
第１０４回 日本消化器病学会総会

一般演題 ポスター：上部良性疾患
9：00～9：35
座長：二神 生爾（日本医科大学武蔵小杉病院消化器内科）

P-001 機能性デイスペプジア（functional dyspepsia；FD）の診療にHSP（Highly sensitive
person）の視点を導入する臨床的有用性についての検討

（真生会富山病院）平名 浩史
P-002 健診受診者における上腹部症状と不安特性との関連

（千船病院消化器内科）荻巣 恭平
P-003 当院におけるアコチアミドの使用報告

（福島赤十字病院内科・消化器内科）藁谷 雄一
P-004 当院における好酸球性食道炎 20例の検討

（京都第一赤十字病院消化器内科）戸祭 直也
P-005 健常高齢者に発症し，巨大な打ち抜き潰瘍に加え粘膜橋及び偽腔形成を伴ったサイトメ

ガロウイルス（CMV）食道潰瘍の 1例
（国立病院機構南和歌山医療センター消化器科）木下真樹子

一般演題 ポスター：食道癌
9：35～10：10
座長：愛甲 丞（東京大学肥満メタボリックケア）

P-006 肝細胞増殖因子は，ラット食道粘膜傷害モデルにおいて食道粘膜修復を促進し，狭窄を
抑制する

祐雅
P-007

（鹿児島大学消化器疾患・生活習慣病学）小牧
食道扁平上皮癌に対するガレクチン�9 の抗腫瘍効果の in vitro，in vivo での検討

大翔
P-008

（吾川大学消化器神経内科）千代
ESDを施行した食道表在がんMM/SM1（ハイリスク症例を除く）症例の検討

（福山医療センター消化器内科）豊川 達也
P-009 食道癌治療におけるサルコペニアならびに生活習慣病の影響と治療成績向上に向けた対

策
浩一

P-010
（金沢大学消化器・腫瘍・再生外科）岡本

悪性リンパ腫放射線治療後，2次発癌として進行食道癌を併発した 1例
（近畿大学腫瘍内科）奥野 達哉

一般演題 ポスター：胃癌
10：10～10：45
座長：和田 郁雄（東京都立墨東病院外科）

P-011 高齢者胃癌における幽門側胃切除術・胃全摘術の周術期成績
（東北医科薬科大学消化器外科学）柴田 近

P-012 後期高齢者 stage 4 胃がんに対する経口フッ化ピリミジン系抗がん剤を用いた化学療法
についての検討

研次
P-013

（名古屋記念病院化学療法内科）伊奈
胃癌術前化学療法を行い切除した症例の治療効果判定に関する検討

俊治
P-014

（市立東大阪医療センター消化器外科）遠藤
胃癌患者における術前末梢血免疫細胞の予後因子としての有用性

博昭
P-015

（鳥取大学病態制御外科）齊藤
腹腔鏡下噴門側胃切除と腹腔鏡下胃全摘の比較検討；栄養の観点から

（横浜市立大学センター消化器病センター外科）末松 秀明

第 1 日目（4 月 19 日）AM ブ ー ス 1（花 ABCD）



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 1 日目（4 月 19 日）PM ブ ー ス １（花 ABCD）

一般演題 ポスター：食道・胃 内視鏡治療
14：10～14：45
座長：山本 頼正（昭和大学藤が丘病院消化器内科）

P-016 当院の抗血栓薬服用患者での胃ESD偶発症の検討
圭祐

P-017
（松下記念病院）竹村

抗凝固薬内服者における内視鏡治療の偶発症に関する多施設検討

P-018
（九州医療センター消化器内科）井星陽一郎

内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の人工潰瘍治癒におけるPPI と P�CABの比較検討
（横浜市立大学消化器内科学/済生会横浜市南部病院）石井 泰明

