
研修医発表

【12月3日（金）　第3会場（1F　会議室103）】

十二指腸・小腸 11：05～11：40

座長：櫻井　宏一（服部胃腸科）　　　　　　　　	
町田　治久（済生会長崎病院　消化器内科）

研01（消）	 胃型十二指腸SM癌と腸型十二指腸SM癌の併存を認めた一例
佐賀大学医学部　内科学講座消化器内科　白水　萌子

研02（消）	 非乳頭部十二指腸癌の診断と治療
長崎県　島原病院　林田浩太朗

研03（内）	 十二指腸憩室出血をクリップにて止血し得た１例
長崎県五島中央病院　古賀　公基

研04（消）	 腸管膜に発生した胚中心進展性異形成の1例
宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター　小野　健太

研05（内）	 カプセル内視鏡で小腸原発悪性リンパ腫を存在診断しえた一例
高木病院　消化器内科　田中　　聡
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【12月3日（金）　第4会場（1F　会議室105）】

肝1 9：00～9：42

座長：大座　紀子（佐賀県医療センター好生館　肝胆膵内科）	
立山　雅邦（熊本大学病院　消化器内科学）　　　　　

研06（消）	 鼻翼部に皮膚転移をきたした肝細胞癌の1例
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院　長友　寿朗

研07（消）	 ATL肝浸潤にステロイド投与が奏功した1例
五島中央病院　内科　井上　知晃

研08（消）	 ミノサイクリンが被疑薬として考慮された薬剤性肝障害の1例
長崎大学　医学部　消化器内科　綿屋摩湖人

研09（消）	 肝細胞癌に対するアテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法後に、敗血症・間質性腎炎
を発症した１例

長崎大学病院　消化器内科　谷川　　舞

研10（消）	 肝細胞癌との鑑別が困難であったFNH-like	lesionの一例
国立病院機構　長崎医療センター　外科　西浦　壮志

研11（消）	 下顎部疼痛を初発症状とし多発肝腫瘤を呈したBurkittリンパ腫の1例
大分大学　医学部　消化器内科学講座　渡邊　咲仁

肝2 9：42～10：24

座長：河野　　聡（北九州市立医療センター　内科）　　　　　　　	
桑原礼一郎（久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門）

研12（消）	 C型肝炎ウイルスSVR後の初発肝細胞癌に関する検討
国立病院機構　長崎医療センター　外科　中平　皓太

研13（消）	 肝細胞癌の術前診断で切除した肝原発MALTリンパ腫の１例
独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院　内科　古阪　　広

研14（消）	 免疫チェックポイント阻害剤開始1年以上経過して肝機能障害を呈した肺癌の一例
五島中央病院　内科　増田　　岳

研15（消）	 上部消化管内視鏡検査で胃粘膜下腫瘍様の隆起性病変として発見された肝外発育型肝
細胞癌の1例

鹿児島市立病院　消化器内科　森本　みこ

研16（消）	 PTHrPによるHumoral	hypercalcemia	of	malignancy（HHM）を合併した胆管細胞
癌の一剖検例

公立学校共済組合　九州中央病院　内科　光安　　崚

研17（消）	 十二指腸静脈瘤の再破裂に対してDual	balloon-occluded	embolotherapy（DBOE）
を施行した1例

長崎医療センター　臨床研究センター　肝臓内科　大嶋　智洋
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肝3 10：24～11：06

座長：荒川　光江（大分大学医学部附属病院　肝疾患相談センター）	
宮明　寿光（長崎大学病院　消化器内科）　　　　　　　　　

研18（消）	 腫瘍塞栓による多発脳梗塞とPulmonary	tumor	thrombotic	microangiopathy
（PTTM）を合併していた肝細胞癌の1剖検例

公立学校共済組合　九州中央病院　内科　宮本　拓海

研19（消）	 Rituximabが著効した特発性血小板減少性紫斑病を合併した難治性自己免疫性肝炎の
一例

医療法人　創起会　くまもと森都総合病院　佐藤健太郎

研20（消）	 髄膜炎、眼内炎を合併した侵襲性肝膿瘍症候群の１例
佐賀県医療センター好生館肝胆膵内科　水田　一椰

研21（消）	 自己免疫性肝炎の経過中に原発性硬化性胆管炎を発症した一例
国家公務員共済組合連合会浜の町病院肝胆膵内科　中村　優里

研22（消）	 アテゾリズマブ＋ベバシズマブ併用療法中に直腸穿孔をきたした肝細胞癌の1例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　肝臓内科　平川　聖也

研23（消）	 著明な肝障害を来したダンピング症候群の1例
佐賀大学医学部附属病院　臨床研修センター　木須　絵里

その他 11：06～11：34

座長：宮里　　賢（那覇市立病院　消化器内科）　　　　　	
渡邉　丈久（熊本大学医学部附属病院　消化器内科）

研24（消）	 腹水を契機として診断に至ったBurkittリンパ腫の一例
大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科　郷田　　悠

