
研修医発表

【6月24日（金）　第3会場（ホテルグランデはがくれ 1F ハーモニー A）】

大腸 1 � 　　  9 ：00～ 9 ：35 　　

座長：山本章二朗（宮崎大学医学部附属病院　消化器内科）�
池田　拓人（宮崎大学医学部　外科学講座）　　　　

研01（消）� S 状結腸間膜窩ヘルニアの診療経験
長崎県島原病院　研修医　佐野　寛哉

研02（消）� 非特異的内視鏡所見を示しランダム生検で診断しえた慢性下痢を呈する大腸疾患の2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　古賀　勇太

研03（消）� 腸管ベーチェット病類似消化管病変を呈した trisomy�8陽性骨髄異形成症候群の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　今村　清孝

研04（消）� 胃癌腹膜播種性転移による2カ所の大腸狭窄に対してステント留置を行った1例
高木病院　岡本　拓也

研05（消）� 回腸瘻孔を形成し小腸閉塞をきたした原発性虫垂癌の1例
国立病院機構九州医療センター　消化器内科　田中亮太郎

食道・胃・十二指腸・小腸 1 � 　　  9 ：35～10：17 　　

座長：櫻井　宏一（服部胃腸科）　　　　　　　�
山口　直之（長崎大学　光学医療診療部）

研06（内）� �経口内視鏡的筋層切開術（POEM）施行後に再発した食道狭窄に対し再度 POEM を施行し
た食道アカラシアの一例

長崎大学病院　消化器内科　宿輪　尚孝

研07（内）� �食道表在癌に対して APC での治療を行った一例
鹿児島市立病院　消化器内科　成尾　知紀

研08（消）� �糖尿病性昏睡を併発した十二指腸潰瘍穿孔に対し血糖管理を行いつつ幽門側切除を施行し
た一例

福岡青洲会病院　内視鏡外科・ヘルニアセンター　柳邉　崇志

研09（消）� �生検で確定診断された尿路上皮癌転移による十二指腸狭窄の1例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　五島漱志朗

研10（消）� �帯状疱疹による麻痺性イレウスをきたしたクローン病の1例
宮崎大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　三嶋　悠佳

研11（消）� �関節リウマチに対するメトトレキサート治療中に発症した回腸悪性リンパ腫の一例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　岩川歩奈実
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【6月24日（金）　第4会場（ホテルグランデはがくれ 1F ハーモニー B）】

大腸 2 � 　　  9 ：00～ 9 ：35 　　

座長：大仁田　賢（井上病院　消化器内科）　　　　　　　　　　　�
上村　修司（鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学）

研12（消）� �甲状腺機能低下症を合併した Cronkhite-Canada 症候群の一例
福岡赤十字病院　消化器内科　飯塚　英允

研13（内）� �直腸 benign�lymphoid�polyp の1例
福岡新水巻病院　上村涼太朗

研14（消）� �内視鏡的異物除去が可能であった巨大な直腸異物の一例
製鉄記念八幡病院　消化器内科　重森　亮宏

研15（消）� �高気圧酸素療法が有用であった放射線性腸炎の一例
長崎大学病院　消化器内科　金子　誠也

研16（消）� �難治性潰瘍性大腸炎に対する大腸亜全摘術後に診断変更となったクローン病の一例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　藤木健太郎

食道・胃・十二指腸・小腸 2 � 　　  9 ：35～10：17 　　

座長：平川　克哉（福岡赤十字病院　消化器内科）　�
塩飽　洋生（福岡大学　医学部　消化器外科）

研17（内）� 食道亜全摘術の胃管吻合完全閉塞に対しランデブー内視鏡法にて再開通した1例
宮崎大学消化器内科　長友　映璃

研18（内）� 粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃粘液癌の一例
国立病院機構嬉野医療センター　消化器内科　権藤　佳澄

研19（消）� �バルーン閉塞下逆行性経静脈的閉塞術後に NBCA の胃内への排出を観察しえた胃静脈瘤
の一例

長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　徳永　良樹

研20（消）� �貧血精査で行われたダブルバルーン内視鏡で観察および止血を行った小腸悪性リンパ腫の
一例

大分県厚生連　鶴見病院　消化器内科　三戸　優花

研21（消）� �小腸癌に対する2切除例
国立病院機構　嬉野医療センター　消化器外科　山口　勝城

研22（消）� �短腸症候群に対する GLP-2アナログ製剤の使用経験
NHO 佐賀病院　宮本　和樹
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【6月24日（金）　第5会場（ホテルグランデはがくれ 2F シンフォニー）】

肝� 　　  9 ：00～ 9 ：35 　　

座長：井手　貴雄（佐賀大学医学部　一般・消化器外科）　　　�
磯田　広史（佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター）

研23（消）� �多発肝膿瘍を契機に発見された進行大腸癌の一例
大分県立病院　消化器内科　川口　博行

研24（消）� �妊娠出産により増大・縮小し造影 MRI 所見の変化がみられた炎症性肝細胞腺腫の１例
宮崎大学医学部消化器内科学講座　佐々木　悠

研25（消）� �自然破裂をきたした巨大肝嚢胞の1例
小倉記念病院　消化器内科　前田　　拓

研26（消）� �アテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法により破壊性甲状腺炎を発症した肝細胞癌の一例
長崎大学病院　消化器内科　陣内　駿一

