブニングセミナー	1	 6月19日（金）第１会場　15：30～16：30

共催：杏林製薬株式会社

司会：平井　郁仁　福岡大学医学部　消化器内科学講座

演者：国崎　玲子　横浜市立大学附属市民総合医療センター　炎症性腸疾患 （IBD） センター
「IBD合併妊娠	up	to	date	2020	～当院における管理の実際も含めて～」

	 イブニングセミナー	2	 6月19日（金）第２会場　15：30～16：30
共催：第一三共株式会社／アストラゼネカ株式会社

消化器・循環器医が考える上部消化管出血予防戦略について
司会：小林　広幸　福岡山王病院　消化器センター

演者①：山口　直之　長崎大学病院　光学医療診療部
「最適な薬剤性消化管粘膜傷害予防を再考する」

演者②：横井　宏佳　福岡山王病院　循環器センター
「DAPT時代における消化管出血予防戦略」

	 イブニングセミナー	3	 6月19日（金）第３会場　15：30～16：30
共催：アッヴィ合同会社／EAファーマ株式会社

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①：山本章二朗　宮崎大学医学部内科学講座　消化器血液学部門
「IBDどう考える？～内科の立場から～」

演者②：野明　俊裕　くるめ病院
「IBDどう考える？～外科の立場から～」

－ 30－ － 31－
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研修医発表

【6月19日（金）第３会場（アクロス福岡　6F　606会議室）】

食道・小腸 9：00～9：28

座長：　　　　　　　　　　済生会川内病院　消化器内科　嵜山　敏男
長崎大学病院　消化器内科／医療教育開発センター　松島加代子

研01（消） 経皮経食道胃管挿入術（PTEG）を施行した胃全摘術後の1例
大分県厚生連鶴見病院　消化器内科　寺師　尚平

研02（内） 取り下げ

研03（内） 回腸に浸潤穿孔した腸間膜脱分化型脂肪肉腫の1例
公立学校共済組合九州中央病院臨床研修医　首藤　広恵

研04（内） 取り下げ

胃・十二指腸 9：28～10：10

座長：麻生飯塚病院　消化器内科　赤星　和也
宮崎県立宮崎病院　外科　日髙　秀樹

研05（消） 術後病理診断で判明したEpstein-Barr virus（EBV）関連胃癌の一例
鹿児島市立病院　消化器内科　曽根崎千智

研06（内） 取り下げ

研07（内） 取り下げ

研08（内） 取り下げ

研09（消） 残胃癌手術症例の検討
国立病院機構長崎医療センター　外科　高尾　亮太

研10（消） 十二指腸Glomus腫瘍の1例
国立病院機構　九州医療センター　肝胆膵外科、臨床研究センター　新山　竣一

－ 32－ － 33－
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大腸 10：10～10：45

座長：　　　　　　　　　浜の町病院　外科　植木　　隆
宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　野田　貴穂

研11（内） 動脈塞栓術で血流制御後に切除した骨盤腔内巨大孤立線維性腫瘍の1例
公立学校共済組合九州中央病院臨床研修医　今井　　稜

研12（消） 取り下げ

研13（内） sm浸潤を認めた鋸歯状病変由来腺癌の1例
佐賀大学　医学部　消化器内科　朝長　道人

研14（消） 取り下げ

研15（内） 取り下げ

－ 32－ － 33－
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【6月19日（金）第４会場（アクロス福岡　6F　607会議室）】

肝1 9：00～9：28

座長：宮崎大学医学部内科学講座　消化器血液学分野　永田　賢治
九州大学大学院　消化器・総合外科（第二外科）　伊藤　心二

研16（消） 右心室に転移した肝細胞癌に対しレンバチニブを投与した一例
地域医療機能推進機構　九州病院　内科　南川　容子

研17（消） アジスロマイシンによる薬剤性肝障害の一例
長崎大学病院消化器内科　千代川聖道

研18（消） 取り下げ

研19（消） 取り下げ

肝2 9：28～9：56

座長：福岡赤十字病院　肝臓内科　早田　哲郎
長崎大学病院　消化器内科　小松　直広

研20（消） 約4年半の経過で増大を認め、2度の肝腫瘍生検で評価を行ったアルコール性過形成性
結節の一例

長崎県五島中央病院　末原　照大

研21（消） 初発症状として失神をきたし発見された肝血管肉腫の1例
鹿児島市立病院　消化器内科　山里　　侑

研22（消） 大腸癌化学療法後のびまん性肝動脈門脈シャントによる脳症に対しTAEが有効であっ
た一例

独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　肝臓内科　中尾　　海

研23（消） 取り下げ
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肝3 9：56～10：24

座長：　　　　　琉球大学医学部附属病院　第一内科　前城　達次
久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門　天野　恵介

