
≪ワークショップの部≫

ワークショップ 1：バレット腺癌の基礎と臨床
4月 21 日（土）8：30～11：00

第 7会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
司会：瀬戸 泰之（東京大学消化管外科学）

飯島 克則（秋田大学消化器・神経内科）

WS1-1 Barrett 食道形成における SOX2 及び ΔNp63 の発現抑制と Squamous cytokeratin の役
割に関する検討

（島根大学第二内科）玉川 祐司，石村 典久，木下 芳一
WS1-2 バレット食道から発癌過程での微小環境の変化と GSK3β 阻害による抑制

（金沢大学消化器・腫瘍・再生外科）宮下 知治
（金沢大学がん進展制御研究所腫瘍制御研究分野）源 利成

（金沢大学消化器・腫瘍・再生外科）太田 哲生
WS1-3 十二指腸液の食道への逆流による食道発癌の機序

（近畿大学外科）橋本 直樹
WS1-4 バレット食道新規発症の頻度とリスク因子の検討―多施設前向き研究による経年変化―

（神戸大学消化器内科）阪口 博哉，増田 充弘，梅垣 英次
WS1-5 当院における Barrett 食道癌の臨床病理学的検討

（富山県立中央病院内科（消化器））水上 敦喜，松田 充，酒井 明人
WS1-6 食道内 pH インピーダンスモニタリング検査を用いた Barrett 食道腺癌の病態の検討

（東北大学消化器病態学分野）阿部 泰明，小池 智幸，齊藤 真弘
WS1-7 当院で診断したバレット食道及びバレット食道癌の臨床病理学的検討

（名古屋大学消化器内科学）細野 功，宮原 良二，後藤 秀実
WS1-8 表在型バレット食道腺癌：LSBE と SSBE 由来における進展様式の差異

（がん研究会有明病院消化器内科）山崎 明，藤崎 順子
WS1-9 バレット腺癌に対する内視鏡的切除の有用性の検討

（東京大学消化器内科）三浦 裕子，坂口 賀基，小池 和彦
WS1-10 バレット食道腺癌の生物学的態度―本邦報告 1702 例の深達度別組織型・リンパ節転移

の検討―
（東海大学大磯病院外科）西 隆之

（東海大学消化器外科）小澤 壯治
（東海大学）幕内 博康



ワークショップ 2：消化管機能検査 最新技術とその応用
4月 21 日（土）13：30～16：00

第 7会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
司会：屋嘉比康治（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）

岩切 勝彦（日本医科大学消化器内科学）

WS2-1 TDI（Tissue Doppler Imaging）を用いた新たな頚部食道運動機能評価
（川崎医科大学消化管内科学）中藤 流以

（川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波））眞部 紀明
（川崎医科大学総合内科学 2）春間 賢

WS2-2 High�resolution manometry により診断された“Esophageal Rosette”を認めないアカ
ラシア症例の内視鏡所見

（日本医科大学消化器・肝臓内科）星野慎太朗，川見 典之，岩切 勝彦
WS2-3 食道アカラシアにおける EUS を用いた筋層肥厚の検討

（神戸大学消化器内科）田中 心和，渡邊 大輔
（神戸大学光学医療診療部）豊永 高史

WS2-4 Spastic esophageal disorders に対する per�oral endoscopic myotomy の治療成績
（新潟大学消化器内科学分野）高橋 一也

（新潟大学消化器内科学分野/済生会新潟第二病院消化器内科）佐藤 裕樹
（新潟大学消化器内科学分野）寺井 崇二

WS2-5 成人好酸球性食道炎に対する内視鏡下食道アドミタンス測定の有用性
（千葉大学消化器内科/千葉大学腫瘍内科）明杖 直樹，新井 誠人

（千葉大学消化器内科）加藤 直也
WS2-6 全身性強皮症患者における食道運動障害と皮膚症状との関連性

（群馬大学消化器・肝臓内科/群馬大学臨床試験部）栗林 志行
（群馬大学消化器・肝臓内科）保坂 浩子，草野 元康

WS2-7 流動食負荷試験による機能性ディスペプシア患者と健常人の胃機能評価
（慶應義塾大学内科学（消化器））亀山 尚子，正岡 建洋，金井 隆典

WS2-8 機能性ディスペプシアと胃切除後症候群の病態と症状出現メカニズムの評価における
13C 呼気試験法胃排出能検査と飲水ドリンクテストの有用性

（東京慈恵会医科大学第三病院臨床検査医学）中田 浩二
（東京慈恵会医科大学外科）三森 教雄，矢永 勝彦

WS2-9 早期慢性膵炎と膵酵素異常を伴う FD 患者群の鑑別診断における早期胃排出能の有用性
の検討

（日本医科大学武蔵小杉病院・消化器内科）阿川 周平，二神 生爾
（日本医科大学）山脇 博士

WS2-10 健診時の腸蠕動音解析による過敏性腸症候群の診断
（徳島大学消化器内科学）末内 辰尚

（徳島大学地域総合医療学）岡久 稔也
（徳島大学消化器内科学）高山 哲治



WS2-11 慢性偽性腸閉塞症に対するシネ MRI の有用性：長期経過後の診断の確実性の検証
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）大久保秀則，冬木 晶子，中島 淳

