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特別講演 （消化器病学会）

第1日  6月18日（土） 14：20～15：20　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】蔵原　晃一（松山赤十字病院　胃腸センター（消化管内科））

炎症性腸疾患の診断：monogenic IBDを中心に
岩手医科大学　内科学講座消化器内科分野　松本　主之

会長講演 （消化器病学会）

第1日  6月18日（土） 12：20～12：50　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】飯田　三雄（九州大学　名誉教授）

最近19年間に当科で経験した希少な10症例
松山赤十字病院　胃腸センター（消化管内科）　蔵原　晃一

日本消化器病学会四国支部女性医師の会 特別講演 （消化器病学会）

第2日  6月19日（日） 9：50～10：50　第2会場（2F 第1・2会議室）

【司 会】眞柴　寿枝（日本消化器病学会四国支部女性医師の会　代表）

キャリア支援制度の充実とその先を見据えて
埼玉医科大学医学部総合医療センター　消化器・肝臓内科　名越　澄子
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ランチョンセミナー （消化器病学会）

第1日  6月18日（土） 13：00～13：50　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】高山　哲治（徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学分野）

潰瘍性大腸炎の内科治療戦略 ～Ustekinumabの位置付け～
佐賀大学医学部　内科学講座　消化器内科　江㟢　幹宏

共催：田辺三菱製薬株式会社／ヤンセンファーマ株式会社

イブニングセミナー （消化器病学会）

第1日  6月18日（土） 17：40～18：30　第2会場（2F 第1・2会議室）

【司 会】内多　訓久 （高知赤十字病院　第三内科（消化器内科））

大腸腫瘍・腫瘍様病変の拡大内視鏡診断
九州大学大学院　病態機能内科学　川崎　啓祐

共催：株式会社JIMRO

モーニングセミナー （消化器病学会）

第2日  6月19日（日） 8：30～9：20　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】稲葉　知己（香川県立中央病院　消化器内科）

自己免疫性胃炎の臨床病理学的特徴
藤枝市立総合病院　消化器内科　丸山　保彦

共催：EAファーマ株式会社
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日本消化器病学会四国支部 第22回専門医セミナー

日時：2022年6月19日（日） 13：00～14：30
会場： 第1会場 （3F 大会議室）
会長：横田　智行 （松山赤十字病院　肝胆膵センター）

セッション１：胆・膵疾患　
司　　会：黒田　太良（愛媛県立中央病院　消化器内科）
症例提示：植木秀太朗（愛媛県立中央病院　消化器内科）
ディスカッサー：畔元　信明（松山赤十字病院　肝胆膵センター）
　　　　　小泉　光仁（愛媛大学大学院医学系研究科　消化器・内分泌・代謝内科学）
病理解説：前田　智治（愛媛県立中央病院　病理診断科）

セッション２：消化管疾患
司　　会：長谷部　昌（国立病院機構四国がんセンター　消化器内科）
症例提示：藤澤　千世（国立病院機構四国がんセンター　消化器内科）
ディスカッサー：池上　幸治（松山赤十字病院　胃腸センター）
　　　　　北畑　翔吾（愛媛県立中央病院　消化器内科）
病理解説：寺本　典弘（国立病院機構四国がんセンター　病理科）

本セミナーは専門医および専門医取得を目指す先生方のためのセミナーです。
多数の先生方のご参加をお待ちしております。

単位取得：日本消化器病学会専門医　更新単位3単位

＜参加について＞
参加費は無料です。
ただし、第117回日本消化器病学会四国支部例会／第128回日本消化器内視鏡学会四国
支部例会への参加受付（参加費¥4,000）が必要となります。
事前参加登録はございません。
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日本消化器病学会 研修医奨励賞（初期研修医） 受賞演題

肝型にとどまっているWilson病の親子例
【一般演題05　肝臓1】

社会医療法人近森会近森病院　臨床研修部　木村　和俊

虚血性腸炎を契機に偶然発見された後腹膜単中心性Castleman病の一例
【一般演題24　下部消化管1】

香川県立中央病院　卒後臨床研修センター　大西　悠幹

日本消化器病学会 専修医奨励賞（後期研修医） 受賞演題

下部消化管内視鏡検査を契機に診断に至った老人性全身性アミロイドーシ
スの一例

【一般演題29　下部消化管2】
松山赤十字病院　胃腸センター　南川　容子

全消化管に多数の潰瘍を認め、ステロイドが著効したHLA-A26陽性の単
純性潰瘍の1例

【一般演題30　下部消化管2】
香川県立中央病院　コルビン　ヒュー　俊佑

※ 本賞受賞演題は、各セッションでの口演発表に加えまして、会期中2F ロビーにおきましてポス
ターを掲示しております。ご参加の先生方には、これらのポスターをご覧になっていただきます
ようお願い申し上げます。