研25（消）	 超音波検査を契機に孤立性上腸間膜動脈解離を診断し得た一例
霧島市立医師会医療センター　初期研修医　小栗　知也

研26（消）	 黄疸を主訴に受診し、上腸間膜静脈血栓症を併発していた上行結腸憩室炎の一例
済生会長崎病院　磯本　翔吾

研27（消）	 腹腔鏡下に切除した直腸背側にできた巨大なepidermoid	cystの一例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　中釜　英将
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【12月3日（金）　第5会場（1F　会議室110）】

胆 9：00～9：35

座長：石田　祐介（福岡大学医学部消化器内科学講座）	
森崎　智仁（JCHO	諫早総合病院）　　　　　　

研28（内）	 胆道ステント先端に結石を形成し内視鏡的摘除困難となった総胆管結石の１例
五島中央病院　消化器内科　塚本　祐生

研29（内）	 手術療法が施行困難であり経皮経肝胆嚢ドレナージチューブ長期留置状態の胆石胆嚢
炎に対し経皮経肝胆嚢鏡による治療を行った一例

国家公務員共済組合連合会浜の町病院　外科　古賀　艶可

研30（内）	 胆管出血および胆管穿孔に対して自己拡張型メタリックステントが有用であった一例
公立学校共済組合　九州中央病院　膵臓内科　落合　由佳

研31（消）	 重症急性膵炎の経過中に漏出性胆汁性腹膜炎を認めた一例
国立病院機構　長崎医療センター　臨床研究センター　肝臓内科　松尾　和哉

研32（消）	 空腸残胃ステントが有効であった、胆管空腸吻合術後、空腸狭窄の一例
佐賀大学医学部附属病院卒後臨床研修センター　森　美哉子

膵 9：35～10：03

座長：丸尾　　達（福岡大学筑紫病院　消化器内科）	
浦本有記子（熊本大学　消化器内科）　　　　

研33（消）	 ステロイド内服中の膵酵素上昇を認めない反復性急性膵炎の一例
国立病院機構　長崎医療センター　肝臓内科　平野　　藍

研34（消）	 糖尿病増悪を契機に腫瘤形成性膵炎からびまん性自己免疫性膵炎への進展を確認した
１例

独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院　吉山　和俊

研35（消）	 自己免疫性膵炎の診断から10年以上経過後に発症した膵癌の1切除例
九州大学病院　肝臓・膵臓・胆道内科　東木　孝太

研36（消）	 低血糖発作を契機に診断され腫瘍核出術で治癒を認めたインスリノーマの1例
沖縄県立中部病院　消化器内科　浦田みやこ
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胃 10：03～10：45

座長：具嶋　亮介（熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学）	
隅田　頼信（北九州市立医療センター　消化器内科）　　　　

研37（消）	 胃粘液癌との鑑別が困難であった膵浸潤性粘液性嚢胞腺癌の一例
佐世保中央病院　消化器内視鏡科　野尻　暁太

研38（消）	 鉄欠乏性貧血精査を契機に診断した自己免疫性胃炎に発生した胃神経内分泌癌の1例
小倉記念病院　消化器内科　鬼木　顕秀

研39（消）	 検診を契機に発見された自己免疫性胃炎に神経内分泌腫瘍を合併した1例
公益社団法人昭和会　いまきいれ総合病院　消化器内科　恒吉　祐成

研40（内）	 Helicobacter pylori未感染胃粘膜に発生した腺窩上皮型胃癌の1例
長崎大学病院消化器内科　伊達　美典

研41（内）	 粘膜下異所性胃腺直上の早期胃癌を内視鏡的に切除した1例
済生会長崎病院　福田　大毅

研42（内）	 胃癌合併若年性ポリポーシス症候群の1例
日本赤十字社長崎原爆病院　消化器内科　中牟田瑠璃
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【12月3日（金）　第6会場（1F　会議室109）】

食道 9：00～9：35

座長：石川　智士（芦屋中央病院　消化器内科）　	
小林慎一郎（長崎大学病院　胃・食道外科）

研43（消）	 内視鏡的バルーン拡張術が奏功した食道壁内偽憩室症の2例
福岡市立病院機構福岡市民病院　消化器内科　近藤　悠樹

研44（内）	 食道術後難治性良性狭窄に対しradial	incision	and	cutting	methodを行った１例
大分大学　医学部　消化器内科学講座　上尾　豪志

研45（消）	 Upside	down	stomachを呈した巨大食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下手術を施行し
た1例

長崎医療センター　外科　南部　生妃

研46（内）	 感染性大動脈瘤による食道穿破の一例
那覇市立病院　消化器内科　山内まり乃

研47（消）	 経皮的左心耳閉鎖術後にESD施行した再発性バレット食道腺癌の1例
小倉記念病院　井上　裕貴

大腸1 9：35～10：10

座長：高津　典孝（福岡大学筑紫病院　炎症性腸疾患センター）	
東　俊太朗（春回会　井上病院　消化器内科）　　　　　

研48（消）	 潰瘍性大腸炎に合併した高安動脈炎の1例
琉球大学病院　第一内科　江波戸大悟

研49（消）	 5-ASA不耐症を呈した高齢発症の潰瘍性大腸炎の一例
鹿児島市立病院　消化器内科　大迫　将精

研50（消）	 Localized	giant	inflammatory	polyposisによる大腸狭窄を合併したCrohn病の1例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　田中健太郎

