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1.論文発表
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Chiba H, Ashikari K, Takahashi A, Goto T, Ohata K, Matsuhashi N, Nakajima A.：A
case of delayed bleeding after endoscopic submucosal dissection for completely
circumferential esophageal cancer. Endoscopy. 2015;47 Suppl 1:E385-6.
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関 志帆子、後藤 亨

難治性肝性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注療法（CART）の現状
日本門脈圧亢進症学会 22 ：
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芦苅圭一
上部消化管内視鏡検査の前処置の特徴を理解して看護を行おう
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Ida T, Inamori M, Inoh Y, Fujita K, Hamanaka J, Chiba H, Kusakabe A, Morohashi T,
Goto T, Maeda S.
Clinical Characteristics of Severe Erosive Esophagitis among Patients with ErosiveEso
phagitis: A Case-control Study.
Intern Med. 2017;56(11):1293-1300. doi: 10.2169/internalmedicine.56.8058. Epub 2017
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after tattooing. Clin J Gastroenterol, 2017, pp1-5.
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lesions. Endosc Int Open, 2017;5(7):E595-E602
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初回検査より 2 年後に発見された直腸 interval cancer の 1 例
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ポリープ切除 3 年後のサーベイランスで発見された直腸 Interval cancer の 1 例

"
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十二指腸ポリペクトミー/EMR
消化器内視鏡 vol29. No.3 2017
千葉秀幸
本邦における酸関連疾患の変遷 ~胃食道逆流症、消化性潰瘍を中心に～
東京内科医会会誌
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＜2018 年＞

Chiba H, Ohata K, Tachikawa J, Arimoto J, Ashikari K, Kuwabara H, Nakaoka M, Goto T,
Nakajima
A.Delayed Bleeding After Colorectal Endoscopic Submucosal Dissection: When Is Emergency
Colonoscopy Needed? Dig Dis Sci. 2018 . [Epub ahead of print]
Chiba H, Ohata K, Tachikawa J, Arimoto J, Ashikari K, Kuwabara H, Nakaoka M, Goto
T, Nakajima A.
Delayed Bleeding After Colorectal Endoscopic Submucosal Dissection: When Is

Emergency Colonoscopy Needed?
Dig Dis Sci. 2018.
Chiba H, Ohata K, Takita M, Tachikawa J, Ashikari K, Goto T, Nakajima
A.Double-tunnel method for treatment of colorectal lesions with severe fibrosis with
endoscopic submucosal dissection. Endoscopy.;50(7):E168-E169. 2018
Tachikawa J, Chiba H, Kuwabara H, Nakaoka M, Goto G
Successful 2-channel cold snare polypectomy of a colorectal lesion involving the
appendiceal orifice
Video GIE. 2018 Sep; 3(9): 279-280

Ohata K, Muramoto T, Minato Y, Chiba H, Sakai E, Matsuhashi N.
Usefulness of a multifunctional snare designed for colorectal hybrid endoscopic submucosal
dissection (with video). Endosc Int Open.;6(2):E249-E253. 2018
千葉秀幸
虫垂口部腫瘍に対する ESD のポイント 消化器の臨床 ヴァンメディカル 2018 年

千葉秀幸
THE TEXT ESD ver Colon 金芳堂 編集 2018 年
教科書では教えてくれない！ 私の消化器内視鏡 Tips 2018 年
＜2019 年＞
Chiba H, Tachikawa J, Arimoto J, Ashikari K, Kuwabara H, Nakaoka M, Goto T, Ohata
K, Nakajima A.
Predictive Factors of Mild and Severe Fibrosis in Colorectal Endoscopic Submucosal
Dissection.Dig Dis Sci. 2019 [Epub ahead of print]
千葉秀幸

高齢者の消化管腫瘍に対する治療の現状・問題点

老年医学 2019 年 6 月号 株式会社ライフ・サイエンス
Jun Arimoto ， Takuma Higurashi, Hideyuki Chiba1, Noboru Misawa, Tsutomu
Yoshihara, Takayuki Kato, Kenji Kanoshima, Akiko Fuyuki, Hidenori Ohkubo, Takashi
Nonaka, Takamitsu Sato, Eiji Sakai, Hiroshi Iida, Tohru Goto1, Atsushi Nakajima

Investigation of the Local Recurrence Rate after Colorectal Endoscopic Mucosal
Resection: Is Incomplete Polyp Resection Really a Clinically Important Problem?
Analysis of the Rationale for the "Resect and Discard" Strategy
Canadian journal of Gastroenterology and Hepatology Jan8;2019
Safety of Cold Snare Polypectomy in Patients Receiving Treatment with Antithrombotic
Agents.
Jun Arimoto，Hideyuki Chiba, Keiichi Ashikari, Ryo Fukui, Hideyuki Anan, Jun
Tachikawa, Takuma Suto, Naoya Kawano, Toshihiro Niikura, Hiroki Kuwabara,
Michiko Nakaoka, Shingo Kato, Tomonori Ida, Taiki Morohashi, Tohru Goto, Atsushi
Nakajima
Digestive Diseases and Sciences, 2019 Jan 25
New inversion method: endoscopic submucosal dissection of a neoplasm extending into
a colonic diverticulum.
Jun Arimoto，Hideyuki Chiba, Jun Tachikawa, Tohru Goto, Atsushi Nakajima.
VideoGIE, 2019 Mar 12;4(5):230-231.
有本純
ドクターが使う言葉の“？”を解消！
ナースが知っておきたい消化器内科・外科 キーワード(消化器疾患の検査・治療法―内視鏡)
日総研出版 26-34 2019 年 4・5 月号

2.学会発表
＜2015 年＞
後藤 亨、井田 智則、諸橋 大樹
再発進行大腸癌肝転移（colon cancer liver meta；CLM）に対する RFA を含む集学的治療
の成績
第 101 回日本消化器病学会総会シンポジウム 仙台

