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ご　　挨　　拶

　第33回日本大腸検査学会総会を本年11月７日（土曜日）に東京
千代田区の都市センターホテルにて開催させて頂きます。伝統あ
る当学会の会長を担当させて頂きますことは大変光栄な事であり

関係各位に心からお礼申し上げます。ご期待にお応えできるよう、充実した学会となるべく
しっかりと企画をたて準備を進めて参りました。
　総会のテーマは「大腸検査のUp-to-date」とさせて頂きました。近年の内視鏡機器や技術
の進歩はめざましく、その中でも特に、画像強調内視鏡観察（image-enhanced endoscopy: 
IEE）の普及と大腸ESD（endoscopic submucosal dissection）の一般化が進んでいること
が大きな変化であると感じています。また、大腸カプセル内視鏡の臨床導入と適応を含めた
今後の展開も重要な課題です。大腸検査と言いましても、注腸X線造影検査、種々の内視
鏡検査、CT/MRI colonographyなど多くの検査法がありますし、対象疾患も腫瘍から炎症
性腸疾患まで非常に多彩です。今回はシンポジウムでこれらの検査の現状と将来展望を指定
演者にじっくりお話いただくとともに、パネルディスカッションのうち２つをVTRセッショ
ンとして明日からの実臨床に直接役立つ主題としました。特に一般的でありながらも技量の
差が極めて大きいEMR（endoscopic mucosal resection）とIEEの実際をVTRでコツを勉
強して頂きます。また、ランチョンセミナー以外に、教育講演を２つ設定し、大腸癌の予
防、スクリーニング・サーベイランス、ESD、カプセル内視鏡など広範囲の講演をバランス
よく網羅しました。特別講演としては、当科の大学院を卒業したあと南米で大活躍しておら
れるClaudi R Teixeira先生をブラジルからお呼びし、「南米の大腸腫瘍内視鏡診療の現況」
について詳しくお話頂く事になっています。また、工藤進英理事長には理事長講演をお願い
しております。
　このように、この総会に１日参加すれば、明日からの実地臨床の即戦力となる知識が吸収
できる充実した内容になっています。また、以前当学会が２日開催であったときの会費１万
円が近年の１日開催でも継続していましたが、１日開催ということで会費を５千円に値下げ
しましたので、若い先生も参加しやすくなったと思います。プログラムを見て頂ければわか
りますが、司会の先生や講師は本邦の第一線で大活躍中のご高名な先生達ばかりです。多く
の方に参加して頂き、充実した大腸検査法の勉強が出来る１日になることを信じております。
　最後に、本総会の準備に際してご支援頂いた企業の方々、運営事務局を担当して下さった
コンベンションアカデミアの丹沢さん、当科のスタッフにこの場をお借りして感謝の意を表
します。
　皆さんのご協力とご参加を何卒宜しくお願い申し上げます。
 （第33回日本大腸検査学会総会ホームページ http://coac.jp/33jsce/）

第33回日本大腸検査学会総会
会 長　田中　信治

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 内視鏡医学
広島大学病院 内視鏡診療科
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交 通 案 内 図

都市センターホテル

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1
TEL： 03-3265-8211

○東京メトロ 有楽町線、半蔵門線、南北線「永田町駅」4番、
　5番出口より徒歩4分、9b番出口より徒歩3分 
※「永田町駅」からのアクセスは、5番出口方面の先にある9b出口が便利です。
　ホテル前のプリンス通りに出られます。

○東京メトロ 有楽町線「麹町駅」半蔵門方面1番出口より徒歩4分
○東京メトロ 丸の内線・銀座線、「赤坂見附駅」D出口より徒歩8分
○JR中央線「四谷駅」麹町出口より徒歩14分
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参加者および演者へのお知らせとお願い
1．参加される皆様へ

（１）参加登録
　①参加登録受付は３階の総合受付にお越しください。
　　【参加登録受付時間】
　　　11月７日（土）8：30 ～ 15：00
　　【参加登録費】
　　　医師・企業： 5,000円
　　　研　修　医： 2,000円
　　　コメディカルスタッフ： 1,000円
　　　学　　　生： 無料
　②受付で参加費をお支払いの上、参加証（領収書付）をお受け取りください。
　③参加証は会場内では必ずご着用ください。