研51（消）	 特徴的な皮疹を有しInfliximabが著効した大腸炎の一例
長崎大学病院　消化器内科　大城　絢音

研52（消）	 壊疽性膿皮症と無菌性筋肉内膿瘍を合併したinflammatory	bowel	disease	
unclassified（IBDU）の一例

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　青木　良平
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大腸2 10：10～10：45

座長：直江　秀昭（熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科）	
野明　俊裕（大腸肛門病センター　くるめ病院）　　　　　

研53（消）	 比較的早期に診断し得たCronkhite-Canada症候群の一例
大分赤十字病院　消化器内科　野尻　悠平

研54（消）	 腺腫性ポリープが併存したCronkhite-Canada症候群の一例
佐世保市総合医療センター　消化器内科　宮下　香世

研55（内）	 DDP-4阻害薬が原因薬剤と考えられたcollagenous	colitisの1例
佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科　吉富　裕加

研56（内）	 胆管ステントによるS状結腸穿孔に対してOver	the	scope	clipを用いた内視鏡的閉
鎖術が奏功した一例

国立病院機構　嬉野医療センター　消化器内科　陣内　杏月

研57（内）	 横行結腸憩室炎に伴う高度狭窄に対して大腸ステント留置によるBridge	to	Surgery
が有用であった1例

国立病院機構嬉野医療センター消化器内科　山口　勝城

大腸3 10：45～11：20

座長：庄野　　孝（熊本中央病院　消化器内科）　　　　	
真鍋　達也（佐賀大学医学部　一般・消化器外科）

研58（消）	 腹腔鏡下盲腸部分切除が診断と治療方針決定に有用であった虫垂粘液癌による腹膜偽
粘液腫/癌性腹膜炎の１例

国立病院機構長崎医療センター　教育センター　馬場あかね

研59（内）	 下部直腸全周性狭窄で発見され内分泌療法で長期寛解を維持している前立腺癌の1例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　田中健太郎

研60（消）	 超音波検査を契機に発見された鶏骨によるS状結腸穿通の1例
霧島市立医師会医療センター　白神　佳奈

研61（内）	 大腸憩室出血に対してEndoscopic	Band	Ligation（EBL）が有用であった2例
長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　太田　健二

研62（内）	 活動性大腸憩室出血に対するHSE局所注射とクリッピング併用療法の有用性
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院　消化器内科　濱田　誠司
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専修医発表

【12月3日（金）　第3会場（1F　会議室103）】

膵1 13：50～14：39

座長：足立　智彦（長崎大学病院　移植・消化器外科）　　	
藤森　　尚（九州大学病院　肝臓・膵臓・胆道内科）

専01（消）	 ENPDによる膵液細胞診にて診断し得た膵癌の１例
友愛医療センター　茶園　歩夢

専02（消）	 非機能性膵神経内分泌腫瘍術後にインスリン産生直腸転移をきたした１例
日本赤十字社　長崎原爆病院　新谷　和貴

専03（消）	 膵管ステント留置に伴い発症したと考えられた急性閉塞性化膿性膵管炎（AOSPD）の
1例

鹿児島市立病院消化器内科　前田　将久

専04（消）	 完全型膵管癒合不全が原因と考えられた急性膵炎の一例
今村総合病院　嶋田淳之介

専05（消）	 膵頭十二指腸切除後の膵空腸吻合狭窄により発症した膵石症に対し，超音波内視鏡下
膵管ドレナージを用い治療し得た一例

鹿児島大学病院　消化器疾患・生活習慣病学　大薗　宏輔

専06（内）	 膵管鏡下電気水圧結石破砕術（EHL）で截石した膵石症の一例
九州労災病院　消化器内科　末永　顕彦

専07（内）	 術後嚢胞感染のドレナージに直視型コンベックス走査式超音波内視鏡（EUS）が有用
だった2例

諫早総合病院消化器内科　小出　明妃

膵2 14：39～15：21

座長：知念　健司（友愛医療センター　消化器内科）　　　　　　	
橋元　慎一（鹿児島大学病院　消化器疾患・生活習慣病学）

専08（消）	 コロナ禍において本人の意向に沿って，自宅で最期を迎え得た末期膵臓癌患者の一例
福岡大学　医学部　消化器内科　下司　安春

専09（消）	 膵体尾部切除術後のIPMN残膵再発に対し、残胃血流に配慮した上で残膵全摘術を施
行した一例

産業医科大学　第1外科学　塚本　哲平

専10（消）	 3b型外傷性膵損傷に対して、EUSガイド下ランデブー法による膵管ステント留置で手
術を回避できた1例

鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　澤　　健一
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専11（内）	 成人T細胞白血病に併発した重症急性膵炎の一例
大分県立病院　消化器内科　児玉　康弘

専12（内）	 副乳頭アプローチでの経口膵管鏡下EHLにより治療した膵石症の1例
国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　小森　康寛

専13（内）	 1型自己免疫性膵炎において非ステロイド治療で経過中に発生した膵石症の2例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　中島　美紀

