
大腸ポリープ
1,389件（14. 0％）

胃炎及び十二指腸炎
1,199件（12. 1％）

胃食道逆流症
1,033件（10. 4％）

胃潰瘍 840件（8.5％）

感染症と推定される下痢及び胃腸炎 591件（6.0％）
便秘 530件（5.3％）胆石症 399件（4.0％）

消化管出血 339件（3.4％）

胃及び十二指腸のその他
の疾患 324 件（3.3％）

細菌感染症 237件（2.4％）

その他 3,035件（30. 6％）

食道・悪性 90件（3.9％）

胃十二指腸・悪性 201件（8.8％）

胃十二指腸・良性 203件（8.8％）

肝・悪性 312件（13. 6％）

肝・良性 178件（7.8％） 胆膵・悪性 126件（5.5％）

胆膵・良性 336件（14. 6％）

食道・良性 90件（3.9％）

その他 302件（13. 2％）

小腸大腸・悪性 120件（5.2％）

小腸大腸・良性 338件（14. 7％）

　消化器内科

１．概　要
　岡村院長を筆頭に７名のスタッフと、専攻医４名，後期研修医３名で診療にあたっている。詳細は、
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）

●疾患別頻度（悪性新生物を除く）

●疾患別頻度（入院患者）

総件数：9,832件

総件数：2,296件



平成25年度  

当科で経験した主な疾患の新規症例数

　　胃癌…………………………………………………………… 224例
　　大腸癌………………………………………………………… 294例
　　（深達度分類 ssないしa1以深 : mp : sm : m   149 : 36 : 37 : 72）
　　肝細胞癌……………………………………………………… 58例
　　（進行度分類 Ⅰ : Ⅱ : Ⅲ : Ⅳ   13 : 28 : 12 : 5）
　　（JIS  0 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 　 12 : 24 : 17 : 2 : 2 : 1）
　　膵癌…………………………………………………………… 41例
　　胆道癌………………………………………………………… 38例
　　クローン病…………………………………………………… 19例
　　潰瘍性大腸炎………………………………………………… 56例

主な検査治療実績

　　胃内視鏡検査……………………………………………… 6,257件
　　大腸内視鏡検査…………………………………………… 3,867件
　　造影エコー検査……………………………………………… 257件
　　内視鏡的粘膜下層切開剥離術………………胃114 件，大腸26件
　　超音波内視鏡検査…………………………… 胃79件，胆膵254件
　　消化管超音波内視鏡下穿刺………………………………… 45件
　　PTCDならびに関連手技  …………………………………… 21件
　　内視鏡的逆行性胆管膵管造影……………………………… 477件
　　　うち　ERBDあるいはENBD  …………………………… 191件
　　　　　　内視鏡的金属ステント留置術…………………… 32件
　　管腔内超音波検査…………………………………………… 54件
　　腹部血管造影検査…………………………………………… 213件
　　　うち　動脈塞栓術………………………………………… 145件
　　　　　　動注化学療法……………………………………… 25件
　　リザーバー留置による動注化学療法………………………… 5件
　　ラジオ波焼灼術……………………………………………… 93件



  

