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デオスコープ(EBUS)を用いEUS-FNAを施行した食道癌リンパ節転移の1例. 第204回日本消化器病学会東北支

部例会・160回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20180202-03; 仙台. 
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第14回日本消化管学会総会学術集会; 20180209-11; 東京. 
 
渡辺 晃, 引地拓人, 杉本 充, 紺野直紀, 藁谷雄一, 浅間宏之, 高木忠之. 肝硬変患者の食道静脈瘤に対す

る内視鏡的硬化療法におけるミダゾラムおよびプロポフォールによる鎮静の無作為ランダム化比較試験. 第14回

日本消化管学会総会学術集会; 20180209-11; 東京. 
 
入江大樹, 渡辺 晃, 引地拓人, 中村 純, 菊地 眸, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美

香, 佐藤雄紀, 小原勝敏, 大平弘正. 悪性食道狭窄に対するOTSCを用いた食道ステント留置術. 第14回日本

消化管学会総会学術集会; 20180209-11; 東京. 
 
綿引 優, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 菊地 眸, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 佐藤雄

紀, 小原勝敏, 大平弘正. 経時的な形態変化を観察しえた胃炎症性線維状ポリープの1例. 第14回日本消化管学

会総会学術集会; 20180209-11; 東京. 
 
花山寛之, 佐瀬善一郎, 門馬智之, 大木進司, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 多田武志, 早瀬 傑, 権田

憲士, 菊地 眸, 中村 純, 渡辺 晃, 引地拓人, 河野浩二. 当院における胃GISTに対する腹腔鏡・内視鏡

合同手術(LECS)の検討. 第90回日本胃癌学会総会; 20180307-09; 横浜. 
 
持丸友昭, 石幡良一, 加藤恒孝, 大平俊一郎, 菊田佳子, 橋本 陽, 引地拓人. Ball valve syndrome(BVS)に
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より出血を来した胃GISTの1例. 第90回日本胃癌学会総会; 20180307-09; 横浜. 
 
渡辺 晃, 引地拓人, 中村 純, 菊地 眸, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄

紀, 入江大樹, 小原勝敏, 大平弘正. 胃管癌に対するESDの検討. 第90回日本胃癌学会総会; 20180307-09; 横
浜. 
 
渡辺 晃, 引地拓人, 中村 純, 菊地 眸, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄

紀, 入江大樹, 小原勝敏, 大平弘正. 診断から6か月以降にESDを施行された早期胃癌症例の検討. 第95回日

本消化器内視鏡学会総会; 20180511; 東京. 
 
中村 純, 引地拓人, 大平弘正. 福島市における対策型胃がん内視鏡検診の現状と新たな取り組み. 第95回日本

消化器内視鏡学会総会; 20180512; 東京. 
 
引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 橋本 陽, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄

紀, 入江大樹, 舟窪 彰, 大平弘正, 小原勝敏, 矢野友規. 食道癌に対する内視鏡的光線力学療法(PDT). 第42
回福島県消化器治療内視鏡研究会; 20180616; 郡山. 
 
中村 純, 引地拓人, 渡辺 晃, 橋本 陽, 大平弘正. 食道アカラシアに対する内視鏡下筋層切開術(POEM)の
有用性と安全性. 第161回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20180707; 仙台. プログラム・抄録集. 54. 
 
橋本 陽, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄

紀, 入澤大樹, 舟窪 彰, 矢野友規, 小原勝敏, 大平弘正. 化学放射線療法後再発食道癌に対して光線力学療法

(PDT)を施行した一例. 第161回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20180707; 仙台. プログラム・抄録集. 84. 
 
入江大樹, 杉本 充, 高木忠之, 鈴木 玲, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 渡辺 晃, 中村 純, 髙住美香, 橋本 

陽, 引地拓人, 大平弘正. 当院における内視鏡的乳頭切除術の現況. 第161回日本消化器内視鏡学会東北支部例

会; 20180707; 仙台. 
 
大久保義徳, 渡辺 晃, 引地拓人, 中村 純, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 橋本 

陽, 入江大樹, 木村 隆, 見城 明, 丸橋 繁, 小原勝敏, 大平弘正. ポリグリコール酸シート被覆術により

治療し得た難治性十二指腸潰瘍穿孔の一例. 第161回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20180707; 仙台. 
 
佐藤雄紀, 紺野直紀, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 入江大樹, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 髙住美

香, 橋本 陽, 小原勝敏, 大平弘正. 膵癌による十二指腸狭窄に対し十二指腸ステント留置後の再度胆管金属ス

テントを留置した1例. 第161回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20180707; 仙台. 
 
髙住美香, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 大平弘正. 抗凝固薬服用者における胃ESD後出血の検討. 第161
回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20180707; 仙台. 
 
高木忠之, 引地拓人, 鈴木 玲, 杉本 充, 渡辺 晃, 中村 純, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 入江大樹, 髙住美

香, 今村秀道, 小原勝敏, 大平弘正. 胆管空腸吻合部静脈瘤5例の臨床的特徴. 第25回日本門脈圧亢進症学会総

会; 20180920-21; 大阪. 
 
