
2021年 3 月 43

パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

≪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：機能性消化管疾患の改訂ガイドラインを巡って
4月 15 日（木）9：00～11：30

第 3会場
司会：三輪 洋人（兵庫医科大学内科学消化管科）

福土 審（東北大学大学院医学系研究科行動医学）

PD1-1 機能性ディスペプシア・改訂診療ガイドライン
（兵庫医科大学消化器内科）三輪 洋人（みわ ひろと）

PD1-2
［Pros＆Cons］

機能性ディスペプシア・改訂診療ガイドラインの Pros and Cons
（順天堂大学医学部消化器内科）永原 章仁（ながはら あきひと），北條麻理子

PD1-3 過敏性腸症候群・改訂診療ガイドライン
（東北大学大学院医学系研究科行動医学/東北大学病院心療内科）

福土 審（ふくど しん）

PD1-4
［Pros＆Cons］

過敏性腸症候群・改訂診療ガイドラインの pros and cons
（旭川医科大学第 3 内科）奥村 利勝（おくむら としかつ）

PD1-5 日本人若年者における機能性ディスペプシアの関連因子
（愛媛大学医学部附属病院光学医療診療部）山本 安則（やまもと やすのり）

（愛媛大学総合健康センター）古川 慎哉
（愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学）日浅 陽一

PD1-6 膵酵素値異常が及ぼすディスペプシア症状発現への解析
（日本医科大学武蔵小杉病院消化器内科）若林 眞子（わかばやし まこ），

阿川 周平，二神 生爾
PD1-7 機能性ディスペプシアにおけるプラセボ効果

（兵庫医科大学消化器内科学）大島 忠之（おおしま ただゆき），
Xinyi Huang，三輪 洋人

PD1-8 過敏性腸症候群に対するマインドフルネス療法の現状と展望
（東北大学大学院医学系研究科行動医学/東北大学病院心療内科）

村椿 智彦（むらつばき ともひこ），金澤 素，福土 審
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パネルディスカッション 2：ESD適応基準と治癒基準の現状と課題
4月 17 日（土）13：20～15：50

第 3会場
司会：馬場 秀夫（熊本大学大学院消化器外科学）

矢作 直久（慶應義塾大学腫瘍センター）

PD2-1
［Pros＆Cons］

早期胃癌内視鏡的根治度 C-2 症例のマネージメント
（日本大学病院消化器内科）後藤田卓志（ごとうだ たくじ）

PD2-2
［Pros＆Cons］

ESD 困難症例に対する当院の取り組み
（がん研有明病院消化器センター）福長 洋介（ふくなが ようすけ），

鈴木 桂吾，斎藤 彰一
PD2-3 Clinical MM/SM1N0M0 食道癌に対する内視鏡切除の妥当性

（大阪国際がんセンター）松枝 克典（まつえだ かつのり），石原 立，山本 幸子
PD2-4 早期胃癌内視鏡切除における根治性評価の妥当性：Web 登録システムを用いた前向き

コホート研究（J-WEB/EGC）
（大阪国際がんセンター消化管内科）竹内 洋司（たけうち ようじ）

（国立がん研究センター中央病院内視鏡科）鈴木 晴久
（静岡県立静岡がんセンター内視鏡科）小野 裕之

PD2-5 高齢者における早期胃癌 ESD 後短期の他病死リスク
（広島市立広島市民病院内科）宮原 孝治（みやはら こうじ），後藤田達洋

（広島市立広島市民病院内視鏡内科）中川 昌浩
PD2-6 表在性十二指腸癌のリンパ節転移率からみた内視鏡治療の適応と今後の方向性

（がん研有明病院消化器内科）吉水 祥一（よしみず しょういち）

（がん研有明病院病理部）河内 洋
（がん研有明病院消化器内科）藤崎 順子

PD2-7 表在性十二指腸上皮性腫瘍に対する内視鏡治療戦略
（慶應義塾大学医学部消化器内科/

慶應義塾大学医学部腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門）加藤 元彦（かとう もとひこ）

（慶應義塾大学医学部消化器内科）金井 隆典
（慶應義塾大学医学部腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門）矢作 直久

