消化器内科 学会活動等⼀覧

2020.7.25現在

■⽇本内視鏡学会認定施設 専⾨医・指導医 錦織英史，専⾨医 佐上亮太
■⽇本消化器病学会関連施設 専⾨医 錦織英史，佐上亮太
■ Therapeutic Endoscopic Ultrasound Study group：TEUS 九州世話⼈ 錦織英史
■関東胆膵フォーラム 運営委員 佐上亮太
■ Early Pancreatic cancer Screening Study group：EPSS早期膵癌研究会 研究代表者 佐上亮太，九州世話⼈ 錦織英史
■⼤分PEG・経腸栄養研究会 世話⼈ 錦織英史
■⼤分内視鏡セミナー 世話⼈ 錦織英史
■⼤分膵胆道疾患研究会 世話⼈ 錦織英史

学会発表⼀覧（2015年〜2019年）

●消化器病・内視鏡センター⻑

錦織 英史

・2019.11 第29回 ⽇本医療薬学会年会
シンポジウム「薬剤師に求める末梢輸液療法への介⼊とは？〜医師の⽴場から〜」
・2019.9 わさだ地区慢性便秘症治療を考える会

特別講演座⻑

・2019.3 ⽵⽥市消化器疾患カンファランス
講演 「当院で発案した早期膵癌発⾒におけるスコアリングシステムの有⽤性について」
・2018.9 第54回 ⽇本胆道学会
⼝演「当院における急性胆のう炎治療におけるEUS-GBDの位置づけ」
・2018.6 第49回 ⽇本膵臓学会
ポスター「Castleman病の経過観察中に膵癌との鑑別を要した膵体尾部腫瘤の⼀例」
・2018.2
⼤分合同メディカル いきいきセミナー （市⺠公開講座）
講演「おなかの病気あなたは⼤丈夫？ - 消化器がんの早期発⾒・治療‒」
・2017.12 東九州医療連携講演会in⼤分
講演「当院における膵臓癌早期発⾒の取り組み」
・2017.11 第104回 ⽇本消化器内視鏡学会九州⽀部例会
シンポジウム「当院で診断した早期膵悪性腫瘍へのアプローチおよび検討」
・2017.9 第53回 ⽇本胆道学会
⼝演 「地域基幹病院での超⾳波内視鏡下胆道ドレナージ術（EUS-BD）の現況 導⼊からスキルアップに向けての取り組み」
・2017.6.15 いよぎん⼤分オレンジ会 企業講演
講演 「早期消化器がんの発⾒と治療」
・2016.11 第102回 ⽇本消化器内視鏡学会九州⽀部例会
⼝演「EUS-RVが有⽤であった下部胆管狭窄の2例」
・2016.11 東九州医療連携講演会〜消化器診療のトピックス＆トレンド〜
講演「当院における膵臓がん早期発⾒の現状とinterventional EUS」
・2016.8 市⺠公開講座 iichiko⾳の泉ホール
講演「ここまで進んだ消化器内視鏡 早期消化器がんの発⾒と治療」
・2016.7 ⽵⽥市消化器疾患カンファランス
講演「当院におけるボノプラザンの臨床経験と消化器病内視鏡センターの取り組み

〜膵癌早期発⾒の現状〜」

・2015.12 第100回 ⽇本消化器内視鏡学会九州⽀部例会
⼝演「肝⾨部腫瘍を伴い著名な胆管拡張を来たしたIPNBの⼀例」
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・2015.5 第74回 ⽇本消化器内視鏡技師学会
特別講演「胆膵内視鏡検査・治療に求められる知識と技術」
＜その他＞
2014〜2017 OBSラジオ「Dr錦織が教えます！おなかの病気あれこれ」 パーソナリティ
2017〜現在 OBSラジオ 「教えて錦織先⽣!ラジオしんさつしつ」
パーソナリティ