紺野直紀, 引地拓人, 小原勝敏. 胃静脈瘤に対する内視鏡治療～HA®/EO併用法～. 第25回日本門脈圧亢進症
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学会総会; 20180920-21; 大阪. 
 
渡辺 晃, 引地拓人, 中村 純, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄紀, 橋本 

陽, 入江大樹, 清水裕史, 田中秀明, 大平弘正, 小原勝敏. 食道静脈瘤に対して内視鏡的硬化療法を施行した乳

児の2例. 第25回日本門脈圧亢進症学会総会; 20180920-21; 大阪. 
 
入江大樹, 渡辺 晃, 引地拓人, 高木忠之, 鈴木 玲, 中村 純, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄

紀, 橋本 陽, 大平弘正, 小原勝敏. 原発性胆汁性胆管炎患者にみられたS状結腸術後吻合部静脈瘤の一例. 第
25回日本門脈圧亢進症学会総会; 20180920-21; 大阪. 
 
橋本 陽, 高木忠之, 渡辺 晃, 鈴木 玲, 中村 純, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄紀, 入江大

樹, 引地拓人, 大平弘正, 小原勝敏.食道静脈瘤治療後の肝外門脈閉塞症に胆管静脈瘤を発症した一例. 第25回

日本門脈圧亢進症学会総会; 20180921; 大阪. 日本門脈圧亢進症学会雑誌. 24(3):172. 
 
中村 純. 食道アカラシア診療の実際 －POEMから術後GERDへの対応を含めて－. 相馬郡消化器フォーラム

2018; 20180922; 相馬. 
 
橋本 陽, 引地拓人, 中村 純, 渡辺 晃, 菊地 眸, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美

香, 佐藤雄紀, 入江大樹, 小原勝敏, 大平弘正. ESDを施行された脈管侵襲陽性粘膜内胃癌の臨床的特徴と予

後. 第96回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW 2018); 20181101; 神戸. Gastroenterological Endoscopy. 
60(Suppl.2):2065. 
 
入江大樹, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 渡辺 晃, 中村 純, 髙住美香, 引地拓

人, 丸橋 繁, 大平弘正. 当院での外傷性膵損傷における内視鏡治療経験. JDDW2018; 20181101-04; 神戸. 
 
紺野直紀, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 佐藤雄紀, 入江大樹, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 髙住美

香, 大平弘正. ERCP後膵炎のリスクと早期診断における血清膵型アミラーゼ測定の有用性の検討. JDDW2018; 
20181101-04; 神戸. 
 
佐藤雄紀, 鈴木 玲, 高木忠之, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 入江大

樹, 小原勝敏, 大平弘正. 悪性消化管狭窄に対する十二指腸ステント留置についての検討. JDDW2018; 
20181101-04; 神戸. 
 
鈴木 玲, 高木忠之, 杉本 充, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 入江大樹, 渡辺 晃, 中村 純, 髙住美香, 引地拓

人, 大平弘正. 切除不能膵癌における予後予測因子としての筋肉量についての意義の検討. JDDW2018; 
20181101-04; 神戸. 
 
中村 純, 引地拓人, 大平弘正. 福島市における対策型胃がん内視鏡検診の現状と新たな取り組み. JDDW2018; 
20181101-04; 神戸. 
 
渡辺 晃, 引地拓人, 小原勝敏. 肝硬変患者の食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法におけるミダゾラムおよび

プロポフォールによる鎮静の無作為ランダム化比較試験. JDDW2018; 20181101-04; 神戸. 
 
引地拓人. 早期食道癌・早期胃癌に対する内視鏡治療－適応と手技の基本－. 第30回日本消化器内視鏡学会東北

－516－



セミナー; 20181118; 山形. セミナーテキスト. 31. 
 
渡辺 晃. 当科における胃癌化学療法の現状. いわき胃癌化学療法談話会; 20181128; いわき. 
 
〔シンポジウム〕 
 
中村 純, 引地拓人, 渡辺 晃, 菊地 眸, 大平弘正. 食道アカラシアに対する内視鏡的筋層切開術(POEM)の
有用性. 第204回日本消化器病学会東北支部例会・第160回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20180203; 仙台. 
プログラム・抄録集. 69. 
 
中村 純, 引地拓人, 大平弘正, 福島市胃がん検診読影委員会. 胃がん内視鏡検診の現状と工夫 福島市にお

ける対策型胃がん内視鏡検診の現状と新たな取り組み. 第95回日本消化器内視鏡学会総会; 20180512; 東京. 
Gastroenterological Endoscopy. 60(Suppl.1):627. 
 
〔特別講演〕 
 
引地拓人. 早期胃癌・表在型食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剝離術(ESD)～医師にもメディカルスタッフにも知

っておいてほしいこと，やっておいてほしいこと～. 郡山内視鏡治療を考える会; 20180111; 郡山. 
 