P-019 胃 ESD後人工潰瘍におけるボノプラザン＋レバミピド併用治療の臨床検討～エソメプ
ラゾール＋レバミピド併用治療との比較検討

真樹
P-020

（向陽病院）文野
内視鏡的粘膜下層剥離術で切除し得た粘膜筋板由来と考えられた胃GIST の一例

（市立釧路総合病院消化器内科）三宅 高和

一般演題 ポスター：H.Pylori 1
14：45～15：20
座長：伊藤 公訓（広島大学消化器・代謝内科）

P-021 ピロリ菌除菌後の血清学的・組織学的変化の長期的推移の検討
（大分大学消化器内科）福田 健介

P-022 H.pylori 除菌後に黒点を認めた 4例
智雄

P-023
（福山市民病院内科）藤澤

H.pylori 除菌が及ぼす分化型/未分化型粘膜内癌の内視鏡診断への影響
保彦

P-024
（藤枝市立総合病院）丸山

除菌後 10年以上経過して発見され，ESDが施行された胃癌の検討
（虎の門病院消化器内科）田中 匡実

P-025 H. pylori 除菌療法前後のウレアーゼ活性は内視鏡診断やH2受容体拮抗薬前投薬の影響
を受けるか？

（堀井医院）堀井 孝容



第１０４回 日本消化器病学会総会

一般演題 ポスター：大腸 1
9：00～9：28
座長：中村 和彦（原三信病院消化管内科）

P-026 繰り返す憩室出血にバリウム充填法を施行し良好な経過を得られた 2例

P-027 α�
（東松山医師会病院）浦川 雅己

Streptococcus 敗血症を伴ったOgilvie 症候群の 1例
（鹿児島徳洲会病院外科）立野 太郎

P-028

P-029

メッシュプラグを用いた再発鼠径ヘルニア術後に遅発性のS状結腸穿孔を来した 1例
（大牟田市立病院外科）緒方奈々恵

自己免疫性肝炎，橋本病の経過観察中に直腸悪性リンパ腫を発症した 1例
（東大阪病院）柳生 利彦

一般演題 ポスター：IBD 1
9：28～9：56
座長：松本 主之（岩手医科大学消化器内科）

P-030 当科におけるクローン病に対するブデソニドの使用経験
（富山大学内科学第三講座）長田 巧平

P-031 アダリムマブにて加療中に回腸穿孔を来した腸管ベーチェット病の一例
（宮崎大学消化器内科/宮崎大学内科学講座消化器血液学分野）平田 智也

P-032 インフリキシマブ投与中のクローン病に薬剤性ループスを疑う関節炎を発症した 1例
秀之

P-033
（JA北海道厚生連帯広厚生病院消化器内科）柳澤

当院の炎症性腸疾患合併妊娠症例における治療と経過
（久留米大学内科学講座消化器内科部門）山内 亨介

一般演題 ポスター：IBD 2
9：56～10：24
座長：池内 浩基（兵庫医科大学炎症性腸疾患外科）

P-034 Adalimumab 倍量投与を行った難治性クローン病症例での寛解導入効果を含めた臨床的
検討

健人
P-035

（名古屋市立大学消化器・代謝内科学）鈴木
潰瘍性大腸炎治療におけるリアルダ治療の実際

（石田消化器IBDクリニック）石田 哲也
P-036 組織学的所見に基づいた臨床的寛解潰瘍性大腸炎患者における過敏性腸症候群様症状の

頻度に関する検討
耕作

P-037
（島根大学IBDセンター/島根大学内科学第二講座）川島

炎症性腸疾患診療における便微生物学的検査の検討
（仙台赤十字病院消化器内科）大森 信弥

第 1 日目（4 月 19 日）AM ブ ー ス ２（花 ABCD）



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 1 日目（4 月 19 日）PM ブ ー ス ２（花 ABCD）

一般演題 ポスター：大腸基礎
14：10～14：45
座長：長沼 誠（慶應義塾大学消化器内科）

P-038 intra�vital imaging による実験腸炎モデルにおける回盲部免疫応答の解析
太郎

P-039
（東京医科歯科大学消化器病態学分野）渡部

パンクレリパーゼ摂取による腸管内および便の腸内細菌叢に対する影響の検討
知行

P-040
（近畿大学消化器内科）永井

炎症性腸疾患モデルマウスにおける FTY720 の効果の検討
（滋賀医科大学消化器内科）今井 隆行

P-041 酢酸セルロースビーズ接触時の温度差が顆粒球・単球吸着に伴う interleukin 1 receptor
antagonist 放出に及ぼす影響

（山形大学内科学第二講座）西瀬 祥一
P-042 大腸 ESD+NGSによる発癌機構解明；ことにWNT系とMAPK系の協調介入

（千葉大学消化器内科）沖元謙一郎

一般演題 ポスター：大腸癌 1
14：45～15：13
座長：福永 正氣（順天堂大学浦安病院消化器外科）

P-043

P-044

75 歳以上高齢者治癒切除大腸癌症例の栄養学的予後指数（Prognostic Nutritional Index，
PNI）の検討

（佐野医師会病院外科）難波美津雄
ストーマ造設を受けた大腸疾患患者の復職を阻む要因についての検討

（東北労災病院大腸肛門外科）高橋 賢一
P-045 当院における大腸癌腹膜播種症例の手術成績

P-046
（草津総合病院消化器外科・腹膜播種センター）水本 明良

切除不能進行・再発大腸癌に対する FOLFIRI+ramucirumab 療法の有用性と安全性の検
討

（九州医療センター消化管外科・がん臨床研究部）楠本 哲也



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 1 日目（4 月 19 日）AM ブ ー ス ３（花 ABCD）

一般演題 ポスター：サルコペニア・肥満
9：00～9：35
座長：今 一義（順天堂大学消化器内科）

P-047 肥満手術のインスリン抵抗性・NASH改善効果におけるマイクロバイオームの重要性
秀也

P-048
（徳島大学消化器・移植外科）柏原

非アルコール性脂肪性肝疾患患者におけるサルコペニアについて
（香川県立保健医療大学臨床検査学科）樋本 尚志

P-049 NBNC肝細胞癌に対する肝切除後の再発及び予後におけるサルコペニア・糖尿病・及
びBMI の意義

茂樹
P-050

（東京慈恵会医科大学肝胆膵外科）脇山
切除不能消化器癌の予後に対するサルコペニア関連因子の影響

（新潟大学地域医療教育センター消化器内科）兼藤 努
P-051 肥満による生活習慣病（メタボリックシンドローム）に於ける臓器指標としての脂肪肝

の意義
（大阪医科大学健康科学クリニック）福田 彰

一般演題 ポスター：AIHほか
9：35～10：10
座長：吉岡健太郎（藤田保健衛生大学肝胆膵内科）

P-052 当科におけるHCC合併 PBC5 症例の検討
孝洋

P-053
（秋田大学消化器内科）道免

急性発症しステロイドが著効した自己免疫性肝炎の 2例
（新小倉病院肝臓内科）谷本 博徳

P-054 当科における原発性胆汁性胆管炎の現状

P-055
（三重大学消化器肝臓内科）長谷川浩司

MRI IDEAL IQ による肝内鉄沈着の評価が有用であった肝ヘモクロマトーシスの 3例
康秋

P-056
（名寄市立総合病院消化器内科）鈴木

肝外突出性腫瘤として発見され診断に難渋した悪性腹膜中皮腫の 1例
（順天堂大学練馬病院消化器内科）深田 浩大

一般演題 ポスター：NASH/NAFLD
10：10～10：45
座長：池嶋 健一（順天堂大学消化器内科学）

P-057 人間ドック受診者における脂肪肝と飲酒量の変化
（三豊総合病院消化器科）守屋 昭男

P-058 フィブロスキャンを用いたNASH患者に対するUDCAの効果の検討
（山形大学内科学第二講座）奥本 和夫

P-059 トホグリフロジンは糖尿病合併非アルコール性脂肪性肝疾患の肝障害を改善する
（和歌山労災病院消化器内科）江守 智哉

P-060 脂肪肝患者を中心とした 75gOGTT の検討：MS合併と 1時間血糖高値群および肝病態
との関係（第 2報）

雅彦
P-061

（すがの内科クリニック）菅野
脂肪肝発症に対する肥満度と飲酒量の影響は男女で異なっている

（高知大学消化器内科学）越智 経浩



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 1 日目（4 月 19 日）PM ブ ー ス ３（花 ABCD）

