
特別講演

特別講演１� 6月11日（金）11：40～12：40�
� 第1会場（4F�国際会議場）

膵癌早期診断と外科治療の進歩

演者：�九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科�
� 　中　村　雅　史

司会：福岡山王病院膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター�
国際医療福祉大学医学部消化器内科�
� 　伊　藤　鉄　英

特別講演２� 6月12日（土）11：10～12：10�
� 第1会場（4F�国際会議場）

クローン病診療におけるダブルバルーン内視鏡の活用 
―小腸狭窄拡張術のコツも含めて―

演者：自治医科大学内科学講座�
� 　山　本　博　徳

司会：福岡大学医学部消化器内科学講座�
� 　平　井　郁　仁
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シンポジウム1
6月11日（金）9：00～11：30 

第1会場（4F 国際会議場）

炎症性腸疾患に対する診療の現状と将来像

　　　　　司会：芦塚　伸也（宮崎大学医学部附属病院　消化器内科）�
　　　　　金城　　徹（琉球大学病院　光学医療診療部）

コメンテーター：江﨑　幹宏（佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科）

S1-01（消）� �炎症性腸疾患における新規血清バイオマーカー Leucine-rich�α2�Glycoprotein の臨床
的意義

久留米大学　医学部　内科学講座　消化器内科部門　吉村　哲広�

S1-02（消）� �潰瘍性大腸炎に対する JAK阻害剤の短期・長期治療成績の検討
産業医科大学　第3内科学　久米井伸介�

S1-03（消）� �難治性潰瘍性大腸炎に対するベドリズマブ療法の治療成績
宮崎大学附属病院　消化器内科　黒木　大介�

S1-04（消）� �Real�world における潰瘍性大腸炎に対するベドリズマブの治療成績
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　田中　啓仁�

S1-05（内）� �当院における抗 TNFα抗体製剤抵抗性の潰瘍性大腸炎に対するUstekinumabの短期有
用性

熊本大学病院　消化器内科　古田　陽輝�

S1-06（内）� �当院における潰瘍性大腸炎に対するウステキヌマブの短期治療成績～単施設後ろ向き研究～
福岡大学筑紫病院　炎症性腸疾患センター　安川　重義�

S1-07（内）� �当院における潰瘍性大腸炎に対するウステキヌマブの使用成績
福岡大学病院　消化器内科　久能　宣昭�

S1-08（消）� �潰瘍性大腸炎に対するウステキヌマブの使用経験
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学　荻野　治栄�

S1-09（消）� �クローン病に対するウステキヌマブの短期・中期成績の検討
大分大学　医学部　消化器内科学講座　都甲　和美�

S1-10（消）� �クローン病に対するウステキヌマブの使用経験
慈愛会　いづろ今村病院　消化器内科／鹿児島大学　消化器疾患・生活習慣病学　小野　陽平�

S1-11（消）� �潰瘍性大腸炎におけるメサラジン不耐例は治療困難例となりうるか
戸畑共立病院　消化器病センター　酒見　亮介�

S1-12（内）� �当院での炎症性腸疾患における5-ASA不耐に関する検討
福岡赤十字病院　消化器内科　工藤　哲司�

S1-13（消）� �当院潰瘍性大腸炎患者における5-ASA製剤の使用状況と不耐例に関する検討
佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科　武富　啓展�
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S1-14（消）	 	COVID-19感染流行における炎症性腸疾患診療への影響
長崎大学病院消化器内科 峯  彩子	

S1-15（消）	 	当科での潰瘍性大腸炎におけるColitis	Associated	cancer の治療経験
福岡大学病院 消化器外科 長野 秀紀	

S1-16（消）	 	進行癌・術後再発症例から考える潰瘍性大腸炎における適切な癌のサーベイランス
潤和会記念病院 外科 佛坂 正幸	
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シンポジウム2
6月11日（金）9：00～11：30 

第2会場（7F 大会議室）

膵・胆道悪性腫瘍に対する集学的治療

司会：大塚　隆生（鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科）�
李　　倫學（九州がんセンター肝胆膵内科）

S2-01（消）� �切除不能悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の比較検討
大分三愛メディカルセンター　辻　　博晶�

S2-02（消）� �当院における肝門部領域胆管癌術前胆道ドレナージの現況
大分赤十字病院　肝胆膵内科　池見　雅俊�

S2-03（消）� �遠位悪性胆管狭窄に対するダックビル型胆管ステントの使用経験
久留米大学医学部�内科学講座消化器内科部門／久留米大学病院　がん集学治療センター　牛島　知之�

S2-04（消）� �当院における胆道癌に対するGemcitabine�/�Cisplatin�/�S-1併用療法 (GCS療法 ) の治
療成績および切除に至った症例の検討

国立病院機構九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科　千住　猛士�

S2-05（消）� �当院での切除可能膵癌に対する術前GS療法の安全性と有効性の検討
沖縄県立中部病院　消化器内科　森　　英輝�

S2-06（消）� �切除可能膵癌におけるGemcitabine+S-1併用術前化学療法の短期的治療成績と安全性
北九州市立医療センター　消化器内科　植田圭二郎�

S2-07（消）� �膵・胆道悪性腫瘍の治療における術前リスク評価と術後合併症予防のための高齢者機能評価
国立病院機構　九州がんセンター　肝胆膵外科　間野　洋平�

S2-08（消）� �当院における切除不能膵癌に対する二次化学療法の現状～ nal-IRI+FF 療法の使用経験に
基づいて～

国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　肱岡　真之�

S2-09（消）� �切除不能膵癌に対する二次治療としてのNanoliposomal�irinotecan�+�5-FUの使用経験
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

�
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シンポジウム3
6月11日（金）13：50～16：20 

第1会場（4F 国際会議場）

膵・消化管神経内分泌腫瘍の診断・治療の現状と問題点

司会：中村　和彦（国立病院機構福岡東医療センター消化器内科）�
藤森　　尚（九州大学病態制御内科）

S3-01（内）� �当院における胃神経内分泌腫瘍�(NET) の臨床像
北九州市立医療センター　消化器内科　福田慎一郎�

S3-02（消）� �当科における直腸神経内分泌腫瘍に対する診断・治療の現状と課題
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科　林　　康代�

S3-03（消）� �直腸神経内分泌腫瘍に対する内視鏡的切除法の検討：多施設後ろ向き観察研究
熊本赤十字病院　消化器内科　大塚　郁弥�

S3-04（消）� �直腸NETに対するESDのデバイス別検証～特にはさみ鉗子型ナイフと他デバイスとの比較～
北九州市立医療センター　國木　康久�

S3-05（消）� �十二指腸乳頭部神経内分泌腫瘍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　松本　一秀�

S3-06（消）� �当施設における切除不能消化管NETに対する薬物療法の選択
福岡山王病院　膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター　新名　雄介�

S3-07（消）� �当院における膵・消化管神経内分泌腫瘍の治療経験
独立行政法人　国立病院機構　嬉野医療センター　日野　直之�

S3-08（消）� �当院における膵神経内分泌腫瘍診療の現況
大分赤十字病院　肝胆膵内科　合田　智則�

S3-09（消）� �10mm未満の膵神経内分泌腫瘍の検討
熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科　久木山直貴�

S3-10（消）� �膵神経内分泌腫瘍の画像診断における SRS の有用性についての検討
鹿児島大学病院　消化器疾患・生活習慣病学　豊留孝史郎�

S3-11（消）� �当院で経験したMixed�neuroendocrine�non-neuroendocrine�neoplasm(MiNEN)の4例
九州大学大学院医学研究院�病態制御内科　梯　祥太郎�

S3-12（消）� �当院における pNEN切除症例における検討
長崎大学　医歯薬総合研究科　移植・消化器外科　田中　貴之�

S3-13（消）� �当科における膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下核出術
九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科学　井手野　昇�

S3-14（消）� �多発肝転移、傍大動脈リンパ節転移を伴う膵神経内分泌腫瘍に対して集学的治療を行い、
二期的に R0切除を施行した１例

熊本地域医療センター　外科／熊本大学大学院　消化器外科　小川　大輔�
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シンポジウム4
6月12日（土）13：20～15：50 