研27（消）� �肝血管筋脂肪腫の診断を契機に結節性硬化症が発見された1例
鹿児島市立病院　消化器内科　上原　光平

肝・胆� 　　  9 ：35～10：17 　　

座長：遠藤　裕一（大分大学　消化器・小児外科）�
柴田　道彦（産業医科大学第 3 内科学）　　

研28（消）� �肝細胞癌と男性乳癌の同時性重複癌を合併したアルコール性肝硬変の1症例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　緒方　克哉

研29（消）� �C 型慢性肝炎に対する DAA（direct-acting�antivirals）治療後早期に発症した膵頭部悪性
リンパ腫の1例

地域医療機能推進機構（JCHO）　九州病院　内科　高木　美緒

研30（消）� �分子標的治療を含む集学的治療が奏効した肝細胞癌の1症例
公立学校共済組合　九州中央病院　内科　横山　拓也

研31（消）� �病院到着前に心肺停止（CPA）となり病理解剖を行った非代償性アルコール性肝硬変症の
1症例

公立学校共済組合　九州中央病院　内科　加来　真一

研32（消）� �空腸浸潤を来した胆管内乳頭状腫瘍術後再発の一例
医療法人白十字会佐世保中央病院　消化器内科　野尻　暁太

研33（消）� �原発性硬化性胆管炎に胆嚢癌を合併した1例
国立病院機構　長崎医療センター　外科　吉原　絹子
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専修医発表

【6月24日（金）　第3会場（ホテルグランデはがくれ 1F ハーモニー A）】

胃十二指腸 １ � 　　 10：17～10：59 　　

座長：石橋　英樹（福岡大学医学部　消化器内科学）�
上尾　哲也（大分赤十字病院　消化器内科）　

専01（消）� �H.Pylori 除菌により軽快した膜性腎症の1例
JCHO 諫早総合病院　消化器内科　草野　啓子

専02（消）� �過形成性ポリープに発生した早期胃癌の一例
九州大学大学院病態機能内科学　鍛治屋　祐

専03（消）� �陥凹型から粘膜下腫瘍様へと形態変化した胃癌の1例
北九州総合病院　消化器内科　永汐　太郎

専04（消）� �内視鏡所見が病理診断に寄与した肺腺癌十二指腸転移の1例
佐賀県医療センター好生館　消化器内科　平野　里佳

専05（消）� �粘膜下腫瘍様の隆起を呈した胃アニサキス症の１例
産業医科大学　第3内科学　菅原　奏弥

専06（消）� �当院における難治性胃十二指腸潰瘍の検討
大分赤十字病院　消化器内科　照山　直樹

胃十二指腸 ２ � 　　 10：59～11：34 　　

座長：野田　隆博（唐津赤十字病院　内科）�
鈴木　　翔（宮崎大学　消化器内科）

専07（消）� �早期胃癌に胃蜂窩織炎を併発した1例
済生会熊本病院　消化器内科　菅原　悠輝

専08（消）� �黒色便、貧血を契機に発見、診断し得た gangliocytic�paraganglioma の一例
地方独立行政法人　芦屋中央病院　大園　修吾

専09（消）� �Nivolumab 長期奏功中に Aggressive�NK-cell�leukemia を発症した EBV 関連胃癌の1
例

済生会川内病院　消化器内科　大井　貴之

専10（消）� �周囲リンパ節腫大を伴った胃サルコイドーシスの１例
長崎大学病院　消化器内科　釣船　隼也

専11（消）� �取下げ
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胃十二指腸 ３ � 　　 13：50～14：32 　　

座長：那須雄一郎（鹿児島市立病院　消化器内科）　�
吉村　大輔（九州医療センター　消化器内科）

専12（内）� �拡大内視鏡が診断に有用であった ,�家族性腺腫性ポリポーシスの胃底腺ポリポーシス内に
発生した2つの胃型上皮性腫瘍

福岡大学筑紫病院　消化器内科　京山　一樹

専13（内）� �長期の経過観察後に診断・切除したラズベリー様腺窩上皮型胃癌の1例
鹿児島厚生連病院　消化器内科　梶原　　涼

専14（内）� �EUS-FNA にて術前診断し LECS にて切除しえた胃神経鞘腫の１例
嬉野医療センター　消化器内科　水田　優実

専15（内）� �内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を施行した胎児消化管類似胃癌の2例
いまきいれ総合病院　消化器内科　古川　拓人

専16（内）� �当院で経験した A 型胃炎の内視鏡像的特徴の検討
戸畑共立病院消化器病センター　副島　　祥

専17（内）� �ERCP 中の十二指腸穿孔に対して OTSC による内視鏡的閉鎖術を行った１例
伊万里有田共立病院　浦崎永史郎

小腸� 　　 14：32～15：07 　　

座長：梅野　淳嗣（九州大学大学院　病態機能内科学）�
金城　　譲（那覇市立病院　消化器内科）　　　

専18（消）� �難治性回腸嚢炎に対してベドリズマブが著効した一例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　中島美知子