一般演題 ポスター：肝硬変 1
14：10～14：45
座長：寺井 崇二（新潟大学消化器内科学）

P-062 Shear Wave Elastography と Magnetic Resonance Elastography について
晃市

P-063
（総合南東北病院消化器センター）濱田

肥満症例に対するファイブロスキャンXLプローブの有用性
秀哉

P-064
（山梨大学第一内科）松田

肝線維化マーカーM2BPGi 値と腹水の有無に関する検討
（岡山赤十字病院肝臓内科）歳森 淳一

P-065 当院におけるリファキシミン使用経験
理英

P-066
（滋賀医科大学消化器内科）大崎

NASH線維化の診断バイオマーカーとしてのサイトカイン解析
（岡山大学消化器内科）池田 愛璃

一般演題 ポスター：肝硬変 2
14：45～15：20
座長：角田 圭雄（愛知医科大学内科学講座肝胆膵内科）

P-067
（くすの木病院）小曽根 隆

P-068

肝硬変症に対するカルニチン製剤の長期効果

当院におけるトルバプタン有効症例の検討
和英

P-069
（福岡大学消化器内科）高田

当院における肝性腹水に対するトルバプタン使用症例の効果予測因子の検討
（済生会新潟第二病院）今井 径卓

P-070 当院におけるルストロンボパグの使用経験
（自治医科大学消化器肝臓内科）野本 弘章

P-071 ルストロンボパグを投与した肝硬変症例の検討
（済生会中和病院内科/国保中央病院内科）堂原 彰敏

一般演題 ポスター：肝硬変 3
15：20～15：55
座長：中牟田 誠（国立病院機構九州医療センター）

P-072

P-073

ナルフラフィン塩酸塩による睡眠障害への早期改善効果に関する検討
（兵庫医科大学肝胆膵内科）井上美奈子

急性肝障害における，Shear Wave Elastography を用いた肝硬度測定
季晋

P-074
（獨協医科大学越谷病院消化器内科）須田

汎用性の画像ソフトを用いた自動抽出機能による大腰筋測定法の有用性
（高山赤十字病院消化器内科）盛田 真弘

P-075 アミオダロン服用が原因と考えられた肝硬変の 1例
（西宮市立中央病院消化器内科）鬣 瑛

P-076 患者アンケートを実施してみえた痒みの顕在化―GLSG：Gunma Liver Study Group―
（群馬大学消化器・肝臓内科/群馬大学肝疾患センター）堀口 昇男



第１０４回 日本消化器病学会総会

一般演題 ポスター：C型肝炎 1
15：55～16：30
座長：名越 澄子（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）

P-077 C型肝癌根治的治療後の再発率，肝予備能，再発後の治療：IFN，DAA，抗ウイルス治療
（�）症例の比較

（久留米大学消化器内科）黒松 亮子
P-078 当院における IFN Based Therapy と DAA治療後の発癌因子の検討

（新潟大学医歯学総合病院肝疾患相談センター）上村 博輝
P-079 肝発癌がソホスブビル・レジパスビル併用療法に与える影響について

（横浜市立大学市民総合医療センター消化器病センター）守屋 聡
P-080 C型肝炎に対するDAAs をベースとした抗ウイルス療法の治療後の経過に関する検討

（京都第一赤十字病院消化器内科）西村 健
P-081 C型肝炎に対しDAA治療を行いSVR確認後 1年以内に発症した肝細胞癌以外の悪性

腫瘍症例の検討
（市立ひらかた病院消化器内科）本合 泰

第 1 日目（4 月 19 日）PM ブ ー ス ３（花 ABCD）



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 1 日目（4 月 19 日）AM ブ ー ス ４（花 ABCD）

一般演題 ポスター：胆道 治療
9：00～9：35
座長：原 和生（愛知県がんセンター中央病院消化器内科）

P-082 胆嚢摘出術後に発症する総胆管結石，胆管炎に対する傾向と対策の検討
光徳

P-083
（国立病院機構宇都宮病院消化器内科/獨協医科大学消化器内科）前田

Performance status 4 症例におけるERCPの有効性と安全性の検討
礼奈

P-084
（愛知医科大学肝胆膵内科）北野

遠位胆管癌切除例の臨床病理学的因子における無再発生存予後因子の検討
修司

P-085
（東京医科大学茨城医療センター消化器外科）鈴木

内視鏡的乳頭切開術（EST）後の結石再発予防における腹部圧迫療法の有用性

P-086
（聖マルチン病院消化器内科）小山裕紀子

当院での急性胆嚢炎の起因菌と抗菌薬治療の検討
（JAとりで総合医療センター消化器内科）飯塚 泰弘

一般演題 ポスター：膵癌 1
9：35～10：10
座長：袴田 健一（弘前大学消化器外科学）

P-087
（大津赤十字病院）稗田 信弘

P-088

当院における高齢者膵癌に対する治療の現状

市中病院における膵癌診療の現状
（東芝病院消化器内科）山本 夏代

P-089 70 歳以上の膵癌患者における化学療法施行例及び非施行例での生存期間に関する比較
検討

（黒部市民病院内科）冨田 学
P-090 当院における局所限局膵癌に対する集学的治療

（国立病院機構四国がんセンター消化器内科）畔元 信明
P-091 集学的治療の治療方針決定ツールとしての後腹膜アプローチによる審査腹腔鏡の活用～

RTRO first アプローチ～
（藤田保健衛生大学総合消化器外科）木口 剛造



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 1 日目（4 月 19 日）PM ブ ー ス ４（花 ABCD）

一般演題 ポスター：膵癌 2
14：10～14：45
座長：深澤 光晴（山梨大学第一内科）

P-092 当院における切除不能膵臓癌に対するゲムシタビン塩酸塩+ナブパクリタキセル併用療
法の現況

（金沢医療センター）小村 卓也
P-093 局所進行膵癌に対するS�1 併用化学放射線療法の治療成績

（石川県立中央病院消化器内科）辻 国広
P-094 �LA）に対する FOLFIRINOX（FFX）およびGEM+nab�PTX切除不能局所進行膵癌（UR

（GnP）の治療成績
宗司

P-095
（愛知県がんセンター消化器内科）安田

当院における切除不能膵癌の予後と治療成績
雅宗

P-096
（福岡大学筑紫病院消化器内科）土居

切除不能局所進行膵癌に対する conversion surgery の有用性の検討
（札幌医科大学腫瘍内科）吉田 真誠

一般演題 ポスター：膵腫瘍
14：45～15：20
座長：祖父尼 淳（東京医科大学消化器内科学）

P-097 �9 によるスクリーニングは膵体尾部癌の予後と自覚症状の有無との関連～CEA，CA19
有用か？～

P-098

P-099

（日本赤十字社医療センター肝胆膵・移植外科）柳田 佳嗣
健診を契機に発見された膵癌に関する検討

（三井記念病院消化器内科）柴田智華子
定期的な画像検査にて経過観察中に発見された膵癌に関する検討

（三井記念病院消化器内科）黒川 憲
P-100 膵退形成癌の臨床病理学的検討

P-101
（地域医療機能推進機構札幌北辰病院消化器内科）高木 智史

当院で手術を施行された IPMN症例の手術適応の妥当性とリンパ節郭清縮小の可能性
（山梨大学第一外科）川井田博充



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）AM ブース１（花 ABCD）
一般演題 ポスター：H.Pylori 2

