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4月 19 日（木）第 9会場

食道癌 8：30～9：20
座長：馬場 秀夫（熊本大学消化器外科学）
O-001 当院における日本食道学会拡大内視鏡分類を用いた食道癌術前深達度診断の現状と課題

（熊本大学消化器内科学）園田 隆賀
O-002 食道癌に対する根治的放射線化学療法後のサルベージ食道切除術の意義と問題点

（景岳会南大阪病院外科）竹村 雅至
O-003 胸部食道癌に対する conversion surgery の意義

（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）佐藤 弘
O-004 演題取り下げ

O-005 切除不能局所進行食道癌における治療後好中球リンパ球比の意義
（横浜市立大学総合医療センター消化器外科）佐藤 渉

食道機能 9：20～10：10
座長：草野 元康（群馬大学光学医療診療部）
O-006 High Resolution Manometry（HRM）を用いた食道内圧検査の検討

（東京女子医科大学消化器内科）久礼 里江
O-007 Mini�Ussing Chamber を用いた PPI 抵抗性 NERD 患者の粘膜防御能測定

（東北大学消化器病態学）乗田 一明
O-008 当院における Jackhammer 食道の病態

（愛知医科大学消化管内科）田村 泰弘
O-009 全身性強皮症患者における high resolution manometry（HRM）を用いた食道運動機能の評

価
（日本医科大学消化器内科学）川見 典之

O-010 飲酒後の食道組織中アセトアルデヒドに関する検討
（東北大学消化器病態学）大方 英樹



GERD 10：10～11：00
座長：磯本 一（鳥取大学機能病態内科学）
O-011 80 歳以上の PPI 抵抗性逆流性食道炎患者の臨床的特徴

（日本医科大学消化器肝臓内科）石川裕美子
O-012 プライマリケア外来における慢性咳嗽の最多疾患は GERD である

（医仁会武田総合病院慢性疲労科）松原 英俊
O-013 軽症逆流性食道炎患者の維持療法におけるボノプラザン 20mg による on demand 療法の有効

性
（日本医科大学消化器・肝臓内科）梅澤まり子

O-014 PPI 治療が有効である NERD 患者に対するボノプラザン 20mg による on demand 療法の有
効性

（日本医科大学消化器・肝臓内科）星野慎太朗
O-015 食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の経験と治療成績

（景岳会南大阪病院外科）竹村 雅至

胃癌 1 14：10～15：00
座長：山道 信毅（東京大学消化器内科）
O-016 ESD 検体を用いた胃発癌に関わる遺伝子変化の解明

（横浜市立大学消化器内科学）杉森 慎
O-017 胃癌の多病変部位のゲノム解析による発癌機序の解明

（山梨県立中央病院ゲノムセンター）弘津 陽介
O-018 胃癌細胞株における Notch signal 阻害薬による抗癌剤の抗腫瘍効果増強作用についての検討

（岡山大学消化器内科）加藤 諒
O-019 胃癌細胞におけるアセチルコリン受容体 M3R を介したシグナル調節についての検討

（東京大学消化器内科）小西 満
O-020 C57BL/6 マウス可移植胃がん細胞株の樹立と FGFR4 高発現株に対する FGFR4 inhibitor 投

与による腹膜播種制御
（東京大学消化管外科）野村 幸世

胃癌 2 15：00～15：50
座長：山口 研成（がん研究会有明病院消化器がん化学療法科）
O-021 高齢者胃癌患者における個別化医療のための予後予測スコアリングシステム

（市立豊中病院消化器内科）杉本 彩
O-022 切除不能進行胃癌の化学療法に対する Systemic inflammatory marker を用いた予後予測に関

する検討
（市立伊丹病院）梅田 大介



O-023 胃癌における術前予後因子としての肉眼型
（静岡がんセンター胃外科）坂東 悦郎

O-024 Stage III 胃癌における炎症・栄養指標の予後因子としての意義
（大阪市立大学腫瘍外科）豊川 貴弘

O-025 当院における切除不能進行再発胃癌に対する Paclitaxel＋Ramucirumab 療法の有効性と安全
性の検討

（岡山済生会総合病院消化器内科）山本洋一郎

上部消化管出血 15：50～16：40
座長：喜多 宏人（帝京大学内科）
O-026 開放性胃十二指腸潰瘍の出血合併率を含めた臨床的特徴と経時的変化

（松山赤十字病院胃腸センター）松塲 瞳
O-027 胃十二指腸潰瘍出血の現況に関する多施設共同前向き研究，特に高齢患者における特徴の検討

（鳥取大学機能病態内科学）河口剛一郎
O-028 消化性潰瘍出血の季節変動の検討

（JR東京総合病院消化器内科）岡本 真
O-029 当院での高齢者における上部消化管出血の現状

（国立病院機構福山医療センター消化器内科）藤田 勲生
O-030 食道静脈瘤治療を行ったアルコール性肝硬変と非アルコール性脂肪性肝疾患の臨床的特徴お

よび食道静脈瘤治療後再発の比較検討
（順天堂大学消化器内科）内山 明

4 月 19 日（木）第 10会場

IBD 1 8：30～9：20
座長：小林 拓（北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター）
O-031 Intestinal failure を合併した残存小腸長 150cm 以下のクローン病の特徴と経過

（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）黒木 博介
O-032 クローン病に対するカプセル内視鏡スコアリングの不一致例の検討