WS2-12 消化管運動機能検査としての小腸カプセル内視鏡の有用性の検討
（新潟大学消化器内科学）冨永顕太郎，横山 純二，寺井 崇二

WS2-13 リナクロチドの腸管輸送能，腸管分泌及び内臓痛覚へ与える影響についての検討―大腸
カプセル内視鏡を用いて―

（愛晋会中江病院内視鏡治療センター）中路幸之助，中江 遵義，熊本 光孝
WS2-14 ヒルシュスプルング病類縁疾患診断における Over�The�Scope Clip（OTSC）system

を用いた内視鏡的腸管全層生検法の開発
（香川大学消化器・神経内科）小原 英幹，森 宏仁，正木 勉

ワークショップ 3：マイクロバイオームと消化器疾患
4月 20 日（金）14：30～17：00

第 1会場（京王プラザホテル 5F コンコードA＋B）
司会：安藤 朗（滋賀医科大学消化器内科）

金井 隆典（慶應義塾大学内科学（消化器））

WS3-1 腸管粘膜関連微生物叢・代謝物の解析手法の確立と潰瘍性大腸炎患者細菌叢の特徴
（京都府立医科大学消化器内科学）内藤 裕二，高木 智久，柏木 里織

WS3-2 ランソプラゾール投与時における腸内細菌叢変化に CYP2C19 遺伝子多型が及ぼす影響
（滋賀医科大学消化器内科）大塚 武人

（滋賀医科大学光学医療診療部）杉本 光繁
（滋賀医科大学消化器内科）今枝 広丞

WS3-3 母子分離ラットモデルにおける腸内細菌叢と消化管機能に関する検討
（兵庫医科大学内科学・消化管科）福井 広一，大島 忠之，三輪 洋人

WS3-4 炎症性腸疾患患者腸内細菌叢に存在する腸炎原因菌の同定
（金沢大学消化器内科）清島 淳，飯田 宗穂，金子 周一

WS3-5 潰瘍性大腸炎に対する抗菌剤併用便移植療法の有効性と細菌学的検討
（順天堂大学消化器内科）石川 大，澁谷 智義

（順天堂大学浦安病院消化器内科）長田 太郎
WS3-6 糞便移植の有効性と腸内細菌叢変化との関連

（藤田保健衛生大学消化管内科）尾崎 隼人，城代 康貴，大宮 直木
WS3-7 大腸発癌における Fusobacterium 解析と serrated pathway との関連

（札幌医科大学消化器内科学講座）能正 勝彦，菅野 伸一，仲瀬 裕志
WS3-8 腸内細菌を指標とした大腸癌診断キットの開発研究

（京都大学消化管外科）奥村慎太郎
（がん研究会有明病院大腸外科）長山 聡

（京都大学消化管外科）坂井 義治



WS3-9 非アルコール性脂肪肝炎とその関連病態に対する Faecalibacterium prausnitzii の効果
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学/横浜市立大学緩和医療部）結束 貴臣

（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）今城 健人，中島 淳
WS3-10 肝硬変におけるリファキシミンの効果と腸内細菌叢への影響

（奈良県立医科大学内科学第三講座）鍛治 孝祐，高谷 広章，吉治 仁志
WS3-11 C 型肝炎による肝発癌に関連する腸内細菌叢の検討

（名古屋大学消化器内科学）本多 隆
（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
WS3-12 ヒトフローラ化マウスを用いた原発性硬化性胆管炎病態に寄与する腸内細菌と肝臓内免

疫応答の相互作用の解明
（慶應義塾大学消化器内科）中本 伸宏，谷木 信仁，金井 隆典

ワークショップ 4：原因不明消化管出血の治療戦略と予後
4月 20 日（金）14：30～17：00

第 7会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
司会：山本 博徳（自治医科大学消化器内科）

平田 喜裕（東京大学消化器内科）

WS4-1 原因不明の消化管出血で発症した小腸潰瘍症の病因検索と長期再出血
（東京大学消化器内科）青木 智則，山田 篤生，小池 和彦

WS4-2 動脈硬化症は小腸血管性病変のリスク因子となり得るか？
（広島市立安佐市民病院消化器内科）青山 大輝
（広島市立安佐市民病院内視鏡内科）福本 晃
（広島市立安佐市民病院消化器内科）永田 信二