学会発表（医局）
 ※丸数字は共同研究者を示す＜消化器内科＞

No. 演　　題　　名 発表者及び
共同研究者 学会・研究会名 発表年月日

① １年10ヶ月の経過で急速に増大し肝転
移をきたした胃ＧＩＳＴの１例 山本 崇文 第35回東三医学会 2013/3/9

② 大腸憩室炎が誘因と考えられた門脈血
栓症の１例 南　喜之 第35回東三医学会 2013/3/9

③ 当院における胆膵EUS-FNA  learning 
curveについて 樋口 俊哉 第99回日本消化器病学会総会 2013/3/21

④ 当院における自己免疫性膵炎の臨床像
と経過不良因子の検討 松原　浩 第99回日本消化器病学会総会 2013/3/21

⑤ 潰瘍性大腸炎に合併した２型自己免疫
性膵炎の２例 藤田 基和 第99回日本消化器病学会総会 2013/3/21

⑥ 当院における潰瘍性大腸炎に対するタ
クロリムスの使用成績 廣瀨　崇 第99回日本消化器病学会総会 2013/3/22

⑦ 粘膜下腫瘍様変化を呈した子宮頸がん
胃転移の１例 田中 浩敬 第85回日本消化器内視鏡学会総会 2013/5/10

⑧
シンポジウム４　乳頭部腫瘍に対する
内視鏡アプローチ当院における内視鏡
的十二指腸乳頭部切除術の長期治療成
績

松原　浩 第85回日本消化器内視鏡学会総会 2013/5/11

⑨ 稀な発症形式を辿った胃内結石の２例 田中　卓 第85回日本消化器内視鏡学会総会 2013/5/11

⑩ 内視鏡的経鼻膵管ドレナージが有用で
あった家族性膵炎の一例 竹山 友章 第85回日本消化器内視鏡学会総会 2013/5/12

⑪ 胆嚢病変に対する定量的評価を加えた
造影腹部超音波検査の有用性 松原　浩 日本超音波医学会第86回学術集会 2013/5/26

⑫
シンポジウム２　｢肝胆膵疾患の診断
と治療の最前線｣
IgG4関連硬化性胆管炎における胆管生
検の診断能とステロイドの治療成績

竹山 友章 日本消化器病学会東海支部第118回
例会　 2013/6/15

⑬ 当院における悪性大腸狭窄に対するス
テント留置の検討 片岡 邦夫 日本消化器病学会東海支部第118回

例会　 2013/6/15

⑭ クローン病に合併した大腸癌の３例 飛田 恵美子 日本消化器病学会東海支部第118回
例会　 2013/6/15

⑮ 保存的治療にて治癒した虚血性腸炎の
１例 廣瀨　崇 日本消化器病学会東海支部第118回

例会　 2013/6/15

⑯ EUS－FNA診断に有用であったリン
パ節原発ガストリノーマの１例 鈴木博貴 日本消化器病学会東海支部第118回

例会　 2013/6/15

⑰ 腫瘍壊死により術前の質的診断が困難
であった胆嚢癌の一例 田中　卓 日本消化器病学会東海支部第118回

例会　 2013/6/15

⑱
sorafenib減量により増悪し、再増量に
て抗腫瘍効果の再増強を認めた肝細胞
癌の１例

芳川 昌功 日本消化器病学会東海支部第118回
例会　 2013/6/15

⑲ 約３年半の画像経過を遡ることができ
た肝内胆管癌の一切除例 木下 雄貴 日本消化器病学会東海支部第118回

例会　 2013/6/15

⑳

シンポジウム３　
「自己免疫性膵炎の新たな展開：自己免
疫性膵炎の国際コンセンサス基準と改
定診断基準2011の検証」
自己免疫性膵炎（AIP）の各診断基準の
診断検討と問題点

