
≪シンポジウムの部≫

シンポジウム 1：臨床検体を用いたトランスレーショナルリサーチ
4月 19 日（木）14：10～16：40

第 2会場（京王プラザホテル 5F コンコードC）
司会：伊東 文生（聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科）

榎本 信幸（山梨大学第一内科）

S1-1 血清 SEREX 抗体を利用した消化器癌診断の工夫
（東邦大学消化器外科学）島田 英昭

S1-2 胃洗浄廃液を用いたヒトとピロリ菌ゲノム解析に基づく胃全体の情報を網羅した胃癌の
トランスレーショナルリサーチ

（聖マリアンナ医科大学・消化器・肝臓内科）山本 博幸
（聖マリアンナ医科大学・消化器・肝臓内科/総合川崎臨港病院・内科）渡邊 嘉行

（聖マリアンナ医科大学・消化器・肝臓内科）伊東 文生
S1-3 網羅的遺伝子発現解析による十二指腸上皮性腫瘍における腫瘍化メカニズムの解明

（東京大学消化器内科）坂口 賀基，山道 信毅，小池 和彦
S1-4 炎症性腸疾患の新たな診断バイオマーカーとしての粘膜関連 Dysbiosis の検討

（滋賀医科大学消化器内科）西野 恭平，西田 淳史，安藤 朗
S1-5 Colitis Associated Cancer の存在診断としての遺伝子検査

（三重大学消化管・小児外科学）問山 裕二，奥川 喜永，楠 正人
S1-6 全長 HCV ウイルスゲノム解析による抗ウイルス治療後発癌におけるウイルス因子の検

討
（山梨大学第一内科）前川 伸哉，坂本 穣，榎本 信幸

S1-7 肝癌の臨床検体を用いた癌関連遺伝子プロファイルと病態の解析
（東京医科歯科大学消化器内科）北畑富貴子，朝比奈靖浩，渡辺 守

S1-8 多施設臨床検体を用いた NASH バルーニングのバイオマーカー探索
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）小川 祐二
（佐賀大学肝疾患医療支援学講座）江口有一郎
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）中島 淳

S1-9 胆嚢癌診断における胆汁 Liquid biopsy の可能性
（岡山大学消化器・肝臓内科学/広島市立広島市民病院内科）衣笠 秀明

（岡山大学消化器・肝臓内科学/岡山市立市民病院消化器内科）能祖 一裕
（岡山大学消化器・肝臓内科学）岡田 裕之

S1-10 オルガノイドによる膵癌進行過程のモデリング
（慶應義塾大学内科学（消化器））清野 隆史，佐藤 俊朗，金井 隆典



シンポジウム 2：消化器癌における個別化医療の進展
4月 20 日（金）8：30～11：00

第 5会場（京王プラザホテル 4F 扇）
司会：金子 周一（金沢大学消化器内科学）

高山 哲治（徳島大学消化器内科学）

S2-1 EB ウイルス関連胃癌における PD�L1 発現機序と機能の検討
（山口大学消化器内科学）佐々木 翔

（山口大学基礎検査学）西川 潤
（山口大学消化器内科学）坂井田 功

S2-2 HER2 陽性胃がんにおける腫瘍内 HER2 heterogeneity の trastuzumab 併用化学療法治
療効果予測の意義

（がん研究会有明病院消化器化学療法科）若槻 尊
（がん研究会病理部）山本智理子

（がん研究会有明病院消化器化学療法科）山口 研成
S2-3 患者由来大腸癌細胞株を利用した薬剤感受性マップに基づいた個別化医療の試み

（がん研究会有明病院消化器外科）長山 聡
（がん研究会基礎研究部）キョウハク，片山 量平

S2-4 Liquid biopsy を用いた RAS 野生型大腸癌の個別化治療
（日本医科大学消化器外科）山田 岳史，小泉 岐博，内田 英二

S2-5 次世代シーケンサーを用いた大腸がん化学療法中の circulating tumor DNA 追跡
（県立広島病院臨床腫瘍科）山内 理海

（広島大学未来医療センター）卜部 祐司
（広島大学消化器・代謝内科）茶山 一彰

S2-6 抗 EGFR 抗体薬による大腸癌の EGFR downregulation と early tumor shrinkage
（徳島大学消化器内科学）岡田 泰行

