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≪著書・論文≫ 

 

丸山保彦，吉井重人，景岡正信，大畠昭彦，寺井智宏，青山春奈，山本晃大，星野弘典，青山弘幸，矢野庄悟，

甲田賢治，安田和世，佐藤祐一，寺尾秀一，八板弘樹，春間賢 

拡大内視鏡が変えた clinical practice A 型胃炎  

胃と腸 53：1516～521，2018 

 

丸山保彦，吉井重人，景岡正信，大畠昭彦，寺井智宏，青山春奈，山本晃大，星野弘典，青山弘幸，矢野庄悟，

島村隆浩，甲田賢治，佐原秀，高村明美，小井土昭二郎 

 H.pylori 除菌後胃癌の内視鏡診断と除菌の功罪  

胃と腸 53：685～696，2018 

 

杉本健，丸山保彦 

炎症性腸疾患の検査・診断 炎症性腸疾患の上部消化管病変 

日本臨床 76:増刊3, 256～260, 2018 

 

丸山保彦 

偽ポリープ 

胃炎の京都分類（2版）春間賢（監修）．87～88，日本メディカルセンター，2018 

 

丸山保彦 

A型胃炎  

胃炎の京都分類（2版）春間賢（監修）．93～95，日本メディカルセンター，2018 

 

≪学会・研究会発表≫ 

 

丸山保彦 

H.pylori 除菌が及ぼす分化型/未分化型粘膜内癌の内視鏡診断への影響 

第 105 回日本消化器病学会総会，2018.4, 東京 

 

丸山保彦 

A 型胃炎診断における抗壁細胞抗体と抗内因子抗体の意義 

第 4 回 A 型胃炎コンセンサス会議 2018.4.19, 東京 

 

丸山保彦 

HP 陰性食道胃接合部癌はバレット食道癌や HP 陽性噴門部胃癌とは異なった特徴を有する 

第 97 回日本消化器内視鏡学会総会 2018.5. 東京 



 

丸山保彦 

遺伝性びまん性胃癌の 1 例 

新たな（に）胃病変を考える会 2018.5.12, 東京 

 

丸山保彦 

H.pylori infection is the important risk factor for the gastric cancer in autoimmune gastritis  

第 24 回ヘリコバクター学会 2018.6. 大分 

 

吉井重人、丸山保彦、景岡正信、大畠昭彦、寺井智宏、青山春奈、山本晃大、星野弘典、青山弘幸、矢野庄悟 

高齢者における早期胃癌の自然史 

第 60 回日本消化器病学会大会，2018. 11.2, 神戸 

 

吉井重人 

腺窩上皮型胃癌・腺腫 

第 34 回浜名湖胃と腸フォーラム，2018. 9.8, 浜松 

 

星野弘典、大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、山本晃大、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

Undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells of the distal bile duct の 1 例 

第 109 回静岡胆膵疾患研究会, 2018.2.24, 静岡 

 

大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智弘、青山春奈、星野弘典、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

特発性血小板減少性紫斑病を合併した肝細胞癌破裂で胆道出血を来した 1 例 

第 235 回日本内科学会東海地方会例会, 2018.7.1, 浜松 

 

大畠昭彦、景岡正信、渡辺文利 

当院における慢性膵炎の経乳頭的ドレナージの検討 

第 49 回膵臓学会大会，2018.6.29-30, 和歌山 

 

大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、星野弘典、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

Undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells of the distal bile duct の 1 例 

第 69 回日本消化器画像診断研究会，2018.8.30-9.1, 金沢 

 

大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、星野弘典、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

当院における ERCP 時のプレカットによる偶発症の検討 

JDDW 2018， 2018.11.1-4 , 神戸 

 

高柳奈央、大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、星野弘典、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 



PTGBA から緊急手術に至った胆嚢軸捻転症の 1 例 

日本消化器病学会東海支部第 129 回例会 2018.11.17, 名古屋 

 

寺井智宏 

症例提示② 

STELARA CD Round Table Meeting in Shizuoka 2018.3.23, 静岡 

 

寺井智宏、丸山保彦、吉井重人 

潰瘍性大腸炎 5-ASA 不耐症例の臨床的特徴についての検討 

第 95 回日本消化器内視鏡学会総会 2018.5.10, 品川 

 

寺井智宏、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、青山春奈、星野弘典、青山弘幸、矢野庄悟 

上行結腸粘膜下腫瘍の形態をとった限局期結腸 MALT lymphoma の症例 

第 128 回静岡県大腸疾患研究会 2018.6.16, 静岡 

 

寺井智宏 

上行結腸に 2cm 強の粘膜下腫瘍（単発） さて何でしょう？ の症例 

第 30 回 志太地区病診消化器検討会 2018.6.19, 藤枝 

 

寺井智宏 

感染性腸炎を合併し、多発大腸深掘れ潰瘍で手術に至った診断未確定の 1 例 

第 40 回 IBD club in 浜松 2018.7.7, 浜松 

 

寺井智宏 

5-ASA 低用量で対応した潰瘍性大腸炎の、その後について 

第 32 回東濃消化器病懇話会 2018.8.4, 岐阜 

 

寺井智宏 

治療有効？無効？ UC 治療７日目の内視鏡検査について 

第 12 回 ESTABLISH 研究会 2018.8.31, 静岡 

 

