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第19回全日本民医連 消化器研究会 in北海道 

実行委員長　挨拶

第19回全日本民医連消化器研究会 in北海道

実行委員長　 石後岡 正弘 
公益社団法人北海道勤労者医療協会 
勤医協中央病院 消化器センター長

　この度、第19回全日本民医連消化器研究会を2019年3月16日（土）、17日（日）の2

日間にわたりシャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ（札幌市北区）において開催さ

せていただくことになりました。第3回を北海道（定山渓温泉）で開催してから16年ぶ

りであり、このような機会を与えてくださった研究会世話人はじめ関係各位に厚く御礼

申し上げます。

　さて今回の研究会のテーマを「地域とともに歩む消化器医療」とさせていただきま

した。昨今の激変する社会情勢と医療経済環境の中で、民医連の消化器医療も医療変革

の大きなうねりに直面しており、我々の医療の原点である地域の人々とともに歩む医療

をいかに堅持し発展させていくのかを考えることも重要です。参加の皆様の分科会での

有意義な発表と活発な討議をお願い申し上げます。

　例年どおり2つの記念講演をお願いしました。初日の学術講演は「消化器腫瘍におけ

る放射線治療の最前線」を北海道大学病院・放射線治療科・助教の田口大志先生と、2

日目の文化講演は「アイヌ民族の歴史とこれから」をアイヌ民族博物館元館長の中村

斎先生にお話しいただきます。また2日目にございますミニセミナーは松江生協病院の

大西浩二先生と勤医協中央病院の樫山基矢先生にお願いしています。皆様の今後に役立

てていただきたいと存じます。

　夜の交流会は、美味美酒を味わいながら楽しい会となるような企画も用意しておりま

す。またホテルには温泉、室内温水プールもあり、また札幌には名所なども多くござい

ますので堪能していただく機会となれば幸いです。

　3月の札幌はまだ残雪や寒い日もありますので、参加の皆様には大変ご面倒をお掛け

しますが、実りある研究会となるよう実行員会一同全力を挙げて取り組んでおりますの

で、ご支援の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
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第19回全日本民医連 消化器研究会 in北海道

実行委員一覧

実行委員長	 石後岡正弘（勤医協中央病院 医師）

副実行委員長	 森園竜太郎（勤医協中央病院 医師）

事 	務 	局 	長	 三好　尚文（勤医協中央病院 事務）

事務局次長	 武藤　理恵（勤医協中央病院 事務）

 高橋　立史（勤医協中央病院 事務）

事　 務 　局	 上杉　　淳（勤医協中央病院 医師）

	 新名　美和（勤医協中央病院 看護師）

	 久保　麻美（勤医協中央病院 看護師）

	 澤田　真吾（勤医協中央病院 放射線技師）

	 阿部　　孝（勤医協中央病院 臨床工学技士）

	 腰山あかり（勤医協中央病院 管理栄養士）

	 芳賀　由子（勤医協中央病院 管理栄養士）

実 	行 	委 	員	 大関亜樹子（勤医協中央病院 看護師）

	 志田ゆかり（勤医協中央病院 看護師）

	 大内　市枝（勤医協中央病院 看護師）

	 角谷　直志（勤医協中央病院 薬剤師）

	 中野佐和子（勤医協中央病院 検査技師）

	 都嶋　悠里（勤医協中央病院 検査技師）

	 成田　　保（勤医協中央病院 事務）

	 佐々木隆夫（勤医協中央病院 事務）

	 森　　克彦（勤医協中央病院 事務）

	 荻生　剛毅（勤医協札幌みなみ診療所 事務）

	 松本理恵子（勤医協北区ぽぷらクリニック 検査技師）

	 木村　周二（北海道勤医協本部 事務）

	 瀬戸　宏典（保健企画 薬剤師）

	 田中　裕之（オホーツク勤医協北見病院 検査技師）

	 斉藤　静香（道東勤医協釧路協立病院 看護師）
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参加者へのご案内

■受付について

❖1日目：シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 1階 ホワイエで、13：30より行います。

❖2日目：シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 1階 ホワイエで、8：30より行います。

❖受付で抄録集、当日資料、参加証、ネームホルダーをお渡しします。

　※会場内では必ず参加証を着用下さい。参加証のない方は入場できません。

■クロークについて

❖ 1日目のお荷物は、シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 1階 メルロで保管可能です。 
貴重品、PC 等はご自分でお持ち下さい。

■交流会について

日　時：2019年3月16日（土） 18：45～受付　19：00～開会

場　所：シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 1階 メルロ

❖事前予約の方のみとなっています。

❖事前予約された方の参加証には、交流会シールが貼られています。

❖参加証を着用の上、ご参加下さい。

■最優秀発表賞について

❖ ご自身が参加された分科会の演題の中から、「最優秀発表賞」に相応しいと思われる演題
について、当日配付する投票用紙に記載し、投票箱に投函下さい。投票は、一人一演題で
お願いします。

❖ 最優秀発表賞は、2日目に発表させて頂きます。

■そ の 他

❖ 会場内では、携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定して下さい。 
尚、会場内での通話はご遠慮下さい。

❖ 会場内での呼出しは、原則として行いません。緊急の場合は、受付へお申し出下さい。

❖ 講演会場内での撮影・録音はご遠慮下さい。



― 4 ―

時計台

丘珠空港
栄町

札幌駅札幌駅

北海道庁
札幌市

円山動物園

函館本線

札幌自動車道

札幌自動車道

地下鉄東西線

地
下
鉄
南
北
線

地
下
鉄
東
豊
線

学
園
都
市
線

札幌優翔館病院

337

275

337

シャトレーゼ
ガトーキングダム
サッポロ

231

無料シャトルバス

至旭川・千歳→

←至小樽

北海道
大学
北海道
大学

真勲別川
真勲別川

地下鉄麻生駅地下鉄麻生駅

新川 I.C.新川 I.C.
札幌北 I.C.札幌北 I.C.