WS4-3 経皮的冠動脈形成術後患者における小腸粘膜傷害の危険因子に関する検討～小腸カプセ
ル内視鏡を用いた前向き横断的研究～

（香芝生喜病院消化器内科）原 あずさ
（大阪医科大学第二内科）太田 和寛，樋口 和秀

WS4-4 NSAIDs 起因性小腸出血に対するミソプロストールの有用性
（川崎医科大学食道・胃腸内科）半田有紀子

（川崎医科大学総合診療科）本多 啓介
（川崎医科大学食道・胃腸内科）塩谷 昭子

WS4-5 カプセル内視鏡検査を施行した原因不明消化管出血患者の長期予後；単施設後ろ向き研
究

（大阪市立大学消化器内科学）島田 直，渡辺 俊雄，藤原 靖弘
WS4-6 初回カプセル内視鏡検査で出血源が不明であった OGIB 患者における再出血関連因子の

検討
（九州大学病態機能内科学）原田 英，岡本 康治，江崎 幹宏



WS4-7 長期観察からみた原因不明消化管出血（OGIB）症例の予後
（千葉大学腫瘍内科/千葉大学消化器内科）新井 誠人

（千葉大学腫瘍内科）瀧口 裕一
（千葉大学消化器内科）加藤 直也

WS4-8 当院における慢性肝疾患を背景とした原因不明消化管出血の特徴と予後
（金沢大学消化器内科）朝日向良朗，北村 和哉，金子 周一

WS4-9 原因不明の消化管出血患者（OGIB）の再出血予測スコアリングモデル：Tokyo OGIB
Score

（日本赤十字社医療センター消化器内科）鈴木 裕史
（東京大学消化器内科）新倉 量太

（日本赤十字社医療センター消化器内科）山本 信三
WS4-10 原因不明消化管出血（OGIB）における小腸カプセル内視鏡（CE）陰性例の長期予後

とダブルバルーン内視鏡（DBE）の有効性：予測スコアを用いた診断戦略
（名古屋大学消化器内科学）内田 元太，中村 正直，後藤 秀実

WS4-11 小腸出血における基礎疾患指数と年齢による病変予測と予後
（藤田保健衛生大学消化管内科学）大宮 直木，長坂 光夫，中川 義仁

WS4-12 ダブルバルーン内視鏡のスコープ先端バルーンを用いた Gel immersion endoscopy 効果
倍増の工夫

（自治医科大学消化器内科）矢野 智則，坂本 博次，小林 泰俊

ワークショップ 5：大腸癌低侵襲治療の新展開
4月 19 日（木）8：30～11：00

第 2会場（京王プラザホテル 5F コンコードC）
司会：正木 忠彦（杏林大学消化器・一般外科）

矢作 直久（慶應義塾大学腫瘍センター）

WS5-1 大腸 ESD の難易度に関するスコアリングの構築
（自治医科大学さいたま医療センター消化器内科）

松本 吏弘，眞嶋 浩聡，宮谷 博幸
WS5-2 大腸 ESD における Dexmedetomidine（DEX）意識下鎮静の有用性

（広島市立広島市民病院内科）衣笠 秀明，東 玲治，中川 昌浩
WS5-3 大腸 ESD においてゴムクリップ牽引法は効率的な粘膜下層剥離に貢献する

（日本赤十字社和歌山医療センター・消化器内科）
赤松 拓司，中谷 泰樹，山下 幸孝

WS5-4 大腸腫瘍に対する underwater ESD の有用性
（湘南藤沢徳洲会病院肝胆膵消化器病センター）永田 充

WS5-5 大腸 ESD における日帰り手術の検討
（昭和大学横浜市北部病院・消化器センター）林 武雅，工藤 進英，宮地 英行



WS5-6 患者の全身状態からみた pT1b 大腸癌の内視鏡単独治療の適応検討
（がん・感染症センター都立駒込病院消化器内科）小泉 理美，小泉 浩一

（がん・感染症センター都立駒込病院内視鏡科）田畑 拓久
WS5-7 大腸 SM 癌への内視鏡治療適応基準拡大の妥当性に関して

（東京大学消化器内科）大木 大輔
（東京大学光学医療診療部）藤城 光弘

（東京大学消化器内科）小池 和彦
WS5-8 局所遺残再発/内視鏡的切除中断大腸腫瘍に対する ESD の有用性―多施設前向き共同研

究―
（広島消化管内視鏡リサーチグループ）田中 秀典，田中 信治，茶山 一彰

WS5-9 大腸術後吻合部病変に対する ESD の可能性
（慶應義塾大学腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門）