研24（消） 取り下げ

研25（消） 神経線維腫症1型に合併したBudd-Chiari症候群に対して経皮的血管形成術を行い肝
硬度の改善が得られた1例

長崎大学病院消化器内科　白石　健悟

研26（消） 取り下げ

研27（消） 取り下げ

肝4 10：24～10：52

座長：国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　山下　尚毅
長崎大学病院　消化器内科　佐々木　龍

研28（消） 取り下げ

研29（消） 肝未分化癌の1剖検例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　今井　　稜

研30（消） 化学放射線療法終了後にびまん性肺胞傷害（DAD）を合併した細胆管細胞癌の1剖検例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　大塚　　徹

研31（消） 肝膿瘍を合併し診断に苦慮した肝細胞癌の1剖検例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　鈴木　湧貴

－ 34－ － 35－
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【6月19日（金）第５会場（アクロス福岡　6F　608会議室）】

胆 9：00～9：28

座長：　KKR浜の町病院　肝胆膵内科　高橋　和弘
福岡大学筑紫病院　消化器内科　丸尾　　達

研32（消） 肝細胞癌と結腸癌肝転移の同時性重複癌の1例
長崎大学大学院　移植・消化器外科　西迫　広貴

研33（消） 副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）産生に伴い高カルシウム血症を呈した十二指腸乳
頭部癌の1例

独立行政法人国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　濱田　夢佳

研34（消） ERCP後に発症し、好酸球性胃炎を伴った好酸球性胆管炎の1例
長崎医療センター　臨床研究センター肝臓内科　五所　大和

研35（内） 取り下げ

膵・その他1 9：28～9：56

座長：　　　　出水総合医療センター　田口　宏樹
福岡大学筑紫病院　消化器内科　永山林太郎

研36（消） 高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する膵尾部癌に対して
Pembrolizumabを投与できた症例

独立行政法人国立病院機構九州医療センター消化器内科　川口　晃三

研37（消） 取り下げ

研38（消） 膵嚢胞性疾患と鑑別を要した退形成性膵癌の1例
九州医療センター　肝胆膵外科　宮近　晃多

研39（消） 右半結腸切除術後に発症した下膵十二指腸動脈瘤破裂の1例
国立病院機構　長崎医療センター　外科　本多　弘幸

－ 36－ － 37－
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膵・その他2 9：56～10：24

座長：久留米大学病院　消化器内科／がん集学治療センター　牛島　知之
済生会川内病院　消化器内科　藤田　俊浩

研40（消） 総胆管に穿破した膵仮性嚢胞内出血の1例
鹿児島市立病院　消化器内科　重田早紀子

研41（消） 取り下げ

研42（内） 取り下げ

研43（消） 下痢を契機に診断されたリウマチ性多発筋痛症に伴う続発性消化管アミロイドーシス
の一例

独立行政法人　労働者健康安全機構　熊本労災病院　柏田　彩圭

膵・その他3 10：24～10：52

座長：国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　加来　豊馬
鹿児島市立病院　消化器内科　岩下　祐司

研44（内） 膵に浸潤しEUS-FNAで診断した悪性リンパ腫の一例
長崎大学病院　消化器内科　大山　　格

研45（内） 巨大膵石に対する内視鏡治療の1例
大分県立病院　消化器内科　濱崎　俊輔

研46（内） 取り下げ

研47（消） 取り下げ

－ 36－ － 37－
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専修医発表

【6月19日（金）第３会場（アクロス福岡　6F　606会議室）】

胃・十二指腸1 13：20～13：48

座長：大分大学医学部　消化器内科　沖本　忠義
福岡赤十字病院　消化器内科　工藤　哲司

専01（内） メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患による胃病変の1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

専02（内） 自然経過で病変が消失した消化管T/NK細胞性リンパ増殖疾患
下関市立市民病院　消化器内科　加来　寿光

専03（内） 取り下げ

専04（消） 当院ESD症例におけるH. pylori未感染胃癌の動向とその臨床病理学的検討
大分赤十字病院　消化器内科　鹿子嶋洋明

胃・十二指腸2 13：48～14：23

座長：福岡大学病院　消化器内科　石橋　英樹
福岡山王病院　消化器内科　遠藤　伸悟

専05（内） 取り下げ

専06（消） 取り下げ

専07（内） 胃底腺ポリープと過形成性ポリープがピロリ未感染胃粘膜に共存しPPIの投与中に増
大・出血した多発性胃ポリープの一例

福岡赤十字病院　消化器内科　西田美沙子

専08（内） 長期間のボノプラゾン投与による高ガストリン血症が原因と考えられた多発過形成性
ポリープに混在した早期胃癌の一例

春回会井上病院　消化器内科　平井　　哲

専09（内） 取り下げ
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胃・十二指腸3 14：23～14：51

