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１．概要
　岡村院長を筆頭に８名のスタッフと、専攻医５名、後期研修医１～２名で診療にあたっている。岡村、
山田、山本が上下部消化管、浦野、内藤が肝臓、藤田、松原が胆道・膵を担当し、

①　消化器癌のＸ線・内視鏡・US診断
②　食道・胃・大腸腫瘍に対する内視鏡的治療の検討，
③　IBDに対する内科的治療
④　胆道・膵疾患におけるEUS、IDUS、CEUSの検討
⑤　閉塞性黄疸に対するEST、EPD、ERBD、EMSなどの経乳頭的内視鏡治療と、EUS下胆道・膵

嚢胞ドレナージ術、経皮経肝胆道ドレナージ術の治療成績の検討
⑥　ウイルス性肝炎の治療と長期経過観察
⑦　肝癌の画像診断と内科的治療　－ TACE、RFA、リザーバーを用いた化学療法など

を研究テーマとして診療に従事している。
　この他、食道静脈瘤に対してはEISとEVL、胃・十二指腸潰瘍の出血に対してはクリッピング止血法
を積極的に行い救命救急医療に貢献しているほか、脳血管障害などによる嚥下困難患者に対する内視
鏡的胃瘻造設術の依頼にも随時対応している。

（部長　浦野　文博）

消化器内科

腸のその他の疾患
771件（13.9％）

胃炎及び十二指腸炎
622件（11.2％）

胃潰瘍 308件（5.6％）

感染症と推定される下痢及び
胃腸炎 276件（5.0％）

胃食道逆流症 264件（4.8％）

胃の悪性新生物 197件（3.6％）

その他の肝疾患 167件（3.0％）

胆石症・総胆管結石 179件（3.2％）

結腸の悪性新生物 162件（2.9％）

膵炎 97件（1.7％）

その他 2,102件（37.9％）

肝硬変・肝炎 262件（4.7％）

胆道の悪性新生物 22件（0.4％）

膵の悪性新生物 58件（1.0％）

肝の悪性新生物 58件（1.0％）

●疾患別頻度（1人1病名） 総件数：5,545件

CL_IRYO_81
長方形



－ 25 －

胃内視鏡検査……………………………………………… 6,866件
大腸内視鏡検査…………………………………………… 4,090件
造影エコー検査………………………………………………209件
消化管超音波内視鏡検査……………82件 （うち穿刺生検 14件）
内視鏡的粘膜下層切開剥離術………………胃121件、大腸41件
胆膵超音波内視鏡検査…………… 396件 （うち穿刺生検 52件）
PTCDならびに関連手技 … 27件（PTBD 7件、 PTGBD 20件）
内視鏡的逆行性胆管膵管造影………………………………551件
　うち　ERBDあるいはENBD ……………………………262件
　　　　内視鏡的金属ステント留置術…………………… 29件
　　　　管腔内超音波検査………………………………… 50件
腹部血管造影検査……………………………………………150件
　うち　動脈塞栓術…………………………………………112件
　　　　動注化学療法……………………………………… 20件
リザーバー留置による動注化学療法…………………………4件
ラジオ波焼灼術……………………………………………… 77件

2014年度

当科で経験した主な疾患の新規症例数

主な検査治療実績

胃癌……………………………………………………………233例
大腸癌…………………………………………………………296例

（深達度分類 ssないし a1以深 : mp : sm : m   146 : 28 : 34 : 88）
肝細胞癌……………………………………………………… 51例

（進行度分類 Ⅰ : Ⅱ : Ⅲ : Ⅳ　16 : 16 : 9 : 10）
（JIS 0 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 　14 : 17 : 7 : 4 : 6 : 3）
膵癌…………………………………………………………… 59例
胆管癌………………………………………………………… 30例
クローン病…………………………………………………… 12例
潰瘍性大腸炎………………………………………………… 48例
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学会発表（医局）
＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 脾動脈瘤破裂が原因となった
hemosuccus pancreatitisの１例 筆頭演者 高崎　哲郎 第36回東三医学会 2014/3/1