（クリニックグリーンハウス）木村 哲夫
（徳島大学消化器内科学）高山 哲治

S2-7 大腸癌肝転移の手術適応に K�ras 遺伝子変異の有無が及ぼす影響～術前化学療法のメ
リットを最大化できるか？
（日本赤十字社医療センター肝胆膵・移植外科）高本 健史，橋本 拓哉，幕内 雅敏

S2-8 ペレチノインの作用機序からみた肝癌化学予防療法の個別化医療の可能性
（金沢大学消化器内科）山下 太郎，本多 政男，金子 周一

S2-9 肝内胆管癌における IDH 変異の生物学的意義と治療層別化因子としての可能性
（東京大学消化器内科）藤原 弘明，立石 敬介，小池 和彦

S2-10 5FU 代謝に着目した膵癌における mFOLFIRINOX 治療効果予測因子についての検討
（岡山大学消化器内科）堀口 繁

（京都薬科大学薬物動態学分野）伊藤由佳子
（岡山大学消化器内科）岡田 裕之



S2-11 膵癌における遺伝子異常に基づく個別化医療を目指した取り組み
（京都大学消化器内科）平野 智紀，垣内 伸之，児玉 裕三

S2-12 がんクリニカルシークエンス検査の実際と課題
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）加藤 真吾

（横浜市立大学がん総合医科学）市川 靖史
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）中島 淳

シンポジウム 3：消化管癌の発生と幹細胞
4月 21 日（土）8：30～11：00

第 3会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
司会：渡辺 守（東京医科歯科大学消化器内科）

妹尾 浩（京都大学消化器内科学）

S3-1
［基調講演］

オルガノイドによる消化器がんの生物学的な理解
（慶應義塾大学）佐藤 俊朗

S3-2 分泌型腸上皮細胞の腫瘍幹細胞リプログラミングを介した炎症性発癌経路の解析
（東京医科歯科大学消化器病態学）石橋 史明

（東京医科歯科大学消化器病態学/東京医科歯科大学再生医療研究センター）
岡本 隆一

（東京医科歯科大学消化器病態学）渡辺 守
S3-3 CXCR4 シグナルによる胃上皮幹細胞と発癌の制御機構

（東京大学消化器内科）早河 翼
（朝日生命成人病研究所消化器内科）崎谷 康佑

（東京大学消化器内科）小池 和彦
S3-4 腸管の正常幹細胞と腫瘍幹細胞における Hes1 の役割

（京都大学消化器内科）後藤 規弘，福田 晃久，妹尾 浩
S3-5 内視鏡的切除した大腸鋸歯状病変における Dclk1，COX�2 蛋白発現の検討

（鳥取大学医学機能病態内科学）森尾 慶子，八島 一夫，磯本 一
S3-6 肝細胞癌における BMP9 発現と予後・再発形式との相関

（金沢大学消化器内科）丹尾 幸樹，山下 太郎，金子 周一
S3-7 胎生肝幹/前駆細胞の分化制御から見た新規肝癌治療法の可能性の検討

（千葉大学消化器内科）千葉 哲博，日下部裕子，加藤 直也
S3-8 オルガノイドを用いた膵腫瘍における E�cadherin の役割

（横浜市立大学消化器内科学）金田 義弘，芝田 渉，前田 愼
S3-9 新規肝内胆管癌マウスモデルの樹立と癌起源細胞の検討

（東京大学医科学研究所臨床ゲノム腫瘍学分野）池上 恒雄



シンポジウム 4：上部消化管癌の内視鏡治療
4月 19 日（木）8：30～11：00

第 4会場（京王プラザホテル 4F 錦）
司会：北川 雄光（慶應義塾大学外科）

藤城 光弘（東京大学光学医療診療部）

S4-1 医用ミニブタの胃 ESD 後潰瘍における Hexanoyl group�modified alkaline�treated
gelatin porous films の作用

（鹿児島大学消化器疾患生活習慣病学）前田 英仁，佐々木文郷，井戸 章雄
S4-2 当院における食道癌 CRT 後局所遺残・再発病変に対するレザフィリン PDT の治療成

