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学会発表 

 

中澤敦、西井まみか、阿部善彦、星野舞、水野慎大、岸野竜平、酒井元、泉谷幹子、船越信介、

日比紀文、金井隆典、塚田信廣。高容量の生菌製剤の併用が有効であった 5ASA抵抗性潰瘍性

大腸炎患者における腸内フローラの検討。 

第 101回日本消化器病学会総会  ２０１５年４月２４日 仙台 

 

岸野竜平、中澤敦、大原まみか、阿部善彦、星野舞、水野慎大、酒井元、泉谷幹子、船越信介、

塚田信廣。新規大腸鏡前処置薬のモビプレップの受容性、有用性の検討 

第 101 回日本消化器病学会総会  ２０１５年４月２４日 仙台 

 

小川 歩、中澤 敦、西井 まみか、阿部 善彦、星野 舞、酒井 元、岸野 竜平、船

越 信介、塚田 信廣、廣瀬茂道 

イレウスで発症してインフリキシマブ(IFX) 導入後に手術となり、術後 IFX の維持投与を

行っているクローン病の 1 例 

第 614 回日本内科学会関東地方会  ２０１5年 5月 9日 東京 

 

星野 舞、酒井 元、松﨑 潤太郎、小川 歩、田沼 浩太、西井 まみか、阿部 善彦、

三枝 慶一郎、水野 慎大、岸野 竜平、船越 信介、中澤 敦、塚田 信廣、陳 科栄、

安岡 秀剛、向井 清 

分類不能型結合組織病と IgG4 陽性の皮疹を合併した未分化食道癌の一例 

第 334回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１5年５月２３日 東京 

 

川口雅功、石川 達、田原利行、野ツ俣和夫、藤岡真一、島 俊英、堀池典生、福嶋博文、

塚田信廣、近澤秀人、乾あやの、宮岡弘明、長野具雄、伊藤博之、堀江 裕、恩地森一、

岡上 武、全国済生会肝臓共同研究グループ：C型慢性肝炎に対する Peg-IFN/RBV/SMV併用

療法の有用性の検討—市中病院による多施設共同研究—。第５１回日本肝臓学会総会。平成

２７年５月２１−２２日。熊本 

 

海老沼浩利、中本伸宏、岡村幸重、田原利行、小松弘一、塚田信廣、玉井博修、堀江義則、

常松 令、斎藤英胤、金井隆典： 肝線維化進展 C型肝炎症例に対する治療対策ーシメプ

レビル三剤併用療法の治療成績からみた限界と経口剤治療への期待。第５１回日本肝臓学

会総会。平成２７年５月２１−２２日。熊本 



岸野竜平、岩崎栄典、大原まみか、阿部善彦、星野舞、水野慎大、酒井元、泉谷幹子、船越信介、

中澤敦、塚田信廣 

当院における超高齢者に対する胆石性胆管炎の ERCP の検討 

第 89回日本消化器内視鏡学会総会 2015年 5月 30日 名古屋 

 

中園 実、阿部 善彦, 船越 信介, 西井 まみか, 星野 舞, 水野 慎太, 岸野 竜平,  

酒井 元, 泉谷 幹子, 中澤 敦, 塚田 信廣 

FOLFIRI にて間質性肺炎を発症した切除不能進行再発大腸癌に対してパニツムマブが奏功

した一例 

慶應義塾大学消化器内科 春季学術講演会 ２０１5年６月１６日 東京 

 

阿部 善彦、船越 信介、田沼 浩太、小川 歩、西井 まみか、星野 舞、三枝 慶一

郎、岸野 竜平、酒井 元、中澤 敦、塚田 信廣 

ＦＯＬＦＩＲＩＮＯＸ投与中に後腹膜気腫および間質性肺炎を発症した切除不能進行膵癌の一例 

第１３回日本臨床腫瘍学会 ２０１5年 7月 16日 札幌 

 

