
≪パネルディスカッションの部≫

パネルディスカッション 1：サルコペニア，生活習慣病と消化器疾患
4月 20 日（金）14：30～17：00

第 3会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
司会：西口 修平（兵庫医科大学肝胆膵科）

日野 啓輔（川崎医科大学肝胆膵内科学）

PD1-1 Helicobacter pylori 感染と脂質異常症の関連性についての検討
（東京大学消化器内科）権頭 健太，高橋 悠，小池 和彦

PD1-2 生活習慣病患者における異時性大腸腫瘍の累積発生率
（青森労災病院消化器内科内視鏡科）木村 聖路，西谷 大輔

（弘前大学消化器血液内科）福田 眞作
PD1-3 大腸癌における骨格筋量減少の臨床的意義と癌組織・血清サルコペニア関連 miRNA と

の相関
（三重大学消化管・小児外科学）奥川 喜永，問山 裕二，楠 正人

PD1-4 膵脂肪化と膵内外分泌機能低下の関連性
（京都府立医科大学消化器内科学）三宅 隼人，保田 宏明，阪上 順一

PD1-5 消化器疾患におけるサルコペニアの検討
（岐阜大学第一内科）白木 亮，大西 祥代，清水 雅仁

PD1-6 非アルコール性脂肪性肝疾患におけるサルコペニア・エクササイズマーカーの検討
（佐賀大学肝臓・糖尿病・内分泌内科/佐賀大学肝疾患センター）高橋 宏和
（佐賀大学肝臓・糖尿病・内分泌内科/江口病院臨床消化器内科）北島陽一郎

（佐賀大学肝疾患センター）江口有一郎
PD1-7 サルコペニアにおける筋量の経時的変化の有用性の検討

（慶應義塾大学内科学（消化器））武田 果林，中本 伸宏，金井 隆典
PD1-8 当院における肝疾患患者の筋肉量の評価法に関する検討

（兵庫医科大学肝胆膵内科）楊 和典，岩田 恵典，西川 浩樹
PD1-9 肝硬変患者におけるサルコペニア診断の検討

（北海道大学消化器内科）大原 正嗣，小川 浩司，坂本 直哉
PD1-10 体組成（骨格筋萎縮・内臓脂肪蓄積）が進行肝癌治療に与えるインパクト

（山口大学消化器内科学）佐伯 一成
（山口大学臨床検査腫瘍学）山崎 隆弘

（山口大学消化器内科学）坂井田 功
PD1-11 肝硬変患者のサルコペニアに及ぼすカルニチンの効果に関する検討

（広島大学消化器・代謝内科）平松 憲，相方 浩，茶山 一彰
PD1-12 肝胆膵移植外科におけるサルコペニアや内臓脂肪肥満の意義

（京都大学肝胆膵移植外科）海道 利実，濱口 雄平，上本 伸二



パネルディスカッション 2：実臨床に即した切除不能・進行再発消化管がんに対する最適な治療戦略
4月 21 日（土）13：30～16：00

第 4会場（京王プラザホテル 4F 錦）
司会：朴 成和（国立がん研究センター中央病院）

吉野 孝之（国立がん研究センター東病院消化管内科）

PD2-1 切除不能食道癌に対する治療戦略（Y 字胃管バイパス術）
（名古屋市立大学消化器外科）石黒 秀行，坂本 宣弘，瀧口 修司

PD2-2 食道扁平上皮癌における抗 PD�1 抗体の可能性
（大阪大学先進癌薬物療法開発学寄附講座）工藤 敏啓，佐藤 太郎

（大阪大学消化器外科学）土岐祐一郎
PD2-3 切除不能・進行再発食道がんの治療の未来

（国立がん研究センター中央病院消化管内科）加藤 健
PD2-4 消化器癌腹膜播種に対するタキサン腹腔内反復化学療法の可能性

（自治医科大学消化器外科）北山 丈二
（東京大学外来化学療法部）石神 浩徳
（自治医科大学臨床腫瘍科）山口 博紀

PD2-5 切除不能・進行再発胃がんにおける最適な治療戦略
（国立がん研究センター中央病院消化管内科）朴 成和

PD2-6 切除不能・進行再発胃がん治療の近未来予想図
（九州大学臨床腫瘍学）馬場 英司

（九州大学血液・腫瘍・心血管内科）有山 寛，赤司 浩一
PD2-7 切除不能進行結腸直腸癌に対する TAS�102 の後方視的検討［HGCSG1503］：背景因子に

