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原 著 

［英文原著論文］ 

 

［和文原著論文］ 

表 静馬、豊川 達也、宮阪 梨華、渡邊 一雄、堀井 城一朗、藤田 勲生、 

合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、金吉 俊彦、高畠 弘行、坂田 達朗、友田 純 

内視鏡的砕石術とコーラ溶解療法にて治療しえた胃石の 1例 

福山医学 19：61-65 2013.3 

 

藤田 勲生、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、 

堀井 城一朗、友田 純、西江 学、常光 洋輔 

胃 ESD 後に発症した胃蜂窩織炎の 2例 

Gastroenterological Endoscopy 55（6）：1812-1817 2013.6 

 

豊川 達也、友田 純 

【症例に学ぶ―小腸内視鏡アトラス】腫瘍および類似病変 毛細血管腫 

消化器内視鏡 25（7）：1022-1023 2013.7 

 

豊川 達也、洲脇 謹一郎、中津 守人 

【H.pylori 除菌後長期経過による内視鏡像の変化】H.pylori 除菌療法後および

除菌後発生胃癌の背景胃粘膜 

消化器内科 57（2）：119-124 2013.8 

 

渡邊 一雄、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮坂 梨華、藤田 勲生、

堀井 城一朗、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、坂田 達朗、 

岩川 和秀、友田 純 

小腸カプセル内視鏡の停滞を契機に診断されたクローン病の１例 

消化管の臨床 19：83-88 2014.3 

 

発 表 

［国際学会］ 
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Clinical outcomes of endoscopic submucosal dissection for superficial 

adenocarcinoma of the esophago-gastric junction. 

Toyokawa T,Inaba T,Izumikawa K,Fujita I,Ishikawa S,Tomoda J. 

Digestive Disease WeeK2013(DDW) 19-21 May 2013 Orando,FL 

 

Risk factors for non-curative resection of early gastric neoplasms 

performed endoscopic submucosal dissection:Analysis of 1123 lesions 

Toyokawa T,Inaba T,Izumikawa K,Fujita I,Ishikawa S,Tomoda J. 

17thECCO-38thESMO-32ndESTRO 27 October-1 November 2013 Amsterdam 

 

［全国学会］ 

大腸 ESD における穿孔・後出血の危険因子についての検討 

豊川 達也、藤田 勲生、渡邊 一雄、友田 純 

第 85 回日本消化器内視鏡学会総会 2013.5.10-12 京都市 

 

胆嚢管に発生した神経内分泌癌の 1例 

表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、

寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 85 回日本消化器内視鏡学会総会 2013.5.10-12 京都市 

 

外傷性胆管狭窄に合併した胆管癌の 1例 

藤田 勲生、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、

寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 85 回日本消化器内視鏡学会総会 2013.5.10-12 京都市 

 

当院における小児消化管内視鏡検査の現状 

渡邊 一雄、豊川 達也、友田 純、表 静馬、宮阪 梨華、岡本 明子、 

藤田 勲生、寺尾 正子、村上 敬子、坂田 達朗 

第 85 回日本消化器内視鏡学会総会 2013.5.10-12 京都市 

 

胃 ESD 後の局所残存・再発についての検討  

－3 施設で施行した 1123 例の検討から－ 

豊川 達也、稲葉 知己、泉川 孝一、 藤田 勲生、石川 茂直、友田 純  

第 21 回日本消化器関連学会週間(JDDW2013 TOKYO)第 86 回日本消化器内視鏡学

会総会 2013.10.9-12 中央区 
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高齢者のおける NSAIDs 起因性小腸粘膜障害のカプセル内視鏡による検討 

表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、

村上 敬子、友田 純 

第 21 回日本消化器関連学会週間(JDDW2013 TOKYO)第 86 回日本消化器内視鏡学

会総会 2013.10.9-12 中央区 

 

悪性大腸狭窄に対する Metallic stent 留置術の検討 

藤田 勲生、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、

寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 21 回日本消化器関連学会週間(JDDW2013 TOKYO)第 86 回日本消化器内視鏡学

会総会 2013.10.9-12 中央区 

 

当院における小児消化管内視鏡検査の現状 

渡邊 一雄、豊川 達也、坂田 達朗 

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8-9 金沢市 

 

悪性大腸狭窄に対する大腸ステントの有用性 

藤田 勲生、表 静馬、岡本 明子、上田 祐也、宮阪 理華、渡邊 一雄、

豊川 達也、村上 敬子 

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8-9 金沢市 

 