座長：国立病院機構　九州医療センター　消化器科　原田　直彦
鹿児島市立病院　消化器内科　那須雄一郎

専10（消） 取り下げ

専11（内） 胃・十二指腸に広範な消化管病変を呈したIgA血管炎の一例
福岡山王病院　消化器内科　杉野　絢子

専12（内） 上腸間膜動脈ステント挿入で軽快した虚血性胃十二指腸粘膜病変を伴う腹部アンギナ
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13（内） 取り下げ

胃・十二指腸4 14：51～15：19

座長：済生会熊本病院　消化器病センター　上原　正義
福岡山王病院　消化器内科　久保倉尚哉

専14（消） 十二指腸下行脚に発生した胃型腫瘍に対して腹腔鏡内視鏡合同手術を施行した一例
九州大学病院　臨床・腫瘍外科　松吉　隆仁

専15（消） 十二指腸Gangliocytic paragangliomaの一切除例
宮崎県立宮崎病院　外科　小佐井孝彰

専16（内） 取り下げ

専17（消） 高アンモニア血症を伴った十二指腸憩室出血に対し経カテーテル動脈塞栓術（IVR）が
著効した一例

鹿児島大学　医歯学総合研究科　生活疾患・生活習慣病学　灰床　裕介
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【6月19日（金）第４会場（アクロス福岡　6F　607会議室）】

食道1 13：20～13：55

座長：福岡大学筑紫病院　消化器内科　小野陽一郎
長崎大学病院　消化器内科　塩田　純也

専18（内） 経鼻内視鏡で診断されたhuman papilloma virus関連下咽頭癌の一例
済生会福岡総合病院　消化器内科　梅谷　聡太

専19（内） 炎症様の縦走発赤に混在して認めた早期食道癌の1例
地方独立行政法人　芦屋中央病院　消化器内科　高橋　篤史

専20（内） 取り下げ

専21（内） 取り下げ

専22（内） 取り下げ

食道2 13：55～14：37

座長：　　　社会医療法人共愛会　戸畑共立病院　消化器病センター　宗　　祐人
宮崎大学医学部附属病院　光学医療診療部・消化器病センター　武野　慎祐

専23（消） 取り下げ

専24（消） 取り下げ

専25（消） 胸部食道癌に対し根治的CRTおよびPDT施行後にサルベージ食道切除術を施行した1例
大分大学消化器・小児外科　長谷川　巧

専26（内） 取り下げ

専27（内） メサラジン粉砕治療にて良好な長期経過が得られている難治性食道潰瘍の1例
宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　小川宗一郎

専28（内） 食道アカラシアに対するバルーン拡張術で穿孔をきたすも保存的治療で軽快し通過障
害の改善も得られた1例

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　宮園　智至
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小腸 14：37～15：26

座長：　　　　　　　　　　　潤和会記念病院　外科　佛坂　正幸
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　檜沢　一興

専29（内） 多発小腸神経内分泌腫瘍の一例
九州大学大学院　病態機能内科学　谷口　義章

専30（内） 取り下げ

専31（内） 貧血を契機に発見された小腸pyogenic granulomaの1例
九州大学病院　病態機能　内科学　吉村　悠花

専32（消） 小腸膀胱瘻を形成した原発性腸結核の1例
地域医療機能推進機構　九州病院　内科　水江龍太郎

専33（消） 取り下げ

専34（消） 腸重積を契機に発見された回腸異所性膵の1例
鹿児島大学　消化器疾患生活習慣病学　嶋田淳之介

専35（内） 出血性胃潰瘍を契機に発症した非閉塞性腸間虚血（NOMI）の1剖検例
製鉄記念八幡病院　消化器内科　才木　琢登

－ 40－ － 41－

プログラム・抄録集



【6月19日（金）第５会場（アクロス福岡　6F　608会議室）】

大腸1 13：20～13：55

座長：大腸肛門病センター高野会　くるめ病院　野明　俊裕
福岡大学筑紫病院　消化器内科　大津　健聖

専36（消） 取り下げ

専37（内） リンパ節転移を認めた径10mmの直腸神経内分泌腫瘍の1例
産業医科大学　医学部　第一外科　藤本　勝士

専38（消） 取り下げ

専39（内） 壁内転移を伴った直腸癌の1例
国家公務員共済組合連合会　千早病院　消化管内科　江頭信二郎

専40（内） 特徴的な臨床病理像を呈した壮年女性痔瘻癌の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　鍛冶屋　祐

