
1. 山本一成, 小穴修平, 松田 望, 齊藤慎二, 松本主之: ESWLを用いた慢性膵炎の治療効果. 第 161 回

日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

2. 郷内貴弘, 川崎啓祐, 永塚 真, 菅井 有, 松本主之: 大腸上皮腫瘍における NBI 拡大内視鏡下の血

管密度の検討. 第 161 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

3. 鳥谷洋右, 遠藤昌樹, 中村昌太郎, 菅井 有, 松本主之: 早期胃癌 ESD 後出血に対する抗凝固薬の影

響. 第 161 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

4. 久米井智, 鳥谷洋右, 塩畑 健, *角田文彦, 松本主之: 内視鏡的硬化療法が有用であった Blue rubber 

bleb nevus syndrome の小児例. 第 161 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

5. 山田 峻, 川崎啓祐, 藤田泰子, 菅井 有, 松本主之: H.Pylori 除菌療法が奏効した大腸多発 MALT

リンパ腫の 1 例. 第 161 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

6. 梁井俊一, 川崎啓祐, 中村昌太郎, 赤坂理三郎, 鳥谷洋右, 漆久保順, 石田貴弘, 山田 峻, 久米井智, 

平井みなみ, 石田和之, 杉村 淳, 菅井 有, 松本主之: 軽微な内視鏡所見を呈した二ボルマブ関連

大腸炎の一例. 第 161 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

7. 川崎啓祐, 永塚 真, 遠藤昌樹, 梁井俊一, 赤坂理三郎, 佐藤邦彦, 鳥谷洋右, 朝倉謙輔, 漆久保順, 

郷内貴弘, 田中義人, 藤田泰子, 上杉憲幸, 石田和之, 中村昌太郎, 菅井 有, 松本主之: SSA/P 由来

の MSS 大腸癌の 1 例. 第 161 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

8. 漆久保順, 川崎啓祐, 永塚 真, 梁井俊一, 赤坂理三郎, 佐藤邦彦, 鳥谷洋右, 朝倉謙輔, 郷内貴弘, 

久米井智, 平井みなみ, 山田 峻, 水谷久太, 小岡洋平, 春日井聡, 笹生俊一, 中村昌太郎, 菅井 有, 

松本主之: 乾癬性関節炎に合併した回腸潰瘍にウステキヌマブを使用した一例. 日本消化器病学会

東北支部第 205 回例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

9. 平井みなみ, 梁井俊一, 郷内貴弘, 多田広志, 藤田泰子, 菅井 有, 松本主之: 歩行困難を契機に診断

された Crohn 病の 1 例. 日本消化器病学会東北支部第 205 回例会. 2018 年 7 月. 仙台. 

 

10. 平井みなみ, 梁井俊一, 藤田泰子, 菅井 有, 松本主之: 特徴的な内視鏡所見が得られた Cronkhite-

Canada 症候群の 1 例. 第 162 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2019 年 2 月. 仙台. 

 

11. 川崎啓祐, 杉本 亮, 郷内貴弘, 佐藤邦彦, 梁井俊一, 鳥谷洋右, 漆久保順, 永塚 真, 藤田泰子, 上

杉憲幸, 中村昌太郎, 菅井 有, 松本主之: 分子生物学的特徴を検討した EBV 関連胃癌の 1 例. 第

162 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2019 年 2 月. 仙台. 

 

12. 佐藤邦彦, 川崎啓祐, 郷内貴弘, 漆久保順, 鳥谷洋右, 梁井俊一, 中村昌太郎, 松本主之: 特発性腸間

膜静脈硬化症の 1 例. 第 162 回日本消化器内視鏡学会東北支部例会. 2019 年 2 月. 仙台. 



13. 山田 峻, 川崎啓祐, 下山 格, 藤田泰子, 中村昌太郎, 菅井 有, 松本主之: 全小腸を観察できた小

腸原発マントル細胞リンパ腫の一例. 日本消化器病学会東北支部第 206 回例会. 2019 年 2 月. 仙台. 

 

14. 今成慧祐, 梁井俊一, 山田 峻, 平井みなみ, 郷内貴弘, 漆久保順, 朝倉謙輔, 鳥谷洋右, 佐藤邦彦, 

川崎啓祐, 中村昌太郎, 石田和之, 大西正純, 天野博雄, 菅井 有, 松本主之: イピリムマブとニボル

マブ併用投与後に発症した大腸炎の一例. 日本消化器病学会東北支部第 206 回例会. 2019 年 2 月. 仙

台. 

 

15. 中村昌太郎: 生活習慣と消化器疾患（消化管を中心に）. 日本消化器病学会東北支部市民公開講座. 

2018 年 10 月. 盛岡. 


