
第 3回 Helicobacter pylori未感染と除菌後時代の胃癌発見に役立つ内視鏡診断の構築研

究会 

 

会   期：2022 年 5 月 15 日（日） 12：30 ～ 15：00  

会   場：第 3会場 国立京都国際会館 1階 Room D 

代表世話人：藤崎 順子（がん研究会有明病院 上部消化管内科）  

当番世話人：小林 正明 (新潟県立がんセンター新潟病院 内科)  

            吉村 大輔 (国立病院機構九州医療センター 消化器内科) 

 

 

開会の辞（当番世話人挨拶）   

小林 正明 (新潟県立がんセンター新潟病院 内科) 

 

基調講演 

司会：吉村 大輔 (国立病院機構九州医療センター 消化器内科)  

 

内視鏡に分子の眼を加える：ピロリが去った後のエピゲノム異常  

（講演 25分、質疑 5分) 

牛島 俊和 

国立がん研究センター研究所 エピゲノム解析分野 

 

第1部 Helicobacter pylori未感染胃癌 

司会：並河 健 (がん研究会有明病院 上部消化管内科) 

 

1. 17 年間経過を追跡し得た Helicobacter pylori 未感染胃に発生した印環細胞癌の一例 

（発表 5分、質疑 2分） 

宇野 駿太郎 1)、今村 健太郎 1)、村石 純一 5)、田邉 寛 2)、 

二村 聡 2)、金光 高雄 1)、小野 陽一郎 1)、宮岡 正喜 1) 、 

植木 敏晴 3) 、原岡 誠司 2) 、岩下 明德 2)4)、八尾 建史 1) 

1）福岡大学筑紫病院 内視鏡部      

2）福岡大学筑紫病院病理部・病理診断科  

3）福岡大学筑紫病院消化器内科      

4）AII病理画像研究所  

5）産業医科大学 第 3内科学 

 

 



2. 5 年の発育過程を確認し得た Helicobacter pylori 未感染胃に発生したラズベリー様外観

を呈した粘膜下層浸潤癌の一例 

（発表 5分、質疑 2分） 

吉田 亮 1)、菓 裕貴 1)、池淵 雄一郎 1)、河口 剛一郎 1)、 

八島 一夫 1)、磯本 一 1)、渡辺 英伸 2) 

1) 鳥取大学医学部消化器・腎臓内科学分野 

2) PCL ジャパン 病理・細胞診センター  

 

3. 逐年検診で発見された Helicobacter pylori未感染 SM浸潤癌の一例 

（発表 5分、質疑 2分） 

渡邊 昌人 1)、並河 健 1)、高松 学 2),3)、藤崎 順子 1) 

1) がん研究会有明病院 上部消化管内科 

2) がん研究会有明病院 臨床病理センター 病理部 

3) がん研究会がん研究所 病理部 

 

4. SM深部浸潤、脾門リンパ節転移を認めた H.pylori未感染胃癌の１例 

（発表 5分、質疑 2分） 

成瀬 匠 1)、高橋 一也 1)、橋本 哲 2)、中島 尚 1)、 

水野 研一 1)、横山 純二 1)、寺井 崇二 1) 

1) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 

2) 済生会川口総合病院 消化器内科 

 

5．H.pylori 未感染経過中に発見された早期胃癌の 3 例の検討 

（発表 7分、質疑 2分） 

鈴木 信之 1)、上山 浩也 1)、岩野 知世 1)、内田 涼太 1)、 

宇都宮 尚典 1)、阿部 大樹 1)、沖翔 太朗 1)、池田 厚 1)、谷田 貝昂 1)、 

赤澤 陽一 1)、竹田 努 1)、八尾 隆史 2)、永原 章仁 1) 

1) 順天堂大学医学部 消化器内科 

2) 順天堂大学医学部・大学院医学研究科 人体病理病態学講座 

 

 

附置研共同研究① 

司会：柴垣 広太郎  (島根大学医学部附属病院 光学医療診療部) 

 

過去の検査画像が得られた H. pylori 未感染胃癌症例の検証 

吉村 大輔 (国立病院機構九州医療センター 消化器内科) 



(発表 10分、質疑 5分） 

 

第２部 Helicobacter pylori除菌後胃癌 

 

司会：磯本 一 （鳥取大学医学部消化器・腎臓内科学分野） 

 

1．H.pylori 除菌後 20 年目に発見した胃底腺粘膜型胃癌の一例 

（発表 5分、質疑 2分） 

魚住 健志¹⁾、吉永 繁高¹⁾、牧口 茉衣¹⁾、阿部 清一郎¹⁾、 

野中 哲¹⁾、鈴木 晴久¹⁾、関根 茂樹²⁾、斎藤 豊¹⁾ 

1）国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 

2）国立がん研究センター中央病院 病理診断科 

 

2．H. pylori除菌 14年後に 1年間で明らかとなった I型早期胃癌の１症例 

（発表 5分、質疑 2分） 

八島 一夫，坂口 琢紀，菓 裕貴，池淵 雄一郎，吉田 亮，河口 剛一郎，磯本 一 

鳥取大学医学部消化器・腎臓内科学分野 

 

3. 除菌後 10 年以降に発見された浸潤癌の臨床病理学的特徴 

（発表 7分、質疑 2分） 

佐々木 亜希子 1), 市田 親正 1), 隅田 ちひろ 1), 西野 敬祥 1), 河内 順 2), 内藤 航 3) 

1) 湘南鎌倉総合病院 消化器病センター 

2) 湘南鎌倉総合病院 外科 

3) 湘南鎌倉総合病院 病理診断科 

 

4．除菌後 10 年以上経過して発見された粘膜内癌と粘膜下層以深への浸潤癌の比較検討 

（発表 7分、質疑 2分） 

田中 匡実、菊池 大輔、布袋屋修 

虎の門病院 消化器内科 

 

5. 当院におけるHelicobacter pylori除菌10年以降で発見された除菌後胃癌についての検

討 

(発表 7分、質疑 2分） 

小林 輝、並河 健、藤崎順子 

がん研究会有明病院 上部消化管内科 

 



 

 

附置研共同研究② 

司会：佐々木 亜希子  (湘南鎌倉総合病院 消化器病センター) 

 

除菌 10年以降で発見された浸潤癌の検討 

小林 正明 (新潟県立がんセンター新潟病院内科) 

(発表 10分、質疑 5分） 

 

 

総括発言  

上村 直実（国立国際医療研究センター 国府台病院） 

 

 

閉会の辞  

藤崎 順子（がん研究会有明病院 上部消化管内科）  