専19（内）� �大腸全摘術30年後に回腸嚢内の進行癌を認めた家族性大腸腺腫症の1例
佐賀大学　医学部　内科学講座　消化器内科　松尾真紀子

専20（消）� �多発性筋炎に対しステロイド，タクロリムス併用療法中に腸管嚢胞様気腫症（PCI）を発症
し，高気圧酸素療法（HBO）で改善を認めた一例

鹿児島市立病院　消化器内科　寺田　芳寛

専21（消）� �経皮内視鏡的胃瘻造設術後の経腸栄養開始後に発症した非閉塞性腸管虚血の1例
熊本市立熊本市民病院　消化器内科　藤本　　敦

専22（消）� �小腸に多発する神経内分泌腫瘍の一例
九州大学　臨床・腫瘍外科　渡邊　　歓
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胆膵� 　　 15：07～15：42 　　

座長：橋元　慎一（鹿児島大学　光学医療診療部）　�
立川　勝子（福岡大学筑紫病院　消化器内科）

専23（内）� �膵石性胆管炎の一例
出水総合医療センター　竹中　嵩博

専24（消）� �遺残胆嚢に発生した浸潤性胆嚢内乳頭状腫瘍の１例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　奈良　　司

専25（内）� �ラジオ波焼灼術を施行した十二指腸乳頭部腺腫局所再発の1例
鹿児島市立病院　消化器内科　岩田　大輝

専26（消）� �胆嚢仮性動脈瘤による胆道出血の２例
佐賀県医療センター好生館　肝胆膵内科　川添　夕佳

専27（内）� �D-ARMS のカバーを鉗子で完全に抜去し金属ステントを追加留置した1例
大分赤十字病院　消化器内科　照山　直樹
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【6月24日（金）　第4会場（ホテルグランデはがくれ 1F ハーモニー B）】

食道� 　　 10：17～10：45 　　

座長：福田　浩子（佐世保市総合医療センター　消化器内科）�
小川　　竜（大分大学医学部　消化器内科学講座）　　

専28（消）� �異所性胃粘膜から発生した食道腺癌の1例
九州大学大学院　病態機能内科学　岡村　活揮

専29（内）� �LSBE に発生した範囲診断・深達度診断に苦慮したバレット食道癌の一例
済生会唐津病院　内科　沖井　詩織

専30（消）� �食道狭窄症状をきたした寒冷凝集素症の一例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　山口　天慶

専31（消）� �肺癌の縦隔転移リンパ節に対する化学放射線治療後に生じた食道 - 縦隔瘻にポリグリコー
ル酸（PGA）シート充填術が有効であった1例

九州大学病院　大学院　病態機能内科学　内海　聡志

大腸 1 � 　　 10：52～11：27 　　

座長：貞苅　良彦（聖マリア病院　外科）　　　　　　　　　　　�
仲地　紀哉（地方独立行政法人那覇市立病院　消化器内科）

専32（消）� �稀少な形態を示した虫垂粘液嚢腫の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

専33（内）� �直腸浸潤で発見された子宮癌2例の大腸内視鏡所見
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　田中健太郎

専34（消）� �直腸癌術前の腸管プレパレーション後に Clostridium�sordellii による敗血性ショックに
て死亡した一例

久留米大学　医学部　外科学講座　名嘉眞智樹

専35（消）� �大腸亜全摘術後に回腸嚢盲端穿孔をきたした潰瘍性大腸炎の一例
福岡県済生会福岡総合病院　消化管内科　市田かおる

専36（消）� �腸重積をきたしたクローン病合併妊娠の一例
長崎大学病院消化器内科　深水　翔大
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大腸 ２ � 　　 13：50～14：25 　　

座長：直江　秀昭（熊本大学医学部　消化器内科学教室）�
遠藤　広貴（済生会唐津病院　内科）　　　　　　

専37（消）� �診断時，遅発月経と低身長を認めたクローン病の1例
宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　吉田　直樹

専38（消）� �結節性紅斑が先行した Crohn 病の1例
JCHO 諫早総合病院　消化器内科　小笠原俊輔

専39（消）� �腸炎関連の皮膚症状と鑑別を要した下肢静脈血栓症を合併した潰瘍性大腸炎の１例
福岡大学病院　消化器内科　犬尾　和子

専40（消）� �同時性多発大腸癌術後に Serratia�marcescens による敗血症性ショックを発症した１例
産業医科大学　医学部　第１外科　金野　　剛

専41（内）� �自然消退した回盲部 B 細胞性悪性リンパ腫の1例
福岡東医療センター　消化器・肝臓内科　藤澤　　愛

大腸 ３ � 　　 14：25～15：00 　　

座長：江崎　　充（九州大学大学院　医学研究院　病態制御内科学）�
伊良波　淳（琉球大学病院　第一内科）　　　　　　　　　　

専42（消）� �神経内分泌分化を伴い短期間に直腸へ浸潤穿孔した前立腺癌の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

専43（消）� �膀胱癌の直接浸潤により閉塞性イレウスを発症し、急激に不良な転帰を辿った一剖検例
九州大学大学院　病態機能内科学　佐藤　大晃

専44（内）� �詳細な内視鏡観察が可能であった , 小型の肺癌大腸転移の１例
唐津赤十字病院　内科　荻野　祐也

専45（消）� �典型的な経過を辿った5-ASA 不耐症を発症した潰瘍性大腸炎の3例
済生会唐津病院　内科　沖井　詩織

専46（内）� �短期間に再発を繰り返した成人腸重積の一例
大分県厚生連鶴見病院　消化器内科　寺師　尚平
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大腸・その他� 　　 15：00～15：35 　　