績
（京都大学がん薬物治療科）天沼 裕介，堀松 高博，武藤 学

S4-3 食道癌化学放射線療法後の局所遺残再発例に対する，レザフィリンを用いた光線力学的
療法の治療成績
（国立がん研究センター東病院消化管内視鏡科）南出 竜典，依田 雄介，矢野 友規

S4-4 化学放射線療法後遺残/再発食道癌に対するサルベージ内視鏡治療（ESD/PDT）の可
能性

（長崎大学光学医療診療部/長崎大学消化器内科）山口 直之
（長崎大学消化器内科）荻原 久美，中尾 一彦

S4-5 食道 ESD 後狭窄予防の限界に迫る：「ステロイド局注法」と「ポリグリコール酸シート
とフィブリン糊による被覆法」

（東京大学消化器内科）坂口 賀基，藤城 光弘，小池 和彦
S4-6 当科における食道癌術後再建胃管癌に対する ESD の治療成績

（新潟大学医歯学総合病院消化器内科）槁本 哲，水野 研一，寺井 崇二
S4-7 Triangulation の保持を意識した内視鏡的粘膜下層剥離術

（日本大学消化器肝臓内科学）鈴木 翔，草野 央，後藤田卓志
S4-8 クラッチカッターを用いた胃 ESD の有用性―ESD の均てん化を目指して

（京都府立医科大学消化器内科学）寺崎 慶，土肥 統，内藤 裕二

シンポジウム 5：慢性便秘症診療ガイドラインを踏まえた便秘症診療の現状
4月 19 日（木）14：10～16：40

第 4会場（京王プラザホテル 4F 錦）
司会：三輪 洋人（兵庫医科大学内科学消化管科）

中島 淳（横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室）

S5-1 慢性便秘症の病態と診断 ～改定された Rome IV～
（東北大学心療内科）福土 審



S5-2 機能性便排出障害の診断と治療
（三慶会指扇病院排便機能センター）味村 俊樹

S5-3
［基調講演］

慢性便秘診療ガイドライン ―治療を中心として―
（兵庫医科大学内科学・消化管科）三輪 洋人

S5-4 慢性便秘治療における新薬開発状況
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室）中島 淳

S5-5 日本人におけるの便秘の実態調査
（愛知医科大学消化管内科）山本さゆり，川村百合加，春日井邦夫

S5-6 当院における便秘薬の年次処方推移と高マグネシウム血症の検討
（藤田保健衛生大学消化管内科学）鎌野 俊彰，中川 義仁，大宮 直木

S5-7 一般病院における便秘症診療の現状とガイドライン分類による治療検討
（大阪府済生会中津病院消化器内科）江口 考明，吉崎 哲也，岡田 明彦

S5-8 日本人における座位時間と便秘の有病率との関連
（愛媛大学地域消化器免疫医療学講座）八木 専，竹下 英次

（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学）日浅 陽一
S5-9 16S rRNA メタゲノム解析による日本人腸内細菌叢情報：ブリストル便スコアからみた

特徴
（京都府立医科大学消化器内科学）高木 智久，柏木 里織，内藤 裕二

S5-10 単孔式腹腔鏡下結腸全摘術の難治性便秘症に対する治療成績
（東京慈恵会医科大学柏病院外科）河原秀次郎，秋葉 直志

（東京慈恵会医科大学消化器外科）矢永 勝彦

シンポジウム 6：肝癌診療 up to date
4 月 19 日（木）8：30～11：00

第 3会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
司会：工藤 正俊（近畿大学消化器内科）

國土 典宏（国立国際医療研究センター）

S6-1 肝癌診療における新しい肝予備能評価法 ALBI�grade の有用性と可能性：nationwide
survey

（愛媛県立中央病院消化器病センター）平岡 淳
（大垣市民病院消化器内科）熊田 卓

（近畿大学消化器内科学）工藤 正俊
S6-2 肝細胞癌におけるステージングシステムと治療アルゴリズムの検証

（千葉大学消化器内科）小笠原定久
（千葉大学臓器制御外科学）大塚 将之

（千葉大学消化器内科）加藤 直也



S6-3 肝癌診療における造影超音波検査の位置づけ
（兵庫医科大学超音波センター/兵庫医科大学内科・肝胆膵科）西村 貴士

（兵庫医科大学内科・肝胆膵科）西口 修平
（兵庫医科大学超音波センター/兵庫医科大学内科・肝胆膵科）飯島 尋子

S6-4 US�US image overlay fusion を用いたラジオ波焼灼術の早期治療効果判定
（近畿大学消化器内科）南 康範，西田直生志，工藤 正俊

S6-5 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓術併用定位放射線治療
（広島大学消化器・代謝内科）河岡 友和，相方 浩，茶山 一彰

