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特集／「消化管診断・治療手技のすべて」

１．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

咽喉頭診断

２．咽喉頭の解剖 船越真木子 京都大学大学院腫医学研究科

腫瘍薬物治療学

３．通常内視鏡（経鼻） 川田 和昭 静岡赤十字病院消化器内科

４．通常内視鏡（経口） 古江 康明 北里大学医学部消化器内科学

５．画像強調内視鏡 船越真木子 京都大学大学院腫医学研究科

腫瘍薬物治療学

咽喉頭治療

６．ESD 飯塚 敏郎 虎の門病院消化器内科

７．ELPS 卜部 祐司 広島大学病院未来医療センター

８．EMR 土田 知宏 がん研究会有明病院検診セン

ター

食道診断

９．食道の解剖 平澤 大 仙台厚生病院消化器内科

10．食道造影：撮影法と拾い上げ診断 小田 丈二 東京都がん検診センター消化

器内科

11．食道造影：癌の診断および深達度診断 小野陽一郎 福岡大学筑紫病院消化器内科

12．通常内視鏡：撮影法と拾い上げ診断 高木 靖寛 芦屋中央病院内科

13．画像強調内視鏡 岩坪 太郎 大阪医科大学第２内科

14．通常内視鏡：癌の診断と鑑別診断 都宮 美華 埼玉県立がんセンター消化器

内科

15．色素内視鏡（ヨード/トルイジンブルーな
ど）

中村理恵子 慶應義塾大学医学部消化器外科

16．色素内視鏡：Barrett 食道の診断（酢酸/メ
チレンブルーなど）

田中 一平 仙台厚生病院消化器内科

17．画像強調拡大内視鏡（拾い上げ） 鈴木 拓人 千葉県がんセンター消化器内科

18．画像強調拡大内視鏡（癌の精査） 竹内 学 長岡赤十字病院消化器内科

19．超拡大内視鏡 郷田 憲一 獨協医科大学消化器内科

20．EUS 前田 有紀 がん・感染症センター東京都

立駒込病院消化器内科

食道治療

21．ESD 菊池 大輔 虎の門病院消化器内科
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22．EMR-C 井上 晴洋 昭和大学江東豊洲病院消化器

センター

23．EMR-Tube 島田 英雄 東海大学医学部附属大磯病院

消化器外科

24．APC焼灼 川田 研郎 東京医科歯科大学食道外科

25．RFA 岩谷 勇吾 信州大学医学部消化器内科学

第二講座

26．PDT 渡邊 崇 国立がん研究センター東病院

消化器内科

27．EVL 中村 真一 東京女子医科大学消化器病セ

ンター

28．EIS 小原 勝敏 福島県保健衛生協会内視鏡セ

ンター

29．バルーン拡張術 卜部 祐司 広島大学病院未来医療センター

30．RIC 青山 育雄 大津赤十字病院消化器内科

31．セレスチン 籔内 洋平 静岡県立静岡がんセンター内

視鏡科

32．ステント留置 岡村 卓真 国立がん研究センター中央病

院内視鏡科

33．異物除去 五十嵐公洋 仙台厚生病院消化器内科

34．POEM 南 ひとみ たちばなベイクリニック消化

器内科

35．POET 佐藤 千晃 東北大学大学院消化器外科学

食道外科

36．ARMS/ARMA 井上 晴洋 昭和大学江東豊洲病院消化器

センター

37．内視鏡的縫縮（機械吻合による GERD の治

療）

土橋 昭 東京慈恵会医科大学附属病院

内視鏡部

38．Zenker憩室 小山 恒男 佐久医療センター内視鏡内科

胃診断

39．胃の解剖 赤松 泰次 長野県立信州医療センター内

視鏡センター

40．木村・竹本分類 赤松 泰次 長野県立信州医療センター内

視鏡センター

41．胃造影：撮影法 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

42．胃造影：癌の診断と鑑別診断 入口 陽介 東京都がん検診センター消化

器内科

43．通常内視鏡 宇賀治良平 新東京病院消化器内科

44．ピロリ感染の内視鏡診断 寺尾 秀一 加古川中央市民病院消化器内科

45．A型胃炎の内視鏡診断 丸山 保彦 藤枝市立総合病院消化器内科

46．色素内視鏡（インジゴ） 小澤 俊文 総合犬山中央病院消化器内科

47．色素内視鏡（酢酸／コンゴレッド） 名和田義高 仙台厚生病院消化器内科

48．画像強調内視鏡（NBI） 上堂 文也 大阪国際がんセンター消化管

内科

49．画像強調内視鏡（BLI，LCI） 土肥 統 京都府立医科大学大学院医学

研究科消化器内科学

50．拡大内視鏡の理論と基本手技 東 佑香 がん研究会有明病院消化器セ

ンター

51．拡大内視鏡（癌/非癌の診断） 八尾 建史 福岡大学筑紫病院内視鏡部
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52．拡大内視鏡（癌の組織型診断） 濱本 英剛 永山消化器内視鏡内科

