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特別講演 （消化器内視鏡学会）

第2日  12月20日（日） 11：10〜12：10　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】堀　伸一郎（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部）

家族性大腸腺腫症研究の最新情報
京都府立医科大学　分子標的予防医学　石川　秀樹

会長講演 （消化器内視鏡学会）

第1日  12月19日（土） 12：00〜12：20　第1会場（3F 大会議室）

【司 会】谷水　正人（国立病院機構四国がんセンター　院長）

内視鏡診療と臨床試験 −四国がんセンターでの15年の経験から−
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部　堀　伸一郎

ランチョンセミナー （消化器内視鏡学会）

第2日  12月20日（日） 12：30〜13：20　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）

上部消化管疾患における漢方薬の位置付け 
～DREAM Studyから解ってきたこと～

佐賀大学医学部　内科　坂田　資尚

共催：株式会社ツムラ
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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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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



− 20 −

研修医・専修医優秀演題セッション座長

第1日  12月19日（土）　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

研修医・専修医
優秀演題セッション ES-01〜ES-05 9：00〜9：40 池田　宜央 愛媛大学附属病院

光学医療診療部

一般演題座長

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

食道・咽頭 E-01〜E-04 9：48〜10：20 坂口　智紘 国立病院機構四国がんセンター
消化器内科

食道 E-05〜E-07 10：20〜10：44 小島　康司 高知赤十字病院　消化器内科

胃 E-08〜E-11 10：44〜11：16 富田　英臣 愛媛大学大学院
地域消化器免疫医療学

第2日  12月20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

胃・十二指腸 E-12〜E-14 9：30〜9：54 田鶴谷奈友 松山市民病院　消化器内科

その他 E-15〜E-17 9：54〜10：18 榊原　一郎 香川県立中央病院　消化器内科

胆・膵 E-18〜E-20 10：18〜10：42 黒田　太良 愛媛県立中央病院　消化器内科

大腸 E-21〜E-22 10:42〜10：58 小林　伸也 香川大学医学部
消化器・神経内科学
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研修医・専修医優秀演題セッション

第1日  12月19日（土） 9：00〜9：40　第1会場（3F 大会議室）

【座 長】池田　宜央（愛媛大学附属病院　光学医療診療部）

ES-01  特徴的な十二指腸の内視鏡所見が診断の契機となり、駆虫後の内視鏡所
見の変化が確認できたランブル鞭毛虫症の1例
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
谷口　綾乃1、高橋　索真1,2、木下　翼1、香川　朋1、深田　悠史1、稲生　祥子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

ES-02  内視鏡的に形態変化を観察し得た胃perivascular epithelioid cell tumor
（PEComa）の1例

1愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科、2愛媛大学大学院　地域消化器免疫医療学、 
3愛媛大学大学院　病理診断科、4愛媛大学附属病院　光学医療診療部
新居田　一貴1、丹下　和洋1、村上　主樹1、北畑　翔吾1、白石　佳奈1、橋本　悠1、 
花山　雅一1、川村　智恵4、富田　英臣2、山本　安則4、北澤　理子3、竹下　英次2、 
池田　宜央4、日浅　陽一1

ES-03  膵液細胞診が有用であったstage IA膵管内乳頭粘液性癌の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
宇賀　俊輔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

ES-04  内科的治療で救命し得た胆嚢穿孔の一例
市立宇和島病院　消化器内科
矢野　怜、大野　芳敬、多田　藤政、上杉　和寛、沼田　結希、奥嶋　優介、 
岡田　正也

ES-05  十二指腸静脈瘤破裂に対するヒストアクリルを用いた再出血予防戦略
1香川大学医学部　卒後臨床研修センター、2香川大学医学部　消化器・神経内科
山本　隆太郎1、小林　伸也2、小塚　和博2、多田　尚矢2、松井　崇矩2、千代　大翔2、 
西山　典子2、谷内田　達夫2、小原　英幹2、正木　勉2
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第1日  12月19日（土） 9：48〜10：20　第3会場（2F 第4・5会議室）

