
 

 

 

 

第 38回 

福島県食道癌研究会 

プログラム 

 
【日本消化器内視鏡学会認定専門医制度認定研究会】 

【日本医師会生涯教育講座講習会認定】 

 

 

 

 

 日 時 ： 平成 30年 10月 13日（土） 午後 3時より 

              （午後 2時 20分より世話人会を行います） 

 

 場 所 ： コラッセふくしま 5F「小研修室」 
福島市三河南町 1-20   TEL：024-525-4089 

 
       

 

 

 

＊この研究会は生涯教育制度 2.5単位およびカリキュラムコード【10】チーム医療、【15】臨

床問題解決のプロセス、【21】食欲不振、【25】リンパ節腫脹、【49】嚥下困難 を取得できます。 

＊この研究会は日臨技生涯教育研修専門教科 20点の対象となります。 

＊会則にもとづき、当日参加費として 1,000円を徴収させていただきます 

（医師（専攻医含む）のみ）。 

 

＊一般演題は発表 7分、討論 5分で行わせていただきます。 

 

   

共催  福島県食道癌研究会 

福島県立医科大学医師会 

一般社団法人福島県臨床検査技師会 

  アステラス製薬株式会社 

後援  福 島 県 医 師 会 



 

 
製品紹介 （15:00～15:10） 

『 グラニル酸シクラーゼ C受容体アゴニスト リンゼス錠 』   アステラス製薬株式会社 

 

 

開会の辞：（15：10） 

公立藤田総合病院 外科 消化器病センター センター長 木暮道彦 

先生 

 

 

ミニレクチャー①（15:15～15:35） 

司会：太田西ノ内病院 消化器科 部長 今村秀道 

先生 

 

「 IBS診療の実際 」 

大原綜合病院 消化器内科 加藤恒孝 

先生 

 

 

一般演題①（15:35～16:11 発表７分，討論 5分） 

 

司会：福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科学講座 教授 澁川悟朗

 先生 

福島県立医科大学医学部 消化管外科学講座 講師 佐瀬善一郎 先生 

 

1，『当院における食道表在癌に対する内視鏡治療の現状』 

太田西ノ内病院 消化器内科 

○間 浩正、猪狩 剛、柳田 拓実、橋本 健明、今村 秀道、迎 愼二 

 

2，『化学放射線療法後再発食道癌に対して内視鏡的光線力学療法（PDT） 

を施行した 1例』 

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部 1) 

福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座 2) 

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科 3) 

福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講座 4) 

○橋本 陽 1)2)，引地拓人 1)，渡辺 晃 1)2)，中村 純 1)2)，高木忠之 2)， 

鈴木 玲 2)，杉本 充 2)，紺野直紀 2)，高住美香 2)，佐藤雄紀 2)，入江大樹 2)， 

舟窪 彰 2)，矢野友規 3)，小原勝敏 4)，大平弘正 2) 
 

3, 『食道アカラシアに合併した表在型食道癌の一手術例』 

福島県立医科大学医学部 消化管外科学講座 

○遠藤 英成、多田 武志、権田 憲士、氏家 大輔、楡井 東、青砥 慶太、 

渡辺 洋平、花山 寛之、門馬 智之、佐瀬 善一郎、大木 進司、河野 浩二 



 

 
 
 
 
 
ミニレクチャー② （16:11～16:31） 

司会：福島県立医科大学附属病院  内視鏡診療部 部長・准教授 引地拓人 

先生 

 

「 表在型食道癌の内視鏡診断について 」 

総合南東北病院 消化器センター内視鏡室 室長 濱田晃市 

先生 

 
 
 

～コーヒーブレイク～ 
 
 
 

 

特別講演（16:45～17:45） 

 

司会：福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講
座 

教授 小原勝敏先生 

 

『食道癌治療における最新の鏡視下手術』 

福島県立医科大学医学部 消化管外科学講

座  

               主任教授 河野浩二 

先生 

 

 

閉会の辞：（17：45） 

福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座  講師 高木忠之 先

生 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［福島県食道癌研究会組織］ 
 

 

顧 問：福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座        大平 弘正  

 

代表世話人：福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講座 小原 勝敏  

福島県立医科大学医学部 消化管外科学講座       河野 浩二 

 

 

世話人：公立藤田総合病院 消化器科                        近藤 祐一郎 

公立藤田総合病院 外科・消化器病センター           木暮 道彦  

福島赤十字病院 外科                                遠藤 豪一  

大原綜合病院 胃腸科                               石幡 良一  

福島西部病院 内科                               奥秋 興寿  

さとう胃腸科内科                                  佐藤 匡記  

太田西ノ内病院 外科                               山﨑 繁 

太田西ノ内病院 消化器科                           今村 秀道 

総合南東北病院 外科                               寺西 寧   

総合南東北病院 消化器内科                        濱田 晃市 

公立岩瀬病院 消化器内科                           国分 政樹  

公立相馬総合病院 消化器科                         髙橋 裕太  

福島労災病院 消化器科                             江尻 豊   

福島労災病院 外科                                武藤 淳   

ときわ会常磐病院 外科                             江尻 友三  

会津中央病院 健診センター                         千葉 惇   

福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科学講座 渋川 悟朗 

福島県立医科大学医学部 消化管外科学講座            大木 進司  

福島県立医科大学医学部 消化管外科学講座            佐瀬 善一郎 

福島県立医科大学医学部 消化器内科学講座            高木 忠之  

福島県立医科大学 消化器内視鏡先端医療支援講座      齋藤 行世 

福島県立医科大学医学部 放射線腫瘍学講座            佐藤 久志  

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部              渡辺 晃   

福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部              中村 純   



 

 

監 事：済生会福島総合病院 外科             井上 仁   

公立藤田総合病院 消化器科        近藤 祐一郎 

 

事務局：福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部            引地 拓人  
 


