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シンポジウム（胆膵の部）

『治療・診断困難例に対する

胆膵内視鏡の工夫』

第 2会場（第 7会議室） 9:10 ,..._ 10:54 

司会

牧野直彦
山形大学第二内科

粂潔
東北大学病院消化器内科

特別発言

佐藤賢
東北医科薬科大学消化器内科
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シンポジウム（胆膵の部）

『治療・診断困難例に対する胆膵内視鏡の工夫』

9: 1 Qr..., 1 0:54 第2会場（第7会議室）

司会 牧野 直彦 （山形大学第二内科）

粂 潔（東北大学病院消化器内科）

特別発言 佐藤 賢一 （東北医科薬科大学消化器内科）

S2-01 EUSで胆管結石陰性時は ERCPを回避していいのか？
1)仙台厚生病院 消化器内科

0奥薗徹見阿部洋子1),冨樫純一1),中堀昌人1)

S2-02 超音波内視鏡所見による黄色肉芽腫性胆嚢炎診断についての検討
1)山形 大 学 医 学 部 附 属 病 院 内科学第二講座

0角 田 道 彦1),牧野 直 彦1),安藤嘉章見松田暁子見上野義之1)

S2-03 膵腫瘤性病変に対する当院のEUS-FNBの現状と工夫
1)宮城県立がんセンター 消化器内科

0虻江誠1)'菅井隆広見涌井裕太見鈴木箕ー1)

S2-04 当科における ERCP困難例への対処の現状
1)東北医科薬科大学内科学第二（消化器内科）

0廣田衛久見目黒敬義1),高須充子1),佐 藤 賢 一1)

S2-05 胆管挿管困難症例に対するプレカットと代替療法の現況
1)仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科

0楠瀬寛顕見菅野良秀見越田真介見伊藤啓1)

S2-06 慢性膵炎に対する副乳頭からのステント留置
1)八戸赤十字病院消化器内科

0春日井聡］），菅井恭平見金沢条］），秋山 剛広］），小岡 洋平1)

S2-07 電気水圧式衝撃波結石破砕術 (EHL)が有用であった合流部結石の3例
1)秋田大学第一内科

0高橋健一1),佐藤亘見飯島克則1)

S2-08 当科における術後再建腸管の胆管結石例に対する内視鏡的治療の現状
1)東北大学消化器内科

0滝川 哲也見粂潔見菅野敦1),正宗淳1)

S2-09治療困難結石に対する内視鏡的治療の現状
1)福島県立医科大学 消化器内科学講座

0佐藤雄紀1),高木忠之見鈴木玲見杉本充1),大平弘正1)
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S2-10 魚骨誤飲による縦隔膿瘍に対して超音波内視鏡下ドレナージを施行した
一例
l)JA秋田厚生連 由利組合総合消化器内科

2)日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野

0渋谷仁1)'鈴木翔1,2),荒田英見道免孝洋見後藤田卓志2)

S2-11 良性主膵管狭窄に対する内視鏡治療における EUSガイド下膵管ドレ
ナージの有効性
1)仙台市医療センター 仙台オープン病院 消化管・肝胆膵内科

0酒井利隆見越田真介n,伊藤啓1)
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睛
2019年2月8日（金）

11:00~11:50 

/ --~ 

(~ 正宗淳先生
~_/ 東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野教授

共催：第162回日本消化器内視鏡学会東北支部例会／

マイランEPD合同会社

2018年12月作成

圃Mylan
Better Health 
やYa Better World 



慢性膵炎に対する内視鏡治療の現状と展望

藤田医科大学ばんたね病院消化器内科

乾 和 郎

慢性膵炎は進行性で非可逆性であり、長い臨床経過の中で膵石や膵管狭窄が発生すると、

膵管内圧が上昇して疼痛や仮性嚢胞の原因になってしまうため、これらの合併症に対する治

療は極めて重要である。膵石、膵管狭窄、仮性嚢胞に対する内視鏡治療を中心に慢性膵炎に

対する非手術的治療の現状を解説する。また、新たな疾患概念である早期慢性膵炎について

も言及したい。

膵石に対する内視鏡治療は、 1982年、 二村ら、筆者らが内視鏡的膵管口切開術 (EPST)

