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【日本消化器内視鏡学会専門医制度更新ポイント認定学術講演会】 

【日本医師会生涯教育制度認定講座】 

 

日本消化器内視鏡学会埼玉部会 

第 44回学術講演会 
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事務局  日本消化器内視鏡学会埼玉部会 

                    335-0023 戸田市本町 1-19-3 

                    戸田中央総合病院 内視鏡室内 

                    電話 048-442-1111（代表）  FAX 048-441-9266 

                    E-mail  saitamabukai@yahoo.co.jp 

 

 

 
※会場整理費として、当日 3,000 円（医師以外の医療従事者 1000 円）を徴収させていただきます。 

※本会の出席証明書は日本消化器内視鏡学会専門医、指導医の申請・更新の業績ポイントとして１点を加算することがで

きます。 

※日本医師会生涯教育制度については単位取得できます。

交通： 

東京駅から約 23 分 

   （新幹線利用） 

上野駅から約 25 分  

新宿駅から約 27 分 

 

羽田空港から約 75 分 

日 時  2018（平成 30）年 11月 17日（土） 12：30（受付 12：00）～ 

会 場  大宮ソニックシティホール （４階 国際会議室）  

会 長  藤 野  幸 夫 （献心会川越胃腸病院） 

主 催  日本消化器内視鏡学会埼玉部会（一部共催あり） 

後 援  埼玉県医師会 

 

mailto:saitamabukai@yahoo.co.jp
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【 理事長挨拶 】 