引地拓人. 上部消化管出血の現状ならびに内視鏡診療における抗血栓薬服用者への対応. 循環器・消化器Joint 
Forum; 20180223; 福島. 
 
渡辺 晃. 抗血栓薬服用者における上部消化管出血と内視鏡治療の現状. 脳卒中協会学術講演会; 20180301; 福島. 
 
引地拓人. 経口挿入による上部消化管内視鏡検査の撮り方の基本と前処置の工夫. 胃がん検診内視鏡検査従事者講

習会; 20180324; 郡山. 
 
引地拓人. 便秘症に対する治療薬の選択. 持田製薬勉強会; 20180424; 福島. 
 
引地拓人. 胃食道逆流症に対する治療法の選択～ボノプラザンの有用性と内視鏡治療の話題～. 会津若松消化器病

学術講演会; 20180427; 会津若松. 
 
引地拓人. 上部消化管病変における内視鏡治療のちょっとした工夫～腫瘍を中心に，アカラシアも～. 仙台市学術

講演会; 20180524; 仙台. 
 
渡辺 晃. 胃癌の化学療法. 大鵬薬品工業株式会社 社内勉強会; 20180524; 福島. 
 
引地拓人. 胃食道逆流症(GERD)に対する治療法の薬物療法と内視鏡治療の新展開. GI Conference in Kushiro; 
20180525; 釧路. 
 
引地拓人. ピロリ全除菌時代における胃がんを見逃さない内視鏡検査の観察・撮影方法～見逃し症例，ピロリ菌の

未感染や除菌後の症例をふまえて～. 相馬市新地町胃癌施設検診研究会特別講演会; 20180629; 相馬. 
 
引地拓人. 医師以外のメディカルスタッフも知っておくべきピロリ菌感染胃炎の知識～感染診断や除菌治療もふく
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めて～. 第56回日本消化器がん検診学会東北地方会 第15回保健衛生研修委員会研修会; 20180706; 仙台. 
 
引地拓人. 消化器内視鏡診療における抗血栓薬服用者への対応. 第34回福島県消化器内視鏡技師研究会; 
20180818; 福島. 
 
渡辺 晃. 内視鏡診療の基本戦略とリスクマネージメント～福島医大で学んだ事とやってきた事～. 福島労災病院

勉強会; 20180824; いわき. 
 
引地拓人. ピロリ菌感染胃炎の知識～感染診断や除菌治療もふくめて～. 福島赤十字病院院内勉強会; 20180914; 
福島. 
 
引地拓人. 早期胃癌のESDにおけるミンクリアの有用性. ミンクリア全国Web講演会; 20180927; 東京. 
 
引地拓人. 早期胃がんの内視鏡手術～検診で症状がないうちに見つかれば，お腹を切らずに治せます～. 第18回

福島県医師会健康づくりフェスティバル; 20181014; 福島. 
 
引地拓人. 消化器内視鏡診療における抗血栓薬服用者への対応～学会ガイドラインならびに福島医大病院内視鏡診

療部での取り組み. 抗血栓療法セミナー; 20181116; 福島. 
 
渡辺 晃. 胃がんの化学療法. 「福島県地域医療介護総合確保基金事業におけるがん診療連携拠点病院の調剤薬局

薬剤師研修支援事業」福島県立医科大学附属病院調剤薬局薬剤師研修; 20181122; 福島. 
 
〔その他〕 
 
中村 純. 食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋層切開術用新規デバイスの開発. 第7回医工連携マッチング例

会・次世代医療システム産業化フォーラム2017; 20180119; 京都. 
 
橋本 陽. 当院における胃ESD後のセカンドルックEGDの現状～PPI投与に伴う胃病変の病理学的検討～. 第
26回福島ESDクラブ; 20180120; 福島. 
 
引地拓人, 藁谷雄一, 根本大樹, 河原祥朗, 石田浩徳. 最前線の消化器内視鏡 拾い上げと精査～ここまでいた

画像強調観察の現状とその可能性 内視鏡検診における. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2018 in 福島; 
20180407; 福島. 
 
橋本 陽, 引地拓人, 中村 純, 渡辺 晃, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 菊地 眸, 髙住美

香, 佐藤雄紀, 入江大樹, 小原勝敏, 大平弘正. 食道・胃腫瘍のESDにおける工夫－安全で確実なESDのた

めに－. 第42回福島県消化器治療内視鏡研究会; 20180616; 郡山. 
 
橋本 陽. ハンズオンレクチャー. 福島医大消化器内科 消化器セミナー2018～内視鏡ハンズオン～; 20180623; 
福島. 
 
橋本 陽, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 髙住美香, 佐藤雄

紀, 入江大樹, 舟窪 彰, 矢野友規, 小原勝敏, 大平弘正. 化学放射線療法後再発食道癌に対して光線力学療法

(PDT)を施行した1例. 第38回福島県食道癌研究会; 20181013; 福島. 
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