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田沼 浩太 、船越 信介 、星野 舞 、上田 真裕 、三枝 慶一郎、岸野 竜平、酒井 元、中澤
敦 、中村 守男 、塚田信廣
大腸癌化学療法中に発症した間質性肺炎の 2 症例
第 114 回日本内科学会総会

２０１７年４月１５日 東京

林智康、中澤敦、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、酒井元、船越信介、塚田信廣
上部消化管出血に対する緊急内視鏡の適応における Blatchford score の有用性の検討
第 103 回日本消化器病学会総会

２０１７年４月２１日 東京

久保 創, 岸野 竜平, 林智康、小川歩、田沼浩太、大原まみか、阿部 善彦, 星野 舞, 上田 真
裕, 三枝 慶一郎,酒井 元, 船越 信介, 中澤 敦, 塚田 信廣、廣瀬 茂道
十二指腸病変を認めて、内視鏡で追跡しえた IgA 血管炎の２例
第３４４回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１７年５月２７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
慶應義塾大学消化器内科 春季消化器疾患学術講演会 ２０１７年６月

東京

谷口枝穂、星野舞、酒井元、林智康、小川歩、田沼浩太、大原まみか、阿部善彦、上田真裕、三
枝慶一郎、岸野竜平、船越信介、中澤敦、塚田信廣
5-FU による高アンモニア血症を来した大腸癌術後再発に対して mFOLFOX6, FOLFIRI 治療を継続し
得た 1 例
第３４５回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１７年７月１５日 東京
鈴木絢子、船越信介、星野舞、三枝慶一郎、岸野竜平、下山豊、酒井元、中澤敦、塚田伸廣、廣
瀬茂道
GEM+nab-PTX 化学療法後に膵全摘術を施行した緩徐進行1 型糖尿病合併膵体部癌の一例

第 15 回日本臨床腫瘍学会学術集会 ２０１７年７月２７日 神戸
田沼浩太、中澤敦、林智康、小川歩、大原まみか、星野舞、阿部善彦、上田真裕、三枝慶一郎、
岸野竜平、酒井元、船越信介、塚田信廣
急速に潰瘍化した下腿の有痛性紅斑を契機に診断された Crohn 病の 1 例
第３４６回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１７年９月３０日 東京
阿部善彦,、林 智康、小川 歩、田沼 浩太、大原 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,、廣瀬 茂道,、塚田 信廣
当院における急性壊死性食道炎の検討
第５９回日本消化器病学会大会 ２０１７年１０月１３日 福岡
小川歩、中澤 敦、林智康、田沼浩太、大原まみか、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、塚田信廣
大腸 EMR 後出血における背景因子の検討
第９４回日本消化器内視鏡学会総会 ２０１７年１０月１４日 福岡
星野舞、酒井元、林智康、小川歩、田沼浩太、大原まみか、阿部善彦、上田真裕、三枝慶一郎、
岸野竜平、船越信介、中澤敦、廣瀬茂道、塚田信廣
肺腺がん術後・癌性髄膜炎に対し Ommaya reservoir を使用し MTX 髄注を施行した一例
第 55 回日本癌治療学会学術集会 ２０１７年１０月２２日 横浜
菊岡吉朗、大原まみか、上田真裕、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
バルーンチューブ型胃瘻カテーテルによりボールバルブ症候群を来した 2 例
第 630 回日本内科学会関東地方会 ２０１７年１１月１１日 東京
藤本裕太郎，阿部善彦，林智康，小川歩、田沼浩太，大原まみか，星野舞，上田真裕
岸野竜平，酒井元，船越信介，中澤敦、塚田信廣
慢性骨髄性白血病に対するイマチニブ内服中に胃前庭部毛細血管拡張症をきたした一例
第３４７回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１７年１２月２日 東京
谷口枝穂、星野舞、酒井元、林智康、小川歩、田沼浩太、大原まみか、阿部善彦、上田真裕、三
枝慶一郎、岸野竜平、船越信介、中澤敦、塚田信廣
5-FU による高アンモニア血症を来した大腸癌術後再発に対して mFOLFOX6, FOLFIRI 治療を継続し
得た 1 例

慶應義塾大学消化器内科 冬季消化器疾患学術講演会 ２０１７年１２月１９日 東京

船越信介、星野舞、田沼浩太、小川歩、大原まみか、阿部善彦、上田真裕、三枝慶一郎、岸野竜
平、酒井元、中澤敦、窓岩清治、塚田信廣、廣瀬茂道
XP 療法により DIC が改善した 0-III 陥凹型胃癌に伴う播種性骨髄癌症の一例
第１４ 回日本消化管学会総会学術集会 ２０１８年２月１０日 東京
上村翔，上田真裕，阿部善彦，石塚隆浩, 小川歩，田沼浩太，大原まみか，岸野竜平
中澤敦，塚田信廣, 星野舞，酒井元，船越信介
歯科処置器具を誤飲した２例
第３４８回日本消化器病学会関東支部例会 ２０１８年２月１７日 東京

論文、著書
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.
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Changes in the Clinical Features and Long-term Outcomes of Colonic Diverticulitis in
Japanese Patients
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中澤敦: プリンシプル消化器疾患２； 腸疾患診療の現在
腹痛、下痢、血便の鑑別診断の進め方。
中山書店、東京、p60-65, 2017

講演、座長等

中澤 敦
Meet The Expert in 三田 講演
潰瘍性大腸炎の診断と治療
～生物学的製剤・免疫調節剤を中心に～
2017 年 7 月 7 日
東京グランドホテル
中澤 敦
みなと便秘セミナー 司会
～高齢化社会の便秘治療～
2017 年 9 月 6 日
第一会議室
中澤 敦
大江戸炎症性腸疾患セミナー、基調講演
潰瘍性大腸炎の治療の工夫
ー1.5 次治療のご提案ー
2017 年 11 月 14 日
第一ホテル両国
中澤 敦
Antithrombotic Seminar in Minato
ー抗血栓療法と消化器診療―
Opening Remarks
2018 年 2 月 23 日
シェラトン都ホテル

