日本消化器内視鏡学会埼玉部会

第43回学術講演会のお知らせ
日時 : 平成29年11月11日（土） 12:50～17:45（受付 12：30～）
場所 : 大宮ソニックシティホール ４階 国際会議室
会場整理費 : 医師/企業関係者 3,000円、 内視鏡技師/医療従事者 1,000円
当番会長：中野 真（白岡中央総合病院 副院長）
理 事 長 ：原田 容治（戸田中央総合病院 院長）
主催：日本消化器内視鏡学会埼玉部会（一部共催あり）

プログラム内容（予定）
（敬称略）

≪一般演題・研修医（初期・後期）セッション≫（公募）

珍しい症例、困難例、うまくいった症例等、内視鏡に関する内容を募集。一般演題の中から優秀演題を選出し
表彰予定。

≪特別講演≫（共催：富士フイルムメディカル株式会社）

「レーザー経鼻内視鏡の有用性」
静岡赤十字病院 健診部長、経鼻内視鏡センター長 川田 和昭

≪シンポジウム≫（一部指定）
①「早期胃癌(SM癌)の内視鏡診断」

司会

自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科 宮谷博幸

本セッションでは、①各施設の胃癌診断手順，②各施設の深達度診断の基準（SM癌診断方法），③内視
鏡的特徴（白色光）ＮＢＩ/BLI，拡大内視鏡所見，ＥＵＳ所見，④典型的ＳＭ癌内視鏡像，⑤非典型例や教訓
的症例などにつき各施設より提示していただき、参加者の日常診療に役立つような内容にしたいと考えている。

②「大腸SM癌の診断と治療」

司会

日本赤十字社 さいたま赤十字病院

消化管内科

笹島圭太

大腸SM高度浸潤癌の診断は大腸内視鏡医の永遠のテーマである。Pit pattern、NBI拡大の位置づけ、通常
観察も含めてどのような棲み分けにすべきか？またSM高度浸潤癌に対し内視鏡治療適応拡大の可能性も
報告されている。大腸SM癌の診断と治療に関してhigh volume 施設から報告して頂く。

③「このVater、正常、異常？」
司会 丸山記念総合病院 消化器科 石井 博
近年の内視鏡検査の普及に伴い、十二指腸乳頭部の病変に遭遇する機会が増えてきている。「このVater、
正常、異常？」というタイトルでVater乳頭部の基本的な見方や悪性所見の診断の手引き、一見異常にみえ
たが調べたら問題なかったような症例など提示していただき、各施設の工夫点などの報告をしていただく予定。

≪イブニングセミナー≫（共催：大塚製薬株式会社）

「食道胃接合部疾患の内視鏡診断」
大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学 教授 藤原 靖弘
≪リフレッシュタイム＆企業展示≫
消化器内視鏡関連機器や処置具、さらに消化器疾患薬等、多数の企業による製品展示が行われます。企業担当者から
最新情報を提供いただき、明日からの日常診療のお役に立てればと思います。また、上部の拡大内視鏡モデルも展示され
実際に体験できる予定です。

お知らせ
 本会の出席証明書は、日本消化器内視鏡学会専門医制度の専門医・指導医の申請または更新に
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の単位取得において現在申請中です。
 本会の参加は予約不要でどなたでも参加できます。

事務局

戸田中央総合病院 内視鏡室内 TEL 048-442-1111（代表）FAX 048-441-9266
335-0023 戸田市本町1-19-3
E-mail saitamabukai@yahoo.co.jp

日本消化器内視鏡学会埼玉部会 第43回学術講演会プログラム
【期
日】 平成29年11月11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】 白岡中央総合病院 中野 真
【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
開会式（12：50～13：00)
【開会の辞】 第43回学術講演会 会長 中野 真
【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（13：00～13：21)
座長 白岡中央総合病院 消化器内科 鳥谷部武志
N-1．一部癌化が認められた胃過形成ポリープの１例
北里大学メディカルセンター 消化器内科
〇金澤
潤，川口 佑輔，上原 一帆，長谷川力也，大塚 俊和，田原久美子
渡邊 真彰，木田 光弘
N-2．内視鏡治療を行ったA型胃炎を背景とした多発胃神経内分泌腫瘍の２例
自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科
○松本 圭太，松本 吏弘，賀嶋ひとみ，小糸 雄大，高橋 裕子，三浦 孝也
坪井瑠美子，石井 剛弘，藤原 純一，湯橋 一仁，関根 匡成，上原 健志
浦吉 俊輔，山中 健一，浅野 岳晴，鷺原 規喜，宮谷 博幸，眞嶋 浩聡
N-3．特発性食道破裂術後の食道胸腔瘻に対し、内視鏡的瘻孔閉鎖術が著効した１例
防衛医科大学校 内科学２講座１），外科学講座３），防衛医科大学校病院光学医療診療部２）
○高橋
駿１），伊東
傑１），堀内 知晃１），飯田 怜一１），千谷 菜花１），
吉留 佑太１），溝口 明範１），西井
慎１），寺田 尚人１），古橋 廣崇１），
高城
健１），丸田 紘史１），白壁 和彦１），東山 正明１），渡辺知佳子１），
冨田 謙吾１），穂苅 量太１）
高本 俊介２），永尾 重昭２），原田 学３），辻本 広紀３）