その他 15：21～16：10

座長：池田　拓人（宮崎大学医学部　消化器・内分泌・小児外科学分野）	
豊見山良作（那覇市立病院　消化器内科）　　　　　　　　　　　

専14（消）	 後上膵十二指腸動脈瘤破裂に対して血管塞栓術で止血を得られた一例
長崎大学　医学部　消化器内科　濱崎　俊輔

専15（消）	 保存的に経過観察しえた腹部内臓動脈瘤破裂と考えられた腹腔内出血の１例
福岡県済生会福岡総合病院　消化器内科　今村　壮志

専16（内）	 原因不明の直腸膣瘻に対してOTSC（Over-The-Scope	Clip）を用いた内視鏡的瘻孔閉
鎖術が有効であった1例

福岡大学　医学部　消化器内科学講座　柴田　　衛

専17（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

専18（消）	 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法にて診断しえた重複癌（副腎皮質癌及び原発性腹膜癌）
の一例

済生会川内病院　消化器内科　市田　泰海

専19（消）	 超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診（EUS-FNA）で診断し得た腸間膜神経内分泌腫瘍
（NET-G3）の１例

鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　山里　　侑

専20（消）	 腹腔鏡補助下に切除した小腸腸間膜転移を認めた右前腕粘液性脂肪肉腫の1例
琉球大学大学院　消化器・腫瘍外科学講座　石嶺　伝羽
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【12月3日（金）　第4会場（1F　会議室105）】

肝1 13：50～14：32

座長：遠藤　美月（大分大学消化器内科学講座）　　　　　　　	
橋元　　悟（地域医療機能推進機構（JCHO）　九州病院）

専21（消）	 切除不能進行肝癌に対する分子標的薬投与中に薬剤間で蛋白尿・腎機能への影響が異
なった1例

長崎大学病院　消化器内科　阪口　真千

専22（消）	 抗菌薬動注療法が奏功した過粘稠性Klebsiella.pneumoniaeによる難治性多発肝膿瘍
の一例

琉球大学病院　第一内科　兼元　萌実

専23（消）	 B型急性肝炎との鑑別が必要な経過であったde	novo	B型肝炎の1例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　森　　聡志

専24（消）	 鹿児島県で発生した感染経路不明のHEV	genotype	4による急性E型肝炎の一例
鹿児島厚生連病院　内科肝臓内科　梶原　　涼

専25（消）	 門脈血栓症を合併したSLEの1例
JCHO	諫早総合病院　消化器内科　草野　啓子

専26（消）	 妊娠を契機に食道静脈瘤増悪を認めた先天性胆道閉鎖症術後の１例
長崎大学病院　消化器内科　釣船　隼也

肝2 14：32～15：07

座長：本間　雄一（産業医科大学　第3内科）　　　　　　　　　　	
馬渡　誠一（鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学）

専27（消）	 肝細胞癌との鑑別が困難であった肝原発悪性リンパ腫の一例
佐賀県医療センター好生館　西田　泰治

専28（消）	 Kasabach-Merritt症候群を併発し治療に難渋した巨大肝血管腫の一例
熊本大学病院消化器内科　水田　貴大

専29（消）	 新型コロナウイルスワクチン接種後に肝機能障害を来たした一例
筑後市立病院　下河邉　尭

専30（消）	 当院の感染症スクリーニングにおけるHCV抗体陽性例の現状と対応に関する検討
熊本市立熊本市民病院　消化器内科　藤本　　敦

専31（消）	 亜鉛製剤による低銅血症が問題となったアルコール性肝硬変の一例
国立病院機構　長崎医療センター　肝臓内科　若松　　彩
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胆 15：07～15：35

座長：北里　　周（国立病院機構　長崎医療センター　外科）	
宮原　貢一（唐津赤十字病院　内科）　　　　　　　　

専32（消）	 G-CSF産生により著明な白血球増多を認めた胆嚢癌の1例
北九州総合病院　永汐　太郎

専33（消）	 肝門部領域胆管癌との鑑別に苦慮した断端神経腫の1例
熊本大学病院　消化器内科　山鹿　慎也

専34（消）	 乳癌から肝外胆管転移を来した一例
産業医科大学　第3内科学　本田　真仁

専35（内）	 両端pigtail型プラスチックステント留置が原因と考えられた仮性動脈瘤胆管穿破によ
る胆道出血の一例

長崎大学病院　消化器内科　柿添麻由子

小腸 15：35～16：24

座長：竹下　浩明（国立病院機構　長崎医療センター　腫瘍内科　外科）	
山本章二朗（宮崎大学医学部附属病院　消化器内科）　　　　　　

専36（消）	 EBウイルス関連小腸平滑筋肉腫の１例
琉球大学病院　第一内科　　萩原　啓太

専37（内）	 原因不明の消化管出血を契機に発見された小腸癌の１例
嬉野医療センター　消化器内科　原　　優実

専38（消）	 診断に苦慮したループス腸炎の一例
九州大学　大学院　病態機能内科学　宮園　智至

専39（消）	 肥厚性皮膚骨膜症を合併し、腸閉塞を契機に診断された非特異的多発性小腸潰瘍症の
1例

北九州総合病院　消化器内科　武川　慎治

専40（消）	 超音波内視鏡検査が術前診断に有用であった回腸子宮内膜症の一例
麻生飯塚病院　消化器内科　鈴木　祐輔

専41（内）	 複数の腸管狭窄に対して内視鏡的拡張術を施行し義歯を除去しえたクローン病の1例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　加治　拓朗

