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発 表 

［国際学会］ 

Risk factors of non-curative resection of early gastric neoplasms performed 

endoscopic submucosal dissetion: analysis of 1123 lesions. 

Toyokawa Tatsuya, Inaba Tomoki, Izumikawa Koichi, Horii Joichiro,  

Fujita Isao, Ishikawa Shigenao, Tomoda Jun. 

Digestive Disease Week (DDW) 2012 May 19–22,2012 San Diego  
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Investigation of procedure time associated with endoscopic submucosal 

dissection for early gastric neoplasms:analysis of 1123 lesions. 

Toyokawa Tatsuya, Inaba Tomoki, Izumikawa Koichi, Horii Joichiro,  

Fujita Isao, Ishikawa Shigenao, Tomoda Jun. 

Digestive Disease Week (DDW) 2012 May 19–22,2012 San Diego  

 

Pneumonia Associated With Endoscopic Submucosal Dissection for Gastric 

Neoplasms: Prospective Cohort Study    

Isao Fujita, Tatsuya Toyokawa, Joichiro Horii, Jun Tomoda 

Digestive Disease Week (DDW) 2012 May 19–22,2012 San Diego 

 

Mosapride Improves Capsule Endoscopy Imaging in the Distal Small Bowel    

Joichiro Horii, Tatsuya Toyokawa, Isao Fujita, Jun Tomoda    

Digestive Disease Week (DDW) 2012 May 19–22,2012 San Diego 

 

Clinical outcomes of endoscopic submucosal dissection (ESD) for superficial 

adenocarcinoma of the esophago-gastric junction (EGJ) 

Tatsuya Toyokawa,Tomoki Inaba,Koichi Izumikawa,Isao Fujita, 

Joichiro Horii,Shigenao Ishikawa,Jun Tomoda 

13rd World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus 

October 15-17,2012 Venice Italy 

 

Investigation of Procedure Time Associated with Endoscopic Submucosal 

Dissection(ESD)for Early Gastric Neoplasms:Analysis of 1123 Lesions 

Tatsuya Toyokawa,Tomoki Inaba,Shizuma Omote,Kazuo Watanabe,Koichi 

Izumikawa,Isao Fujita,Shigenao Ishikawa,Jun Tomoda 

Asian Pacific Digestive Week(APDW)2012 December 5-8,2012 Bangkok,Thailand 

 

Treatment Strategy for Pancreatic Cancer：An Analysis of 140 Cases 

Kazuo Watanabe 

Asian Pacific Digestive Week(APDW)2012 December 5-8,2012 Bangkok, Thailand 
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The Efficacy of Endoscopic Pancreatic Duct Drainage via Accessory Duct for 

Chronic Pancreatitis Patients 

Sizuma Omote 

Asian Pacific Digestive Week(APDW)2012 December 5-8,2012 Bangkok, Thailand 

 

 

［全国学会］ 

胃内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）についての検討：1123 病変の解析から 

豊川 達也、稲葉 知己、渡邊 一雄、泉川 孝一、堀井 城一朗、 

藤田 勲生、石川 茂直、友田 純 

第 109 回日本内科学会総会 2012.4.13-15 京都市 

 

未分化型早期胃癌に対する ESD 及び手術症例の治療成績についての検討 

藤田 勲生、豊川 達也、友田 純 

第 98 回日本消化器病学会総会 2012.4.19-21 新宿区 

 

腸管ベーチェット病 5例の治療方法の検討 

堀井 城一朗、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、渡邊 一雄、藤田 勲生、合

原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 98 回日本消化器病学会総会 2012.4.19-21 新宿区 

 

胃 ESD における所要時間の検討：3施設で施行した 1123 病変の解析から 

豊川 達也、稲葉 知己、泉川 孝一、堀井 城一朗、藤田 勲生、 

石川 茂直、友田 純 

第 98 回日本消化器病学会総会 2012.4.19-21 新宿区 

 

Risk factors for perforation and delayed bleeding associated with ESD for 

gastric neoplasms； analysis of 1123 lesions 

豊川 達也、堀井 城一朗、稲葉 知己 

第 83 回 日本消化器内視鏡学会総会 2012.5.12-14 東京都 港区 

 

ESD を施行した類基底細胞癌を含む食道扁平上皮癌の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、堀井 