2015.4

関 志帆子、井田 智則、後藤 亨
難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注療法（CART）施行例の長期成績
第 101 回日本消化器病学会総会シンポジウム 仙台

2015.4

後藤 亨、栗原 大典、須藤 拓馬、河野 直哉、芦苅 圭一、関 志帆子、鶴田 晋佑、高橋 昭

裕、千葉 秀幸、井田 智則、諸橋 大樹、古出 智子、川並 義也、横山 知子、志和 忠志
慢性 B 型肝炎におけるエンテカビル投与と AFP 値の関係
第 101 回日本消化器病学会総会 仙台 2015.4
井田 智則、栗原 大典、須藤 拓馬、芦苅 圭一、河野 直哉、関 志帆子、鶴田 晋佑、高橋
裕昭、千葉 秀幸、諸橋 大樹、後藤 亨
当院における総胆管結石症に対する ERCP 後膵炎の検討
第 101 回日本消化器病学会総会 仙台 2015.4
諸橋 大樹、栗原 大典、須藤 拓馬、芦苅 圭一、河野 直哉、関 志帆子、鶴田 晋佑、高橋
昭裕、千葉 秀幸、井田 智則、後藤 亨
膵癌緩和治療患者の栄養状態と予後の関連性についての検討
第 101 回日本消化器病学会総会 仙台 2015.4
鶴田 晋佑、栗原 大典、須藤 拓馬、河野 直哉、芦苅 圭一、関 志帆子、高橋 昭裕、千葉
秀幸、井田 智則、諸橋 大樹、後藤 亨
中等症急性胆管炎に対する内視鏡的胆管ドレナージ術の施行時期の検討
第 101 回日本消化器病学会総会 仙台 2015.4
後藤亨、井田智則、諸橋大樹
C 型肝炎に対するシメプレビル(SMV)併用 3 剤療法にて RVR を達成した症例の成績
第 51 回日本肝臓学会総会 熊本 2015.5
後藤亨、井田智則、諸橋大樹
Intermediate stage 以後および肝機能不良の肝細胞癌（HCC）に対する局所治療の検討
第 51 回日本肝臓学会総会 熊本 2015.5
井田智則, 栗原大典, 須藤拓馬, 芦苅圭一, 河野直哉, 関志帆子, 鶴田晋佑, 高橋裕昭, 千葉
秀幸, 諸橋大樹, 後藤亨
超高齢者総胆管結石症に対する ERCP の安全性に関する検討
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5
井田智則, 栗原大典, 須藤拓馬, 芦苅圭一, 河野直哉, 関志帆子, 鶴田晋佑, 高橋裕昭, 千葉
秀幸, 諸橋大樹, 後藤亨
総胆管結石症に対する ERCP 後膵炎の検討
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5

千葉秀幸, 栗原大典, 須藤拓馬, 河野直哉, 芦苅圭一, 関志帆子, 鶴田晋佑, 高橋昭裕, 井田
智則, 諸橋大樹, 後藤亨
直腸(Rb)腫瘍に対する大腸 ESD の有効性
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5
高橋昭裕, 千葉秀幸, 栗原大典, 須藤拓馬, 芦苅圭一, 河野直哉, 関志帆子, 鶴田晋佑, 井田
智則, 諸橋大樹, 後藤亨
当院における胃生検 Group2 病変の現状
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5
高橋昭裕, 千葉秀幸, 栗原大典, 須藤拓馬, 芦苅圭一, 河野直哉, 関志帆子, 鶴田晋佑, 井田
智則, 諸橋大樹, 後藤亨
胃 ESD 初学者における治療困難因子に関する検討
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5
関志帆子, 千葉秀幸, 栗原大典, 須藤拓馬, 芦苅圭一, 河野直哉, 鶴田晋佑, 高橋昭裕, 井田
智則, 諸橋大樹, 後藤亨
小腸内視鏡を常備していない病院での小腸疾患へのアプローチ
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5
芦苅圭一, 千葉秀幸, 栗原大典, 須藤拓馬, 河野直哉, 関志帆子, 鶴田晋佑, 高橋昭裕, 井田
智則, 諸橋大樹, 後藤亨
後期レジデントによる胃 ESD の安全性についての検討
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5
芦苅圭一, 千葉秀幸, 栗原大典, 須藤拓馬, 河野直哉, 関志帆子, 鶴田晋佑, 高橋昭裕, 井田
智則, 諸橋大樹, 後藤亨
90 歳以上の超高齢者に対する大腸内視鏡検査の現状
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015.5
後藤 亨、栗原 大典、須藤 拓馬、河合 恵美、河野 直哉、芦苅 圭一、関 志帆子、高橋 昭
裕、千葉 秀幸、井田 智則、諸橋 大樹、古出 智子、川並 義也、横山 知子、志和 忠志
肝細胞癌(HCC)局所治療後の危機的再発の検討
第 19 回日本肝臓学会大会(JDDW) 東京

2015.10

後藤 亨、栗原 大典、須藤 拓馬、河合 恵美、河野 直哉、芦苅 圭一、関 志帆子、高橋 昭
裕、千葉 秀幸、井田 智則、諸橋 大樹、古出 智子、川並 義也、横山 知子、志和 忠志
肝細胞癌(HCC)局所治療における拡散強調画像の有用性
第 19 回日本肝臓学会大会(JDDW) 東京

2015.10

須藤拓馬、栗原大典、河野直哉、芦苅圭一、関志帆子、鶴田晋佑、高橋昭裕、千葉秀幸、
井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、

局所治療の対象となる肝細胞癌（HCC）における腫瘍マーカー倍加時間の意義
第 57 回日本消化器病学会大会(JDDW) 東京

2015.10

高橋昭裕、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河野直哉、関志帆子、鶴田晋佑、千葉秀幸、
井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、

胃生検 Group3 病変の検討
第 90 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW) 東京 2015.10
千葉秀幸、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河野直哉、関志帆子、鶴田晋佑、高橋昭裕、
井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、

