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≪ワークショップの部≫

ワークショップ 1：消化器領域における再生医療：基礎的研究の最前線
4月 15 日（木）9：00～11：30

第 6会場
司会：富谷 智明（埼玉医科大学健康推進センター消化器内科・肝臓内科）

妹尾 浩（京都大学大学院医学研究科消化器内科学）

WS1-1 非アルコール性脂肪性肝炎マウスの小胞体ストレスと脂肪組織由来間質細胞投与による
治療効果機序の検討

（金沢大学消化器内科）関 晃裕（せき あきひろ），酒井 佳夫，金子 周一
WS1-2 HMGB1 の部分ペプチドを用いた新たな肝硬変治療開発

（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（つちや あつのり），
野尻 俊介，寺井 崇二

WS1-3 培養 CD34 陽性細胞は NASH モデル脂肪肝に生着し肝線維化を抑制する
（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）増田 篤高（ますだ あつたか），

中村 徹，鳥村 拓司
WS1-4 骨髄間葉系幹細胞の細胞外小胞を介した肝臓再生機序の解明と効果増強に向けた検討

（山口大学大学院医学系研究科臨床検査・腫瘍学/
山口大学研究推進機構再生・細胞治療研究センター）松本 俊彦（まつもと としひこ）

（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学/
山口大学研究推進機構再生・細胞治療研究センター）高見 太郎，坂井田 功

WS1-5 肝再生医療としての Hepatocyte Growth Factor（HGF）臨床応用に向けたマクロファー
ジへの影響の検討

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学）
熊谷公太郎（くまがい こうたろう），谷山 央樹，井戸 章雄

WS1-6 移植可能完全ヒト iPS 細胞由来人工肝臓の機能解析と臨床応用への取り組み
（九州大学病院別府病院外科）武石 一樹（たけいし かずき），増田 隆明，三森 功士

WS1-7 脂肪由来幹細胞から作製する消化器疾患に対する再生医療研究の展開
（徳島大学病院消化器・移植外科）池本 哲也（いけもと てつや），徳田 和徳，

島田 光生
WS1-8 iPS 細胞由来 β 細胞を用いた 3 次元血管化スフェロイド組織による 1 型糖尿病に対す

る新規皮下移植法の開発
（大阪大学消化器外科）富丸 慶人（とみまる よしと），土岐祐一郎，江口 英利

WS1-9 十二指腸乳頭部の胆管幹細胞ニッチに着目した胆管恒常性維持機構の解明
（東京大学消化器内科）早田 有希（はやた ゆうき），中川 勇人，小池 和彦

WS1-10 ヒト大腸オルガノイドを用いた潰瘍性大腸炎モデルの腸管上皮再生への応用
（東京医科歯科大学消化器内科）渡辺 翔（わたなべ しょう），土屋輝一郎，岡本 隆一
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WS1-11 大腸の恒常性維持における EP4 の役割と再生医療への応用について
（京都大学大学院消化器内科）松本 善秀（まつもと よしひで），中西 祐貴，福田 晃久

WS1-12 ヒト腸管上皮細胞における発生・炎症・発癌オーバーラップに関する基礎研究
（東京医科歯科大学統合研究機構再生医療研究センター/

東京医科歯科大学消化器病態学）油井 史郎（ゆい しろう）

（東京医科歯科大学消化器病態学）岡本 隆一
（東京医科歯科大学高等研究院）渡辺 守

ワークショップ 2：免疫チェックポイント阻害薬による消化器系の臓器障害
4月 15 日（木）9：00～11：30

第 4会場
司会：中尾 一彦（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科消化器内科学）

金井 隆典（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））

WS2-1 当院における免疫チェックポイント阻害薬による消化器系 irAE の頻度と病態
（広島大学大学院消化器・代謝内科学）吉川 ゆき（よしかわ ゆき），

今村 道雄，茶山 一彰
WS2-2 当院における免疫チェックポイント阻害薬の使用状況

（岡山大学病院消化器内科）竹内 康人（たけうち やすと），高木章乃夫，岡田 裕之
WS2-3 抗 CTLA-4 抗体，抗 PD-L1 抗体による消化器関連 irAE の実態―抗 PD-1 抗体との比

較―
（千葉大学医学部腫瘍内科/千葉大学医学部消化器内科）新井 誠人（あらい まこと）

（千葉大学医学部腫瘍内科）滝口 裕一
（千葉大学医学部消化器内科）加藤 直也

WS2-4 免疫チェックポイント阻害剤関連大腸炎の臨床的検討
（愛知県がんセンター内視鏡部）山田 啓策（やまだ けいさく），田近 正洋，丹羽 康正

WS2-5 免疫チェックポイント阻害剤関連の大腸炎の臨床的特徴
（香川大学医学部消化器・神経内科）千代 大翔（ちよ たいが），

小原 英幹，正木 勉
WS2-6 免疫チェックポイント阻害剤投与症例における大腸カプセル内視鏡を使用した全消化管

観察の有用性に関する前向き観察研究
（慶應義塾大学医学部内科学教室（消化器））堀江 沙良（ほりえ さら），

平田 賢郎，金井 隆典
WS2-7 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連腸炎における臨床病理学的特徴

（信州大学医学部消化器内科）髙橋 芳之（たかはし よしゆき），
長屋 匡信，梅村 武司

WS2-8 免疫関連有害事象としての腸炎の臨床病理学的特徴
（産業医科大学消化管内科，肝胆膵内科）石原 光（いしはら ひかる），久米井伸介，

渡邊 龍之
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WS2-9 免疫チェックポイント阻害剤による免疫担当細胞と腸内細菌叢の変化について
（大阪医科大学内科学 II）平田 有基（ひらた ゆうき）

（ビオフェルミン製薬株式会社研究開発本部 R＆D センター）田中 良紀
（大阪医科大学内科学 II）樋口 和秀

WS2-10 免疫チェックポイント阻害薬投与による肝障害発現状況の検討
（石川県立中央病院消化器内科）宮島 沙織（みやじま さおり）

（金沢大学附属病院消化器内科）寺島 健志，金子 周一
WS2-11 肺癌における免疫チェックポイント阻害薬による肝障害発症と予後の関係

（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）山本 崇文（やまもと たかふみ）

（名古屋大学医学部付属病院消化器内科）伊藤 隆徳
（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）藤城 光弘