田沼 浩太、三枝 慶一郎、小川 歩、西井 まみか、町田雄二郎、阿部 善彦、星野 舞、

岸野 竜平、酒井 元、船越 信介、中澤 敦、塚田 信廣 

保存的加療が奏功した Groove pancreatitis の一例  

第 335回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１5年 7月 18日 東京 

 

徐 千恵子、小川 歩、田沼 浩太、西井 まみか、阿部 善彦、星野 舞、三枝 慶一

郎、岸野 竜平、酒井 元、船越 信介、中澤 敦、塚田 信廣 

特徴的な画像所見を呈して、ドレナージ後に狭窄を合併して手術を施行された結腸漿膜下

膿瘍の 1 例  

第 336回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１5年 9月 26日 東京 

 

西井まみか、中澤敦, 阿部善彦, 星野舞, 酒井元, 岸野竜平, 船越信介, 金田 智, 塚田信廣 

当院で経験した大腸憩室出血に対するバリウム充填療法の治療効果の検討 

第５７回日本消化器病学会大会 ２０１5年１０月１０日 東京 

 

町田 雄二郎，船越 信介, 小川 歩, 田沼 浩太, 西井 まみか, 阿部 善彦, 星野 舞, 三枝 

慶一郎, 岸野 竜平, 西 知彦, 酒井 元, 中澤 敦, 塚田 信廣, 加藤 優子, 向井 清。 

腎硬化症を合併した HER2 陽性胃癌に対する trastuzumab 単剤の経験 

第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015 年 10 月、京都 

 



Mizuki A, Tatemichi M, Nakazawa A, Nagata H, Tsukada N, Kanai T: Incidence of colon 

cancer after treatment of acute colonic diverticulitis in Japan. UEG 2016, Barcelona, 

Spain, Oct24-28,2015 

 

藤本裕太郎, 阿部善彦, 小川歩, 田沼浩太, 西井まみか, 星野舞, 三枝慶一郎, 岸野竜平, 

酒井元, 船越信介, 中澤敦, 塚田信廣 

肺高血圧症に合併した胃静脈瘤に対してバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(B-RTO)を

施行した一例 

第 337回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１5年１２月５日 東京 

 

西井 まみか,阿部 善彦,星野 舞, 岸野 竜平,酒井 元, 船越 信介,中澤 敦, 塚田 信廣 

眼瞼腫脹と外眼筋麻痺による複視を認めた潰瘍性大腸炎の 1 例 

慶應義塾大学消化器内科 冬季学術講演会 ２０１5年１２月２２日 東京 

 

河野 恵, 船越 信介, 林 智康, 小川 歩, 田沼 浩太, 町田 雄二郎， 西井 まみか, 星野 

舞, 阿部 善彦, 三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 酒井 元, 鳥海 史樹, 中澤 敦, 下山 豊, 金

田 智, 塚田 信廣, 廣瀬 茂道 

膵神経内分泌腫瘍切除後の再発性多発肝転移に対し、ストレプトゾシンで病勢コントロー

ルがついた一例 

第 338回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１６年２月６日 東京 

 

徐 千恵子、小川 歩、田沼 浩太、西井 まみか、阿部 善彦、星野 舞、三枝 慶一

郎、岸野 竜平、酒井 元、船越 信介、中澤 敦、塚田 信廣 

発症時に特徴的な画像所見を呈し、大腸狭窄にて手術を施行された 1例 

第 190回城南消化器検討会  ２０１６年３月４日 東京 

 

林 智康、船越信介, 酒井 元、西井まみか, 星野 舞, 阿部善彦, 三枝慶一郎, 岸野竜平, 中澤 

敦, 塚田信廣 

脾機能亢進による汎血球減少に対し部分的脾動脈塞栓術後、ソラフェニブ投与が可能となった切

除不能肝細胞癌の 1例 

第 622回日本内科学会関東地方会  ２０１６年３月１２日 東京 

 

 

 

論文、著書 

瀧田麻衣子、岩崎栄典、中澤 敦、塚田信廣、 梶 政洋： 食道がん化学放射線療法後



に乳び胸を呈した１例。内科 115:503-506, 2015. 