（東京女子医科大学消化器内科）大森 鉄平
O-033 当院の潰瘍性大腸炎に対するタクロリムスと抗 TNFα 抗体製剤使用症例の検討

（琉球大学光学医療診療部）金城 徹
O-034 演題取り下げ

O-035 炎症性腸疾患に対する抗 TNF�α 抗体バイオ後続品スイッチ治療成績
（三重大学消化管・小児外科学）近藤 哲



IBD 2 9：20～10：10
座長：大草 敏史（順天堂大学腸内フローラ研究講座）
O-036 インフリキシマブ・バイオシミラーの炎症性腸疾患を対象とした特定使用成績調査の中間報

告
（千葉大学消化器内科）中川 倫夫

O-037 潰瘍性大腸炎に対するアダリムマブの実臨床での安全性と有効性の検討：特定使用成績調査
中間解析報告

（慶應義塾大学内視鏡センター）緒方 晴彦
O-038 診療データベースを用いた本邦における潰瘍性大腸炎に対する抗 TNF�α 抗体製剤の使用実

態解析
（北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター）小林 拓

O-039 高齢者潰瘍性大腸炎手術症例における術後肺合併症の検討
（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）二木 了

O-040 当院における高齢者潰瘍性大腸炎患者の検討
（東京女子医科大学消化器内科）米沢麻利亜

便秘症 10：10～11：00
座長：穂苅 量太（防衛医科大学校消化器内科）
O-041 総合病院における便秘症診療の現状

（広島市立安佐市民病院消化器内科）朝山 直樹
O-042 慢性便秘症診療における H. pylori 除菌療法の有用性

（滋賀医科大学消化器内科）大槻 晋士
O-043 当科における上皮機能変容薬の便秘診療における有用性および問題点について

（帝京大学内科）青柳 仁
O-044 腹部 X 線を活用した慢性便秘診療―ガイドラインの効果的運用のために―

（国立病院機構久里浜医療センター内視鏡センター）水上 健
O-045 下部消化管出血における慢性便秘症の実態とその意義

（南奈良総合医療センター消化器内科）榎本 壮秀

大腸治療・病態 14：10～15：00
座長：田中 信治（広島大学内視鏡医学）
O-046 術後遺残再発を観点とした 10mm 未満早期大腸癌に対する cold polypectomy の有用性と問題

点
（みやぎ県南中核病院消化器内科）梅村 賢

O-047 当院における大腸悪性狭窄に対する内視鏡的ステント挿入術の検討
（筑波記念病院消化器内科）岩井健太郎



O-048 免疫チェックポイント阻害剤ニボルマブの免疫関連有害事象としての消化器病変＜大腸炎と
肝障害＞

（大津赤十字病院消化器内科）古閑 愛理
O-049 浸潤型の肉眼型分類を有した大腸癌合併潰瘍性大腸炎の特徴

（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）辰巳 健志
O-050 悪性腫瘍を合併する炎症性腸疾患に対する治療の現状

（京都第一赤十字病院消化器内科）奧山 祐右

小腸 15：00～15：50
座長：飯島 英樹（大阪大学消化器内科学）
O-051 NSAID 起因性小腸粘膜障害におけるケモカインレセプター CCR7 の関与

（大阪大学消化器内科学）山口 利朗
O-052 OGIB 症例におけるカプセル内視鏡後再出血の長期予後

（福井大学第二内科）内藤 達志
O-053 十二指腸腫瘍に対する ESD 術中剥離の新たな工夫―S�O clip を用いたトラクション法

（国立病院機構京都医療センター消化器内科）滝本 見吾
O-054 原因不明の消化管出血の再出血危険因子の検討

（国立病院機構呉医療センター中国がんセンター消化器内科）宮迫 由季
O-055 当院における急性腸間膜虚血 19 例の検討

（松阪中央総合病院外科）大澤 一郎

大腸診断 15：50～16：40
座長：平田 一郎（大阪中央病院消化器内科）
O-056 生活習慣からみた大腸上皮性腫瘍のリスクファクターについての臨床的検討

（守口敬仁会病院消化器内科）寺島 禎彦
O-057 左側結腸における SSAP の形態学的及び分子生物学的特徴

（福島県立医科大学会津医療センター小腸大腸肛門科）愛澤 正人
O-058 CT colonography の情報から得られる大腸癌の特徴

（社団日高会日高病院外科）東海林久紀
O-059 大腸 CT 検査において受診者の受容性低下に影響する背景因子の検討

（国立がん研究センターがん対策情報センター・がん医療支援部検診実施管理支援室）粕谷加代子
O-060 全大腸内視鏡検査不成功例における CT colonography の有用性について

（JCHO中京病院）飛鳥井香紀



4 月 19 日（木）第 11会場

肝 外科治療他 8：30～9：20
座長：正木 勉（香川大学消化器・神経内科学）
O-061 当院の肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術と手術部位感染（SSI）に関する検討