WS2-12 免疫チェックポイント阻害薬治療における肝障害が予後に及ぼす影響
（新潟大学医歯学総合病院消化器内科）阿部 寛幸（あべ ひろゆき），

坂牧 僚，寺井 崇二
WS2-13 免疫チェックポイント阻害薬投与に伴う肝障害の癌患者予後への影響

（大阪医科大学第二内科）横濱 桂介（よこはま けいすけ），福西 新弥，樋口 和秀
WS2-14 免疫チェックポイント阻害剤投与後肝障害のリスク因子の検討

（福井大学学術研究院医学系部門内科学（2）分野）大藤 和也（おおふじ かずや），
野阪 拓人，中本 安成

WS2-15 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連肝障害とリンパ球数変化の関連について
の検討

（長崎大学病院消化器内科）原口 雅史（はらぐち まさふみ），宮明 寿光，中尾 一彦

ワークショップ 3：消化器疾患と神経系の臓器相関
4月 16 日（金）14：30～17：00

第 8会場
司会：鳥村 拓司（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）

岩切 勝彦（日本医科大学消化器内科学）

WS3-1
［基調講演］

過敏性腸症候群の脳腸相関の決定因子を探る
（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）

WS3-2 食道アカラシアの病態における脳腸相関にも影響する自律神経機能異常の関与
（淳風会健康管理センター）勝又 諒（かつまた りょう）

（川崎医科大学総合医療センター検査診断学（内視鏡・超音波））眞部 紀明
（川崎医科大学総合医療センター総合内科学 2）春間 賢
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WS3-3 Supragastric belching に対する認知行動療法の治療効果予測因子の検討
（大阪市立大学医学部消化器内科）沢田 明也（さわだ あきなり）

（Wingate Institute of Neurogastroenterology, Queen Mary, University of London）
Daniel Sifrim

（大阪市立大学医学部消化器内科）藤原 靖弘
WS3-4 内視鏡下，胃知覚過敏評価法の開発

（日本医科大学消化器内科学）門馬 絵理（もんま えり），岩切 勝彦
WS3-5 六君子湯による食欲亢進作用に関する食欲関連中枢とオレキシンの役割

（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）山口菜緒美（やまぐち なおみ），
細見英里子，屋嘉比康治

WS3-6 迷走神経刺激を介して leaky gut を改善する：脳内 ghrelin の役割
（旭川医科大学第 3 内科）石王 応知（いしおう まさとも）

（旭川医科大学教育センター）野津 司
（旭川医科大学第 3 内科）奥村 利勝

WS3-7 社会的敗北ストレスマウスにおける腸内細菌叢の変化および大腸グアニリン/ウログア
ニリン発現と便性状の関連

（兵庫医科大学消化器内科学）戎谷 信彦（えびすたに のぶひこ），
福井 広一，三輪 洋人

WS3-8 大腸炎におけるアセチルコリン受容体を介した抗炎症作用の解析
（東京大学消化器内科）山下 綾（やました あや），平田 喜裕，小池 和彦

WS3-9 MAFLD 患者における activity と脳由来神経栄養因子（BDNF）の関連
（久留米大学医学部消化器内科）川口 巧（かわぐち たくみ），中野 暖，鳥村 拓司

WS3-10 脂肪性肝疾患における自律神経系ネットワークを介したセロトニンの関与
（新潟大学消化器内科学分野）大脇 崇史（おおわき たかし），上村 顕也，寺井 崇二

WS3-11 ヒドロキシノネナール（HNE）と生活習慣病における脳消化器臓器関連
（金沢大学附属病院消化器内科）木戸 秀典（きど ひでのり），水腰英四郎，金子 周一

WS3-12 高脂肪食誘発 NAFLD における迷走神経の関与について
（愛知医科大学医学部肝胆膵内科）中出 幸臣（なかで ゆきおみ），米田 政志

ワークショップ 4：消化吸収と臓器相関
4月 17 日（土）13：20～15：50

第 10 会場
司会：福田 眞作（弘前大学大学院医学研究科消化器血液内科学講座）

島田 光生（徳島大学消化器・移植外科）

WS4-1 安定同位体を用いた消化吸収機能検査
（弘前大学医学部附属病院内分泌内科，糖尿病代謝内科）柳町 幸（やなぎまち みゆき）

（弘前市立病院糖尿病内分泌内科）松本 敦史
（弘前市医師会健診センター）中村 光男
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WS4-2 全国調査からみた慢性膵炎における膵内外分泌機能と臨床像の相関
（東北大学大学院医学系研究科消化器病態学）菊田 和宏（きくた かずひろ），

濱田 晋，正宗 淳
WS4-3 NASH における腸管パルミチン酸吸収能の変化と肝線維化に及ぼす影響

（愛媛大学大学院医学系研究科消化器内分泌代謝内科学）
花山 雅一（はなやま まさかず），山本 安則，日浅 陽一

WS4-4 ラットを用いた非アルコール性脂肪肝炎（NASH）における Rifaximin と ARB 併用投
与による肝線維化抑制効果の検討

（奈良県立医科大学消化器・内分泌代謝内科）藤永 幸久（ふじなが ゆきひさ），
瓦谷 英人，吉治 仁志

WS4-5 慢性肝疾患患者における生活習慣・排便状況調査と腸内細菌叢に与える影響
（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）山本 健太（やまもと けんた），

本多 隆，藤城 光弘
WS4-6 lean NAFLD でのダイゼイン摂取におけるエクオール産生能と腸内細菌の特徴

（弘前大学消化器血液膠原病内科）飯野 勢（いいの ちから），遠藤 哲，
福田 眞作

WS4-7 p62 および Nrf2 遺伝子二重欠失マウスは，腸内細菌叢の変化に関連した
lipopolysaccharide 増加により脂肪性肝炎を自然発症する

（筑波大学附属病院つくば予防医学研究センター）岡田 浩介（おかだ こうすけ）

（筑波大学大学院消化器内科学）綿引 隆久
（筑波大学医学医療系医療科学）正田 純一

WS4-8 ラット胃全摘後の胆汁酸，腸内細菌について
（三田市民病院救急）橋本 直樹（はしもと なおき）

WS4-9 Metabolic surgery による NASH 治療
（徳島大学外科）髙須 千絵（たかす ちえ），柏原 秀也，島田 光生

WS4-10 消化器癌における Fusobacterium nucleatum の発現意義；原発巣から肝転移巣へ
（熊本大学消化器外科）馬場 祥史（ばば よしふみ），坂本 悠樹，馬場 秀夫

WS4-11
［特別発言］ （慶應義塾大学医学部内科学（消化器））金井 隆典（かない たかのり）
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ワークショップ 5：消化器領域におけるバイオマーカーの新展開
4月 16 日（金）14：30～17：00

