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序説 松本主之 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野

全消化管 画像強調内視鏡観察 (image enhanced endoscopy, IEE) 東佑香 がん研有明病院上部消化管内科

拡大観察（倍率と分解能，観察法，浸水観察など） 有馬美和子 埼玉県立がんセンター内視鏡科

Endocytoscopy 熊谷洋一 埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科

EUS 松浦倫子 慶應義塾大学病院腫瘍センター

酢酸撒布（Barrett食道腺癌） 竹内学 長岡赤十字病院消化器内科

Valsalva法 川田研郎 東京医科歯科大学食道外科

白色光通常内視鏡観察
 (systematic screening for the stomach, SSS)

八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

拡大観察（倍率と分解能，観察法，浸水観察など） 八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

拡大観察（倍率と分解能，観察法，浸水観察など） 田中信治 広島大学大学院医系科学研究科内視鏡医学

Endocytoscopy 森悠一 昭和大学横浜市北部病院消化器センター

小腸内視鏡、バルーン内視鏡、スパイラル内視鏡 大宮直木 藤田医科大学消化器内科学Ⅰ

カプセル内視鏡 中村正直 名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学

CT colonography/enterography 小林広幸 福岡山王病院消化器内科

MR entero-colonography 大塚和朗 東京医科歯科大学医学部附属病院光学医療診療部

拡大観察に必要な喉頭・中下咽頭の解剖用語 河内洋 がん研有明病院臨床病理センター病理部

拡大観察に必要な食道の解剖用語 根本哲生 昭和大学横浜市北部病院臨床病理診断科

epidermization、parakeratosis、hyperprakeratosis 前田有紀 がん・感染症センター都立駒込病院内視鏡科

Pink color sign 北村陽子 市立奈良病院消化器肝臓病センター・消化器内科

Focal atrophy 小山恒男 佐久医療センター内視鏡内科

Brownish area、Metalic silver sign 小野陽一郎 福岡大学筑紫病院消化器内科

畳目模様、縦走ひだ 川田研郎 東京医科歯科大学食道外科

まだら食道 北村陽子 市立奈良病院消化器肝臓病センター・消化器内科

上皮下進展（Barrett食道腺癌） 平澤大 仙台厚生病院消化器内科

柵状血管 小田丈二 東京都がん検診センター消化器内科

Melanosis 熊谷洋一 埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科

AVA（avascular area） 有馬美和子 埼玉県立がんセンター内視鏡科

Type-R血管 竹内学 長岡赤十字病院消化器内科

胃 正常胃：拡大観察に必要な解剖用語 八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

RAC 八木一芳 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院消化器内科

腺境界 小野裕之 静岡県立静岡がんセンター内視鏡科

萎縮性胃炎 五十嵐公洋 仙台厚生病院消化器内科

腸上皮化生 上尾哲也 大分赤十字病院消化器内科

鳥肌胃炎 鎌田智有 川崎医科大学消化管内科学

びらんと潰瘍 丸山保彦 藤枝市立総合病院消化器内科

クッションサイン 南出竜典 静岡県立静岡がんセンター内視鏡科

耳介様周堤 中村昌太郎 国際医療福祉大学医学部消化器内科学

敷石状胃粘膜 加藤元嗣 国立病院機構函館病院消化器科

多発性白色扁平隆起 長谷川梨乃 福岡大学筑紫病院消化器内科

伸展不良所見 入口陽介 東京都がん検診センター消化器内科

雑　誌　掲　載　論　文　内　報

※広告料金の詳細につきましては，お申し込み先の広告代理店にお問い合わせください。

下記のとおり掲載論文目次をあらかじめ内報いたします。御覧の上，貴社製品の関係ある論文がございましたら，広告掲載にご利用くださるよ

うお薦め申し上げます。

区　　　分

特集／図説『胃と腸』画像診断用語集

「胃と腸」57巻5号（2022年増刊号）
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台状挙上所見 長浜孝 長浜クリニック

Microvascular pattern 八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

Microsurface pattern 八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

Demarcation line 八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

VEC pattern 金光高雄 福岡大学筑紫病院消化器内科

白色球状外観 white globe appearance (WGA) 土山寿志 石川県立中央病院消化器内科

Light blue crest (LBC) 川上裕史 大阪国際がんセンター消化管内科

White opaque substance (WOS) 八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

