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第１会場（国立大ホール）

９：００～１２：００ シンポジウム２０（消化器内視鏡学会）
炎症性腸疾患における癌化とそのSURVEILLANCE

司会 慶應義塾大・内科　日比紀文
新潟大・１病理　味岡洋一

内S２０-１. 潰瘍性大腸炎に対する癌サーベイランス・プログラム 東京大・腫瘍外科　畑　啓介、渡邉聡明、名川弘一
内S２０-２. 潰瘍性大腸炎癌化例の検討とサーベイランスの在り方 慶應義塾大・消化器内科　松岡克善、長沼　誠、岩男　泰
内S２０-３. 当科で経験したcolitic cancer１１例の検討 兵庫医大・消化器内科　福井　信、應田義雄、福田能啓
内S２０-追１.潰瘍性大腸炎の癌化におけるACFの意義とそのサーベイランスにおける有用性

札幌医大・４内科　信岡　純、高山哲治、新津洋司郎
内S２０-追２.腫瘍を合併した潰瘍性大腸炎の非腫瘍性粘膜におけるestrogen receptorのmethylationの検討

獨協医大・人体病理、京都大・消化器病態学　藤井茂彦
京都大・消化器病態学　千葉　勉
獨協医大・人体病理　藤盛孝博

内S２０-追３.潰瘍性大腸炎の癌化における粘膜上皮内iNOS発現の意義 －癌化機序とサーベイランスの面からの検討－
広島大大学院・分子病態制御内科　森原正雄、隅井雅晴、茶山一彰

内S２０-４. 緩解期潰瘍性大腸炎患者の高画素拡大内視鏡検査によるcancer surveillanceについて
名古屋大・１内科　西脇　毅、西尾雄司、楠神和男

内S２０-５. 潰瘍性大腸炎のサーベイランスにおける拡大観察の有用性の検討
北里大東病院・消化器内科　佐田美和、五十嵐正広、勝又伴栄
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第２会場（会議センター/メインホール）

９：００～９：４０ 教育講演１（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会　久留米大消化器病メディカルセンター豊永　純
消化管出血に対する内視鏡的止血法の進歩 慶應義塾大内視鏡センター 熊井浩一郎

９：４０～１０：２０ 教育講演２（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会 獨協医大・消化器内科　寺野　彰
Helicobacter pylori 感染の診断と治療 京都大大学院・消化器内科　千葉　勉

１０：２０～１１：００ 教育講演３（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会 浜松医大名誉教授　金子榮藏
集検二次検査としての安全な大腸内視鏡検査 �（医）多田消化器クリニック 多田正大

１１：００～１１：４０ 教育講演４（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会 信州大・２内科　清澤研道
B型、C型肝炎の新しい治療法 虎の門病院・消化器科　熊田博光

１１：４０～１２：２０ 教育講演５（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会 日本赤十字武蔵野短期大　堺　隆弘
肝がん治療の新しい展開 東京大大学院・消化器内科　小俣政男

１４：００～１４：４０ 教育講演６（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会 熊本大・２外科　小川道雄
膵癌診断のup-to-date－膵癌早期診断の契機としてのIPMT 九州大大学院・臨床・腫瘍外科　田中雅夫

１４：４０～１５：２０ 教育講演７（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会 杏林大・１外科　跡見　裕
ESWLを中心とした膵石治療 名古屋市立大・１内科　大原弘隆

１５：２０～１６：００ 教育講演８（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会　大阪府立母子保健総合医療センター 岡田　正
食事摂取基準─第六次改定日本人の栄養所要量 東京大名誉教授、（財）日本健康・栄養食品協会理事長　細谷憲政
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第２会場（会議センター/メインホール）

１６：００～１６：４０ 教育講演９（DDW-Japan）
消化器病診療のup-to-date２００２

司会 関西医大　日置紘士郎
わが国における在宅栄養法の現状と展望 大阪大・保健学科　高木洋治
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第３会場（会議センター/３０１＋３０２）