第 4会場
司会：八橋 弘（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）

久松 理一（杏林大学医学部消化器内科学）

WS5-1 Albumin platelet product：肝線維化の新規バイオマーカー
（香川県立保健医療大学）藤田 浩二（ふじた こうじ）

（国立病院機構長崎医療センター）山崎 一美
（香川大学医学部消化器神経内科学）正木 勉

WS5-2 糖鎖マーカー M2BPGi は肝発癌リスクを予測する
（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（やまさき かずみ），阿比留正剛，八橋 弘
WS5-3 DAA 治療を行なった C 型肝炎の SVR 後発癌と M2BPGi の経時的変化の関連性につい

ての検討
（武蔵野赤十字病院消化器科）大澤玲於奈（おおさわ れおな），玉城 信治，泉 並木

WS5-4 C 型肝炎に対する DAA 治療前後での IP-10 値と肝予備能についての検討
（山梨大学医学部第一内科）加藤 亮（かとう りょう），前川 伸哉，榎本 信幸

WS5-5 エクソソームタンパク Eps8 の膵癌バイオマーカーとしての検討
（新潟大学医学部消化器内科）林 和直（はやし かずなお），土屋 淳紀，寺井 崇二

WS5-6 膵癌における SPRR1A の発現と予後
（神戸大学消化器内科/神戸大学 iPS 細胞応用医学分野）山川 康平（やまかわ こうへい）

（神戸大学消化器内科）児玉 裕三
（神戸大学 iPS 細胞応用医学分野）青井 貴之

WS5-7 膵癌化学療法における バイオマーカーとしての ctDNA モニタリングの意義
（横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター内科）

杉森 慎（すぎもり まこと），杉森 一哉
（横浜市立大学消化器内科学）前田 愼

WS5-8 線虫 C. elegans を用いた癌スクリーニング検査の膵癌に対する有用性の検討
（東京医科歯科大学光学医療診療部/埼玉医科大学国際医療センター消化器内科）

小林 正典（こばやし まさのり）

（Hirotsu Bio science）廣津 崇亮
（埼玉医科大学国際医療センター消化器内科）良沢 昭銘

WS5-9 linker 部スレオニンリン酸化 Smad2/3 蛋白発現による食道上皮幹細胞・腫瘍幹細胞同
定と食道腫瘍発生進展メカニズムの解析

（関西医科大学附属病院消化器肝臓内科）堀谷 俊介（ほりたに しゅんすけ），
福井 寿朗，長沼 誠

WS5-10 質量分析と機械学習を応用した胃癌におけるリキッドバイオプシー
（山梨大学医学部外科学講座第 1 教室）齊藤 亮（さいとう りょう），

庄田 勝俊，市川 大輔
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WS5-11 性差別新規尿中タンパクバイオマーカーによる早期胃癌診断
（名古屋市立大学大学院医学研究科消化器代謝内科学）志村 貴也（しむら たかや），

奥田 悠介，片岡 洋望
WS5-12 寛解期潰瘍性大腸炎患者の粘膜治癒達成の診断における尿中プロスタグランジン E 主

要代謝産物（PGE-MUM）の有用性
（東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科）櫻井 俊之（さくらい としゆき），

宮下 春菜，猿田 雅之
WS5-13 クローン病の内視鏡的重症度評価における血清 LRG の有用性

（大阪大学消化器内科学）田代 拓（たしろ たく），新崎信一郎，竹原 徹郎
WS5-14 クローン病小腸病変のモニタリングに便中カルプロテクチンは必須か？ ～LRG，CRP

との比較～
（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）

阿曽沼邦央（あそぬま くにお），小林 拓，日比 紀文

ワークショップ 6：IgG4 関連の消化器疾患
4月 15 日（木）9：00～11：30

第 7会場
司会：神澤 輝実（がん・感染症センター都立駒込病院）

上野 義之（山形大学医学部内科学第二講座）

WS6-1
［基調講演］

基調講演：IgG4 関連消化器疾患の話題と課題
（みやぎ県南中核病院消化器内科）下瀬川 徹（しもせがわ とおる）

WS6-2 1 型自己免疫性膵炎における再燃予測因子，悪性腫瘍との関連に関する検討
（愛知県がんセンター消化器内科）文原 大貴（ふみはら だいき），

羽場 真，原 和生
WS6-3 1 型自己免疫性膵炎の生命予後

（広島大学病院消化器・代謝内科）石井 康隆（いしい やすたか），
芹川 正浩，茶山 一彰

WS6-4 IgG4 関連硬化性胆管炎は癌発症の high risk か？
（横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学）栗田 裕介（くりた ゆうすけ），

窪田 賢輔，中島 淳
WS6-5 術前診断困難であった 1 型自己免疫性膵炎症例の検討

（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）石川 卓哉（いしかわ たくや）

（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

WS6-6 1 型自己免疫性膵炎では細胞外小胞由来 microRNA-21 が高発現している
（関西医科大学・3 内科（消化器肝臓内科））中丸 洸（なかまる こう），

富山 尚，長沼 誠
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WS6-7 自己免疫性膵炎に対する無治療経過観察の可能性についての検討
（京都大学医学部付属病院消化器内科）井上 元気（いのうえ げんき），

松森 友昭，塩川 雅広
WS6-8 IgG4 関連硬化性胆管炎におけるステロイド治療後の再燃因子の検討

（北海道大学病院消化器内科）滝新悠之介（たきしん ゆうのすけ），
桑谷 将城，坂本 直哉

WS6-9 前向き追跡調査からみた自己免疫性膵炎に対するステロイド治療の有効性と有害事象の
現況

（東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野）佐野 貴紀（さの たかのり），
菊田 和宏，正宗 淳

WS6-10 自己免疫性膵炎臨床診断基準 2018 の診断能と MRCP の位置づけに関する検討
（金沢大学附属病院消化器内科）宮澤 正樹（みやざわ まさき），鷹取 元，金子 周一

WS6-11 IgG4 関連胆嚢炎の臨床的検討
（がん・感染症センター東京都立駒込病院消化器内科）渡辺 浩二（わたなべ こうじ），

神澤 輝実
（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）五十嵐良典

WS6-12 1 型自己免疫性膵炎に伴う splanchnic vein thrombosis
（山形大学医学部内科学第二講座）柿崎 泰明（かきざき やすはる），

牧野 直彦，上野 義之

ワークショップ 7：消化器疾患とサルコペニア：診断，治療と予後
4月 16 日（金）8：30～11：00

第 4会場
司会：武田 宏司（北海道大学大学院薬学研究院臨床病態解析学）

清水 雅仁（岐阜大学大学院消化器病態学）

WS7-1
［基調講演］

消化器疾患における二次性サルコペニア合併の臨床的問題点
（加納総合病院）西口 修平（にしぐち しゅうへい）

WS7-2 日本人における psoas muscle mass index 最適 cut-off 値の検討と肝疾患患者における検
討

（北海道大学病院）須田 剛生（すだ ごうき），大原 正嗣，坂本 直哉
WS7-3 肝硬変におけるオステオサルコペニアの重要性

（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科/富士市立中央病院消化器内科）
佐伯 千里（さえき ちさと）