虫垂口部腫瘍に対する大腸 ESD のストラテジーの有効性と安全性
第 90 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW) 東京 2015.10
芦苅圭一, 千葉秀幸, 栗原大典, 須藤拓馬, 河野直哉, 関志帆子, 鶴田晋佑, 高橋昭裕, 井田
智則, 諸橋大樹, 後藤亨
当院における大腸 ESD トレーニングの現状
第 90 回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW) 東京 2015.10

H.Chiba, D.Kurihara, T. Suto, M. Kaai, N. Kawano, K. Ashikari, S. Seki,
A.Takahashi, T. Ida, T. Morohashi, T. Goto: The validity and safety of the colorectal
ESD for the lesions spreading to the appendiceal orifice. United European
Gastrology Week ( UEGW)

Barcelona 2015.10

K.Ashikari, D.Kurihara, T. Suto, M. Kaai, N. Kawano, S. Seki, A.Takahashi,
H.Chiba, T. Ida, T. Morohashi, T. Goto The validity of tree steps learning system of
colorectal ESD, 23th United European Gastrology Week, Barcelona 2015.10
K.Ashikari, D.Kurihara, T. Suto, M. Kaai, N. Kawano, S. Seki, A.Takahashi,
H.Chiba, T. Ida, T. Morohashi, T. Goto Effectiveness and safety of colorectal ESD in

elderly patient, 23th United European Gastrology Week ( UEGW), Barcelona
2015.10
H.Chiba.: The development and progress of early gastric cancer treatment in Japan.
The 1st Digestive Endoscopic Technology Conference of Northwest China and the
17th Conference of Shaanxi Province. Chiba 2015.3
須藤拓馬、栗原大典、芦苅圭一、河野直哉、関志帆子、鶴田晋佑、高橋昭裕、千葉秀幸、
井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、

十二指腸ステント留置後に急性膵炎を来たした下部胆管印環細胞癌十二指腸浸潤の 1 剖検
例
第 333 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2015. 2
辻健太郎、関志帆子、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河野直哉、鶴田晋佑、高橋昭裕、
千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
UFT/UZEL 内服中に発症した、著明な腸管壁肥厚と腸の拡張が遷延した偽膜性腸炎の 1 例
第 334 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2015.5
栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河野直哉、関志帆子、鶴田晋佑、高橋昭裕、千葉秀幸、
井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、

小腸閉塞を契機に診断に至った空腸濾胞性リンパ腫の一例
第 335 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2015. 7
須藤拓馬、後藤 亨、、諸橋大樹、井田智則、千葉秀幸、高橋昭裕、関志帆子、芦苅圭一、
河野直哉、河合恵美、栗原大典、
大量出血をきたした大腸潰瘍性病変を伴う劇症型溶血性連鎖球菌感染症の一例
第 336 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2015. 9
辻健太郎、関志帆子、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、高橋昭裕、
千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
胃前庭部が嵌頓した食道裂孔ヘルニアの 1 例
第 337 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2015. 12
栗原大典、千葉秀幸、須藤拓馬、芦苅圭一、河野直哉、関志帆子、鶴田晋佑、高橋昭裕、
井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、

大量血便を来たした小腸潰瘍に対し緊急内視鏡で止血し得た１例

第 100 回日本消化器内視鏡学会関東地方会 東京 2015. 6
＜2016 年＞
後藤亨，栗原大典，須藤拓馬，河合恵美、河野直哉，芦苅圭一，関志帆子，高橋昭裕，千葉秀幸，
井田智則，諸橋大樹、古出 智子，川並義也，横山知子，志和忠志
切除不能大腸癌肝転移に対する抗癌剤治療後の RFA の意義
第 102 回日本消化器病学会

東京 2016.4

後藤亨，栗原大典，須藤拓馬，河合恵美，河野直哉，芦苅圭一，関志帆子，高橋昭裕，千
葉秀幸，井田智則，諸橋大樹，古出智子，川並義也，横山知子，志和忠志，
RFA 治療支援として CT 同期表示システム導入の意義
第 102 回日本消化器病学会

東京 2016.4

須藤拓馬，関志帆子，高橋昭裕，井田智則，諸橋大樹，後藤亨，
肝細胞癌（HCC）局所治療における腫瘍マーカー倍加時間の意義
第 52 回日本肝臓学会 千葉

2016.5

後籐亨
転移性肝癌に対する RFA における造影エコーおよび CT 同期表示システムの有用性の検討
日本超音波医学会第 89 回学術総会 京都 2016.5
井田 智則,栗原 大典,須藤 拓馬,河合 恵美,芦苅 圭一, 河野 直哉,関 志帆子,高橋 裕昭,千
葉 秀幸,諸橋 大樹, 後藤 亨
高齢者総胆管結石症に対する ERCP 関連偶発症の検討
第 91 回日本消化器内視鏡学会総会 東京

千葉秀幸 立川準

西村 正基

2016.5

栗原大典 須藤拓馬

関志帆子 髙橋昭裕 井田智則 諸橋大樹

河合恵美 河野直哉
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非まだら食道における食道上皮性腫瘍の特徴
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当院における 80 歳以上の高齢者に対する大腸 ESD の検討 内視鏡学会 東京
第 91 回日本消化器内視鏡学会総会

東京 2016.5

後藤 亨, 栗原 大典, 須藤 拓馬, 河合 恵美, 河野 直哉, 芦苅 圭一, 関 志帆子, 高橋 昭裕,
千葉 秀幸, 井田 智則, 諸橋 大樹, 古出 智子, 川並 義也, 横山 知子, 志和 忠志
大腸癌肝転移（colon cancer liver meta：CLM）に対するラジオ波焼灼療法（radiofrequency
ablation：RFA）の可能性
第 58 回日本消化器病学会大会(JDDW) 神戸

2016.11 （優秀演題）

後藤 亨, 栗原 大典, 須藤 拓馬, 河合 恵美, 河野 直哉, 芦苅 圭一, 関 志帆子, 高橋 昭裕,
千葉 秀幸, 井田 智則, 諸橋 大樹,
C 型肝炎 DAAs 治療前後における EOB-MRI 肝細胞相で低信号を呈する結節の変化
第 20 回日本肝臓学会大会(JDDW) 神戸