（２）新入会
入会希望者は、参加登録受付隣の「年会費・新入会受付」にて入会申込書と年会
費5,000円を添えてお申込みください。なお、発表者は本学会会員に限ります。

（３）プログラム・抄録集
１冊1,000円にて販売いたします。学会員の方には事前に発送しておりますが、
必要な方は当日総合受付にてお求めください。

（４）機器展示・書籍展示
機器・書籍展示は３階ロビーにて開催いたします。

（５）駐車場
機械式駐車場をご利用いただけます。駐車券のサービスはございませんので、予
めご了承ください。

（６）注意事項
会場内では携帯電話の電源はお切りいただくか、マナーモードに設定してくださ
い。また、学会期間中の会場内での録音、録画、写真撮影は固くお断りいたします。
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2．司会の皆様へ
（１）担当セッション開始10分前までに、次座長席にご着席ください。

（２）進行は時間厳守でお願します。発表時間は下表のとおりです。

セッション 演者発表時間
理事長講演 質疑含む発表25分
特別講演 質疑含む発表45分
教育セミナー 質疑含む発表60分
VTRワークショップ「EMR手技のスキルアップを目指して」 発表８分質疑３分、総合討論なし
シンポジウム「大腸検査の現状と新しい展開」 質疑含む発表30分、総合討論なし
ワークショップ「IBD画像診断ワークショップ」 発表10分質疑４分、総合討論なし
VTRワークショップ「拡大観察：ピット診断からIEEまで」 発表９分質疑３分、総合討論なし
一般演題　ポスター 発表７分質疑３分、総合討論なし
ランチョンセミナー 質疑含む発表50分

3．口演発表の皆様へ
（１）発表時間
　　別表をご参照ください。

（２）発表形式
　①口演発表は、PCによる発表に限らせていただきます。
　②会場にはWindows ７、PowerPoint2003/2007/2010/2013がインストールされた

PCを準備いたします。35mmスライド、ビデオなどでの発表はできません。

（３）発表データ
　①発表データは次の方法でお持込ください。
　　Windows（動画を使用しない場合）：USBメモリをお持ちください。
　　Windows（動画を使用する場合）：必ずPC本体をお持ちください。
　　Macintosh：必ずPC本体をお持ちださい。
　②データ作成後、別のパソコンで正常に再生されることをご確認ください。
　③フォントはWindowsに標準搭載されているフォントをご使用ください。
　④不測の事態に備えて、バックアップデータを必ずお持ちください。
　⑤発表後のデータは学会事務局立ち合いのもと、すべて消去させていただきます。
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（４）PCお持ち込みの場合
　①モニタ出力端子にMini-D-sub15ピン３列コネクタ（通常のモニタ端子）が装備さ

れているものに限ります。なお、薄型で出力の規格が異なる場合は、接続用の映
像出力端子アダプターを必ずご持参ください。（例：Mac Book Air、 Mac Book 
Pro、SONY VAIOなど）

　②スリープ機能やスクリーンセーバーの設定は事前に解除してください。
　③バッテリーでの発表はトラブルの原因となりますので、ACアダプターは必ずご

持参ください。
　④発表後は講演会場内のPCオペレーター卓にてお受け取りください。

（５）発表について
　①セッション開始30分前までにPC受付にて試写をおこなってください。
　②ご発表セッション開始10分前までに、次演者席にご着席ください。
　③発表の際は演台にセットしております、キーボード、マウスをご使用になり演者

ご自身で操作をお願いします。

4．原稿提出のご案内
本会にて発表した演題の内容を次号の本学会誌に掲載希望の方は、本学会誌の投稿
規定（次頁）をご参照の上、日本大腸検査学会事務局に郵送してください。可能な
限りの投稿をお願い申し上げます。

※お送り先
〒113-0033　東京都文京区本郷4-1-5 石渡ビル6Ｆ
株式会社プランニングウィル内
日本大腸検査学会事務局
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日本大腸検査学会　投稿規定
１．〔掲載論文〕