伏古 I.C.伏古 I.C.

雁来 I.C.雁来 I.C.

※札幌駅北口、地下鉄麻生（あざぶ）駅から、ホテルまでの無料シャトルバスが運行しています。
　バスの運行時刻、バス乗り場はシャトレーゼガトーキングダムサッポロのホームページでご確認ください。

お車をご利用の場合

● 新千歳空港から 約60分 （道央自動車道：千歳I.C.より～札樽自動車道：札幌北I.C.経由）
● JR札幌駅から 約30分
● 地下鉄南北線麻生（あざぶ）駅から 約20分
● 丘珠空港から 約20分

● JR新千歳空港駅から快速エアポート（15分毎運行）で札幌駅まで 約37分
● 札幌駅北口団体バス乗り場より無料シャトルバスで 約40分

JRをご利用の場合

分科会のすすめ方と演者のみなさまへ

分科会座長のみなさまへ

■分 科 会

❖ 16日（1日目）の午後に5会場に分かれて同時に行います。

■スライド（パワーポイント）について

❖ やむを得ず当日差し替えが必要な方は、受付にお申し出下さい。

■演題発表について

❖ 発表はすべてスライド形式で口演とし、発表時間5分、討論2分とします。4分で予鈴を鳴ら
します。5分で2回ベルを鳴らします。時間内で発表が終わるようにご準備下さい。

❖パソコン操作は発表者ご自身でお願いします。

❖演者次席を各会場前方に用意します。スケジュールをご確認いただき、準備をお願いします。

❖演題表彰を設けます。2日目に発表させて頂きます。

　この度は分科会座長をお引き受け頂きまして、誠にありがとうございます。運営につきまして、
以下の点にご留意下さいますようお願い致します。

❖ 発表時間5分、討論2分の合計7分です。タイムキーパーが4分の時点で予鈴を1回、5分超過で
2回ベルを鳴らします。

❖ 運営上の不都合や問題点が発生しましたら、お近くの実行委員または要員までお申し出下さい。
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1F
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第１会場交流会
会場

第4会場

第3会場第2会場

第５会場

■JR札幌駅－会場（ガトーキングダム）間の無料シャトルバスのご案内

■ガトーキングダム・シャトルバス時刻表
●札幌駅北口発
停留所：札幌駅北口➡地下鉄麻生駅前
　　　　➡ガトーキングダム

●札幌駅北口 
シャトルバス乗り場

 札幌駅北口 発 ガトーキングダム 着

   9:00   9:40
 10:00 10:40
 11:00 11:40
 12:10 12:50
 13:00 13:40
 14:00 14:40
 15:00 15:40
 16:00 16:40
 17:00 17:40
 18:00 18:40
 19:10 19:50
 20:00 20:40
 21:00 21:40
 21:55 22:35

合同庁舎

札幌駅交番

きた未来広場

JR札幌駅北口
鐘の広場● ●ドトールコーヒー

西通り北口 東通り北口

地下駐車場
入口

四谷学院
札幌校

北
海
道
銀
行

北
洋
銀
行

北
ビ
ル ロ

ー
ソ
ン

サ
ン
ク
ス

シャトルバス乗り場

●シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ発
停留所：ガトーキングダム➡地下鉄麻生駅前
　　　　➡札幌駅北口

 ガトーキングダム 発 札幌駅北口 着

   8:00   8:40
   9:00   9:40
 10:00 10:40
 11:00 11:40
 12:10 12:50
 ★12:30　 ★13:10　
 13:00 13:40
 14:00 14:40
 15:00 15:40
 16:00 16:40
 17:00 17:40
 18:00 18:40
 19:10 19:50
 20:00 20:40
 21:00 21:40
★臨時便（3月17日のみ）

シャトルバス乗り場
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1日目  3月16日土 2日目  3月17日日