9：00～9：35
座長：鈴木 英雄（筑波大学光学医療診療部）

P-102 E プレート抗体価 3U/mL 未満における Helicobacter pylori 感染についての検討
（弘前大学消化器血液内科学講座）珍田 大輔

P-103 一般住民健診でのEプレートと LZテストの診断精度についての検討
（弘前大学消化器内科）下山 克

P-104 当院におけるピロリ菌感染診断の現状
（東京都立墨東病院内視鏡科）堀内 亮郎

P-105 自費診療による迅速尿中ピロリ抗体検査の有用性
（国立病院機構函館病院消化器科）間部 克裕

P-106 高度萎縮性胃炎はPEG後の肺炎と関連する
（済生会松阪総合病院内科）清水 敦哉

一般演題 ポスター：H.Pylori 3
9：35～10：10
座長：鎌田 智有（川崎医科大学総合医療センター健康管理学）

P-107 当院における Helicobacter pylori 除菌治療（従来法とボノプラザン使用例の比較，高齢
者除菌の概要を中心に）

（土佐市民病院消化器内科）松岡 正記
P-108 当院における Helicobacter pylori（H.pylori）除菌治療の現状～ボノプラザン（VPZ）に

よる除菌治療成績～
洋子

P-109
（市立伊丹病院消化器内科）村山

H. pylori 三次除菌療法におけるPPI と vonoprazan の比較
（浜松医科大学臨床研究管理センター）古田 隆久

P-110 ヘリコバクター・ピロリ菌除菌における 4剤併用療法の有用性（多施設無作為化比較対
照試験による検討）

（東海大学内科学系消化器内科学）内田 哲史
P-111 当院における H.pylori 除菌療法の現況

（東北医科薬科大学消化器内科）米地 真

一般演題 ポスター：消化管出血 1
10：10～10：45
座長：小田島慎也（帝京大学内科学講座）

P-112

P-113

上部消化管出血の時代的変遷と出血性胃潰瘍に対する止血術に関する検討
（広島市立安佐市民病院消化器内科）小川裕太郎

当院における高齢者非静脈瘤性上部消化管出血に対する緊急内視鏡的止血術の治療成績
洋平

P-114
（東京都立墨東病院内科）古本

当院において緊急内視鏡を施行した高齢者上部消化管出血症例の傾向の検討
一史

P-115
（東京大学消化器内科）深川

当院にて内視鏡的止血処置を行った高齢者の上部消化管出血症例の現状
繁紀

P-116
（岐阜県立多治見病院消化器内科）福定

高齢者の消化管出血に対するPPI の有用性についての臨床的検討
（福井大学第二内科）齊藤 恭志



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）PM ブース１（花 ABCD）

一般演題 ポスター：消化管出血 2
14：30～15：05
座長：永原 章仁（順天堂大学消化器内科）

P-117 十二指腸穿破をきたした正中球状靭帯症候群による膵十二指腸動脈瘤の一例
（近畿大学消化器内科）高島 耕太

P-118 吐血にて発症したSegmental arterial mediolysis（SAM）が原因と考えられる脾動脈仮性
瘤胃穿通の 1例

佳映
P-119

（神戸赤十字病院消化器内科）長尾
多量消化管出血をきたした腹部大動脈仮性大動脈瘤―十二指腸瘻の 1例

（柏崎総合医療センター消化器内科）高橋 祥史
P-120 Plummer�Vinson 症候群に併発した出血性胃潰瘍の 1例

綾乃
P-121

（東京都立多摩総合医療センター消化器内科）中園
胃癌からの出血に対し放射線治療が有用であった 1例

（市立貝塚病院）川田 純司

一般演題 ポスター：胃・十二指腸癌 1
15：05～15：40
座長：渡邊 清高（帝京大学内科学腫瘍内科）

P-122 化学療法長期生存例を含むEBウイルス関連胃癌の経験
秀雄

P-123
（国立病院機構関門医療センター臨床研究部）柳井

術後 14年目で再発を認めた胃癌の 1例
（川口市立医療センター消化器外科）武地 蒼太

P-124 TS1・シスプラチン併用化学療法が著効し切除可能となった傍大動脈リンパ節転移を伴
う進行胃癌の 1例

（国家公務員共済組合連合会大手前病院消化器内科）木下 和郎
P-125 胃癌皮膚転移の 3例

（高知大学外科学講座外科1）並川 努
P-126 当院で十二指腸癌に対して化学療法を行った 2例

（横浜南共済病院消化器内科）中野間 紘



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）AM ブース２（花 ABCD）
一般演題 ポスター：大腸 2

9：00～9：35
座長：冨樫 一智（福島県立医科大学会津医療センター小腸大腸肛門学講座）

P-127
（長野赤十字病院外科）柳沢 直恵

P-128

5FU投与中に高アンモニア血症を来たした 1例

多発肝膿瘍を伴った盲腸憩室炎の 1例
正吉

P-129
（那覇市立病院外科）長濱

膿瘍形成性虫垂炎治療後にメトロニダゾール脳症をきたした 1例
次郎

P-130
（東京ベイ浦安市川医療センター外科）木村

腹部超音波検査を契機に薬剤性ANCA関連血管炎が疑われた一例
麻子

P-131
（横浜労災病院消化器内科）野上

診断に苦慮した，心窩部痛を初症状とした多発性骨髄腫の 1例
（神戸労災病院消化器内科）福山 俊彦

一般演題 ポスター：IBD 3
9：35～10：03
座長：畑 啓介（東京大学腫瘍外科）

P-132 潰瘍性大腸炎術後回腸嚢炎に対する糞便移植法の安全性と有効性についての検討
（滋賀医科大学消化器内科）西田 淳史

P-133 当院で経験した腸管ベーチェット病に対して抗 TNF�α製剤を用いた症例の検討
（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科）宮下 春菜