専42（消）	 難治性再発性小腸出血に対してハイブリッド手術を行うことで効率的に止血を得られ
た1例

友愛医療センター　大山　　格
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【12月3日（金）　第5会場（1F　会議室110）】

胃 10：45～11：27

座長：福田　浩子（佐世保市総合医療センター　消化器内科）	
水上　一弘（大分大学医学部　消化器内科）　　　　　

専43（消）	 限局性胃アミロイドーシスの一例
大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科　相馬　颯介

専44（消）	 肺転移を伴う胃原発血管肉腫の1例
熊本大学病院　消化器内科　河野　亮介

専45（内）	 重粒子線による胃十二指腸粘膜障害の1例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　伊藤　隆成

専46（内）	 検診を契機に発見されたラズベリー様腺窩上皮型胃癌の一例
鹿児島厚生連病院　消化器内科　寺田　　朋

専47（内）	 A型胃炎を背景に発生した十二指腸癌合併多発胃神経内分泌腫瘍に対する低侵襲治療
の工夫

鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　松元　琢真

専48（内）	 4型進行癌との鑑別を要した乳腺原発浸潤性小葉癌胃転移の1例
九州大学大学院　病態機能内科学　岡村　活揮

大腸1 13：50～14：39

座長：卜部　繁俊（長崎労災病院　消化器内科）	
竹下　茂之（日本赤十字社長崎原爆病院）

専49（消）	 腸管子宮内膜症から発生した大腸低悪性度子宮内膜間質肉腫の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　加来　寿光

専50（消）	 家族性大腸腺腫症（FAP）に合併した原発不明癌の一例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　柿原　敦子

専51（消）	 化学療法中に5-Fluorouracilに起因する高アンモニア血症による意識障害をきたした
1例

産業医科大学　第一外科学　葛山　堅斗

専52（内）	 粘膜下腫瘍様の形態を示した大腸癌の1例
藤元総合病院　消化器内科　板山　雄亮

専53（内）	 肝胆道系酵素の上昇を契機に発見された多発肝転移を伴う直腸内分泌細胞癌の一例
九州大学大学院　病態機能内科学　水江龍太郎

専54（内）	 組織学的にHerniationが確認されたSessile	serrated	lesionの1例
佐賀大学　医学部　内科学講座　消化器内科　朝長　道人

専55（内）	 4型進行直腸癌と鑑別を要した前立腺癌直腸浸潤の１例
地方独立行政法人　芦屋中央病院　消化器内科　大園　修吾
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大腸2 14：39～15：21

座長：北山　　素（長崎大学病院　消化器内科）　　　　　　	
竹田津英稔（久留米大学内科学講座　消化器内科部門）

専56（消）	 潰瘍性大腸炎に合併した多発性直腸カルチノイドの1例
産業医科大学　第3内科　坂東　昌哉

専57（消）	 治療に難渋した潰瘍性大腸炎にコルヒチンが著効した1例
熊本大学病院　消化器内科　豊田　俊徳

専58（内）	 ベドリズマブ投与中にサイトメガロウイルス腸炎を合併した潰瘍性大腸炎の１例
五島中央病院　消化器内科　馬渡　将語

専59（消）	 Mesalazineによる薬剤性好酸球性肺炎を生じた潰瘍性大腸炎の1例
宮崎大学医学部医学科　内科学講座　消化器内科学分野　吉田　直樹

専60（消）	 メサラジンによる間質性腎炎の増悪を繰り返した潰瘍性大腸炎の1例
宮崎大学　医学部　附属病院　消化器内科　田村　穂高

専61（消）	 インフリキシマブ投与中に乾癬様皮疹を生じウステキヌマブへの変更で改善を認めた
クローン病の1例

天草地域医療センター　消化器内科　野上　鈴夏

大腸3 15：21～16：03

座長：芦塚　伸也（宮崎大学内科学講座　消化器内科学分野）	
金城　　徹（琉球大学病院　光学医療診療部）　　　　

専62（消）	 肝癌に対する免疫チェックポイント阻害薬投与中に発症し所謂irAEとの鑑別を要した
Campylobacter	fetus腸炎の１例

福岡大学病院　消化器内科　柯　　懿玲

専63（内）	 コルヒチンが著効した家族性地中海熱遺伝子関連腸炎の１例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　筒井　章弘

専64（内）	 複雑型S状結腸憩室炎を併発し治療方針の決定に苦慮したdiverticular	colitisの一例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　樋脇　久美

専65（消）	 山梔子を含有する漢方薬中止から長期経過後に内視鏡および組織学的改善を確認した
特発性腸間膜静脈硬化症の2例

大分赤十字病院　消化器内科　照山　直樹

専66（消）	 S状結腸静脈瘤破裂に対しクリップ止血術が有効であった一例
社会医療法人　同心会　古賀総合病院　柴田麻珠子

専67（内）	 盲腸に発生したPseudolipomatosisの一例
九州鉄道記念病院　消化器内科　隅田恵理子
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【12月3日（金）　第6会場（1F　会議室109）】