PD2-8 大腸 pT1 癌の臨床的特徴から考える内視鏡治療適応拡大の可能性
（名古屋市立大学大学院医学研究科消化器代謝内科学）尾関 貴紀（おぜき たかのり），

志村 貴也，片岡 洋望
PD2-9 大腸 pT1 癌の内視鏡治療ガイドラインの妥当性に関して

（東京大学光学医療診療部）大木 大輔（おおき だいすけ）

（東京大学消化器内科）辻 陽介，小池 和彦
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パネルディスカッション 3：消化管疾患における低侵襲治療の最前線
4月 15 日（木）14：40～17：10

第 4会場
司会：北川 雄光（慶應義塾大学医学部外科学教室）

藤城 光弘（名古屋大学消化器内科）

PD3-1
［Pros＆Cons］

消化器管疾患の低侵襲治療を振り返って
（昭和大学江東豊洲病院消化器センター）井上 晴洋（いのうえ はるひろ）

PD3-2
［Pros＆Cons］

上部消化管悪性疾患に対する内視鏡手術・ロボット手術の現状と将来展望
（藤田医科大学医学部総合消化器外科）宇山 一朗（うやま いちろう），

須田 康一，柴崎 晋
PD3-3 Ring-shaped thread を用いたトラクションによる咽頭 ESD の有効性の検証

（熊本大学大学院消化器内科学）松野 健司（まつの けんし），宮本 英明，田中 靖人
PD3-4 タラポルフィンを用いた光線力学的療法の成績～vascular shut down の基礎的検討も含

めて～
（名古屋市立大学医学部消化器内科）田中 守（たなか まもる），

西江 裕忠，片岡 洋望
PD3-5 Zenker 憩室に対する軟性内視鏡的憩室隔壁切開術の治療成績

（独立行政法人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）
田丸 弓弦（たまる ゆづる），桑井 寿雄，高野 弘嗣

PD3-6 経口内視鏡的筋層切開術後の逆流症状に関する検討
（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））正岡 建洋（まさおか たつひろ）

（慶應義塾大学医学部外科学（一般・消化器））川久保博文
（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））金井 隆典

PD3-7 end-stage achalasia に対する POEM の有効性の検討
（神戸大学医学部付属病院消化器内科）上田 千勢（うえだ ちせ），

阿部 洋文，田中 心和
PD3-8 胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除

（大阪国際がんセンター消化管内科）七條 智聖（しちじょう さとき），上堂 文也
（大阪国際がんセンター外科）大森 健

PD3-9 管内発育型の胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃内手術に関する検討
（近畿大学医学部外科）木村 豊（きむら ゆたか），安田 篤，安田 卓司

PD3-10 当院における胃粘膜下腫瘍に対する低侵襲治療の選択
（東京大学医学部消化器内科）皆月ちひろ（みなつき ちひろ），辻 陽介，小池 和彦

PD3-11 ロボット支援胃癌手術における Left hand LCS technique の有用性
（徳島大学消化器外科）吉川 幸造（よしかわ こうぞう），島田 光生，西 正暁

PD3-12 表在性非乳頭部十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（DLECS）の有用性に
関する検討
（熊本大学大学院消化器外科学）甲斐田剛圭（かいだ たかよし），林 洋光，馬場 秀夫
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PD3-13 大腸癌に対する低侵襲手術 ～合併症低減へ向けての 15 年間の取り組み
（東京大学腫瘍外科）川合 一茂（かわい かずしげ），野澤 宏彰，石原聡一郎