座長：宮原　貢一（唐津赤十字病院　内科）　　　�
三池　　忠（宮崎大学医学部　消化器内科）

専47（内）� �誤飲した Press�through�pack�（PTP）を下部消化管内視鏡検査で偶然発見し摘出し得た
1例

社会保険田川病院　消化器内科　大田　　諭

専48（消）� �魚骨穿痛、腹腔内膿瘍の2例
医療法人白十字会佐世保中央病院　消化器内科　山根　大毅

専49（消）� �ADA 高値により早期治療しえた肺病変を伴わない結核性腹膜炎の一例
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50（消）� �蛋白漏出性胃腸症および大腸癌を併発した FAP に対して腹腔鏡下大腸全摘術を施行した
症例

熊本大大学院・消化器外科学　内藤　貴一

専51（消）� �右側結腸癌に対する十二指腸前面先行多方向アプローチを用いた腹腔鏡補助下右半切結腸
除の経験

九州大学病院　今村　柾紀
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【6月24日（金）　第5会場（ホテルグランデはがくれ 2F シンフォニー）】

肝 １ � 　　 10：17～10：45 　　

座長：田ノ上史郎（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　疫学・予防医学）�
立山　雅邦（熊本大学病院　消化器内科）　　　　　　　　　　　　　

専52（消）� �集学的治療により長期生存が得られた肝細胞癌の１例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　樋脇　久美

専53（消）� �広範囲な門脈腫瘍栓により，急速に肝不全に至った肝細胞癌の一例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　筒井　章弘

専54（消）� �血球貪食症候群を呈し悪性リンパ腫との鑑別を要した肝臓脾臓型猫ひっかき病の1例
大分大学　医学部附属病院　消化器内科　峯崎　大輔

専55（消）� �乳癌肝転移化学療法後の偽性肝硬変の一例
福岡大学医学部消化器内科　藤井　陽三

肝 2 � 　　 10：52～11：20 　　

座長：赤澤　祐子（長崎大学　消化器内科）　　　 �　�
本間　雄一（産業医科大学医学部　第3内科学）

専56（消）� �重度肝障害を合併した高齢発症の赤芽球性プロトポルフィリン症の一例
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　徳田　弘幸

専57（消）� �ナイアシン過剰摂取後に急性肝障害をきたした一例
熊本大学医学部　消化器内科　山鹿　慎也

専58（消）� �若年男性に発症した自己免疫性肝炎
熊本市医師会　熊本地域医療センター　消化器内科　竹野　洋司

専59（消）� �肝障害精査目的に施行した肝生検にてびまん性肝細胞癌の診断に至った一例
友愛医療センター　消化器内科　富田　有香

― 49 ―

� プログラム・抄録集



肝 ３ � 　　 13：50～14：18 　　

座長：千住　猛士（九州労災病院　消化器内科）　�
日高　匡章（長崎大学　移植・消化器外科）

専60（消）� �巨大肝細胞癌に対してアテゾリズマブ / ベバシズマブ療法を導入後に肝膿瘍を生じた一例
宮崎大学　医学部　附属病院　消化器内科　内田　圭祐

専61（消）� �多発肝腫瘤を契機に診断し得た晩発性皮膚ポルフィリン症の１例
産業医科大学　医学部　第３内科学　梶谷　健太

専62（消）� �COVID-19�ワクチン�BNT162b2�を接種後に発症した薬剤起因性自己免疫性肝炎の�1�例
熊本大学病院　消化器内科　山本　祐弥

専63（消）� �脳死肝移植後に急速に NASH が進行した1例
琉球大学第一内科　兼元　萌実

膵臓 1 � 　　 14：25～15：00 　　

座長：高橋　孝輔（長崎大学病院　消化器内科）　　�
植田圭二郎（九州大学医学部　病態制御内科）

専64（消）� �自己免疫性膵炎の再燃後に発症した膵梗塞、脾梗塞、虚血性胃症の一例
産業医科大学　第三内科学　中村　光一

専65（消）� �自己免疫性膵炎に１型糖尿病を合併した一例
長崎大学病院　消化器内科　杉尾小百合

専66（消）� �内視鏡的膵管ステント留置術が奏功した難治性膵性胸水の一例
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67（消）� �著明な膵管拡張をきたし十二指腸に穿破した膵管内乳頭粘液性腫瘍
熊本市医師会　熊本地域医療センター　佐々木大尭

専68（消）� �増大と形態変化のため診断と治療に苦慮した胃粘膜下腫瘍の形態をとった胃異所性膵の1
例

社会医療法人　天神会　新古賀病院　消化器内科　山下　真広
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膵臓 2 � 　　 15：00～15：35 　　

座長：藤森　　尚（九州大学病院　肝臓・膵臓・胆道内科）�
小澤　栄介（長崎大学病院　消化器内科）　　　　　

専69（消）� �カンピロバクター腸炎に急性膵炎を合併した一例
今村総合病院　嶋田淳之介

専70（消）� �慢性下痢の急性増悪が診断の契機となった Zollinger-Ellison 症候群の一例
福岡赤十字病院　消化器内科　岩武　史朗

専71（内）� �潰瘍性大腸炎と同時に診断された2型自己免疫性膵炎の1例
福岡大学筑紫病院　消化器内科　中島　美紀

専72（消）� �膵石を合併した主膵管型 IPMN に対して内視鏡治療と経口膵管鏡検査を施行し、過大手術
を回避できた1例

福岡東医療センター　消化器・肝臓内科　濱田　夢佳

専73（内）� �術前診断が困難であった胆管癌と膵癌の重複癌の1例
長崎大学病院　消化器内科　阪口　真千
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一般演題発表