日本消化器内視鏡学会埼玉部会 理事長  原田 容治（戸田中央総合病院） 

 
理事長退任にあたり ～9年間を振り返る～ 

 
2019年 3月末日をもって日本消化器内視鏡学会埼玉部会理事長の任期満了を迎えるにあたり、

9年間を振り返りながら一言ご挨拶を申し上げます。まずは無事にこの大役を果たせたことは、理事を

はじめ多くの関係者のご協力によるものと心より感謝しています。 

2010年、桑山 肇理事長から引き継ぎはじめに目標としたのは、①「学会参加人数の増加」、②

「埼玉県の若手医師と医療従事者の参加」、③「スムーズで安定した学会運営」です。参加人数の

増加には、消化器に関与する医師の興味のあるテーマを設定することが大切と判断し、当番会長に

は毎回知恵を絞って頂きました。興味があるテーマであれば若手医師も参加が多くなると考え、稀な

症例の画像提示、ハンズオンも企画し教育的な学会としました。さらに一般演題として発表した若手

医師には優秀賞の表彰も行ってきました。また、埼玉在籍の頃からこの埼玉部会の発展に大きく寄与

されました（故）丹羽寛文先生には、ご多忙の合間をぬってはご参加を頂き、特別講演では貴重なお

話を聞くことができたことに心より感謝し、ここにあらためて丹羽先生のご冥福をお祈り申し上げます。 

そして、医師の参加だけではなく、消化器内視鏡技師、看護師をはじめとする多くの医療従事者の

参加を頂けるようなテーマ、あるいはパネルディスカッションも企画しました。この様な関係各位の絶大

なる協力を頂いたことで、本当に毎回多くの方々が参加してくれました。具体的な参加人数としては

120名から多いときは 300名を超える時もありました。当番会長の先生方には毎回毎回素晴らしい企

画を立案して頂き、私の理事長就任として第 1回となった橋本光正先生にはじまり、辻 忠男先生、

多田正弘先生、永尾重昭先生、山藤和夫先生、佐々木 淳先生、西川 稿先生、中野 真先

生、今回理事長として見守ることが最後になります藤野幸夫先生、それぞれの歴代当番会長に厚く

御礼を申し上げます。また、多くの医療従事者の参加には、埼玉県消化器内視鏡技師会、前会長

の内田 恒さん、現会長の並木 薫さん、埼玉部会事務局である当院の土田美由紀さんに多大な

協力を頂きましたこと、重ねて御礼を申し上げます。 

もう一つの「スムーズで安定した学会運営」に関しても、学会抄録集を毎回発行すること、学会会

場に展示・実践コーナーを設置すること、ハンズオンを実践することで、多くの関連企業の方々にも多

大なご協力を頂きました。また、毎回監事の立場から的確なご意見、ご指示を頂いた三浦総一郎先

生、永尾重昭先生に感謝の意を表したいと思います。この結果から、毎回学会運営はスムーズに行

う事ができました。本当に多くの方々の支援のお陰で無事に理事長の職責を全うすることができたと

感謝しています。 

この後 2019年 4月に、自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科教授の眞嶋浩聡

先生へ引き継ぐことになりました。なかなか難しい医療環境のなかではありますが、素晴らしい手腕を

発揮され、埼玉部会が益々発展することを確信しています。 

最後に、本当に長い間、ご支援、ご協力を頂きました多くの皆様に感謝して、日本消化器内視鏡

学会埼玉部会理事長退任の挨拶とさせていただきます。 
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【 当番会長挨拶 】 

第44回学術講演会当番会長  藤野 幸夫（献心会川越胃腸病院） 

このたび、第 44回日本消化器内視鏡学会埼玉部会学術講演会会長を拝命いたしました。2018年11月 17

日、大宮ソニックシティホール（４階国際会議室）で講演会を開催させていただきます。今回の機会を与えていた

だきました原田容治理事長はじめ関係各位に心から感謝申し上げます。 

 昨年の理事会で今回の当番会長はぜひ外科系からとのことでご推薦いただきました。今回のテーマは「外科

的要素を取り入れた内視鏡治療」とさせていただき、特別教育講演、ワークショップ、ハンズオンセミナー、研修

医の先生方による一般演題を予定いたしました。特別教育講演①では、2019年 5月に開催される第 97回日

本消化器内視鏡学会会長、昭和大学江東豊洲病院 井上晴洋先生に“食道良性疾患に対する最新の内視

鏡診断と治療”についてご講演いただきます。世界最先端の粘膜下内視鏡治療のご講演をお願いしておりま

す。特別教育講演②では、がん研有明病院 平澤俊明先生に“胃粘膜下腫瘍の診断と治療 -腹腔鏡と内

視鏡のコラボレーション-”と題して外科的要素を取り入れた治療のご講演をいただく予定です。ワークショップで

は、前回の講演会で胃・大腸ＳＭ癌の内視鏡治療についてご討議がなされましたが、今回は内視鏡治療後の

追加切除症例の検討を企画いたしました。また総胆管結石症の治療困難症例に対する対処、特に術後再建

腸管に対する治療についてご発表いただきます。ハンズオンセミナーでは本会理事の 2人の先生に“やってみ

よう！ＥＵＳ”と“大腸内視鏡の挿入法 無痛挿入を目指して-初級者から上級者まで”と題してご指導いただきま

す。研修医の先生方による一般演題では、恒例となりましたが本会理事の投票により優秀演題を選考、表彰さ

せていただきます。 

最後に来年 3月末で現理事長である原田容治先生が現職を退任されることになり、今回が最後の学術講

演会となりました。2010年から 9年間の長きにわたり本会の発展のため大変なご貢献をいただきました。会員を

代表し厚く御礼を申し上げます。  

今回の学術講演会が消化器内視鏡診療の発展に資するものとなりますよう会員の皆さまのご支援を心よりお

願い申し上げます。  

                     

                  会場へのアクセス 

大宮ソニックシティホール  

〒330-8669 

さいたま市大宮区桜木町1-7-5 

Tel   048-647-4111 

Fax  048-647-4159 

URL  http://sonic-city.or.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 埼玉部会学術講演会会場は 4階 
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参加者 ・ 演者 ・ 座長 ・ 司会の方へのお願い 