（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科）猿田 雅之
（東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター基盤研究施設）坪田 昭人

WS7-4 慢性肝疾患患者における握力の低下はうつ状態増悪の危険因子である
（兵庫医科大学消化器内科）西川 浩樹（にしかわ ひろき），榎本 平之，飯島 尋子
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WS7-5 筋肉量はレンバチニブが投与された肝細胞癌例における予後決定因子である：inverse
probability weighting 法を用いた検討

（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

WS7-6 サルコペニアが NAFLD の肝病態に与えるインパクトとは
（佐賀大学医学部内科学講座肝臓糖尿病内分泌内科）桑代 卓也（くわしろ たくや），

田中 賢一
（佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター）高橋 宏和

WS7-7 急性膵炎発症時におけるプレサルコペニアの臨床的意義
（近畿大学医学部消化器内科）田中 隆光（たなか たかみつ），竹中 完，工藤 正俊

WS7-8 慢性膵炎の臨床像とサルコペニアの関連に関する検討
（東北大学消化器内科）松本諒太郎（まつもと りょうたろう），菊田 和宏，正宗 淳

WS7-9 化学療法を行う進行膵癌患者におけるサルコペニアの意義
（岐阜大学医学部附属病院第一内科）上村 真也（うえむら しんや），

岩下 拓司，清水 雅仁
WS7-10 切除不能胆道癌への化学療法に対するサルコペニアおよび背景因子の影響

（横浜栄共済病院消化器内科）目黒 公輝（めぐろ こうき）

（横浜市立大学附属病院肝胆膵消化器病学）細野 邦広，中島 淳
WS7-11 早期胃癌に対する ESD 術後合併症とサルコペニアの検討

（東京大学医学部附属病院消化器内科）久田 浩之（ひさだ ひろゆき），
辻 陽介，小池 和彦

WS7-12 Stage IV 大腸癌に対する conversion therapy と skeletal muscle index
（東京大学医学部腫瘍外科）野澤 宏彰（のざわ ひろあき），江本 成伸，石原聡一郎

WS7-13 Gut-muscle axis を標的としたがんサルコペニア治療の可能性
（京都府立医科大学附属病院消化器内科学）榊田 智喜（さかきだ ともき），

石川 剛，内藤 裕二
WS7-14 人工知能 AI を用いた骨格筋量の評価

（愛知県がんセンター内視鏡部）大西 祥代（おおにし さちよ）

（愛知県がんセンター消化器内科部）桑原 崇通
（愛知県がんセンター内視鏡部）丹羽 康正
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ワークショップ 8：ピロリ菌未感染胃疾患の諸問題
4月 16 日（金）8：30～11：00

第 5会場
司会：村上 和成（大分大学消化器内科）

古田 隆久（浜松医科大学臨床研究センター）

WS8-1 H. pylori 未感染自己免疫性胃炎初期例の内視鏡診断―H. pylori 感染合併例との比較
（宇治徳洲会病院健診センター）小寺 徹（こてら とおる）

WS8-2 演題取り下げ
WS8-3 H. pylori 除菌難渋例における自己免疫性胃炎の頻度について

（浜松医科大学第一内科）樋口 友洋（ひぐち ともひろ），鈴木 崇弘，山出美穂子
WS8-4 自己免疫性胃炎に発生した胃癌における H. pylori 感染の影響

（北海道大学消化器内科）石川 麻倫（いしかわ まりん），小野 尚子，坂本 直哉
WS8-5 自己免疫性胃炎（AIG）に合併した胃癌の臨床病理学的特徴と発癌リスクマーカーの検

討
（藤枝市立総合病院消化器内科）丸山 保彦（まるやま やすひこ），吉井 重人

（藤枝市立総合病院病理診断科）安田 和世
WS8-6 胃底腺型胃癌の臨床病理学的検討―胃底腺型胃癌も多発する―

（KKR 札幌医療センター消化器科）関 英幸（せき ひでゆき）

（KKR 札幌医療センター病理診断科）鈴木 昭
（KKR 札幌医療センター消化器科）曽我部 進

WS8-7 ヘリコバクター・ピロリ陰性胃癌の早期発見のための至適スクリーニング期間の検討
（小金井つるかめクリニック内視鏡センター/

新宿つるかめクリニック消化器病センター）石橋 史明（いしばし ふみあき）

（小金井つるかめクリニック内視鏡センター）川上 智寛，小林小の実
WS8-8 Helicobacter pylori 未感染進行胃癌の臨床病理学的特徴

（松山赤十字病院胃腸センター）末永 文彦（すえなが ふみひこ），蔵原 晃一
（松山赤十字病院病理診断科）大城 由美

WS8-9 胃底腺ポリープとラズベリー様外観を呈する胃腺窩上皮型腫瘍の分子病理学的検討
（国立がん研究センター研究所エピゲノム解析分野/大分大学医学部消化器内科学講座）

福田 昌英（ふくだ まさひで）

（大分大学医学部消化器内科学講座）村上 和成
（国立がん研究センター研究所エピゲノム解析分野）牛島 俊和

WS8-10 家族性大腸腺腫症患者（FAP）と非家族性大腸腺腫症患者（非 FAP）のピロリ陰性
胃癌の比較検討
（新潟大学医学部消化器内科）高綱 将史（たかつな まさふみ），水野 研一，寺井 崇二

WS8-11 Helicobacter pylori 感染状況から見た胃底腺型胃癌の臨床病理学的特徴
（京都府立医科大学消化器内科）松村 晋矢（まつむら しんや），土肥 統，内藤 裕二
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ワークショップ 9：IBD関連腫瘍の診療最前線
4月 17 日（土）8：30～11：00

第 10 会場
司会：岩男 泰（慶應義塾大学病院予防医療センター）

田中 信治（広島大学大学院医系科学研究所内視鏡医学）

WS9-1 潰瘍性大腸炎に対する当科でのサーベイランス内視鏡の有用性の検討
（東京大学医学部付属病院大腸肛門外科）安西 紘幸（あんざい ひろゆき），

野口 竜剛，石原聡一郎
WS9-2 潰瘍性大腸炎関連大腸癌の発症時年齢による違い

（東北大学大学院消化器外科学）神山 篤史（こうやま あつし），大沼 忍，海野 倫明
WS9-3 サーベイランス大腸内視鏡検査で診断した潰瘍性大腸炎関連 dysplasia の特徴と予後