として初めて報告した。ただ、内視鏡治療の適応となる膵石は 5-6mm大の小結石であるた

め対象となる症例が少なく、広く普及するには至らなかった。ところが、 1991年以降、体

外式衝撃波結石破砕療法 (ESWL)による膵石治療が普及すると、内視鏡治療は ESWL後の

結石除去を促進するための補助療法として広く行われるようになってきた。2017年の全国

実態調査で集計された 1834例の治療内容は、 ESWL単独 103例 (5.6%)、ESWL+内視鏡

446例 (24.3%)、内視鏡単独 261例 (14.2%)、外科治療 168例 (9.2%)などであり、非手

術的治療が第ー選択として行われていた。

膵管狭窄に対する内視鏡治療 （膵管ス テンテ ィング）は、 1985年 Fujiらによ り報告され、

疼痛に対する有効性が高いと評価されているが、方法についてはまだコンセンサスが得られ

ていない。膵管狭窄は膵石治療後の再発因子と考えられてお り、膵管狭窄を含めて、膵石治

療後の再発予防は今後の検討課題である。膵仮性嚢胞に対する内視鏡治療には経消化管的ア

プロ ーチと経乳頭的アプロ ーチがある。経消化管的ドレナージは、当初、通常の内視鏡下に

行われていたが、現在は超音波内視鏡 (EUS)下で比較的安全に行われるようになっており、

65-85%と良好な成績が報告されている。経乳頭尾的ドレナージも同様の成績が報告されて

いるが、膵尾部の嚢胞に対しての有効性は低いとされている。

慢性膵炎は不可逆性に進行する疾患であり、膵石を除去したとしても慢性膵炎の進行を抑

えることはできない。そこで、 2009年に「早期慢性膵炎」の概念が提唱された。早期治療

による治癒あるいは病状進展阻止にある。一定の基準で診断された早期慢性膵炎例が確診例

になるのか、治療（禁酒、経口蛋白分解阻害薬、膵酵素補充療法など）によって可逆性に異

常所見が消失するのか、など未解決の問題を解明する研究が進められることが期待されてい

る。
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講師略歴

いぬいか ずお

乾和郎（藤田医科大学ばんたね病院消化器内科教授）

●学歴・職歴................................................................................................ 
昭和 54年3月 名古屋大学医学部卒業

昭和 54年 4月 愛知県安城市八千代病院研修医

昭和 55年4月 同 八千代病院内科医員

昭和 58年9月 癌研究会付属病院研修生

昭和 59年4月 名古屋大学第2内科医員

昭和 61年11月 愛知県総合保健センター画像診断部医長

平成元年 4月 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院内科講師

平成9年 4月 同 内科助教授

平成 16年4月 同 内科教授

平成 24年 2月 同 臨床検査部長（兼任）

平成 30年10月 大学名・病院名変更

現在に至る

●所属学会................................................................................................ 
日本内科学会 認定医、指導医

日本消化器病学会 執行評議員、専門医、指導医

日本消化器内視鏡学会 理事、専門医、指導医、東海支部名誉支部長

日本超音波医学会

日本胆道学会

代議員、専門医、指導医

名誉理事長、指導医

日本膵臓学会 評議員、指導医

日本消化器がん検診学会 理事、認定医、指導医、東海北陸支部支部長

日本高齢消化器病学会 理事

米国消化器病学会 Fellowship (AGAF) 
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2019年2月8日（金）12:ao~13:20 
所iフォレスト仙台第3会場

仙台市青葉区柏木1丁目2番45号 Tel: 02,2-271-93§0 

竺
下瀬川徹先生

灰 みやぎ県南中核病院企業団企業長
東北大学名誉教授

長沼誠先生
慶應義塾大学医学部内科学（消化器） 授

共催
第162回日本消化器内視鏡学会東北支部例会
武田薬品工業株式会社



講師略歴

ながぬま まこと

長沼誠（慶応義塾大学医学部内科学（消化器） 准教授）

●現職................................................................................................ 
病棟医長

●学歴及び職歴................................................................................................ 