P-134 中高年者の潰瘍性大腸炎再燃時におけるタクロリムスを用いた寛解導入療法の有用性
（昭和伊南総合病院消化器病センター）堀内 朗

P-135 メサラジン不耐症と考えられた潰瘍性大腸炎の 1例
（高知大学消化器内科学）高崎 元樹



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）PM ブース２（花 ABCD）

一般演題 ポスター：IBD 4
14：30～15：05
座長：鈴木 康夫（東邦大学医療センター佐倉病院 IBDセンター）

P-136 当院における炎症性腸疾患に合併した悪性腫瘍についての検討
（東京女子医科大学消化器内科）安廣 和志

P-137

P-138

難治性潰瘍性大腸炎（UC）に対するタクロリムス（TAC），生物学的製剤（Bio）の併用
寛解導入療法について

（東京女子医科大学）伊藤亜由美
難治性活動性クローン病に対するウステキヌマブ・顆粒球除去強化併用療法の効果

（名古屋市立大学消化器・代謝内科学）谷田 諭史
P-139 クローン病変に由来する痔瘻に対する IFX による早期治療介入の成績

（生駒胃腸科肛門科診療所/土庫病院奈良大腸肛門病センター）増田 勉
P-140 ペンタサ注腸継続によりステロイドの繰り返し投与を離脱し長期に寛解を維持できてい

る，両下肢の用を全廃し身体障害者 1級相当となった潰瘍性大腸炎の 1症例
（生駒胃腸科肛門科診療所/土庫病院奈良大腸肛門病センター）増田 勉

一般演題 ポスター：大腸癌 2
15：05～15：33
座長：小山

P-141
（けいゆう病院腫瘍内科）赤木 秀子

P-142

茂（東京都立広尾病院内視鏡科）

当院での内服抗がん剤指導チームの取り組み

EMR治療後に近傍に再発したS状結腸癌の 1例
（札幌医科大学消化器内科学講座）白田 智洋

P-143 90 歳以上の超高齢者大腸癌症例の検討
（市立東大阪医療センター消化器外科）池永 雅一

P-144 外来で行う進行再発大腸癌に対する FOLFOXIRI+Bevacizumab 療法の安全性と有効性
（関西労災病院外科）賀川 義規



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）AM ブース３（花 ABCD）
一般演題 ポスター：C型肝炎 2

9：00～9：35
座長：米田 政志（愛知医科大学肝胆膵内科）

P-145 C型肝炎関連肝細胞癌肝切除後に直接作用型抗ウイルス薬投与によるウイルス学的著効
獲得が癌再発および予後に及ぼす影響

肖吾
P-146

（大阪市立大学肝胆膵外科学）田中
肝癌治療後C型慢性肝疾患に対する抗ウイルス薬治療後の肝癌再発に関する検討

雅也
P-147

（金沢大学）舩木
当科における肝細胞癌根治例における抗ウイルス療法後の再発に関する検討

雅邦
P-148

（熊本大学消化器内科学）立山
DAA治療を施行したC型肝硬変症例の肝予備能の変化と発癌についての検討

（伊達赤十字病院消化器科）久居 弘幸
P-149 DAA治療後のHCC発癌に関する検討

（東京医科大学消化器内科学分野）吉益 悠

一般演題 ポスター：C型肝炎 3
9：35～10：03
座長：是永 匡紹（国立国際医療研究センター肝炎情報センター）

P-150

P-151

P-152

P-153

当院のC型肝炎に対するDAA治療効果，治療後RASと有害事象の検討
（日本大学板橋病院消化器・肝臓内科）金子 朋弘

C型慢性肝疾患に対するグラゾプレビル・エルバスビル二剤内服療法の検討～治療効果
について～

（香川県立中央病院肝臓内科）妹尾 知典
肝移植後ゲノタイプ 1型 C型肝炎にSOF/LDV療法が著効した 2例

（秋田大学消化器内科学講座）南 慎一郎
Bernard�Soulier 症候群に合併したC型肝炎に対するDAA治療の一例

（東京女子医科大学東医療センター内科）木村 綾子

一般演題 ポスター：門脈圧亢進症
10：03～10：31
座長：中本 安成（福井大学内科学（2））

P-154 肝性浮腫に対するトルバプタン治療の治療成績
剛

P-155
（熊本大学消化器内科学）川崎

逆行性経静脈的アプローチによる門脈大循環分流術の検討
（獨協医科大学消化器内科）真島 雄一

P-156 肝硬変合併門脈血栓症に対してエドキサバン投与による血栓溶解の有効性，安全性につ
いての報告

（JA香川県厚生連屋島総合病院）谷 丈二
P-157 巨木型食道静脈瘤の 2例

（札幌厚生病院肝臓内科）木村 睦海



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）PM ブース３（花 ABCD）

一般演題 ポスター：肝臓 基礎
14：30～15：05
座長：中尾 一彦（長崎大学消化器内科学）

P-158 慢性飲酒ラットにおける虚血再灌流肝障害に及ぼす Febuxostat の抑制効果
（金沢医科大学肝胆膵内科学）豊田 健

P-159 YAP経路を介したAngiotensin�II 受容体阻害薬による胆管細胞癌抑制効果
（奈良県立医科大学内科学第三講座）才川宗一郎

P-160 アルコール依存症患者の消化管感染症に対する Lineage�細胞の役割
（大阪医科大学第二内科）土本 雄亮

P-161 マウスモデルにおける重症型アルコール性肝炎の病態とトランスクリプトーム解析
（山梨大学第一外科）古屋 信二

P-162 オートファジーが細胞接着に果たす役割の検討
（九州大学病態機能内科学）河野 真一

一般演題 ポスター：インターベンション
15：05～15：40
座長：滝川 康裕（岩手医科大学消化器内科）

P-163 経皮的肝穿刺処置に伴い胆道出血を合併した 2例
（札幌厚生病院肝臓内科）山口 将功

P-164 急性胆管炎後に発症した肝仮性動脈瘤破裂による胆道出血に対し，経カテーテル的動脈
塞栓術（TAE）を施行した 2例

（済生会新潟第二病院）今井 径卓
P-165

（石川県立中央病院消化器内科）西谷 雅樹
P-166

（愛仁会高槻病院消化器内科）權田 真知
P-167

肝膿瘍 42 例の臨床的検討

当院で経験した門脈ガス血症の検討

肝原発微小Neuroendocrine tumor の 1 例
（府中恵仁会病院消化器センター外科）佐藤 貴弘

一般演題 ポスター：肝膿瘍
15：40～16：15
座長：江口有一郎（佐賀大学肝疾患センター）

（松下記念病院）世古口 悟
P-168 当院における肝膿瘍症例の検討

P-169 当院における細菌性肝膿瘍に対する後方視的検討

P-170

P-171

（大阪急性期・総合医療センター消化器内科）佐々木陽一
魚骨の穿通によって肝膿瘍を発症した 2例

（市立稚内病院内科）滝新悠之介
感染性肝嚢胞に対して経胃的EUS下ドレナージが有効であった 1例

（長岡赤十字病院）吉川 成一
P-172 多彩な画像所見を呈し診断に苦慮した肝結核の 1例

（鳥取大学機能病態内科学）法正 恵子



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）AM ブース４（花 ABCD）

一般演題 ポスター：胆道 症例 1
9：00～9：35
座長：伊藤 啓（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）