13：30

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

第1会場
1 階　ピノノアール

第1会場
1 階　ピノノアール

第2～5会場
3 階

14：00～
開　会　式

14：15～15：15

学 習 講 演
消化器腫瘍における
放射線治療の最前線
田口 大志 北海道大学病院

座長：樫山 基矢 勤医協中央病院

15：30～18：30
分　科　会

分科会 A1 座長：石後岡 正弘 勤医協中央病院
第1会場（1階 ピノノアール）

分科会 A2 座長： 松本　 篤 みさと健和病院
第1会場（1階 ピノノアール）  忍　 哲也 埼玉協同病院　

分科会 B1 座長：大西 浩二　 松江生協病院
第2会場（3階 セミヨン）  山岡 健太郎 土庫病院

分科会 B2 座長： 中澤 幸久 協立総合病院　
第2会場（3階 セミヨン）  樫山 基矢 勤医協中央病院

分科会C1 座長： 小島 英吾 長野中央病院
第3会場（3階 リースニング）  外山 和隆 耳原総合病院

分科会C2 座長： 吉田　 信 勤医協中央病院
第3会場（3階 リースニング）  古山 準一 勤医協中央病院

分科会D1 座長： 岡本 麻子 勤医協中央病院
第4会場（3階 マスカット A）  川畑　 恵 勤医協中央病院

分科会D2 座長： 比嘉　 聡 沖縄協同病院
第4会場（3階 マスカット A）  大内 市枝 勤医協中央病院

分科会 E1 座長： 長谷川 綾平 協立総合病院　
第5会場（3階 マスカット B）  加賀 正浩　 勤医協中央病院

分科会 E2 座長： 三上 和久　 城北病院　　
第5会場（3階 マスカット B）  高橋 美香子 鶴岡協立病院

 9：00～9：30

優秀演題の発表・表彰
プレゼンター：小島 英吾 長野中央病院

 9：30～10：00　ミニセミナー 1
消化管急性疾患の診療
樫山 基矢 勤医協中央病院

座長：森園 竜太郎 勤医協中央病院
10：00～10：30　ミニセミナー 2
当院における胃瘻造設術と
胃瘻カテーテル交換
大西 浩二 松江生協病院

座長：森園 竜太郎 勤医協中央病院

10：40～11：40

文 化 講 演

アイヌ民族の歴史とこれから

中村 　齋 中村博物館学研究所主宰

座長：石後岡 正弘 勤医協中央病院

11：40～12：10

総会・閉会式

13：30～  受 付 開 始 8：30～  受 付 開 始

19：00～21：00

懇　親　会　　会場：1階 メルロ

日　程　表
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プログラム
3月16日（土）

受付開始　13：30～　（1階 ホワイエ）

開 会 式　14：00～ 第1会場（1階 ピノノアール）

❖オープニング	 総合司会　志田 ゆかり　勤医協中央病院 看護師

❖実行委員長あいさつ	 　　　　　石後岡 正弘　勤医協中央病院 消化器センター長

❖開催県連あいさつ

学術講演　14：15～15：15 第1会場（1階 ピノノアール）

座長：樫山 基矢（勤医協中央病院 外科副科長）

消化器腫瘍における放射線治療の最前線

田口 大志	 北海道大学病院 放射線治療科 助教

休憩・移動　15：15～15：30

分 科 会　15：30～18：30

分科会A1 上部消化管 A-01～A-11 第1会場（1階 ピノノアール）

分科会A2 上部消化管、研修、内視鏡、化学療法 A-12～A-22 第1会場（1階 ピノノアール）

分科会B1 下部消化管 B-01～B-11 第2会場（3階 セミヨン）

分科会B2 下部消化管、内視鏡、その他 B-12～B-21 第2会場（3階 セミヨン）

分科会C1 肝胆膵系 C-01～C-10 第3会場（3階 リースニング）

分科会C2 肝胆膵系、薬剤、臨床検査 C-11～C-21 第3会場（3階 リースニング）

分科会D1 緩和医療、在宅・高齢者医療 D-01～D-11 第4会場（3階 マスカット A）

分科会D2 チーム医療、地域医療・連携・福祉、看護 D-12～D-23 第4会場（3階 マスカット A）

分科会E1 栄養、臨床工学、健診・HPH、放射線 E-01～E-09 第5会場（3階 マスカット B）

分科会E2 医療安全、感染、リハビリ、教育、その他 E-10～E-21 第5会場（3階 マスカット B）

休憩・移動・チェックイン　18：30～19：00

懇親会受付開始　18：45～ （1階 メルロ）

懇 親 会　19：00～21：00 （1階 メルロ）

進行  	新名 美和  勤医協中央病院 看護師 

久保 麻美  勤医協中央病院 看護師



― 10 ―

受付開始　8：30～　（1階 ホワイエ）

優秀演題の発表・表彰　9：00～ 第1会場（1階 ピノノアール）

総合司会：大関 亜樹子（勤医協中央病院 看護師）

❖優秀演題の発表・表彰
プレゼンター：	全日本民医連消化器研究会 代表世話人	

小島 英吾  長野中央病院

ミニセミナー1　9：30～10：00 第1会場（1階 ピノノアール）

座長：森園 竜太郎（勤医協中央病院 内科副科長）

消化管急性疾患の診療

樫山 基矢	 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 外科副科長

ミニセミナー2　10：00～10：30 第1会場（1階 ピノノアール）

座長：森園 竜太郎（勤医協中央病院 内科副科長）

当院における胃瘻造設術と胃瘻カテーテル交換

大西 浩二	 松江保健生活協同組合 総合病院松江生協病院 副院長

休　　憩　10：30～10：40