PD3-14 AI による大腸 T2 癌の治療戦略～全層切除実現への挑戦～
（昭和大学横浜市北部病院消化器センター）一政 克朗（いちまさ かつろう），

工藤 進英，若村 邦彦

パネルディスカッション 4：ACLF：欧米，アジアと我が国での差異（International Forum）
4月 15 日（木）14：40～17：10

第 5会場
司会：寺井 崇二（新潟大学消化器内科）

中山 伸朗（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）

PD4-1
［Pros＆Cons］

Management of acute on chronic liver failure in Asia
（Department of Hepatology, ILBS, India）Vinod Arora

PD4-2
［Pros＆Cons］

Actual state of Medical Treatment for ACLF in Europe
（Institute for Liver and Digestive Health, University College London, UK）

Jane Suzanne Macnaughtan
PD4-3 Nationwide Survey for Acute-on-Chronic Liver Failure in Japan

（Department of Gastroenterology ＆ Hepatology, Saitama Medical University, Japan）
Nobuaki Nakayama，Hayato Uemura，Satoshi Mochida

PD4-4 A 型肝炎による ACLF について
（日本大学医学部消化器肝臓内科学分野）神田 達郎（かんだ たつお），

佐々木玲奈，森山 光彦
PD4-5 血中エンドトキシンに着目した ACLF 発症予測因子の探索および発症予防法の開発

（奈良県立医科大学消化器代謝内科）高谷 広章（たかや ひろあき），
浪崎 正，吉治 仁志

PD4-6 当科で経験した肝硬変急性増悪/ACLF：増悪因子と予後予測を中心に
（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））星 瞳（ほし ひとみ），

褚 柏松，中本 伸宏
PD4-7 本邦の ACLF 基準に基づく患者に対する移植適応

（神戸大学肝胆膵外科）蔵満 薫（くらみつ かおり）

（神戸大学消化器内科）矢野 嘉彦
（神戸大学肝胆膵外科）福本 巧

PD4-8 重症アルコール性肝炎への肝移植適応：臨床効果と倫理的評価
（岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野）柿坂 啓介（かきさか けいすけ），

鈴木 悠地，滝川 康裕
PD4-9 Acute on chronic liver failure に対する肝細胞老化改善の検証

（新潟大学医学部健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座消化器内科）
渡邉 雄介（わたなべ ゆうすけ）

（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野）土屋 淳紀，寺井 崇二
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Closing Remarks
（Liver Failure Group, Institute for Liver and Digestive Health, University College

London, UK）
Rajiv Jalan

（Department of Hepatology, Institute of Liver and Biliary Sciences（ILBS）, India）
Shiv Kumar Sarin

パネルディスカッション 5：肝癌における薬物療法の診療体系
4月 16 日（金）14：30～17：00

第 1会場
司会：正木 勉（香川大学医学部消化器・神経内科）

建石 良介（東京大学医学部消化器内科）

PD5-1
［Pros＆Cons］

肝癌における薬物療法の診療体系～薬物療法と局所療法の位置づけ～
（近畿大学医学部消化器内科）上嶋 一臣（うえしま かずおみ）

PD5-2
［Pros＆Cons］

Intermediate-stage 肝癌治療における TACE と分子標的薬の役割
（福井県済生会病院放射線科）宮山 士朗（みややま しろう）

PD5-3 時代の変遷からみた進行肝細胞癌の分子標的薬治療の発展と予後への効果
（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）小林 和史（こばやし かずふみ），

小笠原定久，加藤 直也
PD5-4 肝細胞癌 BCLC C 期の治療の変化 Lenvatinib は治療成績に貢献したのか

（東北大学病院）二宮 匡史（にのみや まさし），井上 淳，正宗 淳
PD5-5 Intermediate stage HCC に対する薬物療法適応の検討

（金沢大学附属病院消化器内科）寺島 健志（てらしま たけし），山下 竜也，金子 周一
PD5-6 レンバチニブを主体とした肝細胞癌の集学的治療における血管内追加治療の有用性