主題…早期胃癌(SM癌)の内視鏡診断（13：22～14：24)
座長 自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科 准教授 宮谷 博幸
S-1．当院での早期胃癌の診断アルゴニズム
上尾中央総合病院 消化器内科
○土屋 昭彦，西川
稿，中村めぐみ，山下 美華，外處 真道，近藤 春彦
小林 倫子，田中由理子，三科 友二，明石 雅博，笹本 貴広，山中 正己
S-2．当院におけるsm胃癌６例の検討
さいたま市立病院 消化器内科
○桂 英之
S-3．当院における胃癌（SM癌）の検討
済生会川口総合病院 消化器内科１），外科２），病理診断科３），獨協医科大学越谷病院４）
○小柳 佳成１），稲本
林１），井上 良介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），松井
茂１），髙橋 由佳２），
山田 正樹２），岡田 治彦２），齋藤 徹也２），根上 直樹２），渡部
英２），
石戸 保典２），佐藤 雅彦２），佐藤 英章３），伴
慎一３），４）
S-4．粘膜下層浸潤胃癌の内視鏡診断
さいたま市民医療センター 消化器内科
○新畑 博英，新藤 雄司
S-5．早期胃癌深達度診断に関する考察
獨協医科大学越谷病院 内視鏡センター１）、消化器内科２）
○片山 裕視１）２），北川 智之２），藤本
洋２），小堀 郁博２），玉野 正也２）
S-6．当院におけるSM癌の検討
戸田中央総合病院 消化器内科
○山本
圭，鎌田健太郎，岸本 佳子，本間 俊裕，鈴木 由華，冨田 裕介
香川 泰之，堀部 俊哉，原田 容治
【リフレッシュタイム】（14：24～14：44）
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】（14：44～15：35）
協力 ： 富士フイルムメディカル株式会社
「レーザー経鼻内視鏡の有用性」
静岡赤十字病院 健診部長、経鼻内視鏡センター長 川田 和昭
司会：第43回学術講演会会長 中野 真（白岡中央総合病院）

主題…このVater，正常，異常？（15：40～16：23)
座長 丸山記念総合病院 消化器科 石井
V-1．直視鏡による十二指腸乳頭部（主乳頭・副乳頭）の見方
自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科
○宮谷 博幸，関根 匡成，松本 圭太，森野 美奈，小糸 雄大，賀嶋ひとみ
高橋 裕子，三浦 孝也，坪井瑠美子，石井 剛弘，藤原 純一，上原 健志
関根 匡成，浦吉 俊輔，山中 健一，湯橋 一仁，浅野 岳晴，松本 吏弘
鷺原 規喜，眞嶋 浩聡
V-2．当院での十二指腸乳頭部病変について
防衛医科大学校病院 内科学２講座１），光学医療診療部２）
○伊東 傑１），村原 なみ１），露木 和彬１），西村 弘之１），中山 花奈１）
冨岡
明１），古橋 廣崇１），穂苅 量太１），高本 俊介２），永尾 重昭２）
V-3．当院における乳頭部腫瘍の治療戦略
埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科
○小林 正典，良沢 昭銘，谷坂 優樹，藤田
曜，小畑
力
V-4．診断に苦慮した乳頭部癌の１例
上尾中央総合病院 消化器内科
○明石 雅博，西川 稿，中村めぐみ，山下 美華，外處 真道，近藤 春彦
小林 倫子，田中由理子，三科 友二，笹本 貴広，土屋 昭彦，山中 正己
V-5．当科で経験した稀な乳頭部腫瘍の２例
北里大学メディカルセンター 消化器内科
○川口 佑輔，木田 光広，上原 一帆，金澤
潤，大塚 俊和，田原久美子，
渡邊 真彰

博

主題…大腸SM癌の診断と治療（16：25～16：57)
座長 さいたま赤十字病院 消化管内科 笹島 圭太
C-1．早期大腸癌の治療方針決定における通常内視鏡及びpit pattern診断の位置づけ
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
C-2．当科においてESDを行った大腸SM癌～診断・治療成績・予後～
自治医科大学附属さいたま医療センター
○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，藤原 純一，関根 匡成，上原 健志
浦吉 俊輔，湯橋 一仁，浅野 岳晴，鷺原 規喜，宮谷 博幸，眞嶋 浩聡
C-3．当科における大腸SM癌に対するESD
埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科
○新井
晋，小林 正則，藤田
曜，田島 知明，小畑
力，谷坂 優樹
野中 康一，真下 由美，良沢 昭銘
【軽食配布】（16：57～）

【イブニングセミナー】（17：00～17：30）
共催 ： 大塚製薬株式会社
「食道胃接合部疾患の内視鏡診断」
大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学 教授 藤原 靖弘
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】（17：30～17：35）

「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

【特別発言】（17：35～17：38）
日本消化器内視鏡学会関東支部 支部長

閉会式（17：38～17：43）
【閉会の辞】

河合

隆

第43回学術講演会当番会長 白岡中央総合病院 中野 真
第44回学術講演会当番会長
川越胃腸病院 藤野 幸夫

