第106回地方会（濱本哲郎会長）

2011年7月3日開催

研修医奨励賞
＊広島大学病院 消化器・代謝内科

吉井陽子 先生

【腸管アミロイドーシスを契機に家族性地中海熱(FMF)と診断された1例】
＊山陰労災病院 内科

江原由布子 先生

【化学療法が著効した食道小細胞癌の1例】
専修医奨励賞
＊津山中央病院

山崎泰史 先生

【当院における吻合部潰瘍49例の検討】
＊JA広島総合病院

菅 宏美 先生

【当院で経胃瘻的空腸瘻造設術（PEG-J)を施行した11例の検討】

第107回地方会（塩出純二会長）

2011年12月3,4日開催

研修医奨励賞
＊倉敷成人病センター 肝臓病治療センター

萬 もえ 先生

【十二指腸カルチノイドの一切除例】
＊国立病院機構 呉医療センター

小笠原隆将 先生

【Osler-Rendu-Weber病（遺伝性出血性毛細血管拡張症）に伴う急性胆道炎
	
 	
 	
 の1例】

専修医奨励賞
＊岡山済生会総合病院 内科

後藤田達洋 先生

【内視鏡的経鼻膵管ドレナージ(ENPD)留置下膵液細胞診が診断に有用で
	
 	
 	
 あったTS1膵癌の1例】

＊津山中央病院 消化器・内視鏡センター

濱田健太 先生

【S状結腸軸捻転症に対する緊急内視鏡検査の有用性－自験例48症例の
臨床的検討－】

第108回支部例会（吉原正治会長）

2012年7月1日開催

研修医奨励賞
＊川崎医科大学附属病院 肝胆膵内科

諸岡雄也 先生

【膵体尾部切除後に合併した膵膿瘍において内視鏡的膵ネクロセクトミーが
	
 	
 	
 有効であった一例】

＊広島市立安佐市民病院 消化器内科

前谷勇太 先生

【鑑別診断に苦慮したブドウの房状を呈したMucosal prolapse syndrome-like
	
 polypoid	
 prolapsing	
 mucosal	
 foldsの１例】

専修医奨励賞
＊公立学校共済組合 中国中央病院 内科

妹尾 賢 先生

【極めて稀な肛門管リンパ管腫の1例】
＊広島大学病院 総合内科・総合診療科

岡本真由美 先生

【経鼻内視鏡を用いた低侵襲胆汁採取法を活用した臨床研究 〜胆汁脂質
分析によるEzetimibe臨床試験〜】

第109回支部例会（柳井秀雄会長）

2012年12月1,2日開催

研修医奨励賞
＊JA広島総合病院 消化器内科

藤野 修 先生

【EUS-BDと十二指腸ステントが有効であった高齢者膵癌の１例】
＊津山中央病院 消化器・内視鏡センター

林 貴大 先生

【当院での大腸ステント留置症例の現況】
専修医奨励賞
＊広島市民病院 内科

安部 真 先生

【胃底腺型胃癌の４例】
＊山陰労災病院 内科

田本明弘 先生

【カレイの偽鎖骨による消化管穿通異物の3例】

第110回支部例会（田利

晶	
 会長）

2013年6月30日開催

研修医奨励賞
＊国立病院機構呉医 療センター・中国がんセンター 消化器科

小田 真司 先生

【G-CSF産生肺癌多発小腸転移からの消化管出血に 対しバルーン小腸内視
鏡下止血術が有効であった 一例】
＊広島大学病院 医科研修医

竹内 泰江 先生

【SACI試験が局在診断に有効であったGINET(Gastrinoma)の一例】
専修医奨励賞
＊島根大学医学部附属病院 内科学講座第二

古谷 聡史 先生

R

【植物性便秘薬(サトラックス )による胃石症の一例】
＊県立広島病院 消化器内科

大村 祐乃 先生

【カプセル内視鏡の滞留を契機に発見された多発性 空腸憩室症の一例】

第111回支部例会（八島一夫	
 会長）

2013年11月30日開催

研修医奨励賞
＊津山中央病院 消化器・内視鏡センター

涌波 優 先生

【HIV感染者に発症した梅毒性直腸潰瘍の一例】
＊山口大学医学部附属病院 医療人育成センター

天野 彰吾 先生

【副腎腫瘍との鑑別を要した膵リンパ上皮嚢胞の一切除例】
専修医奨励賞
＊国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 消化器科