S6-6 TACE 直後効果判定に影響する因子の検討：TACE 不応定義の意義に関する考察
（大阪国際がんセンター肝胆膵内科）片山 和宏

（大阪国際がんセンター外科）和田 浩志
（大阪国際がんセンター肝胆膵内科）大川 和良

S6-7 肝細胞癌に対する分子標的治療～Sorafenib→Regorafenib シークエンシャル療法の導入
可能性

（京都府立医科大学消化器内科学/静岡県立静岡がんセンター IVR 科）森口 理久
（静岡県立静岡がんセンター IVR 科）新槇 剛

（京都府立医科大学消化器内科学）伊藤 義人
S6-8 高度脈管侵襲を伴う進行肝細胞癌に対する薬物療法の現状と成績

（金沢大学消化器内科）荒井 邦明，山下 竜也，金子 周一
S6-9 進行肝細胞癌に対するソラフェニブ治療と肝動注化学療法の効果解析から検討する治療

戦略
（熊本大学消化器内科学）徳永 尭之，田中 基彦，佐々木 裕

S6-10 進行肝がんに対するシスプラチン動注先行の有用性に関する検討～多施設無作為化第 II
相試験（SCOOP�II trial）

（横浜市立大学市民総合医療センター）近藤 正晃
（神奈川県立がんセンター）森本 学

（横浜市立大学市民総合医療センター）田中 克明

シンポジウム 7：B型肝炎患者の長期予後
4月 20 日（金）8：30～11：00

第 1会場（京王プラザホテル 5F コンコードA＋B）
司会：茶山 一彰（広島大学消化器・代謝内科学）

四柳 宏（東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野）

S7-1 HBV 持続感染者における HBsAg 消失後の長期予後
（国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター）山崎 一美

（上五島病院）八坂 貴宏
（国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター）八橋 弘



S7-2 HBs 抗原陰性化の有無から見た B 型慢性肝疾患症例の長期予後の検討
（虎の門病院肝臓センター）保坂 哲也，鈴木 文孝，熊田 博光

S7-3 HBV 遺伝子型 Subtype�Bj 患者の長期予後の検討 Subtype�Bj 患者の発癌リスクは決
して低くない！

（山形大学内科学第二講座）芳賀 弘明，奥本 和夫，上野 義之
S7-4 HBe 抗原陰性かつ HBs 抗原低値かつ HBcr 抗原高値は独立した HBV 発癌の因子

（山梨大学消化器内科（第一内科））鈴木雄一朗，坂本 穣，榎本 信幸
S7-5 核酸アナログ製剤内服患者の長期予後の解析―薬剤中止可能性の検討―

（東海大学消化器内科）広瀬 俊治，鶴谷 康太，加川 建弘
S7-6 B 型慢性肝疾患に対する核酸アナログ長期投与例の検討

（札幌厚生病院肝臓内科）小関 至，中島 知明，狩野 吉康
S7-7 核酸アナログによりウイルス制御が得られている B 型慢性肝疾患症例の長期予後―多

施設共同研究―
（大阪大学消化器内科学）山田 涼子，阪森亮太郎，竹原 徹郎

S7-8 B 型慢性肝炎に対する核酸アナログ長期投与後の発癌症例の検討
（武蔵野赤十字病院消化器科）玉城 信治，黒崎 雅之，泉 並木

S7-9 HBe 抗原陰性・HBV DNA 非高値例における肝発癌の検討―HB コア関連抗原の有用
性―

（大垣市民病院消化器内科）多田 俊史，熊田 卓，豊田 秀徳
S7-10 当院での HIV 感染患者における HBV 感染状況の検討

（東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野）堤 武也
（東京大学医科学研究所感染免疫内科）鯉渕 智彦