寺井智宏 

潰瘍性大腸炎におけるゴリムマブの有用性について 

Biologics Forum on UC 2018.9.15, 静岡 

 

星野弘典、大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

Undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells of the distal bile duct の一例 

静岡胆膵治療研究会，2018.2.24, 静岡 



 

星野弘典、大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

膵頭部近傍の Paraganglioma の一例 

画像診断カンファレンス，2018.5.19, 浜松  

 

星野弘典、大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

原発性ヘモクロマトーシスが疑われた一例 

日本消化器病学会東海支部第 128 例会, 2019.6.16, 津 

 

井田紘人、青山弘幸、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、寺井智宏、青山春奈、山本晃大、星野弘典、

矢野庄悟、 

当院で経験した壊死型虚血性腸炎の 3 例 

日本消化器病学会東海支部第 128 例会, 2019.6.16, 津 

 

星野弘典 

原発性ヘモクロマトーシスが疑われた一例 

志太医師会，2018.6.19, 藤枝 

 

塩川俊郎、星野弘典、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、寺井智宏、青山春奈、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

Diverticular colitis の一例   

第 235 回日本内科学会東海地方会例会, 2018.7.1, 浜松 

 

星野弘典、大畠昭彦、吉井重人、景岡正信、寺井智宏、青山春奈、青山弘幸、矢野庄悟、丸山保彦 

膵頭部近傍の Paraganglioma の一例 

肝胆膵治療研究会，2018.8.18, 静岡 

 

梅原拓馬、寺井智宏、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、青山春奈、星野弘典、青山弘幸、矢野庄悟 

山田裕 

コレスチラミンが有効であった非薬剤起因性 collagenous colitis の症例 

第 61 回日本消化器内視鏡学会 東海支部例会 2018.11.24, 名古屋 

 

谷本晃平、吉井 重人、丸山保彦、景岡正信、大畠昭彦、寺井智宏、青山春奈、星野弘典、山本 晃大、青山弘

幸、矢野庄悟 

胃過形成性ポリープ様の形態を呈した胃腺窩上皮型腫瘍の 2 例 

第 61 回日本消化器内視鏡学会東海支部例会，2018.11.24, 名古屋 

 

佐藤大輝、矢野庄悟、青山弘幸、星野弘典、山本晃大、青山春奈、寺井智宏、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、 

丸山保彦 



急速な進行をきたした AFP 産生胃癌の 1 例 

第 235 回内科学会東海地方会 2018.7.1, 浜松 

≪講演≫ 

 

丸山保彦 

H.pylori 除菌後胃癌と Post H.pylori 時代の A 型胃炎 

第 18 回日本消化器内視鏡学会東海支部ガイドラインセミー ランチョンセミナー 2018.7.8, 名古屋 

 

丸山保彦 

便秘治療の現状と課題 

榛原医師会 2018.5.23, 榛原 

 

丸山保彦 

便秘治療の最前線 便秘治療の現状と課題 

藤枝薬剤師会 2018.6.21, 藤枝 

 

丸山保彦 

食道胃接合部癌について 

平成 30 年度靜岡件放射線技師中部地区会 第 1 回胃がん検診エックス線撮影従事者講習会 

2018.10.16, 静岡 

 

丸山保彦 

～胃がん・食道腺がんを病態生理，遺伝子異常から読み解く～H.pylori 陰性食道胃接合部がんの臨床的特徴

は？ 

除菌時代について考える会 2018.11.24, 東京 

 

吉井重人 

クローン病の内科的治療戦略 

静岡中部エリア IBD ワークショップ，2018.1.23, 静岡 

 

吉井重人 

小腸カプセル内視鏡 

第 261 回 藤枝学術カンファランス，2018.6.4, 藤枝 

 

吉井重人 

これで納得！カプセル内視鏡 

第 30 回志太地区病診消化器検討会，2018.6.19, 藤枝 

 



景岡正信  

当院における C 型肝炎に対するインターフェロンフリー治療の検討 

第４回志太榛原肝臓を考える会 2018.3.9, 藤枝 

 

景岡正信  

膵がんの早期発見に向けて～病診連携に期待するもの～ 

志太医師会学術講演会 2018.4.17, 藤枝 

 

大畠昭彦 

ERCP 私の基本～胆管深部挿管まで～ 

第 1 回 FUJIYAMA 胆膵内視鏡スキルアップセミナー, 2018.3.10,  静岡 

 

寺井智宏 

慢性持続型・潰瘍性大腸炎症例に対する治療法選択とその変更時期について  

（当院でのリアルダ臨床的有用性の検討を含めて） 

リアルダ発売一周年記念講演会 

2018.1.12, 浜松（グランドホテル浜松） 

 

寺井智宏 

抗炎症剤低用量で対応した潰瘍性大腸炎の、その後について  

第 2 回静岡 IBD アカデミー, 2018.1.24, 静岡 

 

矢野庄悟 丸山保彦 青山弘幸 星野弘典 山本晃大 青山春奈 寺井智宏 吉井重人 景岡正信 大畠昭彦 

当院の出血性胃十二指腸潰瘍症例についての臨床的検討 

2018.7.30, 焼津 


