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特別講演 （消化器病学会）

第1日  12月19日（土） 14：00〜15：00　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】渡部　祐司（愛媛大学大学院医学系研究科　消化管・腫瘍外科学）

肥満・糖尿病に対する外科治療
四谷メディカルキューブ　笠間　和典

会長講演 （消化器病学会）

第1日  12月19日（土） 11：40〜12：00　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】日浅　陽一（愛媛大学大学院医学系研究科　消化器・内分泌・代謝内科学）

外科医に求められるひらめきと技術力
愛媛大学大学院医学系研究科　消化管・腫瘍外科学　渡部　祐司

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  12月20日（日） 10：00〜11：00　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】眞柴　寿枝（日本赤十字社松山赤十字病院  　　　　　　
肝臓・胆のう・膵臓内科（肝胆膵センター））

働き方改革と女性活躍推進
兵庫医科大学　消化器内科　飯島　尋子
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ランチョンセミナー （消化器病学会）

第1日  12月19日（土） 12：40〜13：30　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】惠木　浩之（愛媛大学大学院医学系研究科　消化管・腫瘍外科学）

エネルギーデバイスを再考する −サージカルスモークに潜むリスク−
北海道大学　北海道大学病院臨床研究開発センター・消化器外科Ⅱ　渡邊　祐介

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

イブニングセミナー （合同）

第1日  12月19日（土） 17：20〜18：10　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】耕崎　拓大（高知大学医学部附属病院　内視鏡診療部）

Interventional EUSの現状と新たな展望
岡山大学病院　光学医療診療部　松本　和幸

共催：株式会社カネカメディックス

モーニングセミナー （合同）

第2日  12月20日（日） 8：30〜9：20　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】吉山　広嗣 （愛媛県立中央病院　消化器外科）

大腸がん薬物療法 2020
香川大学医学部　臨床腫瘍学講座　辻　晃仁

共催：日本イーライリリー株式会社
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日本消化器病学会四国支部 第19回専門医セミナー

メインテーマ 「最新の知見に基づいた大腸癌に対する治療戦略」
日時：2020年12月20日（日） 13：30〜15：00
会場： 第1会場 （3F 大会議室）
会長：惠木　浩之 （愛媛大学大学院医学系研究科　消化管・腫瘍外科学）

セッション１：消化管疾患　
テーマ 「早期大腸癌に対する内視鏡治療」
司　　会：池田　宜央（愛媛大学附属病院　光学医療診療部）
症例提示：丹下　和洋（愛媛大学大学院医学系研究科　消化器・内分泌・代謝内科学）
ディスカッサー：丹下　和洋（愛媛大学大学院医学系研究科　消化器・内分泌・代謝内科学）
　　　　　八木　　専（済生会松山病院　内科）
　　　　　須賀　義文（愛媛県立中央病院　消化器内科）
コメンテーター：岡　　志郎（広島大学病院　消化器・代謝内科）
基調講演：岡　　志郎（広島大学病院　消化器・代謝内科）

セッション２：肝胆膵疾患
テーマ 「大腸癌肝転移に対する外科治療」
司　　会：小川　晃平（愛媛大学大学院医学系研究科　肝胆膵・乳腺外科学）
症例提示：坂元　克考（愛媛大学大学院医学系研究科　肝胆膵・乳腺外科学）
ディスカッサー：坂元　克考（愛媛大学大学院医学系研究科　肝胆膵・乳腺外科学）
　　　　　須藤　広誠（香川大学医学部・医学系研究科　消化器外科学）
　　　　　皆川　亮介（松山赤十字病院　外科）
コメンテーター：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）
基調講演：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）

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114回日本消化器病学会四国支部例会／第125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

術前化学療法を行い、肝外側区域合併切除を行った胃癌の1例
【一般演題04　上部消化管1】

社会医療法人石川記念会 HITO 病院　向井　心一

高アンモニア血症に対するカルニチン投与の臨床的効果
【一般演題31　肝臓2】

香川大学医学部附属病院　臨床研修センター　川田　浩輔

日本消化器病学会 専修医奨励賞（後期研修医） 受賞演題

生存中に肺動脈血細胞診にて診断しえたPulmonary tumor thrombotic 
microangiopathy（PTTM）を伴う進行胃癌の1例

【一般演題03　上部消化管1】
徳島大学病院　消化器内科　八木　麻衣

下腸間膜動脈（IMA）根部処理を行った直腸癌術後7年目発症の下行結腸癌
に対してINVOS、PINPOINTを用いて安全に結腸左半切除術を施行する
ことができた1例

【一般演題53　下部消化管1】
愛媛大学医学部附属病院　消化器腫瘍外科　加洲　範明

※ 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 展示室におきましてポス
ターとして掲示しております。ご参加の先生方には、これら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：2020年12月19日（土） 13：40～13：50
 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