※ 日本消化器病学会 研修医・専修医奨励賞授賞式
 日時：2022年6月18日（土） 14：00～14：10
 場所：第1会場（3F 大会議室）
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日本消化器病学会四国支部 研修医奨励賞 受賞演題

サイトメガロウイルス感染を契機に発症した脾梗塞の一例
【一般演題01　膵臓1】

松山赤十字病院　臨床研修センター　松岡　海南

肝型にとどまっているWilson病の親子例
【一般演題05　肝臓1】

社会医療法人近森会近森病院　臨床研修部　木村　和俊

十二指腸びらん治癒後に発生した腺腫が5年の経過で進行癌に発育した
十二指腸癌の1例

【一般演題18　上部消化管1】
坂出市立病院　消化器内科　今戸　涼資

虚血性腸炎を契機に偶然発見された後腹膜単中心性Castleman病の一例
【一般演題24　下部消化管1】

香川県立中央病院　卒後臨床研修センター　大西　悠幹

※ 本賞受賞演題は、各セッションでの口演発表に加えまして、会期中2F ロビーにおきましてポス
ターを掲示しております。ご参加の先生方には、これらのポスターをご覧になっていただきます
ようお願い申し上げます。

※ 日本消化器病学会 研修医・専修医奨励賞授賞式
 日時：2022年6月18日（土） 14：00～14：10
 場所：第1会場（3F 大会議室）
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合同シンポジウム1

第1日  6月18日（土） 9：40～11：40　第1会場（3F 大会議室）

消化管疾患：診断と治療の新展開

【司 会】岡本　耕一（徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学）
高橋　索真（香川県立中央病院　消化器内科）　　　　　　　

【特別発言】鈴木　誠祐（住友別子病院　理事長・院長）　　　　　　　　

S1-01  食道運動障害の診断と治療選択
1愛媛大学医学部附属病院　光学医療診療部、 
2愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学、 
3愛媛大学大学院　地域消化器免疫医療学
富田　英臣1、山本　安則1、竹下　英次3、池田　宜央1、日浅　陽一2

S1-02  ボノプラザン併用一次除菌療法におけるクラリスロマイシン800mgと
400mgの単施設無作為化非盲検比較試験
高松赤十字病院
玉置　敬之、松浦　賢司、柴峠　光成

S1-03  進行胃癌に対するロボット支援胃切除術の有用性
徳島大学　消化器外科
和田　佑馬、吉川　幸造、西　正暁、徳永　卓哉、中尾　寿宏、高須　千絵、 
柏原　秀也、良元　俊昭、島田　光生

S1-04  当科における胃型形質の非乳頭部十二指腸腺腫・癌の臨床病理学的検討
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科、 
3九州大学大学院　形態機能病理学
清森　亮祐1、蔵原　晃一1、大城　由美2、池上　幸治1、原　裕一1、吉原　崇正1、 
江頭　信二郎1、井本　尚徳1、南川　容子1、山元　英崇3

S1-05  Gel immersion法の基本とGel immersion ESD
1社会医療法人近森会近森病院　消化器内科、 
2自治医科大学　内科学講座　消化器内科学部門
矢野　慶太郎1、北岡　真由子1、岡田　光生1、榮枝　弘司1、矢野　智則2

S1-06  当院における吸収性局所止血材「ピュアスタットR」の使用経験
1香川大学医学部附属病院　消化器神経内科、2香川大学医学部附属病院　総合内科
小塚　和博1、谷内田　達夫1,2、西山　典子1、小原　英幹1、正木　勉1
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S1-07  当院における閉塞性大腸炎を合併した糞便性腸閉塞に対する下部消化管
内視鏡の効果の検討
高知赤十字病院　消化器内科
矢山　貴之、金澤　俊介、内多　訓久

S1-08  Serrated polyposis syndromeにおける臨床病理学的特徴と癌の発症
リスクの検討
徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科
中村　文香、岡本　耕一、影本　開三、佐藤　康史、高山　哲治

