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203回日本消化器病学会東北支部例会・第159回日本消化器内視鏡学会東北支部例会; 20170630; 盛岡. プログラ

ム・抄録集. 62. 
 
紺野直紀, 小原勝敏, 引地拓人. 胃静脈瘤のEIS～我々はこうしている～. 第24回日本門脈圧亢進症学会総会; 
20170915; 東京. プログラム・抄録集. 115. 
 
中村 純, 引地拓人, 大平弘正. 対策型胃がん検診における内視鏡検診の現状と課題. 第59回日本消化器病学会

大会; 20171013; 福岡. 日本消化器病学会雑誌. 114(臨増):A644. 
 
鈴木 玲, 高木忠之, 引地拓人, 杉本 充, 紺野直紀, 渡辺 晃, 中村 純, 菊地 眸, 丸橋 繁, 大平弘

正. 膵管内乳頭状粘液性腫瘍の良悪性鑑別法の検討. 第59回日本消化器病学会大会; 20171013; 福岡. 日本消化器

病学会雑誌. 114(臨増):A778. 
 
〔特別講演〕 
 
引地拓人. 胃がん検診における内視鏡の撮り方. 田村地方胃がん検診施設検診研修会; 20170120; 田村. 
 
引地拓人. ハンズオントレーニング. 第3回東北GIイノベーション・ESD/EMRハンズオントレーニング; 
20170225; 仙台. 
 
引地拓人. 胃がん検診における見逃しのない内視鏡の撮り方～福島市胃がん検診の現状と内視鏡治療をふくめて
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～. 胃がん検診内視鏡検査従事者講習会; 20170325; 郡山. 
 
引地拓人. 消化管病変（消化管腫瘍・胃食道逆流症）に対する内視鏡治療の最前線～ボノプラザンの使用経験をま

じえて～. 宮古医師会学術講演会; 20170426; 宮古. 
 
引地拓人. 消化管病変（腫瘍，胃食道逆流症，静脈瘤）に対する内視鏡治療の最前線～ボノプラザンの使用経験を

まじえて～. 第1回佐久消化器病カンファランス; 20170601; 佐久. 
 
引地拓人. いま, 消化管内視鏡で, ここまで治療をできる～腫瘍からGERDまで～. 第40回DCクラブ; 
20170612; 福島. 
 
引地拓人. 消化管内視鏡の最前線. 福島赤十字病院レクチャー; 20170707; 福島. 
 
引地拓人. 胃がん撲滅のために消化器内視鏡医がやるべきこと～内視鏡検診, ピロリ除菌, そしてESD. 宇都宮医

師会学術講演会; 20170711; 宇都宮. 
 
引地拓人. ピロリ菌除菌後・未感染症例における胃癌の内視鏡診断. 郡山消化器病研究会; 20170720; 郡山. 
 
引地拓人. 内視鏡で, 胃袋はこう見える. 第2回東北消化管造影懇話会; 20170722; 仙台. 
 
引地拓人. 消化管疾患に対する内視鏡治療の最前線～腫瘍からGERDまで～. 相馬地区消化器病研究会; 
20170908; 相馬. 
 
引地拓人. GERDに対する薬物療法と内視鏡治療の新展開～ボノプラザンの有用性～. 消化器疾患研究会; 
20170912; 仙台. 
 
引地拓人. ピロリ菌と胃がん. 平成29年度第26回会津若松市市民健康教室; 20170917; 会津若松. 
 
引地拓人. ESDにおける安全治療戦略～偶発症対策～. 第8回広島EMR/ESDハンズオンセミナー; 20170930; 
広島. 
 
引地拓人. ハンズオン・トレーニング講師. 第8回広島EMR/ESDハンズオンセミナー; 20170930; 広島. 
 
引地拓人. ミンクリアによる早期胃癌の診断・治療における有用性. JDDW2017ブレックファーストセミナー; 
20171013; 福岡. 
 
引地拓人. 胃腫瘍に対する内視鏡治療の基本とトピックス. 第 19回日本消化器病学会東北支部教育講演会; 
20171112; 盛岡. 
 
引地拓人. 消化管疾患に対する内視鏡治療の最前線～機能性ディスペプシアの治療を含めて～. 第25回福島内科

フォーラム; 20171118; 福島. 
 
〔その他〕 
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渡辺 晃. 肝硬変と食道・胃静脈瘤. あすか製薬社内勉強会; 20170118; 福島. 
 
中村 純. 食道アカラシアの診断と内視鏡治療の実際－福島医大におけるアカラシア治療の現状－. 須賀川市消化

器病研究会; 20170302; 須賀川. 
 
舟窪 彰, 藤原達雄, 片倉響子, 郡司直彦, 横川綾希, 川島一公, 引地拓人, 喜古雄一郎, 大平弘正. 下部

消化管内視鏡を契機に診断された IgG4関連疾患の一例. 第20回福島県腸疾患研究会; 20170311; 福島. 
 
中村 純, 引地拓人, 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, 小原勝敏, 大平弘正. 内視鏡の撮り方，方法，注意点. 第 357回福島消化器病研究会; 20170519; 福島. 
 