2016.11

関 志帆子,栗原 大典, 須藤 拓馬, 芦苅 圭一,河合 恵美, 河野 直哉,高橋 昭裕, 千葉 秀幸,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨,

難治性肝性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注療法(CART)とトルバプタンの併用療法の
有用性
第 20 回日本肝臓学会大会(JDDW) 神戸

2016.11

須藤 拓馬,栗原 大典河合 恵美, 河野 直哉, ,芦苅 圭一, 関 志帆子,高橋 昭裕, 千葉 秀幸,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨,

肝細胞癌危機的再発と腫瘍マーカー倍加時間の関係
第 20 回日本肝臓学会大会(JDDW) 神戸

2016.11

河野 直哉,栗原 大典,須藤 拓馬,河合 恵美,芦苅 圭一, 関 志帆子,高橋 昭裕, 千葉 秀幸,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨,

超高齢者の C 型慢性肝炎 genotype1 に対するレジパスビル/ソホスブビル併用療法の検
討
第 58 回日本消化器病学会大会(JDDW) 神戸

2016.11

須藤 拓馬,栗原 大典河合 恵美, 河野 直哉, ,芦苅 圭一, 関 志帆子,高橋 昭裕, 千葉 秀幸,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨,

全身状態により胆嚢摘出術が困難な症例に対する内視鏡的胆嚢ステント留置術の有用

性の検討
第 58 回日本消化器病学会大会(JDDW) 神戸

2016.11

芦苅 圭一, 千葉 秀幸,栗原 大典，須藤 拓馬,河野 直哉, 河合 恵美, 関 志帆子,高橋 昭裕,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨

非直腸病変より始める大腸 ESD トレーニングの安全性
第 92 回日本消化器内視鏡学会大会(JDDW) 神戸 2016.11
芦苅 圭一, 千葉 秀幸,栗原 大典，須藤 拓馬,河野 直哉, 河合 恵美, 関 志帆子,高橋 昭裕,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨

当院における肛門管に伸展する直腸病変(Rb-p)に対する ESD の現状
第 92 回日本消化器内視鏡学会大会(JDDW) 神戸 2016.11
千葉 秀幸,栗原 大典，須藤 拓馬, 河合 恵美,河野 直哉, 芦苅 圭一,関 志帆子,高橋 昭裕,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨

4mm 以下の小ポリープに対する Cold snaring polypectomy の有効性
第 92 回日本消化器内視鏡学会大会(JDDW) 神戸 2016.11
栗原 大典，千葉 秀幸,須藤 拓馬, 河合 恵美,河野 直哉, 芦苅 圭一,関 志帆子,高橋 昭裕,
井田 智則, 諸橋 大樹, 佐々木慎，後藤 亨

切除不能胃癌に対する内視鏡的ステント治療の有効性の検討
第 92 回日本消化器内視鏡学会大会(JDDW) 神戸 2016.11
井田 智則,栗原 大典，須藤 拓馬, 河合 恵美, 芦苅 圭一,河野 直哉,関 志帆子,高橋 昭裕,
千葉 秀幸, 諸橋 大樹, 後藤 亨

抗血栓薬内服継続下での内視鏡的乳頭括約筋切開術は出血性偶発症のリスクを増加さ
せるか
第 92 回日本消化器内視鏡学会大会(JDDW) 神戸 2016.11 （優秀演題）

H.Chiba
A new development of treatments for colorectal polyps: Cold polypectomy
The 18th conference of gastroenterological Endoscopy in Shaanxi Province.
China 2016.3
Tomonori Ida, Masahiko Inamori, Toru Goto, Shin Maeda
Japanese

Severe

esophagitis

in

The 15th International Society for Diseases of the Esophagus.
Singapore. 2016.9
H. Chiba, J Tachikawa, M Nishimura, D, Kurihara, T. Suto, M. Kaai, N. Kawano, K.
Ashikari, S. Seki, T. Ida, T. Morohashi, T. Goto
Cold snaring polypectomy is a better procedure for resecting the diminutive colon poly
24th United European Gastrology Week,(UEGW) in Vienna

2016.10

K. Ashikari, H. Chiba, J Tachikawa, M Nishimura, D, Kurihara, T. Suto, M. Kaai, N.
Kawano, S. Seki, T. Ida, T. Morohashi, T. Goto
The validity of colorectal ESD for large colorectal tumors in a general hospita
24th United European Gastrology Week,(UEGW) in Vienna

2016.10

K. Ashikari, H. Chiba, J Tachikawa, M Nishimura, D, Kurihara, T. Suto, M. Kaai, N.
Kawano, S. Seki, T. Ida, T. Morohashi, T. Goto
The validity of three steps learning system of colorectal ESD
24th United European Gastrology Week,(UEGW) in Vienna 2016.10
安

基之、関志帆子、栗原大典、須藤拓馬、河合恵美、河野直哉、芦苅圭一、高橋昭裕、

千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
ソラフェニブ投与にて 4 年超生存した肝細胞癌肺転移の 1 例
第 338 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2016. 2
河合恵美、栗原大典、須藤拓馬、河野直哉、芦苅圭一、高橋昭裕、関志帆子、千葉秀幸、
井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、

経皮経肝的胆道ドレナージチューブの長期留置が内瘻化に有効であった術後胆道閉塞の一
例
第 339 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2016. 5
栗原大典、立川準、西村正基、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、関志帆子、千
葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
虫体 7 体を同時に認め、CRP 高値を示した胃アニサキス症の 1 例
第 340 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2016. 7
西村正基、栗原大典、立川準、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、関志帆子、千
葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、