よる解析
（北海道大学腫瘍センター）中積 宏之，小松 嘉人

（北海道大学消化器内科）坂本 直哉
PD2-8 切除不能・進行再発大腸がんにおける最適な治療戦略

（国立がん研究センター東病院消化管内科）吉野 孝之
PD2-9 切除不能・進行再発大腸がん治療の近未来予想図

（静岡県立静岡がんセンター消化器内科）山崎健太郎



パネルディスカッション 3：ピロリ菌除菌の長期成績をめぐる諸問題
4月 19 日（木）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：村上 和成（大分大学消化器内科）

前田 愼（横浜市立大学消化器内科学教室）

PD3-1 山形県コホートにおける Helicobacter pylori 除菌患者の実態～肥満，メタボリックシン
ドローム関連病態の解析～

（山形大学内科学第二講座）佐々木 悠
（山形大学内科学第二講座/山形大学光学医療診療部）阿部 靖彦

（山形大学内科学第二講座）上野 義之
PD3-2 H.pylori 除菌治療による逆流性食道炎発症の危険因子の検討

（松山赤十字病院胃腸センター）吉田雄一朗，蔵原 晃一，八板 弘樹
PD3-3 年齢別に見た Helicobacter pylori（H. pylori）除菌前後での組織学的胃炎の変化

（岡山大学消化器内科）榮 浩行，岡田 裕之
（岡山大学病理診断科）田中 健大

PD3-4 除菌前・後の組織学的腸上皮化生と内視鏡的萎縮による除菌後胃癌のリスクの相違
（東京大学消化器内科）新倉 量太，平田 喜裕，小池 和彦

PD3-5 除菌後出現する胃粘膜の凹凸不整が，胃癌診断を困難にする
（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科）山崎 琢士

（平和台クリニック）千葉井基泰
（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科）猿田 雅之

PD3-6 除菌後胃癌の好発部位としての中間帯の検討
（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院消化器内科）八木 一芳

（新潟県立吉田病院）佐藤 祐一
（新潟大学消化器内科）寺井 崇二

PD3-7 除菌後発見胃癌の臨床病理学的特徴
（横浜市立大学市民総合医療センター内視鏡部）佐藤 知子，平澤 欣吾

（横浜市立大学消化器内科学）前田 愼
PD3-8 除菌後発見胃癌の除菌後長期経過における臨床的・内視鏡的特徴の比較

（がん研究会有明病院消化器内科）中野 薫，藤崎 順子
（がん研究会有明病院・病理部）山本智理子

PD3-9 除菌後経過年数による Helicobacter pylori（Hp）除菌後発見胃癌の特徴
（藤田保健衛生大学消化管内科）堀口 徳之，田原 智満，大宮 直木

PD3-10 H. pylori 除菌前後に発見された低分化型および高分化型各胃癌における次世代シーケ
ンサーを用いた癌遺伝子変異の比較

（大分大学福祉健康科学部/大分大学消化器内科）兒玉 雅明
（大分大学消化器内科）沖本 忠義，村上 和成

PD3-11 H. pylori 除菌後長期経過例における胃癌抑制効果の分子病理学的検討
（兵庫医科大学内科学・消化管科）道上 祐己，渡 二郎，三輪 洋人



パネルディスカッション 4：高齢社会における上部消化管出血の現状と対策
4月 20 日（金）8：30～11：00

第 4会場（京王プラザホテル 4F 錦）
司会：平石 秀幸（獨協医科大学消化器内科）

岡 政志（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）

PD4-1 当院での上部消化管出血の現状と高齢化による影響
（KKR 札幌医療センター）関 英幸，鈴木 潤一

PD4-2 高齢者の吐血・下血治療：緊急内視鏡か全身管理か？
（国立病院機構横浜医療センター消化器内科）内山 崇，野中 敬，小松 達司

PD4-3 高齢者における食道静脈瘤の長期経過の検討
（東京女子医科大学消化器内科）日向有紀子

（東京女子医科大学消化器内視鏡科）中村 真一
（東京女子医科大学消化器内科）徳重 克年

PD4-4 後期高齢者の上部消化管出血症例の現状―当院における内視鏡止血症例の検討―
（北海道大学消化器内科）松田 可奈

（北海道大学光学医療診療部）小野 尚子
（北海道大学消化器内科）坂本 直哉

PD4-5 高齢者の出血性胃十二指腸潰瘍の現状
（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）齊藤 陽一，今井 幸紀，持田 智