第1会場（4F 国際会議場）

消化器内視鏡診療のイノベーション

司会：山口　直之（長崎大学消化器内科）�
塩飽　洋生（福岡大学消化器外科）

S4-01（内）� �化学放射線療法後遺残 /再発食道癌に対するサルベージ内視鏡治療 (ESD/PDT) の可能性
長崎大学病院　消化器内科　塩田　純也�

S4-02（内）� �表在性非乳頭部十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の進歩
福岡大学筑紫病院　消化器内科　大津　健聖�

S4-03（内）� �当院における表在型非乳頭部十二指腸腫瘍に対するUnderwater�EMRの治療成績
九州大学大学院　病態機能内科学　井原勇太郎�

S4-04（内）� �高接着性ゼラチン疎水化ミクロ粒子の ESD後潰瘍に対する作用
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　樺山　雅之�

S4-05（内）� �大腸腫瘍性病変の超拡大内視鏡観察における工夫
山鹿中央病院　消化器内科　萱嶋　善行�

S4-06（内）� �当院における大腸 ESDの工夫と治療成績
熊本大学病院　消化器内科　山崎　　明�

S4-07（内）� �食道アカラシアに対する POEM360例の治療成績
福岡大学病院　消化器外科　岡田　浩樹�

S4-08（内）� �当院の POEM筋層切開範囲決定法
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科　畑　　佳孝�

S4-09（内）� �経口内視鏡的筋層切開術（POEM）における斜走筋温存の臨床的意義に関する検討
福岡大学病院　消化器外科　塩飽　晃生�

S4-10（内）� �シグモイド型アカラシアの食道偏位・蛇行は POEMにより改善する
大分大学　医学部　消化器内科学講座　小川　　竜�

S4-11（内）� �ESD・POETにおける右側臥位 Push 法の有用性について
佐賀県医療センター好生館　消化器内科　松永　拓也�

S4-12（内）� �取り下げ
�
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ワークショップ1
6月11日（金）13：50～16：20 

第2会場（7F 大会議室）

消化管出血のトータルマネジメント

司会：石橋　英樹（福岡大学医学部消化器内科）�
久保川　賢（麻生飯塚病院消化器内科）

WS1-01（内）� �当院における急性出血性十二指腸潰瘍に対する内視鏡下止血術の治療成績
小倉記念病院　消化器内科　幸本　達矢�

WS1-02（内）� �貧血の原因となった PPI 関連ポリープ3例の検討
大分赤十字病院　消化器内科　高橋　晴彦�

WS1-03（内）� �重傷消化管出血に対するバルーンカテーテルを用いた大動脈遮断（REBOA）による救急
蘇生法
大分大学医学部附属病院　高度救命救急センター／大分大学医学部附属病院　消化器内科　松成　　修�

WS1-04（内）� �当院での食道静脈瘤出血に対する治療の現状および再出血危険因子の検討
麻生飯塚病院　消化器内科　竹島　　翼�

WS1-05（内）� �十二指腸静脈瘤（出血・治療症例）のトータルマネージメント
久留米大学　医学部　内科学講座消化器内科部門　井上　博人�

WS1-06（内）� �当院における胃 ESD後出血の現状
産業医科大学　第3内科学　石原　　光�

WS1-07（内）� �当科における胃 ESD施行後の後出血に関する臨床的検討
福岡大学　医学部　消化器内科　今給黎　宗�

WS1-08（内）� �抗血栓薬使用者に対する胃 ESD後の2nd�look 内視鏡と後出血予防効果の検討
宮崎大学消化器内科　鈴木　　翔�

WS1-09（内）� �胃 ESD後出血の状況とCYP2C19遺伝子多型の影響について
長崎大学病院　消化器内科　谷口　育洋�

WS1-10（内）� �大腸憩室出血症例の再出血リスク因子の検討
JCHO九州病院　内科　永田　　豊�

WS1-11（内）� �当院における大腸憩室出血のリスク因子の検討
福岡市立病院機構福岡市民病院��消化器内科　高橋　俊介�

WS1-12（内）� �急性下部消化管出血の重篤化予測モデル作成～多施設共同研究CODE－BLUE�J�Study～
佐賀県医療センター好生館　消化器内科　冨永　直之�

WS1-13（内）� �大腸憩室出血におけるStigmata�of�recent�hemorrhageの同定及び再出血リスクに関
わる因子の検討

鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　軸屋　賢一

WS1-14（内）� �大腸憩室出血におけるPEG含有water�jet�scope使用に関する有用性の検討～多施設
共同研究CODE-BLUE�J�Study ～

福岡大学病院　消化器内科　船越　禎広
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ワークショップ2
6月12日（土）9：00～11：00 

第1会場（4F 国際会議場）

膵・消化管領域における診断的 EUS と EUS-FNA の現状と展望

司会：植木　敏晴（福岡大学筑紫病院消化器内科）�
岡部　義信（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）

WS2-01（消）� �飯塚病院における EUS画像で低エコー腫瘤を呈する胃粘膜下腫瘍に対する EUS-FNA
のエビデンス

飯塚病院　内視鏡センター　赤星　和也�

WS2-02（内）� �消化管粘膜下腫瘍に対する EUS-FNAにおけるフランシーン形状針の有用性
熊本大学大学院　消化器内科学　階子　俊平�

WS2-03（内）� �十二指腸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の有用性
九州大学病態制御内科　蓑田　洋介�

WS2-04（内）� �膵管変化の良悪性鑑別における超音波内視鏡の特徴的所見�- 早期膵癌と良性変化の比較 -
大分三愛メディカルセンター　佐藤　孝生�

WS2-05（内）� �膵腫瘤診断における造影 EUSと EUS-Elastography の有用性
福岡大学筑紫病院　消化器内科　丸尾　　達�

WS2-06（内）� �当院における膵腫瘤に対する EUS-FNA病理診断の成績
浦添総合病院　消化器内科　高木　　亮�

WS2-07（内）� �当院の膵病変に対する EUS-FNAの検討
小倉記念病院　消化器内科　野口　達矢�

WS2-08（内）� �当院における EUS-FNAを用いた膵腫瘍診断の現状
長崎大学病院　消化器内科　澤瀬　寛典�

WS2-09（消）� �切除可能膵頭部癌症例に対する25G穿刺針による組織診診断能の検討
大分赤十字病院　消化器内科　秋山　英俊�

WS2-10（消）� �膵病変に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法における FNB針の有用性と安全性の検討
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　消化器疾患・生活習慣病学分野　児島　一成�

WS2-11（消）� �膵病変に対する EUS-FNBの有用性と従来針との比較検討
鹿児島市立病院　消化器内科　岩下　祐司�

WS2-12（内）� �膵 EUS-FNAにおける液状化検体細胞診（LBC）を用いた遺伝子診断の試み
久留米大学病院　病理診断科・病理部　内藤　嘉紀�

WS2-13（消）� �膵・消化管病変に対する診断目的の EUS-FNAの偶発症の検討
九州労災病院　消化器内科　板場　壮一
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ワークショップ3
6月12日（土）9：00～11：00 

第2会場（7F 大会議室）

生活習慣と関連する消化器疾患の新たな展開

司会：中牟田　誠（九州医療センター消化器内科）�
佐々木文郷（鹿児島大学病院　消化器センター　消化器内科）

WS3-01（消）� �慢性肝疾患患者における握力と肝予備能の関連
長崎医療センター　臨床研究センター肝臓内科　末廣　智之�

WS3-02（消）� �生活習慣病が肝性腹水合併肝硬変患者の予後に与える影響についての検討
鹿児島厚生連病院　平峯　靖也�

WS3-03（消）� �FibroScan の Controlled�Attenuation�Parameter に影響する因子の検討
佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター／佐賀大学医学部附属病院　検査部　大枝　　敏�

WS3-04（消）� �脂肪肝における liver�stiffness,�Controlled�Attenuation�Parameter の改善に寄与す
る因子

熊本大学医学部　消化器内科　立山　雅邦�

WS3-05（消）� �脂肪肝の新診断基準MAFLD(Metabolic�Dysfunction-Associated�Fatty�Liver�
Disease)�と NAFLDの心血管リスクに関する検討