（広島大学病院内視鏡診療科）山下 賢（やました けん）

（広島大学病院消化器・代謝内科）岡 志郎
（広島大学病院内視鏡診療科）田中 信治

WS9-4 潰瘍性大腸炎関連大腸腫瘍の初期像からみたサーベイランスのあり方
（福岡大学筑紫病院消化器内科）久部 高司（ひさべ たかし）

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

WS9-5 潰瘍性大腸炎患者の腫瘍性病変の鑑別と内視鏡分類の診断能の検討
（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）喜田 裕一（きだ ゆういち），

山村 健史，藤城 光弘
WS9-6 潰瘍性大腸炎罹患範囲内の腫瘍性病変に対する ESD の検討

（慶應義塾大学医学部内視鏡センター）牟田口 真（むたぐち まこと）

（慶應義塾大学医学部予防医療センター）岩男 泰
（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））金井 隆典

WS9-7 潰瘍性大腸炎罹患粘膜に発生した腫瘍性病変に対する ESD の検討
（東京医科歯科大学医学部附属病院光学医療診療部）福田 将義（ふくだ まさよし），

大塚 和朗
（東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科）岡本 隆一

WS9-8 潰瘍性大腸炎罹病範囲内の腫瘍に対する内視鏡的切除後の長期予後の検討
（横浜市立大学附属市民総合医療センター・内視鏡部）西尾 匡史（にしお まさふみ），

平澤 欣吾
（横浜市立大学・消化器内科学）前田 愼

WS9-9 潰瘍性大腸炎患者における内視鏡切除の有用性の検討
（東京大学医学部附属病院消化器内科）坂口 賀基（さかぐち よしき）

（東京大学医学部附属病院腫瘍外科）石原聡一郎
（東京大学医学部附属病院消化器内科）小池 和彦

WS9-10 炎症性腸疾患に合併する発癌症例の手術成績
（兵庫医科大学炎症性腸疾患外科）池内 浩基（いけうち ひろき），内野 基
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WS9-11 クローン病に合併した下部消化管癌の 7 例
（北里大学医学部消化器内科）田邉 美奈（たなべ みな）

（北里大学医学部新世紀医療開発センター）小林 清典
（北里大学医学部消化器内科）佐田 美和

WS9-12 当院におけるクローン病に合併した小腸•結腸癌症例の検討
（大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学）藤本 晃士（ふじもと こうじ），

細見 周平，藤原 靖弘
WS9-13 クローン病 colitic cancer 合併症例の臨床学的特徴

（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）小金井一隆（こがねい かずたか），辰巳 健志，
杉田 昭

ワークショップ 10：消化器癌に対する免疫チェックポイント阻害剤による治療
4月 17 日（土）8：30～11：00

第 3会場
司会：前田 愼（横浜市立大学消化器内科学）

武藤 学（京都大学大学院医学研究科腫瘍薬物治療学講座）

WS10-1
［基調講演］

消化管癌に対する免疫チェックポイント阻害剤治療の位置づけと今後の展望
（愛知県がんセンター薬物療法部）室 圭（むろ けい）

WS10-2 多様化する免疫チェックポイント阻害剤の使用法に伴う腸内細菌の重要性
（昭和大学臨床薬理研究所臨床免疫腫瘍学部門/

昭和大学医学部内科学講座腫瘍内科学部門）吉村 清（よしむら きよし）

（昭和大学医学部内科学講座腫瘍内科学部門）角田 卓也
WS10-3 免疫チェックポイント阻害剤による放射線アブスコパル効果誘導に関する基礎検討

（京都大学医学部附属病院先制医療・生活習慣病研究センター）
大橋 真也（おおはし しんや）

（京都大学医学部附属病院腫瘍内科）野村 基雄，武藤 学
WS10-4 切除不能進行食道癌に対する Nivolumab の有用性―リアルワールドデータにおける検

証―
（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）森田 竜一（もりた りゅういち）

（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学/
京都府立医科大学附属病院化学療法部）石川 剛

（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）伊藤 義人
WS10-5 切除不能進行再発食道癌に対するニボルマブを用いた二次治療の予後因子の検討

（神奈川県立がんセンター消化器外科）尾形 高士（おがた たかし）

（神奈川県立がんセンター消化器内科）町田 望
（神奈川県立がんセンター消化器外科）大島 貴

WS10-6 Talaporfin sodium を用いた光線力学的療法と抗 PD-L1 抗体よる治療相乗効果の検討
（名古屋市立大学消化器代謝内科学）佐々木槙子（ささき まきこ），

田中 守，片岡 洋望
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WS10-7 前治療歴のある転移性胃癌患者における Nivolumab 増悪後のサルベージ化学療法の有
効性の改善

（北海道がんセンター消化器内科）佐川 保（さがわ たもつ），
藤川 幸司，高橋 康雄

WS10-8 胃癌腹水症例におけるニボルマブの治療効果と予後予測因子
（兵庫医科大学消化器内科学）富田 寿彦（とみた としひこ），中村久美子，三輪 洋人

WS10-9 当院における高頻度マイクロサテライト不安定性を有する膵胆癌に対する
pembrolizumab の治療経験

（大阪国際がんセンター肝胆膵内科）高田 良司（たかだ りょうじ），
池澤 賢治，大川 和良

WS10-10 膵癌肝転移マウスモデルにおける Gemcitabine と抗 PD-1 抗体併用による免疫修飾抗腫
瘍効果増強

（金沢大学システム生物学）酒井 佳夫（さかい よしお），
TUYEN HO THUY BICH

（金沢大学附属病院消化器内科/金沢大学システム生物学）金子 周一
WS10-11 分子標的薬治療歴のある進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブベバシズマブ治療の安全

性に関する初期経験
（九州がんセンター消化器肝胆膵内科）杉本 理恵（すぎもと りえ），

田中 ゆき，千住 猛士
WS10-12 免疫チェックポイント阻害剤関連腸炎における腸内細菌叢と宿主の相互関係

（神崎総合病院消化器内科）櫻井 俊治（さくらい としはる）

（近畿大学医学部消化器内科）工藤 正俊，永井 知行

ワークショップ 11：薬剤性の消化管傷害の現状と課題
4月 17 日（土）13：20～15：50

第 8会場
司会：樋口 和秀（大阪医科大学第二内科）

鈴木 秀和（東海大学医学部内科学系消化器内科学領域）

WS11-1
［基調講演］

抗血栓療法に関連する消化管出血の機序と対策
（岩手県立中部病院血液内科・臨床検査科）家子 正裕（いえこ まさひろ）

WS11-2 胃酸分泌抑制による胃排出能の変化に関する検討
（大阪医科大学内科学 II）太田 和寛（おおた かずひろ），竹内 利寿，樋口 和秀

WS11-3 極性を持つ新規ヒト人工多能性幹細胞由来腸管上皮モデルを用いた非ステロイド系消炎
鎮痛剤による腸管粘膜障害機序の解明

（東京大学医学部消化器内科）田中 恵理（たなか えり），大塚 基之，小池 和彦
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WS11-4 高脂肪食によるディスバイオシスが IL-17A を介して NSAID 起因性小腸傷害を増悪さ
せる