大腸2 13：55～14：23

座長：　　　　　　　　　福岡大学筑紫病院　外科　東　大二郎
国立病院機構　長崎医療センター　消化器科　西山　　仁

専41（内） serrated polyposis syndromeの1例
九州大学　大学院　病態機能内科学　森　麻里母

専42（内） 高CEA血症を呈した糞便性重症虚血性腸炎の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　鍛冶屋　祐

専43（内） 濾胞性リンパ腫による腸重積の1例
済生会熊本病院　消化器内科　牛嶋　真也

専44（内） 内視鏡的整復後に腹腔鏡下で切除した巨大脂肪腫による腸重積の1例
福岡大学　医学部　消化器内科　江上弥之介
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大腸3 14：23～14：58

座長：　　　　福岡大学医学部　消化器内科　平井　郁仁
佐賀大学医学部附属病院　消化器内科　鶴岡ななえ

専45（消） 取り下げ

専46（消） メサラジン製剤による薬剤性肺障害を呈した潰瘍性大腸炎の一例
熊本大学病院　消化器内科学　鶴田　結子

専47（内） Infliximab投与により薬剤誘発性ループスを発症した潰瘍性大腸炎の1例
福岡赤十字病院　消化器内科　吉原　崇正

専48（内） 多発性筋炎に合併した大腸型クローン病に対しウステキヌマブが奏功した1例
九州大学大学院　病態機能内科学　押領司祐貴子

専49（内） トシリズマブ関連腸炎が疑われた1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　大久保彰人

胆・膵・その他 14：58～15：26

座長：鹿児島大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器疾患・生活習慣病学分野　岩屋　博道
国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　肱岡　真之

専50（消） 肝門部領域胆管癌に対するside by side stentingによる両葉ドレナージを行った一例
済生会川内病院　上木原雄介

専51（消） 腹腔鏡下胆嚢摘出術後のクリップ迷入に起因した総胆管結石性胆管炎の一例
飯塚病院　消化器内科　濱崎　慎平

専52（消） 取り下げ

専53（消） 保存的に経過をみた大網出血の一例
熊本赤十字病院　楠本　周平
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【6月19日（金）第６会場（アクロス福岡　6F　601会議室）】

肝1 13：20～13：48

座長：福岡大学病院　消化器内科　竹山　康章
新小倉病院　消化器内科　谷本　博徳

専54（消） 免疫チェックポイント阻害剤使用後に特徴的な肝障害を呈した2例
九州大学病院　病態制御内科学　押領司虞子

専55（消） 取り下げ

専56（消） 肝不全を来したびまん性肝血管肉腫の3例
九州大学大学院　消化器・総合外科　伊勢田憲史

専57（消） 取り下げ

肝2 13：48～14：16

座長：　　　　　　　　北九州市立医療センター　肝臓内科　河野　　聡
佐賀大学医学部附属病院　肝臓・糖尿病・内分泌内科　高橋　宏和

専58（消） 取り下げ

専59（消） 取り下げ

専60（消） 取り下げ

専61（消） 肝原発腺扁平上皮癌の1例
久留米大学　医学部　内科学講座　消化器内科部門　河野　　隆
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肝3 14：16～14：44

座長：　　　　　　浜の町病院　肝臓内科　具嶋　敏文
宮崎医療センター病院　消化器内科　稲田由紀子

専62（消） 非典型的な画像所見を呈し術前診断が困難であった限局性結節性過形成の1症例
熊本大学病院　消化器内科　山岡　哲秀

専63（消） StageIV肺癌治療中に診断的治療で根治切除し得た、術後8年目再発の肝内胆管癌の
一例

熊本大学大学院　消化器外科学　松岡　隼平

専64（消） 取り下げ

専65（消） インフリキシマブ投与中のクローン病患者に生じた肝細胞癌の一例
琉球大学医学部附属病院　第一内科　中田　安香

膵・その他 14：44～15：19

座長：JCHO九州病院　肝・胆・膵・消化管内科　上平　幸史
産業医科大学医学部　第三内科学　久米井伸介

専66（消） 主膵管型膵管内乳頭粘液性腺腫に併存した膵上皮内癌の1例
宮崎県立宮崎病院　外科　新垣　滉大

専67（消） 免疫関連副作用（irAEs）による膵炎が疑われた一例
長崎大学病院　消化器内科　児嶋　知仁

専68（消） 取り下げ

専69（消） 取り下げ

専70（内） 壊疽性膿皮症を合併した潰瘍性大腸炎の一例
九州大学大学院　病態機能内科学　大草　　響
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一般演題発表