2
当院における高齢者総胆管結石の
臨床的特徴と内視鏡的截石術の適
応の検討

筆頭演者 鈴木　博貴 第100回日本消化器病学会総
会 2014/4/23

3
難治性潰瘍性大腸炎に対するタク
ロリムス単独療法とタクロリムス・
血球成分除去併用療法の比較検討

筆頭演者 芳川　昌功 第100回日本消化器病学会総
会 2014/4/24

4 閉塞性黄疸，急性膵炎で発症した
悪性リンパ腫の２例 筆頭演者 藤田　基和 第100回日本消化器病学会総

会 2014/4/25

5 当院における十二指腸
gangliocytic paragangliomaの検討 筆頭演者 松原　　浩 第100回日本消化器病学会総

会 2014/4/25

6 当科における自己免疫性膵炎の病
理組織学的診断に対する検討 筆頭演者 田中　　卓 第100回日本消化器病学会総

会 2014/4/26

7 EUS-FNAの正診率向上を目指し
て　造影EUS-FNAの有効性 筆頭演者 竹山　友章 第100回日本消化器病学会総

会 2014/4/26

8 膵IPMNの嚢胞内充実成分に対す
る造影超音波内視鏡検査の有用性 筆頭演者 廣瀨　　崇 第100回日本消化器病学会総

会 2014/4/26

9
胆管壁肥厚の良悪性疾患診断にお
ける造影超音波内視鏡検査の有用
性

筆頭演者 松原　　浩 日本超音波医学会第87回学術
集会 2014/5/9

10

ワークショップ８　胆膵内視鏡に
おける質の高い技術習得を目指し
た指導法の工夫
当科における胆膵超音波内視鏡下
穿刺生検の指導法の工夫と成績

筆頭演者 松原　　浩 第87回日本消化器内視鏡学会
総会 2014/5/16

11 虚血性大腸炎における内視鏡所見と臨床像の関係 筆頭演者 芳川　昌功 第87回日本消化器内視鏡学会
総会 2014/5/16

12
分枝型IPMNの嚢胞に伴う造影さ
れる充実部分に対する造影超音波
内視鏡検査の有用性

筆頭演者 廣瀨　　崇 第87回日本消化器内視鏡学会
総会 2014/5/16

13
当院における85歳以上の高齢者の
総胆管結石に対する内視鏡的治療
戦略の検討

筆頭演者 鈴木　博貴 第87回日本消化器内視鏡学会
総会 2014/5/16

14 内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージ（ETBGD）の適応に対する検討 筆頭演者 竹山　友章 第87回日本消化器内視鏡学会
総会 2014/5/16

15 当院における健診の腹部超音波検査で発見された膵癌の２例 筆頭演者 松原　　浩 第53回日本消化器がん検診学
会総会 2014/6/6

16
シンポジウム１　肝胆膵疾患にお
ける診断・治療のup to date
内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージ
(ETGBD)の適応に対する検討

