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学会発表 

 

5-ASA 製剤アレルギーが疑われ、治療方針決定に苦渋した小腸大腸型 Crohn 病の一例 

飯塚 玄明, 三枝 慶一郎, 林 智康, 大原 まみか, 田沼 浩太, 小川 歩, 阿部 善彦, 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 

第３４９回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１８年４月２８日 東京 

 

魚骨誤嚥により食道穿孔・深頸部膿瘍を来し、喉頭展開下に内視鏡で異物除去を施

行した一例 

小川歩、中澤敦、林智康、田沼浩太、青木優、星野舞、上田真裕、三枝慶一郎、岸野

竜平、酒井元、船越信介、池真理、渡部佳弘 

第 106 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 ２０１８年６月１６日 東京 

 

5-ASA 製剤アレルギーが疑われ、治療方針決定に難渋した小腸大腸型 Crohn 病の一例 

飯塚 玄明, 三枝 慶一郎,中澤 敦, 

慶應義塾大学消化器内科 春季消化器疾患学術講演会 ２０１８年６月１９日 東京 

 

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

Hiroshi Nagata, Takanori Kanai. 

COMPARISON OF PREPAED AND UNPREPAED COLONOSCOPY TO 

LOCALIZED THE CULPIT DIVERTICULUM IN COLONIC 

DIVERTICULAR BLEEDING. AGA (Digestive Disease Week)、Jun, 2018, 

Washington, DC 

 

潰瘍性大腸炎の治療について 

－妊娠 UC 患者の管理と治療－ 

小川歩 

第１９９回城南消化器検討会  ２０１８年７月６日 東京 

 

巨大肝原発神経内分泌癌に対し全身化学療法を施行した 1 例 

清水 智子, 酒井 元, 青木 優, 星野 舞, 船越 信介, 林 智康, 田沼 浩太, 小川 歩, 上田 

真裕, 三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 中澤 敦, 廣瀬茂道 

第３５０回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１８年７月１４日 東京 



 

FP+Cmab 化学療法が奏功した心膜転移、多発肺転移を有する顎下腺原発脱分化型腺様嚢

胞癌の一例  

星野 舞、 船越 信介、青木 優、林 智康、 小川 歩、田沼 浩太、上田 真裕、 三枝 慶

一郎、岸野 竜平、酒井 元、中澤 敦、大坪 諭、 廣瀬 茂道 

第 16 回日本臨床腫瘍学会学術集会 2018 年 7 月 19 日 

 

A case of HER2+ gastric cancer with peritoneal metastasis and renal dysfunction,successfully 

treated with CAPOX+Tmab 

Yu Aoki , Shinsuke Funakoshi , Mai Hoshino, Gen Sakai , Tomoyasu Hayashi, 

Ayumi Ogawa , Kota Tanuma , Masahiro Ueda , Keiichiro Saegusa,  Ryohei Kishino , Atsushi 

Nakazawa ,  Shigemichi Hirose 

第 16 回日本臨床腫瘍学会学術集会 2018 年 7 月 19 日 

 

膵および脾動脈に穿通し止血に難渋した胃潰瘍の一例 

石塚隆浩、岸野竜平、林智康、小川歩、田沼浩太、星野舞、上田真裕、三枝慶一郎、酒

井元、船越信介、中澤敦、菊池勇二 

第３５１回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１８年９月２２日 東京 

 

十二指腸に嵌頓した胆石イレウスの一例 

上田 真裕、鳥海 史樹、岸野 竜平、林 智康、小川 歩、田沼 浩太、星野 舞、

三枝 慶一郎、酒井 元、船越 信介、吉野 雄大、前田 祐助、原田 裕久、中澤 敦 

第 54 回日本胆道学会学術集会  ２０１８年９月２７日 幕張 

 

二次治療nab-Paclitaxel療法が奏効した高齢の十二指腸進行癌の一例 

村瀬 直人、酒井 元、青木 優, 星野 舞,廣瀬 茂道, 船越 信介, 中澤 敦 

第 645回日本内科学会関東地方会  ２０１８年１０月１３日 東京 

 

当院における下部消化管出血への緊急内視鏡の現状について 

林智康、中澤敦、小川歩、田沼浩太、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、塩見英佑、船越信介、塚田信廣  

第 60 回日本消化器病学会大会 ２０１８年１１月１日 神戸 

 

下部消化管内視鏡検査における前処置に影響を与える因子について 

小川歩、加藤英生、林智康、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 



第 96 回日本消化器内視鏡学会総会 ２０１８年１１月２日 神戸 

 

水腎症を来した小腸大腸型クローン病の 1例 

西岡晃薫、田沼浩太、林智康、小川歩、青木優、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 

第３５２回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１８年１２月１日 東京 

 

