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Risk factors for perforation and delayed bleeding associated with 

endoscopic submucosal dissection for early gastric neoplasms; analysis of 

586 lesions. 
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endoscopic submucosal dissection(ESD) for early gastric neoplasms; 
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Tatsuya Toyokawa, Tomoki Inaba, Koichi Izumikawa, Isao Fujita,  

Joichiro Horii, Shigenao Ishikawa, and Jun Tomoda APDW 2011 1-4 October 

2011, Singapore 
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ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION: ANALYSIS OF 1123 LESIONS 

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

Joichiro Horii, Shigenao Ishikawa, Jun Tomoda 

UEGW STOCKHOLM 2011 October 22 – 26, 2011 Stockholm, Sweden 
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ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION FOR EARLY GASTRIC NEOPLASMS:ANALYSIS OF 

1123 LESIONS 
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［全国学会］ 

胃内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）における穿刺・後出血および局所非完全切除

の危険因子についての検討 

豊川 達也、藤田 勲生、堀井 城一朗、友田 純 

第 108 回日本内科学会総会・講演会 2011.4.15-17 新宿区 

 

胃 ESD における残存・再発病変についての検討 

―2施設で施工した 586 病変の解析から― 

豊川 達也、藤田 勲生、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 97 回日本消化器病学会総会 2011.5.13-15 新宿区 

 

当院でのクローン病に対するinfliximab療法と免疫調節剤併用についての検討 

渡邊 一雄、豊川 達也、堀井 城一朗、岡本 明子、宮阪 梨華、 

藤田 勲生、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 97 回日本消化器病学会総会 2011.5.13-15 新宿区 

 

当院における平成 12 年から平成 21 年の間に診断された胆嚢癌 

岡本 明子、豊川 達也、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、 

堀井 城一朗、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 97 回日本消化器病学会総会 2011.5.13-15 新宿区 

 

巨大膵仮性嚢胞を伴った小児急性膵炎の 1例 

宮阪 梨華、豊川 達也、村上 敬子、岡本 明子、渡邊 一雄、藤田 勲生、 

堀井 城一朗、合原 大博、寺尾 正子、坂本 朋子、友田 純 

第 97 回日本消化器病学会総会 2011.5.13-15 新宿区 

 

経口内視鏡を用いるも術前範囲診断が困難であった胆管癌 1例と IPMN の 1 例 

藤田 勲生、豊川 達也、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、 

徳永 尚之、稲垣 優 

第 97 回日本消化器病学会総会 2011.5.13-15 新宿区 
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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 

―2施設で施工した 586 病変の解析から― 

豊川 達也、藤田 勲生、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 81 回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8.17-19 名古屋市 

 

胃 ESD 後 CT 検査の有用性について 

藤田 勲生、豊川 達也、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、坂田 達朗、友田 純 

第 81 回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8.17-19 名古屋市 

 

小腸カプセル内視鏡（VCE）の上部消化管内視鏡補助下挿入について 

堀井 城一朗、豊川 達也、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、 

藤田 勲生、合原 大博、村上 敬子、寺尾 正子、金吉 俊彦、高畠 弘行、

坂田 達朗、友田 純 

第 81 回日本消化器内視鏡学会総会 2011.8.17-19 名古屋市 

 

胃内視鏡的粘膜下層剥離術における穿孔・後出血の危険因子についての検討 

豊川 達也、藤田 勲生、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、

堀井 城一朗、合原 大博、赤木 琴江、寺尾 正子、村上 敬子、 

金吉 俊彦、坂田 達朗、友田 純 

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7-8 岡山市 

 

低・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、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 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7-8 岡山市 

 

ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断・治療した 

小腸 capillary hemangioma の 2 例 

堀井 城一朗、宮阪 梨華、表 静馬、岡本 明子、渡邊 一雄、藤田 勲生、

赤木 琴江、合原 大博、寺尾 正子、豊川 達也、村上 敬子、友田 純 

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7-8 岡山市 

 

当院における stageⅣの胆嚢癌症例の検討 
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岡本 明子、豊川 達也、表 静馬、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 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7-8 岡山市 

 

当院でのクローン病に対するレミケード Top down 療法についての検討 

渡邊 一雄、豊川 達也、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、村上 敬子、坂田 達朗、友田 純 

第 53 回日本消化器病学会大会 JDDW 2011 2011.10.20-23 福岡市 

 

併存疾患を有する胃腫瘍性病変に対する ESD についての検討 

-2 施設で施行した 618 病変の解析から- 

豊川 達也、藤田 勲生、友田 純 

第 53 回日本消化器病学会大会 JDDW 2011 2011.10.20-23 福岡市 

 

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、友田 純 

第 82 回日本消化器内視鏡学会総会 JDDW 2011 2011.10.20-23 福岡市 

 

胃癌腹膜藩種症例の検討 

藤田 勲生、豊川 達也、友田 純 

第 53 回日本消化器病学会大会 JDDW 2011 2011.10.20-23 福岡市 

 

当院における高齢者の胆嚢癌症例の検討 

岡本 明子、豊川 達也、表 静馬、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 53 回日本消化器病学会大会 JDDW 2011 2011.10.20-23 福岡市 

 

［地方学会］ 

内視鏡的穿刺にて確認しえた腸管嚢腫様気腫症の１例 

表 静馬、堀井 城一朗、豊川 達也、宮阪 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 104 回日本内科学会中国地方会 2011.5.28 宇部市 

 

放射線療法後に悪性リンパ腫への転化および早期胃癌を異時的に併発した胃

MALT リンパ腫の 1例 

岡本 明子、豊川 達也、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、       
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堀井 城一朗、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純  

第 104 回日本内科学会中国地方会 2011.5.28 宇部市 

 