【6月19日（金）第６会場（アクロス福岡　6F　601会議室）】

食道 9：00～9：42

座長：地方独立行政法人　芦屋中央病院　消化器内科　高木　靖寛
大分大学医学部　消化器内科　小川　　竜

001（消） 食道原発悪性黒色腫の一例
久留米大学内科学講座消化器内科部門　南　　真平

002（内） 表在型食道類基底細胞扁平上皮癌の1例
福岡赤十字病院　消化器内科　工藤　哲司

003（内） 扁平上皮下進展を伴った表在型Barrett食道腺癌の1例
福岡大学医学部消化器内科　石橋　英樹

004（内） ROS1陽性肺腺癌に対するcrizotinibによる薬剤性食道炎の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　濱田　広之

005（内） 食道Pyogenic granulomaの1切除例
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　重橋　　周

006（消） 内視鏡的食道静脈瘤結紮術後の食道壁内血腫に対し人工呼吸管理を行うことで救命で
きた非代償性肝硬変の一例

春回会　井上病院　消化器内科　桑原　　愛
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胆・膵・その他 9：42～10：17

座長：鹿児島大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器疾患・生活習慣病学分野　田ノ上史郎
福岡山王病院　肝臓・胆のう・膵臓内科　新名　雄介

007（内） 取り下げ

008（消） 取り下げ

009（消） 取り下げ

010（内） 膵腸吻合部狭窄に対して経消化管（輸入脚）的膵管ドレナージ術を行なった1例
久留米大学病院　内科学講座　消化器内科部門　平井　真吾

011（内） メッシュを用い腹腔鏡下修復術を行った肋間ヘルニアの1例
大分大学　医学部　消化器・小児外科学講座　藤永　淳郎
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【6月20日（土）第３会場（アクロス福岡　6F　606会議室）】

胃・十二指腸1 9：00～9：35

座長：　　佐賀県医療センター好生館　消化器内科　緒方　伸一
社会医療法人　春回会　井上病院　消化器科　大仁田　賢

012（消） 取り下げ

013（内） 特異な形態を呈したRindi III型胃神経内分泌腫瘍の1例
九州大学大学院　病態機能内科学／岩手医科大学　消化器内科消化管分野　川崎　啓祐

014（消） AFP産生胃癌の2例
久留米大学　内科学講座　消化器内科部門　中根　智幸

015（内） 特異な形態を呈した胎児消化管類似胃癌の2例
済生会福岡総合病院　内科　中野佳余子

016（内） pT1b（SM）胃リンパ球浸潤癌（GCLS）自験例の検討
九州大学大学院病態機能内科学　保利　喜史

胃・十二指腸2 9：35～10：10

座長：熊本大学大学院生命科学研究部　消化器外科学講座　馬場　秀夫
千早病院　消化管内科　河内　修司

017（消） 取り下げ

018（消） 進行胃癌に対してニボルマブを投与し薬剤性尿細管間質性腎炎を発症した1例
熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学　具嶋　亮介

019（消） 造影CT平衡相によるExtracellular volume fractionを用いた進行胃癌の術後再発予測
九州大学病院　臨床放射線科　西牟田雄祐

020（内） 胃体部と前庭部が潰瘍底でトンネル状の瘻孔形成した壁外発育性進行胃癌の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　亀田　昌司

021（内） 抗TIF1抗体陽性を契機に発見され術後に皮膚筋炎が軽快した無症候性進行胃癌の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　濱田　広之
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胃・十二指腸3 10：10～10：45

座長：　原三信病院　消化管内科　原口　和大
熊本大学病院　消化器内科　具嶋　亮介

022（消） 胃癌口腔内転移の一例
熊本大学大学院消化器外科学　小野明日香

023（消） 貧血を契機に発見された原発性肺癌胃転移の3例
熊本労災病院　消化器内科　日隈ゆかり

024（内） 胃癌を合併したhamartomatous inverted polyp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　鷲尾　恵万

025（内） 粘膜下異所性胃腺から発生した早期胃型胃癌の1例
九州大学大学院病態機能内科学　井原勇太郎

026（内） 癌化により形態変化を来したと考えられた過形成性ポリープの一例
福岡赤十字病院　消化器内科　近藤　雅浩
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【6月20日（土）第４会場（アクロス福岡　6F　607会議室）】

