
第 35 回

福島県食道癌研究会

プログラム

【日本消化器内視鏡学会認定専門医制度認定研究会】

【日本医師会生涯教育講座講習会認定】

日 時 ：平成 27 年 9 月 26 日（土） 午後 3 時より

        （午後 2 時 30 分より世話人会を行います）

場 所 ： 福島テルサ
  福島市上町 4-25  TEL：024-521-1500

＊この研究会は生涯教育制度 2.5 単位およびカリキュラムコード【10】チーム医療、【15】臨床問題

解決のプロセス、【21】食欲不振、【49】嚥下困難、【52】胸焼けを取得できます。

＊日臨技生涯教育研修 専門教科 20点の対象となります。会員証をご持参下さい。

＊会則にもとづき、当日参加費として 1,000 円を徴収させていただきます

（医師（後期研修医含む）のみ）。

＊会終了後、情報交換会を予定致しております。

＊一般演題は発表 7分、討論 4分で行わせていただきます。

共催 福 島 県 医 師 会

福 島 県 食 道 癌 研 究 会

アステラス製薬株式会社

（一社）福島県臨床検査技師会



製品紹介 （15:00～15:10）

『 機能性ディスペプシア治療剤 アコファイド錠 』   アステラス製薬株式会社

開会の辞：

福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講座 教授 小原勝敏 先

生

一般演題 （15:15～16:25 発表７分，討論４分）

司会：公立藤田総合病院 外科消化器病センター 木暮道彦先生

大原綜合病院 胃腸科 石幡良一先生

1，『IT knife nano を用いた安全かつ効率的な食道 ESD』

福島県立医科大学 腫瘍内科学講座 1) 公立南丹病院 消化器内科 2)

京都府立医科大学 消化器内科 3)

朝日大学歯学部附属病院村上記念病院 消化器内科 4)

○木村礼子 1)、鈴木建太朗 2)、土肥統 3)、鎌田和浩 3)、八木信明 4)、内藤裕二 3)、

佐治重衡 1)、伊藤義人 3)

2，『ESD 時に穿孔をきたし外科的縫縮を要した後、

狭窄に対して一時的ステント留置術とバルーン拡張術を施行した

全周性早期食道癌の 1 例』

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部 1) 福島県立医科大学医学部 消化器・

リウマチ膠原病内科学講座 2) 福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講座 3)

福島県立医科大学医学部 腫瘍内科学講座 4)

福島県立医科大学医学部 臓器再生外科学講座 5)

○藁谷雄一 1)、引地拓人 1)、渡辺晃 1)，中村純 2)、菊地眸 2)、高木忠之 2)、鈴木玲 2)、

杉本充 2)、紺野直紀 2)、浅間宏之 2)、高住美香 2)木村礼子 4)、大須賀文彦 5)、

佐瀬善一郎 5)、遠藤久仁 5)、後藤満一 5)小原勝敏 3)、大平弘正 2)

3，『食道癌、胃癌に対して、術中 ICG 蛍光法を用いることで、

同時切除、胃管再建を施行した１例』

太田西ノ内病院 外科

○松本亮、太田俊介、斉藤賢将、三田地克昂、宮川哲平、佐々木恵、関聡志、

津嘉山博行、三浦智也、入江工、野口典男、飯田聡、山崎繁

4，『食道癌手術における短胃静脈瀉血法による胃管血流改善の工夫』

福島県立医科大学医学部 器官制御外科学講座

○早瀬傑、月田茂之、藤田正太郎、門馬智之、高和正、大木進司、河野浩二、

竹之下誠一

5，『周術期管理に難渋し合計 4 回の手術を要した胸部下部食道腺癌の 1 例』



福島県立医科大学 臓器再生外科学講座

○多田武志、佐瀬善一郎、尾形誠弥、渡部晶之、花山寛之、遠藤久仁、

大須賀文彦、後藤満一

6，『原発性悪性黒色腫の 1 例』

一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 外科

〇鈴木伸康、阿左見亜矢佳、外舘幸敏、菊池智宏、藁谷暢、佐藤直、

高野祥直、阿部幹、寺西寧

ミニレクチャー （16:25～16:45）

司会：福島県立医科大学 先端がん免疫治療学講座 教授 河野浩二 先

生

「 太田西ノ内病院での食道癌外科診療 」

太田西ノ内病院 外科 太田俊介  先生

～コーヒーブレイク～

特別講演（17:00～18:00）

司会：福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部

部長・准教授 引地拓人先生

『 食道表在癌に対する内視鏡治療戦略 』

長崎大学病院 光学医療診療部（消化器内

科）

病院講師 山口直之 先生

閉会の辞： 済生会福島総合病院  院長 井上仁  先生



［福島県食道癌研究会組織］

顧 問  ：福島県立医科大学 臓器再生外科       後藤 満一

：福島県立医科大学 消化器・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科     大平 弘正

代表世話人：福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講座 小原 勝敏

世話人  ：公立藤田総合病院消化器科       近藤 祐一郎

公立藤田総合病院外科消化器病ｾﾝﾀｰ        木暮 道彦

福島赤十字病院外科       今野 修  

福島赤十字病院外科       遠藤 豪一

大原綜合病院胃腸科       石幡 良一

済生会福島総合病院消化器科       赤塚 英信

      わたり病院病理科       海上 雅光

      わたり病院消化器科       安斎 幸夫

福島西部病院内科       奥秋 興寿

福島保健衛生協会         坂本 弘明

さとう胃腸科内科医院       佐藤 匡記

太田西ノ内病院外科           山崎 繁

太田西ノ内病院消化器科       今村 秀道

総合南東北病院外科       寺西 寧  

公立岩瀬病院消化器内科       国分 政樹

公立相馬総合病院消化器科              髙橋 裕太

ひらた中央病院内科         齋藤 行世

福島労災病院消化器科       江尻 豊  

福島労災病院外科       武藤 淳  

ときわ会常磐病院外科       江尻 友三

会津中央病院健診ｾﾝﾀｰ         千葉 惇  

福島県立医科大学 会津医療ｾﾝﾀｰ消化器内科    入澤 篤志

福島県立医科大学 器官制御外科       大木 進司

福島県立医科大学 消化器・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科       高木 忠之

福島県立医科大学 放射線科       佐藤 久志

福島県立医科大学 臓器再生外科       佐瀬 善一郎

福島県立医科大学 消化器・ﾘｳﾏﾁ膠原病内科        中村 純  

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部         渡辺 晃  

監事   ：わたり病院消化器科       丹治 伸夫

済生会福島総合病院外科       井上 仁  

事務局  ：福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部       引地 拓人


