
消化器内科研修 
 研修目標および特徴 

日常診療で高頻度に遭遇する消化器主要疾患（消化器救急疾患を含む）の診断、治

療について習得する。 
 研修内容 

病棟患者の主治医となって診療を行うと同時に、下記の週間スケジュールに示した

検査、治療に参加して修練を積む。また、外来診療の修練も一部行う。 
 指導スタッフ(卒業年度、専門医、指導医)  

平松直樹 昭和 61 年卒 副院長兼消化器内科主任部長 
内科学会指導医、認定医、消化器病学会指導医、専門医、 
膵臓肝学会指導医、専門医、消化器内視鏡学会指導医、 
移植学会認定医、膵臓学会,移植学会認定医、米国肝臓学 
会特別会員 (FAASLD)欧州肝臓学会 (EASL)職業･災害 
医学会、医師会認定産業医 

法水 淳 平成６年卒   肝臓内科部長 
内科学会指導医、専門医、認定医、消化器病学会指導医、 
専門医、肝臓学会指導医、専門医、消化器内視鏡学会専 
門医、膵臓学会、癌学会、職業･災害医学会、総合健診医 
学会消化器内視鏡学会指導医  

山田拓哉 平成 12 年卒 消化管内科部長 
内科学会指導医、認定医、消化器病学会指導医、専門医、 
肝臓学会専門医、消化器内視鏡学会指導医、専門医、消 
化管学会指導医・専門医、食道学会認定医、ヘリコバク 
ターピロリ感染症認定医、がん治療認定医、医師会認定 
産業医、胃癌学会、大腸肛門病学会、カプセル内視鏡学 
会、炎症性腸疾患学会、膵臓学会、臨床腫瘍学会 

平尾元宏 平成 15 年卒 消化器内科副部長 
内科学会指導医、消化器病学会指導医、肝臓学会指導医、 

 末吉由佳 平成 17 年卒 消化器病学会専門医、消化器内視鏡学会専門医、肝臓学 
会専門医、内科学会認定医、がん治療認定医、膵臓学会 
胆道学会 

山口利朗 平成 18 年卒 内科学会総合内科専門医、消化器病学会専門医、 
肝臓学会専門医、消化器内視鏡学会指導医・専門医 

楠本侑弘 平成 20 年卒 消化器病学会専門医、内視鏡学会専門医、消化管学会胃 
腸科専門医、ヘリコバクター学会認定医、内科学会専門医、



肝臓学会 
   倉橋知英 平成 21 年卒 内科学会専門医、認定医、消化器病学会専門医、消化器 

内視鏡学会専門医、肝臓学会専門医、医師会認定産業医、 
がん治療認定医 

  大西幸作 平成 22 年卒 消化器病学会専門医、消化器内視鏡学会専門医、内科学 
会認定医、静脈経腸栄養学会 TNT 研修会修了、胆道学            
会、膵臓学会、肝臓学会 

岡原徹 平成 22 年卒   内科学会認定医、消化器病学会専門医 
 谷本考史 平成 24 年卒  内科学会認定医、消化器病学会、静脈経腸栄養学会 

TNT 研修会終了 
 芦田宗宏 平成 25 年卒 内科学会認定医 
青地一樹 平成 28 年卒  
福嶌裕子 平成 29 年卒 
和辻 晃 平成 29 年卒 
澤 宏樹 平成 30 年卒 
小林千夏 平成 30 年卒 
木之本卓己 平成 31 年卒 
上薗友里絵 平成 31 年卒 
満田朱音 平成 31 年卒 
   