PD4-6 高齢者出血性消化性潰瘍の現状と対策
（東京医科大学茨城医療センター）岩本 淳一，松崎 靖司

（筑波大学光学医療診療部）溝上 裕士
PD4-7 年齢間比較による超高齢者上部消化管出血の臨床的特徴と治療成績

（相澤病院消化器内科）岡村 卓磨，横澤 秀一，新倉 則和
PD4-8 高齢者における出血性胃十二指腸潰瘍の臨床的特徴～リスク因子の検討～

（獨協医科大学消化器内科）福士 耕，富永 圭一，平石 秀幸
PD4-9 ステロイド投与は出血性十二指腸潰瘍再出血に用量依存性に関連する

（東北大学消化器病態学）八田 和久
（東北大学消化器病態学/東北労災病院胃腸科）近藤 穣

（東北大学消化器病態学）小池 智幸
PD4-10 当院における上部消化管出血に対する緊急内視鏡検査の現状

（大阪医療センター消化器内科）榊原 祐子，石田 永，三田 英治
PD4-11 当院における高齢者出血性潰瘍の現状

（真生会富山病院消化器センター）本藤 有智，平名 浩史，河相 覚
PD4-12 過疎高齢化地域の消化器病センターにおける非静脈瘤性上部消化管出血に対する治療戦

略
（南奈良総合医療センター消化器内科）沢井 正佳，堀内 葉月，松本 昌美

PD4-13 高齢者抗血栓薬内服症例における新規考案 PGA sheet 貼付法の胃 ESD 後出血予防効果
（香川大学消化器・神経内科）小林 伸也，森 宏仁，正木 勉



PD4-14 吐・下血を契機に発見された高齢者胃癌症例の検討
（東京都立墨東病院外科）和田 郁雄，竹上 正之，宮本 幸雄

パネルディスカッション 5：GERD診断，治療の最前線
4月 20 日（金）14：30～17：00

第 2会場（京王プラザホテル 5F コンコードC）
司会：木下 芳一（島根大学第二内科）

藤原 靖弘（大阪市立大学消化器内科）

PD5-1 逆流性食道炎有病率の四半世紀の変遷とピロリ菌感染との関連
（東京大学消化器内科）山道 信毅

（亀田メディカルセンター幕張・消化器科）和田 亮一
（東京大学消化器内科）小池 和彦

PD5-2 逆流性食道炎重症化に関与する危険因子の検討
（松山赤十字病院胃腸センター）萱嶋 善行，蔵原 晃一，八板 弘樹

PD5-3 GERD 診療における新しい質問票 GERD�TEST の有用性
（東京慈恵会医科大学臨床検査医学/GRED 研究会 study 委員会）中田 浩二

（NTT 東日本関東病院消化器内科）松橋 信行
（川崎医科大学総合内科学/GRED 研究会 study 委員会）春間 賢

PD5-4 GERD と好酸球性食道炎との関連についての検討
（大阪市立大学消化器内科学）橋本 篤，藤原 靖弘

PD5-5 GERD 診療における functional lumen imaging probe による病態評価の有用性
（島根大学内科学講座第二）三上 博信，石村 典久，木下 芳一

PD5-6 PPI 抵抗性 NERD 症例における咽喉頭逆流症の存在
（千葉大学消化器内科）松村 倫明

（千葉大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）鈴木 猛司
（千葉大学消化器内科）加藤 直也

PD5-7 PPI 抵抗性 NERD 患者における症状関連因子の検討
（東北大学消化器病態学分野）阿部 泰明，小池 智幸，齊藤 真弘

PD5-8 P�CAB 抵抗性 GERD の病態生理についての検討
（慶應義塾大学内科学（消化器））正岡 建洋，亀山 尚子，金井 隆典

PD5-9 P�CAB による酸分泌抑制効果と P�CAB 抵抗性 NERD の病態
（日本医科大学消化器内科学）川見 典之，貝瀬 満，岩切 勝彦

PD5-10 PPI 抵抗性 GERD に対する vonoprazan の有用性と治療反応例についての検討
（京都第一赤十字病院消化器内科）山田 真也，戸祭 直也，吉田 憲正