文化講演　10：40～11：40 第1会場（1階 ピノノアール）

座長：石後岡 正弘（勤医協中央病院 消化器センター長）

アイヌ民族の歴史とこれから

中村 齋	 	中村博物館学研究所主宰 北海道フィンランド協会顧問 
財）北方文化振興会 理事 
元・アイヌ民族博物館 館長

全日本民医連消化器研究会総会・閉会式　11：40～12：10 第1会場（1階 ピノノアール）

❖全日本民医連消化器研究会総会

❖次回開催県連からのあいさつ

❖閉会のあいさつ	 	第19回全日本民医連消化器研究会 in北海道 副実行委員長	
森園 竜太郎　勤医協中央病院 内科副科長

3月17日（日）
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分科会 プログラム
3月16日（土）

分科会A1　15：30～16：55 第1会場（1階 ピノノアール）

［	上部消化管	］	 座長：石後岡 正弘（勤医協中央病院）

A-01 Non-Helicobacter pylori Helicobacter（NHPH）感染胃炎21例の検討
長野民医連	 塚平 俊久（医師）

健和会病院 内科

A-02 消化器救急の華（？）上部消化管出血 
～30年間で変わったこと、変わらないこと～

福岡・佐賀民医連	 久田 裕史（医師）
戸畑けんわ病院 内科

A-03 保存的治療にて回復した虚血性胃症の2例
長野民医連	 倉橋 真理（医師）

健和会病院

A-04 健常成人に発症したサイトメガロウイルスの関連が疑われる胃潰瘍の1例
埼玉民医連	 忍 哲也（医師）

埼玉協同病院 内科

A-05 物体検出モデルを用いた上部消化管通常内視鏡画像の 
コンピュータ支援診断に関する検討

新潟民医連	 岩田 真弥（医師）
下越病院 内科

A-06 出血を繰り返す難治性食道炎を契機に診断された後天性血友病 Aの1例
島根民医連	 尾上 正樹（医師）

松江生協病院 消化器内科

A-07 逆流性食道炎により全周性の食道狭窄をきたした一例
福岡・佐賀民医連	 川本 真由美（医師）

千鳥橋病院 消化器内科

A-08 平坦型食道類基底細胞癌の1例
山梨民医連	 西山 敦士（医師）

甲府共立病院

A-09 コーラでの溶解療法をみたが、小腸閉塞を来し手術を要した毛髪胃石再発の1例
東京民医連	 出口 雄樹（医師）

大田病院 内科



― 12 ―

A-10 当院で経験したUpside down stomachの4症例
長野民医連	 久場 弘子（医師）

長野中央病院 消化器内科

A-11 上部消化管造影発泡剤飲用時におけるバリウム希釈水の評価
東京民医連	 江口 裕太（診療放射線技師）

みさと健和病院 放射線課

分科会A2　17：05～18：30 第1会場（1階 ピノノアール）

［	上部消化管、研修、内視鏡、化学療法	］	 座長：松本 篤（みさと健和病院）	
忍 哲也（埼玉協同病院）  

A-12 術前に超音波内視鏡下穿刺吸引法（endoscopic ultrasound-guided �ne needle 
aspiration；EUS-FNA）を施行した胃のGIST2例の検討

千葉民医連	 平野 拓己（医師）
船橋二和病院 内科

A-13 絨毛癌と肝様腺癌が混在した胃癌の一例
石川民医連	 古田 浩之（医師）

石川勤労者医療協会 城北病院 外科

A-14 肥満減量手術後に胃癌を生じた1症例
北海道民医連	 上杉 淳（医師）

勤医協中央病院 消化器内科

A-15 内視鏡研修の振り返り　～総合診療と消化器内視鏡～
長野民医連	 小林 哲之（医師）

長野中央病院 内科

A-16 1年以内に発症し、特徴的な内視鏡所見を呈したCronkhite-Canada症候群の1例
愛知民医連	 中島 俊和（医師）

協立総合病院 内科

A-17 苦痛の強い被検者における事前チェックの取り組み
山形民医連	 上杉 富美（看護師）

鶴岡協立病院 内視鏡室

A-18 ESD時の除圧マットを用いた体位工夫への取り組み
山梨民医連	 高木 大志（看護師）

甲府共立病院

A-19 麻酔回復スコアを使用した安静時間の検討
福岡・佐賀民医連	 岩原 亜裕美（看護師）

千鳥橋病院 内視鏡室
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A-20 当院における超高齢者進行消化器癌に対する化学療法の経験
山形民医連	 瀬角 英樹（医師）

至誠堂総合病院 消化器内科

A-21 食道癌に対する FP療法中に意識障害を来した一例
東京民医連	 松本 篤（医師）

みさと健和病院 内科

A-22 化学療法施行中に皮膚障害をきたしたストーマ造設患者の検討
奈良民医連	 溝浦 ますみ（看護師）

社会医療法人健生会 土庫病院 奈良大腸肛門病センター

分科会B1　15：30～16：55 第2会場（3階 セミヨン）

［	下部消化管管	］	 座長：大西 浩二（松江生協病院）	
山岡 健太郎（土庫病院） 

B-01 内視鏡的大腸ポリープ切除術後出血症例の検討
富山民医連	 火爪 健一（医師）

富山協立病院 消化器科

B-02 直腸静脈瘤出血に対する内視鏡的静脈瘤結紮術後の再出血に外科的結紮術 
および内視鏡的静脈瘤硬化療法を施行した1症例

北海道民医連	 古山 準一（医師）
勤医協中央病院 消化器センター内科

B-03 大腸癌治療における他病死患者の検討　―民医連らしいトータルケア目指して―
愛知民医連	 中澤 幸久（医師）

協立総合病院

B-04 閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対する超音波ガイド下整復後にヘルニア嚢血腫を生じた1例
石川民医連	 三上 和久（医師）