S1-09  Dysplasiaもしくは癌を併発した炎症性腸疾患症例の検討
1香川県立中央病院　消化器内科、2香川県立中央病院　IBDセンター、 
3香川県立中央病院　腫瘍内科、4香川県立中央病院　消化器・一般外科
高橋　索真1,2、コルビン　ヒュー　俊祐1,2、香川　朋1、根岸　慎1、安富　絵里子1,2、 
山内　健司1、岡本　邦男1,3、榊原　一郎1、山本　久美子1、泉川　孝一1、 
田中　盛富1、石川　茂直1、和唐　正樹1、大谷　弘樹2,4、稲葉　知己1,2

S1-10  潰瘍性大腸炎患者の臨床的寛解に対するLRGの診断能：糞便マーカーと
の比較
愛媛県立中央病院　消化器内科
北畑　翔吾、須賀　義文、平岡　淳、二宮　朋之

S1-11  クローン病における下部消化管内視鏡検査所見とLRGとの比較検討
1高知大学医学部　消化器内科学、2医療法人五月会須崎くろしお病院　内科
沖　裕昌1、一森　俊樹2、山田　高義1、内田　一茂1
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合同シンポジウム2

第1日  6月18日（土） 15：30～17：30　第1会場（3F 大会議室）

肝胆膵疾患：診断と治療の新展開

【司 会】廣瀬　　享（高知大学医学部　消化器内科）　　　　　　　　　
大野　芳敬（国立病院機構四国がんセンター　消化器内科）　　

【特別発言】熊木　天児（愛媛大学医学部附属病院　総合臨床研修センター）

S2-01  当院における低圧かつ短時間での複数回加圧によるEPLBDの治療成績
香川大学医学部附属病院　消化器神経内科
河野　寿明、鎌田　英紀、山名　浩喜、波間　大輔、小野　正大、中林　良太、 
小林　聖幸、藤田　直樹、正木　勉

S2-02  CHF-B290を使用した胆道鏡下電気水圧衝撃波結石破砕術
徳島市民病院　内科
松村　圭一郎、八木　麻衣、岡崎　潤、福野　天、岸　史子

S2-03  Roex-en-Y再建術後症例に対するダブルバルーン内視鏡を用いたERCP
の有用性について
1愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学、2愛媛大学大学院　地域救急医療学、 
3愛媛大学医学部附属病院　総合臨床研修センター
今村　良樹1、小泉　光仁1、兼光　梢1、熊木　天児1,3、日浅　陽一1

S2-04  当院における超音波内視鏡下胆道ドレナージ術導入の有効性と安全性
愛媛県立中央病院　消化器内科
黒田　太良、植木　秀太朗、須賀　義文、平岡　淳、二宮　朋之

S2-05  胆道癌・膵癌における包括的がんゲノムプロファイリング検査の有用性
と課題
1香川大学医学部附属病院　腫瘍内科、2高松赤十字病院　腫瘍内科
奥山　浩之1、喜田　行洋1、野村　琴音2、村上　あきつ1、大北　仁裕1、西内　崇将2、 
辻　晃仁1

S2-06  転移性悪性胆管狭窄に対する内視鏡的ステントの治療成績
国立病院機構四国がんセンター
大野　芳敬、藤澤　千世、西出　憲史、長谷部　昌
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S2-07  切除不能膵癌に対するGemcitabine＋nab-Paclitaxel療法の効果予測
マーカーとしての血中miR-296-5pの意義
徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学
岡田　泰行、喜田　慶史、野田　和克、宮本　弘志、高山　哲治

S2-08  当院における切除不能肝癌に対するアテゾリズマブ・ベバシズマブ併用
療法の現状
愛媛県立中央病院　消化器病センター　内科
平岡　淳、田中　孝明、和泉　翔太、加藤　雅也、泉本　裕文、吉野　武晃、 
植木　秀太朗、北畑　翔吾、相引　俊彦、奥平　知成、川村　智恵、黒田　太良、 
山子　泰加、須賀　義文、二宮　朋之

S2-09  進行肝細胞癌に対する外科切除成績とConversion surgeryの意義
徳島大学　消化器・移植外科
齋藤　裕、森根　裕二、山田　眞一郎、寺奥　大貴、宮崎　克己、池本　哲也、 
島田　光生