中村 純, 引地拓人, 渡辺 晃, 菊地 眸, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 髙住美

香, 小原勝敏, 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)における工夫 メディカルスタ

ッフにも知ってほしいこと. 第41回福島県消化器治療内視鏡研究会; 20170610; 郡山. 第41回福島県消化器治療

内視鏡研究会会誌. 8. 
 
佐藤雄紀, 高木忠之, 引地拓人, 鈴木 玲, 渡辺 晃, 中村 純, 杉本 充, 紺野直紀, 菊地 眸, 浅間宏

之, 髙住美香, 入江大樹, 小原勝敏, 芳賀かおり, 横山早苗, 国分政樹, 大平弘正. ERCPにおける身体保護

固定法の検討. 第41回福島県消化器治療内視鏡研究会; 20170610; 郡山. 第41回福島県消化器治療内視鏡研究会

会誌. 10. 
 
引地拓人. 抗凝固療法下の緊急手術／侵襲的処置. 県北地区・抗凝固療法講演会～Meet the expert conference; 
20170628; 福島. 
 
中村 純. 食道アカラシアに対するPOEM（内視鏡的筋層切開術：Per-Oral Endoscopic Myotomy）について. 
タケキャブ錠発売2周年記念講演会; 20170802; 福島. 
 
中村 純. 食道ESD後狭窄・吻合部狭窄への対応. 第37回福島県食道癌研究会; 20170909; 福島. 
 
髙畑陽介, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 菊地 

眸, 大平弘正. リコモジュリン®(rTM)が奏効した慢性腎不全合併急性胆管炎の1例. 福島消化器疾患セミナー; 
20170912; 福島. 
 
紺野直紀, 小原勝敏, 引地拓人, 高木忠之, 鈴木 玲, 渡辺 晃, 中村 純, 杉本 充, 菊地 眸, 髙住美

香, 佐藤雄紀, 入江大樹, 大平弘正. 胃静脈瘤に対するEISの治療成績. 第1回東北門脈圧亢進症研究会; 
20170930; 福島. 
 
藁谷雄一, 中村 純, 菅野有紀子. 症例提示. 第25回福島ESDクラブ; 20170930; 福島. 
 
引地拓人. 浜通り地区への想い～震災からの復興を願って～. 浜通り消化器フォーラム2017; 20171021; 相馬. 
 
栁田拓実, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 純, 菊地 眸, 藁谷雄一, 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, 大島康嘉, 渡辺一男, 橋本優子, 小原勝敏, 大平弘正. EUS-FNAが診

断に有用であった粘膜下腫瘍形態を呈したEBウイルス関連胃癌の1例. 第21回福島県超音波内視鏡研究会; 
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20171111; 福島. 
 
猪狩 剛, 高木忠之, 鈴木 玲, 杉本 充, 紺野直紀, 佐藤雄紀, 入江大樹, 引地拓人, 渡辺 晃, 中村 

純, 菊地 眸, 髙住美香, 髙畑陽介, 河野浩二, 小原勝敏, 大平弘正. 胃管皮膚瘻から超音波気管支ファイバ

ービデオスコープ(EBUS)を用いEUS-FNAを施行した食道癌リンパ節転移の1例. 第21回福島県超音波内視鏡

研究会; 20171111; 福島. 
 
中村 純. 胃癌・胃粘膜下腫瘍のEUS診断（EUS-FNAを含めて）. 第21回福島県超音波内視鏡研究会; 
20171111; 福島. 
 
中村 純. 食道運動機能障害の診断と治療. 第29回日本消化器内視鏡学会東北セミナー; 20171126; 福島. 
 
渡辺 晃. 食道胃静脈瘤の内視鏡治療の実際. 第29回日本消化器内視鏡学会東北セミナー; 20171126; 福島. 
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〔研究発表〕 
 
石川佑樹, 今野秀胤, 佐藤大暉, 吉田京香, 阿部勇飛, 半澤 翔, 佐々木紀尚, 清野泰司, 荒 宏樹, 福原

之博, 佐藤貴美絵, 出羽 仁. 当施設の回収式自己血輸血業務. 福島県臨床工学技士会平成28年度学術大会; 
20170326; 郡山. 
 
吉田京香. 小児のターミナル患者に対しての血液浄化療法の経験. 福島県臨床工学技士会平成28年度学術大会; 
20170326; 郡山. 
 
今野秀胤, 佐藤大暉, 吉田京香, 阿部勇飛, 半澤 翔, 佐々木紀尚, 清野泰司, 荒 宏樹, 福原之博, 佐藤

貴美絵, 出羽 仁. メラFHPエクセランの使用経験. 日本体外循環技術医学会第36回東北地方会大会; 
20170708; 仙台. 
 
佐々木紀尚, 今野秀胤, 半澤 翔, 清野泰司, 荒 宏樹, 佐藤 梓, 福原之博, 佐藤貴美絵, 出羽 仁. 植
込型補助人工心臓実施施設認定への取り組み. 日本体外循環技術医学会第36回東北地方会大会; 20170708; 仙台. 
 
佐藤大暉, 吉田京香, 石川佑樹, 佐々木紀尚, 清野泰司, 荒 宏樹, 遠藤綾子, 福原之博, 佐藤 梓, 佐藤

貴美絵, 出羽 仁. 在宅医療機器管理への臨床工学技士の関わり. 第4回北海道・東北臨床工学会; 20171014; 仙
台. 