城一朗、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 83 回 日本消化器内視鏡学会総会 2012.5.12-14 東京都 港区
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総胆管結石による急性胆管炎に対する緊急ドレナージについての検討 

表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、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、友田 純 

第 83 回 日本消化器内視鏡学会総会 2012.5.12-14 東京都 港区 

 

mosapride を用いたカプセル内視鏡前処置の検討 

堀井 城一朗、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、表 梨華、渡邊 一雄、藤田 

勲生、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 83 回 日本消化器内視鏡学会総会 2012.5.12-14 東京都 港区 

 

胆道鏡で診断できた粘膜内癌だった胆管癌 

岡本 明子、藤田 勲生、表 静馬、宮阪 梨華、渡邊 一雄、堀井 城一朗 

合原 大博、豊川 達也、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 83 回 日本消化器内視鏡学会総会 2012.5.12-14 東京都 港区 

 

H.pylori 除菌後および除菌後胃癌の胃粘膜に関する検討 

－長期にわたる前向きコーホート研究の解析から－ 

豊川 達也、洲脇 謹一郎、友田 純 

第 18 回日本ヘリコバクター学会学術集会 2012.6.29-30 岡山市 

 

Efficacy of Endoscopic Submucosal Dissection for Early Gastric Neoplasms: 

Analysis of 1123 Lesions 

Tatsuya Toyokawa, Tomoki Inaba, Koichi Izumikawa, Isao Fujita,  

Joichiro Horii, Shigenao Ishikawa, Jun Tomoda 

第 10 回日本臨床腫瘍学会学術集会 2012.7.26-28 大阪市 

 

H.pylori 除菌療法後および除菌後発生胃癌についての胃粘膜に関する検討 

－長期にわたる前向きコーホート研究の解析から－ 

豊川 達也、洲脇 謹一郎、中津 守人 

第 84 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2012) 2012.10.10-13 神戸市 

 

胃食道接合部がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術の検討 

豊川 達也、稲葉 知己、泉川 孝一、藤田 勲生、堀井 城一朗、 

石川 茂直、友田 純 

第 84 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2012) 2012.10.10-13 神戸市 
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当院における高齢者の総胆管結石症に対する 

内視鏡的ドレナージについての検討 

表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、堀井 城一朗、 

藤田 勲生、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 84 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2012) 2012.10.10-13 神戸市 

 

早期胃癌に対する ESD の長期予後についての検討 

藤田 勲生、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、 

堀井 城一朗、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 84 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2012) 2012.10.10-13 神戸市 

 

当院での局所進行膵癌に対する診断治療についての検討 

渡邊 一雄、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、堀井 城一朗、 

藤田 勲生、合原 大博、寺尾 正子、金吉 俊彦、村上 敬子、坂田 達朗、 

友田 純、稲垣 優 

第 54 回日本消化器病学会大会(JDDW2012) 2012.10.10-13 神戸市 

 

胃 ESD における所要時間の検討：1123 病変の解析から 

豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、渡邊 一雄、藤田 勲生、寺尾 正子、 

村上 敬子、金吉 俊彦、坂田 達朗、友田 純 

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16-17 神戸市 

 

胃 ESD 後の肺炎についての検討 

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 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16-17 神戸市 

 

インフルエンザ Aの罹患を契機にサイトメガロウイルス食道潰瘍を診断し、経過中

に無菌性髄膜炎を発症した急性 HIV 感染症の一例 

坂田 達朗、表 静馬、濱岡 照隆、石黒 香澄、岡田 眞喜枝、木梨 貴博、 

飯塚 暁子、下江 敬生、友田 純、和田 秀穂 

第 26 回日本エイズ学会学術集会総会 2012.11.24-26 横浜市 
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胃 ESD における穿孔・後出血の危険因子についての検討 

－3施設で施行した 1123 病変の解析から－ 

豊川 達也、稲葉 知己、泉川 孝一、藤田 勲生、堀井 城一朗、 

石川 茂直、友田 純 

第 9回日本消化管学会学術集会 2013.1.25-26 新宿区 

 

大腸腫瘍に対する ESD における長時間に関わる因子の検討 

豊川 達也、藤田 勲生、渡邊 一雄、森川 民也、友田 純 

第 99 回日本消化器病学会 2013.3.21-23 鹿児島市 

 