◆参加受付 

1. 参加受付（総合受付）は、「４階エレベーターホール前」で行います。受付時間は、12：30～開始予定です。 

2. 参加費は、医師 3,000円、医療従事者 1,000円、企業関係者他 3,000円です。 

3. プログラム抄録集は参加受付時に１部配布致します。それ以外にご希望の方は受付にて有料でお渡し致します。 

◆参加出席カード（ネームカード） 

1. 参加出席カードは本学術講演会の出席（受講）証明書と領収書になっています。 

2. 参加費と引替に参加出席カードを配布。出席カードにはご自身で記名し、会場内では参加出席カードを着用して下さい。 

3. 出席証明書は、内視鏡学会専門医試験及び更新に必要な点数としてのポイント１点を加算することができます。 

4. 本学術講演会は、日本医師会生涯教育制度の認定を受けております。参加により単位を取得できます。 

◆発表について 

発表は、コンピュータープレゼンテーションとなります。下記の要領に従ってご準備ください。 

1. 発表時間は、一般演題は４分、ワークショップは６分、質疑討論は2分です。時間厳守でお願いします。  

2. 発表データは、原則としてUSBフラッシュメモリーで提出をお願いいたします。バックアップ用としてPC本体をご持参

いただければ万全です。データは主催者側で一旦コピーいたしますが、学会終了後、責任を持って消去いたします。 

3. 動画の使用は可能ですが、使用するソフトはWindows Media Playerで再生可能な形式に限ります。  

4. 発表データは発表の１時間前(早朝の場合は30分前)までに、PC受付で動作確認の上、提出してください。  

5. 会場で使用するPCは以下の仕様となっております。 

① OS：Windows 7 ※Macintoshでデータを作成された場合は、PC本体をご持参ください。 

② アプリケーション：Microsoft PowerPoint 2007, 2010, 2013 

 ※スライド作成時の注意 スライド作成時の画面サイズはXGA（1024×768）をご確認の上、作成してください。 

 PowerPoint画面のメニューにて「スライドショー」→「解像度」で設定できます。 

なおフォントは文字化けを防ぐため、以下のフォントを推奨いたします。 

①  日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝  ② 英 語：Century、Century Gothic  

6. PC本体でご発表の際、会場での接続コネクタはMiniD-sub 15pinタイプです。一部の機種で変換コネクタがないと接続出来

ない機種があります。変換コネクタが必要な機種をご使用の場合は、ご自身で必ずご持参ください。また、バッテリ

ー切れに備えて、ACアダプタをご自身で必ずご持参ください。演者は前の演者の口演開始後、速やかに次演者席につ

いてお待ちください。 

7. 司会・座長の先生は、担当セッションの開始10分前までに、次座長席にお越しください。会の進行上、時間厳守でお

願いいたします。 

8. 発表にあたっては内視鏡学会用語集を参照し適切な用語を用いてください。 

9. 演壇にモニター、ワイヤレスマウス、レーザーポインタをご用意致します。操作はご自身でお願いします。 

10. 持込みいただくPCに保存されているデータの損失を避けるため、必ずデータのバックアップは事前に行って下さい。

いかなる場合においても本会は責任を負いません。 

◆座長・司会の方々へ 

1. 担当セッションの開始30分前までに参加受付を行って下さい。 

2. 司会・座長の先生は、担当セッションの開始10分前までに、次座長席にお越しください。 

3. 会の進行上、各セッションの制限時間を厳守し、円滑な進行にご協力お願い致します。 

◆会場内における注意 

・会場内でのアナウンスによる呼出は致しません。 

・携帯等の音は進行の妨げとなりますので電源切またはマナーモード等に設定の上、会場内での通話はお控え下さい。  
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日本消化器内視鏡学会埼玉部会 第 44回学術講演会プログラム 
 

【期   日 】 平成 30年 11月 17日（土） 12：50～ （受付開始 12：30～） 

【会   場 】 大宮ソニックシティホール  ４階 国際会議室 

【学 会 長 】 医療法人財団献心会川越胃腸病院   藤野 幸夫 

【主   催 】 日本消化器内視鏡学会埼玉部会 （一部共催あり）    

【後   援 】 埼玉県医師会 

【参 加 費 】 医師：3,000円、医師以外の医療従事者：2,000円、企業関係その他：3,000円 

 

開会式・・           （12：50～13：00） 

【開会の辞】                              第44回学術講演会 会長   藤野 幸夫 

 

【総  会】                     日本消化器内視鏡学会埼玉部会 理事長    原田 容治 

 

一般演題  （13：00～13：48）     

       座長 埼玉医科大学 消化管内科 今枝 博之 

N-1．Trisomy8を伴う骨髄異形成症候群に多発性単純性潰瘍を合併した一例 

防衛医科大学校 内科学2講座 1） ，光学医療診療部 2） 

  ○大黒 拓磨 1），冨岡  明 1），中山 花奈 1），村原 なみ 1），西村 弘之 1），杉原 奈央 1） 

和田 晃典 1），堀内 和樹 1），塙  芳典 1），古橋 廣崇 1），東山 正明 1），渡辺知佳子 1） 

高本 俊介 2），穂苅 量太 1），永尾 重昭 2） 

 

