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学会発表 

小川 歩、中澤 敦、田沼 浩太、西井 まみか、町田雄二郎、阿部 善彦、星野 舞、

三枝 慶一郎、岸野 竜平、酒井 元、船越 信介、塚田 信廣 

流産後に IFXを導入して妊娠の維持、出産が可能であった PSL依存難治性潰瘍性大腸炎

の 1例 ―他の妊娠症例の経過も含めてー 

第 102 回日本消化器病学会総会  ２０１６年４月２２日 東京 

 

田沼浩太、三枝慶一郎、林智康、小川歩、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 

内視鏡的砕石術に対し抵抗性を示し、コーラ注入・溶解療法にて治療し得た胃前庭部陥頓

胃石の一例, 

第３３９回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１６年 5月 21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 

慶應義塾大学消化器内科 春季学術講演会 ２０１６年６月１４日 東京 

 

中澤 敦、小池 宙、今津 嘉宏、塚田 廣信 

炎症性腸疾患治療で併用した漢方薬の検討 

第 67 回東洋医学会総会 2016 年 6 月 4 日 高松 

 

安田聖一、酒井 元、林 智康, 小川 歩, 田沼 浩太,西井 まみか, 星野 舞, 阿部 善彦, 上

田真裕、三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 船越 信介,中澤 敦,松﨑 ひとみ,安岡秀剛, 向井 清, 塚田 

廣信 

皮膚筋炎を合併した食道胃接合部癌の一例 

第３４０回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１６年７月１６日 東京 

 

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

郎、岸野 竜平、酒井 元、中澤 敦、塚田 信廣 

腫瘍崩壊症候群を発症した固形がんの２症例 



第１３回日本臨床腫瘍学会 2016年 7月 21日 神戸 

鈴木 絢子, 阿部 善彦,林 智康, 小川 歩, 田沼 浩太, 西井 まみか, 星野 舞, 上田 

真裕, 三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 酒井 元, 船越 信介, 中澤 敦, 塚田 信廣, 塩見 英佑 

hemosuccus pancreaticusを合併した膵仮性嚢胞の経過観察中に、急性膵炎再発を契機とし

た脾動脈仮性動脈瘤の急激な増大に対して動脈塞栓術が奏功した一例 

第３４１回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１６年９月２４日 東京 

 

林智康、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, 酒井 元, 鳥海史樹、中澤敦、下山豊、塚田信廣、廣瀬 茂道 

脾機能亢進の汎血球減少に対して部分的脾動脈塞栓術後、治療介入できた悪性腫瘍の 2例 

第５４回日本癌治療学会学術集会 ２０１６年１０月２０日  横浜 

 

田沼浩太、岸野竜平、林智康、小川歩、西井まみか、阿部善彦、星野舞、三枝慶一郎、酒井元、

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５８回日本消化器病学会大会 ２０１６年１１月５日 神戸 

 

河野恵, 星野舞, 林智康 小川歩, 田沼浩太, 大原まみか, 阿部善彦, 上田真祐, 三枝慶一郎,

岸野竜平,塩見英佑,酒井元, 山本立真, 船越信介, 中澤敦, 下山豊, 金田智, 塚田信廣, 向井清。

上部消化管出血を契機に診断された巨大肝細胞癌の十二指腸浸潤の一例 

第３４２回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１６年１２月３日 東京 

 

加藤 英生、上田 真裕、林 智康、小川 歩、田沼 浩太、垣内 大樹、大原 まみか、阿部 善

彦、星野 舞、三枝 慶一郎、酒井 元、船越 信介、中澤 敦、塚田 信廣 

胃アニサキス症による胃潰瘍で出血性ショックを来した一例 

第３４３回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１７年２月４日 東京 

 

井上 泉, 阿部 善彦, 星野 舞, 上田 真裕, 三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 酒井 元, 船越 信介, 

中澤 敦, 塚田 信廣 

腸閉塞を契機に発症して、術前に診断されたメッケル憩室の一例 

第 630回日本内科学会関東地方会  ２０１７年２月１１日 東京 

 

井上 泉, 阿部 善彦, 林 智康, 小川 歩, 田沼 浩太, 星野 舞, 上田 真裕, 三枝 慶一郎, 

岸野 竜平, 酒井 元, 船越 信介, 中澤 敦, 向井 清, 廣瀬 茂道, 塚田 信廣 

当初、急性腸炎の診断で入院し、腸閉塞を発症した 1例 

第１９４回城南消化器検討会  ２０１７年３月４日 東京 



 

大原 まみか, 船越 信介, 星野 舞, 上田 真裕 ,三枝 慶一郎 ,岸野 竜平, 酒井 元, 鳥

海 史樹,下山 豊, 塚田 信廣, 廣瀬 茂道, 向井 清 

A case of gastric mixed adenoneuroendocrine carcinoma with various degrees of 

differentiation 

第89回日本胃癌学会総会  ２０１７年３月９日 

 

星野 舞, 船越 信介, 上田 真裕, 三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 酒井 元, 中澤 敦, 鳥海 

史樹, 下山 豊, 塚田 信廣, 廣瀬 茂道, 向井 清 

A Case of Advanced Gastric Cancer with  renal dysfunction Effectively 

Treated with S－1/Docetaxel Chemotherapy 

第89回日本胃癌学会総会  ２０１７年３月９日 

 

論文 

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 

 

Akira Mizuki, Masayuki Tatemichi, Atsushi Nakazawa, Nobuhiro Tsukada, 

Hiroshi Nagata, Takanori Kanai 

Long-Term Clinical Course after Conservative and Endoscopic Treatment 

of Colonic Diverticular Bleeding. Digestion 2016;94:186–191 

 

Koike H, Nakazawa A, Horiba Y, Tsukada N, Watanabe K. 

Safety of Daiobotampito in the Treatment of Acute Diverticulitis of the Colon: A 

Single-Center, Open-Label, Prospective Trial. 

J Altern Complement Med. 2017 Mar 7. 

 

講演、座長等 

第２７回 御茶ノ水東洋医学フォーラム 

演者：中澤 敦 

消化器疾患と漢方 

－補完医療としての漢方治療の位置づけー 

２０１６年１１月１６日 お茶の水医学会館  

 

第 19 回東京ＮＳＴ研究会 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koike%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28266866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakazawa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28266866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horiba%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28266866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsukada%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28266866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watanabe%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28266866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Safety+of+daiobotampito+in+the+treatment+of+acute+diverticulitis+of+colon%3A+a+single-center+open-label+prospective+trial


当番世話人、座長：中澤 敦 

テーマ「NST における栄養と運動の関わりについて」 

特別講演                   

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 生涯発達専攻 准教授 山田 実 先生 

「サルコぺニア -評価と介入-」  

２０１７年３月１日 第一会議室 

 