（関西労災病院外科）桂 宜輝
O-062 大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除

（関西労災病院消化器外科）武田 裕
O-063 急性肝不全における人工肝補助療法の bridge use における多面性

（昭和大学藤が丘病院消化器内科）井上 和明
O-064 症候性肝嚢胞に対するモノエタノールアミンオレイン酸塩を用いた硬化療法の検討

（川崎医科大学肝胆膵内科学）富山 恭行
O-065 PBC では病態に深く関与する免疫細胞からの IFN�g 産生を UDCA が制御する

（九州大学病態修復内科学）下田 慎治

B型肝炎 9：20～10：10
座長：鈴木 文孝（虎の門病院肝臓センター）
O-066 HBV 持続感染症例の長期経過観察による HBs 抗原陰性化例・低下例に関する検討

（旭川赤十字病院）長谷部千登美
O-067 当院における B 型肝炎再活性化に対する取り組み

（熊本大学消化器内科学）渡邊 丈久
O-068 B 型慢性肝炎患者の自然経過における HBs 抗原量および HBs 抗原量低下速度の検討～

Vitamin D 濃度に着目して～
（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）糸川 典夫

O-069 薬剤部との医療連携により全例スクリーニング可能となった B 型肝炎再活性化対策
（兵庫県立柏原病院）藤井 康和

O-070 HIV/HBV 重複感染者に対する TDF/TAF 含有 ART における HBs 抗原陰性化例の解析
（国立病院機構大阪医療センター消化器内科）田中 聡司

肝癌 1 10：10～11：00
座長：本多 政夫（金沢大学消化器内科）
O-071 ソラフェニブ血中濃度と病因からみた進行肝癌の治療戦略

（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）永井 英成
O-072 ADAM17 制御による GWAS 肝癌感受性遺伝子 MICA を標的とした肝癌治療戦略

（昭和大学消化器内科/東京大学医科学研究所先端ゲノム医学分野）荒井 潤



O-073 TCGA データを用いた肝細胞癌における IFN 誘導遺伝子発現制御に関する網羅的解析
（東京大学消化器内科）浅岡 良成

O-074 Microcavity Array System を用いた肝癌における循環腫瘍細胞検出系の確立
（福井大学第二内科）高橋 和人

O-075 切除不能進行肝細胞癌の MRP3 発現に基づく個別化治療戦略
（徳島大学医歯薬学研究部消化器内科学）友成 哲

肝癌 2 14：10～15：00
座長：池田 健次（虎の門病院肝臓センター）
O-076 進行肝細胞癌症例に対する肝動注化学療法後に食道静脈瘤は改善するか

（佐々木研究所杏雲堂病院）杉本 貴史
O-077 進行肝細胞癌に対するソラフェニブ投与後の肝予備能推移―初回画像 PD 判定時にレゴラ

フェニブへの切り替え条件を満たすかにも着目して―
（名古屋大学消化器内科学）葛谷 貞二

O-078 切除不能肝細胞癌に対するソラフェニブ加療例における 2nd line 治療としてのレゴラフェニ
ブ切り替えの可否について

（愛媛県立中央病院消化器病センター）奥平 知成
O-079 Child�Pugh 分類 B における高度脈管侵襲を伴う切除不能進行肝細胞癌に対する 3 次元原体

放射線治療併用肝動注化学療法の可能性
（香川大学消化器・神経内科）野村 貴子

O-080 当院における B�TACE の治療成績
（香川労災病院消化器内科）出口 章広

肝癌 3 15：00～15：50
座長：黒崎 雅之（武蔵野赤十字病院消化器科）
O-081 肝障害度 B 肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術に関する検討

（関西労災病院外科）大村 仁昭
O-082 高齢の肝癌患者における腹腔鏡下肝切除の安全性に関する検討

（関西労災病院外科）阪本 卓也
O-083 当院における転移性肝腫瘍に対する経皮的ラジオ波焼灼術 RFA の検討

（大阪急性期・総合医療センター）俵 誠一
O-084 経皮的ラジオ波焼灼術における予防的抗菌薬投与に関する前向き試験

（東京大学消化器内科）中込 良
O-085 第 2 世代マイクロ波凝固療法（EmprintTM Ablation System）を用いた肝癌治療経験

（日本赤十字社医療センター消化器内科）吉田 英雄



肝硬変 1 15：50～16：40
座長：上野 義之（山形大学内科学第二講座）
O-086 Geranylgeranylacetone の小胞体ストレスを介した肝星細胞の apoptosis による肝線維化抑制

効果
（長崎大学消化器内科）佐々木 龍

O-087 慢性肝疾患患者において血中 Neutrophil gelatinase�associated lipocalin（NGAL）は肝機能
と生命予後を反映する

（三重大学消化器肝臓内科）吉川 恭子
O-088 低出力体外衝撃波の肝硬変の進行に対する抑制効果の検討

（東北大学消化器外科学II）氏家 直人
O-089 各種慢性肝疾患の肝予備能と血漿遊離アミノ酸プロファイル

（東北大学消化器内科）嘉数 英二
O-090 非代償性肝硬変症例におけるサルコペニア，骨代謝とビタミン D 濃度の関連性についての検

討
（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）大久保知美

4 月 19 日（木）第 12会場

膵 基礎 1 8：30～9：20
座長：多田 稔（東京大学消化器内科）
O-091 膵癌患者での血漿中 KRAS 変異解析と治療経過への寄与の検討

（岡山大学消化器・肝臓内科学）寺澤 裕之
O-092 膵癌に対する術前治療に組織と血中の KRAS モニタリングは有用か

（自治医科大学さいたま医療センター一般消化器外科）渡部 文昭
O-093 膵腫瘍発生における Wnt/β�catenin シグナル経路

（日本大学人体病理学分野/マサチューセッツ大学）佐野 誠
O-094 IL�13Rα2 の発現と IPMN 悪性度との関連性の検討～術前膵液セルブロックによる Follow�

up strategy 構築の試み～
（順天堂大学消化器内科）藤澤 聡郎

O-095 膵臓癌患者における Cystatin A 発現の意義
（金沢大学システム生物学，消化器内科）小村 卓也

膵 基礎 2 9：20～10：10
座長：大西 洋英（労働者健康安全機構本部）
O-096 膵上皮内癌の臨床病理学的および分子生物学的研究

（神戸大学病理診断科/神戸市立医療センター西市民病院消化器内科）横出 正隆



O-097 膵管癌におけるマイクロサテライト不安定性の検討
（浜松医科大学内科学第一講座）森 泰希

O-098 CA19�9 正常膵癌の検討
（東北大学消化器外科学）水間 正道

O-099 IPMN の悪性化進展における DNA メチル化修飾の検討
（東京大学消化器内科）加藤 裕之

O-100 当院で経験した IPMN 併存膵癌の臨床病理学的特徴
（広島大学消化器・代謝内科）栗原 啓介

膵癌・外科 10：10～11：00
座長：海野 倫明（東北大学消化器外科学）
O-101 当科における術前化学放射線療法導入後の膵癌切除例の治療成績

（松阪中央総合病院外科）田端 正己
O-102 高齢者での膵頭十二指腸切除術において術後在院日数を短縮する因子の検討

（川口市立医療センター消化器外科）白井 祥睦
O-103 術前の体組成が膵癌切除例の予後に及ぼす影響に関する検討

（国立病院機構大阪医療センター外科）宮本 敦史
O-104 切除不能膵癌に対する集学的治療の進歩

（高知医療センター消化器外科）岡林 雄大
O-105 膵切除後の仮性動脈瘤出血に対するヘパリン使用血管用ステントグラフトの効果

（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）合川 公康

4 月 20 日（金）第 10会場

H.Pylori 1 8：30～9：20
座長：杉山 敏郎（富山大学消化器造血器腫瘍制御内科学講座）
O-106 Helicobacter pylori 除菌成功後長期を経て発見された胃癌の臨床病理学的特徴

（北海道大学光学医療診療部）山本 桂子
O-107 除菌後発見胃癌の予測因子の検討

（NTT西日本大阪病院消化器内科）澁川 成弘
O-108 内視鏡治療後の H.pylori 除菌後胃癌についての臨床病理学的検討

（愛知県がんセンター中央病院内視鏡部）田中 努
O-109 早期胃癌 ESD 後ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有用性の検討

（大阪市立大学消化器内科）中田理恵子
O-110 ヘリコバクター・ピロリ菌除菌治療による原発性胃癌の予防効果：システマティックレ

ビューとメタ分析
（日本赤十字社和歌山医療センター消化器内科）瀬田 剛史



H.Pylori 2 9：20～10：10
座長：河合 隆（東京医科大学消化器内視鏡学）
O-111 Helicobacter pylori 除菌症例の検討

（島根大学内科学講座第二）楠 真帆
O-112 ペニシリンアレルギー症例に対するボノプラザン，メトロニダゾール，およびシタフロキサ

シン三剤併用 H. pylori 除菌療法の検討
（杏林大学第三内科学）田中 昭文

O-113 H. pylori 感染の除菌が BMI，脂質・炭水化物摂取量，血清脂質濃度，HbA1c へ及ぼす影響
についての検討

（弘前大学消化器内科）中川 悟
O-114 H. pylori 除菌治療が栄養状態に与える変化

（聖隷沼津健康診断センター）菊池 保治
O-115 中学生におけるラテックス凝集免疫比濁法を用いた血清 H. pylori 抗体検査の有用性

（由利組合総合病院消化器内科/大分大学消化器内科学講座）堤 康志郎

4 月 20 日（金）第 11会場

UC 1 8：30～9：20
座長：久松 理一（杏林大学第三内科学）
O-116 潰瘍性大腸炎患者と健常人における腸内細菌叢と粘膜関連細菌叢に関する検討

（京都府立医科大学消化器内科学）柏木 里織
O-117 炎症性腸疾患に対する抗 TNF�α 抗体が維持療法中 paradoxical reaction 発生状況の検討

（三重大学消化管・小児外科学）荒木 俊光
O-118 免疫抑制療法 IBD 患者におけるインフルエンザワクチンの免疫原性

（佐賀大学光学医療診療部）白井 慎平
O-119 抗 TNFα 抗体製剤およびチオプリン製剤を使用した炎症性腸疾患患者に発症した悪性リンパ

腫の検討
（京都第二赤十字病院消化器内科）河村 卓二

O-120 潰瘍性大腸炎における青黛の副作用に関する検討
（慶應義塾大学消化器内科）福田 知広

UC 2 9：20～10：10
座長：石原 俊治（島根大学内科学講座第二）
O-121 活動期潰瘍性大腸炎に対する新規 5ASA 製剤リアルダの有効性の検討

（東京山手メディカルセンター炎症性腸疾患内科）岡野 荘



O-122 既存 5ASA からの switch 症例でみた MMX�5ASA の有効性
（医誠会病院消化器内科）福知 工

O-123 潰瘍性大腸炎患者に対する皮下注射型抗 TNFα 抗体製剤の治療成績と効果予測因子の検討
（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）加藤 真吾