S2-10  新しいマイクロウェーブシステムMimaproの初期使用経験
松山赤十字病院　肝胆膵内科
田中　孝明、越智　裕紀、天野　通子、畔元　信明、真柴　寿枝、横田　智行、 
上甲　康二

S2-11  Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease（MAFLD）に
おける肝線維化と飲酒の関連性：FIB-4 indexを用いた検討
1社会医療法人石川記念会HITO病院　消化器内科、 
2香川大学医学部　消化器・神経内科学、 
3香川大学医学部・医学系研究科　肝・胆・膵内科学先端医療学
野村　貴子1,2、小野　正文1,3、小林　聖幸1,3、赤岩　譲1、扇喜　智寛1、扇喜　真紀1、 
石川　賀代1、正木　勉2
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一般演題座長

第1日  6月18日（土）　第2会場（2F 第1・2会議室）

セッション 演題番号 時間 座長名 所属

膵臓1 01～04 9：00～9：32 畔元　信明 松山赤十字病院　肝胆膵センター

肝臓1 05～09 9：32～10：12 田中　良憲 松山市民病院　消化器内科

肝臓2 10～14 10：12～10：52 小笠原光成 高知大学医学部　消化器内科学

上部消化管1 15～19 10：52～11：32 青木　利佳 とくしま未来健康づくり機構
徳島県総合健診センター

上部消化管2 20～23 15：35～16：07 綾木　麻紀 川崎医科大学総合医療センター
中央検査科／坂出市立病院　消化器内科

下部消化管1 24～28 16：07～16：47 長谷部　昌 国立病院機構四国がんセンター
消化器内科

下部消化管2 29～33 16：47～17：27 谷内田達夫 香川大学医学部　消化器・神経内科学

第2日  6月19日（日）　第1会場（3F 大会議室）

セッション 演題番号 時間 座長名 所属

下部消化管3 34～37 9：30～10：02 山田　高義 高知大学医学部　消化器内科学

下部消化管4 38～41 10：02～10：34 原田　英嗣 徳島赤十字病院　消化器内科

第2日  6月19日（日）　第3会場（2F 第4・5会議室）

セッション 演題番号 時間 座長名 所属

膵臓2 42～44 9：30～9：54 森根　裕二 徳島大学大学院医歯薬学研究部
消化器・移植外科学
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第1日  6月18日（土） 9：00～9：32　第2会場（2F 第1・2会議室）

膵臓1

【座 長】畔元　信明（松山赤十字病院　肝胆膵センター）

01  サイトメガロウイルス感染を契機に発症した脾梗塞の一例
1松山赤十字病院　臨床研修センター、2松山赤十字病院　肝胆膵内科
松岡　海南1、矢野　怜2、盛田　真2、天野　通子2、越智　裕紀2、畔元　信明2、 
眞柴　寿枝2、横田　智行2、上甲　康二2

02  胆管狭窄に対するself-expandable metal stent（SEMS）留置後に膵管
破綻した膵頭部癌の1例
1愛媛大学医学部附属病院　総合臨床研修センター、 
2愛媛大学医学部附属病院　消化器・内分泌・代謝内科学
青野　真由子1、丸井　香織2、小泉　光仁2、國分　勝仁2、奥嶋　優介2、沼田　結希2、 
今村　良樹2、竹下　英次2、熊木　天児1,2、日浅　陽一2

03  セフトリアキソン投与が原因と考えらえる胆砂により急性膵炎を発症し
た一例
済生会今治病院　内科
山内　達也、川崎　敬太郎、村上　慶匡、樫本　洋平、村上　貴俊、寺尾　孝志、 
宮池　次郎

04  十二指腸乳頭部腺腫と診断された後、8年後に膵頭十二指腸切除術によ
り完全切除をし得た十二指腸乳頭部癌の1例
市立宇和島病院　消化器内科
川野　萌、宮田　英樹、渡邉　拓郎、栗原　渉、首藤　聖弥、上杉　和寛、多田　藤政

一般演題
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第1日  6月18日（土） 9：32～10：12　第2会場（2F 第1・2会議室）

肝臓1

【座 長】田中　良憲（松山市民病院　消化器内科）

05  肝型にとどまっているWilson病の親子例
1社会医療法人近森会近森病院　臨床研修部、 
2社会医療法人近森会近森病院　消化器内科、 
3社会医療法人近森会近森病院　病理診断科
木村　和俊1、浅羽　直1、北岡　真由子2、岡田　光生2、青野　礼2、榮枝　弘司2、 
円山　英昭3