白色絨毛 勝木伸一 小樽掖済会病院消化器病センター

伸展不良 川崎啓祐 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

白斑 志賀永嗣 東北大学病院消化器内科

縦走潰瘍 平井郁仁 福岡大学医学部消化器内科

cobblestone appearance/炎症性ポリポーシス 平井郁仁 福岡大学医学部消化器内科

輪状潰瘍 吉原崇正 松山赤十字病院胃腸センター

萎縮瘢痕帯 鳥巣剛弘 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

偽膜 大川清孝 大阪市立十三市民病院消化器内科，淀川キリスト教病院消化器内科

アフタ，アフタ様潰瘍 高津典孝 福岡大学筑紫病院消化器内科

表在型中・下咽頭癌 菊池大輔 虎の門病院消化器内科

表在型食道癌 由雄敏之 がん研有明病院上部消化管内科

特殊型食道癌（下記以外） 大久保佑樹 大阪国際がんセンター消化管内科

悪性黒色腫 千野修 東海大学医学部付属東京病院外科

Barrett食道 天野祐二 新東京病院消化器内科

Barrett食道腺癌（SSBE） 高橋宏明 恵佑会第２病院消化器内科

Barrett食道腺癌（LSBE） 高橋亜紀子 佐久医療センター内視鏡内科

食道胃接合部癌 田中一平 仙台厚生病院消化器内科

Verrucous carcinoma 高橋宏明 恵佑会第２病院消化器内科

食道リンパ増殖性疾患 高橋亜紀子 佐久医療センター内視鏡内科

食道炎症性疾患（IBD関連） 平岡佐規子
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科（第一内
科）

食道炎症性疾患（感染症等） 前田有紀 がん・感染症センター都立駒込病院内視鏡科

好酸球性食道炎 増永哲平 慶應義塾大学病院腫瘍センター

転移性食道腫瘍 千野修 東海大学医学部付属東京病院外科

食道黄色腫 万波智彦 岡山医療センター消化器内科

食道皮脂腺 細谷和也 神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科

食道憩室（Zenker、横隔膜上） 佐藤裕樹 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野

食道アカラシア 小山恒男 佐久医療センター内視鏡内科

薬剤起因性食道炎 小野陽一郎 福岡大学筑紫病院消化器内科

食道噴門腺 森田周子 神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科

粘膜下異所性胃腺（異所性胃粘膜） 外山雄三 新東京病院消化器内科

急性胃粘膜病変（AGML) 小澤俊文 総合犬山中央病院消化器内科

薬剤性胃粘膜障害(NSAID潰瘍を含む） 小澤俊文 総合犬山中央病院消化器内科

ヘリコバクター・ピロリ胃炎 鎌田智有 川崎医科大学消化管内科学

自己免疫性胃炎 鎌田智有 川崎医科大学消化管内科学

腸型腺腫 平井悠一郎 国立がん研究センター中央病院内視鏡科

胃型腺腫（幽門腺腺腫） 魚住健志 国立がん研究センター中央病院内視鏡科

早期胃癌 渡邊昌人 がん研有明病院上部消化管内科

悪性サイクル 森山智彦 九州大学病院国際医療部

胃型の早期胃癌 福山知香 早期胃癌検診協会

スキルス型胃癌 長浜隆司 新東京病院消化器内科

胃神経内分泌腫瘍 宇賀治良平 新東京病院消化器内科

胃粘膜下腫瘍（リンパ腫を除く） 齋藤宏章 仙台厚生病院消化器内科

胃リンパ腫 中村昌太郎 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野

Collagenous gastritis 小林正明 新潟県立がんセンター新潟病院消化器内科

GAVE, DAVE 田邉聡 北里大学医学部新世紀医療開発センター

IBDの胃・十二指腸病変（CD, UC) 鶴岡ななえ 佐賀大学医学部内科学講座消化器内科

特殊型胃炎（胃梅毒、胃結核、サルコイドーシスなど） 小林広幸 福岡山王病院消化器内科
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PPI関連胃症 上山浩也 順天堂大学医学部消化器内科学講座