O-124 潰瘍性大腸炎における生物学的製剤の予後予測因子の検討
（東京女子医科大学消化器内科）村杉 瞬

O-125 ステロイド依存性潰瘍性大腸炎に対する抗 TNFα 抗体療法におけるステロイド先行強化投与
の有用性

（大阪労災病院消化器内科）平尾 元宏

4 月 20 日（金）第 12会場

肝硬変 2 8：30～9：20
座長：汐田 剛史（鳥取大学遺伝子医療学部門）
O-126 演題取り下げ

O-127 難治性肝性脳症に対するリファキシミンの効果と安全性の検討
（山形大学内科学第二講座）冨田 恭子

O-128 慢性肝疾患患者のそう痒感に対するナルフラフィン塩酸塩の効果と安全性の検討
（山形大学内科学第二講座）仁科 武人

O-129 慢性肝疾患に対するカルニチン療法の長期投与成績
（聖隷浜松病院消化器内科）室久 剛

O-130 肝硬変に対するトルバプタンの治療効果と既存利尿剤投与量の変化
（藤田保健衛生大学肝胆膵内科）川部 直人

肝硬変 3 9：20～10：10
座長：坂井田 功（山口大学消化器内科）
O-131 肝性浮腫に対して tolvaptan が中長期予後に与える影響

（日本医科大学消化器肝臓内科）岩下 愛
O-132 肝性腹水に対するトルバプタンの治療効果予測因子の検討

（新松戸中央総合病院消化器・肝臓科）坂本 雄飛
O-133 肝硬変患者における筋痙攣：サルコペニア，肝予備能，QOL との関連

（奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科）澤田 保彦
O-134 肝硬変患者におけるサルコペニアと栄養状態・QOL との関連性

（名古屋大学消化器内科学）安藤 祐資



O-135 トルバプタン治療を導入した難治性腹水合併肝硬変におけるループ利尿薬とサルコペニアに
ついての検討

（国立病院機構名古屋医療センター消化器内科）島田 昌明

肝硬変 4 10：10～11：00
座長：原田 大（産業医科大学第 3内科学）
O-136 Portosystemic Shunt Syndrome に対する B�RTO の有効性に関する検討

（山口大学消化器内科学）石川 剛
O-137 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B�RTO）による長期的肝機能への影響

（横浜市立みなと赤十字病院）先田 信哉
O-138 難治性腹水合併肝硬変患者における Tolvaptan の効果予測に対するデータマイニング法を含

めた検討
（広島市民病院内科）詫間 義隆

O-139 非代償性肝硬変に対する自己骨髄由来細胞を用いた再生療法の臨床実施
（山口大学消化器内科学/山口大学再生・細胞治療研究センター）高見 太郎

O-140 肝硬変患者の潜在性肝性脳症と腸内細菌叢の関連についての検討
（長崎大学消化器内科）原口 雅史

膵炎 14：30～15：20
座長：川 茂幸（松本歯科大学内科）
O-141 当院における 1 型自己免疫性膵炎診療の現状と課題

（新潟大学消化器内科学）林 和直
O-142 当院における自己免疫性膵炎の長期予後

（東京高輪病院消化器内科）平野 賢二
O-143 慢性膵炎におけるサルコペニアの臨床的意義

（名古屋大学消化器内科学）鈴木 博貴
O-144 重症急性膵炎におけるプレセプシンの関連性

（昭和大学消化器内科）北村 勝哉
O-145 当院にて経験した急性膵炎とその再発に対する臨床的検討

（地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院）川崎 洋輔

胆道 内視鏡 15：20～16：10
座長：廣岡 芳樹（名古屋大学光学医療診療部）
O-146 非切除悪性胆道閉塞に対する EUS 下胆道ドレナージの治療成績

（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）菅野 良秀
O-147 再発性逆行性胆管炎に対する超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージを用いた取り組み

（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）佐藤 高光



O-148 治療困難胆管結石症例に対する SpyGlass DS 下 EHL の有用性と安全性
（鳥取大学消化器内科）川田壮一郎

O-149 ダブルバルーン内視鏡を用いた胆管結石の治療の現況と工夫
（藤田保健衛生大学肝胆膵内科）橋本 千樹

O-150 当院で開発した新形状胆管プラスチックステントの使用成績
（千葉大学消化器内科）高橋 幸治

胆道 内視鏡・外科治療 16：10～17：00
座長：佐田 尚宏（自治医科大学消化器・一般外科）
O-151 Roux�en�Y 再建腸管を有する総胆管結石症に対する Short�type シングルバルーン内視鏡を

用いた内視鏡治療の有用性
（奈良県総合医療センター消化器内科）永松 晋作

O-152 肝門部領域胆管癌の胆管水平方向進展診断における経乳頭的鉗子生検の診断能
（北海道大学消化器内科）杉浦 諒

O-153 術後再建腸管症例に対する EUS 下胆道治療の有用性
（香川大学消化器・神経内科）鎌田 英紀

O-154 当科における肝門部領域胆管癌の治療戦略
（自治医科大学さいたま医療センター一般・消化器外科）遠藤 裕平

O-155 胆嚢捻転症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績
（市立豊中病院外科）富丸 慶人