生存中に肺動脈血細胞診にて診断しえたPulmonary tumor thrombotic 
microangiopathy（PTTM）を伴う進行胃癌の1例

【一般演題03　上部消化管1】
徳島大学病院　消化器内科　八木　麻衣

胃静脈瘤併存早期胃癌に対して腹腔鏡内視鏡合同手術で胃局所切除を施行
した1例

【一般演題08　上部消化管2】
高知大学医学部　外科学　前田　将宏

3次治療としてのNivolumab治療後に根治切除しえた胃癌腹膜播種の一例
【一般演題13　上部消化管3】

香川県立中央病院　臨床研修センター　澤田ひかり

COVID-19に合併した肝障害の1例
【一般演題32　肝臓2】

松山赤十字病院　肝臓・胆のう・膵臓内科　久門　志敬

薬物療法を要する切除不能膵癌患者に対する適切な胆道ステント選択の検討
【一般演題40　胆道】

香川大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　喜田　行洋

※ 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 展示室におきましてポス
ターとして掲示しております。ご参加の先生方には、これら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：2020年12月19日（土） 13：40～13：50
 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  12月19日（土） 9：40〜11：30　第1会場（3F 大会議室）

外科手術と内視鏡治療のコラボレーションの現状と将来展望

【司 会】仁科　智裕（国立病院機構四国がんセンター　がんゲノム医療センター）
發知　将規（愛媛県立中央病院　消化器外科）　　　　　　　　　　　　
小原　英幹（香川大学医学部　消化器・神経内科学）　　　　　　　　　

S1-01  病理診断で30mm以下の胃SMT病変に対する治療変遷と治療戦略
1高知赤十字病院　消化器外科、2高知赤十字病院　消化器内科
山井　礼道1、高杉　遙1、近森　文夫1、岩崎　丈紘2、小島　康司2、内多　訓久2、 
岡崎　三千代2

S1-02  早期胃癌内視鏡的根治度C-2病変に対する予後規定因子の検討
香川県立中央病院　消化器内科
山内　健司、和唐　正樹、石川　茂直、稲葉　知己

S1-03  高齢者早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除症例の検
討：経過観察と追加外科切除の比較
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　消化器内科
長谷部　昌、西出　憲史、堀　伸一郎

S1-04  下部消化管術後縫合不全起因の難治性瘻孔に対する内視鏡的治療戦略 
−OTSCおよびPGAシート・ヒストアクリル併用療法−
香川大学医学部附属病院　消化器・神経内科
多田　尚矢、小原　英幹、西山　典子、正木　勉

S1-05  ロボット支援下直腸癌術前マーキングにおける内視鏡医と外科の連携
1住友別子病院　外科、2住友別子病院　消化器内科
赤本　伸太郎1、井村　真1、松原　稔2、鈴木　誠祐2

S1-06  Bridge to surgery（BTS）としての大腸ステントの検討
1愛媛県立中央病院　消化器病センター　内科、2愛媛県立今治病院
須賀　義文1、壷内　栄治2、二宮　朋之1、道堯　浩二郎1、宮田　英樹1、平岡　淳1、 
森　健一郎1、岩崎　竜一郎1、黒田　太良1、相引　利彦1、奥平　知成1、 
鶴田　美帆1、植木　秀太朗1、吉野　武晃1、大西　慶1、村上　大晟1、丸井　香織1、 
加藤　雅也1、松岡　順子1、安達　朋子1
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S1-07  大腸悪性狭窄に対する緊急大腸ステントと緊急手術の栄養的観点からの
比較検討
1徳島市民病院　内科、2徳島赤十字病院　消化器内科
岸　和弘1,2、岡崎　潤1、松村　圭一郎1、福野　天1、岸　史子1

 特別発言
徳島大学大学院医歯薬学研究部　地域総合医療学
岡久　稔也
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合同シンポジウム2

第1日  12月19日（土） 15：10〜17：00　第1会場（3F 大会議室）

消化器がんにおける外科、内視鏡診療とがん化学療法の接点

【司 会】並川　　努（高知大学医学部　外科学講座外科１）　　　　　
宮本　弘志（徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学）
横田　智行（松山赤十字病院　肝臓・胆のう・膵臓内科）　　
御厨　美洋（国立病院機構四国がんセンター　消化器外科）　

S2-01  切除不能胃癌に対する薬物療法後のconversion手術の検討
1独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　消化器内科、 
2独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　消化器外科
梶原　猛史1、中舎　晃男1、仁科　智裕1、日野　佳織1、井上　知謙1、吉松　萌美1、 
坂口　智紘1、西出　憲史1、浅木　彰則1、長谷部　昌1、寺尾　孝志1、堀　伸一郎1、 
灘野　成人1、兵頭　一之介1、香川　哲也2、羽藤　慎二2、野崎　功雄2

S2-02  当院における「化学放射線療法または放射線療法後の局所遺残再発食道
がん」に対して施行した光線力学療法（PDT：photodynamic therapy）
の検討
1松山市民病院、2済生会西条病院
田中　良憲1、國分　勝仁2、多保　祐里1、曹　芳1、島本　豊伎1、栗原　渉1、 
平岡　亜弥1、小田　眞由1、田鶴谷　奈友1、小川　明子1、木阪　吉保1、武智　俊治1、 
水上　祐司1

S2-03  幽門狭窄を呈する胃癌に対する腹腔鏡下空置的胃空腸バイパス術：化学
療法を含めた後治療につながる手術とするために
愛媛大学大学院　消化管・腫瘍外科
吉田　素平、恵木　浩之、石丸　啓、古賀　繁宏、秋田　聡、菊池　聡、杉下　博基、 
川本　貴康、渡部　克哉、大西　一穂、市川　奈々子、加洲　範明、松井　さゆり、 
桑原　淳、渡部　祐司