久留米大学消化器内科　堤　　　翼�

WS3-06（消）� �食餌誘導性NAFLDモデルマウスにおいてα -Tocopherol は CPT-1の発現を増加させ
肝脂肪化を抑制する

大分大学　医学部　消化器内科　所　　征範�

WS3-07（消）� �消化器疾患における呼気中微量アセトアルデヒド/エタノール測定の新たなバイオマー
カーとしての可能性

鹿児島大学病院　肝疾患相談センター　小田　耕平�

WS3-08（消）� �当院における咽頭表在癌患者の飲酒および喫煙習慣の特徴と同時異時多発癌に関連する
因子についての検討

長崎大学病院　消化器内科　田渕真惟子�

WS3-09（消）� �腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の肥満関連健康障害に対する治療効果と効果予測因子の検討
長崎大学大学院移植・消化器外科　丸屋　安広�

WS3-10（消）� �大腸 ESD患者における便秘と生活習慣の関連
佐賀大学　医学部　附属病院　光学医療診療部　芥川　剛至�

WS3-11（消）� �大腸ポリープの予測因子としての生活習慣病関連因子と内視鏡的胃粘膜萎縮
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　川原　義成�

WS3-12（消）� �糖尿病を有する大腸癌Stage�I-III 患者の臨床病理学的背景、術後合併症、長期予後に関
する検討

熊本大学病院　消化器外科　澤山　　浩�
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ワークショップ4
6月12日（土）13：20～15：50 

第2会場（7F 大会議室）

腸肝相関からみた消化器疾患の病態解明と治療の展開

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）�
横山　圭二（福岡大学医学部消化器内科）

WS4-01（消）� �HCV感染及びNAFLDによる腸肝軸の変化の違い
熊本大学大学院　生命科学研究部　消化器内科　渡邊　丈久�

WS4-02（消）� �Metabolic�dysfunction-associated�fatty�liver は大腸腺腫症の発生と関連がある
久留米大学　内科学講座　消化器内科部門　福永　秀平�

WS4-03（消）� �胆汁酸トランスポーター阻害剤であるElobixibatは非アルコール性脂肪肝炎を改善する
福岡大学医学部　消化器内科　山内　　涼�

WS4-04（消）� �腸内細菌由来の酢酸がNAFLDに及ぼす影響について
大分大学　医学部　附属病院　消化器内科　岩尾　正雄�

WS4-05（消）� �炎症性腸疾患患者（BMI＜25）における非アルコール性脂肪性肝疾患合併は低栄養状態
と関連している

福岡大学病院　消化器内科　永田　貴大�

WS4-06（消）� �炎症性腸疾患患者における肝合併症に関する検討
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　伊集院　翔�

WS4-07（内）� �小腸腸内細菌叢の特徴と腸肝相関における解析の意義
九州大学　大学院　病態機能内科学　長末　智寛�

WS4-08（消）� �潜在性肝性脳症に関連する粘膜関連腸内細菌叢 (MAM) と肝移植後変化
長崎大学病院　消化器内科　三馬　　聡�

WS4-09（消）� �リファキシミンの臨床的有用性と血清アルブミン値の意義
鹿児島厚生連病院　平峯　靖也�

WS4-10（消）� �リファキシミンの高アンモニア血症と肝腎機能に及ぼす効果についての検討
産業医科大学　第３内科学　宮川恒一郎
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特別企画
6月12日（土）14：00～15：30 

第3会場（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（久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門）�
杉本　理恵（九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科）

SP-01（消）� �当科の女性医師の現状やキャリアアップについて
鹿児島大学　消化器疾患・生活習慣病学　坂江　　遥�

SP-02（消）� �女性医師の職場環境について
くまもと森都総合病院　肝臓・消化器内科　束野奈津己�

SP-03（消）� �私と仕事
大分大学　医学部　消化器内科　荒川　光江�

SP-04（消）� �キャリア継続の架け橋に～九州大学病院きらめきプロジェクトの業績と今後の展望～
九州大学大学院　医学研究院　臨床・腫瘍外科　永吉　絹子
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ミニシンポジウム
6月11日（金）14：30～15：30 

第3会場（6F 606会議室）

炎症性腸疾患

司会：梅野　淳嗣（九州大学大学院　病態機能内科学（第二内科））�
上村　修司（鹿児島大学病院　光学医療診療部）

MS-01（内）� �小腸型クローン病の大腸病変への進展に関する臨床的検討
医療法人潤愛会　鮫島病院　西俣　伸亮

MS-02（消）� �潰瘍性大腸炎に対するUstekinumab投与症例の短期的効果の検討
九州大学大学院　病態機能内科学　今津　愛介

MS-03（内）� �難治性潰瘍性大腸炎に対する生物学的製剤の治療効果に関する検討
琉球大学病院　田中　照久

MS-04（内）� �潰瘍性大腸炎に対するベドリズマブの早期有効性の検討
戸畑共立病院　消化器病センター　山内　大夢

MS-05（内）� �潰瘍性大腸炎術後患者におけるQOL評価方法の検討
福岡山王病院　IBDセンター／久留米大学医学部外科学講座　衣笠　哲史

MS-06（消）� �当院のNUDT15遺伝子多型測定患者におけるチオプリン製剤の副作用の検討
大分赤十字病院　消化器内科　下森　雄太�
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ミニワークショップ
6月12日（土）14：00～14：50 

第4会場（6F 607会議室）

生活習慣と消化器疾患

司会：壁村　哲平（済生会二日市病院　消化器内科）�
古川　正幸（九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科）

MW-01（内）� �PTP 誤飲を契機に発症した巨大食道粘膜下血腫の一例
北九州市立医療センター　梅北　慎也�

MW-02（内）� �熊本市胃がん検診における内視鏡検査の当センターでの検討
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

MW-03（内）� �当院における大腸憩室出血の臨床的検討
福岡赤十字病院　消化器内科　秋吉　大輔

MW-04（消）� �デジタルパソロジーによるNAFLD肝硬変肝癌の線維化パターンの解析
長崎大学病院　消化器内科　中村　　裕�

MW-05（消）� �沖縄県におけるアルコール性肝硬変患者の予後についての検討
琉球大学病院　田端そうへい�
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消化器病学会九州支部専門医セミナー
6月12日（土）16：00～17：00 

第1会場（4F 国際会議場）

司会：伊藤　鉄英　�福岡山王病院膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター� �
国際医療福祉大学医学部消化器内科

演者①：肝臓疾患　　　竹山　康章　福岡大学医学部消化器内科
演者②：胆膵疾患　　　藤森　　尚　九州大学病態制御内科
演者③：消化管疾患　　原田　直彦　九州医療センター消化器内科
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ランチョンセミナー
　ランチョンセミナー1　	 6月11日（金）第1会場（4F	国際会議場）　12：50～13：40

共催：ノバルティス ファーマ株式会社
膵・消化管神経内分泌腫瘍（GEP-NEN）の薬物療法 ～ CQ と解の方向性～

司会：藤森　　尚　九州大学　病態制御内科

演者①：平野　秀和　国立がん研究センター中央病院　消化管内科
「消化管編」

演者②：奥山　浩之　香川大学医学部附属病院　腫瘍内科
「膵臓編」

　ランチョンセミナー2　	 6月11日（金）第2会場（7F	大会議室）　12：50～13：40
共催：ノーベルファーマ株式会社

低亜鉛血症
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
「がん、肝硬変と低亜鉛血症」

演者②：玉井　　努　鹿児島市立病院　消化器内科
「 低亜鉛血症を伴う肝がんに対する肝動脈化学塞栓療法における亜鉛補充療法の

臨床的意義について」

　ランチョンセミナー3　	 6月11日（金）第3会場（6F	606会議室）　12：50～13：40
共催：マイラン EPD 合同会社

司会：伊藤　鉄英　 福岡山王病院　膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター／国際医療福祉大学　
医学部　消化器内科

演者：正宗　　淳　東北大学大学院医学系研究科　消化器病態学分野

「慢性膵炎診療　最近の話題」

　ランチョンセミナー4　	 6月11日（金）第4会場（6F	607会議室）　12：50～13：40
共催：株式会社 JIMRO

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：中村　志郎　大阪医科薬科大学　内科学Ⅱ教室

「炎症性腸疾患内科治療の最前線　～血球成分除去療法の新たな位置づけを中心に～」
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　ランチョンセミナー5　	 6月11日（金）第5会場（6F	608会議室）　12：50～13：40
共催：日本化薬株式会社