ALS に対するステロイドパルス療法後に生じた門脈ガス血症（Hepatic portal venous
gas:HPVG）の一例
第 341 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2016. 9
古田菜摘、西村正基、立川準、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、関
志帆子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
腹痛精査にて Segmental arterial mediolysis(SAM)の関与が疑われた 2 症例
第 342 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2016. 12
芦苅圭一、栗原大典、須藤拓馬、河合恵美、河野直哉、関志帆子、千葉秀幸、井田智則、
諸橋大樹、後藤 亨、
エンドトキシン吸着療法を用いた治療が奏功した重症レプトスピラ症の一例
第 624 回日本内科学会関東地方会 東京 2016.6
＜2017 年＞
後藤亨，立川準，西村正基，栗原大典，須藤拓馬，河合恵美，河野直哉，芦苅圭一，中岡
宙子，関志帆子，千葉秀幸，井田智則，諸橋大樹，古出智子，川並義也，横山知子，志和
忠志，
高齢者に対する初発・再発肝細胞癌（HCC）の治療成績
第 103 回日本消化器病学会総会 東京 2017.4
後藤亨，立川準，西村正基，栗原大典，須藤拓馬，河合恵美，河野直哉，芦苅圭一，中岡
宙子，関志帆子，千葉秀幸，井田智則，諸橋大樹，古出智子，川並義也，横山知子，志和
忠志，
RFA 術者の経験症例数と治療成績の関係
第 103 回日本消化器病学会総会 東京 2017.4
立川準、千葉秀幸、後藤

亨、西村正基、栗原大典、須藤拓馬、河野直哉、河合恵美、芦

苅圭一、関志帆子、井田智則、諸橋大樹、
当院における 75 歳以上の高齢者に対する大腸 ESD の検討
第 103 回日本消化器病学会総会 東京 2017.4
西村正基、井田智則、立川準、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、関
志帆子、千葉秀幸、諸橋大樹、後藤亨、
悪性胆道狭窄に対する胆管メタリックステントの検討
第 103 回日本消化器病学会総会 東京 2017.4

千葉秀幸、西村正基、立川準、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、関
志帆子、井田智則、諸橋大樹、後藤亨
大腸 ESD の高度線維化の予測因子の検討
第 93 回 日本消化器内視鏡学会総会 大阪 2017.5
立川準、千葉 秀幸、西村正基、栗原 大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河野直哉、河合恵美、
関志帆子、中岡宙子、井田智則、 諸橋大樹、後藤亨
当院における 80 歳以上の高齢者に対する胃 ESD の検討
第 93 回 日本消化器内視鏡学会総会 大阪 2017.5
芦苅圭一、千葉秀幸、立川準、西村正基、栗原大典、須藤拓馬、河野直哉、河合恵美、関
志帆子、中岡宙子、井 智則、諸橋大樹、後藤亨、坂本 穆彦
診断に苦慮した微小胃癌の 1 例
第 93 回 日本消化器内視鏡学会総会 大阪 2017.5
井田智則、立川準、西村正基、栗原大典、須藤拓馬、河合恵美、芦苅圭一、河野直哉、関
志帆子、中岡宙子、千葉秀幸、諸橋大樹、後藤亨
抗血栓薬内服継続下の内視鏡的乳頭括約筋切開術による出血性偶発症の検討
第 93 回 日本消化器内視鏡学会総会 大阪

2017.5

西村正基、井田智則、立川準、栗原大典、須藤拓馬、河合恵美、芦苅圭一、河野直哉、関
志帆子、中岡宙子、千葉秀幸、諸橋大樹、後藤亨
膵炎を繰り返した 1 例
第 93 回 日本消化器内視鏡学会総会 大阪

2017.

後藤亨，立川準，西村正基，栗原大典，須藤拓馬，河合恵美、河野直哉，芦苅圭一，中岡
宙子，関志帆子，高橋昭裕，千葉秀幸，井田智則，諸橋大樹
C 型肝細胞癌（C-HCC）における抗ウイルス療法の効果
第 53 回日本肝臓学会総会 広島 2017.6
後藤 亨, 立川 準, 西村 正基, 須藤 拓馬, 河合 恵美, 河野 直哉, 芦苅 圭一, 中岡 宙子,
関 志帆子, 千葉 秀幸, 井田 智則, 諸橋 大樹
HCC に対する初回 RFA の難易度と予後の関係
第 12 回日本肝臓学会大会（JDDW） 福岡 2017.10

後藤 亨, 須藤 拓馬, 関 志帆子, 井田 智則, 諸橋 大樹
難治性肝性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注療法（CART）の長期成績
第 12 回日本肝臓学会大会（JDDW） 福岡 2017.10
須藤 拓馬, 西村 正基, 立川 準, 栗原 大典, 河合 恵美, 河野 直哉, 芦苅 圭一, 中岡 宙子,
関 志帆子, 千葉 秀幸, 井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨
RFA 既往例に対する経乳頭的胆道処置の感染への影響
第 59 回日本消化器病学会大会（JDDW） 福岡 2017.10
立川 準, 千葉 秀幸, 西村 正基, 須藤 拓馬, 芦苅 圭一, 河野 直哉, 河合 恵美, 中岡 宙子,
井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨
ESD における初級者施行時の困難因子および経過の検討
第 59 回日本消化器病学会大会（JDDW） 福岡 2017.10
中岡 宙子, 千葉 秀幸, 立川 準, 西村 正基, 栗原 大典, 須藤 拓馬, 芦苅 圭一, 河合 恵美,
河野 直哉, 関 志帆子, 井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨
上部消化管出血における緊急内視鏡施行前の腹部単純 CT 検査の検討
第 94 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW） 福岡

2017.10

選択的胆管挿管困難例に対する乳頭 precut の有用性と安全性の検討
井田 智則, 西村 正基, 立川 準, 栗原 大典, 須藤 拓馬, 河合 恵美, 芦苅 圭一, 河野 直哉,
関 志帆子, 中岡 宙子, 千葉 秀幸, 諸橋 大樹, 後藤 亨
第 94 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW） 福岡