筆頭演者 芳川　昌功 日本消化器病学会東海支部第
120回例会 2014/6/14

17

シンポジウム２　消化管疾患にお
ける診断・治療のup to date
当院における原因不明の消化管出
血に対するカプセル内視鏡検査の
現状

筆頭演者 鈴木　博貴 日本消化器病学会東海支部第
120回例会 2014/6/14

18 十二指腸病変を合併した潰瘍性大腸炎の１例 筆頭演者 飛田恵美子 日本消化器病学会東海支部第
120回例会 2014/6/14

19 急速に増悪した胃未分化癌と考えられる一例 筆頭演者 片岡　邦夫 日本消化器病学会東海支部第
120回例会 2014/6/14

20 胆のう炎にて発症した十二指腸乳頭部神経内分泌腫瘍の１例 筆頭演者 廣瀬　　崇 日本消化器病学会東海支部第
120回例会 2014/6/14



21 オレイン酸モノエタノールアミン注入し治療した巨大肝嚢胞の一例 筆頭演者 木下　雄貴 日本消化器病学会東海支部第
120回例会 2014/6/14

22
ワークショップ１ 「早期慢性膵
炎の現状」
当院におけるEUSによる早期慢性
膵炎の診断と臨床的検討

筆頭演者 藤田　基和 第45回日本膵臓学会大会 2014/7/11

23 再燃の初期像を呈したと考えられた自己免疫性膵炎の一例 筆頭演者 鈴木　博貴 第45回日本膵臓学会大会 2014/7/12

24 膵脂肪腫の２例 筆頭演者 松原　　浩 第45回日本膵臓学会大会 2014/7/12

25
シンポジウム　消化器内視鏡診断
の工夫とコツ
当院における早期慢性膵炎診断の
現状

筆頭演者 藤田　基和 第57回日本消化器内視鏡学会
東海支部例会 2014/9/9

26
ミニワークショップ３　乳頭部腫
瘍の診断と治療
当科におけるEndoscopic 
papillectomyの治療成績

筆頭演者 松原　　浩 第50回日本胆道学会学術集会 2014/9/27

27
超音波内視鏡下胆道ドレナージ
（EUS-BD）におけるtrouble 
shootingとして留置スネアとAPC
焼灼術が有用であった一例

筆頭演者 芳川　昌功 第50回日本胆道学会学術集会 2014/9/27

28 当院での高齢発症潰瘍性大腸炎に関する検討 筆頭演者 廣瀨　　崇 第56回日本消化器病学会大会
（JDDW2014） 2014/10/23

29
潰瘍性大腸炎847例を対象とした
白血球除去療法の大規模使用成績
調査

共同演者 山田　雅弘 第56回日本消化器病学会大会
（JDDW2014） 2014/10/23

30 難治性潰瘍性大腸炎に対するIFXとTACの治療成績 筆頭演者 山田　雅弘 第56回日本消化器病学会大会
（JDDW2014） 2014/10/23

31 C型慢性肝炎に対するsimeprevir併用療法の経験 筆頭演者 芳川　昌功 第56回日本消化器病学会大会
（JDDW2014） 2014/10/24

32 胆嚢病変の二次検診に対する造影腹部超音波検査の有用性 筆頭演者 松原　　浩 第56回日本消化器病学会大会
（JDDW2014） 2014/10/24

33
当院における抗血栓薬内服高齢者
に対する内視鏡的止血術の臨床的
検討

筆頭演者 鈴木　博貴 第88回日本消化器内視鏡学会
総会（JDDW2014） 2014/10/25

34
中部ベトナム　フエのアジア内視
鏡センターにおける寄生虫疾患の
検討

筆頭演者 山本　健太 第55回日本熱帯医学会大会・
第29回日本国際保健医療学会
学術大会合同大会

2014/11/2

35
名古屋大学・フエ医科薬科大学に
よるアジア内視鏡センターの現状
と今後の課題

筆頭演者 山本　健太
第55回日本熱帯医学会大会・
第29回日本国際保健医療学会
学術大会合同大会

2014/11/3

36
シンポジウム１　｢上部消化管の
新しい低侵襲治療の展開｣
当院における十二指腸ステントの
治療成績

筆頭演者 芳川　昌功 日本消化器病学会東海支部第
121回例会 2014/12/6

学会発表（医局）
＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

37
シンポジウム２　｢炎症性腸疾患
診療のあらたな展開｣
潰瘍性大腸炎に対するインフリキ
シマブ早期寛解導入例の検討

筆頭演者 木下　雄貴 日本消化器病学会東海支部第
121回例会 2014/12/6

38
傍食道静脈瘤破裂より血胸に至り
経皮的経肝門脈塞栓術にて救命し
えた一例

筆頭演者 飛田恵美子 日本消化器病学会東海支部第
121回例会 2014/12/6

39 経過中に横断性脊髄炎を発症したクローン病の一例 筆頭演者 山本　和弘 日本消化器病学会東海支部第
121回例会 2014/12/6

40 当院における85歳以上の超高齢者に対するESDの検討 筆頭演者 鈴木　博貴 日本消化器病学会東海支部第
121回例会 2014/12/6

41 非多血性膵神経内分泌腫瘍の一例 筆頭演者 片岡　邦夫
日本消化器病学会東海支部第
121回例会

2014/12/6



＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 検診腹部超音波に検査にて発見さ
れた１cm大の膵腫瘍の１例 筆頭演者 芳川　昌功 第72回東海胆道研究会 2014/2/22