53．拡大内視鏡（癌の指標） 土山 寿志 石川県立中央病院消化器内科

54．超拡大内視鏡（Endocyto） 野田 啓人 日本医科大学消化器内科学

55．EUS 赤星 和也 飯塚病院消化器内科

56．EUS-FNA（SMT診断） 肱岡 範 国立がん研究センター中央病

院肝胆膵内科

胃治療

57．ESD先端系 室井 航一 名古屋大学大学院医学系研究

科病態内科学講座消化器内

科学分野

58．ESD絶縁体系 田邉 聡 北里大学医学部消化器内科学

59．ESDはさみ系 草野 央 日本大学病院消化器病センター

60．ESD牽引法 吉田 将雄 静岡県立静岡がんセンター内

視鏡科

61．Strip biopsy 多田 正弘 彩の国東大宮メディカルセン

ター消化器内科

62．ERHSE（EMR-HSE） 石後岡正弘 勤医協中央病院消化器センター

63．EDSP（endoscopic double snare polypect-
omy）

竹腰 隆男 杏雲堂病院

64．SMTの内視鏡的切除 七條 智聖 大阪国際がんセンター消化管

内科

65．ポリペクトミー 中川 昌浩 広島市立広島市民病院内視鏡

内科

66．PDT 小野 裕之 静岡県立静岡がんセンター内

視鏡科

67．LECS 恩田 毅 日本医科大学消化器内科学

68．EIS 引地 拓人 福島県立医科大学附属病院内

視鏡診療部

69．コイル塞栓法（胃静脈瘤の治療） 入澤 篤志 獨協医科大学消化器内科

70．止血術 皆川 武慶 斗南病院消化器内科

71．焼灼術 田邉 聡 北里大学医学部消化器内科学

72．胃石溶解・破砕 花畑 憲洋 青森県立中央病院消化器内科

73．異物除去 吉村 大輔 済生会福岡総合病院消化管内科

74．PEG（Pull式） 日下部俊朗 東札幌病院消化器内科

75．PEG（Introducer 法） 倉 敏郎 町立長沼病院

76．PTEG 大石 英人 村山医療センター外科

77．ステント留置（悪性狭窄の治療） 中堀 昌人 仙台厚生病院消化器内科

78．G-POEM 井上 晴洋 昭和大学江東豊洲病院消化器

センター

十二指腸診断

79．十二指腸の解剖 鈴木 悠悟 虎の門病院消化器内科

80．十二指腸造影 森山 智彦 九州大学大学院医学研究院病

態機能内科学

81．通常内視鏡：良性病変の診断 蔵原 晃一 松山赤十字病院胃腸センター

82．通常内視鏡：癌/腺腫の診断 廣瀬 崇 名古屋大学大学院医学系研究

科病態内科学講座消化器内

科学分野

83．画像強調内視鏡 遠藤 昌樹 開運橋消化器内科クリニック

十二指腸治療

84．ESD：治療 矢作 直久 慶應義塾大学病院腫瘍センター
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85．ESD：後出血，遅発穿孔予防（OTSC は除