藤田 基和 第44回日本膵臓学会大会 2013/7/26

㉑ IgG4関連硬化性胆管炎が発見の契機と
なった自己免疫性膵炎の一例 竹山 友章 第44回日本膵臓学会大会 2013/7/26

㉒ 肺大細胞癌膵転移の一例 田中 浩敬 第44回日本膵臓学会大会 2013/7/26

㉓ 腫瘍壊死により質的診断が困難であっ
た胆嚢癌の一例

木浦 伸行
（松原　浩）

日本超音波医学会第34回中部地方
学術集会 2013/9/8



学会発表（医局）
 ※丸数字は共同研究者を示す＜消化器内科＞

No. 演　　題　　名 発表者及び
共同研究者 学会・研究会名 発表年月日

㉔
造影超音波内視鏡検査が有用であった
十二指腸gangliocytic paraganglioma
の一例

松原　浩 日本超音波医学会第34回中部地方
学術集会 2013/9/8

㉕
健診における経腹壁超音波検査を契機
に発見された膵Solid-pseudopapillary 
neoplasmの一例

佐野 めぐみ
（松原　浩）

日本超音波医学会第34回中部地方
学術集会 2013/9/8

㉖
内視鏡的乳頭切除術から８年後に再発
したと考えられた十二指腸乳頭部癌の
１例

田中 浩敬 第49回日本胆道学会学術集会 2013/9/19

㉗ 造影腹部超音波検査が術前検査に有用
であった黄色肉芽腫性胆嚢炎の１例 竹山 友章 第49回日本胆道学会学術集会 2013/9/19

㉘ 当院にて胆管腫瘍疑診で切除された良
性胆管病変の検討 藤田 基和 第49回日本胆道学会学術集会 2013/9/20

㉙ IgG4関連硬化性胆管炎の一例 松原　浩 第49回日本胆道学会学術集会 2013/9/20

㉚ 当院におけるIgG4関連硬化性胆管炎の
臨床像の検討 竹山 友章 第55回日本消化器病学会大会

（JDDW　2013） 2013/10/9

㉛ 当院における潰瘍性大腸炎に対する
infliximabの治療成績 鈴木 博貴 第55回日本消化器病学会大会

（JDDW　2013） 2013/10/10

32 当院における虚血性大腸炎の検討 芳川 昌功 第55回日本消化器病学会大会
（JDDW　2013） 2013/10/11

33 当院における小児に対する下部消化管
内視鏡の現状 廣瀨　崇 第86回日本消化器内視鏡学会

（JDDW　2013） 2013/10/11

34
シンポジウム　炎症性腸疾患の診断と
治療 up-to-date
当院における難治性潰瘍性大腸炎の寛
解導入療法の検討

田中　卓 日本消化器病学会東海支部第119回
例会　 2013/12/7

35 保存的治療にて治癒した胃迷入膵の膵
炎の１例 山本 和弘 日本消化器病学会東海支部第119回

例会　 2013/12/7

36
健診で発見された１㎝大の非典型
画像を呈したIntraductal  papillary-
mucinous 例１の）CMPI（amonicrac

芳川 昌功 日本消化器病学会東海支部第119回
例会　 2013/12/7

37 重篤な急性咽喉頭炎を合併した潰瘍性
大腸炎の一例 木下 雄貴 日本消化器病学会東海支部第119回

例会　 2013/12/7

38
C型慢性肝炎に対するIFN，リバビリン
併用療法著効10年後に認めた肝細胞が
んの２例

廣瀨　崇 日本消化器病学会東海支部第119回
例会　 2013/12/7

39
シンポジウム２　胆膵内視鏡における
診断・治療の工夫と進歩
造影EUS-FNAの有用性

竹山 友章 第56回日本消化器内視鏡学会東海
支部例会 2013/12/14

40 H.pylori除菌にて改善した蛋白漏出性
胃腸症の１例 廣瀨　崇 第56回日本消化器内視鏡学会東海

支部例会 2013/12/14

41 良性食道狭窄に対する一時的ステント
留置法の可能性 芳川 昌功 第56回日本消化器内視鏡学会東海

支部例会 2013/12/14

42 上行結腸に腫瘤を形成したアメーバ腸
炎の１例 片岡 邦夫 第56回日本消化器内視鏡学会東海

支部例会 2013/12/14

43 当院におけるカプセル内視鏡検査の現
状 鈴木 博貴 第56回日本消化器内視鏡学会東海

支部例会 2013/12/14

44 食道嵌頓にて発症した柿胃石の１例 田中　卓 第56回日本消化器内視鏡学会東海
支部例会 2013/12/14



研究会発表（医局）

＜消化器内科＞ ※丸数字は共同研究者を示す

No. 演　　題　　名
発表者及び
共同研究者

学会・研究会名 発表年月日

①
貯留嚢胞を伴った膵IPMN由来浸潤癌
の一例

竹山 友章 第71回東海胆道研究会 2013/2/23

2 当院における大腸癌ステント治療 芳川 昌功
第11回東三河消化器癌治療セミ
ナー

2013/3/8

③
造影超音波内視鏡検査で診断された下
膵十二指腸動脈瘤の一例

松原　浩
第26回日本腹部造影エコー・ドプラ
診断研究会

2013/4/6

4
胆嚢壁の詳細な観察により診断しえた
ss胆嚢癌の一例

田中　卓 第７回三河GI WORKSHOP 2013/7/11

5
早期胃癌の内視鏡治療とヘリコバク
ターピロリ感染症

芳川 昌功 第92回東三河消化器疾患研修会 2013/7/24

6
当院におけるピロリ除菌の成績につい
て

田中　卓 第19回酸と消化器疾患研究会 2013/9/24

7 症例提示 廣瀨 崇 第27回岐阜肝画像研究会 2013/11/16



座長・司会（医局） 

＜消化器内科＞

No. 演　　題　　名 座長名 学会・研究会名 発表年月日

1 特別講演 浦野 文博 第28回豊橋がん診療フォーラム 2013/1/17

2 検討課題 浦野 文博 第11回名古屋Hepatitisセミナー 2013/1/25

3 特別講演 岡村 正造 東三学術講演会 2013/1/30

4 特別講演 浦野 文博 東三河肝臓栄養治療フォーラム 2013/2/21

5 大腸⑤ 山田 雅弘
日本消化器病学会東海支部第118回
例会

2013/6/15

6 胃・十二指腸③ 山本 英子
日本消化器病学会東海支部第118回
例会

2013/6/15

7 一般演題，特別講演 山本 英子 第92回東三河消化器疾患研修会 2013/7/24

8 消化器（症例：その他） 内藤 岳人
日本超音波医学会第34回中部地方
学術集会

2013/9/8

9
コメンテーター　要望演題⑧
難治性腹水に対する治療

浦野 文博 第20回日本門脈圧亢進症学会総会 2013/9/19

10 Session 1 山田 雅弘
第19回酸と消化器疾患研究会 in 豊
橋

2013/9/24

11 特別講演 浦野 文博 第10回豊橋肝臓フォーラム 2013/11/20

12 胃・十二指腸③ 山本 英子
日本消化器病学会東海支部第119回
例会

2013/12/7

13 胆③ 藤田 基和
日本消化器病学会東海支部第119回
例会

2013/12/7

14 大腸２ 山田 雅弘
第56回日本消化器内視鏡学会東海
支部例会

2013/12/14



講　　演（医局）

※丸数字は共同講演者を示す＜消化器内科＞

No. 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 年月日

1
抗血栓薬服用患者に対する消化器内視
鏡診療ガイドライン

山本 英子 第94回東三河脳神経外科懇話会 2013/1/23

2 肝細胞がん治療の現状 浦野 文博 平成25年度愛病薬東三河支部会 2013/5/30

3
炎症性腸疾患 ～苦にするな嵐の後に
日和あり～

岡村 正造
平成25年度消化器系難病患者・家族
のつどい

2013/11/19



論文・著書（医局）

※丸数字は共同研究者を示す＜消化器内科＞

No. 題名
発表者及び
共同研究者

雑誌名

①
１年10ヵ月の経過で急速に増大し、肝転移を
きたした胃GISTの１例

山本 崇文 東三医学会誌 第35号(2013年3月)　12-16頁

②
大腸憩室炎が誘因と考えられた門脈血栓症の
１例

南　 喜之 東三医学会誌 第35号(2013年3月)　17-19頁