胃・十二指腸4 9：00～9：28

座長：　　済生会福岡総合病院　消化器内科　吉村　大輔
佐賀大学医学部附属病院　消化器内科　坂田　資尚

027（内） 血清抗体陰性Helicobacter pylori感染症における内視鏡所見
江森医院　宮崎　正史

028（内） H.pylori除菌前後で色調変化をきたした手つなぎ癌の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

029（内） ボノプラザン投与にて増大し貧血の原因となった胃底腺ポリープの1例
大分赤十字病院　消化器内科　高橋　晴彦

030（内） 当院における胃底腺型胃癌15例の検討
福岡山王病院　消化器内科　遠藤　伸悟

胃・十二指腸5 9：28～10：03

座長：福岡赤十字病院　消化器内科　平川　克哉
JCHO九州病院　内科　永田　　豊

031（消） 健診内視鏡検査で指摘し診断に至った若年性ポリポーシス症候群の一例
熊本中央病院　健診センター　三浦　浩美

032（内） 取り下げ

033（内） 胃カンジダ症の1例
地域医療機能推進機構九州病院　内科　甲斐　貴大

034（内） 取り下げ

035（内） 診断に苦慮した胃蜂窩織炎及び小腸炎の1例
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学　水流　大尭
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胃・十二指腸6 10：03～10：38

座長：産業医科大学医学部　第1外科学教室（消化器・内分泌外科）　平田　敬治
 国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　隅田　頼信

036（消） 難治性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療後に発症した上腸間膜動脈症
候群の一例

福岡ゆたか中央病院　増原　裕之

037（内） 取り下げ

038（消） 貧血を契機に早期発見しえた小型十二指腸GISTの一例
麻生飯塚病院　消化器内科　芥川　宗樹

039（内） 十二指腸下行脚のNETに対して腹腔鏡・内視鏡合同手術（D-LECS）を施行した一例
福岡山王病院　消化器内科　久保倉尚哉

040（内） EMRO（EMR with OTSC）が有用であった十二指腸NETの2例
九州大学病院　光学医療診療部　吉田雄一朗

胆・その他1 10：38～11：06

座長：鹿児島大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器疾患・生活習慣病学分野　樋之口　真
北九州市立医療センター　消化器内科　植田圭二郎

041（消） 取り下げ

042（消） 光線力学的療法における独自のポルフィリン錯体化合物を用いた新たな光感受性物質
の開発

宮崎大学　医学部　外科　今村　直哉

043（消） IgG4関連硬化性胆管炎：確診例と準確診例の2症例
社会医療法人　福岡青洲会病院　消化器内科　中屋　照雄

044（消） 腹腔内や後腹膜の臓器外腫瘤に対するEUS-FNABの有用性の検討
国立病院機構　嬉野医療センター　竹内　祐樹
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【6月20日（土）第４会場（アクロス福岡　6F　607会議室）】

胆・その他2 13：20～13：48

座長：　浦添総合病院　消化器内科　高木　　亮
鹿児島市立病院　消化器内科　中村　義孝

045（内） 取り下げ

046（内） 取り下げ

047（内） 取り下げ

048（消） 若手消化器医のトレーニング法に関する検討
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　原田　直彦

小腸1 13：48～14：16

座長：　　　　　　　　　九州大学大学院　病態機能内科学　川崎　啓祐
琉球大学医学部附属病院　第一内科／光学医療診療部　金城　　徹

049（内） 瘻孔を形成した小腸びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の一例
福岡赤十字病院　消化器内科　野村亜貴子

050（内） 取り下げ

051（内） 消化管出血を契機に診断に至った空腸異所性膵の一例
福岡赤十字病院　消化器内科　今津　愛介

052（内） 取り下げ
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小腸2 14：16～14：44

座長：宮崎大学医学部内科学講座　循環体液制御学分野（第一内科）　稲津　東彦
福岡大学筑紫病院　炎症性腸疾患センター　髙津　典孝

053（消） 取り下げ

054（消） 若年発症小腸型Crohn病に対してUstekinumabが奏功した一例
熊本赤十字病院　消化器内科　南　　信弘

055（消） T-SPOT陰性のクローン病患者にIFX-BSを導入後、結核を発症した一例
慈愛会　いづろ今村病院　消化器内科　生駒今日子

056（消） 取り下げ

小腸3 14：44～15：12

座長：産業医科大学病院　内視鏡部　芳川　一郎
浜の町病院　消化器内科　尾石　義謙

057（内） 心膜炎を契機とした好酸球性胃腸炎の1例
白十字病院　消化器内科　横手　章人

058（内） NBI併用拡大観察にて治療前後の絨毛変化を確認できた突然発症のセリアック病様小
腸炎の一例

長崎大学病院　消化器内科　谷口　育洋

059（消） 取り下げ

060（内） 胃切除後空腸重積症に対して内視鏡的整復術を施行した一例
福岡大学病院　救命救急センター　大藏　裕子
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【6月20日（土）第５会場（アクロス福岡　6F　608会議室）】