（大阪市立大学医学部消化器内科）杉村 直毅（すぎむら なおき），
大谷 恒史，渡辺 俊雄

WS11-5 薬剤性上部消化管障害の変遷と対策
（湘南鎌倉総合病院消化器病センター）佐々木亜希子（ささき あきこ），

市田 親正，隅田ちひろ
WS11-6 薬剤起因性潰瘍：過去 10 年間に緊急上部消化管内視鏡で止血した消化性潰瘍症例の検

討
（東海大学医学部消火器内科）佐野 正弥（さの まさや），上田 孝，鈴木 秀和

WS11-7 直接経口抗凝固薬の種類と消化管出血の頻度について
（帝京大学医学部内科）天野 博仁（あまの ひろひと），山本 貴嗣，田中 篤

WS11-8 薬剤性上部消化管粘膜傷害の現状と問題点―H. pylori 陽性潰瘍との比較も含めて
（市立奈良病院消化器肝臓病センター・消化器内科）福本 晃平（ふくもと こうへい），

金政 和之，安田 律
WS11-9 ボノプラザン内服との関連が疑われる胃内白点について 傾向スコアマッチングによる

検討
（神戸大学消化器内科）吉崎 哲也（よしざき てつや）

（大阪府済生会中津病院）江口 考明，岡田 明彦
WS11-10 非ステロイド性炎症鎮痛薬および低用量アスピリン起因性小腸傷害症例の検討

（新潟大学光学医療診療部）横山 純二（よこやま じゅんじ）

（新潟大学消化器疾患低侵襲予防医学開発講座）川田 雄三
（新潟大学消化器内科）寺井 崇二

WS11-11 リアルワールドにおける低用量アスピリン内服脳 塞入院患者でのプロトンポンプ阻害
剤/ボノプラザンの併用状況（全国 380 施設の DPC データ集計による病院規模間の格
差）

（筑波記念病院消化器内科）池澤 和人（いけざわ かずと）

（筑波大学医学医療系消化器内科）廣瀬 充明，鈴木 英雄
WS11-12 胃 ESD 後潰瘍治癒における抗血小板薬の影響

（福井大学医学系部門内科学（2）分野）高橋 和人（たかはし かずと），
松田 秀岳，中本 安成

WS11-13 抗血栓薬服用者に対する胃 ESD 術後の後出血のリスク因子評価と出血予測モデル：
SAMURAI モデル

（大阪市立大学医療統計学講座）箱田 明俊（はこだ あきとし）

（大阪医科大学附属病院第 2 内科）竹内 利寿，小嶋 融一
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ワークショップ 12：消化管の希少疾患：診療の現状と問題点
4月 17 日（土）8：30～11：00

第 8会場
司会：山本 博徳（自治医科大学内科学講座消化器内科学部門）

喜多 宏人（国立病院機構東京病院消化器センター）

WS12-1
［基調講演］

今しっておくべき消化管希少疾患―現状と課題―
（札幌医科大学医学部消化器内科学講座）仲瀬 裕志（なかせ ひろし）

WS12-2 特殊型アカラシアの臨床学的特徴の解析―多施設共同研究―
（神戸大学消化器内科）田中 心和（たなか しんわ），阿部 洋文

（昭和大学江東豊洲病院消化器センター）井上 晴洋
WS12-3 予防的胃全摘術を施行せず経過観察中の GAPPS 症例の検討

（岡山大学病院消化器内科）川野 誠司（かわの せいじ），赤穂宗一郎，岡田 裕之
WS12-4 十二指腸神経内分泌腫瘍の臨床病理学的特徴と治療法に関する検討

（がん研有明病院上部消化管内科）中尾 栄祐（なかお えいすけ），平澤 俊明
（がん研有明病院病理部）中野 薫

WS12-5 腸管型ベーチェット病/単純性潰瘍における MEFV 遺伝子変異の検討
（熊本大学病院消化器内科）古田 陽輝（ふるた ようき），直江 秀昭，田中 靖人

WS12-6 Serrated polypsis syndrome の臨床病理学的特徴―「消化管ポリポーシス研究会」多施
設共同研究の結果から―

（広島大学病院内視鏡診療科）下原 康嗣（しもはら やすつぐ）

（広島大学病院内視鏡診療科/広島大学病院未来医療センター）卜部 祐司
（広島大学病院内視鏡診療科）田中 信治

WS12-7 原発性免疫不全症候群に伴う NEMO 腸症の 3 例
（大阪医科大学第二内科）木下 直彦（きのした なおひこ），柿本 一城，樋口 和秀

WS12-8 下部消化管内視鏡検査で，長期間にわたり経過観察し得た特発性腸間膜静脈硬化症の 5
例

（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院内科）福沢 一馬（ふくざわ かずま），
浜島 英司，神岡 諭郎

WS12-9 Chronic enteropathy associated with SLCO2A1（CEAS）における SLCO2A1 トランス
ポーターの機能解析

（杏林大学医学部消化器内科学）關 里和（せき さとわ）

（杏林大学医学部薬理学教室）櫻井 裕之
（杏林大学医学部消化器内科学）久松 理一

WS12-10 Cronkhite-Canada 症候群 の臨床経過と好酸球
（千葉大学医学部附属病院消化器内科）白鳥 航（しらとり わたる），

加藤 順，松村 倫明
WS12-11 腸管気腫症の全国多施設共同疫学調査

（藤田医科大学消化器内科学 I）長坂 光夫（ながさか みつお），大宮 直木
（大阪中央病院）平田 一郎
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WS12-12 自己炎症性疾患における下部消化管病変についての検討
（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門/久留米大学病院炎症性腸疾患センター）

吉岡慎一郎（よしおか しんいちろう），光山 慶一
（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）鳥村 拓司