 診療実績（2018 年）、診療設備 
 最新の内視鏡機器による消化管・胆膵の処置を行っている。 

 2019/4月より、胆管・膵管鏡システム・スパイグラスを導入し、胆膵疾患の的確な診

断・処置が可能となった。 

 最新の肝硬度測定機器により肝疾患の進展度診断を行い、高度な肝疾患診療を

行っている。 

 
１）病床数 86 床、年間入院患者数約 3,086 人 
２）超音波ガイド下肝生検 169 件 
３）B 型慢性肝炎 インターフェロン療法 6 件 
エンテカビル治療 88 件 
テノホビル治療 118 件 (テノゼット 28 件、ベムリディー90 件） 
C 型慢性肝炎 経口 2 剤併用療法 56 件 （1 型…30 件/２型…26 件）  
４）肝癌エタノール注入療法 0 件、ラジオ波熱凝固療法（RFA）78 件、 
肝動脈塞栓術 118 件、肝動注療法 16 件、進行肝癌の分子標的治療（ｿﾗﾌｪﾆﾌﾞ/ 
ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ/ﾚｺﾞﾗﾌｪﾆﾌﾞ/ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ）50(18/28/2/2)件 



５）上部消化管内視鏡検査 6213 件、超音波内視鏡（EUS）378 件、 
内視鏡下ポリープ摘除術 19 件 
早期胃癌の粘膜下層剥離術(ESD)174 件（食道…21 件/胃…115 件/大腸…38 件） 
食道静脈瘤結紮術 4 件、硬化療法 38 件、 
緊急止血術 176 件 
６）下部消化管内視鏡検査 3653 件、 
上記のうちポリープ切除 1094 件（ポリぺクトミー…621 件/EMR…47 件） 
ダブルバルーン小腸内視鏡 82 件 
カプセル内視鏡 41 件（小腸…41 件/大腸…0 件） 
７）内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）625 件 
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ（ENBD）91 件 
経皮経肝胆道ドレナージ（PTCD）49 件 
経皮的膿瘍ドレナージ 17 件 
内視鏡的十二指腸乳頭切開術（EST）134 件 
胆道狭窄に対するステント留置 258 件 
医療設備：各種電子内視鏡、胆管・膵管鏡システム（スパイグラス)、カプセル内 
視鏡、ハーモニックパワードプラーエコー、電子腹腔鏡、超音波内視鏡、血管造影 
（ＤＳＡ）、ラジオ波焼灼術装置、リアルタイムバーチャルソノグラフィー（ＲＶ 
Ｓ）、肝硬度測定機器 
 
 週間スケジュール 

曜日 AM PM 

月 

 

 

上部消化管内視鏡検査 

ＵＳ下肝生検 

下部消化管内視鏡検査 

内視鏡処置（ERCP など）       

 

火 

 

 

上部消化管内視鏡検査 

内視鏡処置 

（ＥＵＳ,EUS-FNA） 

腹部ＵＳ 

下部内視鏡検査 

内視鏡処置（ＥＳＤ、ERCP など） 

腹部ＵＳ 

消化管合同検討会(5:45PM-) 

肝胆膵合同検討会(奇数週 5PM-) 

消内ｱｶﾃﾞﾐｱ(6:30PM-) 

水 

 

 

上部消化管内視鏡検査 

内視鏡処置（ＥＵＳ，EUS-FNA） 

ＵＳ下処置 

（ＲＦＡ、ＰＥＩＴ、腫瘍生検） 

下部消化管内視鏡 

内視鏡処置（ERCP など）     

副院長・部長回診  

消内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(5PM-) 

木 上部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡検査 



 

 

内視鏡処置（ESD、ERCP など） 内視鏡処置（ESD、ERCP など） 

金 

 

 

上部消化管内視鏡検査 

 

下部消化管内視鏡検査 

腹部ＵＳ  造影腹部 US     

ＵＳ下処置（ＲＦＡ、ＰＥＩＴ） 

 

ＲＦＡ、ラジオ波焼灼術；ＰＥＩＴ、経皮的エタノール局注療法；ＥＲＣＰ、内視鏡的

逆行性胆管膵管造影． 

内視鏡検討会：ファイリング画像で検討． 

消内ｱｶﾃﾞﾐｱ：臨床研究に向けた検討会． 

消内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ：研修医受け持ちの症例、問題点のある症例、重症例ならびに内視鏡・US

による治療予定症例の検討会． 

 

 専門医、認定医、教育病院など学会の指定状況 

日本内科学会、日本消化器病学会、日本肝臓学会、日本消化器内視鏡学会・日本消化管

学会の指導施設 

 
 