大腸1 9：00～9：35

座長：　　　　聖マリア病院　消化器内科　鶴田　　修
佐賀大学医学部　一般・消化器外科　真鍋　達也

061（内） 当院における同時性多発大腸癌の臨床病理学的検討
福岡市立病院機構福岡市民病院　消化器内科　高橋　俊介

062（内） 取り下げ

063（消） 超拡大内視鏡とAIが潰瘍性大腸炎関連腫瘍のサーベイランスに有用であった一例
久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門　福永　秀平

064（消） 取り下げ

065（内） 取り下げ

大腸2 9：35～10：10

座長：大分大学医学部　消化器・小児外科学講座　猪股　雅史
聖マリア病院　消化器内科　河野　弘志

066（消） 大腸癌に起因した壊死性筋膜炎の3例
宮崎大学　医学部　外科学講座　落合　貴裕

067（内） 腸管子宮内膜症に合併し著明な脈管侵襲を伴い特殊肉眼型を呈した大腸低分化腺癌の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　坂本　　圭

068（内） 取り下げ

069（内） Pyogenic granulomaに合併した直腸癌の1例
如水会今村病院　内視鏡治療センター　古賀亜希子

070（消） 大腸悪性狭窄に対して留置した大腸ステントによって腸管穿孔をきたしかけた一例
筑後市立病院　田中　寛士
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大腸3 10：10～10：45

座長：社会医療法人　製鉄記念八幡病院　消化器内科　中村　滋郎
九州がんセンター　消化管内視鏡科　西牟田雄祐

071（内） 取り下げ

072（内） 取り下げ

073（内） 取り下げ

074（内） 下血を契機に発見されたColonic muco-submucosal elongated polypの一例
JCHO九州病院　内科　永田　　豊

075（内） 低位前方切除術8年後に吻合部静脈瘤出血をきたした1例
国家公務員共済組合連合会　千早病院　消化管内科　河内　修司

大腸4 13：20～13：48

座長：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
原三信病院　消化器内科　麻生　　暁

076（内） 抗血栓薬内服中に血腫による大腸粘膜剥離をきたした2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

077（消） Pembrolizumab投与により免疫関連有害事象と考えられる重篤な大腸炎を生じた一例
長崎医療センター　消化管内科　中島悠史郎

078（内） オルメサルタンに関連した難治性下痢症の1例
医療法人社江頭会　さくら病院　村上　祐一

079（内） 取り下げ
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大腸5 13：48～14：23

座長：　　　　　　長崎県五島中央病院　竹島　史直
九州大学大学院　病態機能内科学　梅野　淳嗣

080（内） 取り下げ

081（内） ゴリムマブ導入後に1年を経て寛解導入できた潰瘍性大腸炎の1例
地方独立行政法人　芦屋中央病院　消化器内科　高木　靖寛

082（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
地方独立行政法人　芦屋中央病院　麻生　　頌

083（消） 取り下げ

084（消） 取り下げ

大腸6 14：23～14：51

座長：医療法人社団　魁正会　服部胃腸科　櫻井　宏一
高邦会高木病院　消化器内科　山内　康平

085（内） 全身症状を強く呈したYersinia pseudotuberculosis感染によるエルシニア腸炎の1例
福岡山王病院　藤見　寛子

086（内） 取り下げ

087（内） 大腸に限局したALアミロイドーシスの一例
地域医療機能推進機構九州病院内科　秋吉　大輔

088（消） 動脈塞栓術で止血しえた大腸憩室出血の1例
戸畑共立病院　消化器病センター　榊原　重成
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大腸7 14：51～15：19

座長：大腸肛門病センター高野病院　消化器内科　野崎　良一
熊本中央病院　健診センター　大谷　　響

089（内） 内視鏡的に切除した直腸神経節細胞腫の1例
製鉄記念八幡病院　消化器内科　河野　真一

090（内） 腫瘍内石灰化を伴いリンパ節転移を認めた11mmの直腸カルチノイド腫瘍（NET-G1）
の1例

公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　亀田　昌司

091（内） 注腸法で非観血的に整復し内視鏡診断し得た成人特発性腸重積の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　坂本　　圭