IBD の治療
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：竹田津英稔　久留米大学医学部  内科学講座  消化器内科部門

「消化管免疫から考える炎症性腸疾患の治療」

　ランチョンセミナー6　	 6月12日（土）第1会場（4F	国際会議場）　12：20～13：10
共催：アッヴィ合同会社

炎症性腸疾患
司会：竹島　史直　長崎県五島中央病院 

演者：横山　　薫　北里大学医学部 消化器内科学講座

「増加するクローン病治療の選択肢　～抗 TNF- α抗体治療の再考～」

　ランチョンセミナー7　	 6月12日（土）第2会場（7F	大会議室）　12：20～13：10
共催：富士フイルム富山化学株式会社

症例から学ぶ消化管 NEN
司会：馬場　秀夫　熊本大学大学院 生命科学研究部 消化器外科

　　　衣笠　哲史　福岡山王病院 消化器外科

演者①：中條　正豊　鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 放射線診断治療学
「NEN 診療におけるソマトスタチン受容体シンチ（SRS）について」

演者②：松本　繁巳　京都大学大学院医学研究科リアルワールドデータ研究開発講座
「直腸 NEN のフォローアップと集学的治療」

　ランチョンセミナー8　	 6月12日（土）第3会場（6F	606会議室）　12：20～13：10
共催：武田薬品工業株式会社

炎症性腸疾患（IBD）の診断・治療
司会：久部　高司　福岡大学筑紫病院　消化器内科

演者：松田耕一郎　富山県立中央病院　消化器内科

「Real World における Vedolizumab の使用経験」
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　ランチョンセミナー9　	 6月12日（土）第4会場（6F	607会議室）　12：20～13：10
共催：持田製薬株式会社

UC の治療戦略（5ASA）
司会：大井　秀久　慈愛会　今村総合病院　IBD センター

演者：吉村　大輔　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・光学診療部

「症例に学び、共に歩む潰瘍性大腸炎の管理」

　ランチョンセミナー10　	6月12日（土）第5会場（6F	608会議室）　12：20～13：10
共催：EA ファーマ株式会社

機能性胃腸疾患（便秘）
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
「エビデンスで診る慢性便秘症診療」

イブニングセミナー
　イブニングセミナー1　	 6月11日（金）第1会場（4F	国際会議場）　16：30～17：20

共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社
潰瘍性大腸炎治療を極める～ウステキヌマブの役割～

司会：平井　郁仁　福岡大学医学部　消化器内科学講座

演者①：仲瀬　裕志　札幌医科大学医学部　消化器内科学講座
「生物学的製剤の治療効果から UC 病態を紐解く」

演者②：渡辺　憲治　兵庫医科大学　炎症性腸疾患センター　内科
「T2T による UC 免疫修飾的治療の最適化」

　イブニングセミナー2　	 6月11日（金）第2会場（7F	大会議室）　16：30～17：20
共催：杏林製薬株式会社

炎症性腸疾患（IBD）
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：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 date2021 ～当院における管理の実際も含めて～」
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　イブニングセミナー3　	 6月11日（金）第3会場（6F	606会議室）　16：30～17：20
共催：帝人ヘルスケア株式会社

膵・消化管神経内分泌腫瘍
司会：伊藤　鉄英　 福岡山王病院 膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター     

国際医療福祉大学 医学部 消化器内科学 

演者：李　　倫學　国立病院機構 九州がんセンター 消化器・肝胆膵内科

「NEN の治療戦略におけるソマトスタチン受容体の役割について」

　イブニングセミナー4　	 6月11日（金）第4会場（6F	607会議室）　16：30～17：20
共催：富士フイルムメディカル株式会社

消化器内視鏡スクリーニングの新たな展開 
～ LCI ／ AI を使ったスクリーニングの現況と展望～

司会：中村昌太郎　医療法人社団高邦会　高木病院　消化器センター

演者①：水上　一弘　大分大学　消化器内科

演者②：坂本　　琢　国立がん研究センター中央病院　内視鏡科
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研修医発表

【6月11日（金）　第3会場（6F　606会議室）】

食道・胃� 　　  9：00�～� 9 ：35 　　

座長：伊原　栄吉（九州大学大学院医学研究院消化器代謝学）�
小野陽一郎（福岡大学筑紫病院　消化器内科）　　　　

研01（内）� �高度食道狭窄を来した胃食道逆流症の3例
佐賀大学　医学部　内科学講座　消化器内科　森　美哉子�

研02（消）� �蛋白漏出、貧血との関連が推察された胃ポリポーシスの一例
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター　中尾　　凜�

研03（内）� �悪性貧血を契機に確定診断した超高齢者A型胃炎の一例
医療法人佐田厚生会佐田病院　消化器内科　樋脇　久美�

研04（消）� �カプセル内視鏡検査時に活動性出血を捉え得たDieulafoy 潰瘍の一例
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　山崎　修司�

研05（消）� �多臓器に多発病変を認め転移性病変の鑑別を要した胃メトトレキサート関連リンパ増殖性
疾患の1例

公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　山本　翔太�

十二指腸・小腸� 　　�� 9 ：47�～�10：22��　　

座長：水谷　孝弘（済生会福岡総合病院　消化器内科）�
東　大二郎（福岡大学筑紫病院　外科）　　　　

研07（消）� �腫瘍崩壊症候群を来した再発性十二指腸悪性GIST の1例
福岡青洲会病院　竹井　文哉�

研08（内）� �反復性小腸炎を伴った薬剤性過敏症症候群（DIHS）の1例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　山本　翔太�

研09（内）� �Benralizumabが奏功した好酸球性胃腸炎の1例
高邦会高木病院　塩盛真紀子�

研10（消）� �Crohn 病患者の小腸異物に対して外科的介入を行った1例
宮崎大学　医学部　外科学講座　消化管・内分泌・小児外科学分野　佐藤　有生�

研11（消）� �出血を繰り返し , 外科的手術を要した回腸真性憩室の1例
佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科　澁木　祥太�
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消化管出血� 　　�10：27�～�10：55�　　

座長：鶴岡ななえ（佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科）　　　�
甲斐　聖広（九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野）

研12（消）� �カンピロバクター腸炎を契機に出血性ショックを来した von�Willebrand 病の一例
鹿児島市立病院　消化器内科／鹿児島大学病院　消化器疾患・生活習慣病学　山里　　侑�

研13（消）� �下腸間膜動静脈瘻に伴う門脈圧亢進症による虚血性腸炎に対して血管塞栓術が有効であっ
た一例

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　才田　正義�

研14（消）� �直腸動静脈奇形に対してバルーン閉塞下での逆行性経静脈塞栓術を行った1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　緒方　　凌�

研15（消）� �下部消化管出血を認め、血管塞栓術が有効であった消化管動静脈奇形の2例
高邦会高木病院　野中祥太朗
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【6月11日（金）　第４会場（6F　607会議室）】

肝� 　　  9：00�～� 9 ：42 　　

座長：柴田　道彦（産業医科大学医学部　第三内科）�
立山　雅邦（熊本大学病院　消化器内科）　　

研16（消）� �好酸球増多症による肝障害を発症した一例
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学　伊地知嵩治�

研17（消）� �グレカプレビル（GLE）/ピブレンタスビル（PIB）併用療法開始後1日目にHCV-RNAが陰
性化したジェノタイプ2A型 C型慢性肝炎の1症例

公立学校共済組合　九州中央病院　内科　園田慎一郎�

研18（消）� �肝内異物を伴う肝膿瘍の一例
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　石井麻梨奈�

研19（内）� �EUS-FNAが診断に有用であった肝細胞癌の1例
いまきいれ総合病院　消化器内科　庄　　彬亘�

研20（消）� �正常肝に発生した肝細胞癌の1剖検例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　舟越　弘樹�

研21（消）� �肝細胞癌と肝内胆管癌の同時性重複癌の1剖検例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　光安　　崚

膵� 　　�� 9 ：47�～�10：08��　　

座長：大野　隆真（九州大学病院　肝臓・膵臓・胆道内科）�
宮ヶ原　典（別府医療センター　消化器内科）　　　

研22（消）� �著明な高トリグリセリド血症を契機に発症した急性膵炎の一例
独立行政法人　労働健康安全機構九州労災病院　消化器内科　日野　優希�

研23（消）� �大腸癌に合併した自己免疫性膵炎の1例
佐賀大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　枝吉　　誠�

研24（消）� �十二指腸潰瘍との鑑別を要したGroove 膵癌の一例
医療法人社団　高邦会　高木病院　中島　史暁�
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大腸� 　　�10：13�～�10：41�　　

座長：岸　　昌廣（田川市立病院　消化器内科）　　　�
川崎　啓祐（九州大学大学院　病態機能内科学）

研25（消）� �大腸癌を原発とする Krukenberg 転移の一切除例
福岡青洲会病院　入江　久世�

研26（消）� �Initially�unresectable大腸癌肝転移に対して化学療法中にCOVID-19に罹患した症例に
関する検討

熊本大学病院　消化器外科　椿原　拡樹�

研27（消）� �腹腔内膿瘍を契機に大腸癌の診断となった潰瘍性大腸炎の一例
小倉記念病院　消化器内科　山下茉莉子�

研28（消）� �ニボルマブによる irAE 大腸炎の治療中にサイトメガロウイルス腸炎を合併した1例
唐津赤十字病院　内科　荒木　大夢
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専修医発表

【6月11日（金）　第４会場（6F　607会議室）】

十二指腸� 　　�10：46�～�11：14�　　

座長：隅田　頼信（北九州市立医療センター　消化器内科）�
赤星　和也（飯塚病院　内視鏡センター）　　　　　

専01（内）� �十二指腸球部の神経内分泌腫瘍（NET）G1に対して内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を施
行した一例

原三信病院　消化管内科　奈須　峻之�

専02（内）� �内視鏡的粘膜切除を施行した腺腫を合併した十二指腸重複症の一例
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　竹中　嵩博�

専03（内）� �難治性深掘れ十二指腸潰瘍を呈した好酸球性胃腸炎の1例
大分健生病院　内之倉弘和�

専04（内）� �当院における十二指腸病変に対する低侵襲治療の現状と治療戦略
福岡大学病院　消化器外科　眞木　俊光
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【6月11日（金）　第５会場（6F　608会議室）】

咽頭・食道� 　　  9：00�～� 9 ：49 　　

座長：髙木　靖寛（芦屋中央病院　内科）　　　　�
武野　慎祐（宮崎大学医学部　外科学講座）

専05（内）� �血管透見像消失を契機に発見された下咽頭癌の1例
国立病院機構九州医療センター消化器内科　吉武千香子�

専06（内）� �内視鏡的に切除し得たバレット食道を背景に発生した食道腺扁平上皮癌の1例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　安藤優之介�

専07（内）� �取り下げ

専08（消）� �神経内分泌腫瘍への分化を伴った早期食道胃接合部癌の一例
麻生飯塚病院　消化器内科　鈴木　祐輔�

専09（内）� �異所性胃粘膜を発生母地とした食道腺癌の1例
佐賀大学　医学部　内科学講座　消化器内科　朝長　道人�

専10（消）� �イマチニブ術前補助療法により経腹的に根治切除が可能となった下部食道巨大GISTの１例
熊本大学大学院　消化器外科学　酒匂　照生�

専11（消）� �腐食性食道炎に対して胸腔鏡下食道亜全摘を行った１例
熊本大学大学院　消化器外科学　河田　彩音�

胃腫瘍� 　　�� 9 ：54�～�10：36��　　

座長：今村健太郎（福岡大学筑紫病院　消化器内科）　　　　　　　　�
向笠　道太（久留米大学医学部　内科学部講座消化器内科部門）

専12（消）� �術前・術中に壁硬化像に乏しく早期胃癌と診断したが、術後病理で分化型癌細胞の浸潤を
散在性に広範囲かつ漿膜面にまで認めた一例

九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　松本　　昂�

専13（消）� �転移性肺腫瘍の組織診断が治療選択において有用であった胃癌・大腸癌の重複癌の一例
独立行政法人　国立病院機構　嬉野医療センター　長妻　剛司�

専14（内）� �Helicobacter�pylori 未感染胃に発生した sporadic�type 胃カルチノイドの1例
福岡大学病院　医学部　消化器内科　姫野　修一�

専15（内）� �PPI 長期投与中に認めた出血性胃ポリープに対してポリペクトミーを施行した一例
済生会熊本病院　消化器内科　宮部　美圭�

専16（内）� �大腸と咽頭に再発した胃MALT リンパ腫の一例
九州大学大学院　病態機能内科学　加来　寿光�

専17（消）� �上部消化管病変を伴ったMTX関連リンパ増殖性疾患の2例
独立行政法人　労働健康安全機構九州労災病院　消化器内科　武内　　翼�
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胃炎・その他� 　　�10：41�～�11：09�　　

座長：宮岡　正喜（福岡大学筑紫病院　消化器内科）�
松岡　　賢（福岡大学病院　消化器内科）　　

専18（消）� �ガンシクロビルが著効したCMV陽性胃潰瘍の一例
社会医療法人　天神会　新古賀病院　消化器内科　釈迦堂有貴�

専19（内）� �柿胃石による食餌性腸閉塞に対して保存的加療で軽快し ,�胃内の胃石に対してコーラ療法
と内視鏡的破砕により良好な経過を得た1例

済生会唐津病院　内科　市田かおる�

専20（消）� �コーラによる溶解療法が有効であった胃石の一例
地域医療機能推進機構　九州病院　内科／九州大学大学院病態機能内科学　水江龍太郎�

専21（消）� �カテーテルアブレーション後に急性胃拡張を認めた1例
製鉄記念八幡病院�消化器内科　岡村　活揮
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【6月11日（金）　第６会場（6F　601会議室）】

小腸 1 � 　　  9：00�～� 9 ：49 　　

座長：水上　一弘（大分大学医学部　消化器内科）�
尾石　義謙（浜の町病院　消化器内科）　　

専22（消）� �カプセル内視鏡検査にて発見された小腸神経内分泌腫瘍の一例
飯塚病院　消化器内科　濱崎　慎平�

専23（内）� �全周性回腸狭窄を契機に発見された神経内分泌腫瘍の一例
鹿児島大学　医学部　消化器疾患・生活習慣病学　寺田　　朋�

専24（内）� �小腸神経内分泌細胞癌の1例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　松田　恵伍�

専25（内）� �狭窄を呈した小腸濾胞性リンパ腫の1例
九州大学大学院　病態機能内科学　江頭信二郎�

専26（内）� �術前に診断し得た小腸海綿状血管腫の1例
大分赤十字病院　消化器内科　峯崎　大輔�

専27（消）� �黒色便を契機に発見され早期に血行性転移を来した小腸類上皮血管肉腫の1例
麻生飯塚病院　消化器内科　若杉　晃伸�

専28（消）� �貧血の原因となった出血性小腸腫瘍の一例
独立行政法人　大牟田市立病院　内科　河野　　隆�

小腸 2 � 　　�� 9 ：54�～�10：43��　　

座長：阿部　光市（福岡大学医学部　消化器内科）�
平川　克哉（福岡赤十字病院　消化器内科）

専29（消）� �腸閉塞を来した成人小腸腸管重複症の１例
国家公務員共済組合連合会新別府病院　消化器内科　木下　竜一�

専30（内）� �ダブルバルーン小腸内視鏡で観察し得た異所性胃粘膜の潰瘍瘢痕狭窄による小腸閉塞の１例
独立行政法人国立病院機構　佐賀病院　内科　遠山　志穂�

専31（内）� �内視鏡検査が診断の一助となった小腸子宮内膜症の1例
産業医科大学病院　消化管・肝胆膵内科　永汐　太郎�

専32（消）� �糞便充満により有茎性隆起の形態を呈した回腸憩室の一例
国立病院機構　九州医療センター　消化器内科、病理部、臨床研究センター　稲田　泰亮�

専33（内）� �カプセル小腸内視鏡で小腸全域を観察し得た糞線虫症の１例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　寺田　芳寛�

専34（内）� �ダブルバルーン内視鏡にて止血し得た小腸Dieulafoy 潰瘍の2例
福岡赤十字病院　消化器内科　内海　聡志�

専35（消）� �脾動脈瘤空腸穿破による消化管出血に対しステントグラフト留置術が奏功した1例
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター　消化器・肝臓内科　本間　　仁�
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大腸炎症 1 � 　　�10：48�～�11：30�　　