食道1 13：50～14：18

座長：前田　英仁（鹿児島大学病院　消化器内科）　	
山口　太輔（嬉野医療センター　消化器内科）

専68（消）	 アルコール性ケトアシドーシスに合併した食道粘膜の黒色変化を伴う急性食道粘膜病
変の一例

熊本赤十字病院　消化器内科　宮部　美圭

専69（消）	 大動脈血管形成異常による食道狭窄を内視鏡的に指摘した４例
長崎大学病院　消化器内科　岩永真太朗

専70（内）	 ESD後に発見された縦隔リンパ節腫大に対してEUS-FNAが組織診断に有用であった
1例

産業医科大学第3内科学　花田　　駿

専71（内）	 リンパ球浸潤癌の組織構築を呈した中分化食道扁平上皮癌の一例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　京山　一樹

食道2 14：18～14：46

座長：佐々木文郷（鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学）	
田渕真惟子（長崎大学病院　消化器内科）　　　　　　　　　

専72（内）	 有鈎義歯誤飲に対して外科的除去を要した1例
鹿児島市立病院　消化器内科　宮之前優香

専73（内）	 内視鏡的バルーン拡張術が有効であった食道webの１例
医療法人佐田厚生会佐田病院　消化器内科　平瀬　崇之

専74（内）	 診断に苦慮した好酸球性胃腸炎の一例
戸畑共立病院　消化器病センター　市岡　正敏

専75（内）	 EUS-FNAが診断に有用であった好酸球性食道炎の亜型と考えられる１例
国立病院機構熊本医療センター　消化器内科　馬見塚大悟
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十二指腸1 14：46～15：21

座長：坂田　資尚（佐賀大学医学部附属病院　消化器内科）	
中村昌太郎（国際医療福祉大学（高木病院））　　　

専76（内）	 初期像、進行像を内視鏡で観察し得た十二指腸単形性上皮向性T細胞リンパ腫（MEITL）
の1例

長崎大学病院消化器内科　深水　翔大

専77（内）	 胃，十二指腸，回腸，大腸に病変を認めたマントル細胞リンパ腫の一例
いまきいれ総合病院　消化器内科　汐見大二郎

専78（内）	 黒色便を契機に診断された十二指腸GISTの一例
社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院　消化器内視鏡センター　山根　大毅

専79（内）	 内視鏡的副乳頭切除術を施行した十二指腸副乳頭部腺腫の一例
公益社団法人鹿児島共済会南風病院　消化器内科　山本　真也

専80（内）	 十二指腸胃型腫瘍に対してEMRO（EMR	with	OTSC）を行った一例
九州大学大学院病態機能内科学　鍛治屋　祐

十二指腸2 15：21～16：03

座長：上尾　哲也（大分赤十字病院　消化器内科）	
東郷　政明（長崎県五島中央病院）　　　　

専81（消）	 胆嚢摘出術時のクリップが壁外圧迫し十二指腸粘膜下腫瘍様隆起を呈し、経過中に内
腔穿通した事が考えられた一例

大牟田市立病院　内科・消化器内科・内視鏡内科　江田　　誠

専82（内）	 内視鏡的止血術後に急性胆嚢炎・胆管炎を合併した出血性十二指腸潰瘍の1例
九州大学病院　大学院　病態機能内科学　内海　聡志

専83（内）	 クリップ処置で保存的治療しえた穿孔性十二指腸憩室出血の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　加来　寿光

専84（内）	 EMRにて切除された粘膜内癌を伴う十二指腸Peutz-Jeghers型ポリープの一例
長崎大学病院　消化器内科　杉尾小百合

専85（内）	 特異な内視鏡像を呈したIPMC胃・十二指腸穿破の1例
唐津赤十字病院　内科　江口　紘平

専86（内）	 類上皮血管肉腫の診断に苦慮した2例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　樋渡　公佑
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一般演題

【12月4日（土）　第3会場（1F　会議室103）】

胆膵1 9：00～9：49

座長：高橋　孝輔（長崎大学　消化器内科）　　　　　　　　　　　	
肱岡　真之（国立病院機構　九州医療センター　消化器内科）

O01（消）	 多彩な所見を呈した膵胸腔瘻の1例
飯塚市立病院　外科　大堂　雅晴

O02（消）	 抗PD-1抗体薬投与に伴う免疫関連有害事象として発症したirAE膵炎の一例
医療法人　原三信病院　消化器内科　田所　芽衣

O03（消）	 膵嚢胞内出血が疑われた5例についての臨床的検討
福岡大学病院　消化器内科　土屋　直壮

O04（消）	 膵頭部癌に対する粒子線治療後に発症した感染性心内膜炎を合併したMRSAによる急
性胆管炎の一例

地域医療機能推進機構（JCHO）　九州病院　橋元　　悟

O05（消）	 後腹膜気腫を合併した急性膵炎の１例
済生会熊本病院　消化器内科　牛嶋　真也

O06（内）	 婦人科癌の膵転移による急性膵炎に対して内視鏡的膵管ステント留置術（EPS）を施行
した１例

青仁会池田病院　消化器内科　山内　拓真

O07（消）	 消化管通過障害を契機に診断し治療介入を行ったIgG4関連疾患の1例
福岡大学病院　消化器内科学講座　北口　恭規

胆膵2 9：49～10：38

座長：田口　宏樹（今村総合病院　消化器内科）　　　　　　　　　　　　　	
久野　晃聖（国立病院機構　九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科）