未分化型早期胃癌に対する ESD 及び手術症例の検討 

藤田 勲生、豊川 達也、友田 純、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、 

渡邊 一雄、寺尾 正子、村上 敬子 

第 99 回日本消化器病学会 2013.3.21-23 鹿児島市 

 

当院における膵癌化学療法に対する現状と課題 

渡邊 一雄、豊川 達也、友田 純、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、 

堀井 城一朗、藤田 勲生、寺尾 正子、村上 敬子、坂田 達朗 

第 99 回日本消化器病学会 2013.3.21-23 鹿児島市 

 

当院における Bevacizumab を含む化学療法中の消化管穿孔例の検討 

表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、 

寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 99 回日本消化器病学会 2013.3.21-23 鹿児島市 

 

 

［地方学会］ 

卵巣転移をきたした胆嚢癌の 1例 

岡本 明子、豊川 達也、表 静馬、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、 

寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 97 回日本消化器病学会中国支部例会 2012.5.26 広島市 

 

当院における悪性胃十二指腸狭窄に対する内視鏡的十二指腸ステント(Wallflex 

duodenal stent)使用例の検討 

渡邊 一雄、藤田 勲生、表 静馬、岡本 明子、堀井 城一朗、合原 大博、 

寺尾 正子、金吉 俊彦、豊川 達也、村上 敬子、坂田 達朗、友田 純 

第 97 回日本消化器病学会中国支部例会 2012.5.26 広島市 
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穿孔性腹膜炎をきたした肺腺癌小腸転移の一例 

表 静馬、村上 敬子、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、 

堀井 城一朗、藤田 勲生、寺尾 正子、友田 純 

第 97 回日本消化器病学会中国支部例会 2012.5.26 広島市 

 

化学療法中に消化管穿孔を来した小腸転移を伴う肺癌の 2例 

表 静馬、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、堀井 城一朗 

藤田 勲生、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 106 回日本内科学会中国地方会 2012.6.2 出雲市 

 

悪性リンパ腫に対して CHOP 療法施行後に失血死し剖検した１例 

野々下 崇、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、渡邊 一雄、堀井 城一郎 

藤田 勲生、合原 大博、村上 敬子、友田 純  

第 106 回日本内科学会中国地方会 2012.6.2 出雲市 

 

カプセル内視鏡が診断契機となった小腸悪性リンパ腫の 1例 

渡邊 一雄、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、堀井 城一朗、藤田 勲生、 

合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、坂田 達朗、友田 純 

第 108 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.7.1 広島市 

 

診断に苦慮した子宮内膜症の 2例 

野々下 崇、藤田 勲生、表 静馬、岡本 明子、渡邊 一雄、寺尾 正子、 

豊川 達也、村上 敬子、友田 純 

第 108 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.7.1 広島市 

 

胆嚢周囲腫瘍との鑑別に苦慮した黄色肉芽腫性胆嚢炎の 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、金吉 俊彦、坂田 達朗、友田 純 

第 108 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.7.1 広島市 

 

当科にて初診時原発不明癌を疑った 6例の検討 

渡邊 一雄、藤田 勲生、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、寺尾 正子、村上 

敬子、豊川 達也、友田 純 

第 107 回日本内科学会中国地方会 2012.11.24 広島市 
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敗血症にて死亡し、剖検にて感染性心内膜炎と判明した 1例 

松枝 克典、豊川 達也、友田 純 

第 107 回日本内科学会中国地方会 2012.11.24 広島市 

 

この 10 年間に当院で施工された胃 ESD の治療成績についての検討 

藤田 勲生、豊川 達也、渡邊 一雄、森川 民也、友田 純 

第 98 回日本消化器病学会中国支部例会  

第 109 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.12.1-2 山口県宇部市 

 

膿瘍形成した胃がんの１例 

西井 豪、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、磯田 健太、大塚 眞哉 

第 109 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.12.1-2 山口県宇部市 

 

食道早期癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後のリンパ節再発と鑑別を要

したびまん性大細胞型 B細胞リンパ腫 

表 静馬、藤田 勲生、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 109 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.12.1-2 山口県宇部市 

 

手術に至った NSAIDs による小腸潰瘍出血の１例 

表 梨華、藤田 勲生、表 静馬、岡本 明子、渡邊 一雄、寺尾 正子、     

豊川 達也、村上 敬子、友田 純 

第 109 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.12.1-2 山口県宇部市 

 