PD5-11 症状改善の得られた PPI 抵抗性逆流性食道炎患者を対象としたボノプラザンの寛解維
持効果の検討

（富山市立富山市民病院消化器内科）水野 秀城，上山本伸治，樋上 義伸



PD5-12 当院での PPI 抵抗性 GERD に対する内視鏡治療の長期成績～Endoscopic Submucosal
Dissection for GERD：ESD�G～

（大阪医科大学第二内科）太田 和寛，竹内 利寿，樋口 和秀
PD5-13 PPI 抵抗性 GERD に対する内視鏡治療（ARMS）の現状と工夫

（昭和大学江東豊洲病院消化器センター）角 一弥，池田 晴夫，井上 晴洋

パネルディスカッション 6：炎症性腸疾患に対する抗 TNF�α 抗体治療薬導入により見えてきた臨床
課題

4月 21 日（土）13：30～16：00
第 3会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）

司会：仲瀬 裕志（札幌医科大学消化器内科学講座）
猿田 雅之（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科）

PD6-1 Top�down をしなければどれだけ抗 TNF�α 抗体製剤を使わずにクローン病をフォロー
できるか？

（和歌山県立医科大学内科学第二講座）津田 早耶，加藤 順，北野 雅之
PD6-2 クローン病インフリキシマブ top�down 治療における臨床課題の検討

（兵庫医科大学炎症性腸疾患内科）宮嵜 孝子
（兵庫医科大学腸管病態解析学講座）渡辺 憲治

（兵庫医科大学炎症性腸疾患内科）樋田 信幸
PD6-3 クローン病長期寛解を目指した抗 TNF�α 抗体治療のマネージメント

（金沢大学消化器内科）北村 和哉，岡藤 啓史，金子 周一
PD6-4 Crohn 病に対する抗 TNF�α 抗体の長期的治療成績から考える最適な投与戦略

（東北大学消化器内科）諸井林太郎
（東北医科薬科大学消化器内科）遠藤 克哉

（東北大学消化器内科）角田 洋一
PD6-5 クローン病のインフリキシマブ効果減弱症例に対するブデソニド・ブリッジ治療の有用

性
（藤田保健衛生大学消化管内科学）長坂 光夫，鎌野 俊彰，大宮 直木

PD6-6 潰瘍性大腸炎における抗 TNF�α 抗体製剤の臨床経過について
（東京医科歯科大学消化器内科）齊藤 詠子，松岡 克善，渡辺 守

PD6-7 潰瘍性大腸炎における抗 TNF�α 抗体製剤使用時の免疫調節薬併用による長期予後への
影響

（慶應義塾大学消化器内科）南木 康作，長沼 誠，金井 隆典
PD6-8 炎症性腸疾患のインフリキシマブ治療における Drug monitoring の有用性

（浜松南病院消化器病・IBD センター）池谷賢太郎
（浜松医科大学消化器内科）杉本 健

（浜松南病院消化器病・IBD センター）花井 洋行



PD6-9 クローン病手術症例における術前抗 TNF�α 抗体製剤治療の影響
（大阪大学炎症性腸疾患治療学寄附講座/大阪大学消化器外科学）水島 恒和

（大阪大学消化器外科学）土岐祐一郎，森 正樹
PD6-10 手術例からみた抗 TNF�α 抗体製剤治療を行ったクローン病症例の問題点と対策

（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）小金井一隆，辰巳 健志，杉田 昭
PD6-11 外科からみた炎症性腸疾患に対する抗 TNF�α 抗体治療薬の成績