前畑 忠輝，加藤 元彦，矢作 直久
WS5-10 安全確実に行う単孔式大腸癌手術

（公立学校共済組合東海中央病院外科）日比 健志，小川貴美雄，堀田 佳宏
WS5-11 直腸癌に対する腹腔鏡下手術とロボット支援下手術

（東京大学腫瘍外科）川合 一茂，渡邉 聡明

ワークショップ 6：大腸癌撲滅を目指した大腸癌スクリーニングの現状と今後の展望
4月 19 日（木）14：10～16：40

第 6会場（京王プラザホテル 3F グレース）
司会：一瀬 雅夫（帝京大学）

松田 尚久（国立がん研究センター中央病院内視鏡科）

WS6-1
［基調講演］

対策型大腸がん検診の現状と問題点
（福井県健康管理協会県民健康センター）松田 一夫

WS6-2 繰り返し便潜血検査陽性者における，精検大腸内視鏡受診状況の経年的検討
（東京薬業健康保険組合健康開発センター）山地 裕

WS6-3 入院患者に対する免疫学的便潜血反応による大腸癌スクリーニングの試み
（京都岡本記念病院消化器内科）川勝 雪乃，人見 美鈴，河端 秀明

WS6-4 大腸内視鏡施行歴がある便潜血陽性者の大腸癌リスクについて
（京都第二赤十字病院消化器内科）河村 卓二，上田 悠揮，宇野 耕治

WS6-5 大腸癌検診の現状を踏まえた内視鏡併用検診の提案
（昭和大学江東豊洲病院消化器センター）上野 明子，浦上 尚之，井上 晴洋

WS6-6 大腸癌死ゼロを目指した生涯全大腸内視鏡検査実施計画
（松島クリニック）鈴木 康元



WS6-7 はじめて内視鏡検査を受けた患者に発生する大腸腫瘍の検討
（青森労災病院消化器内科内視鏡科）木村 聖路

（弘前市立病院臨床検査科）田中 正則
（弘前大学消化器血液内科）福田 眞作

WS6-8 大腸 EMR 後再発率の検討
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）有本 純，日暮 琢磨，中島 淳

WS6-9 大腸がん検診における内視鏡の有効活用に向けて～費用対効果と受診者リスク層別化の
観点から
（国立がん研究センター中央病院検診センター）関口 正宇，角川 康夫，松田 尚久

WS6-10 大腸カプセル内視鏡における FICE（Flexible Spectral Imaging Color Enhancement）機
能を用いた大腸腫瘍・ポリープ病変検出感度の前向き比較研究

（藤田保健衛生大学消化管内科学）大森 崇史，城代 康貴，大宮 直木
WS6-11 大腸がん検診精密検査における大腸 CT 検査の役割：real world における診断精度と安

全性の検討
（福島県立医科大学会津医療センター小腸大腸肛門科）

歌野 健一，愛澤 正人，冨樫 一智
WS6-12 多施設共同臨床試験 JANCT と実態全国調査 GAIA�3 の結果からみた大腸癌検診の現

状と展望
（国立がん研究センター社会と健康研究センター検診開発研究部）永田 浩一

ワークショップ 7：B型肝炎ウイルスに対する新規治療法開発の展望
4月 21 日（土）8：30～11：00

第 4会場（京王プラザホテル 4F 錦）
司会：加藤 直也（千葉大学消化器内科）

田中 靖人（名古屋市立大学病態医科学）

WS7-1 逆転写酵素（RT）を標的とした HIV と HBV 感染症に対する治療薬開発
（NCGM 国立国際医療研究センター研究所）満屋 裕明

WS7-2 cccDNA 制御作用を有する低分子化合物 CDM/iCAM の開発に向けた基礎研究
（理研 CLST）小嶋 聡一，古谷 裕

（京都大学薬学部）掛合 秀昭
WS7-3 B 型慢性肝炎症例における HBs 抗原陰性化を目指したインターフェロンと核酸アナロ

グ製剤の投与法
（虎の門病院肝臓センター）鈴木 文孝，保坂 哲也，熊田 博光

WS7-4 NA 長期投与 B 型慢性肝炎における Sequential 療法後の長期経過からみた PegIFN の
有用性の検討

（川崎医科大学総合内科学 2）川中 美和，西野 謙，河本 博文
WS7-5 TDF+Peg�IFN 併用療法と TDF 単独療法における HBsAg 量低下効果の比較

（信州大学消化器内科）松本 晶博，城下 智，田中 榮司



WS7-6 Silibinin による B 型肝炎ウイルス感染阻害の検討
（東北大学消化器内科）梅津 輝行，井上 淳，下瀬川 徹

WS7-7 HBV cccDNA に作用する転写因子を標的とした抗 HBV 効果
（金沢大学消化器内科）川口 和紀，本多 政夫，金子 周一

WS7-8 HBV DNA 及び HBsAg 低下作用を有する新規抗 HBV 化合物の創出
（富士フイルム株式会社）嶋根 和毅，福田 淑子

（名古屋市立大学病態医科学）田中 靖人
WS7-9 HBx の機能阻害に基づく抗 HBV 薬の探索

（東京大学医科学研究所先端ゲノム医学分野）室山 良介，平田 喜裕
（千葉大学消化器内科）加藤 直也

WS7-10 ATP 依存性 RNA ヘリカーゼ DDX1 の HBV 複製における役割の検討
（東京大学消化器内科）田中 康雄，立石 敬介，小池 和彦

WS7-11 糖鎖を標的にした新しい HBV 治療開発のための基礎的検討
（大阪大学機能診断科学）鎌田 佳宏
（大阪大学消化器内科学）竹原 徹郎
（大阪大学機能診断科学）三善 英知