石川勤労者医療協会 城北病院 外科

B-05 diversion colitisによる菌血症を繰り返した一例
大阪民医連	 北川 綾美（医師）

耳原総合病院 救急総合診療科

B-06 炎症性腸疾患患者が退院後の療養生活で直面している問題の理解と 
病棟看護師ができる援助の考察

奈良民医連	 西原 千秋（看護師）
社会医療法人健生会 土庫病院 看護部

B-07 施行医別にみた、大腸内視鏡挿入時間を予測する因子の検討
愛知民医連	 名和 晋輔（医師）

協立総合病院 内科
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B-08 憩室炎穿通による S状結腸‒小腸瘻・S状結腸‒膀胱瘻に対し、 
保存的に治療した1例

大阪民医連	 岩本 摩耶（医師）
耳原総合病院 外科

B-09 2006年から10年間における当院に入院した 
大腸がん300例の症状、処置などについてのまとめと考察

鹿児島民医連	 北島 義久（医師）
鹿児島生協病院 内科

B-10 精巣痛を主訴に受診したCampylobacter colitisの一例
鹿児島民医連	 眞川 昌大（医師）

鹿児島生協病院 内科

B-11 当院における大腸憩室出血の治療成績の解析
山梨民医連	 後藤 奈 （々医師）

甲府共立病院

分科会B2　17：05～18：30 第2会場（3階 セミヨン）

［	下部消化管、内視鏡、その他	］	 座長：中澤 幸久（協立総合病院）  	
樫山 基矢（勤医協中央病院）

B-12 イレウスを繰り返す重症心身障害者の消化管穿孔の一例
大阪民医連	 成田 亮紀（医師）

耳原総合病院 研修医

B-13 大腸 sm癌の治療成績について
奈良民医連	 平田 健将（医師）

社会医療法人健生会 土庫病院 奈良大腸肛門病センター

B-14 治療に難渋した重症潰瘍性大腸炎の一例
大阪民医連	 上角 亮介（医師）

耳原総合病院 外科

B-15 細菌性腹膜炎を合併した腹膜偽粘液腫の一例
京都民医連	 奥村 麻里（医師）

京都民医連中央病院 内科

B-16 穿孔および膿瘍形成を伴った肺癌小腸転移の1例
北海道民医連	 松田 隆志（医師）

勤医協中央病院 外科

B-17 外傷性腹壁ヘルニアの一例
静岡民医連	 小倉 礼那（医師）

三島共立病院
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B-18 ストーマケア計画表作成
宮城民医連	 秋元 紫織（看護師）

坂総合病院 外科

B-19 下部内視鏡における腸管洗浄剤自宅服用導入への取り組み 
～院内服用と自宅服用での比較検討～

東京民医連	 大石 くるみ（看護師）
医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 内視鏡室

B-20 腹壁瘢痕ヘルニアを伴う人工肛門閉鎖術時に 
Components Separation法を施行した2症例

奈良民医連	 山岡 健太郎（医師）
社会医療法人健生会 土庫病院 奈良大腸肛門病センター

B-21 広範囲に炎症が波及し、ステロイド投与による著効が得られた腸間膜脂肪織炎の1例
島根民医連	 大西 浩二（医師）

松江生協病院 内科

分科会C1　15：30～16：55 第3会場（3階 リースニング）

［	肝胆膵系	］	 座長：小島 英吾（長野中央病院）	
外山 和隆（耳原総合病院）

C-01 当院における胆管炎時の抗菌薬治療の現状
福岡・佐賀民医連	 佐竹 真明（医師）

健和会大手町病院 消化器内科

C-02 当院での内視鏡的副乳頭経由の膵疾患治療 
―副乳頭切開・バルーン拡張・膵管ステント留置術で治療した135例―

埼玉民医連	 辻 忠男（医師）
埼玉協同病院 消化器科

C-03 血便・下痢を主訴に入院し、自己免疫性膵炎： 
Autoimmune pancreatitis（AIP）2型と診断した1例

山梨民医連	 笹本 なごみ（医師）
甲府共立病院 内科

C-04 急性胆嚢炎を契機に発見された胆嚢神経内分泌癌（胆嚢NEC）の一例
大阪民医連	 松田 友彦（医師）

耳原総合病院 内科

C-05 診断に苦慮した膵癌症例の検討
宮城民医連	 矢崎 とも子（医師）

坂総合病院 内科
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C-06 検診を契機に発見された絨毛性前腸性肝のう胞が疑われた1例
福岡・佐賀民医連	 柴田 照久（医師）

千鳥橋病院 消化器内科

C-07 総胆管結石性胆管炎後の感染性硬化性胆管炎と考えられた一例
京都民医連	 南方 信久（医師）

京都民医連中央病院 消化器内科

C-08 高分化型 P-NET G3に対して、白金製剤ベースの化学療法が奏功した一例
長野民医連	 小島 英吾（医師）

長野中央病院 消化器内科

C-09 当院の急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡手術の現状
北海道民医連	 吉田 信（医師）