WS12-13 Burkitt リンパ腫に対する診療の現状と問題点
（福井県立病院消化器内科/福井県立病院病理診断科）青柳 裕之（あおやぎ ひろゆき）

（福井県立病院病理診断科）海崎 泰治
（福井県立病院消化器内科）波佐谷兼慶

ワークショップ 13：消化器領域の救急医療・集中治療：消化管出血
4月 15 日（木）9：00～11：30

第 8会場
司会：溝上 裕士（新東京病院健診部）

中村 真一（東京女子医科大学消化器内科）

WS13-1
［基調講演］

危機的上部消化管出血の救命
（八戸市立市民病院救命救急センター）今 明秀（こん あきひで），野田頭達也

WS13-2 急性下部消化管出血のクリニカルアウトカムの実態：1 万例の大規模データベースから
（東京医科大学消化器内視鏡学）永田 尚義（ながた なおよし）

（日本医科大学消化器内科）貝瀬 満
（東京医科大学消化器内視鏡学）河合 隆

WS13-3 筑波大学附属病院における消化管出血に対する IVR の検討
（筑波大学画像診断・IVR 学）森 健作（もり けんさく）

（筑波メディカルセンター病院放射線科）古西 崇寛
（筑波大学画像診断・IVR 学）石黒 聡尚

WS13-4 救急外来における出血性消化性潰瘍の現状と課題
（東京医科大学茨城医療センター消化器内科）柿崎 文郎（かきざき ふみお），

門馬 匡邦，岩本 淳一
WS13-5 当院における上部消化管出血の現状と止血処置リスク因子の検討

（武蔵野赤十字病院消化器科）高浦 健太（たかうら けんた），中西 裕之，泉 並木
WS13-6 急性下部消化管出血の入院後 30 日以内に死亡に関する検討～多施設共同研究 CODE-

BLUE J Study～
（佐賀県医療センター好生館消化器内科）冨永 直之（とみなが なおゆき）

（佐賀県医療センター好生館ライフサイエンス研究所）貞嶋 栄司
（佐賀県医療センター好生館消化器内科）緒方 伸一

WS13-7 緊急内視鏡止血を要した消化管出血症例における Red Dichromatic Imaging による出血
点の視認性

（東京医療センター消化器科/慶應義塾大学腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門）
平井悠一郎（ひらい ゆういちろう），藤本 愛

（慶應義塾大学腫瘍センター低侵襲療法研究開発部門）矢作 直久
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WS13-8 消化性潰瘍出血における内視鏡止血不能例の特徴
（岐阜大学医学部消化器病態学）髙田 淳（たかだ じゅん），井深 貴士，清水 雅仁

WS13-9 多施設研究により明らかとなった，UGIB 内視鏡治療後の実態
（秋田大学消化器内科）福田 翔（ふくだ しょう），松橋 保，飯島 克則

WS13-10 出血性十二指腸潰瘍に対する内視鏡治療困難因子と IVR 治療成績の検討
（奈良県立医科大学附属病院中央内視鏡部）古川 政統（ふるかわ まさのり）

（奈良県立医科大学消化器内科学講座）美登路 昭，吉治 仁志
WS13-11 上部消化管出血に対する Over-The-Scope Clip system の適応とタイミング

（香川大学医学部消化器・神経内科）小林 伸也（こばやし のぶや），
小原 英幹，正木 勉

WS13-12 胃静脈瘤破裂例の治療戦略
（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）菅原 通子（すがわら かよこ），

今井 幸紀，持田 智
WS13-13 顕在性 OGIB における CT および小腸内視鏡の救急治療への貢献度の評価

（千葉大学医学部附属病院消化器内科）長島 有輝（ながしま ありき），
新井 誠人，加藤 直也

WS13-14 当院における消化管出血緊急内視鏡検査の現状と高次医療機関への搬送基準について
（おなかクリニック内視鏡センター）小幡 和彦（おばた かずひこ）

（おなかクリニック内視鏡センター/東京慈恵会医科大学柏病院消化器・肝臓内科）
内山 幹

WS13-15 大腸憩室出血の現状と緊急内視鏡検査の有用性
（兵庫医科大学消化器内科学/住友病院）滝 正登（たき まさと）

（兵庫医科大学消化器内科学）大島 忠之，三輪 洋人
WS13-16 診断群分類包括評価データを用いた，大腸憩室出血に対する緊急下部消化管内視鏡検査

の有用性の検討
（東北大学病院消化器内科）諸井林太郎（もろい りんたろう），志賀 永嗣，正宗 淳

WS13-17 大腸憩室症ガイドライン策定後の憩室出血を中心とした急性下部消化管出血の検討
（順天堂大学付属順天堂医院消化器内科）福嶋 浩文（ふくしま ひろふみ），

村上 敬，永原 章仁
WS13-18 急性下部消化管出血における再出血時 colonoscopy の有用性―多施設共同研究 CODE-

BLUE J study―
（広島市立安佐市民病院消化器内科）青山 大輝（あおやま たいき）

（東京医科大学病院消化器内視鏡学）永田 尚義
（日本医科大学病院消化器内科）貝瀬 満

WS13-19 大腸憩室出血に対するクリップ法とバンド結紮法の比較：多施設共同研究 CODE-
BLUE J Study

（東京都立墨東病院消化器内科）小林 克誠（こばやし かつまさ），古本 洋平
（東京医科大学病院消化器内視鏡学）永田 尚義

WS13-20 大腸憩室出血に対する内視鏡的結紮術のための新規デバイスの開発
（虎の門病院消化器内科）菊池 大輔（きくち だいすけ），早坂淳之介，布袋屋 修
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ワークショップ 14：門脈圧亢進症：診断と治療の最前線
4月 16 日（金）8：30～11：00

第 8会場
司会：吉田 寛（日本医科大学消化器外科）

今井 幸紀（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）

WS14-1
［基調講演］

門脈圧亢進症の診断と治療の最前線，今後に残された課題も含め
（北里大学医学部消化器内科学）日髙 央（ひだか ひさし）

WS14-2 高リスク食道胃静脈瘤の評価における MR Elastography の有用性
（徳島大学大学院医歯薬学研究部消化器内科学）田中 宏典（たなか ひろのり），

友成 哲，高山 哲治
WS14-3 iPhone アプリケーションが未治療胃食道静脈瘤の存在を検出する

（鳥取大学消化器腎臓内科）星野 由樹（ほしの よしき），杉原 誉明，磯本 一
WS14-4 進行肝細胞癌に対する分子標的薬治療と食道静脈瘤出血

（千葉大学大学院医学研究院消化器内科）近藤 孝行（こんどう たかゆき），
小笠原定久，加藤 直也

WS14-5 傍食道静脈の発達の有無を指標とした EVL/EIS の選択による治療成績
（新潟大学医歯学総合病院消化器内科）薛 徹（せつ とおる），

横山 純二，寺井 崇二
WS14-6 食道静脈瘤 EVL 後の再発予測に対する細径 EUS による食道周囲血管群評価の有用性

（岐阜大学消化器病態学）宇野由佳里（うの ゆかり），髙田 淳，清水 雅仁
WS14-7 当院での胃静脈瘤に対する内視鏡的胃静脈瘤硬化療法の治療成績

（和歌山県立医科大学内科学第 2 講座）瀧 真也（たき しんや），
井口 幹崇，北野 雅之

WS14-8 胃静脈瘤に対する HA/EO 併用法の治療成績
（福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部）中村 純（なかむら じゅん），