P-173 遠位胆管癌の経過中に発症した侵襲性インフルエンザ菌感染症による胆管炎の 1例
（佐野厚生総合病院内科）下嵜啓太郎

P-174 セフトリアキソン投与に伴う偽胆石症の 3成人例
和也

P-175
（岡山ろうさい病院消化器内科）田尻

胆石・胆嚢炎にて外科療法を実施した巨大胆嚢の 1例
博美

P-176
（静和記念病院内科）小野

EST＋EBDによる分流処置が奏効している膵・胆管乳頭内合流乳頭炎の 1例
一雄

P-177
（国保日高総合病院消化器外科）有井

膵頭十二指腸切除術後に発症した肝内胆管結石症の 1例
（市立四日市病院外科）鹿野 敏雄

一般演題 ポスター：胆道 症例 2
9：35～10：10
座長：佐々木

P-178

隆（がん研究会有明病院）

総胆管に落下し，保存的治療により軽快した偽胆石症の 1例
（伊達赤十字病院消化器科）飴田 咲貴

P-179 アレルギー症状を契機に診断し得た好酸球性胆道疾患の 2例
（山形大学内科学第二講座）池田 千咲

P-180 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に胆管結石に対する内視鏡的処置が必要になった 3症例の検討
伸和

P-181
（青森厚生病院外科）渡辺

無症候性家族性高アルカリフォスファターゼ血症の一家系
紀堯

P-182
（富永病院内科）裴

転移性胆嚢癌の 2例―本邦報告腎癌胆嚢転移 36例，乳癌胆嚢転移 4例の集計―
（西村会向陽病院消化器内科）中沢 和之



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 2 日目（4 月 20 日）PM ブース４（花 ABCD）
一般演題 ポスター：膵 内視鏡

14：30～15：05
座長：窪田 賢輔（横浜市立大学内視鏡センター）

P-183 当院における膵管狭窄に対する軟性生検鉗子の使用経験
拓大

P-184
（高知大学消化器内科学）耕崎

当科における 22Gフランシーン形状針によるEUS－FNAの経験
（北海道消化器科病院内科）中村 英明

P-185 当科における腹腔内リンパ節に対するEndoscopic ultrasound�guided fine needle aspi-
FNA）の成績

（秋田大学消化器内科）佐藤 亘
P-186 �FNA導入から現在までの検体採取率の向上と，安全な鎮静

ration（EUS�

地方中核病院におけるEUS
法を目指す取り組み

幾晴
P-187

（国立病院機構南和歌山医療センター消化器科）木下
当院における胆管閉塞を伴った消化管閉塞に対しての double stenting の現況

（香川県立中央病院消化器内科）和唐 正樹

一般演題 ポスター：膵炎 1
15：05～15：33
座長：内田 一茂（関西医科大学内科学第三講座（消化器肝臓内科））

P-188 自己免疫性膵炎診療における IgG4 関連疾患としての意義
（福井県済生会病院内科）渡邊 弘之

P-189 当院における自己免疫性膵炎治療の現況
（福井大学第二内科）大藤 和也

P-190

P-191

限局型自己免疫性膵炎の膵切除を回避する為に―自験 3切除例から学んだ事―
（信州大学消化器内科）近藤 翔平

切除不能膵癌における好中球リンパ球比と他の炎症・栄養指標による予後予測能の比較
検討

（新潟大学消化器内科学）中野応央樹

一般演題 ポスター：膵炎 2
15：33～16：01
座長：宇野 耕治（京都第二赤十字病院消化器内科）

P-192 慢性膵炎に伴う膵石・膵管狭窄に対する膵管ステント長期留置と外科的治療の膵炎予防
効果の比較

（岐阜県総合医療センター消化器内科）岩田 圭介
P-193 アルコール性慢性膵炎に合併した胆管狭窄に対する内視鏡的胆管ステント留置術の治療

効果
翼

P-194
（国立病院機構京都医療センター消化器内科）下

当院における膵石に対する内視鏡的治療の成績と課題
（神戸大学消化器内科）山田 恭孝

P-195 好酸球性膵炎の 1例
（済生会富山病院）坂東 正



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 ３ 日目（4 月 2 1日）AM ブース１（花 ABCD）

一般演題 ポスター：上部消化管 1
9：00～9：28
座長：前北 隆雄（和歌山県立医科大学内科学第 2）

P-196 食道静脈瘤内視鏡治療における分岐鎖アミノ酸高含有経腸栄養剤の有用性
融一

P-197
（大阪医科大学消化器内視鏡センター）小嶋

低分化胃癌におけるSox10 発現の臨床病理学的検討
麻倫

P-198
（北海道大学腫瘍病理学教室/北海道大学光学医療診療部）石川

秋田県がん登録に見る，胃癌の動向
（秋田大学消化器内科）小泉 重仁

P-199 内視鏡検診導入を見据えた当院での取り組み
（秋田大学消化器内科）石岡 充彬

一般演題 ポスター：上部消化管 2
9：28～9：56
座長：北條麻理子（順天堂大学消化器内科）

P-200 経皮内視鏡的胃瘻造設術における早期死亡リスク因子についての検討
（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）三浦 崚一

P-201 リンパ増殖性疾患との鑑別を要したEBV関連急性胃病変
眞未

P-202
（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科）蜂谷

化学療法後の経過が異なる消化管浸潤を伴う悪性リンパ腫の 2症例

P-203
（天理よろづ相談所病院消化器内科）高井利恵子

大規模災害時における消化器疾患への医療対応のあり方：在宅・避難所医療を含めて
（京葉病院外科災害医療大系編纂グループ/災害医療大系編纂グループ）原口 義座



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 ３ 日目（4 月 2 1日）PM ブース１（花 ABCD）

一般演題 ポスター：胃・十二指腸癌 2
13：30～14：05
座長：山下 裕玄（東京大学消化管外科学）

P-204 本態性血小板血症を合併した進行胃癌の 1切除例
（千葉県済生会習志野病院外科）中村 祐介

P-205 術前化学療法中に胃内新規病変が発見され，組織学的効果に相違を認めた胃二重癌の 1
例

和生
P-206

（東濃厚生病院外科）山村
ICG蛍光法にて術中肝転移性腫瘍を識別した胃腺扁平上皮癌の 1例

（静和記念病院内科）小野 博美
P-207 不全型ベーチェット病に早期胃癌を合併しESDを施行した一例

P-208
（横浜市立大学消化器内科学）佐々木智彦

UL合併早期胃癌に対するESDの工夫：Pocket�creation method（PCM）の胃 ESD
への応用

（府中病院消化器内科）武田 修身



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 ３ 日目（4 月 2 1日）AM ブース２（花 ABCD）

