プログラム（第一会場）
本館5F「コンコードB」
8：55〜 9：00

開会式
春間

プログラム
（第一会場）

9：00〜11：00

賢（川崎医科大学

シンポジウム1

大腸カプセル内視鏡の使用経験と工夫
座長：緒方

斎藤

基調講演1

消化管内科学）

晴彦（慶應義塾大学医学部 内視鏡センター）
豊（国立がん研究センター中央病院 内視鏡科）

大腸病変検出における大腸カプセル内視鏡の臨床的有用性
−前向き多施設共同オープン試験の結果から−
広島大学 内視鏡診療科

基調講演2

岡 志郎 p24

本邦における大腸カプセル内視鏡のこれまでの取り組みと今後の諸課題
国立がん研究センター中央病院 内視鏡科

角川 康夫 p25

階段の昇降運動と大腸カプセル内視鏡検査における大腸通過時間

S1-1

愛晋会中江病院 内視鏡治療センター

中路 幸之助 p26

当施設におけるカプセル内視鏡検査の工夫と検査時間に与える因子の検討

S1-2

北原内科クリニック

北原 史章 p27

当院における大腸カプセル内視鏡の使用経験について

S1-3

名古屋大学大学院 消化器内科学

佐藤 淳一 p28

潰瘍性大腸炎患者に対する大腸カプセル内視鏡前処置の工夫
（クエン酸モサプリドの効果）

S1-4

慶應義塾大学医学部 内視鏡センター

細江 直樹 p29

Pillcam COLON2と医用テレメーター（＝生体情報モニター）との間で
起きる電波干渉の調査結果とその対策

S1-5

医療法人厚生会虹が丘病院

増田 淳一 p30

当院における大腸用カプセル内視鏡の使用経験

S1-6

藤田保健衛生大学 消化管内科

大森 崇史 p31

大腸カプセル内視鏡使用経験に関する国内アンケート調査の結果報告
S1-7
—日本カプセル内視鏡学会保険委員会より
（追加発言）
大阪医科大学 第二内科 樋口 和秀 p32
特別発言
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東京慈恵会医科大学 内科学講座消化器・肝臓内科/内視鏡科

第８回 日本カプセル内視鏡学会学術集会

田尻 久雄

11：00〜11：50

招待講演
座長：松井

敏幸（福岡大学筑紫病院 消化器内科）
ジャパン株式会社

協賛：コヴィディエン

Is training in capsule endoscopy necessary?
Department of Gastroenterology, NHC（Navarra, Spain）

プログラム
（第一会場）

12：00〜12：50

Ignacio Fernandez-Urien Sainz p20

ランチョンセミナー1
座長：垂水

研一（川崎医科大学

共催：田辺三菱製薬株式会社

消化管内科学）

炎症性腸疾患におけるカプセル内視鏡の有用性
九州大学病院 消化管内科

13：00〜13：50

精選演題
座長：中島

淳（横浜市立大学
山本 博徳（自治医科大学

SS-1

肝胆膵消化器病学）
内科学講座消化器内科学部門）

腸溶型アスピリンから緩衝型アスピリンへの変更が有効であった
アスピリン起因性小腸粘膜傷害患者4例の検討
横浜市立大学 肝胆膵消化器病学

SS-2

酒井 英嗣 p68

NSAIDs、PPI併用における小腸への影響とイルソグラジンの効果
大阪医科大学 第二内科

SS-3

江﨑 幹宏

小嶋 融一 p69

蛋白漏出性胃腸症におけるカプセル内視鏡の位置づけ
埼玉医科大学 総合診療内科

SS-4

消化管アミロイドーシスにおけるカプセル内視鏡所見の検討
九州大学大学院 病態機能内科学

SS-5

齊藤 景子 p72

当施設におけるカプセル内視鏡検査での病変見逃しに関する検討
自治医科大学 内科学講座消化器内科学部門

SS-7

岡本 康治 p71

Patency Capsuleのコーティング膜が停滞した3例
千葉大学医学部附属病院 消化器内科

SS-6

山岡 稔 p70

宇賀神 ららと p73

地方のクリニックでのカプセル内視鏡の経験と今後
ハッピー胃腸クリニック

豊田 英樹 p74

The 8th Annual Meeting of The Japanese Association for Capsule Endoscopy
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14：00〜14：50