座長：竹田津英稔（久留米大学病院　消化器病センター）�
武田　輝之（福岡大学筑紫病院　消化器内科）　　

専36（消）� �両下肢に壊疽性膿皮症を合併した潰瘍性大腸炎の1例
鹿児島市立病院　消化器内科　大井　貴之�

専37（消）� �アザチオプリン加療中に医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患を発症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　才木　琢登�

専38（消）� �タクロリムスで寛解導入後ベドリズマブにて寛解維持が得られたステロイド抵抗性・チオ
プリン不耐性潰瘍性大腸炎の1例

独立行政法人　労働者安全機構　熊本労災病院　黒岩　朋裕�

専39（消）� �初診から6年後に診断し得た高齢者クローン病の1例
ハートライフ病院　兼元　萌実�

専40（消）� �ベドリズマブの投与と顆粒球単球吸着療法（GMA）を要した難治性免疫関連有害事象
（irAE）腸炎の1例

産業医科大学病院　第3内科学　池水成太郎�

専41（消）� �インスリン製剤が被疑薬と考えられた好酸球浸潤を伴う薬剤性腸炎の１例
製鉄記念八幡病院　消化器内科　吉村　悠花
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【6月11日（金）　第４会場（6F　607会議室）】

胆膵 1 � 　　�14：10�～�14：52�　　

座長：仲田　興平（九州大学病院　臨床・腫瘍外科）　　　　　　　�
植田圭二郎（福岡山王病院　膵臓・神経内分泌腫瘍センター）

専42（消）� �診断に苦慮した硬化性胆管炎の一例
筑後市立病院　石井　海人�

専43（内）� �Billroth�II�法再建腸管に発症した胆管結石に対し、全身麻酔下での経口胆道鏡下電気水圧
衝撃波結石破砕術が有効であった１例

産業医科大学　第3内科学　甘崎　誠史�

専44（内）� �Proteus�vulgaris による急性化膿性膵管炎の一例
福岡大学　筑紫病院　消化器内科　松本健司郎�

専45（内）� �４Fr.�ENPD�tube での内視鏡的膵管ドレナージが奏功した膵性胸水の一例
福岡大学病院　消化器内科　黒木　大世�

専46（消）� �急性膵炎が診断の契機となった Stage ０膵癌の2例
国立病院機構福岡東医療センター　消化器・肝臓内科　小森　康寛�

専47（消）� �粘液性嚢胞腫瘍との鑑別に苦慮したMacrocystic�type の膵尾部漿液性腫瘍の1例
熊本大学病院　消化器内科　中村　衣里�

胆膵 2 � 　　�14：57�～�15：39�　　

座長：三木　正美（国立病院機構九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科）�
下川　雄三（北九州市立医療センター　消化器内科）　　　　　　　

専48（消）� �保存的に加療し得た膵 IPMN破裂の一例
大分大学　医学部　附属病院　消化器内科　鹿子嶋洋明�

専49（消）� �長期的な経過をたどった膵粘液癌の1例
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　岩田　大輝�

専50（消）� �非細菌性血栓性心内膜炎（NBTE）による多発脳梗塞を発症した膵臓癌の一例
友愛医療センター　消化器内科　富田　有香�

専51（消）� �抗 TNFα抗体製剤投与中のクローン病患者に生じた膵体部癌の一例
琉球大学病院　第一内科　池村　明仁�

専52（消）� �通常型膵癌の治療経過中に診断し得た退形成性膵癌の1例
九州がんセンター　肝胆膵内科　中西　　朗�

専53（消）� �脾臓原発骨髄肉腫の一例
熊本大学病院　消化器外科　久野　佑樹�
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【6月11日（金）　第５会場（6F　608会議室）】

肝 1 � 　　�14：10�～�14：45�　　

座長：有尾　啓介（国立病院機構嬉野医療センター　消化器内科）�
道免　和文（千早病院　消化管・肝胆膵センター）　　　　

専54（消）� �胸腺腫に合併した自己免疫性肝炎の1例
熊本大学大学院　消化器内科学　小糸　絢子�

専55（消）� �肝細胞癌に合併した抗 TIF1- γ抗体陽性皮膚筋炎の一例
佐賀県医療センター好生館　肝胆膵内科　川添　夕佳�

専56（消）� �高齢ながら速やかに改善が得られた急性肝不全の1例
久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門　大田　　諭�

専57（消）� �急速進行性NK細胞白血病により急性肝不全を来たし急激な経過を辿った一例
鹿児島大学　医歯学総合研究科　消化器疾患生活習慣病学　市田　泰海�

専58（消）� �晩発性皮膚ポルフィリン症でみられる多発性限局性脂肪肝8例の検討
福岡大学　医学部　消化器内科　福山　　真�

肝 2 � 　　�14：50�～�15：25�　　

座長：国府島庸之（九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学）�
宮明　寿光（長崎大学医歯薬学総合研究科　消化器内科学）

専59（消）� �CT・MRI 検査にて悪性腫瘍との鑑別が困難であった肝膿瘍の症例
社会医療法人　潤心会　熊本セントラル　中尾　昂史�

専60（消）� �メトトレキサート（MTX）の中止により退縮した肝原発MTX関連リンパ増殖性疾患の診
断に至った１例

福岡大学　医学部　消化器内科　徳重　裕陽�

専61（消）� �閉塞性黄疸を来し、肝腫瘍生検にて診断し得た悪性リンパ腫（DLBCL）の1例
福岡赤十字病院　肝臓内科　松元　慶亮�

専62（消）� �左側門脈圧亢進症により食道、胃粘膜下血腫をきたし部分的脾動脈塞栓術にて改善した1例
大分赤十字病院　肝胆膵内科　池見　雅俊�

専63（消）� �全身性エリテマトーデスに合併し肺高血圧症を伴った特発性門脈圧亢進症の1例
産業医科大学　第３内科学　宮本　　文�
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肝 3 � 　　�15：30�～�16：05�　　

座長：千住　猛士（国立病院機構九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科）�
和田　幸之（国立病院機構九州医療センター　肝胆膵外科）　　　　

専64（消）� �集学的治療により長期生存が得られている肝細胞癌両側副腎転移の一例
久留米大学病院　消化器内科　下河邉　尭�

専65（消）� �集学的治療により長期生存が得られた肝細胞癌右房内腫瘍塞栓の一例
久留米大学　医学部　消化器内科　吉田　佑輔�

専66（消）� �肝内胆管癌との鑑別が困難であった肝内腫瘍の一例
大分大学　医学部　消化器内科　児玉　康弘�

専67（消）� �急性汎発性腹膜炎を呈した外傷性巨大肝嚢胞破裂の一例
熊本大学　消化器外科学　加藤　萌子�

専68（消）� �肝炎症性偽腫瘍の1切除例
熊本大学大学院　消化器外科学　中村　　尋�
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【6月11日（金）　第６会場（6F　601会議室）】

大腸炎症 2 � 　　�14：10�～�14：59�　　

座長：古田　陽輝（熊本大学病院　消化器内科）　　　　　�
坂田　資尚（佐賀大学医学部附属病院　消化器内科）

専69（内）� �好酸球性食道炎でみられる白色調粘膜が大腸に認められた好酸球性食道・胃腸炎の一例
福岡大学　医学部　消化器内科　能丸　遼平�

専70（内）� �食物アレルギーが原因で蛋白漏出性胃腸症を来した1例
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学（第三内科）　前原　浩亮�

専71（内）� �原発性硬化性胆管炎の経過中に発症し，詳細に下部消化管内視鏡検査を行った家族性地中
海熱非典型例の一例

福岡大学筑紫病院消化器内科　中山　敦貴�

専72（内）� �亜腸閉塞を契機に診断された腸結核の1例
福岡赤十字病院消化器内科　岩武　史朗�

専73（消）� �内視鏡にて便塊を除去した5日後に穿孔を来した S状結腸宿便性潰瘍の一例
国立大学機構　福岡東医療センター　消化器肝臓内科　平山　雅大�

専74（内）� �下部消化管内視鏡検査で活動性出血を確認し得た虫垂出血の2例
国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院　消化器内科　古庄　雄一�

専75（消）� �繰り返す腹痛を認めた遺伝性血管性浮腫の１例
嬉野医療センター　消化器内科　井上　須磨�

大腸腫瘍 1 � 　　�15：04�～�15：32�　　

座長：河野　弘志（聖マリア病院　消化器内科）　　�
金城　　徹（琉球大学病院　光学医療診療部）

専76（内）� �Cytological�dysplasia を伴う大腸広基性鋸歯状病変（SSLD）の一例
聖マリア病院／久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門　渡邉　優征�

専77（内）� �腺癌、腺腫、SSL 成分を伴った大腸腫瘍の1例
いまきいれ総合病院　消化器内科　秋本　佳香�

専78（内）� �肛門管扁平上皮癌に対して ESDを施行した1例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　原口　昌明�

専79（内）� �食思不振と水様性下痢などの消化器症状を契機に electrolyte�depletion�syndromeの
診断に至った1例

福岡大学西新病院　消化器内科　柴田　　衛�
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大腸腫瘍 2 � 　　�15：37�～�16：05�　　

座長：西山　　仁（独立行政法人長崎医療センター　消化器内科）�
大津　健聖（福岡大学筑紫病院　消化器内科）　　　　　　

専80（内）� �胃・空腸へ直接浸潤し腫瘤・膿瘍形成した進行大腸癌の１例
芦屋中央病院　高橋　篤史�

専81（内）� �S 状結腸の狭窄を伴い憩室炎症状を繰り返した濾胞性リンパ腫の1例
九州大学大学院　病態機能内科学　西田美沙子�

専82（内）� �Endoscopic�unroofing�methodを施行し腫瘍の脱落の経過を観察し得た大腸脂肪腫の1
例

福岡大学　医学部　消化器内科　柯　　懿玲�

専83（消）� �肛門管より発生した平滑筋腫の一例
九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科　木幡　　亮�
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一般演題発表

【6月12日（土）　第３会場（6F　606会議室）】

食道� 　　  9：00�～� 9 ：35 　　

座長：工藤　哲司（福岡赤十字病院　消化器内科）�
南　ひとみ（長崎大学病院　消化器内科）　

001（内）� �インフリキシマブ倍量投与から4週毎の期間短縮投与へ変更し改善したクローン病食道病
変の1例

芦屋中央病院　消化器内科　石川　智士�

002（内）� �腎細胞癌術後に出現した食道転移に対して内視鏡的粘膜下層剥離術で切除した1例
春回会　井上病院　桑原　　愛�

003（内）� �食道静脈瘤に対する内視鏡治療後に胃食道逆流症が改善した1例
福岡大学西新病院　消化器内科　岩下　英之�

004（内）� �放射線治療後の再発遺残食道癌に対する光線力学療法（PDT）の初期経験
九州大学大学院　医学研究院　臨床放射線科学分野／九州大学病院　光学医療診療部　甲斐　聖広�

005（内）� �食道内ＰＴＰ包装シート誤飲症例に対する、ポリペクトミー用の留置スネアを使用した回
収法の検討

十善会病院　馬渡　文弘�

胃癌� 　　��9 ：40�～�10：15��　　

座長：吉村　大輔（九州医療センター　消化器内科）�
上野恵里奈（聖マリア病院　消化器内科）　　

006（消）� �14ヶ月で急速に発育した分化型胃癌の1例
福岡市立病院機構　福岡市民病院　消化器病センター　内科　後藤　綾子�

007（消）� �神経内分泌細胞癌への分化を伴った早期胃癌の一例
福岡市立病院機構福岡市民病院　消化器センター　内科／福岡市立病院機構福岡市民病院　消化器センター　外科　長田美佳子�

008（内）� �ピロリ菌除菌治療後のA型胃炎に発症した腺窩上皮型胃癌に対する臨床的及び分子病理
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�

009（内）� �胃酸環境の観点から考えるH.�pylori 未感染胃癌の粘液形質発現と組織学的特徴
大分赤十字病院�消化器内科　上尾　哲也�

010（内）� �粘膜下腫瘍の形態を呈し，超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-FNA）にて診断しえた進行胃
癌の一例

済生会川内病院　柴田　隆佑�
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十二指腸・小腸 1 � 　　�10：20�～�10：48�　　

座長：緒方　伸一（佐賀県医療センター好生館　消化器内科）�
金城　　健（福岡大学筑紫病院　消化器内科）　　　　

011（内）� �有茎性の形態を呈した十二指腸神経内分泌腫瘍の1例
鹿児島市立病院　消化器内科　上木原雄介�

012（内）� �難治性十二指腸潰瘍として対応し、診断に長期間を要した十二指腸悪性リンパ腫の1例
唐津赤十字病院　内科　樋高　秀憲�

013（内）� �粘膜下腫瘍様に隆起した胃腺窩上皮化生上に発生した十二指腸出血性NSAIDs潰瘍の1例
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　甲斐　貴大�

014（内）� �内視鏡的止血処置後に十二指腸壁内血腫を形成した一例
田川市立病院　消化器内科　後野　徹宏
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【6月12日（土）　第４会場（6F　607会議室）】

肝� 　　  9：00�～� 9 ：49 　　

座長：高橋　宏和（佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター）　　　　　　　　　　�
馬渡　誠一（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）

015（消）� �離島で経験した E型肝炎の１例
医療法人　徳洲会　徳之島徳洲会病院　郡山　隆志�

016（消）� �当院におけるC型慢性肝疾患に対するグレカプレビル /ピブレンタスビル併用療法の有
効性と安全性

社会保険田川病院　消化器内科　川口　俊弘�

017（消）� �転移性肝腫瘍との鑑別に苦慮した肉芽種組織を伴う肝壊死性結節の1例
福岡大学病院　医学部　消化器内科　内田洋太郎�

018（消）� �α - グルコシダーゼ阻害薬内服中に門脈ガス血症をきたし，保存的加療で改善し得た1例
JCHO�久留米総合病院　川本　祐輔�

019（消）� �転移性肝神経内分泌腫瘍の原発巣同定にソマトスタチン受容体シンチグラフィが有用で
あった一例

西日本病院　消化器内科　安倍　満彦�

020（消）� �非代償性肝硬変の経過観察中に結核性腹膜炎を発症した一例
国立病院機構　九州医療センター　消化器内科　堀内　敦史�

021（消）� �入院加療中に感染経路不明のCOVID-19を発症し致死的経過をたどった非代償性肝硬変
の1例

福岡大学　医学部　消化器内科　東　　具隆�

胆膵 2 � 　　��9 ：54�～�10：29��　　

座長：松尾　　享（国立病院機構　福岡東医療センター�消化器・肝臓内科）�
髙畑　俊一（九州鉄道記念病院　外科）�　　　　　　　　　　　　　

022（消）� �内視鏡的に除去しえた自然脱落型膵管ステントの S状結憩室嵌頓の一例
九州大学病態制御内科　長友周三郎�

023（消）� �超高齢者に発症した膵管癒合不全に伴う急性膵炎に対し副膵管ドレナージが有効であった
１例

九州労災病院　藤山　　隆�

024（消）� �膵管破綻による膵液瘻に対して内視鏡的ドレナージを行った３症例
九州大学　病態制御内科学　安森　　翔�

025（内）� �内視鏡的ネクロセクトミー施行時の左胃動脈損傷による出血に対して内視鏡的クリッピン
グによる止血術が有効であった一例

九州医療センター　消化器内科　加来　豊馬�

026（内）� �経乳頭及び EUSガイド下アプローチによるマルチステンティングが有用であった非切除
肝門部胆管癌の１例

久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門　平井　真吾�
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【6月12日（土）　第５会場（6F　608会議室）】