ワークショップ 8：肝癌局所治療における外科内科の住み分け
4月 20 日（金）8：30～11：00

第 2会場（京王プラザホテル 5F コンコードC）
司会：椎名秀一朗（順天堂大学消化器画像診断・治療学）

長谷川 潔（東京大学肝胆膵外科）

WS8-1 市中病院における 3cm 3 個以内 HCC 連続 283 例に対する局所治療の成績
（大森赤十字病院消化器内科）後藤 亨，新倉 利啓，井田 智則

WS8-2 非単発・3cm 3 個以内肝細胞癌に対するラジオ波治療～肝癌診療ガイドラインの検証～
（武蔵野赤十字病院消化器科）土谷 薫，黒崎 雅之，泉 並木

WS8-3 C 型肝癌根治治療後の DAAs 治療の有無による肝予備能の推移と再発治療に関する検
討

（金沢大学消化器内科）高田 昇，山下 竜也，金子 周一
WS8-4 肝細胞癌切除後の再発に対するラジオ波焼灼術

（東京大学消化器内科）内野 康志，建石 良介，小池 和彦
WS8-5 初発肝細胞癌に対する初回治療選択は予後に影響を及ぼすか？～RFA と肝切除～

（大分大学消化器内科）遠藤 美月，清家 正隆，村上 和成
WS8-6 当院での肝細胞癌治療における肝切除・ラジオ波焼灼療法の成績

（札幌厚生病院消化器内科（肝臓内科））荒川 智宏，大村 卓味，狩野 吉康
WS8-7 演題取り下げ
WS8-8 生物学的悪性度予測に基づく術後同亜区域再発低減を目指した肝癌治療の個別化―肝切

除症，RFA 症例の比較検討―
（虎の門病院肝臓センター）川村 祐介，小林 正宏，池田 健次



WS8-9 小型初発肝細胞癌に対する治療選択
（国立病院機構京都医療センター消化器内科）中野 重治，勝島 慎二，米田 俊貴

WS8-10 進行肝細胞癌に対する肝切除の成績
（東京大学肝胆膵・人工臓器移植外科）國土 貴嗣，阿部 学，長谷川 潔

WS8-11 肝癌に対する定位放射線療法の肝予備能に与える影響の検討
（長崎大学消化器内科）山道 忍，田浦 直太，中尾 一彦

ワークショップ 9：自己免疫性肝疾患の最新知見
4月 20 日（金）8：30～11：00

第 8会場（京王プラザホテル 42F 富士）
司会：大平 弘正（福島県立医科大学消化器内科）

田中 篤（帝京大学内科）

WS9-1 自己免疫性急性肝不全の実態
（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

WS9-2 自己免疫性肝疾患の治療方針決定における経時的肝生検の有用性
（新潟大学消化器内科学分野）上村 博輝，山際 訓，寺井 崇二

WS9-3 自己免疫性肝炎（AIH）組織内免疫環境は，血清 immunoglobulin G 値と関連するか?
非定型 AIH の病態に関する考察

（国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター）
小森 敦正，阿比留正剛，八橋 弘

WS9-4 亜鉛による自己免疫性肝炎の線維化進展度予測と肝線維化治療の可能性
（奈良県立医科大学内科学第三講座）守屋 圭，浪崎 正，吉治 仁志

WS9-5 非アルコール性脂肪性肝疾患を合併する自己免疫性肝炎の特徴
（福島県立医科大学消化器内科）高橋 敦史

（久留米大学内科学講座消化器内科部門）有永 照子
（福島県立医科大学消化器内科）大平 弘正

WS9-6 原発性胆汁性胆管炎患者の自覚症状と生活の質の解析
（帝京大学内科）八木みなみ，田中 篤，滝川 一

WS9-7 原発性胆汁性胆管炎における門脈圧亢進とアミノ酸代謝異常：組織所見を含めての検討
（兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科）榎本 平之，坂井 良行，西口 修平

WS9-8 原発性胆汁性胆管炎の病型別にみた組織学的因子との関連
（金沢大学消化器内科）岡藤 啓史，水腰英四郎，金子 周一

WS9-9 CD4 陽性 T 細胞を標的とした Ras 阻害剤による原発性胆汁性胆管炎の新規治療法開発
（東京大学医科学研究所先端ゲノム医学分野/東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科）