【6月24日（金）　第5会場（ホテルグランデはがくれ 2F シンフォニー）】

小腸・その他� 　　 15：35～16：17 　　

座長：山内　康平（高邦会高木病院　消化器内科）　　�
冬野　雄太（九州大学大学院　病態機能内科学）

O001（消）� �腸重積を来たし緊急手術に至った空腸 GIST の1例
宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　平田　智也

O002（消）� 十二指腸傍乳頭憩室で形成されたと考えられた真性腸石によるイレウスの1例
多久市立病院　消化器内科　芥川　加代

O003（消）� �小腸狭窄と腸管癒合をきたした門脈・上腸間膜静脈血栓症の1例
宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　堀口みなみ

O004（消）� 自然軽快した腹膜サルコイドーシスの1例
沖縄協同病院　消化器内科　久場　弘子

O005（消）� 回盲部切除後無治療で再発なく経過観察中の回盲部限局性穿通型クローン病の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　河内　修司

O006（消）� 痔瘻の手術で再発を繰り返し、5年後にクローン病が診断された1症例
大腸肛門病センター高野病院　辻　　順行
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【6月25日（土）　第3会場（ホテルグランデはがくれ 1F ハーモニー A）】

食道・胃� 　　  9 ：00～ 9 ：35 　　

座長：小野陽一郎（福岡大学筑紫病院　消化器内科講座）�
福田　健介（大分大学医学部　消化器内科学）　　

O007（内）� �術前早期胃癌と評価した粘膜固有層～漿膜面にかけて広範囲に浸潤を認めた pT4a 胃癌の
1手術例

長崎大学病院　腫瘍外科　荒井　淳一

O008（消）� �粘膜下腫瘍の形態を呈しボーリング生検が診断に有用であった Epstein-Barr（EB）ウイル
ス関連胃癌の1例

飯塚病院　消化器内科　濱崎　慎平

O009（消）� カテーテルアブレーション治療後に麻痺性胃拡張を来した1例
九州鉄道記念病院　消化器内科　隅田恵理子

O010（内）� 有症状の食道リンパ管腫に対して内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した1例
柳川病院　消化器内科　大園　太貴

O011（内）� 食道狭窄遠位再発食道癌に対する細径スコープを用いた光線力学的療法（PDT）
九州大学　放射線科　鶴丸　大介

その他� 　　  9 ：35～10：10 　　

座長：緒方　伸一（地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館　消化器内科）�
前田　英仁（鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学）　　　　　

O012（消）� 食欲不振、嘔吐症で内科受診し、診断に時間を要した Mogagni 孔ヘルニアの１例
新小倉病院　内科　宮城　友豪

O013（消）� 心窩部痛、貧血を主訴に外来を受診した巨細胞性動脈炎の1例
祐愛会　織田病院　竹内　祐樹

O014（消）� 高度肥満症患者に対する悪性腫瘍手術における術前減量の検討
大分大学医学部　消化器・小児外科学講座　河村　昌寛

O015（消）� 大網嚢胞性リンパ管腫が単純子宮全摘後に自然消退した経験
那覇市立病院　外科　長濱　正吉

O016（消）� EUS-FNA で診断した血球貪食症候群合併 ALK 陰性未分化大細胞型リンパ腫の１例
沖縄協同病院　消化器内科　永村　良二
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肝・胆 1 � 　　 10：10～10：45 　　

座長：岩屋　博道（いわや内科・内視鏡クリニック）�
荒川　光江（大分大学医学部　消化器内科）　

O017（消）� 急性期に原因特定に苦慮した C 型急性肝炎の1例
福岡大学　医学部　消化器内科学講座　東　　具隆

O018（消）� 急性増悪の誘因を観察した自己免疫性肝炎の3例
国立病院機構　嬉野医療センター　消化器内科　有尾　啓介

O019（消）� 当院での胆道感染における起因菌と治療選択の検討
嬉野医療センター　消化器内科　日野　直之

O020（消）� 心窩部痛を契機に発見された胆管内乳頭状腫瘍�（IPNB）�の1例
独立行政法人　国立病院機構　鹿児島医療センター　消化器内科　田平　悠二

O021（消）� 潜在性胆嚢癌の臨床病理学的所見
福岡大学　医学部　消化器内科学講座　古賀　毅彦

膵 1 � 　　 10：52～11：34 　　

座長：宮本　英明（熊本大学病院　消化器内科）　　　　�
田中　智和（佐賀大学医学部　一般・消化器内科）

O022（消）� COVID-19�mRNA ワクチン接種後早期に発症した急性膵炎の1例
大分大学　医学部　消化器内科学講座　小坂聡太郎

O023（消）� 腎癌術後11年目に胃・多発膵転移を認め胃切除及び膵全摘術を施行した1例
敬愛会中頭病院　消化器内科　森　　英輝

O024（消）� 膵 MiNEN 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　平井　真吾

O025（消）� 術前に膵癌との鑑別が困難であった自己免疫性膵炎合併膵管内乳頭粘液性腫瘍の一例
鹿児島大学病院　消化器・乳腺甲状腺外科　福田　皓佑

O026（消）� �Hemosuccus�pancreaticus を来した膵管内乳頭粘液性腫瘍に対する腹腔鏡下膵体尾部
切除術

佐賀大学　医学部　一般・消化器外科　雪本　薫平

O027（消）� 当院における切除可能膵癌に対する術前 Gemcitabine+S-1療法の安全性と忍容性の検討
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
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【6月25日（土）　第4会場（ホテルグランデはがくれ 1F ハーモニー B）】