2017.10

30mm 以上の I 型隆起性病変に対する大腸 ESD の特徴
芦苅 圭一, 千葉 秀幸, 立川 準, 西村 正基, 栗原 大典, 須藤 拓馬, 河合 恵美, 河野 直哉,
中岡 宙子, 関 志帆子, 井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨
第 94 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW） 福岡

2017.10

千葉 秀幸, 大圃 研, 立川 準, 西村 正基, 須藤 拓馬, 河合 恵美, 河野 直哉, 芦苅 圭一,
中岡 宙子, 井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨
新型デバイスを用いた大腸 Hybrid ESD
第 94 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW） 福岡

2017.10

当院での上部消化管内視鏡的摘出術 82 例の検討
河合 恵美, 西村 正基, 立川 準, 栗原 大典, 須藤 拓馬, 河野 直哉, 芦苅 圭一, 中岡 宙子,

関 志帆子, 千葉 秀幸, 井田 智則, 諸橋 大樹, 後藤 亨
第 94 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW） 福岡

2017.10

河野直哉、西村正基、立川準、栗原大典、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、関志帆子、千
葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
転移性肝癌に対するラジオ波焼灼療法（RFA）3 週間後に発症した肝動脈仮性動脈瘤破裂の
例
第 343 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2017. 2
須藤拓馬、西村正基、立川準、栗原大典、河合恵美、河野直哉、芦苅圭一、中岡宙子、関
志帆子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
腹部超音波検査を契機に発見され術前診断に難渋した消化管異物の一例
第 344 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2017.5
須藤拓馬、阿南秀征、西村正基、立川準、河合恵美、河野直哉、芦苅圭一、新倉利啓、桑
原洋紀、中岡宙子、関志帆子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
経胃ろう的に側視型内視鏡にて胆道処置を施行し得た例
第 345 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2017.7
阿南秀征、立川準、西村正基、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、新倉利啓、桑
原洋紀、中岡宙子、関志帆子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
消化管出血を来たした胃形質細胞腫に対し、レナリドミド・デキサメタゾン併用療法にて
有効であった一例
第 346 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2017.9
福井

諒、阿南秀征、立川準、西村正基、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、新

倉利啓、桑原洋紀、中岡宙子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
無治療肝癌に細菌性肝膿瘍の合併を認めた例
第 347 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2017.12
＜2018 年＞
後藤亨，新倉利啓，井田智則
市中病院における 3cm3 個以内 HCC 連続 283 例に対する局所治療の成績
第 104 回消化器病学会総会ワークショップ 東京、2018.4
有本純，日暮琢磨，中島淳

大腸 EMR 後の再発率の検討，効率的な大腸スクリーニングを目指して
第 104 回消化器病学会総会ワークショップ 東京、2018.4
後藤亨，阿南秀征，立川準，西村正基，須藤拓馬，新倉利啓，河合恵美，河野直哉，芦苅
圭一，桑原洋紀，中岡宙子，関志帆子，千葉秀幸，井田智則，諸橋大樹，古出智子，川並
義也，横山知子，志和忠志
C 型肝細胞癌治療後に抗ウイルス療法で著効となった症例の予後
第 104 回消化器病学会総会

東京、2018.4

桑原洋紀、千葉秀幸、阿南秀征、立川準、西村正基、須藤拓馬、芦刈圭一、河合恵美、新
倉利啓、河野直哉、中岡宙子、関志帆子、井田智則、諸橋大樹、大圃研、後藤亨
虫垂開口部病変の ESD における細径スコープの有用性
第 95 回消化器内視鏡学会総会ワークショップ 東京、2018.5
立川準、千葉秀幸、後藤亨、阿南秀征、西村正基、須藤拓馬、芦苅圭一、河野直哉、河合
恵美、新倉利啓、桑原洋紀、中岡宙子、関志帆子、井田智則、 諸橋大樹
胃 ESD における線維化予測因子の検討
第 95 回消化器内視鏡学会総会 東京、2018.5
中岡宙子

千葉秀幸

阿南秀征

立川準

西村正基

野直哉 新倉利啓 桑原洋紀 関志帆子 井田智則

須藤拓馬

芦苅圭一

河合恵美

河

諸橋大樹 後藤亨

出血症例に対する緊急内視鏡施行前の腹部単純 CT の有用性の検討
第 95 回消化器内視鏡学会総会 東京、2018.5
芦苅圭一、千葉秀幸、阿南秀征、立川準、西村正基、須藤拓馬、新倉利啓、河合恵美、河
野直哉、桑原洋紀、中岡宙子、関志帆子、井田智則、諸橋大樹、後藤亨
早期食道胃接合部腺癌に対する ESD の妥当性
第 95 回消化器内視鏡学会総会 東京、2018.5
後藤亨、須藤拓馬、新倉利啓，
大腸癌肝転移に対するラジオ波焼灼療法の長期成績
第 54 回日本肝臓学会総会 大阪 2018.6
須藤拓馬、新倉利啓, 井田 智則, 諸橋大樹，後藤亨
Sorafenib 使用例における肝細胞癌の腫瘍マーカー倍加時間の検討
第 54 回日本肝臓学会総会 大阪 2018.6