中川 良
（医療法人財団順和会山王メディカルセンター）銭谷 幹男
（東京大学医科学研究所先端ゲノム医学分野/

千葉大学大学院医学研究院・消化器内科学）加藤 直也



WS9-10 本邦における原発性硬化性胆管炎及び潰瘍性大腸炎合併症例の臨床的特徴
（千葉大学消化器内科）熊谷純一郎，露口 利夫，加藤 直也

WS9-11 IgA・IgE の上昇は原発性硬化性胆管炎の予後不良因子である
（東京大学消化器内科/JCHO 東京高輪病院）渡邉 健雄

（東京大学消化器内科）中井 陽介，小池 和彦

ワークショップ 10：肝がんの分子機構の解明に基づく新規治療法の開発
4月 21 日（土）8：30～11：00

第 8会場（京王プラザホテル 42F 富士）
司会：田中 真二（東京医科歯科大学分子腫瘍医学）

大塚 基之（東京大学消化器内科）

WS10-1 胆管癌において BEX2 はミトコンドリア機能を制御することで静止期癌幹細胞に誘導
する

（宮城県立がんセンター研究所がん幹細胞研究部）玉井 恵一
（宮城県立がんセンター研究所発がん制御研究部）中村 真央

（宮城県立がんセンター研究所がん幹細胞研究部/東北医科薬科大学内科学第二）
佐藤 賢一

WS10-2 肝発癌抑制機構としての mitophagy 誘導
（川崎医科大学肝胆膵内科学）原 裕一，仁科 惣治，日野 啓輔

WS10-3 肝癌におけるポリコーム群遺伝子 EZH1 および EZH2 の役割
（千葉大学消化器内科）日下部裕子，千葉 哲博，加藤 直也

WS10-4 トランスポゾンスクリーニングを用いた NASH 由来肝癌ドライバー遺伝子の網羅的探
索

（大阪大学消化器内科学）小玉 尚宏，巽 智秀，竹原 徹郎
WS10-5 代謝関連肝癌の新規バイオマーカーおよび治療標的の同定

（東京医科歯科大学分子腫瘍医学分野/東京医科歯科大学肝胆膵外科）赤星 径一
（東京医科歯科大学肝胆膵外科）田邉 稔

（東京医科歯科大学分子腫瘍医学分野/東京医科歯科大学肝胆膵外科）田中 真二
WS10-6 背景肝に発現する M�CSF の肝細胞癌発症おける関与の解明と，肝細胞癌の新規分子標

的治療への応用
（山梨大学第一外科）河野 寛，赤澤 祥弘，市川 大輔

WS10-7 肝細胞癌に対する腫瘍免疫と微小環境をターゲットとした新規治療法の探求
（九州大学消化器・総合外科）伊藤 心二，吉住 朋晴，前原 喜彦

WS10-8 Dickkopf�1 を分子標的とした肝癌の新規治療法の検討
（金沢大学システム生物学）須田 烈史，山下 太郎，金子 周一

WS10-9 原発性及び転移性肝癌をターゲットとした新規遺伝子治療
（岡山大学消化器・肝臓内科学）大山 淳史，白羽 英則，岡田 裕之

WS10-10 糖代謝阻害薬 2�deoxy�D�glucose 封入 PLGA ナノ粒子を用いた肝細胞癌治療開発
（川崎医科大学肝胆膵内科学）佐々木 恭，仁科 惣治，日野 啓輔



ワークショップ 11：急性膵炎診療Up�to�date
4 月 19 日（木）14：10～16：40

第 7会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
司会：安田 一朗（帝京大学溝口病院消化器内科）

平野 賢二（東京高輪病院内科（消化器・肝臓））

WS11-1 ERCP 後膵炎診断における無症候性高アミラーゼ血症の位置づけ
（広島大学消化器・代謝内科）平野 哲朗，芹川 正浩，茶山 一彰

WS11-2 急性膵炎の予後予測マーカーとしての動脈血中 Lactate の有用性
（山梨大学第一内科）廣瀬 純穂，深澤 光晴，榎本 信幸

WS11-3 診断時非重症急性膵炎の重症化予測における早期の Fluid Sequestration（FS）の有用
性についての検討

（東京大学消化器内科）武田 剛志，中井 陽介，小池 和彦
WS11-4 急性膵炎予後因子スコア簡略化の試み

（東北大学消化器内科）濱田 晋，正宗 淳，下瀬川 徹
WS11-5 等浸透圧性造影剤は ERCP 後膵炎発症率を予防できるか？

（大阪医科大学第二内科）西岡 伸，小倉 健，樋口 和秀
WS11-6 ERCP 後膵炎予防における 25mg ジクロフェナク坐薬の有用性

（高山赤十字病院消化器内科）奥野 充，高田 淳，白子 順子
WS11-7 ERCP 前 AMY 値からみた 2 時間後 AMY 値で予期する PEP 発症の前向き検討