術後 18 年後に後腹膜転移をきたした肝細胞癌の一例 

船越 信介, 林 智康, 田沼 浩太, 小川 歩, 青木 優, 星野 舞, 上田 真裕, 三枝 慶

一郎, 岸野 竜平, 酒井 元, 中澤 敦, 原田 裕久, 長田 浩彦, 塚田 信廣, 廣瀬 茂道 

第 42回日本肝臓学会東部会  ２０１８年１２月７日 東京 

 

巨大肝原発神経内分泌癌に対する全身化学療法の治療経験 

清水 智子, 酒井 元, 星野 舞, 船越 信介, 中澤 敦, 

慶應義塾大学消化器内科 冬季消化器疾患学術講演会 ２０１８年１２月４日 東京 

 

三次治療トリフルリジン・チピラシルにより長期病勢コントロールを得た膀胱浸潤切除不

能 S 状結腸癌の一例 

青木 優, 船越 信介, 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, 中澤 敦, 遠藤 高志, 原田 裕久, 廣瀬 茂道 

第 15 回日本消化管学会総会学術集会  ２０１９年２月１日 佐賀 

 

貧血・黒色便を呈し、小腸カプセル内視鏡にて診断に至りシングルバルーン内

視鏡で内視鏡的切除術を施行した小腸腫瘍の一例 

小川歩、中澤敦、千田彰彦、堀江沙良、林智康、田沼浩太、青木優、星野舞、

上田真裕、三枝慶一郎、岸野竜平、酒井元、船越信介 

第 12回日本カプセル内視鏡学会 ２０１９年２月１日 佐賀 

 

 

総胆管巨大積み上げ結石の治療について 

宗英一郎, 千田彰彦, 上田真裕, 堀江沙良, 林智康, 田沼浩太, 小川歩, 青木優, 星野舞, 三

枝慶一郎, 岸野竜平, 大平正典, 酒井元, 船越信介, 中澤敦 

第３回信濃町胆膵カンファレンス  ２０１９年２月１５日 東京 

 

異なる経過を辿った総胆管巨大積み上げ結石の３例 

千田彰彦, 宗英一郎 上田真裕, 堀江沙良, 林智康, 田沼浩太, 小川歩, 青木優, 星野舞, 三枝



慶一郎, 岸野竜平, 大平正典, 酒井元, 船越信介, 中澤敦 

第３５３回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１９年２月２３日 東京 

 

 

論文、著書 

 

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. 秋葉絢子、阿部善彦、船越信介、塩見英佑、中澤 敦 

内科 122: 1237-1241, 2018 

 

Efficacy of Indigo Naturalis in a Multicenter Randomized Controlled Trial of Patients With 

Ulcerative Colitis. 

Naganuma M1, Sugimoto S1, Mitsuyama K2, Kobayashi T3, Yoshimura N4, Ohi H5, Tanaka 

S6, Andoh A7, Ohmiya N8, Saigusa K9, Yamamoto T10, Morohoshi Y11, Ichikawa H12, 

Matsuoka K13, Hisamatsu T14, Watanabe K15, Mizuno S1, Suda W16, Hattori M17, Fukuda 

S18, Hirayama A18, Abe T19, Watanabe M13, Hibi T3, Suzuki Y20, Kanai T21; INDIGO Study 

Group. Gastroenterology. 154(4):935-947, 2018. 

 

C 型慢性肝炎/代償性肝硬変患者に対するオムビタスビル/パリダプレビル/リトナビル併用

療法およびソフォスブビル/レジパスビル併用療法における治療前因子、治療効果、副作用

についての検討 ―全国済生会肝臓研究グループ多施設共同研究― 

川口雅功、塚田信廣、中澤 敦、、石川 達、島 俊英、岡上 武他。 

済生会医学・福祉共同研究 平成 29年度版, 61-66, 2018. 

 

 

講演、座長等 

 

中澤 敦 

みなと消化器セミナー 司会 

～消化器疾患の最新のトピックス～ 

2019 年 2 月 7 日 

第一会議室 
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中澤 敦 

日本経済新聞 

2018 年 5 月 15 日 

「健やかナビ」 

過敏性腸症候群について 

 

中澤 敦 

港区消化器・内視鏡カンファレンス 

東邦大学医療センター佐倉病院内科 

松岡 克善講演「炎症性腸疾患 Update 

2018 年 7 月 18 日 

第一会議室 

 

中澤 敦 

腸内細菌と健康 

～生菌製剤の使用法の実際について～ 

浅草薬剤師会研修会 平成 30 年 7 月 24 日 

 

中澤 敦 

TBS ラジオ「腸から始まる健康ライフ」に出演 

2018 年 8 月 6 日、13 日、20 日、27 日 

「漢方と消化器疾患について」 

 

 