（東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野/
東京大学医科学研究所感染免疫内科）四柳 宏

S7-11 B 型肝炎ウイルス（HBV）関連肝疾患に対する肝移植と HBV 再感染の解析
（広島大学消化器・代謝内科）柘植 雅貴，今村 道雄，茶山 一彰

シンポジウム 8：C型肝炎治療：現状と展望
4月 19 日（木）14：10～16：40

第 1会場（京王プラザホテル 5F コンコードA＋B）
司会：泉 並木（武蔵野赤十字病院消化器科）

持田 智（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）

S8-1 発癌抑止をめざした DAA 治療の現状と薬剤選択
（山梨大学肝疾患センター）坂本 穣

（山梨大学第一内科）佐藤 光明，榎本 信幸



S8-2 C 型慢性肝炎に対する DAAs に対する host 因子の難治例における治療成績
（日本医科大学消化器・肝臓内科）厚川 正則

（大垣市民病院）豊田 秀徳
（香川県立中央病院）高口 浩一

S8-3 Genotype 1 型 C 型慢性肝炎に対する DAA 療法および今後問題となる症例の検討
（広島大学消化器・代謝内科）今村 道雄

（広島赤十字・原爆病院肝臓内科）辻 恵二
（広島大学消化器・代謝内科）茶山 一彰

S8-4 治療不成功により生じた NS5A 変異ウイルスの特性と各種抗ウイルス薬に対する感受
性の検討

（東京医科歯科大学消化器内科）新田沙由梨，朝比奈靖浩，渡辺 守
S8-5 SOF/LDV 治療不成功に関連する因子の解析

（鹿児島大学消化器疾患・生活習慣病学）馬渡 誠一，森内 昭博，井戸 章雄
S8-6 NS5A�RASs から見た DAA 治療不成功後の再治療における問題点

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）内田 義人，中山 伸朗，持田 智
S8-7 DAAs 治療非著効後の HCV ウイルスから見た再治療戦略