１．日本大腸検査学会雑誌には，発表演題論文，投稿論文ならびに日本大腸検査学
会誌編集委員会による依頼原稿を掲載する．

２．論文は大腸検査の基礎および臨床研究に寄与する内容のものとし，他誌に未発
表のものに限る．

３．掲載欄は総説，原著，経験，症例報告等とする．
４．倫理上問題のある論文は受け付けない．インフォームドコンセントを得ておく

ことが必要な研究ではその旨を本文中に記載する．
２．〔投稿資格〕
　論文の著者（共著者を含む）は，日本大腸検査学会会員に限る．
　なお，論文に関与した病理医については本学会会員資格の有無を問わない．
３．〔原稿の様式〕
　論文原稿は，表紙，要旨（400字以内），本文，文献，図表，図表説明の順に記載し，表
紙から頁番号を付する．また，EMBASEや CASなどの海外文献データベースへの収
載のため，可能なかぎり英文要旨（200語以内）を付けることが望ましい．
４．〔原稿の書き方〕

１．原稿はワードプロセッサーで作成し，Ｂ５版用紙に横書き20字 ×20行単位で
プリントする．

２．表紙には題名，著者所属，著者名，Key words（５個以内），連絡先住所（電話，
Fax，E-mail含む），および英文表題，筆頭著者の英文名・英文所属，英文住所を
明記する．

３．新かなづかいを用い，医学用語を除いて当用漢字とする．句読点は正確に付け
る．

４．文中の薬剤および機器名などは一般名を用いること．ただし，日本大腸検査学
会会員ならびに賛助会員会社の商品については商品名での併記を可とする．

５．度量衡は CGS単位に限る．
６．略語は，文中初出の箇所において全綴りの後に（　）内に記し，原則として新し

い略語を用いない．
７．図表は，本文引用順に「表１」「図１」のように明記し，図表の内容が英文で表記

されている場合，それぞれの説明も英文で表記することが望ましい．
８．文中の英語については，固有名詞，ドイツ語名詞の頭文字を除いて，小文字で

表記する．
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５．〔原稿の枚数〕
１．論文原稿は，図表・文献を含め400字詰め20枚以内とする．
２．依頼原稿の枚数については，図表・文献を含め400字詰め30枚以内とする．

６．〔図 表〕
１．図（写真を含む），表は小１点を400字詰め１枚に換算する．
２．図版は，拡大・縮小により収載可能な，Ｂ５判以下の完全版下（紙焼き写真）を

添付すること．文字の修正・矢印の焼き込みなどについては，実費を徴収する． 
３．図表は，１点ずつＢ５判の用紙に貼付し，図表番号と天地の別を明記すること．
４．カラー図版は、カラー図を用いたページごとの計算を行い、１ページ8,000円を

徴収する．なお編集委員会による依頼原稿についても同様とする。
７．〔校 正〕
　著者校正は，初校のみ１回行うものとする．
８．〔文 献〕
　文献引用のある場合には，本文中該当個所の右肩に「1, 2）」「3-7）」のように表記し，
本文の後に，１）……，２）……と一括して，次の要領で記載する．

【雑誌】著者名：論文名．雑誌名，巻：頁－頁，発行年月日．の順とする．
【書籍】 著者名：論文名．（編者名），書名，頁－頁，発行所，発行地，発行年月日．の順

とする．
著者３名を越える場合は，「３名，他」あるいは「３名，et al」とする．英文誌名
略号は Index Medicusに従う．

（例） １） 柏木秀樹，井上啓二，小川利政，他：注腸Ｘ線検査における等張液前処置法
の検討．日本大腸検査学会誌，18：229-232, 2001. 3. 5

　　　２） 高橋成一，樋渡信夫：虚血性大腸炎．戸田剛太郎，杉町圭蔵，中村孝司（編），
消化器疾患最新の治療，p206-208，南江堂，東京，2001. 10. 20

　　　３） Anderson JC, Messina CR, Cohn W, et al: Factors predictive of difficult 
colonoscopy. Gastrointest Endosc, 54: 558-562, 2001. 6. 15 