９：００～１１：２０ ワークショップ２７（消化器内視鏡学会）
SHORT SEGMENT BARRETT'S MUCOSAをめぐる諸問題

司会 国立がんセンター中央病院病理　下田忠和
千葉大・光学医療診療部　神津照雄

内W２７-１. Barrett上皮の臨床病理学的検討 国立がんセンター中央病院・外科　阪　眞
国立がんセンター中央病院・臨床検査部　下田忠和、二村聡

内W２７-２. 接合部腺癌および食道非腺癌における背景粘膜のSSBEと食道胃接合部の病理
大阪府立成人病センター・病理、近畿大堺病院・消化器科　辻　直子

大阪府立成人病センター・病理　石黒信吾
近畿大・消化器内科　工藤正俊

内W２７-３. 内視鏡所見から見た食道噴門腺とShort Segment Barrett’s Esophagus
都立駒込病院・内科　加藤久人、鈴木瑞佳

都立駒込病院・外科　吉田　操
内W２７-４. H.pylori 非感染者のShort segment Barrett’s esophagusの検討及び接合部癌との接点

新潟県立吉田病院・内科　八木一芳、中村厚夫、関根厚雄
内W２７-５. Short-Segment Barertt食道の病態生理 －逆流性食道炎、腸上皮化生、H.pylori 感染、胃酸分泌能に関する検討－

東北大・消化器病態学　阿部靖彦、大原秀一、小池智幸
内W２７-６. Short Segment Barrett’s mucosa のmucin発現とNBI（Narrow Band Imaging）を用いた拡大内視鏡所見

札幌医大・１内科　遠藤高夫、浜本康夫、今井浩三
内W２７-７. SSBE内に発生した表在癌の拡大内視鏡所見 佐久総合病院・胃腸科　小山恒男、宮田佳典、友利彰寿

１１：２０～１２：００ 会長講演（消化器内視鏡学会）
経口的胆・膵管内視鏡の進歩と展望

千葉大大学院・腫瘍内科　税所宏光
司会　帝京大溝口病院・外科、帝京大名誉教授　山川達郎
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第４会場（会議センター/３０３＋３０４）

９：００～９：４０ 招待講演（消化器内視鏡学会）
Recent Progress in Endoscopic Treatment of Gastrointestinal Bleeding

Dean, Faculty of Medicine, Professor of Surgery, Directore, Endoscopy Center, The Chinese
University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital Shatin S.C.Sydney Chung

司会 東海大･消化器内科　峯　徹也

９：４０～１２：００ パネルディスカッション１６（消化器内視鏡学会）
胃静脈瘤に対する治療法の選択：内視鏡かB-RTOか

司会 北里大東病院・消化器内科　國分茂博
千葉大大学院・腫瘍内科　松谷正一

内PD１６-１. 孤立性胃静脈瘤の治療戦略 －治療成績と今後の展望－ 札幌厚生病院・消化器科　佐藤隆啓、山崎　克、豊田成司
内PD１６-２. 内視鏡治療を中心とした孤立性胃静脈瘤治療 福島県立医大・２内科　入澤篤志、佐藤由紀夫、小原勝敏
内PD１６-３. 当科における孤立性胃静脈瘤に対する内視鏡的治療の現状 山口大・消化器病態内科　原田稔也、吉田智治、沖田　極
内PD１６-４. 孤立性胃静脈瘤に対する胃腎シャント閉塞下硬化療法（SO-EIS）－その有用性と位置付け－

奈良県立医大・３内科　森安博人
奈良県立医大・総合診療科　松村雅彦

奈良県立医大・３内科　福井　博
内PD１６-５. 孤立性胃静脈瘤に対する治療法の選択 ～B-RTOとCAを用いた内視鏡的な治療との対比～

北里大東病院・消化器内科　日高　央、國分茂博
高田消化器内科クリニック 高田雅博

内PD１６-６ 孤立性胃静脈瘤における内視鏡的硬化療法（EIS）の意義 －B-RTOとの比較検討
千葉大大学院・腫瘍内科　丸山紀史、松谷正一、税所宏光

内PD１６-７. 当科における孤立性胃静脈瘤の治療成績 久留米大・２内科　宮本安尚、於保和彦
久留米大消化器病センター 豊永　純

内PD１６-８. 胃静脈瘤に対する治療法の選択 －Endoscopic IVR surgeryを目指して－
つくば門脈圧亢進症研究会・国吉病院・消化器外科　近森文夫