（東邦大学医療センター大森病院消化器内科/JCHO 東京蒲田医療センター）
向津 隆規（むこうづ たかのり）

（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）永井 英成，五十嵐良典
PD5-7 全身化学療法の進歩と高度進行肝癌の予後

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）藤井 庸平（ふじい ようへい），
今井 幸紀，持田 智

PD5-8 肝癌における動注化学療法の位置づけ
（岡山大学病院消化器内科）大山 淳史（おおやま あつし），能祖 一裕，岡田 裕之

PD5-9 Lenvatinib 耐性肝細胞癌における Sorafenib 腫瘍抑制効果の基礎的検討
（香川大学医学部附属病院消化器内科）中原 麻衣（なかはら まい），

藤田 浩二，正木 勉
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PD5-10 進行肝細胞癌に対するレンバチニブ投与症例における血管新生サイトカインの臨床的意
義

（岡山大学病院消化器内科）足立 卓哉（あだち たくや）

（岡山市立市民病院内科）能祖 一裕
（岡山大学病院消化器内科）岡田 裕之

PD5-11 切除不能肝癌に対する薬物療法の新規治療戦略
（武蔵野赤十字病院消化器科）土谷 薫（つちや かおる），黒崎 雅之，泉 並木

PD5-12 切除不能肝細胞癌に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマブ併用療法の経験（IMbrave150
試験より）

（近畿大学医学部消化器内科）青木 智子（あおき ともこ），上嶋 一臣，工藤 正俊

パネルディスカッション 6：肝予備能の評価法：検体検査と画像検査
4月 17 日（土）13：20～15：50

第 2会場
司会：飯島 尋子（兵庫医科大学内科学肝胆膵科）

日浅 陽一（愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学）

PD6-1
［Pros＆Cons］

慢性肝疾患における非侵襲性肝線維化診断法（NITs）の活用とその現状
（横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学）米田 正人（よねだ まさと），

本多 靖，中島 淳
PD6-2 ALBI grade と shear wave elastography による門脈圧亢進症診療

（兵庫医科大学消化器内科/兵庫医科大学超音波センター）西村 貴士（にしむら たかし）

（兵庫医科大学消化器内科）會澤 信弘
（兵庫医科大学消化器内科/兵庫医科大学超音波センター）飯島 尋子

PD6-3 肝予備能の指標としての mALBI grade とアシアロシンチグラフィー検査値及び ICGR
15 分値の相関性についての検討

（熊本大学病院消化器内科）田中健太郎（たなか けんたろう），立山 雅邦，田中 靖人
PD6-4 肝切除術前予備能評価の包括的体系化を目指して

（宮崎大学医学部外科学講座肝胆膵外科学分野）七島 篤志（ななしま あつし），
旭吉 雅秀，今村 直哉

PD6-5 肝硬変患者の血中アミノ酸濃度測定による予後評価
（順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科）佐藤 祥（さとう しょう），

佐藤 俊輔，玄田 拓哉
PD6-6 非アルコール性脂肪性肝疾患における FibroScan-AST（FAST）score の有用性

（香川県立中央病院肝臓内科）筒井 朱美（つつい あけみ），妹尾 知典，高口 浩一
PD6-7 超音波を用いた皮下厚別の肝線維化，脂肪化評価の検討

（広島大学病院消化器代謝内科）盛生 慶（もりお けい），河岡 友和，茶山 一彰
PD6-8 非 B 非 C 肝疾患における画像診断の有用性

（武蔵野赤十字病院消化器科）樋口 麻友（ひぐち まゆ），黒崎 雅之，泉 並木
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PD6-9 肝予備能評価および Lenvatinib 治療経過予測における M2BPGi の有用性
（京都大学医学部附属病院消化器内科）恵荘 裕嗣（えそう ゆうじ），

高井 淳，妹尾 浩
PD6-10 切除不能肝細胞癌へのレンバチニブ療法における FIB-4 index，ALBI score の有用性

（近畿大学医学部消化器内科）青木 智子（あおき ともこ），上嶋 一臣，工藤 正俊
PD6-11 予後予測からみたレンバチニブ投与例における肝予備能の評価―ALBI スコアか Child-