06  小児クローン病にみられた肝障害の一例
高知大学医学部　消化器内科
西村　尚広、小笠原　光成、腰山　裕一、村田　紘子、越智　経浩、廣瀬　享、 
野崎　靖子、谷内　恵介、内田　一茂

07  COVID19ワクチン接種後に自己免疫性肝炎を発症した一例
済生会松山病院
村上　主樹、玉井　惇一郎、佐藤　真、新居田　一貴、宮本　裕也、八木　専、 
梅岡　二美、村上　英広、沖田　俊司、宮岡　弘明

08  Atezolizumab単独療法によりConversion surgeryに至り根治切除が
得られたβ-catenin変異陰性肝細胞癌の1例
1徳島大学病院　消化器内科、2徳島大学病院　消化器・移植外科、 
3徳島大学病院　病理部
花田　康平1、田中　宏典1、三橋　威志1、野田　和克1、田中　貴大1、友成　哲1、 
谷口　達哉1、齋藤　裕2、島田　光生2、坂東　良美3、高山　哲治1

09  Atezolizumab/Bevacizumab併用療法中に非腫瘍部から腹腔内血腫を
来した1例
1愛媛県立中央病院　消化器内科、2愛媛大学医学部　消化器・内分泌・代謝内科学
加藤　雅也1、平岡　淳1、田中　孝明1、和泉　翔太1、泉本　裕文1、吉野　武晃1、 
植木　秀太郎1、北畑　翔吾1、奥平　知成1、相引　利彦1、川村　智恵1、黒田　太良1、 
山子　泰加1、須賀　義文1、二宮　朋之1、広岡　昌史2、日浅　陽一2
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第1日  6月18日（土） 10：12～10：52　第2会場（2F 第1・2会議室）

肝臓2

【座 長】小笠原光成（高知大学医学部　消化器内科学）

10  重篤な肝機能障害を来した神経性食思不振症の1例
1高松市立みんなの病院　消化器内科、2高松市立みんなの病院　内科、3樫村病院　内科、
4徳島大学大学院医歯薬学研究部　地域消化器・総合内科学
田中　育太1、六車　直樹1、多田　早織2、小田　修治3、平尾　章博4、佐藤　康史4

11  糖尿病患者に認められたK. pneumoniaeによるガス産生性肝膿瘍の1例
松山市民病院
小川　明子、西川　直輝、横山　桂、島本　豊伎、曹　芳、多保　祐里、平岡　亜弥、 
小田　眞由、花山　雅一、田鶴谷　奈友、木阪　吉保、田中　良憲、水上　祐治

12  ステロイド不応でアザチオプリンが有効であったHepatopathyを伴う
IgG4関連硬化性胆管炎が疑われる1例
1社会医療法人近森会近森病院　消化器内科、 
2社会医療法人近森会近森病院　病理診断科
町田　彩佳1、大川　良洋1、梅下　仁1、岡田　光生1、青野　礼1、榮枝　弘司1、 
円山　英昭2

13  C型慢性肝炎に対するDAA治療後に悪性リンパ腫を発症した1例
1徳島市民病院　内科、2徳島市民病院　外科、3徳島市民病院　病理診断科
岸　史子1、八木　麻衣1、岡崎　潤1、松村　圭一郎1、福野　天1、橋本　年弘1、 
竹原　恵美2、小笠原　卓2、堀口　英久3

14  アテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法が著効した門脈本幹浸潤肝細胞
癌の一例
1徳島大学　消化器内科、2高松市立みんなの病院
平尾　章博1、藤井　祥平2、多田　早織2、田中　育太2、佐藤　康史1、六車　直樹2



− 25 −

第1日  6月18日（土） 10：52～11：32　第2会場（2F 第1・2会議室）

上部消化管1

【座 長】青木　利佳（とくしま未来健康づくり機構徳島県総合健診センター）

15  無症状から発症までの経過が追えたCronkhite-Canada症候群の一例
1KKR高松病院　消化器内科、2KKR高松病院　内科、 
3香川大学医学部附属病院　消化器・神経内科
木村　駿吾1、龍田　美和1、小林　三善1、富田　明美1、前田　剛2、谷内田　達夫3、 
正木　勉3