肝内胆管原発と考えられる腺扁平上皮癌の 1例 

岡本 明子、堀井 城一朗、表 静馬、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、

合原 大博、豊川 達也、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 95 回日本消化器病学会中国支部例会 2011.6.18 米子市 

 

当院における進行食道癌に対する化学放射線療法についての検討 

渡邊 一雄、豊川 達也、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、村上 敬子、友田 純 

第 95 回日本消化器病学会中国支部例会 2011.6.18 米子市 

 

食道癌の大腸転移の 1例 

宮阪 梨華、藤田 勲生、岡本 明子、渡邊 一雄、堀井 城一朗、 

合原 大博、寺尾 正子、豊川 達也、村上 敬子、友田 純 

第 95 回日本消化器病学会中国支部例会 2011.6.18 米子市 

 

当院での ESD における lesion lifting の工夫 

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 106 回日本消化器内視鏡学会四国地方会 2011.6.25-26 高松市 

 

胃内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）における穿孔・後出血および局所非完全切除

の危険因子についての検討 

豊川 達也、表 静馬、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 106 回日本消化器内視鏡学会四国地方会 2011.6.25-26 高松市 

 

ダブルバルーン内視鏡で治療し、カプセル内視鏡で全小腸を観察しえた

Peutz-Jeghers 症候群の 1例 

堀井 城一朗、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 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 106 回日本消化器内視鏡学会中国地方会 2011.7.3 米子市 

 

タクロリムスが有効であったクローン病の 1例 
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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 106 回日本消化器内視鏡学会中国地方会 2011.7.3 米子市 

 

深達度診断が困難であった早期食道癌の 1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、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 106 回日本消化器内視鏡学会中国地方会 2011.7.3 米子市 

 

 

血尿で発見された同時性 4重複癌 

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、村上 敬子、友田 純 

第 105 回日本内科学会中国地方会例会 2011.11.12 米子市 

 

腹膜藩種にて再発した小腸癌の 1例 

表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、村上 敬子、友田 純、 

堀井 城一朗、豊川 達也、渡邊 一雄、藤田 勲生、合原 大博、 

第 105 回日本内科学会中国地方会例会 2011.11.12 米子市 

 

高齢者に対する胃 ESD の有効性と安全性について 

（胃 ESD を施行した 1123 例の検討から） 

藤田 勲生、豊川 達也、渡邊 一雄、堀井 城一朗、友田 純 

第 96 回日本消化器病学会中国支部例会 

第 107 回日本消化器内視鏡学会中国地方会 2011.12.3-4 岡山市 

 

Trastuzumab+Capecitabine+Cisplatin両方が奏功したHer2陽性切除不能進行癌

の一例 

寺尾 正子、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、藤田 勲生、

堀井 城一朗、赤木 琴江、合原 大博、豊川 達也、村上 敬子、友田 純 

第 96 回日本消化器病学会中国支部例会 2011.12.3-4 岡山市 

 

穿孔性腹膜炎をきたした肺腺癌小腸転移の一例 

表 静馬、藤田 勲生、豊川 達也、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 96 回日本消化器病学会中国支部例会 2011.12.3-4 岡山市 
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Infliximab が奏効した十二指腸水平脚から回腸結腸吻合部に瘻孔を来した腸管

ベーチェット病の 1例 

堀井 城一朗、豊川 達也、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、渡邊 一雄、 

藤田 勲生、合原 大博、赤木 琴江、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純 

第 107 回日本消化器内視鏡学会中国地方会 2011.12.3-4 岡山市 

 

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、堀井 城一朗、表 静馬、岡本 明子、宮阪 梨華、 

藤田 勲生、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、豊川 達也、友田 純 

第 107 回日本消化器内視鏡学会中国地方会 2011.12.3-4 岡山市 

 

腸閉塞を来した回腸子宮内膜症の 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、

堀井 城一朗、藤田 勲生、赤木 琴江、合原 大博、寺尾 正子、 

村上 敬子、友田 純 

第 96 回日本消化器病学会中国支部例会 2011.12.3-4 岡山市 

 

肺癌を合併した細胆管細胞癌の一例 

岡本 明子、豊川 達也、表 静馬、宮阪 梨華、渡邊 一雄、堀井 城一朗、

藤田 勲生、赤木 琴江、合原 大博、寺尾 正子、村上 敬子、友田 純、 

稲垣 優 

第 96 回日本消化器病学会中国支部例会 2011.12.3-4 岡山市 

 

 

 

［地域研究会・検討会］ 

Von Recklinghausen 病に合併した直腸 gastrointestinal stromal tumor (GIST)

の 1 例 

渡邊 一雄、豊川 達也、堀井 城一朗、藤田 勲生、友田 純 

第 34 回うず潮フォーラム 2012.3.17 岡山市 

 

福山医療センターにおけるこれまでの HIV/AIDS 診療 

アドヒアランス低下を病院･保健所･NPO･事業所が連携し改善した男性AIDS症例 

坂田 達朗、濱岡 照隆、石黒 香澄、岡田 眞喜枝、宮本 恵理子 

飯塚 暁子 
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平成 23 年度包括的 HIV カウンセリング研修会 2012.3.17-18 松山市 

 

 

 

［講演・講師］ 

ウイルス性肝炎の新しい治療法 

坂田 達朗 

ドクターサロン（中国新聞文化センター） 2011.6.25 福山市 

 

肝臓がん 

金吉 俊彦 

ドクターサロン（中国新聞文化センター） 2011.7.23 福山市 

 

胃がん 

豊川 達也 

ドクターサロン（中国新聞文化センター） 2011.12.17 福山市 

 

 

 

［その他］ 

（コメンテーター） 

大腸 2 

豊川 達也 

第 107 回日本消化器内視鏡学会中国地方会 2011.12.3-4 岡山市 

 