食道・咽頭

【座 長】坂口　智紘（国立病院機構四国がんセンター　消化器内科）

E-01  ESDにて切除した中下咽頭表在癌22症例の検討
1高知大学医学部附属病院　消化器内科、2高知大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科
羽柴　基1、山田　高義1、兵頭　政光2、内田　一茂1

E-02  当院における咽頭表在癌ESD治療成績と検討
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
吉松　萌美、堀　伸一郎、日野　佳織、坂口　智紘、中舎　晃男、西出　憲史、 
寺尾　孝志、浅木　彰則、梶原　猛史、長谷部　昌、仁科　智裕、灘野　成人

E-03  表在型食道類基底細胞癌の一例
1香川県立中央病院　消化器内科、2香川県立中央病院　病理診断科
木下　翼1、石川　茂直1、香川　朋1、深田　悠史1、稲生　祥子1、山内　健司1、 
岡本　邦男1、榊原　一郎1、泉川　孝一1、山本　久美子1、高橋　索真1、田中　盛富1、 
松浦　美穂子1、和唐　正樹1、蓮井　利実1、稲葉　知己1、安藤　翠2、中村　聡子2、 
溝渕　光一2

E-04  食道アカラシアに対するPOEM導入後の治療成績
1愛媛大学大学院　地域消化器免疫医療学、 
2愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学、 
3愛媛大学医学部附属病院　光学医療診療部
富田　英臣1、丹下　和洋2、橋本　悠2、白石　佳奈2、北畑　翔吾2、花山　雅一2、 
山本　安則3、竹下　英次1、池田　宜央3、日浅　陽一2

一般演題
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第1日  12月19日（土） 10：20〜10：44　第3会場（2F 第4・5会議室）

食道

【座 長】小島　康司（高知赤十字病院　消化器内科）

E-05  腐食性食道炎による食道狭窄に対しステロイド併用内視鏡的バルーン拡
張術によって外科的治療を回避できた1例
1市立宇和島病院　消化器内科、2愛媛大学附属病院　光学医療診療部
實藤　洋伸1、山本　安則2、首藤　聖弥1、岡田　正也1、沼田　結希2、奥嶋　優介1、 
上杉　和寛1、多田　藤政1、大野　芳敬1

E-06  スニチニブ使用中に高度な食道潰瘍を発症した進行腎細胞癌の一例
1住友別子病院　消化器内科、2住友別子病院　泌尿器科
竹井　大介1、鈴木　誠祐1、松原　稔1、萩原　宏明1、宮阪　啓1、野崎　加那子1、 
桑野　晴美2

E-07  保存的加療で改善が見られた虚血性胃症の1例
1済生会松山病院　臨床研修センター、2済生会松山病院　内科
小野田　杏奈1、金本　麻友美2、宮本　裕也2、佐藤　真2、藤岡　耀祐2、 
玉井　惇一郎2、八木　専2、村上　英広2、沖田　俊司2、宮岡　弘明2



− 24 −

第1日  12月19日（土） 10：44〜11：16　第3会場（2F 第4・5会議室）

胃

【座 長】富田　英臣（愛媛大学大学院　地域消化器免疫医療学）

E-08  分化型優位の早期胃癌に対するESD後に低分化癌再発を来した1例
国立病院機構四国がんセンター
日野　佳織、長谷部　昌、井上　知謙、吉松　萌美、坂口　智紘、中舎　晃男、 
西出　憲史、梶原　猛史、浅木　彰則、仁科　智裕、寺尾　孝志、堀　伸一郎、 
灘野　成人、兵頭　一之介、谷水　正人

E-09  炭酸ランタン沈着による特徴的な胃粘膜病変に合併した早期胃癌の1例
1地方独立行政法人徳島県鳴門病院　内科、 
2地方独立行政法人徳島県鳴門病院　健康管理センター、 
3徳島大学大学院医歯薬学研究部　疾患病理学分野
藤本　大策1、田村　潮1、宮城　愛1、高場　梓1、宮城　順子1、堀内　宣昭1、 
大櫛　聖子2、高橋　早代2、小川　博久3、棚橋　俊仁2

E-10  1年の経過で出現し，急速増大を認めた1型進行胃癌の一例
1愛媛県立今治病院　消化器内科、2愛媛県立今治病院　消化器外科
永松　賢祐1、鈴木　快1、高山　宗三1、壷内　栄治1、中西　征司1、宇都宮　大地2、 
高月　秀典2