（東京大学腫瘍外科）岡田 聡，畑 啓介，渡邉 聡明
PD6-12

［特別発言］
Beyond the anti�TNF�α antibody treatment

（北里研究所病院）日比 紀文

パネルディスカッション 7：肝線維化：診断・治療の基礎と臨床
4月 19 日（木）14：10～16：40

第 8会場（京王プラザホテル 42F 富士）
司会：竹原 徹郎（大阪大学消化器内科学）

河田 則文（大阪市立大学肝胆膵病態内科学）

PD7-1 肝線維化における新規治療標的・バイオマーカーとしての CTGF の意義
（大阪大学消化器内科学）牧野 祐紀，疋田 隼人，竹原 徹郎

PD7-2 慢性肝疾患における血清ガレクチン�9 濃度の診断的意義の検討
（香川大学消化器・神経内科）藤田 浩二

（香川県立保健医療大学臨床検査学科）樋本 尚志
（香川大学消化器・神経内科）正木 勉

PD7-3 NASH 患者における肝線維化と血清 AKR1B10 との関連
（金沢大学消化器内科）神野 正隆，本多 政夫，金子 周一

PD7-4 C 型肝炎患者における Fib4 index を用いた線維化度と腸内細菌叢及に関する検討
（名古屋大学消化器内科学）山本 健太

（名古屋大学消化器内科学/名古屋大学光学医療診療部）廣岡 芳樹
（名古屋大学消化器内科学）後藤 秀実

PD7-5 慢性肝疾患における肝線維化マーカー M2BPGi と各種栄養関連マーカーの相関性
（京都大学消化器内科）恵荘 裕嗣，丸澤 宏之，妹尾 浩

PD7-6 非侵襲的な肝線維化評価法としての Transient Elastography および MR�Laparoscopy
による画像診断の検討

（虎の門病院肝臓センター）斎藤 聡，小林 正宏，川村 祐介
PD7-7 NOTCH1 阻害剤による新規抗線維化治療の基礎的検討

（奈良県立医科大学内科学第三講座）北出 光輝，鍛治 孝祐，吉治 仁志
PD7-8 G 蛋白質共役受容体制御因子 ARRDC3 は NASH 線維化進展に関与する

（日本大学板橋病院消化器・肝臓内科）佐々木翔一，神田 達郎，森山 光彦



PD7-9 抗酸化作用を保持する経口投与型レドックスナノ粒子は NASH マウスにおける肝線維
化を抑制する

（三重大学消化器内科）江口 暁子
（筑波大学数理物質科学研究科）長崎 幸夫

（三重大学消化器内科）竹井 謙之
PD7-10 非アルコール性脂肪肝疾患における肝炎症及び肝線維化に対する microRNA�200b の重

要性
（千葉大学消化器内科）中村 昌人，千葉 哲博，加藤 直也

PD7-11 C 型肝硬変に対する抗線維化治療薬の開発
（都立駒込病院肝臓内科）木村 公則

（金沢大学病理学）原田 憲一
（国立国際医療研究センター国府台病院）溝上 雅史

PD7-12 肝硬変改善を目指した細胞療法の基礎的研究と臨床への新たな展開
（新潟大学）土屋 淳紀，渡邉 雄介，寺井 崇二

パネルディスカッション 8：DAAで C型肝がん診療はどう変わったか？
4月 20 日（金）14：30～17：00

第 4会場（京王プラザホテル 4F 錦）
司会：坂本 直哉（北海道大学消化器内科学教室）

建石 良介（東京大学消化器内科）

PD8-1 C 型慢性肝疾患抗ウイルス療法 SVR 後の肝発癌・肝癌再発の臨床的意義
（武蔵野赤十字病院消化器科）中西 裕之，黒崎 雅之，泉 並木

PD8-2 DAAs 治療による HCV 排除後の肝発癌抑止効果の検討
（東京医科歯科大学消化器内科）永田 紘子，朝比奈靖浩，渡辺 守

PD8-3 C 型慢性肝疾患における DAA 治療後発癌リスク因子の検討
（名古屋市立大学）飯尾 悦子，松浦健太郎，田中 靖人

PD8-4 DAA 治療 SVR 後の HCC 発癌リスクの検討
（山梨大学内科学第一講座）佐藤 光明，坂本 穣，榎本 信幸

PD8-5 DAA による SVR が新規発癌・肝癌再発，肝予備能に及ぼす影響の検討
（北海道大学消化器内科）中井 正人，須田 剛生，坂本 直哉

PD8-6 肝細胞癌根治後に DAA を投与した症例の再発に寄与する因子～多施設共同研究～
（岡山大学消化器内科）中村進一郎，能祖 一裕，岡田 裕之

PD8-7 肝癌治療後の DAA 治療が再発におよぼす影響
（虎の門病院肝臓内科）小林 正宏，鈴木 文孝，池田 健次

PD8-8 C 型肝炎関連肝癌根治治療後抗ウイルス療法後の再発に関する検討
（東京大学消化器内科）南 達也，建石 良介，小池 和彦

PD8-9 C 型肝炎関連肝細胞癌既治療例に対する DAAs 治療後肝細胞癌再発の検討
（大垣市民病院消化器内科）水野 和幸，豊田 秀徳，熊田 卓



