
2019 年度業績  

 

学会発表 

 

下部消化管内視鏡を契機に発見された成人特発性腸重積症の 1例 

須田悟史、三枝慶一郎、酒井元、青木優、林智康、田沼浩太、小川歩、 星野舞、上田

真裕、岸野竜平 、船越信介、北英典、遠藤高志、原田裕久、廣瀬茂道、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 ２０１９年６月４日 東京 

 

下部消化管内視鏡を契機に発見された成人特発性腸重積症の 1例 

須田悟史、三枝慶一郎、酒井元、青木優、林智康、田沼浩太、小川歩、 星野舞、上田

真裕、岸野竜平 、船越信介、北英典、遠藤高志、原田裕久、廣瀬茂道、中澤敦 

第 108回 日本消化器内視鏡学会 関東支部例会 ２０１９年６月８日 東京 

 

ランソプラゾール起因性 Collagenous colitisの 1例 

高橋 祥子，前田 祐助，上田 真裕、北英典，栗原奈津子，笹嶋 寛史、吉野 雄

大，小林 陽介，大平 正典、鳥海 史樹，遠藤 高志，中澤  敦、原田 裕久 

第 108回 日本消化器内視鏡学会 関東支部例会 ２０１９年６月８日 東京 

 

Primary ileusの原因として Meckel憩室が疑われたが術後に小腸重複腸管の診断とな

った一例 

荒巻 由紀，林 智康，平川 旭人，小川 歩，田沼 浩太，星野 舞，青木 優，

上田 真裕，三枝 慶一郎，岸野 竜平，酒井 元，船越 信介，中澤 敦 

第３５５回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１９年７月１３日 東京 

 

二次治療 IRIS＋Bevacizumab 療法中にフルニエ壊疽を発症した肛門管癌の一例 

今村峻輔，青木優，星野舞，酒井元，鳥海史樹，遠藤高志，渡邉美佳，船越信介，中澤

敦，廣瀬茂道 

第６５３回日本内科学会関東地方会  ２０１９年９月１４日 東京 

 

回腸末端の潰瘍を有する T-SPOT 陽性の外国人慢性腹症患者に対して下部消化管内視鏡

検査を再検し、生検抗酸菌培養より腸結核の診断に至った一例 

中島菖子、小川歩、今村峻輔、小倉望、林智康、平川旭人、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、 

中澤敦、廣瀬茂道、谷山大輔 



第３５６回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１９年９月２１日 東京 

 

大量吐血で緊急内視鏡を施行した 1例 

関沙智子、田沼浩太、今村峻輔、小倉望、林智康、平川旭人、小川歩、青木優、星野舞、

上田真裕、三枝慶一郎、岸野竜平、船越信介、中澤敦 

第 203回城南消化器検討会  ２０１９年１１月１日 東京 

 

食道静脈瘤を合併する早期食道癌に対して術前に EVLを施行したが、ESD術中に止血困

難な術中出血を認め、EVLで止血を得た一例 

田沼浩太、今村峻輔、小倉望、林智康、平川旭人、小川歩、青木優、星野舞、上田真裕、

三枝慶一郎、岸野竜平、船越信介、中澤敦 

第３５７回日本消化器病学会関東支部例会  ２０１９年１２月７日 東京 

 

回腸末端の潰瘍を有する T-SPOT 陽性の外国人慢性腹症患者に対して下部消化管内視鏡

検査を再検し、生検抗酸菌培養より腸結核の診断に至った一例 

中島菖子、小川歩、今村峻輔、小倉望、林智康、平川旭人、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、 

中澤敦、廣瀬茂道、谷山大輔 

慶應義塾大学消化器内科 冬季消化器疾患学術講演会  

２０１９年１２月１０日 東京 

 

水腎症を来した小腸大腸型 Crohn病の 1例 

永津佳奈、田沼浩太、小川歩、三枝慶一郎、船越信介、中澤敦 

第７回信濃町 IBDコンソーシアム ２０２０年２月１日 東京 

 

フルニエ壊疽にて緊急外科的ドレナージを要した進行直腸癌の 3例 

今村峻輔，酒井元，小倉望，林智康，平川旭人，小川歩，田沼浩太，青木優，星野舞，

上田真裕，三枝慶一郎，岸野竜平，鳥海史樹，遠藤高志，渡邉美佳，中澤敦，船越信介，

廣瀬茂道 

日本消化管学会総会  ２０２０年２月８日 姫路 

 

イマチニブ投与中に消化管出血を来たした小腸浸潤腸間膜 GISTの一例 

小倉 望 1)2), 星野 舞 1)2), 今村 峻輔 2), 林 智康 2), 平川 旭人 2), 小川 

歩 2), 田沼 浩太 2), 青木 優 1)2), 上田 真裕 2), 三枝 慶一郎 2), 岸野 竜平

2), 酒井 元 1)2), 中澤 敦 2), 前田 祐助 3), 原田 裕久 3), 関 れいし 4), 廣

瀬 茂道 



日本消化管学会総会  ２０２０年２月８日 姫路 

 

当初、薬剤性肝障害が疑われたが肝生検で乳癌肝転移と診断した一例 

増田光佑、岸野竜平、今村峻輔、小倉望、林智康、平川旭人、小川歩、田沼浩太、青木

優、星野舞、上田真裕、三枝慶一郎、船越信介、中澤敦 

第３５８回日本消化器病学会関東支部例会  ２０２０年２月２２日 東京 

 

論文、著書 

 

Effects of Burdock tea on recurrence of colonic diverticulitis and diverticular 

bleeding: An open-labelled randomized clinical trial. 

Mizuki A, Tatemichi M, Nakazawa A, Tsukada N, Nagata H, Kinoshita Y. 

Sci Rep. 2019 May 1;9(1):6793. 

 

易怒性を伴う高齢者の便秘症状に大承気湯が奏功し、治療後にアルツハイマー型認知症

の合併が明らかになった 2例 

小池宙、吉野鉄大、中澤敦、堀場裕子、足立智英、渡辺賢治 

日本東洋医学雑誌 第 70巻、第 3号、219-226、2019 

 

下部消化管内視鏡を契機に発見された成人特発性腸重積症の 1例 

須田悟史、三枝慶一郎、船越信介、北英典、遠藤高志、原田裕久、廣瀬茂道、中澤敦 

Progress of Digestive Endoscopy 95 巻 1 号 109-111、2019  

 

ランソプラゾール起因性 Collagenous colitisの 1例 

高橋 祥子，前田 祐助，上田 真裕、北英典，栗原奈津子，笹嶋 寛史、吉野 雄

大，小林 陽介，大平 正典、鳥海 史樹，遠藤 高志，中澤  敦、原田 裕久 

Progress of Digestive Endoscopy 95 巻 1 号 112-113、2019 

 

講演、座長等 

 

中澤 敦 

Gastroセミナー 座長 

～AI 内視鏡～ 

2019年 7月 12日 

帝国ホテル 

 



中澤 敦 

港区消化器・内視鏡カンファレンス座長 

東邦大学医療センター佐倉病院内科 

貝瀬 満先生講演「上部消化管疾患に対する最新の診断・治療 ～見落とさない・治療

しそこねない戦略～」 

2019年 9月 3日 

第一会議室 

 

中澤 敦 

三田薬剤師セミナー 

慢性便秘症の病態と薬物療法について 

2019年 11月 7日 

三田薬局 

 

 


