主な学会発表（主題演題等）
1. Kobayashi K, et al：Endoscopic detachable snare ligation for colonic diverticular
hemorrhage. ENDO2020（2020/3 Rio de Janeiro, Brasil）
2. Kobayashi K, et al：Risk factors for early rebleeding after endoscopic hemostasis
for colonic diverticular hemorrhage. APDW2019（2019/12 Kolkata, India）
3. Okura Y, et al：Linked color imaging for assessing Helicobacter pylori infection
status. APDW2019（2019/12 Kolkata, India）
4. Matsuoka M, et al：Evaluation of the role of computed tomography before urgent
endoscopy for upper gastrointestinal bleeding. APDW2018（2018/11 Seoul, Korea）
5. Kobayashi K, et al：NEWLY DEVELOPED ENDOSCOPIC DETACHABLE SNARE
LIGATION THERAPY FOR COLONIC DIVERTICULAR HEMORRHAGE: A MULTI
CENTER PHASE II TRIAL．UEGW2017（2017/10 Barcelona, Spain）
6. Furumoto Y, et al：Report of successful rescue of disrupted capsule endoscopy
after retention．APDW2017（2017/9 Hong Kong）
7. 野坂 崇仁, 他：一人法によるダブルバルーン内視鏡挿入法を用いた術後再建腸管に対
する ERCP の導入経験．第 111 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 パネルディスカッ
ション（2020 年 12 月）
8. 大倉 幸和, 他：大腸憩室出血に対する内視鏡治療の現状．第 111 回日本消化器内視鏡
学会関東支部例会 パネルディスカッション（2020 年 12 月）
9. 古本 洋平, 他：パテンシーカプセルによる消化管通過性評価の現状と工夫
第 99 回日本消化器内視鏡学会総会 パネルディスカッション（2020 年 9 月）
10. 野坂 崇仁, 他：一人法によるダブルバルーン内視鏡検査の導入経験．第 110 回日本消
化器内視鏡学会関東支部例会 パネルディスカッション（2020 年 5 月）
11. 大倉 幸和, 他：大腸憩室出血に対する留置スネア法の現状と結紮法困難例についての
検討．第 110 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 ビデオワークショップ（2020 年 5 月）
12. 小林 克誠, 他：EUS 検査時の十二指腸穿孔に対してクリッピングおよびポリグリコール
酸シートとフィブリン糊を用いた被覆法が有効であった１例．第 110 回日本消化器内視鏡
学会関東支部例会 ビデオワークショップ（2020 年 5 月）
13. 大倉 幸和, 他：高齢者の上部消化管出血の臨床的特徴の検討．
第 16 回日本消化管学会学術集会 ワークショップ（2020 年 2 月）
14. 小林 克誠, 他：大腸憩室出血に対する留置スネア法の現状と再出血の関連因子の検
討．

第 16 回日本消化管学会学術集会 ワークショップ（2020 年 2 月）

15. 松本 太一, 他：当院におけるパテンシーカプセルによる消化管通過性評価の現
状．第 13 回日本カプセル内視鏡学会学術集会 パネルディスカッション（2020 年 2
月）

16. 野坂崇仁, 他：大腸憩室出血の出血源同定に関連する因子の検討～ロングフー
ド法の有用性．
第 109 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 シンポジウム（2019 年 12 月）
17. 松岡愛菜, 他：当院での外来 EUS 検査の導入における取り組みと現状．
第 109 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 シンポジウム（2019 年 12 月）
18. 須崎 賢, 他：好酸球性食道炎に対する吸入ステロイド内服療法中に発症したサ
イトメガロウイルス食道炎の一例．
第 108 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会
研修医優秀演題症（2019 年 6 月）
19. 小林 克誠, 他：大腸憩室出血に対する内視鏡治療の現状と試み．
第 97 回日本消化器内視鏡学会総会 パネルディスカッション（2019 年 5 月）
20. 小林 克誠, 他：大腸憩室出血に対する内視鏡的止血後の再出血と関連する因
子の検討． 第 106 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 パネルディスカッシ
ョン（2018 年 6 月）
21. 小林 克誠, 他：大腸憩室出血に対する留置スネア法の検討 ～クリップ法と比
較して． 第 95 回日本消化器内視鏡学会総会 ワークショップ（2018 年 5 月）
22. 早川優香, 他：HIV 感染症に合併した進行食道癌に対して化学放射線療法を施行した 1
例．
日本消化器病学会関東支部第 346 回例会 専修医奨励賞（2017 年 9 月）
23. 小林 克誠, 他：大腸憩室出血の出血源同定に向けて．
第 104 回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 ワークショップ（2017 年 6 月）
24. 小林 克誠, 他：大腸憩室出血に対する留置スネア法は止血法の第一選択になり得る．
JDDW2016 優秀ポスター演題（2016 年 11 月）
25. 小林 克誠, 他：当院における大腸憩室出血の検討～出血源同定と良好な止血
を目指して
第 91 回日本消化器内視鏡学会総会 プレナリーセッション（2016 年 5 月）
26. 古本 洋平, 他：上部消化管出血に対する内視鏡的止血術の治療戦略．
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 ワークショップ（2015 年 5 月）
27. 小林 克誠, 他：当院における大腸憩室出血の検討～大腸憩室出血に緊急内視
鏡検査は必要か？
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 ワークショップ（2015 年 5 月）
28. 小林 克誠, 他：当院における大腸憩室出血の検討から緊急大腸内視鏡の位置
づけを考える． 第 32 回大腸検査学会総会 ワークショップ（2014 年 9 月）
その他多数