内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD)における非治癒切除についての検討 

―3施設で施行した 1123 病変の解析から― 

豊川 達也、稲葉 知己、表 静馬、渡邊 一雄、泉川 孝一、 藤田 勲生、

石川 茂直、友田 純  

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8-9 金沢市 

 

［地方学会］ 

O157 による成人の血栓性微小血管障害症(TMA)が疑われた 1例 

安井 七々子、藤田 勲生、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、

寺尾 正子、豊川 達也、村上 敬子、友田 純 

第 108 回日本内科学会中国地方会 2013.6.1 岡山市 

 

肝内に腫瘤形成とびまん性胆管狭窄を来した胃癌の 1例 
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表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、

村上 敬子、友田 純 

第 108 回日本内科学会中国地方会 2013.6.1 岡山市 

 

アロプリノールによる薬剤性過敏症症候群の 1例 

藤田 明子、藤田 勲生、表 静馬、表 梨華、渡邊 一雄、豊川 達也、 

村上 敬子、友田 純、下江 敬生 

第 108 回日本内科学会中国地方会 2013.6.1 岡山市 

 

悪性腫瘍との鑑別に苦慮した肝腫瘤の一例 

西井 豪、藤田 勲生、豊川 達也、徳永 尚之、稲垣 優 

第 99 回日本消化器病学会中国支部例会 2013.6.15-16 岡山市 

 

MEN1 型に合併した肝転移を伴った膵神経内分泌腫瘍の 1例 

松枝 克典、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、

藤田 勲生、村上 敬子、金吉 俊彦、坂田 達朗、北田 浩二、稲垣 優、

友田 純 

第 99 回日本消化器病学会中国支部例会 2013.6.15-16 岡山市 

 

G-CSF 産生肝内胆管癌を疑った一例 

渡邊 一雄、豊川 達也、表 静馬、宮阪 梨華、岡本 明子、藤田 勲生、

寺尾 正子、村上 敬子、坂田 達朗、友田 純 

第 99 回日本消化器病学会中国支部例会 2013.6.15-16 岡山市 

 

胃 GIST による胃十二指腸重積の 1例 

安井 七々子、渡邊 一雄、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、藤田 勲生、

寺尾 正子、豊川 達也、村上 敬子、友田 純 

第 110 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.6.30 広島市 

 

高齢者に発症した潰瘍性大腸炎に対しインフリキシマブを使用した 1例 

表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、表 梨華、渡邊 一雄、村上 敬子、 

友田 純 

第 110 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.6.30 広島市 

 

ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断・治療した capillary hemangioma の 3 例 
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表 梨華、藤田 勲生、表 静馬、藤田 明子、渡邊 一雄、豊川 達也、 

村上 敬子、友田 純 

第 110 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.6.30 広島市 

 

いずれも治癒切除可能であった退形成性膵管癌を含む 3重複癌の 1例 

渡邊一雄，豊川達也，表 静馬，岡本明子，宮阪梨華，上田裕也，藤田勲生，

村上敬子，坂田達朗、稲垣 優 

第 109 回日本内科学会中国地方会例会 2013.11.23 岡山市 

 

TS-1/CDDP 併用術前化学療法により pathological CR を得た進行胃癌の 1 例 

松枝 克典，渡邊 一雄，表  静馬，上田 祐也，岡本 明子，宮阪 梨華， 

藤田 勲生，村上 敬子，豊川 達也，金吉 俊彦，坂田 達朗 

第 111 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 

 

Lynch 症候群が疑われた大腸癌，膀胱癌の 1 例 

西井 豪，藤田 勲生，表 静馬，上田 祐也，岡本 明子，宮阪 梨華， 

渡邉 一雄，村上 敬子，豊川 達也，金吉 俊彦，坂田 達朗 

第 111 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 

 

カプセル内視鏡にて診断し，外科的に切除し得た小腸癌の 2 例 

表 静馬，豊川 達也，岡本 明子，上田 祐也，遠藤 伸也，宮阪 梨華，

渡邊 一雄，藤田 勲生，村上 敬子，友田 純 

第 111 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 

 

パテンシーカプセルの停滞を契機に診断された小腸腫瘍の 2 例 

上田 祐也，豊川 達也，表 静馬，岡本 明子，宮坂 梨華，渡邊 一雄，

藤田 勲生，村上 敬子，坂田 達朗 

第 111 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 

 

