
業績（発表） 

2021年度 

 

西堀雄一郎, 澤井寛明, 大須賀達也. A case of therapy-related myelodysplasticsyndrome in a patient 

following advanced gastric cancer chemotherapy. 第 94 回日本胃癌学会総会; 2022 年 3 月; 横浜市, 

日本. 

 

西堀雄一郎, 南條望, 影山達也, 岩本陽菜, 伊藤裕貴, 石田亮介, 増田祥子, 谷本直紀, 鍋嶋克

敏, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也. 骨髄癌腫症による DIC を合併した進行胃癌

に対して早期に化学療法を導入し著明な治療効果を得た一例. 日本消化器病学会近畿支部第

116 回例会; 2022 年 2 月; WEB 開催. 

 

源吉駿, 南條望, 影山達也, 岩本陽菜, 伊藤裕貴, 石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏,  

小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也. 胆石性の急性胆管炎・膵炎に合併した肝円索膿

瘍の一例. 日本消化器病学会近畿支部第 116 回例会; 2022 年 2 月; WEB 開催. 

 

南條望, 影山達也, 岩本陽菜, 伊藤裕貴, 石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 小川浩史,  

澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也. 長期にわたり内視鏡的に変化を認めずフォローアップさ

れていた Brunner 腺が癌化した一例. 第 107 回消化管内視鏡学会近畿支部例会; 2021 年 12 月; 

神戸市, 日本. 

 

伊藤裕貴 , 大須賀達也, 伊倉義弘 . 直腸神経内分泌腫瘍に対する endoscopic hemorrhoidal 

ligation (EHL)デバイスを利用した ESMR-L の有効性・安全性について. 第 107 回日本消化器

内視鏡学会近畿支部例会; 2021 年 12 月; 神戸市, 日本. 

 

伊藤裕貴 , 大須賀達也 , 伊倉義弘 . MTX 肝障害病勢評価への肝線維化スコアの有用性 . 

JDDW2021; 2021 年 11 月; 神戸市, 日本. 

 

影山達也, 岩本陽菜, 伊藤裕貴, 増田祥子, 南條望, 石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏,  

小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也. 胆石性腸閉塞に対して、内視鏡的に胆石を採石

し得た一例. 日本消化器病学会近畿支部第 115 回例会; 2021 年 9 月; WEB 開催. 

 

伊藤裕貴, 岩本陽菜, 影山達也, 増田祥子, 南條望, 石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏 

小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也. 肝膿瘍を契機に判明した胆嚢胃瘻の一例. 日本

消化器病学会近畿支部第 115 回例会; 2021 年 9 月; WEB 開催. 

 

岩本陽菜, 影山達也, 伊藤裕貴, 増田祥子, 南條望, 石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 

小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也. 横行結腸軸捻転に対し内視鏡的整復を繰り返し

た 1 例. 日本消化器病学会近畿支部第 115 回例会; 2021 年 9 月; WEB 開催. 

 

増田祥子, 岩本陽菜, 影山達也, 伊藤裕貴, 南條望, 石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 

小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 長谷川和範, 大須賀達也. 直視下に鉗子で砕石を行い治療し

得た胆石イレウスの症例. 日本内科学会第 233 回近畿地方会; 2021 年 9 月; WEB 開催. 

  



業績（発表） 

濱中統親, 金丸薫子, 石田亮介, 谷本直紀, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也. 消化

器症状を主訴とする悪性症候群が呼吸不全や DIC,出血性ショックを来たしショックに至った

1 例. 第 232 回日本内科学会近畿地方会; 2021 年 9 月; WEB 開催. 

 

伊藤裕貴, 岩本陽菜, 影山達也, 増田祥子, 南條望, 石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 

小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 長谷川和範, 大須賀達也. 胃 ESD 後の遅発性穿孔に対してポ

リグルコール酸シートが有効であった一例. 第 106 回日本消化器内視鏡学会近畿支部例会; 

2021 年 7 月; WEB 開催. 

 

石田亮介, 岩本陽菜, 影山達也, 伊藤裕貴, 増田祥子, 南條望, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 

小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 長谷川和範, 大須賀達也. 当院における悪性大腸狭窄に対す

る姑息的大腸ステント留置術の有効性及び安全性の検討. 第 101 回日本消化器内視鏡学会総

会; 2021 年 5 月; WEB 開催. 

  



業績（発表） 

2020年度 

 

伊藤裕貴, 澤井寛明, 石原美崎, 金丸薫子, 増田祥子, 西川浩介, 石田亮介, 谷本直紀, 鍋嶋克

敏, 小川浩史, 角山沙織, 大須賀達也, 長谷川和範, 中島卓利. 診断に難渋した多発リンパ節

転移・膵転移・胆管転移を伴う食道扁平上皮癌の一例. 第 74 回日本食道学会学術集会; 2020

年 12 月; WEB 開催. 

 

 

 

2019年度 

 

Osuga T, Gonda M, Ikura Y, Hasegawa K, Nakashima T. Hepatic portal venous gas: Its clinical features 

and optimal managements. UEGW2019 (United European Gastroenterology Week); 2019 Oct; 

Barcelona, Spain. 