胃底腺型胃癌 上山浩也 順天堂大学医学部消化器内科学講座

ラズベリー様胃癌 柴垣広太郎 島根大学医学部内科学講座光学医療診療部

胃上皮化生 小山恒男 佐久医療センター内視鏡内科

異所性胃粘膜 蔵原晃一 松山赤十字病院胃腸センター

Brunner腺過形成 清森亮祐 松山赤十字病院胃腸センター

腸型Behçet病　/単純性潰瘍 久松理一 杏林大学医学部消化器内科学

大腸腺腫 岡志郎 広島大学病院消化器・代謝内科

大腸鋸歯状病変 山野泰穂 札幌医科大学医学部消化器内科学講座

炎症性筋腺管ポリープ 森山智彦 九州大学病院国際医療部

colonic muco-submucosal elongated polyp（CMSEP） 高津典孝 福岡大学筑紫病院消化器内科

cap polyposis 石田夏樹 浜松医科大学第一内科

大腸低分化腺癌 斉藤裕輔 市立旭川病院消化器病センター

腸管リンパ腫 池上幸治 松山赤十字病院胃腸センター

laterally spreading tumor(LST)：顆粒型，非顆粒型 岡志郎 広島大学病院消化器・代謝内科

特殊な直腸肛門部腫瘍（直腸癌を除く） 松田圭二 帝京大学外科

虚血性小腸炎 梅野淳嗣 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

虚血性大腸炎 山崎健路 岐阜県総合医療センター消化器内科

潰瘍性大腸炎 長沼誠 慶應義塾大学医学部消化器内科

Crohn病 竹中健人 東京医科歯科大学消化器内科

IBD-U 猿田雅之 東京慈恵医科大学内科学講座消化器・肝臓内科

回腸囊炎 小金井一隆 横浜市立市民病院炎症性腸疾患（IBD）科

直腸粘膜脱症候群 佐野村誠 北摂総合病院消化器内科

急性出血性直腸潰瘍 萬春花 秋田赤十字病院消化器病センター

腸管子宮内膜症 原裕一 松山赤十字病院胃腸センター

血管性病変 矢野智則 自治医科大学消化器内科

薬剤性大腸炎 梁井俊一 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野

CEAS 梅野淳嗣 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

microscopic colitis 山村健史 名古屋大学医学部附属病院光学医療診療部

idiopathic mesenteric phlebosclerosis（IMP） 永田信二 広島市立安佐市民病院内視鏡内科

大腸憩室疾患（憩室関連性腸炎） 斎藤彰一 がん研有明病院下部消化管内科

GVHD関連腸炎 仲瀬裕志 札幌医科大学医学部消化器内科学講座

Clostridoides difficile 関連性腸炎 吉田篤史 大船中央病院消化器・IBDセンター

細菌性腸炎（サルモネラ、キャンピロバクターなど） 永田信二 広島市立安佐市民病院内視鏡内科

サイトメガロウイルス感染性腸炎（UC非合併例） 清水誠治 大阪鉄道病院消化器内科

アメーバ大腸炎 谷伸也 浜松医科大学第一内科

クラミジア直腸炎 清水誠治 大阪鉄道病院消化器内科

尖圭コンジローマ 山崎健路 岐阜県総合医療センター消化器内科

大腸腺腫症 石田秀行 埼玉医科大学総合医療センター消化管外科・一般外科

Peutz-Jeghers 症候群 田中周 日本医科大学多摩永山病院消化器内科

Cronkhite-Canada 症候群 穂苅量太 防衛医科大学校病院消化器内科

若年性ポリポーシス 川崎啓祐 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

Cowden病 鳥谷洋右 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野

マントル細胞リンパ腫 永塚真 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野

粘膜下腫瘍 入口陽介 東京都がん検診センター消化器内科

好酸球性胃腸炎 石原俊治 島根大学医学部内科学講座（内科学第二）消化器内科

アミロイドーシス 大川清孝 大阪市立十三市民病院消化器内科，淀川キリスト教病院消化器内科

血管炎症候群 川崎啓祐 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学

全消化管 パリ分類 河野弘志 聖マリア病院消化器内科

日本食道学会拡大内視鏡分類（扁平上皮癌） 櫻井裕久 大阪国際がんセンター消化管内科

日本食道学会拡大内視鏡分類（Barrett食道腺癌） 郷田憲一 獨協医科大学医学部内科学（消化器）講座

食道癌の病型分類 小田丈二 東京都がん検診センター消化器内科

食道胃接合部分類（Siewert・西分類） 由雄敏之 がん研有明病院上部消化管内科

食道アカラシアの分類 南ひとみ 長崎大学病院消化器内科

食道裂孔ヘルニアの分類 阿部圭一朗 獨協医科大学医学部内科学（消化器）講座

プラハ分類 菊池大輔 虎の門病院消化器内科

疾患

食道

分類・定義

胃

十二指腸

下部消化管

全消化管
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ABC(D)検診 間部克裕 淳風会健康管理センター倉敷