S2-04  当院における切除不能膵癌に対するConversion surgeryの経験
1香川労災病院　内科、2香川労災病院　外科、3香川大学医学部　消化器・神経内科
小林　聖幸1、中谷　夏帆1、冨田　悠介1、吉武　晃1、出口　章広1、徳毛　誠樹2、 
小林　正彦2、國土　泰孝2、村岡　篤2、正木　勉3
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S2-05  化学（放射線）療法後および術前化学療法後に切除術を施行した膵癌症例
の検討
1愛媛大学医学部　肝胆膵移植外科、2愛媛大学医学部　消化器内分泌代謝内科
坂元　克考1、小川　晃平1、田村　圭1、岩田　みく1、坂本　明優1、松井　貴司1、 
西　悠介1、永岡　智之1、船水　尚武1、高井　昭洋1、小泉　光仁2、今村　良樹2、 
兼光　梢2、熊木　天児2、日浅　陽一2、高田　泰次1

S2-06  膵癌術前化学療法の検討
1国立病院機構四国がんセンター　消化器内科、 
2国立病院機構四国がんセンター　消化器外科
浅木　彰則1、井上　知謙1、吉松　萌美1、坂口　智紘1、日野　佳織1、中舎　晃男1、 
西出　憲史1、梶原　猛史1、仁科　智裕1、長谷部　昌1、寺尾　孝志1、堀　伸一郎1、 
灘野　成人1、兵頭　一之介1、谷水　正人1、御厨　美洋2

S2-07  Intermediate-stage肝癌に対するLenvatinibを用いた治療戦略
1徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科、 
2徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器移植外科学
友成　哲1、岡田　明子1、笠井　昭成1、上田　浩之1、田中　宏典1、田中　貴大1、 
谷口　達哉1、曽我部　正弘1、岡本　耕一1、宮本　弘志1、六車　直樹1、佐藤　康史1、 
島田　光生2、高山　哲治1

 特別発言
徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学
六車　直樹
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一般演題座長

第1日  12月19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

上部消化管1 01〜05 9：00〜9：40 野崎　功雄 国立病院機構四国がんセンター
消化器外科

上部消化管2 06〜10 9：40〜10：20 佐藤　公一 愛媛県立中央病院　消化器外科

上部消化管3 11〜15 10：20〜11：00 吉川　幸造 徳島大学　消化器・移植外科学

上部消化管4 16〜19 11：00〜11：32 山本　安則 愛媛大学大学院医学系研究科
消化器・内分泌・代謝内科学

上部消化管5 20〜24 15：00〜15：40 今川　　敦 今川内科医院　院長

肝臓1 25〜30 15：40〜16：28 廣岡　昌史 愛媛大学大学院医学系研究科
消化器・内分泌・代謝内科学

肝臓2 31〜35 16：28〜17：08 大谷　広美 愛媛県立中央病院　消化器外科

第1日  12月19日（土）　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

胆道 36〜41 9：00〜9：48 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

膵臓1 42〜46 15：00〜15：40 岡野　圭一 香川大学医学部・医学系研究科
消化器外科学

膵臓2 47〜50 15：40〜16：12 上甲　康二 松山赤十字病院　肝臓・胆のう・膵臓内科
（肝胆膵センター）

下部消化管1 51〜55 16：12〜16：52 赤本伸太郎 住友別子病院　外科

第2日  12月20日（日）　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

下部消化管2 56〜59 9：22〜9：54 矢野　匡亮 香川県立中央病院　消化器・一般外科

下部消化管3 60〜63 9：54〜10：26 田中　良憲 松山市民病院　消化器内科

その他 64〜67 10：26〜10：58 柚木　　茂 松山市民病院　院長
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第1日  12月19日（土） 9：00〜9：40　第2会場（2F 第1・2会議室）

上部消化管1

【座 長】野崎　功雄（国立病院機構四国がんセンター　消化器外科）

01  切除不能進行再発食道癌に対するニボルマブの初期治療経験
高知大学医学部　外科
北川　博之、岩部　純、横田　啓一郎、前田　将宏、並川　努、花崎　和弘

02  横隔膜傍裂孔ヘルニアによる胃軸捻転症のため上部消化管通過障害を来
した一例
1三豊総合病院　消化器内科、2三豊総合病院　外科
松村　吉晃1、安原　ひさ恵1、綾　悠佑1、重久　友理子1、原田　圭1、馬場　雄己1、 
吉田　泰成1、關　博之1、永原　照也1、遠藤　日登美1、神野　秀基1、守屋　昭男1、 
中津　守人1、安東　正晴1、遠藤　出2

03  生存中に肺動脈血細胞診にて診断しえたPulmonary tumor thrombotic 
microangiopathy（PTTM）を伴う進行胃癌の1例
1徳島大学病院　消化器内科、2徳島大学病院　循環器内科、3徳島大学病院　病理部
八木　麻衣1、三井　康裕1、松浦　朋美2、坂東　良美3、北村　晋志1、岡本　耕一1、 
佐藤　康史1、六車　直樹1、高山　哲治1