　　　４） Itzkowitz SH, Kim YS: Colonic polyps and polyposis syndromes. In: 
Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH(eds), Sleisenger and 
Fordtran’s gastrointestinal and liver disease: pathophysiology/diagnosis/
management. Vol 2, p. 1865-1905, WB Saunders, Philadelphia, 1998. 12. 25
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９．〔論文の版権など〕
１．日本大腸検査学会雑誌掲載後の論文のすべての版権は，日本大腸検査学会に属

するものとする．他誌への掲載は，これを認めない．
２．論文掲載の可否および順序などは編集委員会の一任事項とする．

10．〔掲載料〕
１．掲載料金は規定枚数でおさまる場合は無料とする。但しカラー写真を使用の場

合、１頁あたり8,000円を徴収する。規定枚数を超えた場合、１頁あたり5,000円
を徴収する。また超過した頁でカラー写真を使用した場合、１頁につきさらに
8,000円を徴収する。なお編集委員会による依頼原稿についても同様とする。

２．別刷代は50部単位で，全冊有料とする．掲載料金および別途料金の納入確認後
に送付する

　　　 50部　　 12,000円
　　　 100部　　 18,000円
　　　　 100部以上 18,000円＋１部100円（全て送料含む）

　なお、編集委員会による依頼論文の場合の別冊代金は50部まで無料とする。100
部の場合12,000円、100部以上の場合12,000円＋１部100円（全て送料含む）とする。

11．〔論文送付時の注意〕
１．論文原稿は，表紙・要旨・本文・文献・図表・図表説明・英文要旨・別刷請求

先（和文および英文）の構成とし，オリジナルの他にコピーを２部添付すること．
２．ワードプロセッサーの機種名ならびにソフト名を明記した CD-Rを添付するこ

と．
３．別紙に，論文題名，原稿枚数，別刷希望部数，著者校正送付先（住所および電話・

ファクシミリの番号も含む）を明記し，下記宛て書留便もしくは e-mailで送付さ
れたい．原稿は原則として返却しない．

　　　送付先：〒113-0033　東京都文京区本郷4-1-5　石渡ビル６F
　　　　　　　　株式会社プランニングウィル内 日本大腸検査学会事務局 代行
　　　　　　　　ＴＥＬ：03-6801-8084　ＦＡＸ：03-6801-8094
　　　　　　　　e-mail：jsce-pw@pw-co.jp

４．著者（病理医以外・共著者も含む）は本学会員に限るので，投稿時までに必ず日
本大腸検査学会への入会手続きを完了されたい．

〔附則〕
本投稿規定は、平成１9年４月１日一部改定 
本投稿規定は、平成２６年12月10日一部改定
本投稿規定は、平成27年３月11日一部改定
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第33回日本大腸検査学会総会　行事日程

常任理事会
　　　平成27年11月6日（金）　17：00～18：00
　　　ホテルニューオータニ　ザ・メイン 宴会場階　「AZALEA （アッザレーア）」

理 事 会
　　　平成27年11月6日（金）　18：00～19：00
　　　ホテルニューオータニ　ザ・メイン宴会場階　「AZALEA（アッザレーア）」

評議員会･総会
　　　平成27年11月7日（土）　11：30～12：00
　　　都市センターホテル　3階　「第1会場（コスモスホールⅠ）」
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日　　程　　表

8：50
9：00

　 

11：00
 

11：25
11：30

　
12：00

12：15

 
13：05
13：15

14：00
14：10

　

15：10

　
17：10

第１会場（コスモスホール１） 第２会場（コスモスホール２）
開会の辞

VTRワークショップ （9：00-11：00）
「EMR手技のスキルアップ目指して」

 司会：山野泰穂（秋田赤十字病院）
 　　　樫田博史（近畿大学）
 　（共催：田辺三菱製薬株式会社）

IBD画像診断ワークショップ（9：00-11：00）
　
 司会：緒方晴彦（慶應義塾大学）
 　　　小林清典（北里大学）
 　（共催：株式会社 JIMRO）

理事長講演（11：00-11：25）
「世界をリードする早期大腸癌の内視鏡診断」
 司会：勝　健一（前理事長）
 演者：工藤進英（昭和大学横浜市北部病院）

評議員会 ･総会
（11：30-12：00）

一般演題（ポスター）
司会：永田信二（広島市立安佐市民病院）

ランチョンセミナー（12：15-13：05）
「大腸がんの予防と診療効率化を目指して」 
 司会：平田一郎（喜望会　谷向病院）
 演者：石川秀樹（京都府立医科大学）
 　（共催：大塚製薬株式会社）