Pugh スコアか―
（姫路赤十字病院内科）多田 俊史（ただ としふみ）

（愛媛県立中央病院消化器病センター）平岡 淳
（岐阜協立大学看護学部）熊田 卓

PD6-12 高齢進行肝細胞癌患者の肝硬度・脾硬度と高齢者機能評価に基づくレンバチニブ治療前
後の肝機能推移の評価

（愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学）小泉 洋平（こいずみ ようへい），
廣岡 昌史，日浅 陽一

PD6-13 MRI を用いた新たな肝細胞機能評価 Hepatocyte fraction index によるレンバチニブ導
入症例の評価

（金沢大学付属病院消化器内科）堀井 里和（ほりい りか）

（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科量子医療技術学講座）小林 聡
（金沢大学付属病院消化器内科）金子 周一

PD6-14
［Pros＆Cons］

新たな肝予備能評価 ALBI/mALBI グレードの Pros ＆ Cons
（愛媛県立中央病院消化器病センター内科）平岡 淳（ひらおか あつし）

パネルディスカッション 7：慢性膵炎を巡る諸問題：早期慢性膵炎から外科治療まで
4月 16 日（金）14：30～17：00

第 2会場
司会：竹山 宜典（近畿大学外科）

入澤 篤志（獨協医科大学医学部内科学（消化器））

PD7-1
［Pros＆Cons］

慢性膵炎診療ガイドラインの改定と今後の課題
（東京女子医科大学消化器内科）清水 京子（しみず きょうこ），高山 敬子

PD7-2
［Pros＆Cons］

外科医が紐解く慢性膵炎の諸問題
（名古屋市立大学医学部消化器外科）松尾 洋一（まつお よういち）

PD7-3 早期慢性膵炎診断基準改訂の意義―旧基準との比較から―
（獨協医科大学医学部内科学（消化器）講座）山宮 知（やまみや あきら），入澤 篤志

PD7-4 膵切除検体を用いた EUS における早期慢性膵炎所見の妥当性の検証
（神戸大学病院消化器内科）猪股 典子（いのまた のりこ），増田 充弘，児玉 裕三

PD7-5 慢性膵炎と異所性膵脂肪沈着に関する検討
（東京女子医科大学消化器内科）大塚 奈央（おおつか なお），谷合麻紀子，清水 京子
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PD7-6 慢性膵炎に対する 痛および栄養管理における当院の取り組み
（福岡山王病院膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター）新名 雄介（にいな ゆうすけ）

（福岡山王病院膵臓内科・神経内分泌腫瘍センター/国際医療福祉大学消化器内科）
伊藤 鉄英

（福岡山王病院栄養課）長野 洋子
PD7-7 膵体尾部膵石に対する体外結石衝撃波破砕療法と内視鏡併用治療の有用性についての検

討
（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）伊藤 謙（いとう けん），

岡野 直樹，五十嵐良典
PD7-8 膵石症の内視鏡治療および外科手術移行例に関する検討

（東北大学消化器内科）吉田 直樹（よしだ なおき），滝川 哲也，正宗 淳
PD7-9 慢性膵炎に対する膵管ドレナージ術の手術時期に関する検討

（東北大学消化器外科学）石田 晶玄（いしだ まさはる），森川 孝則，海野 倫明
PD7-10 局所合併症を伴う慢性膵炎に対する Frey 手術の安全性と有効性

（近畿大学外科）松本 逸平（まつもと いっぺい），亀井 敬子，竹山 宜典
PD7-11 慢性膵炎に対する早期，晩期手術における膵内分泌，外分泌能を含めた手術成績の検討