16  当院における切除不能進行胃癌に対するFOLFOX療法の使用経験
香川県立中央病院
石濱　佐和子、岡本　邦男、根岸　慎、香川　朋、山内　健司、榊原　一郎、 
山本　久美子、泉川　孝一、高橋　索真、田中　盛富、松浦　美穂子、石川　茂直、 
和唐　正樹、蓮井　利実、稲葉　知己

17  炭酸ランタン沈着を伴う胃癌の一例
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科
水江　龍太郎1、吉原　崇正1、蔵原　晃一1、池上　幸治1、大城　由美2、清森　亮祐1、 
原　裕一1、江頭　信二郎1、井本　尚徳1、南川　容子1

18  十二指腸びらん治癒後に発生した腺腫が5年の経過で進行癌に発育した
十二指腸腺癌の1例
1坂出市立病院　消化器内科、2川崎医科大学総合医療センター、 
3坂出市立病院　消化器外科、4香川大学医学部付属病院　消化器神経内科
今戸　涼資1、室田　將之1、伊藤　朋晃1、佐藤　雄大1、綾木　麻紀1,2、佐野　貴範3、 
正木　勉4

19  COVID-19ワクチン接種後に増悪をきたした好酸球性胃腸炎の1例
香川県立中央病院　消化器内科
澤田　ひかり、泉川　孝一、石濱　佐和子、平野　佑一、西尾　綾乃、 
コルビン　ヒュー　俊佑、香川　朋、根岸　慎、深田　悠史、山内　健司、 
岡本　邦男、榊原　一郎、山本　久美子、高橋　索真、田中　盛富、松浦　美穂子、 
石川　茂直、和唐　正樹、蓮井　利実、稲葉　知己
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第1日  6月18日（土） 15：35～16：07　第2会場（2F 第1・2会議室）

上部消化管2

【座 長】綾木　麻紀（川崎医科大学総合医療センター　中央検査科／
坂出市立病院　消化器内科）　　　　　　　　　

20  自己免疫性胃炎を背景とした胃癌症例の臨床病理学的検討
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科
原　裕一1、蔵原　晃一1、大城　由美2、池上　幸治1、清森　亮祐1、吉原　崇正1、 
江頭　信二郎1、井本　尚徳1、南川　容子1

21  10年以上の画像・血清ペプシノゲン値の経過を追えた自己免疫性胃炎
の一例
1公益財団法人とくしま未来健康づくり機構徳島県総合健診センター、2春藤内科胃腸科、 
3川崎医科大学　総合内科学2
青木　利佳1、春藤　譲治2、春間　賢3、佐藤　桃子1、本田　浩仁1

22  Hp除菌により改善傾向を認めたB+A型胃炎の1例
1春藤内科胃腸科、2若槻クリニック、3徳島県総合健診センター、 
4徳島大学　消化器内科、5川崎医科大学総合医療センター　総合内科学2特任教授、 
6滋賀医科大学医学部　病理学講座
春藤　譲治1、若槻　真吾2、青木　利佳3、岡本　耕一4、高山　哲治4、春間　賢5、 
九嶋　亮治6

23  原発性十二指腸癌の治療戦略：乳頭部十二指腸癌と比較検討して
高知医療センター　消化器外科
田渕　幹康、岡林　雄大、須井　健太、室川　剛廣、坂本　真也
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第1日  6月18日（土） 16：07～16：47　第2会場（2F 第1・2会議室）

下部消化管1

【座 長】長谷部　昌（国立病院機構四国がんセンター　消化器内科）

24  虚血性腸炎を契機に偶然発見された後腹膜単中心性Castleman病の一例
1香川県立中央病院　卒後臨床研修センター、2香川県立中央病院　消化器内科
大西　悠幹1、山本　久美子2、根岸　鎮2、香川　朋2、深田　悠史2、山内　健司2、 
岡本　邦男2、榊原　一郎2、泉川　孝一2、高橋　索真2、田中　盛富2、松浦　美穂子2、 
石川　茂直2、蓮井　利実2、和唐　正樹2、稲葉　知己2

25  腸重積症を発症した小腸炎症性線維性ポリープの2例
1愛媛県立中央病院　臨床研修センター、2愛媛県立中央病院　消化器外科
池内　香乃1、神崎　雅之2、徳田　和憲2、石川　大地2、渡部　美弥2、大畠　将義2、 
發知　将規2、古手川　洋志2、吉山　広嗣2、大谷　広美2、原田　雅光2

