
第６回
大腸ステント安全手技研究会

平成29年10月13日（金） 14：45～18：00

JR博多シティ会議室 10階 大会議室
福岡市博多区博多駅中央街１番１号  TEL 092-292-9258（受付）

代表世話人
東邦大学医療センター大橋病院  外科

斉　田　芳　久

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター  消化器内科

桑　井　寿　雄

会  期

会  場

当番世話人



参加者へのご案内とお願い

●参加登録について

参加費：3,000 円（大腸ステント安全手技研究会年会費　1,000 円を含む）

●参加受付について

会　場：JR 博多シティ会議室　10 階　大会議室

日　時：平成 29 年 10 月 13 日（金）14:00 ―

●第12回運営委員会・世話人会

会　場：JR 博多シティ会議室　９階　会議室３

日　時：平成 29 年 10 月 13 日（金）14:15 ―14:45

●座長・司会へのお願い

座長受付はございません。

ご担当セッションの開始 10 分前までに発表会場内の次座長席にご着席ください。限られた 

時間内にて円滑に進行するようにご配慮ください。

【発表時間】

特別講演Ⅰ、Ⅱ　発表 10 分

特別講演Ⅲ、Ⅳ　発表５分

一般演題　　　　６分（発表４分、討論２分）

●発表者へのお願い

13：45 にデータを会場内にて受付いたします。ご自身の PC または USB をお持ちください。
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プログラム

開会の辞

当番世話人 : 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター  消化器内科　桑井　寿雄

特別講演１　大腸ステント安全手技研究会報告事項　14:45 〜15:15

座長：順天堂大学  消化器内科　伊佐山　浩通

Ⅰ．BTS/RCT の COBRA Trial について（10 分）

東京大学  消化器内科、東京大学医学部附属病院  光学医療診療部　吉田　俊太郎

Ⅱ．CODOMO study について（10 分）

福島県立医科大学会津医療センター  小腸・大腸・肛門科　遠藤　俊吾

Ⅲ．SAGES2017 報告（５分）

SELF-EXPANDABLE METALLIC STENTS AS A BRIDGE TO SURGERY FOR

MALIGNANT COLORECTAL OBSTRUCTION: POOLED ANALYSIS OF 424

PATIENTS IN TWO PROSPECTIVE MULTICENTER TRIALS.

岸和田徳洲会病院  外科　冨田　雅史

Ⅳ．DDW2017 報告（５分）

A Prospective, Multicenter Study of Palliative Colonic Stenting for

Malignant Colorectal Obstruction in Japan: Long-Term Efficacy and

Safety in 87 Patients

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター  消化器内科　桑井　寿雄
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一般演題　15:15 〜15:40　各演題６分（発表４分　討論２分）

座長：がん・感染症センター都立駒込病院  消化器内科　小泉　浩一

日本医科大学千葉北総病院  外科　松田　明久

１．大腸癌との鑑別が困難であったステント閉塞を生じた下行結腸憩室炎の１例

川崎幸病院 消化器病センター  外科

○太田　竜、富澤　悠貴、左近　龍太、井上　貴博、小根山　正貴、下島　礼子、

成田　和弘、後藤　学、関川　浩司

２．悪性大腸狭窄に対してステント留置するも偽閉塞を繰り返した１症例

京都大学医学部附属病院  消化器内科１）

京都大学医学部附属病院  がん薬物治療科２）

○小川　智１）、堀松　高博２）、妹尾　浩１）

３．臨床的成功を得られなかった１例から、閉塞性大腸癌における臨床的成功に関わる因子

を考える

東京大学  消化器内科１）、東京大学医学部附属病院  光学医療診療部２）

○石橋　嶺１）、吉田　俊太郎１）2）、成田　明子１）2）、神宝　隆行１）、高原　楠昊１）、

中田　史子１）、山田　篤生１）、木暮　宏史１）、中井　陽介１）、平田　喜裕１）、

小池　和彦１）

４．大腸ステントの口側大腸に閉塞性腸炎をきたした２症例の検討

国立病院機構 相模原病院  外科

○旗手　和彦、金澤　秀樹、横井　圭悟、大越　悠史、桑野　紘治、金田　悟郎
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一般演題 2　15:40 〜16:10　各演題６分（発表４分　討２分）