（大阪市立大学肝胆膵病態内科学）田守 昭博，ハイホアン，河田 則文
S8-8 DAAs 併用療法不成功例における薬剤耐性変異―全国多施設データ解析から―

（武蔵野赤十字病院消化器科）板倉 潤，黒崎 雅之，泉 並木
S8-9 DAA を用いた肝移植後 C 型肝炎治療に於ける特殊性と問題点

（九州大学消化器・総合外科）池上 徹，吉住 朋晴，前原 喜彦
S8-10 肝移植後 C 型肝炎ウイルス再感染例に対する直接作用型抗ウイルス薬の使用経験

（金沢大学消化器内科）島上 哲朗，北原 征明，金子 周一
S8-11 DAA 治療後の肝癌の新規発症と再発

（大阪大学消化器内科学）阪森亮太郎，山田 涼子，竹原 徹郎
S8-12 C 型慢性肝疾患に対する IFN�free 経口治療後の長期アウトカム

（虎の門病院肝臓センター）瀬崎ひとみ，小林 正宏，熊田 博光
S8-13 C 型肝疾患での DAA 治療を行なった例の発癌についての検討

（久留米大学消化器内科）井出 達也
（佐賀大学肝疾患センター）江口有一郎

（久留米大学消化器内科）鳥村 拓司
S8-14 DAA 治療による SVR 後発癌の現状

（岡山大学消化器内科）竹内 康人，池田 房雄，岡田 裕之
S8-15 C 型肝炎 DAAs 治療後の肝発癌に対する宿主側要因の関与―EOB�MRI を用いた検

討―
（大垣市民病院消化器内科）豊田 秀徳，熊田 卓

（名古屋市立大学病態医科学）田中 靖人
S8-16 C 型肝炎患者に対する抗ウイルス治療における筋肉量の変化についての検討

（兵庫医科大学肝胆膵内科）楊 和典，西川 浩樹，西口 修平
S8-17 HCV ゲノタイプ別に見た DAA 治療による QOL 改善効果の検討

（香川大学消化器・神経内科）米山 弘人，森下 朝洋，正木 勉



S8-18 高齢者に対する C 型肝炎治療の地域全体における現状と価値
（佐賀大学肝疾患センター）大枝 敏，岩根 紳治，江口有一郎

シンポジウム 9：膵癌に対する集学的治療の進歩
4月 19 日（木）14：10～16：40

第 3会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
司会：伊佐地秀司（三重大学肝胆膵・移植外科）

古瀬 純司（杏林大学内科学腫瘍科）

S9-1 当教室における局所進行切除不能膵癌に対する治療戦略
（名古屋大学消化器外科学）山田 豪

（富山大学消化器・腫瘍・総合外科）藤井 努
（名古屋大学消化器外科学）小寺 泰弘

S9-2 局所進行膵癌に対する化学放射線療法を先行した手術治療―切除可能性分類別にみた治
療成績と組織学的治療効果の意義―

（三重大学肝胆膵・移植外科）村田 泰洋，早崎 碧泉，岸和田昌之
S9-3 UR�LA 膵癌に対する治療戦略：Conversion Surgery の意義と適応

（東北大学消化器外科学）元井 冬彦，畠 達夫，伊関 雅裕
S9-4 Borderline resectable 膵癌に対する術前 S�1 併用放射線療法の第 II 相試験：JASPAC05

の主解析結果報告
（静岡がんセンター肝胆膵外科）杉浦 禎一

（国立がん研究センター東病院肝胆膵内科）池田 公史
（静岡がんセンター肝胆膵外科）上坂 克彦

S9-5 動脈浸潤を伴う Borderline 膵癌に対する集学的治療
（東京大学消化器内科）齋藤 圭，中井 陽介，小池 和彦

S9-6 Borderline resectable 膵癌に対する術前 GEM+nab�PTX 併用療法
（がん研究会有明病院肝胆膵内科）佐々木 隆
（がん研究会有明病院肝胆膵外科）齋浦 明夫
（がん研究会有明病院肝胆膵内科）笹平 直樹

S9-7 局所進行膵癌に対する GEM+nab�PTX 療法を中心とした集学的治療戦略
（千葉県がんセンター消化器内科）辻本 彰子，須藤研太郎，山口 武人

S9-8 ゲムシタビン不応切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン＋S�1 併用療法 vs S�1 療法
の多施設ランダム化第 II 相試験

（大阪大学消化器内科学）重川 稔
（大阪国際がんセンター肝胆膵内科）大川 和良

（大阪大学消化器内科学）竹原 徹郎
S9-9 当院における切除不能膵癌に対する化学陽子線療法の現況

（福井県立病院消化器内科）竹田 康人，青柳 裕之
（福井県立病院陽子線がん治療センター）玉村 裕保



S9-10 当院における局所進行膵癌に対する EUS ガイド下金マーカー留置を用いた動体追尾
IMRT の現状

（京都大学消化器内科）西川 義浩，松森 友昭，児玉 裕三
S9-11 切除不能膵癌に対する強力集束超音波（HIFU）療法

（東京医科大学消化器内科学分野）藤田 充，祖父尼 淳，糸井 隆夫
S9-12 局所進行膵癌に対する経皮的 IRE（Irreversible electroporation, NanoKnife™）治療