4 月 21 日（土）第 9会場

膵 内視鏡診断 13：30～14：20
座長：河上 洋（宮崎大学消化器内科学講座）
O-156 早期慢性膵炎の膵酵素と EUS スコアの経年的変化―治療介入を通して―

（日本医科大学消化器肝臓内科）樋口 和寿
O-157 超音波内視鏡で慢性膵炎を認め診断に苦慮した膵癌の臨床的特徴

（藤田保健衛生大学肝胆膵内科）中岡 和徳
O-158 慢性膵炎に対する内視鏡的膵管ステント留置の有効性と限界

（山口大学消化器内科学）天野 彰吾
O-159 リンパ節に対する EUS�FNA の診断能と非正診予測因子に関する検討

（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）藤井 佑樹
O-160 膵癌の早期診断における膵液細胞診の有用性

（広島大学消化器・代謝内科）河村 良太



膵腫瘍 14：20～15：10
座長：伊地知秀明（東京大学病態栄養治療部）
O-161 膵臓・胆嚢検診での膵病変スクリーニングの検討

（札幌厚生病院胆膵内科）宮川 宏之
O-162 肉腫による転移性膵腫瘍―多施設共同研究―

（島根大学先端がん治療センター）森山 一郎
O-163 当院における膵癌発症前の CT 画像の検討

（藤枝市立総合病院消化器内科）山本 晃大
O-164 生活習慣病が膵癌の病態や予後に及ぼす影響

（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学/愛媛胆膵研究グループ）熊木 天児
O-165 膵癌患者の栄養状態の評価～亜鉛を中心に～

（東京女子医科大学消化器内科）高山 敬子

膵癌・化学療法 15：10～16：00
座長：山口 武人（千葉県がんセンター消化器内科）
O-166 切除不能膵癌に対する FOLFIRINOX/GEM+nabPTX 投与後の後治療についての検討

（岡山大学消化器内科）水川 翔
O-167 当院の切除不能進行膵癌に対する化学療法の治療成績の変遷

（岐阜大学第一内科）吉田 健作
O-168 根治切除不能膵癌に対する二次化学療法の進歩

（金沢大学消化器内科）寺島 健志
O-169 当科での切除不能膵癌に対する GEM+nab�PTX 法の治療成績と予後規定因子の検討

（市立函館病院消化器病センター消化器内科）成瀬 宏仁
O-170 切除不能進行膵癌における GEM＋nab�PTX 一次化学療法不応後の二次治療への移行可能性

予測因子
（市立池田病院消化器内科）山口 典高

4 月 21 日（土）第 10会場

C型肝炎 1 8：30～9：20
座長：日浅 陽一（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学）
O-171 Flash Replenishment sequence を用いた HCV 関連肝疾患の線維化診断における肝の炎症の

影響
（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）和久井紀貴



O-172 C 型慢性肝疾患に対する Direct acting antivirals（DAA）治療における超音波エラストグラ
フィー及び各種肝線維化指標の検討

（みやぎ県南中核病院消化器内科）木村 修
O-173 C 型肝炎における DAAs 治療に伴う肝硬度改善に影響を与える因子の検討

（獨協医科大学越谷病院消化器内科）白橋 亮作
O-174 C 型慢性肝炎患者における肝脂肪化の臨床的意義

（国立病院機構金沢医療センター消化器内科）清家 拓哉
O-175 C 型肝炎 IFN free 治療が門脈圧亢進症・予後へ与える効果―CT を基にした門脈圧予測モデ

ルによる検討―
（日本鋼管病院消化器肝臓病センター）細川 悠栄

C型肝炎 2 9：20～10：10
座長：朝比奈靖浩（東京医科歯科大学消化器内科）
O-176 多施設共同研究による Genotype 2a 型 C 型肝炎に対する OBV/PTV/r/RBV の有効性と安全

性の検討
（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）肥田 舞

O-177 ゲノタイプ 3 型の臨床像と抗ウイルス療法の検討
（兵庫県立加古川医療センター消化器内科）尹 聖哲

O-178 C 型肝炎混合感染の頻度とインターフェロンフリー治療効果についての検討
（名古屋大学消化器内科学）林 和彦

O-179 当院における HIV/HCV 共感染に対する IFN�free 療法による HCV 治療効果の検討
（がん・感染症センター都立駒込病院肝臓内科）西川 晃司

O-180 C 型肝炎に対する初回インターフェロンフリー治療不成功例の臨床的特徴
（近畿大学消化器内科）吉田 晃浩

C型肝炎 3 10：10～11：00
座長：伊藤 義人（京都府立医科大学消化器内科学）
O-181 実臨床における C 型慢性肝炎に対する Elbasvir/Grazoprevir の治療成績

（日本医科大学消化器・肝臓内科）厚川 正則
O-182 EBR+GZR 併用療法の治療効果および安全性に関する検討（多施設共同研究）

（岐阜市民病院中央検査部/岐阜市民病院消化器内科）内木 隆文
O-183 エルバスビル・グラゾプレビル併用療法の初期反応についての検討：多施設共同研究

（仙台市立病院消化器内科）長崎 太
O-184 C 型肝炎に対する Ombitasvir+Paritaprevir 治療および Elbasvir+Grazoprevir 治療の成績