 

中澤敦、三枝慶一郎、岸野竜平、酒井元、船越信介、塚田信廣 

高用量の生菌製剤の併用が有効であった 5-アミノサリチル酸（5-ASA） 

抵抗性潰瘍性大腸炎患者における腸内フローラの検討 

消化器の臨床 Vol.19 No.1: 77-82, 2016 

 

岡上 武、八田 豊、塚田信廣、牧野博之、石川 達、田中延善、島 俊英、鈴木郁男、

川口雅功、藤岡真一、伊藤博之：生活習慣に伴う肝疾患(NAFLD)の病態解析と予後に関する

研究。済生会医学・福祉共同研究 平成 26年度版, 5-6, 2015. 

 

川上万里、糸島達也、大澤俊哉、田中良治、藤岡真一、万代真里、足立卓哉、桝谷治郎、

宮地敏樹、水越常徳、明石浩文、柴野良博、長野具雄、田原利行、塚田信廣、中澤 敦、

船越信介、泉谷幹子、岩崎栄典、岸野竜平、酒井 元、水野慎大、石川 達、窪田智之、

田中延善、野ツ俣和夫、真田 拓、伊藤 大、岡上 武、島 俊英、水野雅之、千藤 麗、

関 耕治郎、小牧孝充、田守健治朗、成川太希夫、川口雅功、文野真樹、山原邦浩、合田

杏佑、堀江 裕、伊藤博之、佐藤敦彦、宮岡弘明、稲田 暢、恩地森一、大本昌樹、上原

貴秀、上原貴秀、岡田眞一、大盛拓朗、堀池典生、森薗周祐、高尾信一郎、野本健一、植

田 茂、福嶋博文、柳田公彦、今村治男、近澤秀人、上川健太郎、藤山俊一郎： 済生会

グループにおける急性肝炎発生動向調査。済生会医学・福祉共同研究 平成 26 年度版, 

31-33, 2015. 

 

Mizuno S, Nakazawa A, Ogawa A, Hisamatsu T, Hirose S, Tsukada N: Periappendicitis 

during adalimumab treatment for ileocecal Crohn's disease in a 29-year-old male. Clin J 

Gatroenterol 8: 134-137, 2015. 

 

Saigusa K, Matsuoka K, Sugimoto S, Arai M, Kiyohara H, Takeshita K, Mizuno S, Mori 

K, Nanki K, Takeshita T, Nakazato Y, Yajima T, Naganuma M, Hisamatsu T, Ogata H, 

Iwao Y, Kanai T. 

Ulcerative colitis endoscopic index of severity is associated with long-term prognosis in 

ulcerative colitis patients treated with infliximab. 

Dig Endosc. 2016 Mar 21.  

 

Sugimoto S, Naganuma M, Kiyohara H, Arai M, Ono K, Mori K, Saigusa K, Nanki K, 

Takeshita K, Takeshita T, Mutaguchi M, Mizuno S, Bessho R, Nakazato Y, Hisamatsu T, 

Inoue N, Ogata H, Iwao Y, Kanai T. 



Clinical Efficacy and Safety of Oral Qing-Dai in Patients with Ulcerative Colitis: A 

Single-Center Open-Label Prospective Study. 

Digestion. 10;93(3):193-201, 2016 

 

 

講演、座長等 

特別講演：中澤 敦 

－港区医師会三田地区二七会－ 

「上部消化管疾患と H.pylori 除菌について」 

２０１5 年７月３０日 東京 

 

世話人、座長：中澤 敦 

第 1 回 東京中央エリアＵＣワークショップ 

～専門医を悩ませる難治性ＵＣ患者の治療戦略～ 

２０１5 年９月４日 東京 

 

特別講演：中澤 敦 

－港区医師会三田地区二七会－ 

「便秘の診断と治療」 

２０１5 年１０月２２日 東京 