つくば門脈圧亢進症研究会つくば双愛病院・外科　渋谷　進、高瀬靖広
内PD１６-９. 胃静脈瘤に対する内視鏡治療とB-RTOの検討 －食道静脈瘤の増悪を考慮した治療法の選択－

仙台市立病院・消化器科、東北大・消化器内科　杉山幸一
東北大・消化器内科　北川　靖、大原秀一

内PD１６-１０.孤立性胃静脈瘤に対する治療戦略 日本医大・１外科　谷合信彦、田尻　孝、吉田　寛
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第５会場（会議センター/小ホール）

９：００～１１：００ シンポジウム２１（消化吸収学会）
消化吸収障害に対する先進医療

司会 兵庫医大・消化器内科　下山　孝
大阪大大学院・小児発達医学　和佐勝史

吸S２１-１. 非代償期慢性膵炎患者に対する消化酵素大量補充療法の効果と問題点 弘前大・３内科　柳町　幸、丹藤雄介
弘前大・保健学科　中村光男

吸S２１-２. クローン病の消化吸収障害への治療の試み 兵庫医大・消化器内科　福田能啓、小坂　正、下山　孝
吸S２１-３. IL-６シグナルを標的とした炎症性腸疾患の新しい治療 大阪大大学院・分子病態内科　伊藤裕章、小川弘之、廣谷友範
吸S２１-４. 短腸症候群ならびに小腸粘膜傷害に対するグルタミン含有ペプチド経口投与の有用性

滋賀医大・消化器内科　辻川知之、佐藤　仁、佐々木雅也
吸S２１-５. TPNに伴う腸管障害とグルタミンに関する２つのトピックス 兵庫医大・１外科　飯干泰彦、藤元治朗

大阪大・小児外科　岡田　正　
吸S２１-６. 組織工学的手法を用いた小腸再生のこころみ 京都大・移植外科　貝原　聡、小川晃平、田中紘一
吸S２１-７. 小腸移植拒絶反応における腸管粘膜防御機構の破綻 －特にPeyer板の変化に関して－

日本大・１外科　藤崎　滋、朴　英智、福澤正洋
吸S２１-８. 腸管不全患者に対する生体小腸移植の経験 －Daclizumabを用いた免疫抑制療法、及び拡大内視鏡による拒絶反応の

診断を中心に－ 大阪大大学院・小児外科　長谷川利路、佐々木隆士
大阪府立母子保健総合医療センター 岡田　正

１１：００～１２：００ 特別講演（消化吸収学会）
ポリフェノールの消化器生理機能に及ぼす影響

駿河台日本大病院・３内科　岩崎有良
司会 日本大名誉教授　有賀槐三
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第１５会場－ポスター会場（展示ホール）

９：３０～９：５０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胃腫瘍　腹腔鏡下手術

座長 富士宮市立病院・外科　木村泰三
内P-４０４. 当院における腹腔鏡下胃癌手術の現況と展望 帝京大溝口病院・外科　春日井尚　他
内P-４０５. 胃癌に対するリンパ節郭清を伴う腹腔鏡下胃切除術の適応と成績 大阪市立総合医療センター・消化器外科　谷村愼哉　他
内P-４０６. 食道胃接合部付近の良性疾患に対する腹腔鏡下手術の検討 国立佐倉病院・外科　川田通広　他
内P-４０７. 腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の適応と手技 聖マリアンナ医大東横病院・外科　田中一郎　他

９：５０～１０：１０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胃瘻術１

座長 日本医大千葉北総病院・外科　京野昭二
内P-４０８. 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の経験 聖隷三方原病院・消化器科　都宮　伸　他
内P-４０９. 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の長期予後 原土井病院・内科　久野千津子　他
内P-４１０. 急性期総合病院における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の意義

国家公務員共済組合連合会浜の町病院・内視鏡室、国家公務員共済組合連合会浜の町病院・放射線科　松浦隆志　他
内P-４１１. 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の創部感染についての検討 町立長沼病院・内科　倉　敏郎　他