（岐阜県総合医療センター消化器内科）杉原 潤一
O-185 多施設共同研究によるオムビタスビル＋パリタブレビル/リトナビル併用療法の治療効果と安

全性の検討
（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学）渡辺 崇夫



C型肝炎 4 13：30～14：20
座長：八橋 弘（国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター）
O-186 C 型慢性肝炎に対する DAA 治療：肝細胞癌根治切除例の検討

（神戸大学肝胆膵外科）田井謙太郎
O-187 肝細胞癌合併既往のある C 型肝炎例の臨床的特徴と直接作用型抗ウイルス剤治療効果に与え

る影響
（信州大学消化器内科）杉浦 亜弓

O-188 IFN フリー DAA 治療後 SVR 例の生命予後と他臓器発癌
（京都医療センター消化器内科）勝島 慎二

O-189 C 型慢性肝炎患者に対する DAAs 治療後に発生した悪性腫瘍についての検討
（東京逓信病院消化器科）古谷 建悟

O-190 費用対効果からみた C 型慢性肝疾患に対する DAAs 治療法の選択
（大阪府済生会野江病院消化器内科）羽生 泰樹

C型肝炎 5 14：20～15：10
座長：平松 直樹（大阪労災病院消化器内科）
O-191 C 型慢性肝炎/代償性肝硬変患者に対する DAA 併用 IFN フリー治療にて SVR を得た症例に

おける肝発癌の現況
（名古屋大学消化器内科学）石上 雅敏

O-192 C 型慢性肝疾患に対する DAAs 療法施行後の肝細胞癌再発リスク
（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）青山 徹

O-193 IFN�free 治療 SVR 後発癌リスク因子と肝癌再発時肝予備能の検討
（大分大学消化器内科）本田 浩一

O-194 C 型肝炎に対するダクラタスビル・アスナプレビル治療奏功後肝発癌についての臨床的特徴
（近畿大学消化器内科）田中 秀和

O-195 DAAs 治療での SVR 例からの初回肝発癌及び肝予備能改善に関する検討
（おおたかの森病院消化器肝臓内科）島田 紀朋

C型肝炎 6 15：10～16：00
座長：森山 光彦（日本大学消化器肝臓内科学）
O-196 C 型慢性肝疾患に対するグラゾプレビル・エルバスビル併用療法中の肝障害に関する検討

（岩手医科大学消化器内科肝臓分野）吉田 雄一
O-197 C 型肝炎に対する Sofosbuvir＋Ledipasvir 療法のアルブミン値上昇に関与する因子の検討

（藤田保健衛生大学肝胆膵内科）高村 知希
O-198 ソホスフビル/レジパスビル（SOF/LDV）治療による脂質変動と LDL�R，PCSK9 との関連

（福岡大学消化器内科）山内 涼



O-199 C 型慢性肝炎・肝硬変患者に対する DAAs 治療が血球数に与える影響
（名古屋大学消化器内科学）石津 洋二

O-200 血清型 2 型 HCV のソフォスブビルとリバビリン治療では治療中から LDL と HDL が上昇し，
終了後も継続する

（長崎みなとメディカルセンター消化器内科）成田 翔平
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大腸基礎 8：30～9：20
座長：加藤 順（和歌山県立医科大学第二内科）
O-201 高感度プロテオーム解析による大腸癌患者血漿エクソソーム新規バイオマーカー探索

（京都大学消化管外科）笠原 桂子
O-202 大腸癌細胞�線維芽細胞間の相互作用におけるエクソソームの役割

（大阪大学消化器内科学）吉井 俊輔
O-203 ラット母子分離ストレスモデルにおける粘膜バリア機能について

（京都府立医科大学消化器内科学）安田 律
O-204 デキストラン硫酸ナトリウム（DSS）腸炎モデルにおけるオートファジーの役割の検討

（滋賀医科大学消化器内科）西野 恭平
O-205 Fusobacterium Nucleatum が大腸発がんと進展にもたらす影響の検討―大腸正常粘膜，ポ

リープ，大腸癌由来のオルガノイドを用いて―
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）松浦 哲也

大腸癌 9：20～10：10
座長：兵頭一之介（筑波大学消化器内科学）
O-206 標準化学療法不応大腸癌への高用量ベバシズマブ投与の有効性

（東京大学消化器内科）神宝 隆行
O-207 他臓器浸潤を認める直腸癌に対する化学放射線療法の治療経験

（藤田保健衛生大学総合消化器外科）佐藤 美信
O-208 同時性腹膜転移巣を完全切除した（根治度 B）を施行した StageIV 大腸癌の予後について―

特に腹膜転移巣の病理組織学的所見から―
（愛知県がんセンター中央病院消化器外科部）小森 康司

O-209 局所進行下部直腸癌に対する術前化学放射線療法の治療成績
（福山市民病院外科）神原 健

O-210 閉塞性大腸癌に対する術前減圧効果の比較検討
（川口市立医療センター）友利 賢太



クローン病 10：10～11：00
座長：渡辺 俊雄（大阪市立大学消化器内科学）
O-211 クローン病の残存小腸長と短腸症候群の関連性

（兵庫医科大学）池内 浩基
O-212 クローン病におけるインフリキシマブの効果減弱症例に対する増量の効果と難治例に対する

治療
（東京山手メディカルセンター炎症性腸疾患センター）酒匂美奈子

O-213 クローン病の抗 TNFα 抗体治療の長期予後 インフリキシマブ先行例とアダリムマブ先行例
を比較する多施設共同研究

（岡山大学消化器内科/OKAYAMAGUTSTUDYGROUP）井口 俊博
O-214 手術所見による CT enterography のクローン病小腸狭窄および瘻孔病変診断能の検証