E-11  Raspberry様外観を呈した低異型度胃型腺癌（腺窩上皮型）の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、 
3市立宇和島病院　消化器内科、4滋賀医科大学　臨床検査医学講座
末永　文彦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、 
原　裕一1、村田　征喜1、井本　尚徳1、大野　芳敬3、九嶋　亮治4
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第2日  12月20日（日） 9：30〜9：54　第3会場（2F 第4・5会議室）

胃・十二指腸

【座 長】田鶴谷　奈友（松山市民病院　消化器内科）

E-12  胃Peutz-Jeghers型ポリープの一例
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
多田羅　望1、山本　久美子2、石川　茂直2、和唐　正樹2、香川　朋2、木下　翼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、泉川　孝一2、 
高橋　索真2、田中　盛富2、松浦　美穂子2、蓮井　利実2、稲葉　知己2

E-13  癌の併存を認めた十二指腸孤立性Peutz-Jeghers型ポリープの1例
香川県立中央病院　消化器内科
香川　朋、石川　茂直、木下　翼、深田　悠史、稲生　祥子、山内　健司、 
岡本　邦男、榊原　一郎、山本　久美子、高橋　索真、松浦　美穂子、田中　盛富、 
和唐　正樹、蓮井　利実、稲葉　知己

E-14  当科で診断した十二指腸NET11例の検討
1松山赤十字病院　胃腸センター、2松山赤十字病院　病理
清森　亮祐1、蔵原　晃一1、浦岡　尚平1、大城　由美2、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



− 26 −

第2日  12月20日（日） 9：54〜10：18　第3会場（2F 第4・5会議室）

その他

【座 長】榊原　一郎（香川県立中央病院　消化器内科）

E-15  十二指腸副乳頭部神経内分泌腫瘍の1例
1香川県立中央病院　臨床研修部、2香川県立中央病院　消化器内科
増田　吏紗1、榊原　一郎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、泉川　孝一2、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

E-16  ニボルマブ関連硬化性胆管炎の一例
松山赤十字病院　肝臓・胆のう・膵臓内科
丹下　正章、横田　智行、久門　志敬、盛田　真、天野　通子、越智　裕紀、 
畔元　信明、眞柴　寿枝、上甲　康二

E-17  EUS-FNAにより診断が得られた膵悪性リンパ腫の3例
1徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学、 
2徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学、3徳島大学病院　病理部
矢野　庄悟1、宮本　弘志1、樫原　孝典1、福家　慧1、平尾　章博1、和田　浩典1、 
藤野　泰輝1、高山　哲治1、安倍　正博2、坂東　良美3
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第2日  12月20日（日） 10：18〜10：42　第3会場（2F 第4・5会議室）

胆・膵

【座 長】黒田　太良（愛媛県立中央病院　消化器内科）

E-18  当院における治療困難総胆管結石に対する治療法の検討
市立宇和島病院
大野　芳敬、實藤　洋伸、首藤　聖弥、岡田　正也、奥嶋　優介、上杉　和寛、 
多田　藤政

E-19  当院における傍乳頭憩室・憩室内乳頭症例に対するEPLBDの安全性
住友別子病院　消化器内科
松原　稔、野崎　加那子、宮阪　啓、竹井　大介、萩原　宏明、鈴木　誠祐

E-20  術後再建腸管症例における細径大腸内視鏡を用いたERCPの検討
住友別子病院　消化器内科
野崎　加那子、宮阪　啓、竹井　大介、萩原　宏明、松原　稔、鈴木　誠祐
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第2日  12月20日（日） 10:42〜10：58　第3会場（2F 第4・5会議室）

大腸

【座 長】小林　伸也（香川大学医学部　消化器・神経内科学）

E-21  神経節細胞腫の一例
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
冨田　佳佑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

E-22  除菌療法が著効したHelicobacter pylori陰性の直腸MALTリンパ腫の
1例
社会医療法人近森会近森病院　消化器内科
岡本　りな、岡田　光生、北岡　真由子、榮枝　弘司