2
直腸粘膜逸脱症候群（MPS）の経過
観察中に合併した高分化腺癌の１
例

筆頭演者 鈴木　博貴 第８回三河 GI WORKSHOP 2014/3/6

3 成人肝未分化肉腫の１例 筆頭演者 廣瀨　　崇 第50回日本肝癌研究会 2014/6/5

4 当院における潰瘍性大腸炎に対す
るヒュミラの治療成績 筆頭演者 木下　雄貴 第93回東三河消化器疾患研修

会 2014/7/30

5
当院におけるC型慢性肝炎に対す
るプロテアーゼ阻害薬併用療法の
経験

筆頭演者 芳川　昌功 第11回豊橋肝臓フォーラム 2014/11/19

研究会発表（医局）



座長・司会（医局）
＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 座長名 学会・研究会名 発表年月日

9/1/4102会談懇療治炎肝性慢型C河三東博文　野浦演講別特1
71/1/4102ムラーォフ療診んが橋豊回83第人岳　藤内演講別特2
6/3/4102POHSKROW IG河三回８第子英　本山ⅠnoisseeS3
61/7/4102ーナミセ炎肝型C橋豊博文　野浦演講4
52/7/4102ムラーォフ療治変硬肝河三東博文　野浦演講別特5

6 一般演題、特別講演 山田　雅弘 第93回東三河消化器疾患研修会 2014/7/30

博文　野浦２演講7 消化器医師のための生活習慣病セ
ミナー 2014/9/26

造正　村岡人話世8 日本消化器病学会東海支部・第93
回市民公開講座 2014/11/1

81/11/4102会話談患疾泌分内河三東回26第弘雅　田山演講別特9
91/11/4102ムラーォフ臓肝橋豊回11第人岳　藤内演講般一01
91/11/4102ムラーォフ臓肝橋豊回11第博文　野浦演講別特11
02/11/4102ムラーォフ療診んが橋豊回44第博文　野浦演講別特21

弘雅　田山②腸小31 日本消化器病学会東海支部第121
回例会 2014/12/6



講　　演（医局）
＜消化器内科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 発表年月日

1 難治性潰瘍性大腸炎におけるIFXと
TACの治療成績 山田　雅弘 名古屋Biologic Seminar 2014/2/6

2 当院における大腸ESDの現状 山田　雅弘 豊橋内科医会研修会 2014/5/22

3 もう怖くないおなかの病気，今でも怖
いおなかの病気　｢講演３　肝臓｣ 浦野　文博 日本消化器病学会東海支部・第93

回市民公開講座 2014/11/1



論文・著書 ( 医局）
＜消化器内科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名

1 造影カラードプラ超音波内視鏡検査によ
り診断しえた膵十二指腸動脈瘤の１例 筆頭著者 松原　　浩 Jpn J Med Ultrasonics　2014; 

41(1) 31-35

2 より苦痛の少ない検査へ　－大腸内視鏡
検査編 共同著者 山田　雅弘 Pharma Media　32(2) : 137-142, 

2014

3 脾動脈瘤破裂が原因となった
hemosuccus pancreatitisの１例 筆頭著者 高崎　哲郎 東三医学会誌　第36号(2014年3月)

　44-46

4
A large-scale, prospective, observational 
study of leukocytapheresis for 
ulcerative colitis: Treatment outcomes 
of 847 patients in clinical practice

共同著者 Masahiro 
Yamada

Journal of Crohn's and Colitis　
(2014) 8, 981‒991

5
Eff ect of Peginterferon alfa-2b and 
Ribavirin on Hepatocellular Carcinoma 
Prevention in Older Patients with 
Chronic Hepatitis C

共同著者 Urano F J Gastroenterol Hepatol　 2014 
Aug 5

6
造影超音波検査が肝浸潤を伴う胆嚢癌と
の鑑別に有用であった黄色肉芽腫性胆嚢
炎の１例

筆頭著者 竹山　友章 胆道　28(5) 772-777 (2014)

7
The preventive eff ects of low-dose 
enteric-coated aspirin tablets on the 
development of colorectal tumours in 
Asian patients:a randomised trial.

共同著者 Okamura S Gut　63(11):1755-9 2014 Nov