１０：１０～１０：３０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胃瘻術２

座長 沖縄ハートライフ病院・外科　奥島憲彦
内P-４１２. 高齢者における内視鏡下胃瘻造設術の安全性の検討 北上中央病院・外科　平良　薫　他
内P-４１３. MRSA瘻孔周囲炎の予防におけるintroducer法の有用性 佐久総合病院・内科　友利彰寿　他
内P-４１４. 抜去困難をきたしたBuried bumper syndromeの１例 弘前大・１内科　水木一郎　他
内P-４１５. 通常の上部内視鏡用スコープを使用しDirect PEJを施行し得た一例 東京慈恵会医大・内視鏡科　倉持　章　他

１０：３０～１０：５５ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胃炎他

座長 大阪市立大・３内科　荒川哲男
内P-４１６. 上腹部症状を有する患者における上部消化管内視鏡検査までの内服薬選択についての検討

川崎製鉄健康保険組合千葉病院・内科　小出明範　他
内P-４１７. 上部消化管緊急内視鏡検査から見たNSAIDs潰瘍の解析 聖マリアンナ医大・内視鏡センター 佐治淳子　他
内P-４１８. low dose aspirinの胃粘膜障害による胃粘膜障害の検討 北海道大・光学医療診療部　小平純一　他
内P-４１９. 腎移植後患者における上部消化管疾患と移植後期間との検討 名古屋第二赤十字病院・消化器科　加藤秀章　他
内P-４２０. 同種造血幹細胞移植後の上部消化管GVHDの検討 浜の町病院・内科　徳光陽一郎　他

１０：５５～１１：１５ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胃　症例６

座長 日本医大多摩永山病院・内視鏡科　松久威史
内P-４２１. 食道癌術後再建胃管に遺残した早期癌の１例 市立砺波総合病院・外科　酒徳光明　他
内P-４２２. スキルス胃癌穿孔をきたし手術・TS１内服にて穿孔１年１１ヶ月後に老衰にて死亡した１剖検例

大原綜合病院・胃腸科　佐藤　宏　他
内P-４２３. 播種性骨髄癌症によりDICを合併した胃癌に対し、化学療法で延命し得た２例 帝京大・内科　高柳もとえ 他
内P-４２４. 十二指腸に嵌入、出血した有茎性早期胃癌に対する内視鏡的ポリペクトミーの一例 －留置スネアの利用とクリッピング－

千葉大・臓器制御外科　横山航也　他
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９：３０～９：５０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
大腸　腹腔鏡治療１

座長 国立佐倉病院・外科　山田英夫
内P-４２５. 大腸良性疾患に対する小開腹法を主体とした容易な腹腔鏡補助下大腸全摘術

大阪市立大大学院・腫瘍外科、大阪市立総合医療センター・消化器外科、大阪市立大大学院・消化器器管制御内科 前田　清　他
内P-４２６. 直腸癌に対する鏡視下手術の適応拡大 昭和大横浜市北部病院・消化器センター 田中淳一　他
内P-４２７. SM'・MP'大腸癌を適応とした腹腔鏡補助下大腸切除術の検討 昭和大豊洲病院・外科　清水浩二　他
内P-４２８. 大腸癌に対する鏡視下手術の現状と問題点 群馬大・１外科　中村純一　他

９：５０～１０：１０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
大腸　腹腔鏡治療２

座長 自治医大大宮医療センター・外科　小西文雄
内P-４２９. 腹腔鏡補助下大腸切除術の工夫 －Linear staplerを使用した三角吻合による再建術－

東京女子医大第ニ病院・外科　岩崎　清　他
内P-４３０. 大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術の適応と限界－開腹移行例および術後合併症症例から

大阪市立総合医療センター・消化器外科　福長洋介　他
内P-４３１. 年代別にみた腹腔鏡補助下大腸切除術の検討 県立静岡がんセンター 山口茂樹　他
内P-４３２. 大腸癌に対する腹腔鏡補助下手術の成績と今後の適応拡大