（京都桂病院消化器センター消化器内科）楠本 聖典，中井 喜貴，糸川 芳雄
WS11-8 ERCP 後膵炎における血清アミラーゼ値のカットオフ値設定に関する検討―多施設共同

前向き観察研究（SOSUI Study）―
（滋賀医科大学消化器内科）稲富 理，馬場 重樹，安藤 朗

WS11-9 胆石性膵炎に対する緊急 ERCP の位置付けと待機的 EUS の有用性
（仙台市医療センター仙台オープン病院/横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室）

長谷川 翔
（仙台市医療センター仙台オープン病院）越田 真介，伊藤 啓

WS11-10 Dual Energy CT を用いたヨードマップによる急性膵炎の walled�off necrosis 予測
（昭和大学消化器内科）山宮 知，北村 勝哉，吉田 仁

WS11-11 重症膵炎後の感染性 Walled�off necrosis の予測因子
（和歌山県立医科大学内科学第二講座）瀧 真也，糸永 昌弘，北野 雅之

WS11-12 重症急性膵炎における walled�off necrosis 合併のリスク因子に関する多施設共同後方視
的研究

（新潟大学消化器内科学）五十嵐 聡，林 和直，寺井 崇二



ワークショップ 12：IPMNの新展開
4月 20 日（金）8：30～11：00

第 3会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
司会：古川 徹（東北大学病理形態学分野）

入澤 篤志（獨協医科大学消化器内科学）

WS12-1 改訂 Fukuoka ガイドラインによる悪性 IPMN 診断能の検討
（名古屋大学消化器内科学）大野栄三郎

（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

WS12-2 分枝型 IPMN の壁在結節評価における EUS と造影 CT の位置付け
（手稲渓仁会病院消化器病センター）瀧川有記子，金 俊文，潟沼 朗生

WS12-3 嚢胞液解析を用いた膵嚢胞診断の現状とニューラルネットワークを用いた診断能向上の
試み

（愛知県がんセンター中央病院消化器内科部）栗田 裕介，桑原 崇通，原 和生
WS12-4 膵 IPMN における浸潤癌予測因子の同定：壁在結節径と膵液 CEA 値測定の有用性につ

いて
（和歌山県立医科大学第二外科）廣野 誠子
（京都府立医科大学人体病理学）柳澤 昭夫
（和歌山県立医科大学第二外科）山上 裕機

WS12-5 血液中の血球細胞と蛋白成分から得た炎症性マーカーは膵管内乳頭粘液性腺癌（IPMC）
の予測診断に有用か？

（東北大学消化器外科学）畠 達夫，水間 正道，海野 倫明
WS12-6 組織亜型は Worrisome features における良悪性診断に有用か？

（千葉県がんセンター消化器内科）喜多絵美里
（千葉県がんセンター肝胆膵外科）高山 亘
（千葉県がんセンター消化器内科）山口 武人

WS12-7 IPMN 悪性度診断に関する免疫学的パラメーターと IL�10 発現に関する研究
（徳島大学外科）池本 哲也，島田 光生，高須 千絵

WS12-8 MRCP と EUS による IPMN の経過観察
（JA 尾道総合病院消化器内科）南 智之，花田 敬士，清水 晃典

WS12-9 多発 IPMN と併存膵癌の関連性―IPMN 併存膵癌ハイリスク症例の絞り込み戦略―
（神戸大学消化器内科）池川 卓哉，増田 充弘，塩見 英之

WS12-10 膵 IPMN 併存膵癌の早期発見を目的とした，EUS と MRCP による経過観察法の有用性
と問題点

（福山市民病院内科）関 博之，植木 亨，野間 康宏
WS12-11 膵 IPMN 切除後の経過観察における新展開―IPMN 切除後の膵癌発症切除例の検討―

（東京歯科大学市川総合病院外科）瀧川 穣
（慶應義塾大学一般・消化器外科）北郷 実
（東京歯科大学市川総合病院外科）松井 淳一



WS12-12 IPMN に対する長期観察の妥当性
（東京大学消化器内科）大山 博生，多田 稔，小池 和彦

ワークショップ 13：治療困難胆管結石に対する内視鏡治療の工夫
4月 19 日（木）8：30～11：00

第 7会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
司会：糸井 隆夫（東京医科大学消化器内科）

中井 陽介（東京大学消化器内科）

WS13-1 Difficult stone に対するデジタル胆道内視鏡下 EHL
（大阪医科大学第二内科）小倉 健，山田 忠浩，樋口 和秀

WS13-2 困難結石に対する per�oral digital cholangioscope を用いた治療
（東京医科大学消化器内科学分野）殿塚 亮祐，田中 麗奈，糸井 隆夫