ランチョンセミナー（12：15-13：05）
「大腸カプセル内視鏡の現況と将来展望」 

 司会：高橋信一（杏林大学）
 演者：岡　志郎（広島大学）
 　（共催：コヴィディエン ジャパン株式会社）

特別講演（13：15-14：00）
「南米における大腸腫瘍内視鏡診療の現況」
 司会：田中信治（広島大学）

   演者：Claudio Rolim Teixeira （Interventional Endoscopy, 
　Moinhos de Vento Hospital, Porto Alegre, Brazil）

教育セミナー（14：10-15：10）
「大腸がんのスクリーニング/サーベイランス」
 司会：田尻久雄（東京慈恵会医科大学）
 演者：松田尚久（国立がん研究センター中央病院）
 　（共催：第一三共株式会社 /アストラゼネカ株式会社）

教育セミナー（14：10-15：10）
「大腸ESDのコツとピットフォール」

 司会：吉田茂昭（青森県立中央病院）
 演者：斎藤　豊（国立がん研究センター中央病院）
 　（共催：武田薬品工業株式会社）

シンポジウム（15：10-17：10）
 「大腸検査の現状と新しい展開」

 司会：斉藤裕輔（市立旭川病院）
 　　　清水誠治（大阪鉄道病院）
 　（共催：エーザイ株式会社）

VTRワークショップ（15：10-17：10）
「拡大観察：ピット診断からIEEまで」

司会：鶴田　修（久留米大学）
　　　佐野　寧（佐野病院）

閉会の辞
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プログラム

理事長講演 第1会場 11:00-11:25

「世界をリードする早期大腸癌の内視鏡診断」
司会：勝　　健一（日本大腸検査学会 名誉理事長）
演者：工藤　進英（日本大腸検査学会 理事長・昭和大学横浜市北部病院 消化器センター）

特別講演 第1会場 13:15-14:00

「南米における大腸腫瘍内視鏡診療の現況」
司会：田中　信治
　　　（広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 内視鏡医学、広島大学病院 内視鏡診療科）
演者：Claudio Rolim Teixeira, MD, PhD
　　　（Interventional Endoscopy, Moinhos de Vento Hospital,

　　　 Porto Alegre, Brazil）
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ランチョンセミナー２ 第2会場 12:15-13:05
共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

「大腸カプセル内視鏡の現況と将来展望」
司会：高橋　信一（杏林大学 医学部 第三内科）
演者：岡　　志郎（広島大学病院 内視鏡診療科）

ランチョンセミナー１ 第1会場 12:15-13:05
共催：大塚製薬株式会社

「大腸がんの予防と診療効率化を目指して」
司会：平田　一郎（喜望会 谷向病院）
演者：石川　秀樹（京都府立医科大学 分子標的癌予防医学）

教育セミナー１ 第1会場 14:10-15:10
共催：第一三共株式会社／アストラゼネカ株式会社

「大腸がんのスクリーニング /サーベイランス」
司会：田尻　久雄（東京慈恵会医科大学 先進内視鏡治療研究講座）
演者：松田　尚久（国立がん研究センター中央病院 消化管内視鏡科）

教育セミナー２ 第2会場 14:10-15:10
共催：武田薬品工業株式会社

「大腸 ESDのコツとピットフォール」
司会：吉田　茂昭（青森県立中央病院）
演者：斎藤　　豊（国立がん研究センター中央病院 内視鏡科）
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シンポジウム 第1会場 15:10-17:10
共催：エーザイ株式会社