檜山 雄一 先生

【Alonso-Lej II型胆道憩室症の一例】
＊山口大学大学院医学系研究科 消化器病態内科
【IgG4高値を伴った膵神経内分泌腫瘍の一例】

川野 道隆 先生

第112回支部例会（畠

二郎	
 会長）

2014年6月29日開催

研修医奨励賞
＊広島大学病院 内視鏡診療科

木村 優里 先生

【Meckel憩室反転による腸重積の一例】
＊福山市民病院 内科

片山 祐 先生

【ヨードアレルギー患者に対して、CO2を使用し胆道造 影を行い金属ステン
トを挿入しえた一例】
専修医奨励賞
＊山口大学大学院医学系研究科 消化器病態内科学

安田 真弓 先生

【胃限局性若年性ポリポーシスの一例】
＊松江赤十字病院 消化器内科

板倉 由幸 先生

【「魚卵様」の珍しい形態を呈したサイトメガロウイルス性 腸炎の一例】

第113回支部例会（隅岡正昭	
 会長）

2014年11月29日開催

研修医奨励賞
＊国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 消化器科

高砂 健 先生

【急速な経過を辿った壁外進展型大腸未分化癌の一例】
＊鳥取県立中央病院 臨床研修センター

石津 聡美 先生

【妊娠21週に発症した総胆管結石に対して安全にERCPを行った一例】
専修医奨励賞
＊JA尾道総合病院 消化器内科

池本 珠莉 先生

【肝胆道系病変の良悪性診断における超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引細胞診
（EUS-FNA）の有用性】
＊倉敷中央病院 消化器内科

武澤 梨央 先生

重症膵炎後のWONに対して内視鏡的ネクロセクトミーを施行した一例】

第114回支部例会（古川善也	
 会長）

2015年6月28日開催

研修医奨励賞
＊福山市民病院

永島 健太 先生

【出血点の同定に苦慮した十二指腸 Dieulafoy潰瘍の一例】
＊JA広島総合病院 消化器内科

最上 文子 先生

【十二指腸に穿破した膵漿液性嚢胞腺腫の一例】
専修医奨励賞
＊広島市立広島市民病院 内科

公文 恵美子 先生

【大腸憩室出血に対する内視鏡的結紮術時の工夫－edge markingの有用性－】
＊JA広島総合病院 消化器内科

末廣 洋介 先生

【EUS-FNAが診断に有用であった腹膜癌の膵転移の一例】

第115回支部例会（塩谷昭子	
 会長）

2015年12月5日開催

研修医奨励賞㻌
＊岩国医療センター消化器内科

平井 亮佑 先生

【急激に不幸な転機を辿ったⅠ型腸管症関連T細胞リンパ腫の１例】
＊川崎医科大学附属病院 総合内科学２

勝又

諒 先生

【胃全摘後の悪性胆道狭窄症例に対し超音波内視鏡下にAntegrade metallic
	
 	
 	