 

金丸薫子, 徳永貴史, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀

達也, 長谷川和範, 中島卓利. 肝粘液性嚢胞性腫瘍（MCN)の一例. 日本消化器病学会近畿支部

第 112 回例会; 2020 年 2 月; 京都市, 日本（中止で誌上発表）. 

 

伊藤裕貴, 鍋嶋克敏, 徳永貴史, 池内愛実, 谷本直紀, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀

達也, 長谷川和範, 中島卓利. 右側結腸に発症した全周性潰瘍性病変を伴う虚血性大腸炎の 1

例. 第 103 回日本消化器内視鏡学会 近畿支部例会; 2020 年 1 月; 大阪市, 日本. 

 

石原美崎, 徳永貴史, 池内愛実, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀

達也, 長谷川和範, 中島卓利. 減感作療法中に発症した好酸球性胃腸炎の 1 例. 第 103 回日本

消化器内視鏡学会 近畿支部例会; 2020 年 1 月; 大阪市, 日本. 

 

徳永貴史, 池内愛美, 谷本直紀, 鍋嶋克敏, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也, 長谷

川和範, 中島卓利. 潰瘍性大腸炎に対して顆粒球除去療法を施行し、化膿性血栓性静脈炎を来

した 1 例. 第 226 回日本内科学会近畿地方会; 2019 年 12 月; 大阪市, 日本. 

 

伊倉義弘, 大須賀達也, 岩井泰博. 慢性肝疾患肝組織中に含まれる血小板検索の意義につい

て. JDDW2019 年 KOBE; 2019 年 11 月; 神戸市, 日本. 

 

谷本直紀, 石田亮介, 池内愛実, 権田真知, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也, 長谷

川和範, 中島卓利. 当院における表在性非乳頭部十二指腸腫瘍 12 例. 第 97 回日本消化器内視

鏡学会; 2019 年 6 月; 東京都, 日本. 

  



業績（発表） 

2018年度 

 

Osuga T, Yoshiyasu K, Yoshida S, Kim SR, Ikura Y. Effects of low-dose aspirin administration on 

cirrhosis-related thrombocytopenia. Digestive Disease Week 2018; 2018 Jun; Washington DC, US. 

 

澤井寛明, 石田亮介, 池内愛美, 谷本直紀, 権田真知, 小川浩史, 角山沙織, 大須賀達也, 長谷

川和範, 中島卓利. 胃癌術後 17 年後に皮膚転移再発を来たし、SOX 療法が奏功した一例. 第

91 回日本胃癌学会総会; 2019 年 2 月; 静岡県, 日本. 

 

池内愛実, 石田亮介, 権田真知, 谷本直紀, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也, 長谷

川和範, 中島卓利. 膵癌の合併が疑われた自己免疫性膵炎の一例. 第 101 回日本消化器内視鏡

学会近畿支部例会; 2018 年 11 月; 大阪市, 日本. 

 

石田亮介, 池内愛実, 谷本直紀, 権田真知, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 大須賀達也, 長谷

川和範, 中島卓利. 偶発的に見つかった空腸異所性膵の一例. 日本消化器病学会近畿支部第

109 回例会; 2018 年 9 月; 大阪市, 日本. 

 

伊倉義弘, 大須賀達也, 原田憲一. 2 型糖尿病に合併する非アルコール性/非ウイルス性肝細胞

癌の臨床病理学的特徴について. 第 54 回日本肝臓学会総会; 2018 年 6 月; 大阪市. 日本. 

 

權田真知, 池内愛実, 谷本直紀, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 中島英信, 大須賀達也, 長谷

川和範, 平野誠一, 中島卓利. 当院で経験した門脈ガス血症の検討. 第 104 回日本消化器病学

会総会; 2018 年 4 月; 東京都, 日本. 

  



業績（発表） 

2017 年度 

 

大須賀達也, 吉田俊太郎, 松澤岳晃, 寺石文則, 大木岳志, 加藤博之, 林史郎, 吉満政義, 坂本

琢, 山口拓也, 吉川雅輝, 堀松高博, 遠藤俊吾, 堀本雅祥, 真崎茂法, 牛込充則, 猪俣雅, 窪田

賢輔, 中村寧, 斉田芳久. 閉塞性大腸癌に対する WallFlex Colonic Stent による緩和的大腸ステ

ント留置術の有効性および安全性の検討. 第 72 回日本大腸肛門病学会学術集会. 2017 年 11

月; 福岡市, 日本. 

 

谷本直紀, 池内愛美, 權田真知, 小川浩史, 澤井寛明, 角山沙織, 中島英信, 大須賀達也, 長谷

川和範, 平野誠一, 中島卓利. EUS-FNA で術前診断し得た膵神経内分泌腫瘍の一例. 第 99 回

日本消化器内視鏡学会近畿支部例会; 2017.年 11 月; 京都市, 日本. 

 

大須賀達也, 伊倉義弘, 原田憲一. 肝細胞癌合併症例からみた現行 NAFLD/NASH 診断基準の

問題点. 第 21 回日本肝臓学会大会; 2017 年 10 月; 福岡市, 日本. 

 

伊倉義弘, 大須賀達也, 原田憲一. 2 型糖尿病と HBｃAｂ陽性は非アルコール性脂肪性肝疾患

関連肝癌の危険因子である. 第 103 回日本消化器病学会総会; 2017 年 4 月; 東京都, 日本. 