（三重大学肝胆膵・移植外科）種村 彰洋（たねむら あきひろ），飯澤 祐介，水野 修吾
PD7-12 膵頭部病変を有する慢性膵炎に対する外科的治療の諸問題

（名古屋市立大学消化器外科学）林 祐一（はやし ゆういち），松尾 洋一，瀧口 修司
PD7-13 慢性膵炎の経過観察はいつまで必要か？～小膵石診断 8 年後に切除可能膵癌を発症した

症例から～
（九州大学病態制御内科）藤森 尚（ふじもり なお），大野 隆真

（九州大学臨床・腫瘍外科）中村 雅史

パネルディスカッション 8：胆膵のドレナージ術：現状と課題
4月 17 日（土）8：30～11：00

第 2会場
司会：糸井 隆夫（東京医科大学臨床医学系消化器内科学分野）

伊佐山浩通（順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学）

PD8-1
［Pros＆Cons］

ERCP 下胆膵管ドレナージ
（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）岡部 義信（おかべ よしのぶ）

PD8-2
［Pros＆Cons］

EUS ガイド下胆管ドレナージの Pros ＆ Cons
（愛知県がんセンター消化器内科）原 和生（はら かずお）
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PD8-3 非切除悪性遠位胆管閉塞に対するステント径の異なる CSEMS の有用性に関する前向き
無作為化多施設共同研究―Niti-S™ SUPREMO-12 stent vs. Niti-S™ SUPREMO-10
stent―

（岐阜市民病院消化器内科）向井 強（むかい つよし）

（岐阜大学第 1 内科）岩下 拓司
（岐阜県総合医療センター消化器内科）岩田 圭介

PD8-4 膵癌術前補助化学療法中における新規弁付き自己拡張型メタリックステントを用いた胆
管ドレナージの有用性に関する多施設共同観察研究

（鹿児島大学大学院医歯薬総合研究科消化器疾患・生活習慣病学）
樋之口 真（ひのくち まこと），岩屋 博道，井戸 章雄

PD8-5 非切除肝門部悪性胆管閉塞に対する Slim Fully-Covered Self-expandable Metallic Stent
（S-FCSEMS）の有用性に関する検討

（順天堂大学消化器内科）髙橋 翔（たかはし しょう），藤澤 聡郎，伊佐山浩通
PD8-6 悪性肝門部胆管狭窄のフォローアップ～胆管炎フリーを目指して～

（横浜市立大学附属病院肝胆膵消化器病学）佐藤 高光（さとう たかみつ），
細野 邦広，窪田 賢輔

PD8-7 術前胆道ドレナージ方法による肝門部領域胆道悪性腫瘍の手術後偶発症の検討
（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）森 裕（もり ひろし）

（名古屋大学医学部附属病院光学医療診療部）川嶋 啓揮
（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）藤城 光弘

PD8-8 当院における胆汁性腹膜炎を中心とした偶発症防止のための EUS-HGS の Strategy
（大阪医科大学第二内科）小倉 健（おぐら たけし），上嶋 一也，樋口 和秀

PD8-9 急性胆管炎に対する緊急もしくは早期超音波内視鏡下胆管ドレナージは有用か？
（東京医科大学消化器内科学分野）向井俊太郎（むかい しゅんたろう），

土屋 貴愛，糸井 隆夫
PD8-10 生体肝移植後胆管吻合部狭窄に対する金属ステント治療の長期成績

（東京大学消化器内科学）佐藤 達也（さとう たつや）

（東京大学消化器内科学/東京大学光学医療診療部）中井 陽介
（東京大学消化器内科学）小池 和彦

PD8-11 主膵管・膵消化管吻合部狭窄に対する超音波内視鏡ガイド下膵管ドレナージ術の成績
（手稲渓仁会病院消化器病センター）那須野 央（なすの ひろし），

金 俊文，潟沼 朗生
PD8-12 内視鏡的胆道ドレナージ術における放射線被ばく量評価

（近畿大学医学部消化器内科）竹中 完（たけなか まもる），工藤 正俊