PD8-10 C 型肝癌既往例に対する DAA 著効後の肝癌再発に関する検討
（札幌厚生病院肝臓内科）小関 至，荒川 知明，狩野 吉康

PD8-11 肝細胞癌治療後の直接作用型抗ウイルス薬によるウイルス駆除は無再発生存率にどのよ
うな影響を与えるか？

（三井記念病院消化器内科）大木 隆正
（杏雲堂病院消化器肝臓内科）佐藤 新平

（帝京大学千葉総合医療センター消化器内科）小尾俊太郎
PD8-12 HCV 関連肝癌根治治療後 DAA 治療による肝癌再発抑制および予後改善効果―IFN

based 治療との比較―
（広島大学消化器・代謝内科）長沖 祐子，相方 浩，茶山 一彰

PD8-13 Direct acting antivirals 治療は肝発がんを促進するか？
（国立国際医療研究センター）溝上 雅史，是永 匡紹，考藤 達也

パネルディスカッション 9：アルコール性/非アルコール性肝疾患の境界を探る
4月 19 日（木）8：30～11：00

第 8会場（京王プラザホテル 42F 富士）
司会：佐々木 裕（熊本大学消化器内科学）

徳重 克年（東京女子医科大学消化器内科）

PD9-1 2016 年度人間ドック受診者における非ウイルス性脂肪肝の飲酒量別背景因子の検討
（山梨県厚生連健康管理センター）三浦 美香，依田 芳起

（山梨大学第一内科）榎本 信幸
PD9-2 非 B 非 C 型慢性肝疾患患者のアルコール摂取量で群別化した比較検討

（広島大学消化器・代謝内科）村上 英介，中原 隆志，茶山 一彰
PD9-3 アルコール性および非アルコール性脂肪性肝硬変における慢性肝不全急性増悪の臨床病

態の異同
（慶應義塾大学内科学（消化器））楮 柏松，中本 伸宏，金井 隆典

PD9-4 当院における飲酒歴調査と肝発癌に対する飲酒の影響
（大分大学消化器内科）所 征範，清家 正隆，村上 和成

PD9-5 飲酒量の脂肪性肝疾患に与える影響の検討
（東京女子医科大学消化器内科）児玉 和久，橋本 悦子，徳重 克年

PD9-6 臨床パラメータを用いた新たな飲酒量予測スコアリング
（大阪市立大学肝胆膵病態内科学）藤井 英樹

（大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院）倉井 修
（大阪市立大学肝胆膵病態内科学）河田 則文

PD9-7 γ－GTP 上昇例におけるアルコール関与の判別に糖鎖欠損トランスフェリン（CDT）は
有用である

（三重大学消化器肝臓内科）杉本 和史，岩佐 元雄，竹井 謙之



PD9-8 健診受診者におけるアルコール摂取が脂肪性肝疾患の病態に及ぼす影響と PNPLA3 遺
伝子多型との関係

（京都府立医科大学消化器内科学）瀬古 裕也
（京都第二赤十字病院健診部）西大路賢一

（京都府立医科大学消化器内科学）伊藤 義人
PD9-9 Fibroscan を用いた非アルコール性脂肪性肝疾患，アルコール性肝障害と，その中間群

の相違点の検討
（国立病院機構東京医療センター消化器科/東海大学東京病院消化器肝臓センター）

菊池 真大
（国際医療福祉大学山王メディカルセンター内科）堀江 義則

（慶應義塾大学 消化器内科）金井 隆典
PD9-10 1 日 21g 以上のエタノール摂取は肝線維化・生存期間に影響する可能性がある

（兵庫医科大学超音波センター/兵庫医科大学肝胆膵内科）青木 智子，飯島 尋子
（兵庫医科大学肝胆膵内科）西口 修平

PD9-11 脂肪性肝疾患の病態における肝細胞オートファジーの寄与
（大阪大学消化器内科学）坂根 貞嗣，疋田 隼人，竹原 徹郎

パネルディスカッション 10：薬物性肝障害の最新知見
4月 20 日（金）14：30～17：00

第 8会場（京王プラザホテル 42F 富士）
司会：滝川 一（帝京大学内科）

松﨑 靖司（東京医科大学茨城医療センター）

PD10-1
［特別発言］ （済生会今治医療福祉センター）恩地 森一
PD10-2 薬物性肝障害症例の前向き症例集積

（帝京大学内科）相磯 光彦，田中 篤，滝川 一
PD10-3 一般病院における薬物性肝障害の現況

（広島赤十字・原爆病院消化器内科）森 奈美，本田 洋士，辻 恵二
PD10-4 国立病院機構肝疾患ネットワーク共同研究における薬物性肝障害の発生頻度と劇症化の

検討
（国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター・肝臓内科）山崎 一美

（国立病院機構金沢医療センター）太田 肇
（国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター・肝臓内科）八橋 弘