04  術前化学療法を行い、肝外側区域合併切除を行った胃癌の1例
社会医療法人石川記念会HITO病院
向井　心一、大木　悠輔、川本　貴康、末廣　和長、小坂　泰二郎、扇喜　智寛、 
扇喜　真紀、大宮　久美子、赤岩　譲、石川　賀代

05  術前血糖コントロール不良の超高齢者胃癌に対して腹腔鏡下胃切除を施
行した1例
社会医療法人石川記念会HITO病院
井上　拓人、大木　悠輔、川本　貴康、末廣　和長、小坂　泰二郎、扇喜　智寛、 
扇喜　真紀、大宮　久美子、赤岩　譲、石川　賀代

一般演題
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第1日  12月19日（土） 9：40〜10：20　第2会場（2F 第1・2会議室）

上部消化管2

【座 長】佐藤　公一（愛媛県立中央病院　消化器外科）

06  全身化学療法により病理学的完全奏効（pCR）を得た切除不能進行胃癌
の2例
国立病院機構四国がんセンター　消化器内科
中舎　晃男、井上　知謙、吉松　萌美、坂口　智紘、日野　佳織、西出　憲史、 
寺尾　孝志、浅木　彰則、梶原　猛史、仁科　智裕、長谷部　昌、堀　伸一郎、 
灘野　成人、兵頭　一之介

07  傍大動脈リンパ節転移をきたしたT1b2胃癌の1例
社会医療法人石川記念会HITO病院
田邉　庸徳、大木　悠輔、川本　貴康、末廣　和長、小坂　泰二郎、扇喜　智寛、 
扇喜　真紀、大宮　久美子、赤岩　譲、石川　賀代

08  胃静脈瘤併存早期胃癌に対して腹腔鏡内視鏡合同手術で胃局所切除を施
行した1例
1高知大学医学部　外科学、2高知大学医学部　医療学講座　医療管理学分野
前田　将宏1、並川　努1、横田　啓一郎1、山口　祥1、藤澤　和音1、福留　惟行1、 
岩部　純1、宗景　匡哉1、上村　直1、前田　広道1、北川　博之1、岡本　健2、 
小林　道也2、花崎　和弘1

09  十二指腸胃型腺腫の一例
愛媛県立今治病院　消化器内科
高山　宗三、壷内　栄治、鈴木　快、永松　賢祐、中西　征司

10  進行胃癌の出血抑制に内視鏡的ポリグリコール酸シート貼付が有効で
あった一例
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、小原　英幹1、西山　典子1、多田　尚矢1、松井　崇矩1、千代　大翔1、 
小林　伸也1、谷内田　達夫1,2、正木　勉1



− 24 −

第1日  12月19日（土） 10：20〜11：00　第2会場（2F 第1・2会議室）

上部消化管3

【座 長】吉川　幸造（徳島大学　消化器・移植外科学）

11  切除不能進行胃癌に対する化学療法後の根治切除症例の検討
愛媛県立中央病院　消化器外科
佐藤　公一、八木　草彦、大畠　将義、吉川　雅登、溜尾　美咲、大谷　広美

12  胃癌と十二指腸MALTリンパ腫の併発に対して集学的治療を行った1例
高知大学医学部附属病院　外科学講座外科
横田　啓一郎、並川　努、前田　将宏、岩部　純、北川　博之、花崎　和弘

13  3次治療としてのNivolumab治療後に根治切除しえた胃癌腹膜播種の
一例
1香川県立中央病院　臨床研修センター、2香川県立中央病院　消化器内科、 
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
澤田　ひかり1、岡本　邦男2,3、木下　翼2、香川　朋2、深田　悠史2、稲生　祥子2、 
山内　健司2、榊原　一郎2、山本　久美子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、和唐　正樹2、蓮井　利実2、田中　則光4、 
大橋　龍一郎4、稲葉　知己2

14  集学的治療が奏功した横隔膜浸潤を伴う出血性巨大GISTの1例
高知赤十字病院　外科
高杉　遥、山井　礼道、植田　康司、溝渕　海、近森　文夫、大西　一久、 
谷田　信行、浜口　伸正

15  A型胃炎を背景とした胃癌症例の臨床病理学的検討
松山赤十字病院　胃腸センター
原　裕一、蔵原　晃一、浦岡　尚平、池上　幸治、清森　亮祐、末永　文彦、 
村田　征喜、井本　尚徳
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第1日  12月19日（土） 11：00〜11：32　第2会場（2F 第1・2会議室）

上部消化管4

【座 長】山本　安則（愛媛大学大学院医学系研究科　消化器・内分泌・代謝内科学）

16  門脈ガス血症を伴う胃気腫症に対し，保存的治療を行った1例
住友別子病院　外科
井村　真、藤原　佑太、垣生　恭佑、赤本　伸太郎、小西　祐輔、中川　和彦、 
福原　哲治

17  減量手術後の肝脂肪量・肝線維化マーカーの変化についての検討
1市立宇和島病院　内科、2愛媛大学医学部　消化器・内分泌・代謝内科学、 
3愛媛大学医学部　地域生活習慣・内分泌学、4愛媛大学医学部　消化管・腫瘍外科学
仙波　英徳1,2、渡部　杏子2、宮崎　万純2、神崎　さやか2、中口　博允3、小泉　洋平2、 
三宅　映己2、吉田　素平4、廣岡　昌史2、古賀　繁宏4、阿部　雅則2、渡部　祐司4、 
松浦　文三3、日浅　陽一2