 stentingとHepatojejunostomyを同時施行した3例】

専修医奨励賞
＊広島市立広島市民病院 内科

岡本 由貴 先生

【色素沈着を伴った胃底腺型胃癌の1例】
＊福山市民病院 内科

里見 拓也 先生

【EUS-FNAにおいて，診断可能な良好な組織が採取された2型自己免疫性膵
炎の一例】

第116回支部例会（石原俊二会長）

2016年6月26日開催

研修医奨励賞
＊岡山大学病院 消化器内科

池田 愛璃 先生

【経口胆道鏡が診断に有用であった胆管Lymphoid hyperplasiaの１例】
＊福山市民病院 内科

平田 翔一郎 先生

【ガストリノーマとの鑑別を要した非機能性膵NETを合併したH.pylori感染を
伴うA型胃炎の1例】
専修医奨励賞
＊福山市民病院 内科

根岸 愼 先生

【ボタン電池誤飲の１例】
＊島根大学医学部附属病院 内科学講座第二

福山 知香 先生

【Helicobacter pylori陰性胃粘膜に発生した微小胃型腺腫の一例】

第117回支部例会（松枝和宏会長）

2016年11月12日開催

研修医奨励賞
＊津山中央病院

山口 聡美 先生

【大網・小網裂孔への横行結腸嵌入による続発性胃軸捻転症を発症した一例】
＊岡山市立市民病院

古林 佳恵 先生

【潰瘍性大腸炎経過中に再生不良性貧血を発症した一例】
＊川崎医科大学附属川崎病院

矢野 庄一郎 先生

【超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術が有効であった急性壊死性胆嚢炎の1 例】
＊広島市民病院

築澤 良亮 先生

【超音波内視鏡（EUS）が診断に有用であった胆嚢管癌の1例】
専修医奨励賞
＊広島市立安佐市民病院

小川 裕太郎 先生

【造影CT 検査と大腸内視鏡検査が出血源の同定に有用であった虫垂憩室出
血の1 例】
＊広島市立広島市民病院

岡本 由貴 先生

【潰瘍性大腸炎の発症を契機に診断された虫垂腫瘍の一例】

第118回支部例会（渡邉千之会長）

2017年6月25日開催

研修医奨励賞
＊福山医療センター

藤原 進太郎 先生

【EUSガイド下膵嚢胞ドレナージを施行した小児外傷性膵損傷の一例】
＊川崎医科大学 総合内科学2

石井 克憲 先生

【急性輸入脚症候群に対し超音波内視鏡下経胃的ドレナージが奏功した1例】
専修医奨励賞
＊岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学 加藤 諒 先生
【内視鏡的筋層切開術（Peroral Endoscopic Myotomy;POEM）が
著効したびまん性食道攣縮症の一例】
＊倉敷中央病院

平井 亮佑 先生

【心窩部不快感を主訴に診断された消化管限局性AL型アミロイドーシスの一例】

第119回支部例会（檜垣真吾会長）

2017年11月25日、26日開催

研修医奨励賞
＊国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

樗木 錬 先生

【術前診断困難であった分枝膵管内に発症したIntraductal tubulopapillary neoplasm(ITPN)の1例】
＊鳥取大学 医学部附属病院 卒後臨床研修センター

松崎 有里 先生

【急性胆管空腸吻合術後、胆管内に充満していた積み上げ胆管結石の一例】
専修医奨励賞
＊島根大学 医学部 第二内科

福山 知香 先生

【反復性腸重積を来たす大腸腸管嚢胞様気腫症に対して内視鏡的嚢胞開窓術が奏功した一例】

＊国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

隅田 ゆき 先生

【5年の経過の間に胃粘膜下異所腺から発生した腺癌の1例】

第120回支部例会（磯本一会長）

2018年7月1日開催

研修医奨励賞
＊鳥取大学 医学部附属病院 卒後臨床研修センター

萩原 諒平 先生

【食道癌ＣＲＴ後局所再発に対してレザフィリンＰＤＴを施行した５例の臨床的検討】

＊国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター
和田 薫 先生
【巨大胃石症に対しコーラ溶解療法が有効であった１例】
専修医奨励賞
＊津山中央病院