O08（消）	 膵原発ALK陽性未分化大細胞型リンパ腫の一例
大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科　勝田泰志郎

O09（消）	 腹部超音波検診における膵疾患スクリーニングの現状
鹿児島厚生連病院　消化器内科　中村　義孝

O10（内）	 胃GISTとの鑑別診断に難渋した膵腺房細胞癌の一例
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　嶋倉　　茜

O11（消）	 診断に苦慮した膵腺房細胞癌の一例
南風病院　消化器内科　木下　英幸

O12（消）	 High	grade	IPMN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　寺部　寛哉
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O13（消）	 遠位胆管癌とIPMC疑いに対して手術を行い、病理学的にIPMAであった一例
済生会熊本病院　消化器内科　後藤　健太

O14（内）	 当院におけるEUS下ドレナージの安全性と有用性についての検討
長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　宮崎　　修

胆膵3 10：38～11：27

座長：大仁田　賢（社会医療法人　春回会　井上病院）	
髙木　　亮（浦添総合病院　消化器内科）			　　

O15（内）	 巨大結石や積み上げ結石に対するEST付加後の一期的EPLBD	vs	二期的EPLBDの安全
性・有効性の比較

熊本市民病院　齊藤　宏和

O16（内）	 当院におけるSpyGlass	DS	の使用経験
今村総合病院　坂江　貴弘

O17（内）	 EST後の術中出血を来たし、内視鏡的止血術が困難であった一例
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　肱岡　真之

O18（内）	 ERCPの内視鏡挿入困難例にスライディングチューブが有用であった2例
小倉記念病院　消化器内科　野口　達矢

O19（内）	 幽門側胃切除後Roux-Y再建腸管例に対して側視鏡による内視鏡的胆管結石除去術に成
功した1例

戸畑共立病院　内科消化器病センター　榊原　重成

O20（消）	 約8ヵ月で増大を認めたIPNBの一例
九州鉄道記念病院　消化器内科　松藤　寛治

O21（消）	 術前胆道鏡下生検陰性で術後病理で生検部に腫瘍を認めた肝外胆管癌4例の検討
敬愛会中頭病院　消化器内科／沖縄県立中部病院　消化器内科　森　　英輝
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【12月4日（土）　第4会場（1F　会議室105）】

肝1 9：00～9：28

座長：末廣　智之（国立病院機構　長崎医療センター　臨床研究センター肝臓内科）	
和田　幸之（国立病院機構　九州医療センター　肝胆膵外科）　　　　　　　

O22（消）	 Stage	II以上の肝細胞癌切除例におけるスタチン内服が予後に与える影響の検討
熊本大学大学院　消化器外科学　松本　嵩史

O23（消）	 胃ESD後に発症した肝膿瘍の一例
九州鉄道記念病院　妹尾　健正

O24（消）	 COVID-19ワクチンによる薬物性肝障害が疑われた急性肝障害の1例
福岡赤十字病院　肝臓内科　早田　哲郎

O25（消）	 ブレオマイシン・リピオドール肝動脈塞栓療法が有効であった巨大肝血管腫の1例
熊本赤十字病院　北田　英貴

肝2 9：28～9：56

座長：玉井　　努（鹿児島市立病院　消化器内科）	
本田　浩一（大分大学病院　消化器内科）　

O26（消）	 当院における切除不能進行肝癌に対するAtezolizumab	+	Bevacizumab療法の治療
経験

長崎大学病院　消化器内科　吉良　圭史

O27（消）	 乳癌骨転移の加療中に生じた肝障害の一例
北九州市立医療センター　内科　河野　　聡

O28（消）	 胆管癌との鑑別を要した肝アミロイドーシスの一例
国立病院機構長崎医療センター　臨床研究センター肝臓内科　戸次　鎮宗

O29（消）	 巨大肝嚢胞破裂の一例
聖マリア病院　柴田　　翔

食道・胃 9：56～10：31

座長：石橋　英樹（福岡大学病院　消化器内科）　　　　　	
南　ひとみ（長崎大学医学部附属病院　消化器内科）

O30（消）	 重症逆流性食道炎に併発した食道静脈瘤破裂の１例
如水会今村病院　内視鏡治療センター　橋口　一利

O31（内）	 上部消化管症状別に見た食道運動機能の検討
長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　栗林　泰隆

O32（内）	 遡及的検討で内視鏡的な経時的変化を確認できた左横隔膜傍裂孔ヘルニアの1例
如水会今村病院　内視鏡治療センター　橋口　一利
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O33（消）	 透析後に発症した門脈気腫を伴う虚血性胃症の1例
宮崎生協病院　内科　眞川　昌大