勤医協中央病院 消化器センター外科

C-10 膵萎縮を伴う膵尾部小膵癌の症例からエコー法を考える
千葉民医連	 根本 勝利（放射線技師）

北部診療所

分科会C2　17：05～18：30 第3会場（3階 リースニング）

［	肝胆膵系、薬剤、臨床検査	］	 座長：吉田 信（勤医協中央病院）  	
古山 準一（勤医協中央病院）

C-11 当院における急性胆嚢炎治療と、腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術手技
大阪民医連	 外山 和隆（医師）

耳原総合病院 外科

C-12 ラジオ波焼灼術後に発症したと考えられる横隔膜ヘルニア嵌頓による 
胸腔内への結腸穿孔の1例

山梨民医連	 古田 潤平（医師）
甲府共立病院 外科

C-13 内視鏡的に截石し得た十二指腸における胆石イレウスの一例
山梨民医連	 高橋 大二郎（医師）

甲府共立病院

C-14 内視鏡的乳頭切開術（EST）施行後、切開部の瘢痕狭窄による胆管炎に対し 
PTCDからのランデブー法にて治癒した一例

愛知民医連	 長谷川 綾平（医師）
協立総合病院 消化器内科

C-15 鑑別が困難であった肝海綿状血管腫の1症例
長野民医連	 藤牧 小百合（臨床検査技師）

長野中央病院 臨床検査科
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C-16 猪胆（乾燥猪胆嚢）からの感染が疑われた急性 E型肝炎の1例
鳥取民医連	 宮崎 慎一（医師）

鳥取生協病院 消化器内科

C-17 健常成人に発症したサイトメガロウイルス肝炎の一例
東京民医連	 柿本 年春（医師）

東葛病院

C-18 肝血管腫自然破裂に対して肝動脈塞栓術を施行した1例
東京民医連	 新宅 知博（研修医）

大田病院 内科

C-19 C型肝炎治療薬の評価
埼玉民医連	 早崎 亮太（薬剤師）

埼玉協同病院 薬剤科

C-20 HBs抗原（CLEIA法）が偽陽性であったアルコール性肝硬変症の1例
北海道民医連	 当摩 晃嗣（臨床検査技師）

勤医協中央病院 検体検査科

C-21 Sonasoid造影超音波検査を施行した後腹膜血管腫の1症例
北海道民医連	 齊藤 薫（臨床検査技師）

勤医協中央病院 生理検査科

分科会D1　15：30～16：55 第4会場（3階 マスカット A）

［	緩和医療、在宅・高齢者医療	］	 座長：岡本 麻子（勤医協中央病院）	
川畑 恵（勤医協中央病院）  

D-01 キャンサーボードを行った食道がんの一例
北海道民医連	 川畑 恵（医師）

勤医協中央病院 緩和ケアチーム

D-02 ターミナル期の癌患者の希望に沿う看護
大阪民医連	 溝根 隆司（看護師）

耳原総合病院 外科病棟

D-03 緩和ケア病棟への転科患者様に対する消化器病棟看護師の役割
長野民医連	 小林 睦志（看護師）

長野中央病院 4階南病棟

D-04 愛犬と共に過ごしたがん患者の最期の時間
石川民医連	 木村 恵子（看護師）

城北病院 外科急性期病棟
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D-05 長野中央病院緩和ケア病棟における看取りのパンフレット使用の実態調査
長野民医連	 原山 くるみ（看護師）

長野中央病院 緩和ケア病棟

D-06 フェントスⓇテープの特性を考慮した薬剤選択について
長野民医連	 木下 貴司（薬剤師）

長野中央病院 薬局

D-07 がん患者のQOL維持のためのオピオイドスイッチングに向けた取り組み
鹿児島民医連	 宮原 雪奈（看護師）

鹿児島生協病院

D-08 全人的苦痛（Total pain）への対応に苦慮し、 
職員のストレスマネージメントをも困難にした一事例からの考察

山形民医連	 佐藤 恭子（看護師）
鶴岡協立病院 3A病棟

D-09 食道癌終末期患者に対する緩和ケアを行った症例
北海道民医連	 廣谷 有美（看護師）

勤医協中央病院 消化器病棟

D-10 在宅緩和ケアの過程で自然退縮した多量腹水を伴う肝細胞癌の一例
埼玉民医連	 有田 圭介（医師）

埼玉協同病院 内科

D-11 「自宅で過ごしていたい」と願う終末期がん患者と家族の迷いに寄り添った一例 
～消化器外科医による往診と外来看護師の役割～

北海道民医連	 大関 亜樹子（看護師）
勤医協中央病院 外来

分科会D2　17：05～18：30 第4会場（3階 マスカット A）

［	チーム医療、地域医療・連携・福祉、看護	］	 座長：比嘉 聡（沖縄協同病院）    	
大内 市枝（勤医協中央病院）

D-12 排泄障害を抱えた患者の社会的支援に多職種で関わった2症例
奈良民医連	 河本 浩子（看護師）

社会医療法人健生会 土庫病院 外科

D-13 当院における放射線治療室の現状と課題　～実践を振り返って
北海道民医連	 岡本 麻子（看護師）

勤医協中央病院 外来 放射線治療室

D-14 サルでもわかるパス作り　～より良い医療を目指して～
大阪民医連	 苑田 夕起子（看護師）

耳原総合病院 12階病棟
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D-15 多職種チームでのオプジーボの臨床導入
奈良民医連	 大辻 俊雄（医師）