●受賞歴

学歴 昭和 61年慶應義塾大学医学部入学

平成 4年同卒業

学位 平成 15年博士（医学）（慶應義塾大学）（平成 15年 2月 10日）

免許 平成4年 医師免許（医籍登録番号 349064) (平成4年 5月27日）

職歴 平成 4年 慶應義塾大学医学部内科研修医

平成 6年 栃木県済生会宇都宮病院内科

平成8年 慶應義塾大学医学部内科（消化器内科） 専修医

平成 15年米国バージニア大学医学部消化器内科博士研究員

平成 18年慶應義塾大学医学部消化器内科 寄附講座講師

平成 21年東京医科歯科大学医学部消化管先端治療学講師

平成24年慶應義塾大学医学部内視鏡センター専任講師

平成 27年慶應義塾大学医学部消化器内科専任講師

平成 29年慶應義塾大学医学部消化器内科准教授

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
平成 14年慶應義塾大学医学部三四会奨励賞

平成 17年第 12回国際粘膜免疫学会 (ICMI)若手研究賞受賞

平成 22年第 172回 FALKシンポジウム優秀ポスター演題受賞

平成 26年第 27回日本消化器病学会奨励賞
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特別セミナー

第 1会場（フォレストホール 1・2) 13:30 "'14:30 

1■ 上部消化管

『人工知能による医療のハラダイムシフト

-A  Iは医師の敵か味方か？一』

座長

福田 翼作
弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座 教授

演者

平澤俊明
がん研有明病院内視鏡診療部上部消化管内科副部長

2. 下部消化管

『内視鏡介入型大腸がん検診への期待と課題』

座長

松本主之
岩手医科大学 内科学講座消化器内科消化管分野教授

演者

松田 尚久
国立がん研究センター中央病院 健診センター長

共催：第一三共株式会社／アストラゼネカ株式会社
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日本消化器内視鏡学会東北支部例会特別セミナー

消化器内視鏡の明日を拓く

2019年2月8日（金） 13:30-14:30 

フォレスト仙台 第一会場フォレストホール

住所 ：仙台市青葉区柏木 1-2-45

一◆講演 I

座長福田員作先生

弘前大学医部附属病院病院長

「人工知能による医療のパラダイムシフト

◆講演II

-A Iは医師の敵か味方か？ ー」

演者平澤俊明先生

がん研有明病院消化器センター上部消化管内科副部長

座長 松本主之先生

岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野教授

「内視鏡介入型大腸がん検診への期待と課題」

演者松田尚久先生

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

検診センター／内視鏡科 検診センター長

共催 I第 162回日本内視鏡学会東北支部例会／第一三共株式会社／アストラゼネカ株式会社



講師略歴

ひら十ゎ としあキ

平澤俊明（がん研有明病院内視鏡診療部上部消化管内科副部長）

●学歴・職歴.... 
学歴 平成 5年4月 高知医科大学医学部医学科入学

平成 11年3月 同上卒業

免許・資格 平成 11年 医師免許取得

平成 14年 日本内科学会認定内科医取得

平成 19年 日本消化器内視鏡学会 専門医取得

平成 21年 日本消化器病学会 専門医取得

平成 21年 日本消化器内視鏡学会関東支部会 評議員委嘱

平成 23年 日本消化器内視鏡学会指導医取得

平成 25年 日本消化器内視鏡学会 学術評議員委嘱

平成 30年 日本胃癌学会代議員委嘱

職歴 平成 11年4月 聖路加国際病院臨床研修医

平成 14年4月 千葉大学医学部付属病院第一内科研究生

平成 14年 10月 国立横浜東病院 内科医員

平成 15年4月 君津中央病院消化器内科医員

平成 16年4月 東葛辻仲病院消化器内科医員

平成 18年3月 がん研有明病院 消化器内科シニアレジデント

平成 22年4月 がん研有明病院消化器内科医員

平成 24年4月 がん研有明病院消化器内科副医長

平成 28年4月 がん研有明病院消化器内科医長

平成 29年 12月 がん研有明病院上部消化管内科副部

●所属学会................................................................................................ 
日本内科学会