大腸 1 � 　　  9 ：00～ 9 ：35 　　

座長：芥川　剛至（佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部）�
藤岡　　審（九州大学病院　光学医療診療部）　　　　　

O028（消）� 横行結腸原発腺扁平上皮癌の1�例
長崎大学大学院　移植・消化器外科　山光　宗一

O029（消）� 直腸狭窄で発症した子宮頸癌の１例
医療法人　ひらまつ病院　消化器内科　坂田　泰志

O030（内）� 当院で経験した消化管悪性黒色腫の2例
製鉄記念八幡病院　消化器内科　和智　博信

O031（内）� 胃・小腸・大腸に病変を認めた濾胞性リンパ腫の1例
宮崎大学　医学部附属病院　消化器内科　市成　直樹

O032（内）� �PET で異常集積を認め形態的にも肛門管癌との鑑別を要した inflammatory�cloacogenic�
polyp の1例

公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　坂本　　圭

大腸 2 � 　　  9 ：35～10：10 　　

座長：仲本　　学（ハートライフ病院　消化器内科）�
河野　文彰（宮崎大学医学部　外科学講座）　

O033（消）� 有茎性大腸 SM 癌の内視鏡的切除後に局所再発を来した一例
九州大学大学院病態機能内科学　川床慎一郎

O034（内）� 癌化を呈した大腸単発性若年性ポリープの1例
福岡山王病院　消化器内科　久保倉尚哉

O035（消）� 当院での大腸がん症例における便潜血検査の有用性
済生会唐津病院　内科　遠藤　広貴

O036（消）� 大腸癌術後に出現した孤立性肺結節の取り扱い
佐賀大学　医学部　一般・消化器外科　日暮　一貴

O037（消）� 俵ガーゼのロボット支援下直腸切除手術における有用性
福岡赤十字病院　外科　松永　壮人
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胃・十二指腸 1 � 　　 10：10～10：52 　　

座長：向笠　道太（久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門）�
佐上　亮太（大分三愛メディカルセンター　消化器内科）　　　

O038（消）� Cronkhite-Canada 症候群の一例
福岡ゆたか中央病院　消化器内科　岩崎　一秀

O039（消）� �急性胃炎発症を契機に non-Helicobacter pylori Helicobacter（NHPH）胃炎と診断した
一例

福岡山王病院　消化器内科　藤見　寛子

O040（内）� 褪色調かつ陥凹の形態を呈した限局性胃アミロイドーシスの１例
九州大学病院　病態制御内科学　奈須　峻之

O041（内）� 肺塞栓症治療中に発症し短期間に胃癌と腎尿管癌が進展した IgA 血管炎の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

O042（消）� H.pylori 除菌後胃癌の1例
飯塚病院　消化器内科　糸永　周一

O043（消）� Ball�valve�syndrome を来した進行胃癌の1例
福岡市立病院機構　福岡市民病院　消化器センター　内科　後藤　綾子

胃・十二指腸 2 � 　　 10：52～11：34 　　

座長：蓑田　洋介（九州大学病態制御内科学　光学医療診療部）　　　　　　�
庄野　　孝（国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院　消化器内科）

O044（内）� 初回の内視鏡検査で発見されたヘリコバクター・ピロリ菌陰性高分化型腺癌の１例
医療法人　ひらまつ病院　消化器内科　坂田　泰志

O045（内）� 胃酸環境の変化によって形態変化を生じたと考える早期胃癌の１例
大分赤十字病院　消化器内科　下森　雄太

O046（内）� H.pylori 既感染胃に発生した純粋胃型形質癌の1例
久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門　林　　大樹

O047（内）� �プロトンポンプ阻害薬長期服用中に胃底腺ポリープに Low-Grade�Dysplasia を生じた１
例

熊本赤十字病院　消化器内科　飽田　博海

O048（消）� CT 所見及び内視鏡所見が診断に有用であった胃蜂窩織炎の2例
筑後市立病院　山口翔太郎

O049（内）� 潰瘍性大腸炎関連胃病変の一例
熊本赤十字病院　下村　茉希
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胃・十二指腸 3 � 　　 13：50～14：25 　　

座長：隅田　頼信（北九州市立医療センター　消化器内科）�
河野　真一（製鉄記念八幡病院　消化器内科）　　　

O050（内）� �メタリックステントの断裂による通過障害の再燃に対して内視鏡的再留置を行った幽門前
庭部進行胃癌の一例

春回会　井上病院　消化器内科　松尾　　諭

O051（消）� �Successful�conversion�surgery�for�stage�IV�gastric�cancer�with�liver�metastases�
after�second-line�chemotherapy�with�ramucirumab�and�paclitaxel:�a�case�
report