N-2．組織学的にNeuroendicrine carcinomaと診断し得た腹腔内腫瘍の１例 

済生会川口総合病院 消化器内科 1），腫瘍内科 2），病理診断科 3）， 

 ○稲本   林 1），松井   茂 1），吉岡 藍子 1），西垣 佑紀 1），吉原 靖典 1），髙杉 秀明 1） 

佐野 弘仁 1），濱田 清誠 1），小柳 佳成 1），松田 正典 2），佐藤 秀晃 3），山崎 早苗 3） 

 

N-3．急性胆嚢炎に対する胆嚢外瘻治療後、短期間に積み上げ型総胆管結石症を生じ、EPLBDにて   

結石除去を施行した一例 

丸山記念総合病院 消化器内科 1），消化器外科 2），外科 3） 

○山本  力 1）,石井  博 2），長山 裕之 2），大堀 真毅 2），丸山 正董 3），米川  甫 3） 

大畑 昌彦 3），廣川 詠子 3）,加藤 琢也 3），大西 敏樹 1） 

 

N-4．食道潰瘍病変より診断にいたった類天疱瘡の１例 

埼玉医科大学 総合診療内科 1），消化管内科 2），病理診断科 3），皮膚科 4） 

○松本   悠 1），山岡   稔 1），疋田   航 1），宮口 和也 1），芦谷 啓吾 1），塩見 達也 4） 

大庫 秀樹 2），都築 義和 2），山田 健人 3），中元 秀友 1），今枝 博之 2） 

 

N-5．内視鏡的切除を行った胃底腺型胃癌の5例 

さいたま市立病院 消化器内科   ○山本 傑，桂 英之 

 

N-6．メサラジンアレルギーに対して減感作療法が有効であった潰瘍性大腸炎の１例 

自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科 

○浦丸 知子，松本 吏弘，森野 美奈，松本 圭太，賀嶋ひとみ，小糸 雄大，三浦 孝也 

 高橋 裕子，坪井瑠美子，石井 剛弘，吉川 修平，大竹はるか，藤原 純一，関根 匡成 

上原 健志，湯橋 一仁，浅野 岳晴，宮谷 博幸，眞嶋 浩聡 
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N-7．緑膿菌による敗血症を合併した潰瘍性大腸炎の一例 

越谷市立病院 消化器科 

○日下 理恵，濱元  舜，馬場翔太郎，中山 秀苗，日高 康博，中庭 礼智，佐々木 淳 

 

N-8．再出血を繰り返した上行結腸静脈瘤に対して内視鏡的硬化療法が有効であった一例 

戸田中央総合病院 消化器内科 1），医)三愛会三愛クリニック 2） 

○本間 俊裕 1），山本  圭 1），市村 茂輝 2），神田 遼弥 1），平川 徳之 1），中坪 良輔 1）， 

鈴木 由華 1），村松 孝洋 1）,山本健治郎 1），岸本 佳子 1），堀部 俊哉 1），原田 容治 1） 

 

 