「大腸検査の現状と新しい展開」
司会：斉藤　裕輔（市立旭川病院）
　　　清水　誠治（大阪鉄道病院） 

S1 大腸検査における注腸検査の役割と展望
東京都がん検診センター 消化器科 ○入口　陽介、小田　丈二、水谷　　勝、

　高柳　　聡、冨野　泰弘、山里　哲郎、
　藤田　直哉、岸　　大輔、大村　秀俊、
　板橋　浩一、清水　孝悦、山村　彰彦

S2 大腸腫瘍病変の内視鏡診断
聖マリア病院消化器内科 ○河野　弘志

S3 大腸 SM深部浸潤（T1b）癌に対する内視鏡治療適応拡大における
　超音波内視鏡検査の有用性

市立旭川病院消化器病センター ○稲場　勇平、垂石　正樹、斉藤　裕輔

S4 大腸 CTの現状と新しい展開
国立がん研究センター

がん予防・検診研究センター 検診開発研究部
○永田　浩一
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W1-5 大腸 LSTに対する EMRの工夫
近畿大学消化器内科 ○米田　頼晃、樫田　博史、岡元　寿樹、

　河野　匡志、山田　光成、田中　梨絵、
　足立　哲平、峯　　宏昌、高山　政樹、
　永井　知行、川崎　正憲、岡崎　能久、
　朝隈　　豊、櫻井　俊治、松井　繁長、
　工藤　正俊

W1-1 内視鏡的粘膜切除術（EMR）における開閉フラップ付先端フード（Endocuff）の有用性
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 消化器内科 ○北岡　修二、吉田　理人、青木　信裕、

　木戸　政博、和田　　学、渡部　則彦

W1-4 大腸病変に対する EMRの基本手技
秋田赤十字病院 消化器病センター ○松下　弘雄、山野　泰穂、吉川健二郎、

　原田　英嗣、田中　義人、中岡　宙子、
　吉田　優子、佐藤健太郎、今井　靖

W1-2 バイポーラを使用した polypectomyについて
国立がん研究センター東病院 ○今城　眞臣、池松　弘朗、中村　　弘、

　新村　健介、大瀬良省三、金子　和弘

W1-3 確実な Cold snare polypectomyを念頭に置いたスネアの選択
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 消化器科 ○髙林　　馨、坂口　恵美、阿部圭一朗、

　高田　祐明、平田　　哲、伴野　繁雄、
　和田　道子、高取　祐作、石橋　康則、
　木下　　聡、菊池　美穂、加藤　元彦、
　菊池　真大、藤山　洋一、浦岡　俊夫

VTRワークショップ 第1会場 9:00-11:00
共催：田辺三菱製薬株式会社

「EMR手技のスキルアップを目指して」
司会：山野　泰穂（秋田赤十字病院 消化器病センター）
　　　樫田　博史（近畿大学医学部附属病院 消化器内科）
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W1-9 スネア先端を用いた precutting EMRのススメ
岡山大学病院 光学医療診療部

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学
○原田　馨太、河原　祥朗
　高嶋　志保、竹井　大介、井口　俊博、
　半井明日香、杉原　雄策、髙原　政宏、
　平岡佐規子、岡田　裕之

W1-10 専用スネアを用いた Precutting EMRの経験
国立がん研究センター中央病院　内視鏡科 ○紺田　健一、小林　俊介、蓑田　洋介、

　田中　寛人、田中　優作、関口　雅則、
　宮本　康雄、桑原　洋紀、居軒　和也、
　高丸　博之、関口　正宇、山田　真善、
　阿部清一郎、坂本　　琢、中島　　健、
　松田　尚久、斎藤　　豊

W1-8 Power snareを用いたＥＭＲの有用性
昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 消化器内科 ○工藤　孝毅

W1-7 大腸 EMRのコツとピットフォール　―中級者のさらなるスキルアップを目指して―
広島大学病院 内視鏡診療科

同　消化器・代謝内科
○田丸　弓弦、田中　信治、岡　　志郎、
　林　　奈那、茶山　一彰　

W1-6 当院における腫瘍径2cm以上の腫瘍に対する EMRの検討
聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科 ○小澤俊一郎、石郷岡晋也、鈴木　　碧、