一般演題 ポスター：大腸 3
9：00～9：35
座長：今枝 博之（埼玉医科大学消化管内科）

P-209
（岡山済生会総合病院内科）大里 俊樹

P-210

大腸憩室出血再発と生活習慣病との関連の検討

水素水の便秘解消効果に対する検証
美佳

P-211
（出雲市立総合医療センター内科）結城

未だに撲滅できていない下部消化管内視鏡時の腸管洗浄剤による腸閉塞
拓也

P-212
（名古屋共立病院消化器内科）栗本

消化器がん患者の看取りにおける鎮静の実態調査
（市立伊丹病院消化器内科）堀木 優志

P-213 演題取り下げ

一般演題 ポスター：小腸 1
9：35～10：10
座長：大宮 直木（藤田保健衛生大学消化管内科）

P-214

P-215

LPS 刺激 urocortin 脳槽内投与ラットにおける消化管粘膜内炎症細胞浸潤の検討
（日本医科大学武蔵小杉病院・消化器内科）酒瀬川典子

腸重積を来したPeutz�Jeghers 型ポリープの一例
（市立東大阪医療センター消化器外科）板倉 弘明

P-216 特発性大網出血の 2症例
（岩手医科大学救急・災害・総合医学講座救急医学分野）井上 義博

P-217 術前に診断し待機手術として完全鏡視下に腸管切除なしに修復し得た総腸間膜症に伴い
2回転していた中腸捻転症の一例

（医仁会武田総合病院外科）今村 卓司
P-218 On going OGIB の治療戦略と長期予後

（岡山大学消化器内科）岡本 雄貴

一般演題 ポスター：小腸 2
10：10～10：45
座長：大塚 和朗（東京医科歯科大学光学医療診療部）

P-219 当院における腹部内臓動脈瘤治療例の検討
（国家公務員共済組合連合会大手前病院消化器内科）櫻井 有香

P-220 クローン病患者における腸内細菌叢の検討
峻

P-221
（名古屋大学消化器内科学）服部

経管栄養患者におけるとろみ状流動食一日 2回投与の検討
巧

P-222
（医療法人厚生会道ノ尾病院）芹田

消化器外科，消化器内科病棟における病棟NST活動の有用性についての検討
正彦

P-223
（中東遠総合医療センター外科）宮地

顕性出血の有無は原因不明消化管出血の診断率に影響しない
（香川県立中央病院消化器内科）高橋 索真



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 ３ 日目（4 月 2 1日）PM ブース２（花 ABCD）

一般演題 ポスター：大腸腫瘍
13：30～14：05
座長：斎藤 豊（国立がん研究センター中央病院内視鏡科）

P-224 閉塞性大腸癌に対する低侵襲治療
幸平

P-225
（関西労災病院消化器外科）村田

進行直腸癌に併存したリンパ節転移陽性の直腸神経内分泌腫瘍の 1例
（白河厚生総合病院外科）神賀 貴大

P-226 深在性嚢胞性大腸炎の 1例
（岡山赤十字病院消化器外科）黒田 雅利

P-227 オクトレオチド製剤が奏効したMixed Adeno Neuroendocrine Carcinoma（MANEC）の
一例

（宮城県立がんセンター消化器外科）木内 誠
P-228 中年女性を含むCronkhite�Canada 症候群 4例の治療経過

（日本医科大学千葉北総病院）秋元 直彦

一般演題 ポスター：小腸腫瘍
14：05～14：40
座長：土屋輝一郎（東京医科歯科大学消化器内科）

P-229 当院における小腸悪性腫瘍の検討
（関西労災病院消化器内科）須永 紘史

P-230 回腸間膜Castleman 病の 1例―本邦既報例 68例の検討―
（市立東大阪医療センター消化器外科/市立東大阪医療センター病理診断科）

津田雄二郎
P-231 大腸癌術後 12年目に腸閉塞を契機に発見された異時性小腸癌の 1例

（市立東大阪医療センター消化器外科）上田 正射
P-232

P-233

腹腔内パクリタキセル（ipPAC）療法により良好に経過している腹膜播種陽性小腸癌の一
例

（斗南病院腫瘍内科）大岩修太郎
肺腺癌の小腸転移による出血性ショックと腸閉塞を発症した 1例

（神鋼記念病院消化器内科）大田 和世



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 ３ 日目（4 月 2 1日）AM ブース３（花 ABCD）

一般演題 ポスター：B型肝炎 1
9：00～9：35
座長：井戸 章雄（鹿児島大学消化器疾患・生活習慣病学）

P-234 B 型慢性肝疾患に対する核酸アナログ治療と予後
（新潟市民病院消化器内科）和栗 暢生

P-235

P-236

B 型慢性肝炎における既存核酸アナログ製剤から TAFへの切り替えによる腎障害，骨代
謝マーカーの変化について

（福井県済生会病院内科）野ツ俣和夫
ALP上昇を契機に診断されたアデホビルによる Fanconi 症候群に対してテノホビル・
アラフェナミドへの変更が有効であった一例

啓介
P-237

（愛媛県立中央病院臨床研修センター）近藤
B型急性肝不全急性感染例に対するステロイド・核酸アナログ併用療法

（千葉大学消化器内科）安井 伸
P-238 Genotype A の B型肝炎症例の臨床像

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）中尾 将光

一般演題 ポスター：B型肝炎 2
9：35～10：03
座長：加藤 淳二（札幌医科大学腫瘍内科学講座）

P-239 Flash Replenishment sequence によるHBV関連肝疾患の肝病変進展評価の試み
尚幸

P-240
（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）吉峰

職員健診でのHBc抗体陽性頻度からみたHBV暴露とワクチンの効果
未央

P-241
（大曲厚生医療センター消化器科）鶴岡

非消化器科におけるHBV再活性化対策の現状
靖

P-242
（松江赤十字病院・消化器内科）内田

当院の免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策
（東京逓信病院医療安全管理委員会）大沢 幸嗣