PD10-5 わが国における薬物性急性肝不全と LOHF の実態：2010�15 年に発症した症例の解析
（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）中山 伸朗，中尾 将光，持田 智

PD10-6 薬物性肝障害の早期診断と重症化予測の試み
（岩手医科大学消化器内科肝臓分野）柿坂 啓介，鈴木 悠地，滝川 康裕

PD10-7 当院における薬物性肝障害の変遷と抗核抗体陽性薬物性肝障害の特徴の検討
（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学）吉田 理，阿部 雅則，日浅 陽一



PD10-8 胆汁うっ滞型薬物性肝障害における次世代シークエンサーによるトランスポーター遺伝
子の解析

（東海大学内科学系消化器内科学）加川 建弘，広瀬 俊治，鶴谷 康太
PD10-9 肝類洞閉塞症候群の発生における血管外血小板凝集の関与

（金沢大学消化器・腫瘍・再生外科）田島 秀浩，太田 哲生，宮下 知治

パネルディスカッション 11：膵臓癌の新規スクリーニング法の開発と有効性の比較（IPMNを含む）
4月 20 日（金）14：30～17：00

第 5会場（京王プラザホテル 4F 扇）
司会：眞嶋 浩聡（自治医科大学さいたま医療センター消化器内科）

潟沼 朗生（手稲渓仁会病院消化器内科）

PD11-1 膵癌における血清細胞外小胞中長鎖機能性 RNA の Liquid biopsy としての有用性の検
討
（旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野）高橋 賢治，北野 陽平，太田 嗣人

PD11-2 膵癌患者における circulating tumor DNA を用いた膵癌関連遺伝子変異検出の臨床的有
用性について

（大阪国際がんセンター肝胆膵内科）高田 良司，大川 和良
（奈良先端大学バイオサイエンス研究科疾患ゲノム医学）加藤 菊也

PD11-3 膵癌診断における digital PCR を用いた KRAS 変異スクリーニングの有効性の検討
（横浜市立大学消化器内科学）杉森 慎，前田 愼

PD11-4 血液メタボロミクスによる膵がんスクリーニング法の開発
（神戸大学消化器内科）小林 隆
（加古川中央市民病院）平田 祐一
（神戸大学消化器内科）吉田 優

PD11-5 唾液中ポリアミン類を用いた膵癌スクリーニング検査の開発
（東京医科大学消化器内科学分野）朝井 靖二，糸井 隆夫

（東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科）砂村 眞琴
PD11-6 血漿中アミノ酸プロファイルに基づいた糖尿病患者を対象とした膵癌スクリーニングの

可能性
（東京大学消化器内科）水野 卓

（三井記念病院総合健診センター）山門 實
（東京大学消化器内科）小池 和彦

PD11-7 膵癌家族歴を有する家系における膵癌発生のリスク因子の解析
（東京女子医科大学消化器内科）伊藤 泰斗，清水 京子，徳重 克年

PD11-8 膵癌早期診断における洗浄吸引膵液細胞診の可能性
（仙台市医療センター仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）

楠瀬 寛顕，越田 真介，伊藤 啓



PD11-9 線虫の走尿性を利用した膵癌に対する新たな検査装置の開発
（名古屋大学消化器内科学）石川 卓哉

（名古屋大学光学医療診療部）廣岡 芳樹
（名古屋大学消化器内科学）後藤 秀実

PD11-10 人工知能を用いた IPMN 術前良悪性スクリーニング
（愛知県がんセンター中央病院消化器内科部）桑原 崇通，原 和生

（愛知県がんセンター中央病院内視鏡部）丹羽 康正

パネルディスカッション 12：肝門部領域胆管癌の術前診療
4月 20 日（金）8：30～11：00

第 9会場（京王プラザホテル 43F スターライト）
司会：窪田 敬一（獨協医科大学第二外科）

笹平 直樹（がん研究会有明病院肝胆膵内科）

PD12-1 未処置乳頭肝門部領域胆管狭窄症例に対する経乳頭的胆管生検と ENBD の現状
（名古屋大学消化器内科学）川嶋 啓揮

（名古屋大学光学医療診療部）廣岡 芳樹
（名古屋大学消化器内科学）後藤 秀実

PD12-2 肝門部領域胆管癌にマッピングバイオプシーがもたらすもの
（東北大学消化器外科学）中川 圭
（東北大学消化器内科学）菅野 敦
（東北大学消化器外科学）海野 倫明