腫瘍内に動脈瘤を形成し胆道出血を繰り返した胆管癌の 1 例 

宇野 摩耶，表 静馬，藤田 勲生，金吉 俊彦，村上 敬子，豊川 達也，

渡邊 一雄，宮阪 梨華，上田 祐也，渡邉 純代，前原 弘江，岡本 明子，

児玉 卓也，渡邊 直美 

第 100 回日本消化器病学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 
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タクロリムスを投与した難治性潰瘍性大腸炎の 3 例 

濱田 侑紀，渡邊 一雄，表 静馬，上田 祐也，岡本 明子，宮阪 梨華，

藤田 勲生，豊川 達也，村上 敬子，坂田 達朗 

第 100 回日本消化器病学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 

 

腸間膜脂肪織炎の 1 例 

安井 七々子，藤田 勲生，表 静馬，上田 祐也，岡本 明子，宮阪 梨華， 

渡邊 一雄，豊川 達也，村上 敬子 

第 100 回日本消化器病学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 

 

肝細胞癌と肝原発神経内分泌癌の併存が疑われた 1例 

藤田 明子、金吉 俊彦、坂田 達朗、北田 浩二、徳永 尚之、稲垣 優 

第 40 回日本肝臓学会西部会 2013.12.6-7 岐阜市 

 

［研究セミナー・公開シンポジウム］ 

ソーシャルワーカーから見た HIV/AIDS 啓発の必要性について 

木梨 貴博、坂田 達朗、飯塚 暁子、舟田 有里、田阪 武志、浅利 祥子、

三笠 かおる、門田 悦子、岡田 眞喜枝、石黒 香澄、下江 敬生 

第 20 回福山医学際 2013.12.1 福山市 

 

PTP により小腸穿孔をきたした 1例 

遠藤 伸也、豊川 達也、表 静馬、上田 祐也、宮阪 梨華、渡邊 一雄、

藤田 勲生、村上 敬子 

第 36 回うず潮フォーラム 2014.3.15 高松市 

 

［地域研究会・検討会］ 

胃 ESD について多数例を多方面から解析して 

豊川 達也 

第 11 回備後上部消化管疾患研究会 2013.4.18 福山市 

 

意思の疎通が困難で自殺の可能性が危惧される２０代男性エイズ症例 

坂田 達朗、石黒 香澄、岡田 眞喜枝、三笠 かおる、田阪 武志、 

舟田 有里、木梨 貴博、飯塚 暁子 

平成 25 年度包括的 HIV カウンセリング研修会（第 7回） 2014.3.1-2 岡山市 
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［講演・講師］ 

「HIV/AIDS 急増する福山地区の現況、これだけは知っておきたい HIV/AIDS 診

療のポイント」 

坂田 達朗 

中国中央病院院内研修会 2013.5.28 福山市 

 

HIV/AIDS の基礎知識 

坂田 達朗 

平成 25 年度 HIV/AIDS ケアセミナー（介護施設・障害者施設・在宅・療養・緩

和ケア看護師向け） 2013.11.2 福山市 

 

［講義］ 

 

［講習会］ 

 

［その他］ 

（座長）豊川 達也 

一般演題 ポスター37 胃 ESD2  

第 85 回日本消化器内視鏡学会総会 2013.5.10-12 京都市 

 

（座長）豊川 達也 

H.pylori 感染胃炎に対する除菌治療：その方法と胃がん対策 

第 346 回福山医師会消化器病研究会 2013.5.28 福山市 

 

（マスメディア）豊川達也 

機能性ディスペプシアについて 

健康テラス エフエム福山 2013.5.29 福山市 

 

（司会）豊川 達也 

中国支部専修医奨励賞「食道・胃・十二指腸」 

第 99 回日本消化器病学会中国支部例会 2013.6.15-16 岡山市 

 

（司会）豊川 達也 

中国支部専修医奨励賞「小腸」 

第 110 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.6.30 広島市 
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（コメンテーター）豊川 達也 

食道・胃 

第 111 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2013.11.30-12.1 米子市 

 

（マスメディア）坂田 達朗 

「エイズ治療と今後の問題」 

世界エイズデー in おのみち 尾道で HIV/エイズ・性感染を考える 

FM 尾道 2013.12.1 尾道市 

 