18  内視鏡的粘膜下層剥離術後7年目に多発リンパ節転移、骨転移を来した
未分化型早期胃癌の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
矢山　貴之1、岩崎　丈紘1、内多　訓久1、藤井　祥平1、窪田　綾子1、黒岩　千比呂1、 
大家　力矢1、佐々木　紫織1、小島　康司1、岡崎　三千代1、頼田　顕辞2

19  貧血を契機にCowden病と診断した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
井本　尚徳1、蔵原　晃一1、大城　由美2、浦岡　尚平1、池上　幸治1、清森　亮祐1、 
末永　文彦1、原　裕一1、村田　征喜1
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第1日  12月19日（土） 15：00〜15：40　第2会場（2F 第1・2会議室）

上部消化管5

【座 長】今川　敦（今川内科医院　院長）

20  腹部症状が先行した成人IgA血管炎の1例
住友別子病院　消化器内科
宮阪　啓、松原　稔、野崎　加那子、竹井　大介、萩原　宏明、鈴木　誠祐

21  内視鏡的に切除した胃顆粒細胞腫の一例
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理
和泉　翔太1、蔵原　晃一1、大城　由美2、清森　亮祐1、浦岡　尚平1、池上　幸治1、 
末永　文彦1、原　裕一1、村田　征喜1、井本　尚徳1

22  内視鏡所見から術式を決定し得た十二指腸癌の1例
1愛媛県立中央病院　消化器内科、2愛媛県立中央病院　消化器外科、 
3愛媛県立中央病院　病理診断科
加藤　雅也1、宮田　英樹1、丸井　香織1、村上　大晟1、大西　慶1、植木　秀太郎1、 
鶴田　美帆1、吉野　武晃1、相引　利彦1、奥平　知成1、黒田　太良1、岩崎　竜一朗1、 
須賀　義文1、山子　泰加1、森　健一郎1、平岡　淳1、二宮　朋之1、道堯　浩二郎1、 
大谷　広美2、杉田　敦郎3

23  胃アニサキス症により出血性胃潰瘍を発症した1例
高知赤十字病院　消化器内科
藤井　祥平、内多　訓久、黒岩　千比呂、窪田　綾子、矢山　貴之、大家　力矢、 
佐々木　紫織、岩崎　丈紘、小島　康司、岡崎　三千代

24  リツキシマブもしくはリツキシマブ併用化学療法を要した濾胞性リンパ
腫の十二指腸病変の検討
1JA徳島厚生連阿南医療センター、2日比野病院、 
3徳島大学大学院医歯薬学研究部　実践地域医療　医科学分野　血液内科
宮田　好裕1、板垣　達三1、藤本　美幸1、答島　章公1、滝下　誠1、日比野　真吾2、 
中村　信元3
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第1日  12月19日（土） 15：40〜16：28　第2会場（2F 第1・2会議室）

肝臓1

【座 長】廣岡　昌史（愛媛大学大学院医学系研究科　消化器・内分泌・代謝内科学）

25  当院で診療した女性の重症アルコール性肝炎の3症例
1香川大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター、 
2香川大学医学部附属病院　消化器内科、3香川大学医学部　地域医療再生医学
宮本　貴和子1、真鍋　卓嗣2、琢磨　慧2、中原　麻衣2、大浦　杏子2、田所　智子2、 
藤田　浩二2、三村　志麻3、谷　丈二2、森下　朝洋2、正木　勉2

26  腹腔鏡下肝外側区域術を施行した肝悪性リンパ腫の1例
高知大学医学部　外科学講座外科
清水　茂翔、谷岡　信寿、前田　将宏、横田　啓一郎、岩部　純、宗景　匡哉、 
上村　直、前田　広道、北川　博之、並川　努、市川　麻由、越智　経浩、 
内田　一茂、花崎　和弘

27  当院での肝性脳症に対するレボカルニチン製剤の使用経験
医療法人住友別子病院
萩原　宏明、野崎　加那子、宮阪　啓、竹井　大介、松原　稔、鈴木　誠祐

28  当科における肝硬変患者の肝性脳症に対するリファキシミンの有効性の
検討
松山赤十字病院　肝臓・胆のう・膵臓内科
盛田　真、眞柴　寿枝、久門　志敬、丹下　正章、天野　通子、越智　裕紀、 
畔元　信明、横田　智行、上甲　康二

29  Shewanella algaeによる特発性細菌性腹膜炎および敗血症性ショック
を来したアルコール性肝硬変の1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
吉本　光平1、前田　真佐2、北岡　真由子2、市川　博源2、岡田　光生2、青野　礼2、 
榮枝　弘司2

30  肝細胞癌に対するレンバチニブ投与中に急速な転帰を辿ったAeromonas 
hydrophilaによる壊死性筋膜炎の一例
1高知大学医学部　消化器内科学、2高知大学医学部　皮膚科学講座
古味　駿1、腰山　裕一1、常風　友梨1、宗景　玄祐1、越智　経浩1、小笠原　光成1、 
野崎　靖子1、廣瀬　享1、内田　一茂1、森坂　広行2
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第1日  12月19日（土） 16：28〜17：08　第2会場（2F 第1・2会議室）