26  胃癌術後2年で発症した特発性直腸穿孔の1例
高知大学医学部　外科学講座
丸井　輝、横田　啓一郎、北川　博之、並川　努、花崎　和弘

27  SSRIによるcollagenous colitisの1例
1高知赤十字病院　消化器内科、2高知赤十字病院　病理診断科
金澤　俊介1、矢山　貴之1、中村　明日人1、保地　彩子1、前田　充毅1、 
重久　友理子1、大家　力矢1、岩崎　丈紘1、小島　康司1、内多　訓久1、 
岡崎　三千代1、頼田　顕辞2

28  胃・回腸・大腸に病変を認めたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患
の1例
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科
田中　雄志1、蔵原　晃一1、清森　亮祐1、大城　由美2、池上　幸治1、原　裕一1、 
吉原　崇正1、江頭　信二郎1、井本　尚徳1、水江　龍太郎1、南川　容子1



− 28 −

第1日  6月18日（土） 16：47～17：27　第2会場（2F 第1・2会議室）

下部消化管2

【座 長】谷内田達夫（香川大学医学部　消化器・神経内科学）

29  下部消化管内視鏡検査を契機に診断に至った老人性全身性アミロイドー
シスの一例
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科、 
3松山赤十字病院　腎臓内科
南川　容子1、蔵原　晃一1、大城　由美2、池上　幸治1、清森　亮祐1、原　裕一1、 
吉原　崇正1、江頭　信二郎1、井本　尚徳1、水江　龍太郎1、田中　雄志1、 
岩本　昴樹3

30  全消化管に多数の潰瘍を認め、ステロイドが著効したHLA-A26陽性の
単純性潰瘍の1例
1香川県立中央病院、2香川県立中央病院　IBDセンター
コルビン　ヒュー　俊佑1、高橋　索真1,2、西尾　綾乃1、平野　佑一1、根岸　慎1、 
香川　朋1、深田　悠史1、山内　健司1、岡本　邦男1、榊原　一郎1、山本　久美子1、 
泉川　孝一1、田中　盛富1、松浦　美穂子1、石川　茂直1、和唐　正樹1、蓮井　利実1、 
稲葉　知己1,2

31  成人腸重積を合併した回腸炎症性線維性ポリープの2例
1愛媛県立中央病院　消化器内科、2愛媛県立中央病院　病理診断部
福西　芳子1、須賀　義文1、加藤　雅也1、泉本　裕文1、植木　秀太朗1、鶴田　美帆1、 
吉野　武晃1、北畑　翔吾1、川村　智恵1、黒田　太良1、宮田　英樹1、平岡　淳1、 
二宮　朋之1、杉田　敦郎2

32  上腸間膜動脈にステント挿入後小腸切除術を施行した孤立性上腸間膜動
脈解離の1例
1社会医療法人近森会近森病院　消化器内科、2社会医療法人近森会近森病院　放射線科、 
3社会医療法人近森会近森病院　消化器外科
村川　和也1、大川　良洋1、梅下　仁1、佐竹　朋美1、岡田　光生1、青野　礼1、 
榮枝　弘司1、細田　幸司2、宮崎　延浩2、小松　由香3、塚田　暁3

33  内視鏡による積極的大腸ポリープ摘除術（IDP）を施行しているMUTYH
関連ポリポーシスの一例
1徳島大学病院　消化器内科、2徳島県立中央病院　消化器内科
勢井　萌都子1、吉本　貴則1、岡本　耕一1、影本　開三1、喜田　慶史1、三井　康裕1、 
北村　晋志1、宮本　弘志1、佐藤　康史1、大塚　加奈子2、高山　哲治1
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第2日  6月19日（日） 9：30～10：02　第1会場（3F 大会議室）

下部消化管3

【座 長】山田　高義（高知大学医学部　消化器内科学）

34  睡眠中の腸蠕動音解析による過敏性腸症候群の診断
1徳島大学医学部　Student Lab、2徳島大学　地域総合医療学、 
3徳島大学　キャンパスライフ健康支援センター、4徳島大学　情報工学、 
5徳島大学　消化器内科学
塚井　愛美1、岡久　稔也2、川口　智之2、曽我部　正弘3、大野　将樹4、 
獅々堀　正幹4、寺田　賢治4、上田　浩之5、野田　和克5、影本　開三5、喜田　慶史5、 
三井　康裕5、末内　辰尚5、田中　久美子5、岡本　耕一5、高山　哲治5