社会医療法人健生会 土庫病院 消化器内科

D-16 政治のシビアアクシデントに対する社会的処方箋 
～注射器の使い回しで B型肝炎感染拡大。B型肝炎支援チームの取り組み～

山梨民医連	 小西 利幸（医師）
甲府共立病院 

D-17 術中待機する患者家族の不安に寄り添って　～手術室看護師だからできること～
石川民医連	 東藤 亜紀子（看護師）

公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 手術室

D-18 民消研での発表研究演題のその後
長野民医連	 奥山 ゆかり（看護師）

長野中央病院 外来

D-19 病棟再編に向けた学習会の取り組み
山梨民医連	 坂本 由美子（看護師）

甲府共立病院 内科外科

D-20 潜在性肝性脳症の早期発見　～アニマルネーミングテストの導入を試みて～
愛知民医連	 中水流 有香（看護師）

協立総合病院 消化器内科病棟

D-21 難治性腹水を抱え長期入院により苦痛を感じている A氏への看護
山梨民医連	 金子 和香那（看護師）

甲府共立病院 内科

D-22 家族の社会的背景に視野を広げる　～ストーマ造設患者の事例を通して～
宮城民医連	 太田 ひろえ（看護師）

坂総合病院 外科病棟

D-23 術後患者への熱布バックケア導入を試みる
東京民医連	 石井 匡（看護師）

みさと健和病院 外科

分科会E1　15：30～16：55 第5会場（3階 マスカット B）

［	栄養、臨床工学、健診・HPH、放射線	］	 座長：長谷川 綾平（協立総合病院）	
加賀 正浩（勤医協中央病院） 

E-01 当院におけるセレン測定および院内製剤による治療の検討（第2報）
石川民医連	 大野 健次（医師）

公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 内科
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E-02 消化器癌終末期等による腸管通過障害に対する減圧目的に PTEGを造設した2例
東京民医連	 坂口 智一（医師）

みさと健和病院

E-03 血糖コントロール用濃厚流動食「グルセルナREX」の効果について
山形民医連	 高橋 美香子（医師）

鶴岡協立病院

E-04 胃瘻ボタン抜去後の瘻孔閉鎖不全に対する治療経験
奈良民医連	 更屋 勉（医師）

社会医療法人健生会 土庫病院 総合診療部 消化器内科

E-05 術前経口補水液療法としてエナチャージを採用した結果と課題
石川民医連	 丸山 莉奈（看護師）

金沢 城北病院 消化器外科

E-06 臨床工学技士が内視鏡業務を専従として就くことになって
千葉民医連	 伊藤 圭章（臨床工学技士）

船橋二和病院 透析科

E-07 当院における内視鏡修理費と対策
福岡・佐賀民医連	 合澤 達也（臨床工学技士）

公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院

E-08 健康診断で施行した上部消化管 X線（健診MDL）検査の精度管理
埼玉民医連	 大谷 祐貴（放射線技師）

埼玉協同病院 放射線画像診断科

E-09 「胃 X線健診のための読影判定区分（カテゴリー分類）」導入後の現状
北海道民医連	 松井 猛英（放射線技師）

勤医協中央病院 放射線1科

分科会E2　17：05～18：30 第5会場（3階 マスカット B）

［	医療安全、感染、リハビリ、教育、その他	］	 座長：三上 和久（城北病院）      	
高橋 美香子（鶴岡協立病院）

E-10 ATP拭き取り検査をもとにした内視鏡検査室の清浄度の把握と 
環境改善の取り組みについて

島根民医連	 柳原 雅也（臨床検査技師）
松江生協病院 内視鏡センター

E-11 術中急変事例シュミレーションへの動画活用　～目指せ100万再生への道～
愛知民医連	 竹下 つばさ（看護師）

協立総合病院 手術室
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E-12 当院における内視鏡検査時の病理結果の患者への結果返しの漏れを防ぐための 
手順整備と現在までの状況

京都民医連	 木下 公史（医師）
京都民医連中央病院 内科

E-13 Aeromonas hydrophila感染症により胃がん手術後に急激な経過をたどり死亡した1例
鹿児島民医連	 吉田 真一（医師）

鹿児島生協病院 外科

E-14 吐血で発症し剖検を行った感染性腹部大動脈瘤の一例
東京民医連	 藤原 和史（医師）

東京勤労者医療会 東葛病院 内科

E-15 退院調整を必要とするがんリハビリテーション対象患者の臨床的特徴
山梨民医連	 萩原 妃里子（理学療法士）

甲府共立病院 リハビリテーション室

E-16 消化器内科・外科病棟で新人療法士が働きはじめて 
～共に育ち合える体制作り～

山梨民医連	 石川 加奈子（作業療法士）
甲府共立病院 リハビリテーション科

E-17 看護学生の関心から成功体験を目指す実習指導 
―クローン病により緊急ストーマ造設術を受けた患者を担当する学生を通して―

奈良民医連	 西村 美乃里（看護師）
社会医療法人健生会 土庫病院 看護部

E-18 ストーマケア学習会実施後の病棟看護師の意識調査
北海道民医連	 阿部 麻里奈（看護師）

勤医協中央病院 消化器外科

E-19 当院における入院時胃切栄養指導体制の見直しと今後の課題について
北海道民医連	 腰山 あかり（管理栄養士）

勤医協中央病院 栄養科

E-20 内視鏡室での看護師育成の現状
北海道民医連	 久保 麻美（看護師）

勤医協中央病院 放射線・内視鏡室

E-21 栄養摂取方法の選択時におけるMSWの関わり
長野民医連	 長谷川 千明（MSW）

長野中央病院 医療福祉相談室
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学術講演 
3月16日（土） 14：15～15：15　第1会場（1階 ピノノアール）