肝臓2

【座 長】大谷　広美（愛媛県立中央病院　消化器外科）

31  高アンモニア血症に対するカルニチン投与の臨床的効果
1香川大学医学部附属病院　臨床研修センター、2香川大学医学部　消化器・神経内科
川田　浩輔1、谷　丈二2、中原　麻衣2、大浦　杏子2、田所　智子2、藤田　浩二2、 
森下　朝洋2、正木　勉2

32  COVID-19に合併した肝障害の1例
松山赤十字病院　肝臓・胆のう・膵臓内科
久門　志敬、越智　裕紀、丹下　正章、盛田　真、天野　通子、畔元　信明、 
眞柴　寿枝、横田　智行、上甲　康二

33  当院における術中ICG蛍光法を用いた系統的肝切除術
高知大学医学部　外科学講座外科
谷岡　信寿、上村　直、清水　茂翔、丸井　輝、前田　将宏、山口　祥、 
横田　啓一郎、藤澤　和音、福留　惟行、岩部　純、宗景　匡哉、前田　広道、 
北川　博之、並川　努、花崎　和弘

34  テノホビルアラフェナミドフマル酸塩（TAF）服薬を契機にIgA血管炎が
出現した慢性B型肝炎の1例
1徳島市民病院　臨床教育センター、2徳島市民病院　内科、 
3徳島赤十字病院　消化器内科、4徳島市民病院　皮膚科、5徳島市民病院　病理診断科
六車　隆太郎1、岸　和弘2,3、野田　利紀4、堀口　英久5、岡崎　潤2、松村　圭一郎2、 
福野　天2、岸　史子2

35  消化管出血のコントロールに難渋した肝外門脈閉塞症の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徳島大学病院　消化器内科
田中　育太1、友兼　毅1、門田　美由香1、多田　早織2、小田　修治3、佐藤　康史4、 
六車　直樹4
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第1日  12月19日（土） 9：00〜9：48　第3会場（2F 第4・5会議室）

胆道

【座 長】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）

36  経乳頭的生検で診断しえた胆道原発悪性リンパ腫の一例
市立宇和島病院　消化器内科
奥嶋　優介、實藤　洋伸、首藤　聖弥、岡田　正也、上杉　和寛、多田　藤政、 
大野　芳敬

37  ERCPによる胆管生検にて診断しえた好酸球性胆道炎の1例
1香川県立中央病院　臨床研修センター、2香川県立中央病院　消化器内科
石濱　佐和子1、泉川　孝一2、木下　翼2、香川　朋2、稲生　祥子2、深田　悠史2、 
山内　健司2、岡本　邦男2、榊原　一郎2、山本　久美子2、高橋　索真2、田中　盛富2、 
松浦　美穂子2、石川　茂直2、和唐　正樹2、蓮井　利実2、稲葉　知己2

38  腹壁膿瘍を伴う黄色肉芽腫性胆嚢炎の1例
1愛媛大学大学院　卒後臨床研修センター、 
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　肝胆膵・乳腺外科
矢野　真啓1、今村　良樹2、小泉　光仁2、沼田　結希2、兼光　梢2、竹下　英次2、 
坂本　明優3、永岡　智之3、船水　尚武3、小川　晃平3、熊木　天児1,2、高田　泰次3、 
日浅　陽一2

39  セフトリアキソン投与が原因と考えらえる偽胆石により肝障害を発症し
た一例
1済生会今治病院　臨床研修センター、2済生会今治病院　内科
矢原　智佳子1、川崎　敬太郎2、樫本　洋平2、上原　貴秀2、村上　貴俊2、 
宮池　次郎2、大本　昌樹2

40  薬物療法を要する切除不能膵癌患者に対する適切な胆道ステント選択の
検討
1香川大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター、2香川大学医学部附属病院　腫瘍内科
喜田　行洋1、奥山　浩之2、羽床　琴音2、村上　あきつ2、大北　仁裕2、西内　崇将2、 
辻　晃仁2

41  横行結腸癌術後3年目に発症した胆管転移の1例
1高知赤十字病院　初期研修医、2高知赤十字病院　消化器内科
杉本　裕紀1、佐々木　紫織2、岡崎　三千代2、藤井　祥平2、黒岩　千比呂2、窪田　綾子2、
矢山　貴之2、大家　力矢2、岩崎　丈紘2、小島　康司2、内多　訓久2



− 30 −

第1日  12月19日（土） 15：00〜15：40　第3会場（2F 第4・5会議室）

膵臓1

【座 長】岡野　圭一（香川大学医学部・医学系研究科　消化器外科学）

42  膵癌との鑑別に苦慮した膵原発末梢T細胞リンパ腫の1例
1市立宇和島病院　消化器内科、2市立宇和島病院　病理診断科
大久保　芽衣1、大野　芳敬1、實藤　洋伸1、首藤　聖弥1、岡田　正也1、奥嶋　優介1、 
上杉　和寛1、多田　藤政1、松影　昭一2