35  ストレスのセルフケアを目指した睡眠計を用いた体験型健診システムの
構築
1公立学校共済組合四国中央病院　看護部、2徳島大学　地域総合医療学、 
3徳島大学　地域看護学、4公立学校共済組合四国中央病院　内科、 
5徳島大学　情報工学、6徳島大学　キャンパスライフ健康支援センター、 
7徳島大学　消化器内科学
瀬分　宏美1、岡久　稔也2、深川　雅美1、﨑川　光子1、今村　美和子1、石川　美保1、 
岡久　玲子3、門田　美由香4、香川　美和子4、柴　昌子4、泓田　正雄5、寺田　賢治5、 
川口　智之2、曽我部　正弘6、上田　浩之7、宮本　弘志7、高山　哲治7

36  特徴的な内視鏡像を呈しAzithromycinによる治療が奏功したクラミジ
ア直腸炎の一例
1徳島大学大学院医歯薬学研究部　地域総合医療学、2徳島大学病院　消化器内科、 
3徳島大学　キャンパスライフ健康支援センター
川口　智之1,2、岡久　稔也1,2、曽我部　正弘2,3、吉本　貴則2、上田　浩之2、 
影本　開三2、喜田　慶史2、三井　康裕2、中村　文香2、北村　晋志2、岡本　耕一2、 
宮本　弘志2、佐藤　康史2、高山　哲治2

37  当科におけるIBD症例に対するVedolizmab（VDZ）の治療成績
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科
原　裕一1、蔵原　晃一1、浅野　光一1、清森　亮祐1、池上　幸治1、吉原　崇正1、 
江頭　信二郎1、井本　尚徳1、南川　容子1、大城　由美2
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第2日  6月19日（日） 10：02～10：34　第1会場（3F 大会議室）

下部消化管4

【座 長】原田　英嗣（徳島赤十字病院　消化器内科）

38  免疫チェックポイント阻害薬関連大腸炎症例の臨床的検討
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科
江頭　信二郎1、蔵原　晃一1、大城　由美2、池上　幸治1、清森　亮祐1、原　裕一1、 
水江　龍太郎1、南川　容子1、田中　雄志1

39  リンチ症候群と診断された高齢者大腸癌の1例
愛媛大学医学部　消化管・腫瘍外科学講座
杉下　博基、井村　真、津田　直希、大木　悠輔、菊池　聡、秋田　聡、古賀　繁宏、 
吉田　素平、石丸　啓、惠木　浩之、渡部　祐司

40  上腸間膜静脈に腫瘍塞栓を生じた結腸癌の1例
高知赤十字病院　外科
岩部　純、大西　一久、南城　和正、清水　茂翔、植田　康司、山井　礼道、 
谷田　信行

41  当科における大腸癌診療に対するCOVID-19流行の影響
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理診断科
池上　幸治1、蔵原　晃一1、大城　由美2、清森　亮祐1、原　裕一1、吉原　崇正1、 
江頭　信二郎1、井本　尚徳1、南川　容子1
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第2日  6月19日（日） 9：30～9：54　第3会場（2F 第4・5会議室）

膵臓2

【座 長】森根　裕二（徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器・移植外科学）

42  経口シングルバルーン内視鏡が到達不能だった膵頭十二指腸切除後胆管
結石に開腹下で空腸から内視鏡を挿入して結石除去に成功した1例
香川県立中央病院
榊原　一郎、和唐　正樹、香川　朋、根岸　慎、深田　悠史、山内　健司、岡本　邦男、 
泉川　孝一、山本　久美子、高橋　索真、田中　盛富、松浦　美穂子、石川　茂直、 
蓮井　利実、稲葉　知己

43  膵体部癌と膵神経内分泌腫瘍が併存していた1例
愛媛県立中央病院　消化器外科
沖川　昌平、花岡　潤、松木　ひかり、溜尾　美咲、徳田　和憲、上野　義智、 
渡辺　常太、大谷　広美、原田　雅光

44  膵癌におけるナノリポソーム型イリノテカン+l-ロイコボリン+5-FU療
法の使用経験
国立病院機構四国がんセンター　消化器内科
日野　佳織、浅木　彰則、大野　芳敬、仁科　智裕、灘野　成人、兵頭　一之介