胆膵 1 � 　　  9：00�～� 9 ：42 　　

座長：加来　豊馬（九州医療センター　消化器内科）　　　�
新名　雄介（北九州市立医療センター　消化器内科）

027（内）� �胆嚢コレステロールポリープに併存した早期胆嚢癌の一手術例
福岡大学　医学部　消化器外科　佐々木貴英�

028（消）� �膵頭十二指腸切除術後に腹腔動脈起始部狭窄の増悪を認め、緊急で正中弓状靭帯切開術を
施行した1例

九州大学大学院　医学研究院　臨床・腫瘍外科　山本　真大�

029（内）� �重症膵炎を来したHemosuccus�Pancreaticus の一例
戸畑共立病院　佐々木　優�

030（内）� �膵頭部癌の術前に十二指腸乳頭部の intraepithelial�neoplasia を指摘し，適切な治療を
選択し得た重複癌の1例

福岡大学　医学部　消化器内科　北口　恭規�

031（消）� �SIADHを合併した膵癌の一例
済生会福岡総合病院　内科　立花　雄一�

032（消）� �十二指腸主乳頭の位置異常を契機に診断された多脾症・膵尾部欠損症の一例
国立病院機構　福岡東医療センター�消化器・肝臓内科　松尾　　享�

胆膵 3 � 　　�� 9 ：47�～�10：22��　　

座長：大越惠一郎（国立病院機構福岡東医療センター　消化器内科）�
牛島　知之（久留米大学医学部�内科学講座消化器内科部門）

033（内）� �出産後、授乳中の若年女性に発生した石灰乳胆汁の１例
熊本中央病院　消化器内科　岩崎　　肇�

034（消）� �繰り返す胆管十二指腸瘻からの出血に対し self-expandable�metallic�stent（SEMS）を
用い内視鏡的に止血した1例

独立行政法人　労働健康安全機構九州労災病院　消化器内科　橋本　理沙�

035（内）� �一期的内視鏡的総胆管結石除去術における ERCP 後膵炎のリスク
熊本市民病院　消化器内科　齊藤　宏和�

036（内）� �内視鏡的乳頭切除術（EP）における出血例の検討
福岡大学筑紫病院　消化器内科　平塚　裕晃�

037（内）� �膵頭十二指腸切除後の胆道系合併症に対して内視鏡的治療を要した18例の検討
九州大学大学院　医学研究院　臨床・腫瘍外科　中房　智樹�
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大腸 1（腫瘍）� 　　�13：40�～�14：08�　　

座長：原口　和大（原三信病院　消化管内科）　　　　　　　　　　　　　　　　　�
河内　修司（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）

038（内）� �sessile�serrated�leasion（SSL）から発生した早期大腸癌の1例
福岡赤十字病院　消化器内科　横手　章人�

039（消）� �高悪性度リンパ腫との鑑別を有した高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-H）を示す
回盲部髄様癌の一例

遠賀中間医師会　おんが病院　消化器内科　保利　喜史�

040（内）� �大腸 Kaposi 肉腫を契機に診断したAIDS の一例
敬愛会　中頭病院　消化器内科　浜比嘉一直�

041（内）� �好酸球性胃腸炎の経過中に自然脱落した大腸ポリープの1例
浦添総合病院　消化器病センター　消化器内科　金城　福則

大腸 2（炎症）� 　　�14：13�～�14：48�　　

座長：高津　典孝（福岡大学筑紫病院　炎症性腸疾患センター）�
久能　宣昭（福岡大学病院　消化器内科）　　　　　　　

042（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�

043（消）� �大腸型Crohn 病の初期病変 - 右側結腸優位の亜びまん性結腸炎の一例
医療法人佐田厚生会　佐田病院　寺澤　正明�

044（内）� �当院における５ASA製剤処方の推移と現況
医療法人社団　魁正会　服部胃腸科　村尾　哲哉�

045（内）� �メチルドパ服用で潰瘍性大腸炎様の薬剤性腸炎をきたした一例
浦添総合病院　消化器病センター　瑞慶山隆太�

046（消）� �ベーチェット病類似消化管病変を認めた Trisomy8陽性骨髄異形成症候群の1例
北九州市立医療センター　消化器内科　丸山　　薫
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【6月12日（土）　第６会場（6F　601会議室）】

胃腫瘍� 　　  9：00�～� 9 ：35 　　

座長：具嶋　亮介（熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学分野）�
八坂　達尚（佐田病院　消化器内科）　　　　　　　　　　　　　

047（内）� �増大傾向を示し内視鏡的粘膜下層剥離術�（ESD）�で診断的治療を行った胃脂肪腫の1例
大分赤十字病院　消化器内科　安部　真琴�

048（内）� �PPI を H2�blocker に変更したことにより縮小を認めた胃ポリープの一例
鹿児島厚生連病院　消化器内科　篠原　宏樹�

049（消）� �PDGFRA�遺伝子変異（D842V）を認めドーム状潰瘍を呈した�mixed�type�胃GIST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�

050（内）� �上部消化管出血を契機に診断され長期生存している単形性上皮向性腸管T細胞リンパ腫の
1例

大分大学　医学部　消化器内科　小坂聡太郎�

051（内）� �肺癌の胃転移と考えられた1例
健和会大手町病院　消化器内科　佐竹　真明�

胃その他� 　　��9 ：40�～�10：22��　　

座長：中村　弘毅（新古賀病院　消化器内科）�
仲地　紀哉（那覇市立病院　内科）　　

052（内）� �貧血を契機に発見された collagenous�gastritis の1例
福岡山王病院　消化器内科　久保倉尚哉�

053（内）� �進行胃癌との鑑別を要した胃限局性アミロイドーシスの1例
熊本中央病院　消化器内科　岩越　友紀�

054（内）� �胃瘻造設による胃壁裂傷からの拍動性出血に対して胃瘻チューブからクリップを挿入し止
血処置を行った1例

敬愛会　中頭病院　與那原　究�

055（内）� �８年間留置した長期留置タイプ胃瘻チューブの使用経験
福岡山王病院　消化器内科　遠藤　伸悟�

056（内）� �当院における鎮静を併用した内視鏡診療の検討
祐愛会　織田病院　竹内　祐樹

067（内）� �経皮内視鏡的胃瘻造設後に門脈ガス血症を発症した1例
佐賀大学　医学部　内科学講座　消化器内科　島田　不律
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十二指腸・小腸 2 � 　　�13：40�～�14：22�　　

座長：下田　　良（佐賀大学　光学医療診療部）　　　�
酒見　亮介（戸畑共立病院　消化器病センター）

057（内）� �原発性小腸癌の一例
医療法人佐田厚生会　佐田病院�消化器内科　原田　久也�

058（内）� �小腸カプセル内視鏡で指摘困難であった原発性小腸癌の一例
戸畑共立病院消化器内科　別府　剛志�

059（内）� �腸閉塞が契機となり ,�術前診断し得た空腸カルチノイド腫瘍（NET�G1）の１例
福岡大学筑紫病院消化器内科　天野　良祐�

060（内）� �Cronkhite-Canada 胃腸症としての小腸カプセル内視鏡とNBI 拡大内視鏡所見
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　濱田　広之�

061（消）� �肺血栓塞栓症で発症したサイトメガロウイルス（CMV）腸炎の2例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　森　麻里母�

062（内）� �胃癌局所再発による悪性挙上空腸狭窄に対して Self-expandable�metallic�stent 留置が
有効であった1例

独立行政法人国立病院機構　佐賀病院　消化器内科　赤司　太郎�

大腸 3（その他）� 　　�14：27�～�14：55�　　

座長：船越　禎広（福岡大学病院　消化器内科）　　�
宮本　裕士（熊本大学大学院　消化器外科学）

063（消）� �保存的加療で軽快した S状結腸腸間膜血腫の1例
福岡山王病院　大場　未紀�

064（内）� �大腸アニサキス症の3例
おおかど胃腸科クリニック　大門　裕貴�

065（内）� �抗凝固療法中に S状結腸粘膜下血腫を生じ、晩期に高度狭窄を来した1例
福岡東医療センター　消化器・肝臓内科　糸永　周一�

066（消）� �若年者で右下腹痛を主訴とした上行結腸憩室炎による腸間膜内穿通の1例
福岡山王病院　IBDセンター　衣笠　哲史�

― 61 ―

� プログラム・抄録集


	ブック
	1.pdf
	空白ページ

	2.pdf
	空白ページ

	3.pdf
	空白ページ

	4.pdf
	空白ページ

	5.pdf
	空白ページ

	6.pdf
	空白ページ

	7.pdf
	空白ページ

	8.pdf
	空白ページ

	9.pdf
	空白ページ

	10.pdf
	空白ページ

	11.pdf
	空白ページ

	12.pdf
	空白ページ

	13.pdf
	空白ページ

	14.pdf
	空白ページ

	15.pdf
	空白ページ

	16.pdf
	空白ページ

	17.pdf
	空白ページ