43  後期高齢者（75歳以上）膵がんに対するがん薬物療法の有効性と安全性
に関する検討
香川大学医学部附属病院　腫瘍内科
羽床　琴音、奥山　浩之、村上　あきつ、大北　仁裕、西内　崇将、辻　晃仁

44  胃穿通による自然軽快が推定されたwalled-off necrosisの1例
1社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院　臨床研修センター、 
2社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院　内科
増田　侑也1、玉井　惇一郎2、佐藤　真2、藤岡　耀祐2、金本　麻友美2、宮本　裕也2、 
八木　専2、梅岡　二美2、村上　英広2、沖田　俊司2、宮岡　弘明2、岡田　武史2

45  デーツによる食物アレルギーが関与した急性膵炎の1例
松山市民病院　消化器内科
曹　芳、木阪　吉保、島本　豊伎、栗原　渉、多保　祐里、平岡　亜弥、小田　眞由、 
小川　明子、田鶴谷　奈友、武智　俊治、田中　良憲、水上　祐治

46  主膵管変化なく限局性に膵実質の萎縮が出現した分枝型IPMN併存膵癌
の1例
1三豊総合病院　消化器内科、2三豊総合病院　外科
原田　圭1、關　博之1、綾　悠佑1、松村　吉晃1、重久　友理子1、馬場　雄己1、 
吉田　泰成1、安原　ひさ恵1、永原　照也1、遠藤　日登美1、神野　秀基1、 
守屋　昭男1、中津　守人1、渡辺　信之2、安東　正晴1
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第1日  12月19日（土） 15：40〜16：12　第3会場（2F 第4・5会議室）

膵臓2

【座 長】上甲　康二（松山赤十字病院　肝臓・胆のう・膵臓内科（肝胆膵センター））

47  EUS-FNAにてhemosuccus pancreaticusを認めた膵神経内分泌腫瘍
の1例
1高知大学医学部　消化器内科、2高知大学医学部附属病院　内視鏡診療部、 
3高知大学医学部　外科1
古味　駿1、耕崎　拓大2、常風　友梨1、吉岡　玲子1、谷内　恵介1、宗景　匡哉3、 
上村　直3、花崎　和弘3、内田　一茂1,2

48  急性膵炎を契機にEUSで診断に至った早期膵癌の1例
香川大学医学部　消化器神経内科
山田　学、波間　大輔、藤田　直樹、山名　浩喜、鎌田　英紀、正木　勉

49  膵癌との鑑別が困難であった腹腔内原発デスモイド腫瘍の1例
1香川大学医学部付属病院　臨床研修センター、2香川大学医学部　消化器神経内科
随行　香穂里1、鎌田　英紀2、河野　寿明2、波間　大輔2、藤田　直樹2、山名　浩喜2、 
正木　勉2

50  術前化学放射線療法を施行した膵癌患者における内視鏡的胆道ドレナー
ジ術でのcovered metallic stentとplastic stentの比較検討
香川大学医学部　消化器内科
藤田　直樹、河野　寿明、波間　大輔、山名　浩喜、鎌田　英紀、正木　勉
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第1日  12月19日（土） 16：12〜16：52　第3会場（2F 第4・5会議室）

下部消化管1

【座 長】赤本　伸太郎（住友別子病院　外科）

51  大量出血により救命し得なかった多発小腸潰瘍の1例
1高知赤十字病院　初期臨床研修医、2高知赤十字病院　消化器内科、 
3高知赤十字病院　病理診断科
金澤　俊介1、藤井　祥平2、窪田　綾子2、黒岩　千比呂2、矢山　貴之2、大家　力矢2、 
佐々木　紫織2、岩崎　丈紘2、小島　康司2、内多　訓久2、岡崎　三千代2、 
頼田　顕辞3

52  急性虫垂炎を契機に発見された盲腸癌の1例
1社会医療法人石川記念会HITO病院　外科、 
2社会医療法人石川記念会HITO病院　内科
大木　悠輔1、川本　貴康1、末廣　和長1、小坂　泰二郎1、扇喜　智寛2、扇喜　真紀2、 
大宮　久美子2、赤岩　譲2、石川　賀代2

53  下腸間膜動脈（IMA）根部処理を行った直腸癌術後7年目発症の下行結腸
癌に対してINVOS、PINPOINTを用いて安全に結腸左半切除術を施行
することができた1例
愛媛大学医学部附属病院　消化器腫瘍外科
加洲　範明、惠木　浩之、秋田　聡、市川　奈々子、大西　一穂、津田　直希、 
渡部　克哉、松井　さゆり、谷川　和史、桑原　淳、松本　紘典、菊地　聡、 
吉田　素平、古賀　繁宏、石丸　啓、渡部　祐司

54  肝転移、腹膜播種を伴う上行結腸癌に対しCAPOX+Bmab療法を施行
し完全奏功が得られ6年生存している1例
1高知大学医学部　外科学講座外科、2高知大学医学部　医療管理学講座医療管理学分野
丸井　輝1、藤澤　和音1、山口　祥1、福留　惟行1、前田　広道1、岡本　健2、 
花崎　和弘1

55  経肛門的内視鏡下直腸間膜切除術TaTME併用ロボット支援下直腸切除
術の有用性
徳島大学　消化器・移植外科
柏原　秀也、島田　光生、吉川　幸造、東島　潤、徳永　卓哉、西　正暁、 
高須　千絵、江藤　祥平、良元　俊昭
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第2日  12月20日（日） 9：22〜9：54　第2会場（2F 第1・2会議室）