　佐藤　義典、池田　佳子、松尾　康正、
　山下　真幸、安田　　宏、伊東　文生
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ワークショップ 第2会場 9:00-11:00
共催：株式会社 JIMRO

「IBD画像診断ワークショップ」
司会：緒方　晴彦（慶應義塾大学 医学部 内視鏡センター）
　　　小林　清典（北里大学医学部 新世紀医療開発センター）

W2-1 活動期潰瘍性大腸炎における Ulcerative colitis Endoscopic index of severityの
有用性

北里大学医学部消化器内科学
北里大学医学部新世紀医療開発センター

○川岸　加奈、横山　　薫
　小林　清典

W2-2 Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity（UCEIS）は
臨床的寛解潰瘍性大腸炎患者における中長期予後予測に有用である

慶應義塾大学医学部内科学（消化器） ○新井　万里、長沼　　誠、 金井　隆典

W2-3 潰瘍性大腸炎寛解期における拡大 NBI所見の検討
昭和大学横浜市北部病院消化器センター1）

東京医科歯科大学光学医療診療部2）
○林　　靖子1）、大塚　和朗1, 2）

　工藤　進英1）

W2-4 寛解期潰瘍性大腸炎患者の再燃予測診断おける endocytoscopyの可能性
広島大学病院 内視鏡診療科1）

同　消化器 ･代謝内科2）
○西山　宗希1, 2）、 田中　信治1）、
　岡　　志郎1）、上野　義隆1）、
　茶山　一彰2）

W2-5 潰瘍性大腸炎の粘膜治癒の評価における低線量 CT colonographyと
便中カルプロテクチンの有用性

東邦大学医療センター佐倉病院 内科学講座

同　消化器内科分野 放射線科

○山田　哲弘、宮村　美幸、竹内　　健、
　鈴木　康夫　
　石川ルミ子
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W2-8 クローン病遠位回腸検索における受動湾曲高伝達挿入部搭載細径大腸内視鏡
PCF-PQ260Lの有用性の検討〜 MRエンテログラフィーとの同日施行の経験より

北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター

慶應義塾大学医学部 消化器内科

○中野　　雅、小林　　拓、梅田　智子、
　豊永　貴彦、齊藤　詠子、芹澤　　宏、
　渡辺　憲明、日比　紀文 
　中里　圭宏

W2-7 診断的 EMR、ESDを施行した潰瘍性大腸炎合併腫瘍の検討
兵庫医科大学病院 内視鏡センター1）

兵庫医科大学病院 消化管内科2）

兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患内科3）

兵庫医科大学病院 炎症性腸疾患外科4）

○應田　義雄1, 2）、河野　友彰2）、
　戸澤　勝之2）、西井　謙夫2）、
　原　　　謙2）、小川　智広2）、
　山崎　尊久2）、奥川　卓也2）、
　近藤　　隆2）、池原　久朝1, 2）、
　上山　茂充2）、富田　寿彦2）、
　大島　忠之2）、福井　広一2）、
　樋田　信幸3）、中村　史朗3）、
　渡　　二郎2）、池内　浩基4）、
　三輪　洋人1, 2）

W2-6 体外式超音波検査による活動期潰瘍性大腸炎の治療効果予測の検討
横浜市立大学附属市民総合医療センター 炎症性腸疾患（IBD）センター

横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床検査部

横浜市立大学 医学部医学科

横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター

○小柏　　剛、国崎　玲子、村上　麻友、
　西尾　匡史、津田　早耶、小暮　　悠、
　木村　英明
　平井　香織、福野よしみ、神　　美郷、
　半澤　秋帆、米澤　広美、
　芳賀　　暁、金村　知輝、石井　義人、
　窪田硫富人、谷口　勝城、角田翔太郎、
　沼田　和司
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W3-3 Japan NBI Expert Team（JNET）分類の validation study
佐野病院 消化器センター ○内海　貴裕、岩館　峰雄、砂川　弘憲、