文化講演 
3月17日（日） 10：40～11：40　第1会場（1階 ピノノアール）
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田口 大志
北海道大学病院 放射線治療科 助教

　がん治療における三大療法は外科療法、化学療法、放射線療法である。放

射線療法は機能、形態の温存に優れるという特性を持つことから、発声、嚥

下、整容面等が問題となる頭頸部領域のみならず、中枢神経、乳腺、肺、前

立腺、子宮、骨軟部組織などの多臓器にわたり果たす役割は大きい。

　食道癌は、食道温存を目的とした（化学）放射線療法が日常臨床として広

く施行されているが、術前セッティングが模索されるなど、集学的治療対象

疾患として認識が変わりつつある。食道以外の消化管は、その低い放射線耐

容線量から根治線量投与は難しく、止血、疼痛緩和、通過障害の改善（一時

的腫瘍縮小）等の緩和的役割が中心であるが、例外的なものとして、進行直

腸癌において欧米で広く行われている術前化学放射線療法があり、当院にお

いても治療件数が徐々に増加している。

　肝細胞癌は、放射線照射後肝障害が問題となることから根治照射は難しい

と考えられていたが、定位放射線照射に代表される放射線照射技術の向上に

より、副作用を最小限に抑えた局所大線量投与が可能となり良好な局所制御

が得られる様になっている。膵臓癌は依然厳しい疾患であるが、Borderline 

Resectable 症例においては、根治手術を見据えた準根治的化学放射線療法を

行っている。

　最近は第4の抗がん療法である免疫療法と放射線治療の併用に大きな注目

が集まっている。Pacific trial（肺癌Ⅲ期症例における根治的化学放射線療法

後の PD-L1抗体投与の第Ⅲ相試験）において実薬群の全生存期間の大幅な

延長が確認され、従来は非常に希な事象と考えられていたアブスコパル効果

が放射線治療と免疫チェックポイント阻害剤の逐次併用により得られている

可能性が示唆され、国内外で免疫放射線療法の臨床試験が行われ始めている。

　当院の現在の治療体制として、CT を用いた三次元治療計画下の放射線治

療（3D-CRT；3 dimensional conformal radiotherapy）、固定精度や呼吸性

移動対策を行うことで定位性を高めた定位放射線照射（SRT；stereotactic 

radiotherapy）、非常に細かな X 線照射制御技術を応用した強度変調放射線

照射（IMRT；intensity modulated radiotherapy）、そして陽子線を用いた

陽子線治療がある。「消化器腫瘍における放射線治療の最前線」という演題

の下に、3D-CRT、IMRT、SRT、陽子線治療といった各種放射線治療手段

が選択可能な当院における Real world をご紹介させて頂く予定である。

消化器腫瘍における放射線治療の最前線

学 術 講 演 3月16日（土） 14：15～15：15　第1会場（1階 ピノノアール）

▪略 歴
平成12年3月 
 北海道大学医学部医学科 卒業

平成21年3月 
  北海道大学大学院医学研究科 
高次診断治療学専攻博士課程 
修了

自 平成12年5月 
  北海道大学医学部付属病院  
医員（研修医）

自 平成14年4月 
 国立札幌病院 医員（研修医）

自 平成16年4月 
  北海道大学医学部付属病院 医員

自 平成22年4月 
 帯広厚生病院 放射線科 医長

自 平成30年4月 
 北海道大学病院 助教
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中村 齋
中村博物館学研究所主宰 北海道フィンランド協会顧問

財）北方文化振興会 理事
元・アイヌ民族博物館 館長

・アイヌ民族の定義

　　定義

　　生活域

・歴史

・ これから～本来はアイヌ民族自身が

決めることだが、日本民族の私が同

じ状況に置かれたら、考えられるの

は次の二つ。

　　⃝アイヌ民族の独立

　　⃝日本国民として

・日本国の支配が続くならば

・まとめ

　　1.	日本国民として

　　2.	自治が可能なら

　　3.	極論

・他民族共生必須の現代

アイヌ民族の歴史とこれから

文 化 講 演 3月17日（日） 10：40～11：40　第1会場（1階 ピノノアール）

▪略 歴
1955年3月 
 明治大学文学部（考古学） 卒業

1955年4月～1969年 
 中学校教諭歴任

1970年 
  北海道開拓記念館  
開設準備事務所研究職員

1981年 
  北海道開拓記念館  
開拓の村整備室長

1985年 
 北海道開拓記念館 学芸事務長

1998年 
 上湧別ふるさと館 JRY 館長

2002年 
  財団法人アイヌ民族博物館 館長
（2008年まで）
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