下部消化管2

【座 長】矢野　匡亮（香川県立中央病院　消化器・一般外科）

56  早期直腸癌ESD後のPagetoid spreadに対し腹腔鏡下経腹会陰式直腸
切断術を施行した1例
愛媛県立中央病院　消化器外科
高木　健次、渡部　美弥、疋田　貴大、中川　祐輔、脇　悠平、上野　義智、 
發智　将規、小手川　洋志、吉山　広嗣

57  術前化学療法を併用した内腸骨動静脈合併切除を伴う直腸癌腹腔鏡下手術
愛媛県立中央病院　消化器外科
發知　将規、疋田　貴大、高木　健次、脇　悠平、中川　祐輔、上野　義智、 
渡部　美弥、古手川　洋志、吉山　広嗣

58  根治術術後に脳転移を認めた上行結腸癌の1例
愛媛大学　消化器腫瘍外科
秋田　聡、惠木　浩之、加洲　範明、市川　奈々子、大西　一穂、津田　直希、 
松井　さゆり、谷川　和史、松本　紘典、桑原　淳、菊池　聡、杉下　博基、 
吉田　素平、古賀　繁宏、石丸　啓、渡部　祐司

59  消化管免疫関連有害事象（GI-irAE）の治療法別の臨床的特徴についての
検討
1愛媛大学大学院医学系研究科　消化器・内分泌・代謝内科学、 
2愛媛大学医学部附属病院　光学医療診療部、 
3愛媛大学大学院医学系研究科　地域消化器免疫医療学
花山　雅一1、北畑　翔吾1、白石　佳奈1、橋本　悠1、丹下　和洋1、川村　智恵2、 
富田　英臣3、山本　安則2、竹下　英次3、池田　宜央2、日浅　陽一1
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第2日  12月20日（日） 9：54〜10：26　第2会場（2F 第1・2会議室）

下部消化管3

【座 長】田中　良憲（松山市民病院　消化器内科）

60  抗ウイルス治療を要さずサイトメガロウイルス感染の改善を認めた潰瘍
性大腸炎の一例
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
長野　祥1、沖　裕昌1、羽柴　基1、山田　高義1、一森　俊樹2、耕崎　拓大1、 
内田　一茂1

61  ランソプラゾール（LPZ）によるCollagenous colitis（CC）治癒後に他
剤で再発した2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
池上　幸治1、蔵原　晃一1、大城　由美2、井本　尚徳1、村田　征喜1、原　裕一1、 
末永　文彦1、清森　亮祐1、浦岡　尚平1

62  家族性地中海熱関連腸炎（MEFV遺伝子関連腸炎）の3症例
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
村田　征喜1、蔵原　晃一1、池上　幸治1、大城　由美2、田中　貴英1、井本　尚徳1、 
原　裕一1、末永　文彦1、清森　亮祐1、浦岡　尚平1

63  高齢発症Crohn病の1例
1徳島市民病院　初期研修医、2徳島市民病院　内科、3徳島市民病院　外科、 
4徳島市民病院　病理診断部
三崎　貴文1、岸　史子2、佐々木　沙紀2、岡崎　潤2、松村　圭一郎2、福野　天2、 
岸　和弘2、近清　素也3、堀口　英久4
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第2日  12月20日（日） 10：26〜10：58　第2会場（2F 第1・2会議室）

その他

【座 長】柚木　茂（松山市民病院　院長）

64  下大静脈フィルターの穿通により後腹膜仮性動脈瘤を形成した1例
香川県立中央病院　消化器内科
深田　悠史、田中　盛富、木下　翼、香川　朋、稲生　祥子、山内　健司、 
岡本　邦男、榊原　一郎、山本　久美子、泉川　孝一、高橋　索真、松浦　美穂子、 
石川　茂直、和唐　正樹、蓮井　利実、稲葉　知己

65  確定診断に外科的切除を要した大網リンパ管腫の1例
愛媛大学大学院医学系研究科　消化管・腫瘍外科学講座
津田　直希、惠木　浩之、市川　奈々子、大西　一穂、加洲　範明、松井　さゆり、 
谷川　和史、桑原　淳、菊池　聡、秋田　聡、吉田　素平、古賀　繁宏、石丸　啓、 
渡部　祐司

66  Sister Mary Joseph's noduleを契機に発見された悪性腹膜中皮腫の1例
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　消化器内科
井上　知謙、梶原　猛史、中舎　晃男、西出　憲史、吉松　萌美、坂口　智紘、 
日野　佳織、浅木　彰則、仁科　智裕、長谷部　昌、寺尾　孝志、堀　伸一郎、 
灘野　成人、兵頭　一之介

67  IgG4関連後腹膜腫瘤準確診群として治療していたが、4年7か月後に
MALTリンパ腫と診断した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　血液内科、 
3社会医療法人近森会近森病院　病理診断科
町田　彩佳1、田村　恵理1、北岡　真由子1、市川　博源1、岡田　光生1、青野　礼1、 
榮枝　弘司1、上村　由樹2、円山　英昭3