アフタヌーンセミナー
座長：岡田

裕之（岡山大学

光学医療診療部）

共催：アストラゼネカ株式会社、第一三共株式会社

上部消化管内視鏡によるピロリ感染胃炎の診断〜胃炎の京都分類〜
川崎医科大学 消化管内科学

プログラム
（第一会場）

15：00〜17：00

鎌田 智有

ワークショップ

小腸カプセルの新たな応用
座長：大宮

直木（藤田保健衛生大学 消化管内科）
藤森 俊二（日本医科大学 消化器内科学）

W-1

パテンシーカプセル排出率及び、被ばく率は、
投与前のピコスルファート内服により改善されうる
富山大学医学部 第三内科講座

W-2

パテンシーカプセルによる小腸狭窄性病変へのアプローチ
東京女子医科大学 消化器内科

W-3

大森 鉄平 p45

パテンシーカプセルの開通性診断における腹部超音波の有用性
川崎医科大学 消化管内科学

W-4

桑木 光太郎 p47

クローン病小腸病変に対するパテンシーカプセル内視鏡の有用性
藤田保健衛生大学 消化管内科

W-6

葛原 正樹 p49

術後クローン病症例に対するカプセル内視鏡検査の現状
金沢大学附属病院 消化器内科

W-8

鎌野 俊彰 p48

クローン病患者に対するパテンシーカプセル、カプセル内視鏡の
有用性の検討
三重大学医学部附属病院 光学医療診療部

W-7

加賀谷 尚史 p50

原因不明消化管出血の診断治療における小腸カプセルおよび
バルーン内視鏡検査の検討
東京慈恵会医科大学附属病院 消化器・肝臓内科

W-9

西村 尚 p51

肝硬変患者における門脈圧亢進症性小腸症の経過と増悪予測因子
広島大学病院 内視鏡診療科

8

石井 学 p46

小児におけるパテンシーカプセルの有用性
久留米大学 内科学講座消化器内科部門

W-5

三原 弘 p44

第８回 日本カプセル内視鏡学会学術集会

青山 大輝 p52

W-10

カプセル内視鏡による潰瘍性大腸炎小腸病変の検討
福岡大学筑紫病院 消化器内科

W-11

二宮 風夫 p53

消化管ポリポーシスにおけるカプセル内視鏡検査の有用性の検討
岡山大学病院 消化器内科

杉原 雄策 p54

小腸カプセル内視鏡の遺伝性消化管ポリポーシス症候群の
小腸病変精査における有用性についての検討

W-13

消化管濾胞性リンパ腫患者の診療におけるカプセル内視鏡の現状と今後の展望
−多施設共同研究の結果から−

札幌医科大学 腫瘍・血液内科

大須賀 崇裕 p55

岡山大学病院 光学医療診療部

特別発言

17：00〜17：10

名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学

川野 誠司 p56
後藤 秀実

閉会式
春間

賢（川崎医科大学

消化管内科学）
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プログラム
（第一会場）

W-12

プログラム（第二会場）
本館5F「コンコードC」
9：00〜10：30

シンポジウム2

カプセル内視鏡画像の読影支援と読影精度の向上
座長：河上

田村

プログラム
（第二会場）

基調講演

真紀子（川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター）
君英（平塚胃腸病院 検査部）

医行為とカプセル内視鏡における読影支援・読影精度向上について
獨協医科大学 医療情報センター 中村 哲也 p34
時間効率化を目的としたデュアルビューとクワッドビューの比較検討