日本消化器内視鏡学会

日本消化器病学会

日本胃癌学会

●賞罰、委員会等................................................................................................ 
平成 22年 Nishi Memorial Award in Gastric Cancer 受賞

（未分化型胃癌の転移のリスク因子についての論文）

平成 22年 Travel Grants受賞 (UEGW2010) 

平成 25年 Poster of Excellence受賞 (UEGW2013)

平成 27年 日本消化器内視鏡学会学会賞受賞 （噴門部の LECSの論文）

平成 28年～ 日本消化器内視鏡学会 「早期胃癌の診断のガイドライン」作成委員

平成 28年～ 東京都江東区胃がん検診運営委員

平成 30年 ESGE days Best abstract award受賞 (Alによる胃癌診断についての発表）
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講師略歴

まつ r たかひさ

松田 尚久（国立がん研究センター中央病院健診センター長）

●現職................................................................................................ 
国立がん研究センター中央病院検診センター長（内視鏡科兼務）

国立がん研究センター社会と健康研究センター検診開発研究部長

（医学博士）

●学歴及び職歴................................................................................................ 
平成 6年3月 山形大学医学部卒業

平成6年5月

平成 10年 5月

平成 13年5月

平成 15年6月

平成 20年4月

平成 22年 6月

平成 27年 4月

平成 28年 1月

山形県立中央病院内科研修医

国立がんセンター中央病院内視鏡部レジデント

国立がんセンター中央病院内視鏡部がん専門修練医

国立がんセンター中央病院内視鏡部医員

国立がんセンター中央病院内視鏡部医長

国立がん研究センター中央病院内視鏡科外来医長

国立がん研究センターがん予防・検診研究センター検診部長

国立がん研究センター中央病院検診センター長（内視鏡科兼務）

国立がん研究センター社会と健康研究センター検診開発研究部長兼務

●所属学会................................................................................................ 
日本内科学会（認定医）

日本消化器内視鏡学会（評議員・指導医）

日本消化器病学会（指導医）

日本消化管学会（胃腸科専門医・指導医）

日本消化器がん検診学会

日本大腸肛門病学会

日本がん予防学会

日本癌学会

日本癌治療学会

米国消化器内視鏡学会

●受賞歴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
UEGW (欧州消化器病週間） 2014, Top Abstracts prize 

●専門領域................................................................................................ 
消化管内視鏡診断・治療、大腸がんスクリーニング・サーベイランス

●研究歴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
● 厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究； Japan Polyp Study (JPS)研究代表，新島 Study・甜弱

代表

● 文部科学省科学研究費補助金；大腸癌患者における便潜血検査免疫法の診断感度に関する研

究研究代表

● 研究開発費；大島 Study研究代表，検診モダリティの有効性評価に関する研究研究代表

● AMED; がん化学予防薬の実用化をめざした大規模臨床研究（石川秀樹班）研究分担，人工知

能とデータ大循環によって実現する大腸内視鏡診療の革新的転換（工藤進英班）研究分担，膵

がん検診の効率化を目指した血液バイオマーカーの実用化研究（本田一文班）研究分担

● 青森プロジェクト：青森県モデル事業 （内視鏡介入型大腸がん検診モデルの構築と有効性評

価に関する研究）（福田員作班）研究分担

●各種学会委員................................................................................................ 
日本消化器内視鏡学会：内視鏡検診・健診あり方検討委員会 （委員長）

大腸内視鏡スクリーニングとサーベイランスガイドライン（委員）

日本消化器がん検診学会：大腸がん検診精度管理委員会 （委員）
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シンポジウム（消化管の部）

『消化管内視鏡診療の現状と課題

～診断からサーベイランス・モニタリングまで～』

第 1会場（フォレストホール 1・2)14:50 ,.._ 16:50 

司会

阿部靖彦
山形大学医学部附属病院 光学医療診療部

志賀永嗣
東北大学病院消化器内科

特別発言

飯島克則
秋田大学大学院 医学系研究科消化器内科学・神経内科学講座
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