●消化器内科部⻑

佐上 亮太

・2019.11 Japan Digestive Disease Week (JDDW)
パネルディスカッション「A New endoscopic transpapillary gallbladder drainage Combined with Intraductal
Ultrasonography for patient with acute cholecystitis. 」
・2019.10 United European Gastroenterology Week (UEGW)
「A New endoscopic transpapillary gallbladder drainage Combined with Intraductal Ultrasonography for patient with acute
cholecystitis. (主題)」
Travel Grant受賞
・2019.10 第55回⽇本胆道学会 総会
⼝演「急性胆嚢炎に対する内視鏡的胆嚢ドレナージ（EGBD）の有⽤性」
・2019.10 第4回関東胆膵フォーラム
「Is endoscopic ultrasound-guided gallbladder drainage for acute cholecystitis in patients receiving antithrombotic therapy
feasible?」
・2019.7 第50回⽇本膵臓学会⼤会
ミニシンポジウム「膵癌スクリーニングのための新規スコアリングシステムの検証」
・2019.6 Tokyo Conference of Asian Pancreato-biliary Interventional Endoscopy (T-CAP)
ポスター「A New Endoscopic Transpapillary Gallbladder Drainage Combined with Intraductal Ultrasonography for Patients
with Acute Cholecystitis. 」
・2019.5 第97回 ⽇本内視鏡学会 総会
ポスター「⼿術不可急性胆嚢炎に対するダンベル型ステントを⽤いたEUS-GBDの治療成績と⻑期予後」
・2017.9 第67回 ⽇本消化器画像診断研究会
ポスター「PanIN併存を病理学的に診断し得た膵単純性嚢胞の1切除例」
・2017.7 ⽇本膵臓学会 Young Investigator Award受賞
Awardセッション「膵癌早期診断におけるEUSの有⽤性とスクリーニングのための新スコアリングシステムの提案」
ポスター「多彩な画像所⾒を呈した膵神経内分泌腫瘍の1例」
・2017.5 ⽇本内視鏡学会 総会
⼝演「当院におけるT1膵悪性腫瘍の診断ストラテジー」
・2017.4 ⽇本消化器病学会 総会
⼝演「⽣活習慣病を考慮した早期膵癌スクリーニングのためのスコアリングシステムの提案」
・2017.2 第66回 ⽇本消化器画像診断研究会 最優秀演題賞受賞
⼝演「多彩な画像所⾒を呈した膵腫瘍の1例」
・2016.11⽇本消化器内視鏡・消化器病学会 九州⽀部例会
パネルディスカッション「消化器癌の集学的治療としての超⾳波内視鏡下胆道ドレナージ術EUS-BDの位置づけ」
・2015.12⽇本消化器内視鏡・消化器病学会 九州⽀部例会
パネルディスカッション「当院における超⾳波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ術 EUS-BDの有⽤性と合併症」

2/3

消化器内科 論⽂⼀覧
●消化器内科

2020.7.25現在

佐藤 孝⽣

・2019.11 Made in Oita ダックビル胆管ステント
⼝演・当院におけるダックビル胆管ステントの治療成績（⼝演）
・2019.10 第8回⼤分内視鏡セミナー
⼝演「当院での⾷道静脈瘤の治療戦略」
・2019.9 わさだ地区慢性便秘症を考える会
⼝演「当院で経験した薬剤性便秘による腸管穿孔の3症例」
・2018.11 第106回⽇本消化器内視鏡学会 九州⽀部例会
⼝演「当院における超⾳波内視鏡下胆道ドレナージ術（EUS-BD）の現状」
・2018.10 ⼤分内視鏡セミナー
⼝演「当院で内視鏡的全層縫合器（OTSC）を⽤いた消化管穿孔4例」
・2018.9 ⼤分胆膵研究会
⼝演「⼩膵癌発⾒のための新スコアリングシステムを⽤いた⼩膵癌診断プロジェクト in Oita」

・2017.9 第24回⽇本⾨脈圧亢進症学会 総会
⼝演「当院における孤⽴性胃静脈瘤(GV)無治療経過観察例の検討」
・2016.9 第23回⽇本⾨脈圧亢進症学会 総会
⼝演「縦隔原発⼤細胞型B細胞リンパ腫(MLBCL）による上⼤静脈症候群に合併したDownhill esophageal varicesの1例」
・2016.5 第3回ヒストアクリルによる胃静脈瘤治療研究会（附置研究会）
シンポジウム「当院における孤⽴性胃静脈瘤(GV）に対するHistoacryl（HA）を⽤いたEISの現状」
・2015.12 第100回⽇本消化器内視鏡学会 九州⽀部例会
⼝演「内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD）にて診断・治療し得た胃平滑筋⾁腫の１例」
・2015.1 第53回内科学会 九州⽀部例会
⼝演「壊疽性膿⽪症を合併した腸管型ベーチェット病の1例」
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