S2-1

小樽掖済会病院 消化器病センター

PillCamR SB3カプセル内視鏡システムのVater乳頭検出率と読影時間の検討
SB2カプセルおよびRapidR ver. 6.5との比較

S2-2

川崎医科大学 消化管内科学

大澤 元保 p36

当院におけるパテンシーカプセル導入後の“overnight-CE”（ON-CE）
システムの内視鏡技師介入の現状

S2-3

JA広島厚生連尾道総合病院 内視鏡センター

栗本 保美 p37

当院におけるカプセル内視鏡読影支援の現状と読影精度の向上への試み

S2-4

国立病院機構北海道がんセンター 外来内視鏡センター

伊藤 有希子 p38

カプセル内視鏡読影支援において精度を上げるために
〜当院での取り組み〜

S2-5

宝塚市立病院 消化器内視鏡センター

松本 裕子 p39

小樽掖済会病院 消化器病センター

千葉 勇介 p40

読影支援技師の読影力に関する検討

S2-6

大腸カプセル内視鏡読影支援センターにおける、読影の実際と
読影精度向上の取り組みについて

S2-7

若宮渡部医院

渡部 宏嗣 p41

大腸カプセル内視鏡遠隔読影システムの構築

S2-8

社会医療法人宏潤会大同病院

特別発言
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川西 啓太 p35

第８回 日本カプセル内視鏡学会学術集会

田中 富士男 p42

学校法人獨協学園

寺野

彰

10：30〜10：54

一般演題①

臨床検討・その他
座長：遠藤

宏樹（横浜市立大学 肝胆膵消化器病学）
勝木 伸一（小樽掖済会病院）

O1-1

貧血精査における小腸カプセル内視鏡検査の有用性の検討
福山医療センター 消化器内科

O1-2

当院において経験したOvert-ongoing OGIBの5例
琉球大学医学部附属病院 光学医療診療部

カプセル内視鏡が術前診断に有用であった
球状型交通性回腸消化管重複症の一例
札幌道都病院 外科

O1-4

金城 徹 p77

矢嶋 知己 p78

カプセル内視鏡が有用であった
免疫不全関連リンパ増殖異常症の小腸病変2例
大分大学医学部附属病院 消化器内科

12：00〜12：50

園田 光 p79

ランチョンセミナー2
座長：榊

信廣（早期胃癌検診協会）

共催：富士フイルムメディカル株式会社

ここまできた経鼻内視鏡〜BLI（Blue LASER Imaging）と経鼻内視鏡〜
東京医科歯科大学 食道外科
千葉県がんセンター 内視鏡科

13：00〜13：30

一般演題②

大腸カプセル内視鏡
座長：中路

細江

O2-1

幸之助（愛晋会中江病院 内視鏡治療センター）
直樹（慶應義塾大学医学部 内視鏡センター）

S状結腸内視鏡併用する事での大腸カプセル内視鏡の苦痛低減
石原消化器内科クリニック

O2-2

石原 慎一 p82

クリニックにおける大腸カプセル内視鏡の使用経験と今後の課題
まつむら胃腸科

O2-3

川田 研郎
鈴木 拓人

松村 健三 p83

当院における大腸カプセル内視鏡の現状
川崎医科大学附属病院 内視鏡・超音波センター

河上 真紀子 p84
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プログラム
（第二会場）

O1-3

表 静馬 p76

O2-4

O2-5

当科における大腸カプセル内視鏡検査の持ち帰り検査への取り組み
白枝 久和 p85

増子記念病院 肝臓内科

堀田 直樹 p86

大腸カプセル内視鏡前処置の検討

13：30〜13：54

一般演題③
症例

腫瘍

プログラム
（第二会場）

座長：矢野

阿部

O3-1

金沢医科大学 消化器内科

智則（自治医科大学 内科学講座消化器内科）
孝（宝塚市立病院）

消化管出血で発見され術前診断困難であった小腸腫瘍の一例
日本医科大学 消化器内科学

O3-2

OGIBを契機に小腸内視鏡で診断しえた慢性腎不全を合併した空腸癌の一例