新倉利啓, 阿南秀征, 立川準, 西村正基, 須藤拓馬, 芦苅圭一, 河合恵美, 河野直哉
中岡宙子, 千葉秀幸, 井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
C 型肝炎に対するインターフェロンフリー療法施行前後の栄養状態についての検討
第 54 回日本肝臓学会総会 大阪 2018.6
Toshihiro Niikura, Tohru Goto
USEFULNESS OF ULTRASOUND FUSION IMAGING IN RADIOFREQUENCY
ABLATION ON HIGH RISK TARGET
The Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) Single Topic
Conference on HCC : Strategy in the New Era Yokohama、2018.5
後藤亨, 須藤拓馬, 新倉利啓, 芦苅圭一, 桑原洋紀, 中岡宙子, 関志帆子, 千葉秀幸, 井田
智則, 諸橋 大樹
EOB-MRI 導入後の肝細胞癌再発サーベイランスの現状
第 22 回日本肝臓学会大会(JDDW2018) 神戸、2018.11
後藤亨, 須藤拓馬, 新倉利啓,関志帆子, 千葉秀幸, 井田 智則, 諸橋 大樹
肝再性能と繊維化，肝機能の関係～RFA 後の壊死部を用いた検討～
第 22 回日本肝臓学会大会(JDDW2018) 神戸、2018.11
立川準, 千葉秀幸, 阿南秀征, 西村正基, 須藤拓馬, 芦苅圭一, 河野直哉, 河合恵美, 新倉利
啓, 桑原洋紀, 高松志帆子, 中岡宙子, 井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
当院における腎不全患者に対する胃 ESD の検討
第 96 回消化器内視鏡学会総会(JDDW2018) (若手奨励賞) 神戸、2018.11
芦苅圭一,千葉秀幸, 阿南秀征, 立川準,西村正基, 須藤拓馬, 新倉利啓,河野直哉, 桑原洋紀,
高松志帆子, 中岡宙子, 井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
大腸 ESD における高度線維化病変の予測因子の検討
第 96 回消化器内視鏡学会総会(JDDW2018) (若手奨励賞) 神戸、2018.11
千葉秀幸, 阿南秀征, 立川準, 西村正基, 須藤拓馬, 新倉利啓,河野直哉, 芦苅圭一,桑原洋紀,
中岡宙子, 関志帆子,井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
大腸 ESD 後出血における緊急内視鏡の臨床的意義の検討
第 96 回消化器内視鏡学会総会(JDDW2018) 神戸、2018.11

中岡宙子,千葉秀幸, 阿南秀征, 立川準, 西村正基, 須藤拓馬,芦苅圭一, 河合恵美, 河野直哉,
新倉利啓, 桑原洋紀, 高松志帆子, 井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
大腸 ESD 施行時のバイタルサイン変動についてのリスク因子検討
第 96 回消化器内視鏡学会総会(JDDW2018) 神戸、2018.11
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Jun Tachikawa, Keiichi Ashikari, Hiroki Kuwabara,
Michiko Nakaoka, Tomonori Ida, Taiki Morohashi, Tohru Goto
Feasibility and safety of “watch and wait strategy” of delayed bleeding after colorectal
endoscopic submucosal dissection: is emergency colonoscopy really needed?
25th United European Gastrology Week,(UEGW) ウィーン、2018.11
Jun Tachikawa, Hideyuki Chiba, Ken Ohata, Jun Arimoto, Hiroki Kuwabara, Michiko
Nakaoka, Tohru Goto
Usefullness of hybrid endoscopic submucosal dissection using multifunctional new
device
25th United European Gastrology Week,(UEGW) ウィーン、2018.11
Jun Tachikawa, Hideyuki Chiba, Ken Ohata, Jun Arimoto, Hiroki Kuwabara, Michiko
Nakaoka, Tohru Goto
The validity of endscopic submucosal dissection with small-caliber endscope for the
lesions spreading to appending
25th United European Gastrology Week,(UEGW) ウィーン、2018.11
海野陽介、阿南秀征、立川準、西村正基、須藤拓馬、芦苅圭一、河合恵美、河野直哉、新
倉利啓、桑原洋紀、中岡宙子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
急性発症した後期高齢者自己免疫肝炎の一例
第 348 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2018.2
桑原洋紀、千葉秀幸、阿南秀征、立川準、西村正基、須藤拓馬、芦苅圭一、新倉利啓、河
野直哉、河合恵美、中岡宙子、関志帆子、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
内視鏡的に整復した成人特発性腸重責の１例
第 349 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2018.5
阿南秀征、立川準、須藤拓馬、有本純、河野直哉、新倉利啓、桑原洋紀、高松志帆子、中
岡宙子、高野幸司、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
筋肉内出血を来たした非代償性肝硬変の１例

第 350 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2018.7
立川準、千葉秀幸、福井諒、阿南秀征、須藤拓馬、河野直哉、新倉利啓、有本純、桑原洋
紀、高松志帆子、中岡宙子、高野幸司、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
大腸内視鏡により診断したズビニ鉤虫の一例
第 351 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2018.9
福井諒、阿南秀征、立川準、須藤拓馬、新倉利啓、有本純、河野直哉、高松志帆子、高野
幸司、桑原洋紀、中岡宙子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤 亨、
上部消化管穿孔を契機に発見された胎児性消化管類似癌の１例
第 352 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2018.12
＜2019 年＞
後藤亨，新倉利啓，高松志帆子

市中病院における肝細胞癌（HCC）サーベイランスにおける目標と超音波検査の位置づけ
第 55 回日本肝臓学会総会パネルディスカッション 東京、2019.5
有本純，千葉秀幸、後藤亨
抗血栓薬複数内服者においても大腸 CSP は安全か？
第 97 回消化器病内視鏡学会総会パネルディスカッション 東京、2019.5
後藤亨，新倉利啓，諸橋大樹
高齢者肝細胞癌における診療断念例の検討
第 105 回日本消化器病学会総会 金沢、2019.5
後藤亨，福井諒、阿南秀征，立川準，須藤拓馬，有本純、新倉利啓，河野直哉，高野幸司，
桑原洋紀，中岡宙子，高松志帆子，千葉秀幸，井田智則，諸橋大樹、川並義也，横山知子，
志和忠志
B 型肝細胞癌の治療成績～C 型との比較検討～
第 105 回日本消化器病学会総会 金沢、2019.5
井田智則，福井諒，阿南秀征，立川準，須藤拓馬，新倉利啓，桑原洋紀，有本純，河野直
哉，髙松志帆子，中岡宙子，高野幸司，千葉秀幸，諸橋大樹，後藤亨
内視鏡的乳頭括約筋切開術の処置中出血と後出血の検討
第 105 回日本消化器病学会総会 金沢、2019.5