WS13-3 治療困難胆管結石に対する経口胆道鏡下砕石術の検討～新型経口胆道鏡（SpyGlass DS）
と従来型経口胆道鏡（CHF�B260）の比較～

（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）
村林 桃士，小川 貴央，伊藤 啓

WS13-4 術後再建腸管を有する胆管結石症例に対するバルーン内視鏡の有用性における検討
（関西医科大学消化器肝臓内科）光山 俊行，島谷 昌明，岡崎 和一

WS13-5 大結石を有する術後消化管症例に対する，バルーン内視鏡下結石除去術
（横浜市立大学市民総合医療センター消化器病センター）三輪 治生，杉森 一哉

（横浜市立大学消化器内科学）前田 愼
WS13-6 Roux�en�Y 再建術後総胆管結石に対する内視鏡治療戦略 DBE�ERCP ＆ EUS�AG

（東京大学消化器内科）佐藤 達也，木暮 宏史，小池 和彦
WS13-7

［追加］
高度な胆管空腸吻合部狭窄に伴う胆管結石症に対して内視鏡的ラージバルーン拡張を併
用した採石術の検討

（富山県立中央病院内科）木田 明彦，松田耕一郎，酒井 明人
WS13-8 困難結石に対する ESWL 併用内視鏡治療の有用性

（手稲渓仁会病院消化器病センター）小林 陽介，矢根 圭，潟沼 朗生
WS13-9 総胆管結石・肝内結石症に対する経皮的経肝的胆道鏡下截石術の有用性

（福岡大学筑紫病院消化器内科）伊原 諒，植木 敏晴
（福岡大学筑紫病院内視鏡部）八尾 建史

WS13-10 当科における肝内結石の治療成績
（広島大学消化器・代謝内科）森 豪，芹川 正浩，茶山 一彰

WS13-11 当院における超高齢者の総胆管結石治療の検討
（川崎医科大学総合内科学 2（消化器））浦田 矩代，谷川 朋弘，河本 博文

WS13-12 超高齢者に対する総胆管結石治療
（亀田総合病院消化器内科）白鳥 俊康，中路 聡，平田 信人



ワークショップ 14：基礎研究から紐解く膵・胆道の恒常性とその破綻
4月 21 日（土）13：30～16：00

第 8会場（京王プラザホテル 42F 富士）
司会：清水 京子（東京女子医科大学消化器内科）

立石 敬介（東京大学消化器内科）

WS14-1 膵外分泌腺恒常性維持における Rab7 機能の検討
（秋田大学消化器内科）高橋 健一

（自治医科大学さいたま医療センター消化器内科）眞嶋 浩聡
（労働者健康安全機構）大西 洋英

WS14-2 cystic fibrosis マウスの単離膵管における H+/HCO3�輸送
（名古屋大学健康栄養医学）山本 明子，谷口いつか，石黒 洋

WS14-3 遺伝子改変マウス・オルガノイドを用いた胆管恒常性破綻に基づく疾患モデルの構築
（東京大学消化器内科）中川 勇人，鈴木 伸三，小池 和彦

WS14-4 膵癌進展におけるアンドロゲン受容体，小胞体ストレス蛋白 GRP78 の関与
（日本大学消化器肝臓内科学）神田 達郎，松岡 俊一，森山 光彦

WS14-5 新規 Nrf2 阻害剤ハロフギノンによる膵癌治療の可能性
（東北大学消化器内科）濱田 晋，正宗 淳，下瀬川 徹

WS14-6 膵癌発癌に関わる癌―間質相互作用の恒常性の破綻～Kras 点突然変異と炎症性サイト
カイン

（名古屋市立大学消化器外科）松尾 洋一，森本 守，瀧口 修司
WS14-7 MicroRNA�195 は細胞外小胞を介して上皮間葉形質転換を抑制し，胆管癌の進展を抑止する

（旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野）太田 雄，高橋 賢治，太田 嗣人
WS14-8 切除不能進行膵癌における microRNA プロファイルと肝転移，薬剤感受性及び予後の解

析―予後規定因子としての miR296�5p 発現の意義―
（徳島大学消化器内科学）岡崎 潤

（徳島県鳴門病院内科）棚橋 俊仁
（徳島大学消化器内科学）高山 哲治

WS14-9 膵癌と自己免疫性膵炎の腸内細菌叢の比較
（名古屋大学消化器内科学）酒井 大輔

（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

WS14-10 高血圧を伴う NAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）動物モデルにおける胆汁酸組成
の検討

（広島大学総合診療科）児玉 尚伸，菅野 啓司，田妻 進
WS14-11 膵切後脂肪肝の基礎的・臨床的検討

（東北大学消化器外科学）石田 晶玄，坂田 直昭，海野 倫明