く）

辻 陽介 東京大学医学部消化器内科

86．内視鏡的縫縮 村元 喬 NTT 東日本関東病院消化器内

科

87．EMR 平澤 欣吾 横浜市立大学附属市民総合医

療センター消化器病セン

ター

88．UWEMR 前畑 忠輝 聖マリアンナ医科大学病院消

化器・肝臓内科

89．Coldポリペクトミー 滝沢 耕平 静岡県立静岡がんセンター内

視鏡科

90．LECS 吉水 祥一 がん研究会有明病院消化器セ

ンター

小腸診断

91．小腸の解剖 松田 圭二 帝京大学医学部外科

92．小腸造影（充満法） 江﨑 幹宏 佐賀大学医学部附属病院光学

医療診療部

93．小腸造影（二重造影） 江﨑 幹宏 佐賀大学医学部附属病院光学

医療診療部

94．カプセル内視鏡 中村 哲也 獨協医科大学病院医療情報セ

ンター

95．DBE 山本 博徳 自治医科大学医学部内科学講

座消化器内科学部門

96．SBE 辻川 知之 東近江総合医療センター消化

器内科

97．Spiral 大塚 和朗 東京医科歯科大学消化器内科

98．CT enteroscopy 橋本 真一 山口大学大学院医学系研究科

消化器内科学

99．MRI enteroscopy 竹中 健人 東京医科歯科大学消化器内科

100．EUS 中村 正直 名古屋大学大学院医学系研究

科病態内科学講座消化器内

科学分野

小腸治療

101．止血術（APC，クリップ） 松田 知己 仙台厚生病院消化器内科

102．止血術（薬剤局注） 岡 志郎 広島大学病院消化器・代謝内科

103．止血術（IVR） 新槇 剛 静岡県立静岡がんセンター

IVR科

104．腸重積解除 矢野 智則 自治医科大学医学部内科学講

座消化器内科学部門

105．ポリペクトミー，EMR 髙梨 訓博 小樽掖済会病院消化器内科

106．EBD 平井 郁仁 福岡大学医学部消化器内科

107．RIC 諸井林太郎 東北大学消化器内科

大腸診断

108．大腸の解剖 松田 圭二 帝京大学医学部外科

109．注腸造影（総論） 小林 広幸 福岡山王病院消化器内科

110．注腸造影（腫瘍の診断） 大内 彬弘 久留米大学医学部内科学講座

消化器内科部門

111．注腸造影（炎症性疾患の診断） 池上 幸治 松山赤十字病院胃腸センター

112．大腸内視鏡の前処置・挿入法 加藤文一朗 秋田赤十字病院消化器病セン

ター
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113．通常内視鏡（腫瘍状病変） 大川 清孝 大阪市立十三市民病院消化器

内科

114．通常内視鏡（炎症） 清水 誠治 大阪鉄道病院消化器内科

115．色素拡大内視鏡（腫瘍） 平田 大善 薫風会佐野病院消化器センター

116．色素拡大内視鏡（炎症） 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

117．画像強調拡大内視鏡（NBI，BLI）（腫瘍） 田中 信治 広島大学大学院医系科学研究

科内視鏡医学

118．画像強調拡大内視鏡（LCI）（腫瘍） 吉田 直久 京都府立医科大学大学院医学

研究科消化器内科学教室

119．Endocytoscopy 森 悠一 昭和大学横浜市北部病院消化

器センター

120．Confocal laser endocopy 酒井 英嗣 横浜栄共済病院消化器内科

121．EUS 斉藤 裕輔 市立旭川病院消化器内科

122．カプセル内視鏡 大宮 直木 藤田医科大学病院消化器内科Ⅰ

123．CT colonoscopy 野﨑 良一 大腸肛門病センター高野病院

消化器内科

124．潰瘍性大腸炎の内視鏡的活動性評価 高林 馨 慶應義塾大学病院内視鏡セン

ター

125．潰瘍性大腸炎関連腫瘍（UCAN）の内視鏡診

断

岩男 泰 慶應義塾大学病院予防医療セ

ンター

大腸治療

126．ポリペクトミー 樫田 博史 近畿大学医学部消化器内科

127．Coldポリペクトミー 竹内 洋司 大阪国際がんセンター消化管

内科

128．EMR 山野 泰穂 札幌医科大学医学部消化器内

科学講座

129．UWEMR 竹内 洋司 大阪国際がんセンター消化管

内科

130．precutting ESD 髙田 和典 静岡県立静岡がんセンター内

視鏡科

131．hybrid ESD 川崎 啓祐 九州大学大学院医学研究院病

態機能内科学

132．ESD（IT-nano） 斎藤 豊 国立がん研究センター中央病

院内視鏡科

133．ESD（先端） 豊永 高史 神戸大学医学部附属病院光学

医療診療部

134．ESD（scissors） 本間 清明 ほんま内科胃腸科医院

135．per-anal endoscopic myectomy 鴫田賢次郎 広島市立安佐市民病院内視鏡科

136．止血術（止血鉗子） 吉田 直久 京都府立医科大学附属病院消

化器内科

137．止血術（クリップその他） 關谷 真志 群馬大学大学院医学系研究科

消化器・肝臓内科学

138．止血術（留置スネア） 小林 克誠 東京都立墨東病院消化器内科

139．止血術（IVR） 曽根 美都 岩手医科大学医学部放射線医

学講座

140．ステント留置術 桑井 寿雄 呉医療センター消化器内科

141．EBD 坂本 琢 国立がん研究センター中央病

院内視鏡科

142．内視鏡的縫縮術 吉井 新二 札幌医科大学医学部消化器内

科学講座

　※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。

0536218005605



区 分 論 文 題 名 執 筆 者 所 属

143．全層切除術 鈴木 桂悟 がん研究会有明病院消化器セ

ンター

144．大腸憩室出血の部位同定と内視鏡的止血法

（EVL）

鴫田賢次郎 広島市立安佐市民病院消化器

内科

145．神経内分泌腫瘍に対する EVL/EMR 山﨑 嵩之 国立がん研究センター中央病

院内視鏡科

　※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。

0536218005605
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