木村・竹本分類 中島滋美 JCHO滋賀病院総合診療科

胃隆起性病変の山田（山田・福富）分類 中島寛隆 早期胃癌検診協会

胃癌のリスク層別化 川上裕史 大阪国際がんセンター消化管内科

胃癌の肉眼型分類 中島寛隆 早期胃癌検診協会

拡大内視鏡分類（VS classification system） 八尾建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部

大腸癌の肉眼型分類 山野泰穂 札幌医科大学医学部消化器内科学講座

大腸腫瘍のNBI分類 岩館峰雄 佐野病院消化器センター

pit pattern 診断 永田務 久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門

潰瘍性大腸炎の内視鏡的重症度分類 櫻庭裕丈 弘前大学大学院医学研究科消血液内科学講座

Lewis score 江﨑幹宏 佐賀大学医学部内科学講座消化器内科

小腸血管性病変の内視鏡所見分類 矢野智則 自治医科大学消化器内科

KRAS, BRAF , and GNAS 下田将之 東京慈恵会医科大学病理学講座・病院病理部

MSS (microsatellite stale) and
MSI (microsatellite instability)

菅井有 岩手医科大学医学部病理診断学講座

p53 根本哲生 昭和大学横浜市北部病院臨床病理診断科

Ki-67 新井冨生 東京都健康長寿医療センター病理診断科

Apoptosis 田中健大 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理学

Cytokeratin 伴慎一 獨協医科大学埼玉医療センター病理診療科

Dysplasia 味岡洋一 新潟大学大学院医歯学総合研究科分子・診断病理学分野

Hamartoma 九嶋亮治 滋賀医科大学病理学講座（附属病院病理診断科）

Lymphoepithelial lesion (LEL) 田中健大 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病理学

Intraepithelial lymphocyte (IEL) 藤原美奈子 九州医療センター病理診断科

Tumor infiltrating lymphocyte (TIL) 新井冨生 東京都健康長寿医療センター病理診断科

Crohn's like lymphoid reaction 新井冨生 東京都健康長寿医療センター病理診断科

Desmoplastic reaction (DR) 伴慎一 獨協医科大学埼玉医療センター病理診療科

Budding 神藤英二 防衛医科大学校病院下部消化管外科

Pseudoinvasion 下田将之 東京慈恵会医科大学病理学講座・病院病理部

Parietal cell hyperplasia/protrusion 二村聡 福岡大学筑紫病院病理部・病理診断科

Pseudopyloric and pyloric metaplasia 九嶋亮治 滋賀医科大学病理学講座（附属病院病理診断科）

Epithelioid cell granuloma 二村聡 福岡大学筑紫病院病理部・病理診断科

Crypt abscess 根本哲生 昭和大学横浜市北部病院臨床病理診断科

Endocrine cell micronest (ECM) 海崎泰治 福井県立病院病理診断科

Adenoma-carcinoma sequence 藤原美奈子 九州医療センター病理診断科

de novo  carcinoma 河内洋 がん研有明病院臨床病理センター病理部

focally enhanced gastritis 牛久哲男 東京大学大学院医学系研究科人体病理学・病理診断学

Serrated neoplasia pathway 菅井有 岩手医科大学医学部病理診断学講座

SSL (sessile serrtaed lesion) 八尾隆史 順天堂大学大学院医学研究科人体病理病態学

低異型度癌と超高分化腺癌 (胃) 海崎泰治 福井県立病院病理診断科

低異型度癌と超高分化腺癌 (大腸) 味岡洋一 新潟大学大学院医歯学総合研究科分子・診断病理学分野

胃底腺型腺癌 八尾隆史 順天堂大学大学院医学研究科人体病理病態学

腺窩上皮型腫瘍 九嶋亮治 滋賀医科大学病理学講座（附属病院病理診断科）

手繋ぎ型・横這い型の腺癌 河内洋 がん研有明病院臨床病理センター病理部

IBDの生検分類 八尾隆史 順天堂大学大学院医学研究科人体病理病態学

※冊子制作の都合上，発行予定日，掲載内容，および執筆者を予告なく変更する場合がございますことをご了承ください。確定内容につきましては，弊誌編集室へ直接

お問い合わせください。
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