（国際医療福祉大学山王病院がん局所療法センター）森安 史典，佐野 隆友
（東京医科大学消化器内科学）糸井 隆夫

シンポジウム 10：IgG4 関連消化器疾患における現状と課題
4月 21 日（土）8：30～11：00

第 5会場（京王プラザホテル 4F 扇）
司会：岡崎 和一（関西医科大学内科学第三講座）

良沢 昭銘（埼玉医科大学国際医療センター消化器内科）

S10-1 1 型自己免疫性膵炎における自然免疫の関与
（関西医科大学内科学第三講座（消化器肝臓内科））

内田 一茂，柳川 雅人，岡崎 和一
S10-2 自己免疫性膵炎の自己抗原同定に関する研究

（京都大学消化器内科）塩川 雅広，児玉 祐三，妹尾 浩
S10-3 IgG4 関連疾患における膵外病変の特徴～多彩な画像所見を呈する肺病変～

（山形大学内科学第二講座）柿崎 泰明，牧野 直彦，上野 義之
S10-4 IgG4 関連消化管病変の臨床病理学的特徴

（倉敷中央病院病理診断科/
IgG4 関連疾患の診断基準並びに治療方針の確立を目指した研究班）能登原憲司

（都立駒込病院/IgG4 関連疾患の診断基準並びに治療方針の確立を目指した研究班）
神澤 輝実

（関西医科大学内科学第三講座/
IgG4 関連疾患の診断基準並びに治療方針の確立を目指した研究班）岡崎 和一

S10-5 肝硬変症例における血清 IgG4 値の検討
（長崎大学消化器内科）宮副 由梨，田浦 直太，中尾 一彦

S10-6 当院における 1 型自己免疫性膵炎 70 例の検討
（愛知県がんセンター中央病院消化器内科部）松本 慎平，桑原 崇通，原 和生

S10-7 自己免疫性膵炎における新規再燃予測マーカーとしての血清 IgG4 変化率の検討
（東京女子医科大学消化器内科/国立病院機構横浜医療センター消化器内科）

鈴木 大輔
（東京女子医科大学消化器内科）清水 京子，徳重 克年

S10-8 自己免疫性膵炎のステロイド投与後再燃予測因子の検討
（金沢大学消化器内科）鷹取 元，宮澤 正樹，金子 周一



S10-9 自己免疫性膵炎ステロイド導入後の臨床経過
（広島大学消化器・代謝内科）石井 康隆，芹川 正浩，茶山 一彰

S10-10 自己免疫性膵炎に対するステロイド治療の長期成績―再燃例の解析を中心に―
（久留米大学消化器内科）牛島 知之，岡部 義信，鳥村 拓司

S10-11 自己免疫性膵炎における若年発症と再燃の関連性
（神戸大学消化器内科）田中 俊多，増田 充弘，塩見 英之

S10-12 自己免疫性膵炎未治療例における臨床経過の検証
（信州大学消化器内科）小澤真希子，渡邉 貴之，村木 崇

シンポジウム 11：超音波内視鏡ガイド下治療の現状と問題点
4月 21 日（土）13：30～16：00

第 5会場（京王プラザホテル 4F 扇）
司会：北野 雅之（和歌山県立医科大学第二内科）

伊佐山浩通（順天堂大学消化器内科）

S11-1 膵神経内分泌腫瘍に対する EUS ガイド下エタノール焼灼療法
（岡山大学消化器内科）松本 和幸，加藤 博也，岡田 裕之

S11-2 膵癌に伴う疼痛に対する EUS ガイド下神経ブロックの有用性
（近畿大学消化器内科）三長 孝輔，竹中 完，工藤 正俊

S11-3 切除不能悪性胆道閉塞・十二指腸浸潤例に対する Primary EUS�HGS の妥当性の検討
（東京大学消化器内科）中井 陽介

（東京大学消化器内科/順天堂大学消化器内科）伊佐山浩通
（東京大学消化器内科）小池 和彦

S11-4 超音波内視鏡下胆管胃吻合術における安全なステント留置法の検討
（大阪医科大学第二内科）小倉 健，山田 真規，樋口 和秀

S11-5 新型 LAMS（Hot AXIOS）を使用した超音波内視鏡下胆管十二指腸吻合術（EUS�CDS）
の長期成績～多施設前向きコホート研究～

（東京医科大学消化器内科学分野）土屋 貴愛
（和歌山県立医科大学消化器内科）北野 雅之
（東京医科大学消化器内科学分野）糸井 隆夫

S11-6 悪性胆道閉塞に対する EUS 下順行性ステント留置の有用性と限界
（岐阜大学第一内科）岩下 拓司，上村 真也，清水 雅仁

S11-7 急性胆嚢炎に対する超音波内視鏡ガイド下胆嚢ドレナージ術の有用性
（NTT 東日本関東病院消化器内科）藤田 祐司，石井 研，松橋 信行

S11-8 膵周囲液体貯留に対する超音波内視鏡下ドレナージの現状と問題点
（北海道大学消化器内科）加藤 新，桑谷 将城，坂本 直哉

S11-9 Walled�off necrosis に対する経消化管的経鼻ドレナージ下持続洗浄療法
（和歌山県立医科大学第二内科）田村 崇，糸永 昌弘，北野 雅之



S11-10 孤立性胃静脈瘤に対する新たな interventional EUS～EUS�guided coil deployment with
sclerotherapy～

（福島県立医科大学会津医療センター消化器内科学講座）渋川 悟朗，入澤 篤志