（四日市羽津医療センター）下山 貴寛
O-215 抗 TNFα 抗体製剤にて治療したクローン病の臨床経過―多施設共同後ろ向き研究―

（愛知医科大学消化管内科）杉山 智哉

サルコペニア 13：30～14：20
座長：森屋 恭爾（東京大学感染制御学・感染症内科学）
O-216 慢性肝疾患におけるサルコペニアと生活習慣病との関連に関する検討

（虎の門病院肝臓センター）藤山俊一郎
O-217 慢性肝疾患患者における尿中 Titin�N fragment 濃度測定の意義

（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）近藤 千紗
O-218 慢性肝疾患患者におけるサルコペニア合併例の特徴と対策

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）内田 義人
O-219 慢性肝疾患患者におけるサルコペニアと骨粗鬆症の関連について

（福島県立医科大学消化器内科学講座）林 学
O-220 Sorafenib 内服肝細胞癌症例の sarcopenia に関する検討

（旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科）澤田 康司

ASH/NASH 1 14：20～15：10
座長：西原 利治（高知大学消化器内科）
O-221 加齢による非アルコール性脂肪肝炎の増悪機序―加齢マウスを用いた検討―

（順天堂大学消化器内科）石塚 敬
O-222 人間ドック受診者における NAFL/NASH 症例の分布割合と受診勧奨に関する検討

（東芝病院消化器内科/東芝病院総合健診センター）手島 一陽
O-223 非アルコール性脂肪肝炎候補者の選別と，肥満と独立した特徴の抽出

（新潟大学地域医療教育センター消化器内科）須田 剛士



O-224 NAFLD の臨床経過に及ぼす糖尿病のインパクトと糖尿病治療の有用性
（虎の門病院・肝臓内科）芥田 憲夫

O-225 DM 合併 NAFLD 患者における SGLT2 阻害薬の肝への影響
（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）吉田 祐士

ASH/NASH 2 15：10～16：00
座長：竹井 謙之（三重大学消化器内科学）
O-226 スフィンゴ脂質代謝酵素 SPTLC3 の NAFLD 診療における有用性の検討

（鹿児島大学消化器疾患・生活習慣病学）伊集院 翔
O-227 NAFLD 患者における動脈硬化症の特徴～動脈硬化症のバイオマーカーとしての M2BPGi の

有用性を含めて～
（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）新井 泰央

O-228 サルコペニア合併 NAFLD の臨床・病理学的，遺伝的要因の検討
（大阪府済生会吹田病院消化器内科）島 俊英

O-229 MR Elastography と IDEAL IQ による ALD・NAFLD・中間飲酒肝障害群の比較検討
（名寄市立総合病院消化器内科）鈴木 康秋

O-230 中等量飲酒による脂肪肝抑制の可能性
（奈良県立医科大学内科学第三講座）赤羽たけみ

4 月 21 日（土）第 12会場

食道・胃 病態 8：30～9：20
座長：清水 伸幸（山王病院外科）
O-231 食道アカラシアにおけるサルコペニア発症のリスク因子の検討

（神戸大学消化器内科）阿部 洋文
O-232 食道癌術前化学療法におけるサルコペニアの臨床的意義

（京都府立医科大学消化器内科）太田 崇之
O-233 食道がん術前化学療法におけるサルコペニアの意義

（愛知県がんセンター中央病院内視鏡部）大西 祥代
O-234 切除不能進行・再発高齢者胃癌における筋肉量からみたサルコペニア有病率と予後への影響

（市立豊中病院消化器内科）西田 勉
O-235 切除不能・進行胃癌症例におけるサルコペニアの影響

（関西労災病院消化器内科）太田 高志



食道・胃 腫瘍 9：20～10：00
座長：長南 明道（仙台厚生病院消化器内視鏡センター）
O-236 食道顆粒細胞腫と食道平滑筋腫の診断における超音波内視鏡検査の有用性

（岡山大学消化器内科）岩室 雅也
O-237 高悪性度リスク消化管間質腫瘍の臨床指標に関する検討

（九州中央病院消化器内科）檜沢 一興
O-238 消化管粘膜下病変の診療方針決定における超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法の有用性

（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）清水 孟
O-239 胃神経内分泌癌の検討

（東京医科大学消化器・小児外科学分野）下田 陽太

IPMN 10：10～10：50
座長：高折 恭一（京都大学外科）
O-240 IPMN 関連膵癌における EUS の診断能に関する検討

（金沢大学がんセンター）大坪公士郎
O-241 今後の膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）に対する新しい治療術式

（藤田保健衛生大学総合消化器外科）小島 正之
O-242 分枝型 IPMN の経過観察例からみた進行予測因子の検討

（岐阜県総合医療センター消化器内科）安藤 暢洋
O-243 膵癌症例からみた IPMN 併存癌の割合と臨床病理学的特徴

（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）川上裕次郎
O-244 IPMN における壁在結節所見と組織学的亜型との関連性

（仙台市医療センター消化管・肝胆膵内科）越田 真介