自治医大大宮医療センター・外科、自治医大・消化器一般外科　河村　裕　他

１０：１０～１０：４０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
大腸 ステント

座長 順天堂大・総合診療科　林田康男
内P-４３３. 悪性大腸狭窄におけるexpandable metallic stent留置術の検討 伊達赤十字病院・消化器科　高平尚季　他
内P-４３４. 悪性大腸狭窄に対するメタリックステント（EMS）の有用性 名古屋市立緑市民病院・内科　高松真市　他
内P-４３５. 大腸癌イレウスに対するステント留置にて，ー期的に切除しえた胃・大腸重複癌の１例

大阪市立大大学院・腫瘍外科、大阪市立総合医療センター・消化器外科、大阪市立大大学院・老年医学・腫瘍分野 市橋真一　他
内P-４３６. 大腸悪性狭窄に対するSelf-expandable metallic stent（SEMS）の右側結腸を含めた８症例の使用経験

倉敷中央病院・消化器内科　今川　敦　他
内P-４３７. 内視鏡下ステント治療およびマイクロウェーブ焼灼術が有効であったStageIV直腸癌の１例

蒲郡市民病院・外科　川瀬義久　他
内P-４３８. 肛門部に近接した直腸癌狭窄に対してEMS留置を施行した１例 三楽病院・内視鏡科　和田友則　他

１０：４０～１１：０５ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
大腸　減圧

座長　昭和大横浜市北部病院・消化器センター 為我井芳郎
内P-４３９. 大腸癌閉塞例に対する経肛門的減圧チューブの有効性の検討 浜松医大 第２外科　深澤貴子　他
内P-４４０. イレウスチューブを用いた内視鏡的経肛門的減圧術にて緊急減圧し得た大腸癌術後良性狭窄による腸閉塞症の２例

仁生会甲南病院・放射線科　田中豊彦　他
内P-４４１. 経肛門的イレウス管の経験 伊勢崎市民病院・外科　保田尚邦　他
内P-４４２. 成人腸重積症例における大腸内視鏡検査の意義 仙台赤十字病院外科　中川国利　他
内P-４４３. 成人腸重積症における術前大腸内視鏡検査の意義に関して 八尾徳洲会総合病院・消化器内科　杉田博二　他
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９：３０～１０：０５ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
大腸　拡大内視鏡・深達度診断

座長　昭和大横浜市北部病院・消化器病センター 樫田博史
内P-４４４. 回腸の粘膜内腫瘍性病変（径５mm以下）の２例の検討による、大腸IIc+IIa小型病変における辺縁隆起のピットパターン

の新たな解釈についての報告 恵佑会札幌病院・内科　中里友彦　他
内P-４４５. 一般内視鏡観察と比較した、下部拡大内視鏡観察の有用性と問題点 公立置賜総合病院・内科　半田和広　他
内P-４４６. 大腸内視鏡検査における拡大観察の有用性 中目黒消化器クリニック 田淵正文　他
内P-４４７. 大腸拡大内視鏡による内視鏡的摘除適応判別の有用性に関する検討 岐阜県立岐阜病院・消化器科　福富　尉　他
内P-４４８. 側方進展型大腸腫瘍の深達度診断について 山口大・消化器病態内科　野原寛章　他
内P-４４９. Is型早期大腸癌の内視鏡的深達度診断に関する検討 岐阜市民病院・消化器内科　名倉一夫　他
内P-４５０. ３D-CTによる早期大腸癌の深達度診断、部位診断の有用性と見つけ出しの可能性

昭和大横浜市北部病院・消化器センター 永田浩一　他

１０：０５～１０：３０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
大腸　EMR

座長 東京慈恵会医大・内視鏡科　荒川廣志
内P-４５１. 直腸カルチノイドに対する内視鏡的吸引粘膜切除法（EAM）－EMRと比較して－

大分県厚生連鶴見病院・消化器科　永井敬之　他
内P-４５２. 大腸粘膜下層癌の通常内視鏡診断，治療に関する多施設検討 三豊総合病院・内科　河野博行　他
内P-４５３. 大腸sm癌外科切除１０５例の残存粘膜筋板からみたEMRの適応 順天堂大・１外科　仙石博信　他
内P-４５４. 扁平型大腸腫瘍に対するキャップ吸引粘膜切除術（EMR‐C）の有用性の検討 深谷赤十字病院・消化器科　川辺晃一　他
内P-４５５. 大腸内視鏡、Polypectomy、EMRによる合併症の検討 千葉大・先端応用外科　軽部友明　他