座長：名古屋第二赤十字病院  消化器内科　　　山田　智則

横浜新緑総合病院消化器センター  外科　齊藤　修治

５．『十二指腸浸潤を伴う上行結腸癌に対してステント留置を行った１例』

がん・感染症センター都立駒込病院

○池田　重人、田畑　拓久、柴田　理美、小泉　浩一

６．拡張力強化型 Niti-S18㎜ステントを用いた stent in stent を行った症例

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

○高砂　健、桑井　寿雄、隅田　ゆき、宮迫　由季、西村　朋之、三浦　峻一、

今川　宏樹、山口　敏紀、山口　厚、河野　博孝、高野　弘嗣

７．安全な大腸ステント留置術における透視システムの位置付け

東京大学医学部附属病院  光学医療診療部１）、東京大学  消化器内科２）

○吉田　俊太郎１）2）、成田　明子１）2）、神宝　隆行２）、石橋　嶺２）、高原　楠昊２）、

中田　史子２）、山田　篤生２）、木暮　宏史２）、中井　陽介２）、平田　喜裕２）、

小池　和彦２）

８．県立広島病院における大腸ステント留置の現状と術前減圧不良症例の検討

県立広島病院  消化器・乳腺・移植外科

○大下　航、池田　聡、梶原　遼太郎、難波　洋介、荒田　了輔、安達　智洋、

森本　博司、野間　翠、松浦　一生、徳本　憲昭、大下　彰彦、札場　保宏、

眞次　康弘、石本　達郎、中原　英樹、漆原　貴、板本　敏行
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一般演題3　16:10 〜16:40　各演題６分（発表４分　討論２分）

座長：国立病院機構 九州医療センター  消化器科　隅田　頼信

東邦大学医療センター大橋病院  外科　榎本　俊行

９．ステント留置後術前には穿孔所見を伴わなかった腹膜炎合併閉塞性直腸癌の１例

横浜新緑総合病院  外科

○宮島　綾子、齊藤　修治、佐々木　一憲、三浦　康誠、平山　亮一、大塚　亮、

藤田　力也

10．直腸癌術前加療中の瘢痕性狭窄に対して BTS を施行した３例

日本医科大学千葉北総病院  外科１）、日本医科大学消化器  外科２）

○松田　明久１）、松本　智司１）、櫻澤　信行１）、関口　久美子１）、安藤　文彦１）、

山田　岳史２）、宮下　正夫１）、内田　英二２）

11．大腸ステント留置後化学療法にて遅発性穿孔を来たした３例

東京大学  消化器内科１）、東京大学医学部附属病院  光学医療診療部２）

○神宝　隆行１）、吉田　俊太郎１）2）、成田　明子１）2）、石橋　嶺１）、高原　楠昊１）、

中田　史子１）、山田　篤生１）、木暮　宏史１）、中井　陽介１）、平田　喜裕１）、

小池　和彦１）

12．BTS 目的にステント留置後悪性リンパ腫と判明した１例

倉敷中央病院  消化器内科

○石川　将、萱原　隆久、角南　智彦、武澤　梨央、水野　元夫

13．当院における大腸ステント〜症例提示を中心に〜

新潟市民病院  消化器内科１）、同  消化器外科２）

○佐藤　宗広１）、古川　浩一１）、米山　靖１）、森田　真一１）、弥久保　俊太１）、

木村　淳史１）、川田　雄三１）、大崎　暁彦１）、相場　恒男１）、和栗　暢生１）、

岩谷　昭２）、山崎　俊幸２）
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一般演題4　16:40 〜17:10　各演題６分（発表４分　討論２分）

座長：新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院  消化器外科　松澤　岳晃

医療法人彩樹豊中緑ヶ丘病院　島田　守

14．「当院で経験したステント逸脱３例の検討」

倉敷中央病院  消化器内科

○角南　智彦、萱原　隆久、石川　将、武澤　梨央、水野　元夫

15．緩和目的留置後３年前後でトラブルを生じた大腸ステントの２例

宮崎県立宮崎病院  外科

○中村　豪、喜島　博章、日高　秀樹、下薗　孝司、上田　祐滋

16．頻回に生じた tumor ingrowth によるステント閉塞に対して２回のステント 

追加留置に加え複数回の APC 焼灼を要した横行結腸癌の一例

東邦大学医療センター大橋病院  消化器内科１）、同  外科２）

○森　麻紀子１）、富永　健司１）、木村　隆輔１）、吉田　有輝１）、牧野　敏之１）、

髙橋　厚子１）、里井　新１）、馬場　隆成１）、村上　貴寛１）、榎本　俊行２）、

斉田　芳久２）、前谷　容１）

17．悪性右側大腸狭窄に対する大腸ステント留置術の成績—地方病院での検討

伊達赤十字病院  消化器科１）、伊達赤十字病院  外科２）

○久居　弘幸１）、櫻井　環１）、小柴　裕１）、山内　夏未１）、飴田　咲貴１）、

佐藤　正文２）、川﨑　亮介２）、行部　洋２）、水沼　謙一２）

休憩  10 分
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特別講演２　17:20 〜18:00

座長：東邦大学医療センター大橋病院  外科　斉田　芳久

題名「大腸 Stent」

Hamburg 腫瘍病院  外科内視鏡顧問　堂元　又巌

次回（第７回）当番世話人挨拶

福島県立医科大学会津医療センター  小腸・大腸・肛門科　遠藤　俊吾

閉会の辞

東邦大学医療センター大橋病院  外科　斉田　芳久
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協 賛 企 業 一 覧

●EAファーマ株式会社

●オリンパス株式会社

●株式会社アビス

●株式会社トップ

●杏林製薬株式会社

●Cook Japan株式会社

●ゼリア新薬工業株式会社

●センチュリーメディカル株式会社

●第一三共株式会社

●武田薬品工業株式会社

●ティーエスアルフレッサ株式会社

●ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

●日本ライフライン株式会社

（五十音順）
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