PD12-3 肝門部領域胆管癌術前マッピング生検における新型経口胆道鏡（SpyGlass DS）の有用
性

（仙台市医療センター仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）
小川 貴央，伊藤 啓，越田 真介

PD12-4 肝門部領域を含む胆管狭窄病変に対するプローブ型共焦点レーザー内視鏡検査の有用性
（愛知県がんセンター中央病院消化器内科部）小畑 雅寛，桑原 崇道，原 和生

PD12-5 肝門部領域胆管癌の術前処置とその切除成績
（獨協医科大学第二外科）青木 琢，松本 尊嗣，窪田 敬一

PD12-6 肝門部領域胆管癌術前胆道ドレナージの多施設共同後ろ向き研究：A subgroup
analysis of EPOD�hilar study

（東京大学消化器内科）中井 陽介
（がん研有明病院消化器内科）松山 眞人

（順天堂大学消化器内科）伊佐山浩通
PD12-7 肝門部領域胆管癌に対する術前内視鏡的胆道ドレナージにおける inside stent の有用性

（がん研究会有明病院消化器内科）秋山 大
（がん研究会有明病院消化器外科）高橋 祐
（がん研究会有明病院消化器内科）笹平 直樹



PD12-8 肝門部胆管癌に対する術前胆汁返還の検討
（神戸大学肝胆膵外科）上野 公彦，味木 徹夫，福本 巧

PD12-9 肝門部胆管癌に対する画像解析ソフトを用いた術前手術シミュレーション
（藤田保健衛生大学総合消化器外科）棚橋 義直，杉岡 篤，加藤悠太郎

パネルディスカッション 13：慢性膵炎診療の現状と課題
4月 19 日（木）8：30～11：00

第 6会場（京王プラザホテル 3F グレース）
司会：五十嵐良典（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）

正宗 淳（東北大学消化器病態学）

PD13-1 早期慢性膵炎に対する早期介入の有用性ついての検討
（名古屋大学消化器内科学）石川 卓哉

（名古屋大学光学医療診療部）廣岡 芳樹
（名古屋大学消化器内科学）後藤 秀実

PD13-2 早期慢性膵炎及び慢性膵炎疑診例に対する治療戦略～cross over 試験の試み～
（日本医科大学消化器内科学）山脇 博士
（日本医科大学武蔵小杉病院）二神 生爾
（日本医科大学消化器内科学）岩切 勝彦

PD13-3 膵癌の発症からみた慢性膵炎と早期慢性膵炎の差異
（福島県立医科大学会津医療センター）佐藤 愛，入澤 篤志，澁川 悟朗

PD13-4 当科における膵石症治療の現状と課題
（東北大学消化器病態学）菊田 和宏，正宗 淳，下瀬川 徹

PD13-5 主膵管狭窄を有する慢性膵炎に対する経乳頭的内視鏡処置および ESWL の治療成績
（手稲渓仁会病院消化器病センター）宇都宮 蘭，林 毅，潟沼 朗生

PD13-6 慢性膵炎に伴う膵石合併主膵管狭窄に対する膵管ステント留置術の臨床的有用性の検討
（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）伊藤 謙，岡野 直樹，五十嵐良典

PD13-7 膵石症に対する内科的治療と膵機能の評価
（広島大学消化器・代謝内科）関藤 剛，芹川 正浩，茶山 一彰

PD13-8 膵石除去用バスケットを用いた内視鏡的膵石治療の成績
（東京大学消化器内科）齋藤 友隆，中井 陽介，小池 和彦

PD13-9 良性膵管狭窄における EUS ガイド下膵管ドレナージの有用性
（仙台市医療センター仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）

酒井 利隆，越田 真介，伊藤 啓
PD13-10 主膵管内結石に対するデジタル経口膵管内視鏡を用いた EHL の成績

（大阪医科大学第二内科）宮野 亮，小倉 健，樋口 和秀
PD13-11 当科における慢性膵炎手術の検討

（東北大学消化器外科学）佐藤 英昭，石田 晶玄，海野 倫明
PD13-12 慢性膵炎に対する外科治療の検討

（名古屋市立大学消化器外科）社本 智也，松尾 洋一，瀧口 修司