092（内） 内視鏡的整復を行い解除し得た盲腸軸捻転症の一例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　消化器内科　野坂　佳愛
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【6月20日（土）第６会場（アクロス福岡　6F　601会議室）】

肝1 10：00～10：28

座長：　　　　　　　　　　　　　　　千早病院　道免　和文
くまもと森都総合病院　肝臓・消化器内科　束野奈津己

093（消） 当院における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
北九州市立医療センター　内科　河野　　聡

094（消） レンバチニブ開始7日目のCTで腫瘍の広範囲な壊死を認めるも、休薬により急速な増
悪をきたした肝細胞癌の1例

北九州市立医療センター　内科　重松　宏尚

095（消） 肝細胞癌に対するレンバチニブ投与症例の多施設共同研究
地域医療機能推進機構　九州病院　内科　一木　康則

096（消） 取り下げ

肝2 10：28～10：56

座長：　　　　　　　　　九州大学病院　総合診療科　平峯　　智
久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門　岩本　英希

097（消） 当科における肝細胞癌に対するレンバチニブ治療症例の検討
北九州市立医療センター　内科　重松　宏尚

098（消） B型慢性肝炎Genotype A症例の検討
北九州市立医療センター　内科　河野　　聡

099（消） C型肝炎に対するグレカプレビル/ピブレンタスビル配合剤 （GLE/PIB）の有効性と安
全性に関する検討

国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　山下　尚毅

100（消） 原発性胆汁性胆管炎と診断され，20年後に急性増悪した慢性肝炎の一例
新小倉病院　肝臓病センター　山下　信行
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肝3 13：20～13：48

座長：　　　　　　　　　　産業医科大学医学部　第三内科学　大江　晋司
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学（第三内科）　田中　正剛

101（消） 原発性胆汁性胆管炎に合併した高齢発症の好酸球性血管性浮腫の一例
福岡大学西新病院　消化器内科　岩下　英之

102（消） 肝細胞癌に対するレンバチニブ投与により大腿部に潰瘍性皮膚病変をきたした1例
国家公務員共済組合連合会千早病院内科　道免　和文

103（消） 多施設共同研究によるC型代償性・非代償性肝硬変に対するDAA治療成績
九州大学関連肝疾患治療研究会　小川　栄一

104（消） 当院におけるC型肝炎患者拾い上げの取り組み
健和会　大手町病院　佐竹　真明

肝4 13：48～14：16

座長：　　　　　　　　　　　　　JCHO九州病院　内科　一木　康則
長崎大学病院　消化器内科／地域医療支援センター　原口　雅史

105（消） 原発性硬化性胆管炎との鑑別に苦慮した肝門部胆管癌の1例
福岡赤十字病院　肝臓内科　東　　具隆

106（消） 胆管細胞癌との鑑別に苦慮した肝悪性リンパ腫の1例
福岡赤十字病院　肝臓内科　宮山　隆志

107（消） 非アルコール性脂肪性肝疾患症例のFibroScanにおける肝硬度、controlled 
attenuation parameter（CAP）値と生活習慣病の関連性

鹿児島厚生連病院内科　最勝寺晶子

108（消） 肝生検を施行したTAFRO症候群の1例
JCHO九州病院　上平　幸史
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肝5 14：16～14：44

座長：　　　　　　　　　　　　　　　新小倉病院　肝臓病センター　山下　信行
国立病院機構　九州医療センター　肝臓センター／肝胆膵外科　高見　裕子

109（消） 肝内に非典型的画像所見を呈したIgG4関連疾患の一例
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門　蒲池　直紀

110（消） 成人発症2型シトルリン血症で肝移植に至った一例
国立病院機構九州医療センター　中嶋　摩依

111（消） 術前診断に難渋した晩期卵巣癌腹膜播種の1例
長崎大学病院　移植・消化器外科　川口　雄太

112（消） 診断に苦慮した胃GIST術後32年目に多発肝転移をきたした一例
地方独立行政法人　大牟田市立病院　内科・消化器内科・内視鏡内科　桑野　　徹

肝6 14：44～15：12

座長：　　　　北九州市立医療センター　肝臓内科　重松　宏尚
公立学校共済組合　九州中央病院　肝臓内科　東　　晃一

113（消） 取り下げ

114（消） 肝障害で発見された血管内悪性リンパ腫の1例
熊本赤十字病院　消化器内科　吉岡　律子

115（消） 重症型アルコール性肝炎に対しステロイドが奏功し，全身管理を継続し救命しえた1例
鹿児島大学　消化器疾患生活習慣病学　豊留　亜衣

116（消） 取り下げ
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