O34（内）	 敷石状胃粘膜を呈する症例の検討
福岡国際総合健診センター　消化器内科　小嶋　伸夫

胃1 13：50～14：25

座長：荒井　淳一（長崎大学病院　腫瘍外科）	
白石　良介（しらいし胃腸クリニック）

O35（消）	 特異な形態を呈した胃充実型低分化腺癌に対する分子病理学的考察
九州大学大学院病態機能内科学／九州大学大学院形態機能病理学　川床慎一郎

O36（消）	 乳癌による転移性胃十二指腸癌の１例
祐愛会　織田病院　内科　坂田奈津子

O37（内）	 2カ所に基部を有する特異な形態を呈した腎細胞癌胃転移の1例
済生会熊本病院　消化器内科　山邊　　聡

O38（内）	 胃原発悪性黒色腫の一例
長崎みなとメディカルセンター　矢嶌　弘之

O39（消）	 出血性十二指腸潰瘍に対する血管塞栓術後短期間に発育進展した胃異所性膵癌の1例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　森　麻里母

胃2 14：25～15：00

座長：庄司　寛之（大分県立病院　消化器内科）　　　　	
松本　章子（長崎川棚医療センター　消化器内科）

O40（消）	 自己免疫性胃炎の自験例
光クリニック　金城　光世

O41（内）	 悪性貧血を契機に診断し得たA型胃炎の一例
戸畑共立病院　消化器病センター　小島　俊樹

O42（内）	 内視鏡的に完全摘除しえた胃石の１例
公益社団法人共済会南風病院　消化器内科　前村　清美

O43（内）	 異所性膵炎と鑑別を要した魚骨穿通と思われる胃粘膜下異所腺内膿瘍の1例
公立学校共済組合九州中央病院　膵臓内科　江崎　　薫

O44（内）	 当院における腎移植後患者に対する胃十二指腸潰瘍の臨床的検討
九州大学大学院　病態機能内科学　近藤　雅浩
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【12月4日（土）　第5会場（1F　会議室110）】

大腸1 9：00～9：35

座長：井上　悠介（長崎大学病院　移植・消化器外科）	
久部　高司（福岡大学筑紫病院　消化器内科）　

O45（消）	 類形質細胞型膀胱癌による浸潤性大腸癌の1例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　森　麻里母

O46（内）	 多彩な内視鏡所見を呈した胃原発転移性大腸癌の1例
如水会今村病院　内視鏡治療センター　寺田　尚人

O47（内）	 除菌治療にて縮小した直腸mucosa-associated	lymphoid	tissueリンパ腫の一例
祐愛会織田病院　松永　圭司

O48（消）	 ワルファリンと抗血小板薬の併用により消退を繰り返した大腸粘膜下血腫の1例
麻生飯塚病院　消化器内科　竹島　　翼

O49（内）	 当センターでの任意型検診における大腸内視鏡検査のquality	indicator（QI）
公益財団法人　熊本県総合保健センター　診療部　上田城久朗

大腸2 9：35～10：17

座長：稲津　東彦（宮崎大学医学部附属病院　消化器内科）	
鳥巣　剛弘（九州大学　病態機能内科）　　　　　　

O50（消）	 大腸内視鏡検査翌日に敗血症として発症したサルモネラ腸炎の一例
遠賀中間医師会　おんが病院　消化器内科　保利　喜史

O51（消）	 抗結核薬治療中に腸閉塞を発症した腸結核の一例
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　消化管内科　今村　祥子

O52（消）	 サイトメガロウイルス腸炎による全周性大腸狭窄が原因となった閉塞性腸炎に対して
上部用イレウス管による減圧が有効であった１例

北九州市立医療センター　消化器内科　松口　崇央

O53（消）	 感染性腸炎後の腹腔内膿瘍に対して超音波内視鏡下経直腸的ドレナージが奏功した１
例

沖縄協同病院　永村　良二

O54（消）	 治療に難渋したコルヒチン抵抗性MEFV遺伝子関連腸炎の一例
独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター　消化器内科　松本　章子

O55（内）	 当センターにおける難治性潰瘍性大腸炎に対するトファシチニブの使用経験
国家公務員共済組合連合会　千早病院　消化管・肝胆膵センター　河内　修司
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小腸・大腸 10：17～10：59

座長：小田　英俊（佐世保中央病院）　　　　　　　　　　　　　　　　	
衣笠　哲史（福岡山王病院　消化器病センター　炎症性腸疾患科）

O56（消）	 神経線維腫症1型に小腸GISTを合併した1例
飯塚病院　消化器内科　大崎　智絵

O57（消）	 腸重積を契機に診断された多発小腸癌の一例
長崎医療センター　消化管内科　中島悠史郎

O58（消）	 大腸印環細胞癌の一例
国立病院機構　長崎医療センター　消化管内科　後藤　高介

O59（内）	 拡大内視鏡が診断に有用であった限局期肛門管扁平上皮癌の1例
福岡赤十字病院　消化器内科　増原　裕之

O60（内）	 NBI併用拡大内視鏡観察が診断に有用であった早期肛門管扁平上皮癌の１例
医療法人佐田厚生会佐田病院　消化器内科　八坂　達尚

O61（内）	 Inverted	growth	patternを呈した大腸癌の1例
久留米大学内科学講座消化器内科部門　力武祐一郎
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