小幡 泰介 先生

【抗凝固療法継続下の胃ＥＳＤの安全性に関する検討】

＊国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

隅田 ゆき 先生

【大腸悪性狭窄部に滞留した胆管ステントをthrough the stentで回収し得た１例】

第121回支部例会（藤代浩史会長）

2018年12月1日開催

研修医奨励賞
＊広島市立安佐市民病院 消化器内科

和田 恵実 先生

【CT colonographyが責任病変同定に有用であった大腸憩室出血の1例】
＊島根県立中央病院 消化器科

木田川 幸紀 先生

【造影EUSが有効であった直腸びまん性海綿状血管リンパ管種の一例】
専修医奨励賞
＊広島市立広島市民病院 内科

藤井 佳菜 先生

【放射線治療が奏功した胃原発濾胞性リンパ腫の検討】
＊福山市民病院

内科

内藤 修子 先生

【無数の胃底腺型胃癌で胃全摘を要した一例】

第122回支部例会（花田敬士会長）

2019年6月30日開催

研修医奨励賞
＊広島市立安佐市民病院 消化器内科

濱田 拓郎 先生

【巨大憩室内の露出血管に対して内視鏡的バンド結紮術を施行した1例】
＊独立行政法人国立病院機構福山医療センター

中西 彬 先生

【内視鏡所見が診断に有用であった十二指腸Kaposi肉腫(KS)の一例】
専修医奨励賞
＊広島赤十字・原爆病院 消化器内科

山下 由美子 先生

【PanIN-2病変術後8年の経過で浸潤性膵管癌を発症した1例】
＊津山中央病院 内科

矢杉 賢吾先生

【Helicobacter pylori除菌で寛解後、7年の経過で再発しt(11:18)(q21:q21)転座を認め
た胃MALTリンパ腫の一例】

第123回支部例会（北台靖彦会長）

2019年12月1日開催

研修医奨励賞
＊津山中央病院 消化器・内視鏡センター

河本 翔一 先生

【胆嚢炎を契機に診断された好酸球性胆管炎の1例】
＊独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 田嶋 宏一郎 先生
【漢方薬内服中止により著明に改善した腸間膜静脈硬化症の1例】
専修医奨励賞
＊JA尾道総合病院 消化器内科

矢野 成樹 先生

【同時性多発進行胃癌に神経内分泌腫瘍を合併した一例】
＊鳥取大学医学部 機能病態内科学

坂本 有里先生

【急速に進行した腹腔内悪性リンパ腫を救命し得た1例】

第124回支部例会（河本博文会長）

2020年6月28日開催

研修医奨励賞
＊独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

賴島 愛 先生

【腫瘍塞栓性肺微小血管症をきたした胃癌の一例】
＊福山市民病院 内科 小川 彩 先生
【経口胆道鏡（POCS）が胆管癌との鑑別の一助となったIgG4関連硬化性胆管炎（IgG4-SC）の1例】
専修医奨励賞
＊岡山大学病院 消化器内科

林 里美 先生

【悪性黒色腫の遅発性転移により小腸重積をきたした1例】
＊庄原赤十字病院 内科

圓山 聡 先生

【アザチオプリン投与が寛解維持に有効であったステロイド依存症Cronkhite‐Canada症候群の1例】

第125回支部例会（鎌田智有会長）

2020年12月5日開催

研修医奨励賞
＊岡山大学病院 卒後臨床研修センター

長岡 寛和 先生

【びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の無治療経過観察中に胃病変の自然退縮が認められた1例】
＊国立病院機構 福山医療センター 消化器内科 守山 雅晃 先生
【急性膵炎後の被包化壊死に対して経皮的な内視鏡的necrosectomyが奏効した１例】
専修医奨励賞
＊広島市立安佐市民病院 消化器内科

竹元 裕紀 先生

【大腸ESD後粘膜欠損部の縫縮におけるSBクリップの有用性】
＊庄原赤十字病院 内科

上西 陽介 先生

【ERCP中に生じた予期せぬ気道閉塞をカプノモニタによる呼吸モニタリングよって早期発見出来た1例】