桑原洋紀、千葉秀幸, 福井諒, 阿南秀征, 立川準, 須藤拓馬, 有本純, 新倉利啓, 河野直哉,
中岡宙子, 高松志帆子, 高野幸司, 井田智則, 諸橋大樹, 大圃研, 後藤亨
ヨード不染帯を併存しない食道上皮性腫瘍の特徴
第 105 回日本消化器病学会総会 金沢、2019.5
有本純、千葉秀幸、福井諒、折原慎弥、立川準、須藤拓馬、河野直哉、新倉利啓、桑原洋
紀、中岡宙子、井田智則、諸橋大樹、後藤亨
大腸 CSP 施行時における抗血栓薬の取り扱いについての検討
第 105 回日本消化器病学会総会 金沢、2019.5
立川準、千葉秀幸、福井諒、阿南秀征、須藤拓馬、河野直哉、新倉利啓、有本純、桑原洋
紀、高松志帆子、中岡宙子、高野幸司、井田智則、諸橋大樹、後藤亨
肥満症による大腸 ESD への影響に関する検討
第 105 回日本消化器病学会総会 金沢、2019.5
桑原洋紀、千葉秀幸、大圃研
増大する食道 SMT に対して内視鏡的粘膜下腫瘤核出術を施行した症例
第 97 回日本消化器内視鏡学会総会 東京、2019.6
立川準、千葉秀幸、大圃研、福井諒、阿南秀征、須藤拓馬、河野直哉、新倉利啓、有本純、
桑原洋紀、高松志帆子、中岡宙子、高野幸司、井田智則、諸橋大樹、後藤亨
大腸 ESD における SOUTEN snare の有用性についての検討
第 97 回日本消化器内視鏡学会総会 東京、2019.6
千葉秀幸
SOUTEN による大腸内視鏡治療への挑戦 ～EMR・Hybrid そして ESD まで～ ～世界
標準の ESD／EMR を求めて～
第 97 回日本消化器内視鏡学会総会ランチョンセミナー2 東京、2019.5
高松志帆子、須藤拓馬、有本純、新倉利啓、高野幸司、井田智則、諸橋大樹、後藤亨
難治性肝性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注療法（CART)とトルバプタンの併用療法の検
討
第 55 回日本肝臓学会総会 東京、2019.5
後藤亨, 新倉利啓, 諸橋大樹
肝細胞癌予後向上に対する EOB-MRI およびＵＳ-Smart Fusion の寄与

第 23 回日本肝臓学会大会（JDDW2019）ワークショップ 神戸、2019.11
桑原洋紀, 千葉秀幸, 後藤亨
穿孔ゼロを目指した大腸 ESD の指導法について
第 98 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2019）ワークショップ 神戸、2019.11
立川準, 千葉秀幸, 後藤亨
大腸用スコープを用いて止血し得た出血性十二指腸潰瘍の一例
第 98 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2019）ワークショップ 神戸、2019.11
中岡宙子, 千葉秀幸, 阿南秀征, 立川準, 須藤拓馬, 有本純, 河野直哉, 新倉利啓, 桑原洋紀,
高松志帆子, 井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
大腸 T1 癌の治療成績の検討
第 98 回日本消化器内視鏡学会総会（JDDW2019）神戸、2019.11
有本純，千葉秀幸, 福井諒, 折原慎弥, 立川準, 須藤拓馬，,河野直哉, 新倉利啓, 桑原洋紀,
高松志帆子, 中岡宙子,井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
大腸 CSP 後 IPR となる危険因子の検討
第 61 回日本消化器病学会大会（JDDW2019）神戸、2019.11
折原慎弥, 高松志帆子, 福井諒, 阿南秀征, 立川準, 須藤拓馬，有本純，,河野直哉, 新倉利啓,
桑原洋紀, 中岡宙子, 高野幸司, 千葉秀幸,井田智則, 諸橋大樹, 後藤亨
肝性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注療法（CART）とトルバプタン併用例における
CONUT（Controlling Nutritional Status）変法を用いた栄養学的評価の検討第 61 回日本
消化器病学会大会（JDDW2019）神戸、2019.11
新倉利啓、折原慎弥、福井諒、阿南秀征、立川準、須藤拓馬、有本純、河野直哉、桑原洋
紀、高松志帆子、中岡宙子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤

亨、安城芳紀、友成

崇葵、渡辺俊之、坂本俊彦
虫垂腫瘍との鑑別に難渋した回盲部子宮内膜症による腸閉そくの一例
第 354 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2019.4
嘉数朝亮、河野直哉、比嘉愛理、福井諒、折原慎弥、岡田直也、立川準、須藤拓馬、新倉
利啓、有本純、桑原洋紀、中岡宙子、高松志帆子、千葉秀幸、井田智則、諸橋大樹、後藤
亨、安城芳紀、友成崇葵、渡辺俊之、坂本俊彦
出血性ショックをきたした胃アニサキスの 1 例

第 357 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2019.12
3.座長その他
＜2015 年＞
後藤 亨
消化器 座長
日本内科学会関東支部主催第 69 回関東地方会 東京

2015.

＜2016 年＞
後藤 亨
消化器 座長
日本内科学会関東支部主催第 627 回関東地方会 東京 2016.0
千葉秀幸

胃 ESD ハンズオンインストラクター

第 02 回 日本消化器病学会総会 東京 2016

年
大腸 ESD ハンズオンインストラクター

第 9 回

日本消化器内視鏡学会総会 東京

2016 年
全国 TV シンポジウム講演

PPI 抵抗性 GERD への確実なアプローチ

~患者の QOL を UP させるには？～
＜2017 年＞
後藤亨
研修医セッション評価者
第 344 回日本消化器病学会関東支部例会 東京 2017. 5
後藤 亨
消化器 座長
日本内科学会関東支部主催第 637 回関東地方会 東京 2017.1
＜2019 年＞
千葉秀幸
大腸 ESD ハンズオンセミナー インストラクター
第 97 回日本消化器内視鏡学会総会 東京 2019.5