１０：３０～１１：００ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
大腸　sm癌

座長 広島大・光学医療診療部　田中信治
内P-４５６. 通常内視鏡観察における大腸sm癌深達度診断能の検討 JR仙台病院・消化器内視鏡センター 日下利広　他
内P-４５７. 大腸sm癌におけるEMRの適応の検討－腫瘍先進部マトリライシンの発現から 札幌厚生病院・消化器科　黒河　聖　他
内P-４５８. 長期予後からみた大腸sm癌に対する内視鏡治療適応拡大の可能性

国立がんセンター東病院・内視鏡部消化器内科　吉野孝之　他
内P-４５９. 粘膜下腫瘍様の形態を呈した有茎性大腸sm癌の１例 松江生協病院・内科　大野康彦　他
内P-４６０. 高度の貧血を呈した最大径５mm，IIa+IIc型大腸sm癌の１例 新小倉病院・消化器科　宗　祐人　他
内P-４６１. 大腸sm癌における遺伝背景の検討 順天堂大・消化器内科　阿部哲史　他

９：３０～９：５５ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胆道　EST EPBD

座長　熊本市医師会病院熊本地域医療センター 明石隆吉
内P-４６２. 内視鏡的治療を施行した総胆管結石症例の検討-特に再発例および胆嚢炎発症例について

伊達赤十字病院・消化器科　久居弘幸　他
内P-４６３. 胆石性膵炎に対するESTの有用性 熊本地域医療センター 清住雄昭　他
内P-４６４. 内視鏡的膵管ドレナージを併用したprecutting施行例の検討 伊達赤十字病院・消化器科　久居弘幸　他
内P-４６５. 悪性胆道狭窄に対する胆管ドレナージの前処置としてのEPBDの有用性と適応の検討 東京大・消化器内科　山本夏代　他
内P-４６６. 試作造影兼用乳頭切開ナイフの臨床的検討 大同病院・消化器科　印牧直人　他
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９：５５～１０：１０ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胆道　胆石治療 １

座長 福岡赤十字病院・外科　横畑和紀
内P-４６７. 内視鏡的乳頭バルーン拡張術併用腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討 東海大・外科　大谷泰雄　他
内P-４６８. 当院における内視鏡的乳頭拡張術（EPBD）の基本的手技とその適応（３７０例の検討にて）

大分市医師会立アルメイダ病院・消化器科　宮島　一　他
内P-４６９. フード付きスコープを用いたEPBDにて治療し得たBillrothII法再建後の総胆管遺残結石の１例

玉野市民病院・外科　池田敏夫　他

１０：１０～１０：２５ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胆道　胆石治療 ２

座長　藤田保健衛生大第二教育病院・内科　三好広尚
内P-４７０. 当院での総胆管結石に対する治療法の検討 社会保険広島市民病院・内科　岡本裕子　他
内P-４７１. 採石困難症例へのEMS-Lithotripsy 日本医大第２病院・消化器病センター 三並　敦　他
内P-４７２. 体外衝撃波と内視鏡を用いたコンフルエンスストーン治療 相模台病院・消化器内科　平田信人　他

１０：２５～１０：４５ ポスターセッション（消化器内視鏡学会）
胆道 その他

座長 東邦大大橋病院・３内科　前谷　容
内P-４７３. EMS留置後再閉塞をきたした胆道癌に対して内視鏡的マイクロ波凝固療法を施行した１例 福岡大・１外科　堺浩太郎　他
内P-４７４. 胆道癌に対する胆道鏡下マイクロ波凝固療法 山形大・２内科　戸澤智浩　他
内P-４７５. 内視鏡的治療が奏効した外傷性胆管狭窄の１例 社会保険群馬中央総合病院・内科　五十嵐裕章　他
内P-４７６. 乳頭切除後再発にアルゴンプラズマ焼灼術を施行した十二指腸乳頭腺腫の１例 富山医薬大・２外科　渋谷和人　他