鹿児島大学　消化器外科　下之薗将貴

O052（消）� 食道胃接合部癌術後の縫合不全に施行した内視鏡的閉鎖術
佐賀大学医学部　田中　　太

O053（内）� 内視鏡的整復を行い解除した胃軸捻転症の2例
熊本赤十字病院　消化器内科　小森田駿介

O054（内）� 小腸内視鏡のオーバーチューブを利用して胃内の異物を除去した2例
大分赤十字病院　消化器内科　下森　雄太

肝・胆 2 � 　　 14：25～15：07 　　

座長：瀬戸山博子（熊本大学生命科学研究部　消化器内科）�
秋山　　巧（佐賀大学肝臓糖尿病内科）　　　　　　

O055（消）� 黒豆摂取が原因と思われる鉄過剰症の一例
国立病院機構　嬉野医療センター　消化器内科　有尾　啓介

O056（消）� 当院におけるアテゾリズマブ・ベバシズマブ療法の現状
国立病院機構　嬉野医療センター　消化器内科　嶋倉　　茜

O057（消）� 化膿性脊椎炎・腸腰筋膿瘍を発症した総胆管結石性胆管炎による敗血症の1例
如水会今村病院　内視鏡治療センター　田原　寛之

O058（内）� 当院における ERCP の現状
祐愛会織田病院　松永　圭司

O059（内）� 膵頭十二指腸切除術後に胆管内へ迷入したロストステントを胆道鏡下に回収しえた一例
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学　上田　孝洋

O060（内）� EST，金属ステント留置後の後出血に対して内視鏡的クリップ術にて止血し得た1例
小倉記念病院　消化器内科　野口　達矢
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膵 2 � 　　 15：07～15：42 　　

座長：行元　崇浩（佐賀大学医学部　内科学講座）　�
日野　直之（嬉野医療センター　消化器内科）

O061（内）� �急性膵炎後の骨盤内に及ぶ再発性の被包化膵壊死に対して超音波内視鏡下経消化管ドレ
ナージ術が有用であった1例

福岡大学消化器内科学講座　北口　恭規

O062（消）� 膵液細胞診で膵癌と診断したが、術後病理で NEN 主体の混在腫瘍であった一例
熊本労災病院　消化器内科　米田　　暁

O063（内）� 限局性膵萎縮と主膵管拡張を契機に診断した High-grade�PanIN の1例
友愛医療センター　消化器内科　知念　健司

O064（消）� EUS-FNA で診断し得た膵腺房細胞癌の1例
高木病院　消化器内科　島田　不律

O065（内）� EUS-FNA で診断しえた横紋筋肉腫の腹腔リンパ節再発の一例
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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【6月25日（土）　第5会場（ホテルグランデはがくれ 2F シンフォニー）】

大腸 3 � 　　  9 ：00～ 9 ：35 　　

座長：松島加代子（長崎大学病院　消化器内科／医療教育開発センター）�
金城　　徹（琉球大学病院　光学医療診療部）　　　　　　　　　

O066（消）� �Generalized�Giant�Inflammatory�Polyposis（GGIP）を呈し筋間神経叢の過剰増生を認
めた Crohn 病の1例

公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　森　麻里母

O067（消）� ブデソニドが有効であった collagenous　colitis の1例
熊本赤十字病院　消化器内科　花園ゆりか

O068（消）� ポリスチレンスルホン酸 Ca 内服下で消化管粘膜傷害を生じた2症例
飯塚病院　消化器内科　松林江里子

O069（内）� 狭窄型虚血性大腸炎の一例
戸畑共立病院　消化器病センター　松岡　弘樹

O070（消）� 虚血性腸炎に門脈血栓症を併発し、背景にプロテイン S 欠乏症を認めた一例
鹿児島県立大島病院　消化器内科　小吉　尚裕

大腸 4 � 　　  9 ：35～10：10 　　

座長：山路　卓巳（宮崎県立宮崎病院　内科）　�
船越　禎広（福岡大学病院　消化器内科）

O071（消）� Colonic�xanthomatous�polyp との鑑別を要した大腸鋸歯状病変の一例
遠賀中間医師会　おんが病院　保利　喜史

O072（消）� 腸重積に伴いサルモネラ腸炎から腎膿瘍を合併した若年発症大腸粘液癌の1例
公立学校共済組合九州中央病院消化器内科　坂本　　圭

O073（内）� 健診受診者に対する CADEYE を用いた内視鏡検査における大腸ポリープの検討
医療法人社団　魁正会　服部胃腸科　村尾　哲哉

O074（消）� 長期治療で経過していた寛解期潰瘍性大腸炎に悪性リンパ腫を合併した一例
独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院　内科　大草　　響

O075（消）� 化学療法中に急速な病勢進行を認めた大腸神経内分泌癌の一例
国立病院機構　嬉野医療センター　田中雄一郎
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胃・十二指腸 4 � 　　 10：10～10：52 　　

座長：興田　幸恵（佐賀大学医学部　一般・消化器外科）�
田中雄一郎（嬉野医療センター　消化器内科）　　

O076（消）� ESD および胃切除術後の短期間に肝転移をきたした AFP 産生胃癌の1例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　消化器内科　田中　貴英