ワークショップⅠ 胃癌・大腸SM癌の診断と追加切除症例の検討  （13：53～14：25）   

座長 外科：丸山記念総合病院 大畑 昌彦 

 内科：上尾中央総合病院 土屋 昭彦 

W-1．早期胃癌に対する内視鏡治療後、追加切除症例の検討 

埼玉県立がんセンター 消化器外科 

○伊藤 謙 

W-2．早期胃癌ESD後追加外科切除症例の検討 

埼玉医科大学 国際医療センター 上部消化器外科 1），消化器内科 2） 

○石井  智 1），桜本 信一 1），椙田 浩文 1），粕谷 真郷 1），藤原 直人 1），渡邊 健次 1） 

宮脇   豊 1），佐藤   弘 1），真下 由美 2），新井   晋 2），野中 康一 2），良沢 昭銘 2） 

W-3．病理学的所見と転移再発との関連からみた大腸T1bガンに対する内視鏡摘除生検の適応 

さいたま赤十字病院 消化管内科   

○高橋 正憲，笹島 圭太，鎮西  亮，土井 浩達，大津威一郎，佐藤  平 

舟田  圭，吉井 健大 

W-4．大腸内視鏡治療後の追加切除症例におけるリンパ節転移危険因子の検討 

川越胃腸病院 1），たわらクリニック 2） 

○多賀  誠 1），藤野 幸夫 1），俵  英之 2），八田 朋子 1），池田  廉 1），山下 啓史 1） 

浅野  聡 1），紫藤 和久 1），望月 智行 1） 

【リフレッシュタイム】  （14：25～14：45）   機器展示コーナーの一部ではコーヒーサービスもございます 

 

 

【 特別教育講演Ⅰ 】 （14：45～15：35）                         共催 ： 武田薬品工業株式会社 

「食道良性疾患に対する新しい内視鏡診断と治療」        

        昭和大学江東豊洲病院 消化器センター センター長・教授  井上 晴洋  

司会： 第 44回学術講演会会長  藤野 幸夫 （献心会川越胃腸病院） 

 

 

【ハンズオンセミナー】 （15：35～16：25）             共催 ： オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 

① やってみよう！ＥＵＳ（20分） 

        講師 埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 教授 良沢 昭銘 

 

② 大腸内視鏡の挿入法：無痛挿入を目指して－初級者から上級者まで（20分） 

        講師 さいたま赤十字病院 消化管内科 部長 笹島 圭太 
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【特別発言】  （17：45～17：55）   

   日本消化器内視鏡学会関東支部 支部長    河合  隆 

 

 

ワークショップⅡ 総胆管結石症に対する内視鏡治療－治療困難症例に対する対処－ （16：25～16：49）   

（ﾊﾞﾙｰﾝ小腸内視鏡，ﾗｰｼﾞﾊﾞﾙｰﾝ拡張術，術後再建腸管に対する治療 ）  

 

座長 JCHO埼玉メディカルセンター 外科 唐橋  強 

W-5．当院における総胆管結石に対する治療ストラテジー 

北里大学メディカルセンター 消化器内科 

○上原 一帆，平良 沙月，眞部 優作，川口 佑輔，大塚 俊和，田原久美子 

渡邊 真彰，木田 光広 

W-6．術後再建腸管を有する総胆管結石に対する当院での治療 -ストラテジーから課題まで- 

自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科 

○関根 匡成，森野 美奈，賀嶋ひとみ，小糸 雄大，三浦 孝也，吉川 修平 

大竹はるか，藤原 純一，上原 健志，湯橋 一仁，浅野 岳晴，松本 吏弘 

宮谷 博幸，眞嶋 浩聡 

W-7．術後再建腸管を有する総胆管結石に対する超音波内視鏡下順行性治療の経験 

埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 

○大塚 武史，松原 三郎，須田健太郎，藤田 徹郎，道田 知樹，屋嘉比康治 

 

【軽食配布】 （16：50～） 

 

【特別教育講演Ⅱ】 （16：55～17：45）               共催 ： アストラゼネカ株式会社/第一三共株式会社 

「胃粘膜下腫瘍の診断と治療－腹腔鏡と内視鏡のコラボレーション－」        

  がん研究会有明病院 消化器センター 上部消化管内科 副部長 平澤俊明 

司会：日本消化器内視鏡学会埼玉部会理事長  原田 容治 （戸田中央総合病院） 

 

【表彰式】 （17：55～18：00）                        

「一般演題発表に対して優秀演題を選出し、表彰を行います」        

        ※一般演題において発表された演者（代理可）は会場内で待機して下さい。  

                      

閉会式・・   （18：00～18：10） 

【閉会の辞】       

第 44回学術講演会当番会長  医療法人財団献心会川越胃腸病院   藤野 幸夫 

    第45回学術講演会当番会長    JCHO埼玉メディカルセンター   吉田 武史 

 

 

 

 

 

 

次回のご案内 
  第45回日本消化器内視鏡学会埼玉部会学術講演会は 

平成30年11月30日（土）大宮ソニックシティを予定しています（同会場）。 
当番会長は、JCHO埼玉メディカルセンター 吉田 武史先生です。 
詳細が決定しましたらご案内させていただきます。 