経管栄養チューブ挿入後に特発性腸管気腫症，門脈ガス血症を呈した 

十二指腸癌の１例 

安井 七々子、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 98 回日本消化器病学会中国支部例会 2012.12.1-2 山口県宇部市 

 

非定型抗酸菌症に合併した大腸扁平上皮癌の１例 

野々下 崇、豊川 達也、表 静馬、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 98 回日本消化器病学会中国支部例会 2012.12.1-2 山口県宇部市 
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［研究セミナー・公開シンポジウム］ 

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 

渡邊 一雄、豊川 達也、表 静馬、藤田 勲生、友田 純 

第 35 回うず潮フォーラム 2013.3.2 岡山市 

 

 

［地域研究会・検討会］ 

症例検討② 

B 型慢性肝炎の sequential 療法について 

坂田 達朗 

第 31 回レーバー・アーベント 2012.7.5 福山市 

 

事例検討 

インフルエンザ Aの罹患を契機に AIDS 指標疾患（サイトメガトロウイルス食道潰

瘍）を認め、経過中に無菌性髄膜炎を発症した急性 HIV 感染症の一例 

坂田 達朗 

第 110 回岡山 HIV 診療ネットワーク研究会 2012.7.24 倉敷市 

 

症例検討会 症例 2 

複数の HIV ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査を同時に行うことで即時診断可能と考えられた急性 HIV

感染症の一例 

坂田 達朗 

第 24 年度第１回中国・四国ブロックエイズ治療拠点病院等連絡協議会  

2012.8.29 広島市 

 

統合失調症を背景として抗 HIV 服薬アドヒアランスが困難な HIV 感染症の一例 

坂田 達朗 

第 24 年度包括的 HIV カウンセリング研修会 2013.3.9 広島市 

 

［講演・講師］ 

今日の HIV 診療の現状 

坂田 達朗 

福山医療センター HIV 講習会 2012.4.20 福山市 

 

知ってみよう もっと知ろう、ごく身近な HIV/エイズ 

坂田 達朗 

第 7回藤野昌言先生記念講演会（府中地区医師会感染症対策研修会）  

2012.10.18 府中市 

 



H24 内科・消化器内科 

「肝がん治療～新たな展開～」 

シンポジスト 

局所療法 金吉 俊彦、外科療法 稲垣 優、 

薬物療法 辰川 匡史、放射線療法 小林 満 

第 19 回福山医学祭 備州臨床病理フォーラム市民公開講座 2012.11.25 福山市 

 

HIV/AIDS 診療 急増する福山地区の現況と格段に進歩した抗 HIV 療法について 

坂田 達朗 

第 409 福山地区内科会学術講演会 2012.12.12 福山市 

 

肝がんにならないための対策と早期発見のために 

坂田 達朗 

福山医療センター市民公開講座 2013  

知ることで安心！!肝がん対策最前線 2013.2.16 福山市 

 

切らずに治す内科的治療の進歩 

金吉 俊彦 

福山医療センター市民公開講座 2013  

知ることで安心！!肝がん対策最前線 2013.2.16 福山市 

 

 

［講習会］ 

 

 

［その他］ 

（座長）友田 純 

特別講演Ⅱ【医師の立場から】 

『薬剤性消化管傷害対策 2012 ～胃から小腸までのトータルケア～』 

消化管 Forum in 備後 2012.7.11 福山市 

 

（座長）坂田 達朗 

消化器 2 

第 107 回日本内科学会中国地方会 2012.11.24 広島市 

 



H24 内科・消化器内科 

（司会）豊川 達也 

消化器内視鏡学会 中国支部専修医奨励賞 消化管 2（消化管全般） 

第 109 回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 2012.12.1-2 山口県宇部市 

 

（総合司会）坂田 達朗 稲垣 優 

福山医療センター市民公開講座 2013  

知ることで安心！!肝がん対策最前線 2013.2.16 福山市 

 

（司会）友田 純 吉田 智治 

一般演題 26 （オーラルセッション） 

｢Endoscopy（食道・胃内視鏡治療（ESD 以外））｣ 

第 9 回日本消化管学会総会学術集会 2013.1.25-26 新宿区 