一般演題 ポスター：肝癌 1
10：03～10：31
座長：向坂彰太郎（福岡大学消化器内科）

P-243 肝中央部HCCに対しマイクロバルーンカテーテルで遠位動脈閉塞下 TACEが有用
だった 1例

（製鉄記念室蘭病院放射線科）湯浅 憲章
P-244 肝動脈化学塞栓療法とゲムシタビン全身投与が奏功した切除不能混合型肝癌の 1例

（済生会新潟第二病院消化器内科）佐野 知江
P-245 DEB�TACEと Bland�TAE併用のDEB�TACE症例の比較検討

憲
P-246

（大阪医科大学第二内科）中村
腎機能が低下した肝癌症例に対するミリプラチンを用いた TACEの安全性

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）今井 幸紀



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 ３ 日目（4 月 2 1日）PM ブース３（花 ABCD）

一般演題 ポスター：肝癌 2
13：30～14：05
座長：玄田 拓哉（順天堂大学静岡病院）

P-247 �II（insulin�like growth factor II）産生肝細胞癌の 1著明な遷延性低血糖を呈した IGF
剖検例

（済生会松山病院内科）佐々木千世
P-248 術前診断が困難であった細胆管細胞癌の画像検討

P-249

P-250

P-251

（市立札幌病院消化器内科）松村まり子
Gd�EOB�MRI と動脈造影下CTでの多血化肝細胞癌描出能の違いにより治療方針の変
更に至った 2例

（札幌医科大学腫瘍内科）坂本 拡基
画像支援ソフトを用いたHCC診療に対する当院の取り組み

（高松赤十字病院消化器内科）小川 力
尾状葉肝細胞癌に対するラジオ波焼灼術の有用性

（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学）広岡 昌史

一般演題 ポスター：肝癌 3
14：05～14：40
座長：飯島 尋子（兵庫医科大学内科学肝胆膵科・超音波センター）

P-252 ソラフェニブ治療効果に肝線維化が及ぼす影響の検討
（佐賀大学内科学）桑代 卓也

P-253 脂肪肝を有する肝癌症例における，エタノール摂取量の多寡が発癌形式に与える影響
（虎の門病院肝臓センター）川村 祐介

P-254 NBNC肝癌の飲酒量別の差異についての検討
聡司

P-255
（新潟大学医歯学総合病院）阿部

HCV関連肝癌根治的治療例における骨格筋量の予後への影響
知明

P-256
（札幌厚生病院肝臓内科）中島

当院における肝細胞癌に対するソラフェニブ投与の実際と予後
（市立東大阪医療センター消化器外科）中島 慎介

一般演題 ポスター：肝癌 4
14：40～15：15
座長：土谷

P-257

薫（武蔵野赤十字病院消化器科）

当院におけるインターフェロンフリー治療後の発癌症例の検討
仁

P-258
（豊橋市民病院）田中

Von Willebrand 因子およびADAMTS13 の肝癌早期診断マーカーとしての有用性
広章

P-259
（奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科）高谷

C型肝細胞癌治療後に抗ウイルス療法で著効となった症例の予後
（大森赤十字病院消化器内科）後藤 亨

P-260 エンテカビル投与後のB型肝硬変患者の長期予後
（岡山大学消化器内科）坂口 智紘

P-261 高度血小板減少を伴う肝細胞癌症例に対するアプローチ―部分的脾動脈塞栓術とトロン
ボポエチン受容体作動薬の使い分け―

（千葉大学消化器内科）鈴木英一郎
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一般演題 ポスター：胆道 診断，病態
9：00～9：35
座長：前谷

P-262

容（東邦大学医療センター大橋病院消化器内科）

肝門部領域胆管癌における胆汁細胞診・経乳頭的胆管生検についての検討
巧

P-263
（鳥取赤十字病院・内科） 山

術前CTにおける右肝動脈周囲の脂肪織濃度上昇所見に関する検討
真啓

P-264
（札幌医科大学消化器内科）志谷

炎症マーカーに基づく予後スコアは急性胆嚢炎の重症度を予測する
晃吉

P-265
（東京慈恵会医科大学第三病院消化器・肝臓内科）木下

胆石胆嚢炎を契機に発見された Incidental gallbladder cancer の検討
昭博

P-266
（朝日大学村上記念病院消化器内科）大洞

当院での超音波内視鏡下胆道ドレナージ術の使い分け
（川崎医科大学総合内科学2）谷川 朋弘

一般演題 ポスター：膵癌・栄養
9：35～10：03
座長：松原 三郎（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）

P-267

P-268

P-269

P-270

切除不能膵癌患者におけるサルコペニアの臨床的意義
（岐阜県立多治見病院消化器内科）羽根田賢一

筋肉量低下は切除不能進行膵癌の予後規定因子となりうるか？
（奈良県立医科大学内科学第三講座）古川 政統

手術不能進行膵癌に対する化学療法施行症例におけるサルコペニアの臨床的意義
（岐阜大学第一内科）上村 真也

内臓脂肪面積と生活習慣病，胆膵疾患，膵脂肪変性に関する検討
（新潟大学医歯学総合病院消化器内科）河久 順志



第１０４回 日本消化器病学会総会

第 ３ 日目（4 月 2 1日）PM ブース４（花 ABCD）

一般演題 ポスター：膵 症例 1
13：30～14：05
座長：児玉 裕三（京都大学消化器内科）

P-271 膵癌と鑑別困難であった膵黄色肉芽腫性炎症の 1例
秀元

P-272
（日本海総合病院消化器内科）土田

特異な形態を示した副膵管内乳頭粘液性腺癌の一例
（市立大津市民病院消化器内科）全 圭夏

P-273 �FNAで診断に至った腎癌術後 20年以上で膵腹部超音波検査を契機に発見され，EUS
転移を来した 2例

（横浜労災病院消化器内科）関野 雄典
P-274 �PTX+GEMが有効であったG�CSF産生膵癌の 2例

（公立学校共済組合東海中央病院消化器内科）片岡 邦夫
P-275

Nab

Gemcitabin（GEM）・nab �PTX）併用術前化学療法により down stag-�paclitaxiel（nab
ing を得られた borderline resectable 膵頭部癌の 1切除例

（神戸市立西神戸医療センター市立）猪股 典子

一般演題 ポスター：膵 症例 2
14：05～14：33
座長：向井

P-276

強（岐阜市民病院消化器内科）

脾SANTの一例

P-277

P-278

P-279

（東北労災病院消化器外科）野村 良平
膵体部の膵神経内分泌腫瘍に合併した膵性胸水の一例

（近畿大学消化器内科）河野 辰哉
CDDP減量で副作用を軽減しながら，抗腫瘍効果を示した切除不能/再発NECの 2例

（福島県立医科大学肝胆膵・移植外科）小船戸康英
当科における腹部内臓動脈瘤手術症例の検討

（王子総合病院外科）狭間 一明
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