O077（消）� 胃原発胎児消化管類似癌の一例
JCHO 福岡ゆたか中央病院　消化器内科　西田美沙子

O078（消）� 術前の生検検体で胃 NET,G3であったが、外科切除検体で胃 NEC と診断された1症例
九州大学　臨床腫瘍外科　佐伯　　潔

O079（内）� リンパ節腫大を伴った胃神経鞘腫の一例
原三信病院　消化管内科　三島　朋徳

O080（消）� EMR-OTSC にて切除を試みた Rindi 分類 III 型の胃神経内分泌腫瘍の一例
九州大学大学院　病態機能内科学　井原勇太郎

O081（内）� 横行結腸間膜に発生した腸管外 GIST の1例
大分大学　医学部　消化器・小児外科　田邉　三思

十二指腸� 　　 10：52～11：34 　　

座長：橋口　慶一（長崎大学病院　光学医療診療部）�
山口　太輔（嬉野医療センター　消化器内科）

O082（消）� EMR を施行した十二指腸下行脚の有茎性ブルンネル腺過形成の1例
芦屋中央病院　消化器内科　石川　智士

O083（内）� �十二指腸隆起性病変に対しUnder�gel�endoscopic�mucosal�resection（UGEMR）を施
行した2例

NHO 佐賀病院　島村　拓弥

O084（内）� 内視鏡的に切除し得た胃腸混合型形質を呈する早期十二指腸癌の一例
独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院　内科　平田　　敬

O085（内）� 12年の経過後に内視鏡治療をおこなった表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍の1例
如水会今村病院　内視鏡治療センター　寺田　尚人

O086（消）� �急性発症した腸管気腫・門脈気腫を伴う上腸間膜動脈症候群に対し、保存的加療が奏効し
た1例

製鉄記念八幡病院　消化器内科　杉野　絢子

O087（内）� CT 所見に注意し迅速な診断と内視鏡止血できた十二指腸水平部憩室出血の2例
公立学校共済組合　九州中央病院　消化器内科　加来　寿光
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大腸 5 � 　　 13：50～14：25 　　

座長：酒見　亮介（戸畑共立病院　消化器病センター）　　　�
樋高　秀憲（佐賀県医療センター好生館　消化器内科）

O088（消）� �高齢の中等症潰瘍性大腸炎に対してステロイド全身投与をせずにベドリズマブとブデソニ
ド注腸フォーム剤の投与で安全に寛解導入しえた2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

O089（消）� 潰瘍性大腸炎治療中に肝膿瘍，腹腔内膿瘍，肺塞栓を合併した一例
JCHO 九州病院　内科　永田　　豊

O090（内）� 縦隔気腫を合併した潰瘍性大腸炎の一例
おもろまちメディカルセンター　武島　　翔

O091（消）� �大腸狭窄術後に再燃併発した下行結腸周囲膿瘍に対しウステキヌマブが有効であった大腸
クローン病の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

O092（消）� �インフリキシマブの維持投与により EBV 関連 B 細胞リンパ増殖性疾患を発症したクロー
ン病の一例

宮崎県立宮崎病院　山路　卓巳

大腸 6 � 　　 14：25～15：00 　　

座長：吉岡慎一郎（久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門）�
川崎　啓祐（九州大学大学院　病態機能内科学）　　　　　　

O093（消）� 診断まで12年を要した家族性地中海熱（MEFV）遺伝子関連腸炎の一例
鹿児島厚生連病院　消化器内科　喜山　甲菜

O094（消）� PR3-ANCA 陽性で治療に難渋した回腸炎を伴う全大腸炎型潰瘍性大腸炎の1例
熊本市立熊本市民病院　大本　佳奈

O095（消）� COVID-19ワクチン接種後に潰瘍性大腸炎を発症した一例
遠賀中間医師会おんが病院　保利　喜史

O096（消）� 腸管外合併症として好酸球性肺炎を発症した潰瘍性大腸炎の1例
戸畑共立病院　消化器病センター　橋本　　崇

O097（内）� 診断に苦慮した不全型 Bechet 病の1例
九州労災病院　消化器内科　多田　美苑
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大腸 7 � 　　 15：00～15：35 　　

座長：鶴岡ななえ（佐賀大学医学部　内科学講座消化器内科）�
大津　健聖（福岡大学筑紫病院　消化器内科）　　　　

O098（消）� �刺激性下剤の長期内服により巨大結腸を呈した慢性便秘症に対して ,�内科的治療が有効で
あった症例

多久市立病院　内科　中山賢一郎

O099（消）� 副作用による ST 合剤の中止後にニューモシスチス肺炎を合併した潰瘍性大腸炎の１例
福岡大学病院　消化器内科　柯　　懿玲

O100（内）� �下部内視鏡にて摘出困難であった大腸異物（ヘアピン）に対して腹腔鏡補助下にて内視鏡
的摘出を行った一例

JCHO 佐賀中部病院　消化器内科　石井　海人

O101（内）� 2�channel�scope を使用し留置後クリップの除去を行った�1�例
大分市医師会立アルメイダ病院　草津　工喜

O102（内）� 膿瘍形成を伴った直腸癌に対し超音波内視鏡下経直腸内視鏡ドレナージが奏効した1例
那覇市立病院　消化器内科　高良　吉迪
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