　服部　三太、佐野　　亙、蓮池　典明、
　佐野　　寧　

W3-4 JNET分類の有用性と深達度診断向上の可能性
広島市立安佐市民病院 消化器内科

同 内視鏡内科

○田中　秀典、永田　信二、青山　大輝、
　向井　伸一、木村　　茂
　福本　　晃、上田　裕之

VTRワークショップ 第2会場 15:10-17:10

「拡大観察：ピット診断から IEEまで」
司会：鶴田　　修（久留米大学 消化器病センター）
　　　佐野　　寧（佐野病院 消化器センター）

W3-1 大腸病変に対する拡大観察のコツとテクニック
広島大学病院 内視鏡診療科

同　消化器・代謝内科

○鴫田賢次郎、田中　信治、岡　　志郎、
　林　　奈那
　茶山　一彰

W3-2 大腸病変における NBI観察下 surface pattern・vascular patternと
病理組織構築の関係 Relationship between NBI finding and pathology in 
colorectal tumor
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門1）

　　　同 消化器病センター2）

聖マリア病院消化器内科3）

久留米大学医学部病理学講座4）

久留米大学バイオ統計センター5）

○前山　泰彦1, 2）、野田　哲裕、
　長田修一郎、大内　彬弘、永田　　務、
　吉田　　光、向笠　道太、住江　博明、
　河野　弘志3）、秋葉　　純4）、
　荒木由布子5）、角間　辰之、
　光山　慶一1, 2）、鶴田　　修、
　鳥村　拓司
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W3-5 ESD対象病変における JNET分類の有用性
京都府立医科大学 消化器内科

京都府立医科大学附属北部医療センター 消化器内科
京都府立医科大学附属病院 病院病理部

○小木曽　聖、吉田　直久、村上　貴彬、
　廣瀬　亮平、小西　英幸、内藤　裕二、
　伊藤　義人
　稲田　　裕
　柳澤　昭夫

W3-7 大腸 endocytoscopyにおける自動診断システム 
昭和大学横浜市北部病院消化器センター ○三澤　将史、工藤　進英、森　　悠一

W3-8 大腸腫瘍に対する超拡大内視鏡像・共焦点レーザー顕微内視鏡像の対比
国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 ○田中　優作、斎藤　　豊、関口　正宇、

　山田　真善、阿部清一郎、野中　　哲、
　坂本　　琢、鈴木　晴久、吉永　繁高、
　中島　　健、小田　一郎、松田　尚久 

W3-9 大腸腫瘍観察における CMOS搭載レーザー内視鏡の使用経験
京都府立医科大学附属病院 消化器内科

京都北部医療センター 消化器内科
京都府立医科大学附属病院 病院病理部

○吉田　直久、内藤　裕二、村上　貴彬、
　小木曽　聖、廣瀬　亮平、伊藤　義人
　稲田　　裕
　藤田　泰子、岸本　光夫、柳澤　昭夫

W3-10 第二世代自家蛍光内視鏡システムのスクリーニング大腸検査としての有用性
東京慈恵会医科大学 内視鏡科1）

東京慈恵会医科大学 消化器・肝臓内科2）
○井出　大資1, 2）、玉井　尚人1）

　斎藤　彰一1）

W3-6 NBI併用超拡大内視鏡における SM深部浸潤癌の血管所見の検討
昭和大学横浜市北部病院 消化器センター ○中村　大樹、工藤　進英、三澤　将史
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P-1 バイポーラスネアによる内視鏡的大腸ポリープ切除時に植込みデバイスに与える
影響の検討（preliminary report）

1）兵庫医科大学病院 臨床工学室
2）兵庫医科大学病院 内科学消化管科
3）兵庫医科大学病院 内視鏡センター

○永濱　元続1）、應田　義雄2, 3）、
　中野　智彦1）、高橋　篤志1）、
　浅井　寛人1）、橘　　銀平1）、
　飛田　祥伸1）、黒田　　敬1）、
　山崎　裕司1）、池原　久朝2, 3）、
　富田　寿彦2）、渡　二郎2）、
　三輪　洋人2, 3）

P-2 大腸内視鏡挿入法における工夫　吊り上げ法について
福岡徳洲会病院 消化器内科 ○仲道　孝次

一般演題（ポスター） 第2会場
司会：永田　信二（広島市立安佐市民病院）