宝塚市立病院 内視鏡センター

O3-3

高木 信介 p88

杉原 奈央 p89

カプセル内視鏡が診断に有用であった小腸腺腫の1例
社会医療法人財団新和会八千代病院 消化器内科

O3-4

白井 修 p90

大腸カプセル内視鏡が有用であった横行結腸癌の1例
高知赤十字病院 内科

14：00〜14：30

代議員会

15：00〜16：20

ミニワークショップ

岩村 伸一 p91

大腸カプセル内視鏡
座長：中村

正直（名古屋大学 消化器内科）
斎藤 彰一（東京慈恵会医科大学 内視鏡科）

MW-1

大腸カプセル内視鏡検査時の新しい液剤型腸管洗浄剤を使用した
撮像時間内排出率、洗浄度、排出時間の検討
東京慈恵会医科大学 内視鏡科

MW-2

岐阜赤十字病院における大腸カプセル内視鏡検査の前処置法の工夫
岐阜赤十字病院 内視鏡科

12

斎藤 彰一 p58

第８回 日本カプセル内視鏡学会学術集会

高橋 裕司 p59

MW-3

Gastrografinを用いた大腸カプセルregimenの有用性
小樽掖済会病院 消化器病センター

MW-4

藤田 朋紀 p60

大腸カプセル内視鏡の排出率に影響する因子の検討
−当科の工夫も含めて−
広島大学病院 内視鏡診療科

MW-5

当科における大腸カプセル内視鏡施行例の使用経験と工夫
松山赤十字病院 胃腸センター

MW-6

当科における大腸カプセル内視鏡の使用経験
能田 貞治 p65

磁気誘導型大腸カプセル内視鏡（Modified PillCam Colon）は有用か？
札幌整形循環器病院 消化器内科

コメンテーター

16：20〜16：40

大阪医科大学 第二内科

太田 英敏 p66
樋口 和秀

一般演題④
症例

原因不明消化管出血（OGIB）

座長：松本

裕子（宝塚市立病院 消化器内視鏡センター）
林田 真理（杏林大学医学部 第三内科）

O4-1

小腸カプセル内視鏡検査が診断に寄与した非特異性多発性小腸潰瘍症の
1例
九州医療センター 消化器内科

O4-2

鉄欠乏性貧血を契機に診断に至った
メッケル憩室を伴わない小腸の異所性胃粘膜の一例
杏林大学医学部 第三内科

O4-3

三浦 みき p95

カプセル内視鏡検査を施行し、胃ポリープからの出血診断に至った1例
宝塚市立病院 消化器内科

O4-4

和田 将史 p94

瀧本 真弓 p96

大腸angioectasiaからの出血に対してカプセル内視鏡検査が有用であった
一例
宝塚市立病院

高田 珠希 p97
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プログラム
（第二会場）

梅沢 翔太郎 p64

大阪医科大学 第二内科

MW-9

光藤 章二 p63

当院における大腸カプセル内視鏡施行例の検討
横浜市立大学 肝胆膵消化器病学

MW-8

原田 英 p62

大腸カプセル内視鏡（PillCam COLON2）−いかに完遂するか−
医療法人同仁会京都九条病院 消化器内科

MW-7

井川 敦 p61

16：40〜17：00

一般演題⑤
症例

その他

座長：藤田

穣（川崎医科大学
本多 啓介（川崎医科大学

O5-1

消化管内科学）
総合臨床医学）

カプセル内視鏡により確定診断された小腸型クローン病の3例
福島県立医科大学会津医療センター 小腸大腸肛門科

O5-2

カプセル内視鏡で治療経過を追ったCronkhite-Canada症候群の1例
埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科

O5-3

藤田 恒平 p102

結核性腹膜炎に併発した小腸潰瘍の1例
佐賀大学医学部 消化器内科

14

可児 和仁 p101

カプセル内視鏡で発見された小腸ポリープを内視鏡的に切除した
Cronkhite-Canada症候群の1例
公立学校共済組合九州中央病院 消化器内科

O5-4

根本 大樹 p100

第８回 日本カプセル内視鏡学会学術集会

坂田 資尚

p103