引地 拓人，加藤 恒孝
WS14-9 孤立性胃静脈瘤に対する超音波内視鏡下治療：EUS-guided coil deployment with

sclerotherapy．
（獨協医科大学内科学（消化器）講座）永島 一憲（ながしま かずのり）

（福島県立医科大学会津医療センター消化器内科学講座）澁川 悟朗
（獨協医科大学内科学（消化器）講座）入澤 篤志

WS14-10 直腸静脈瘤破裂例の治療戦略
（埼玉医科大学病院消化器内科・肝臓内科）中澤 学（なかざわ まなぶ），

今井 幸紀，持田 智
WS14-11 難治性腹水に対する腹腔静脈シャント術の成績と周術期管理のポイント

（日本医科大学消化器外科）清水 哲也（しみず てつや），吉岡 正人，吉田 寛
WS14-12 肝性脳症に対する門脈大循環分流術の有用性に関する検討

（熊本大学病院消化器外科）佐藤 寛紀（さとう ひろき），林 洋光，馬場 秀夫
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WS14-13 「HVPG 低下」の観点から PSE の臨床的有用性を再考する
（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学）石川 剛（いしかわ つよし），

高見 太郎，坂井田 功
WS14-14 門脈血栓の体積と最大面積の相関，CT 値と治療後再増悪に関連する検討

（金沢大学附属病院消化器内科）須田 烈史（すだ つよし），鷹取 元，金子 周一
WS14-15 門脈血栓症の病態と治療に関する臨床的検討

（加古川中央市民病院消化器内科）織田 大介（おりた だいすけ），
西澤 昭彦，岡部 純弘

WS14-16 門脈血栓に対する AT-III 製剤を用いた溶解療法が肝予備能や予後に与える影響
（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）葉山 惟信（はやま これのぶ）

（日本医科大学消化器内科学）厚川 正則，岩切 勝彦
WS14-17 肝硬変に伴う門脈血栓症に対するアンチトロンビン製剤の治療効果と肝予備能への影響

（藤田医科大学医学部消化器内科 2）川部 直人（かわべ なおと），
葛谷 貞二，廣岡 芳樹

WS14-18 心疾患既往のない慢性肝疾患における血中 BNP 値および非侵襲的 TRPG 計測の臨床的
意義

（武蔵野赤十字病院消化器科）山下 洸司（やました こうじ），黒崎 雅之，泉 並木

ワークショップ 15：難治性肝疾患：病態解明と治療法確立に向けた基礎・臨床研究の最前線
4月 15 日（木）14：40～17：10

第 7会場
司会：大平 弘正（福島県立医科大学消化器内科）

田中 篤（帝京大学医学部内科学講座）

WS15-1
［基調講演］

難治性疾患である PBC の病態解明と治療を目指して
（唐津赤十字病院感染症内科）下田 慎治（しもだ しんじ）

（東京都立駒込病院肝臓内科）木村 公則
WS15-2 2-オクチン酸投与による原発性胆汁性胆管炎モデルマウスの開発

（関西医科大学消化器肝臓内科）吉田 勝紀（よしだ かつのり）

（徳島大学大学院医歯薬学研究部疾患病理分野）常山 幸一
（関西医科大学消化器肝臓内科）長沼 誠

WS15-3 原発性胆汁性胆管炎の肝線維化進展モデルマウスの作成について
（浜松医科大学内科学第二講座肝臓内科）山下 真帆（やました まほ），川田 一仁

（東京医科大学茨城医療センター消化器内科）本多 彰
WS15-4 N-Ras を標的とした PBC 治療法の開発

（千葉大学病院消化器内科）中川 良（なかがわ りょう），千葉 哲博，加藤 直也
WS15-5 原発性胆汁性胆管炎（PBC）における病態関連因子の検討

（奈良県立医科大学附属病院消化器代謝内科）浪崎 正（なみさき ただし），
守屋 圭，吉治 仁志
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WS15-6 原発性胆汁性胆管炎における治療反応性とサルコペニアとの相関性の検討
（山形大学医学部内科学第二講座）勝見 智大（かつみ ともひろ），

奥本 和夫，上野 義之
WS15-7 原発性胆汁性胆管炎 101 例に対する成人生体肝移植の長期成績

（東京大学医学部附属病院肝胆膵外科・人工臓器移植外科）
金子 順一（かねこ じゅんいち），赤松 延久，長谷川 潔

WS15-12 原発性硬化性胆管炎に対するウルソデオキシコール酸投与の長期予後改善効果
（帝京大学医学部内科）有住 俊彦（ありずみ としひこ），淺岡 良成，田中 篤

WS15-8 門脈血行異常症の臨床疫学特性の検討
（大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学）大藤さとこ（おおふじ さとこ）

（東京医科大学消化器内科）古市 好宏
（帝京大学医学部内科学講座）田中 篤

WS15-9 自己免疫性肝炎における血中エクソソームの網羅的 miRNA 解析の検討
（福島県立医科大学医学部消化器内科学講座）阿部 和道（あべ かずみち），

鈴木 玲，大平 弘正
WS15-10 形質細胞様樹状細胞を用いた急性発症型自己免疫性肝炎の病態制御

（慶應義塾大学医学部消化器内科/田辺三菱製薬創薬本部免疫炎症創薬ユニット）
幸田 裕造（こうだ ゆうぞう）

（慶應義塾大学医学部消化器内科）中本 伸宏，金井 隆典
WS15-11 成因不明例に潜在する自己免疫性急性肝不全：実態と治療戦略

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）中尾 将光（なかお まさみつ），
中山 伸朗，持田 智

ワークショップ 16：肝癌のハイリスク患者地域，職域，院内での拾い上げ
4月 16 日（金）14：30～17：00

第 5会場
司会：黒崎 雅之（武蔵野赤十字病院）

鈴木 文孝（虎の門病院肝臓センター）

WS16-1
［基調講演］

肝がんハイリスク患者の効率的な拾い上げと診療のために―肝炎政策・肝炎医療指標の
開発と運用

（国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター）考藤 達哉（かんとう たつや）

WS16-2 非 B 非 C 型肝細胞癌における臨床的特徴とスクリーニングにおける FIB4-index の可能
性について

（広島大学大学院消化器・代謝内科学）長沖 祐子（ながおき ゆうこ），
相方 浩，茶山 一彰
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WS16-3 NAFLD およびアルコール性肝細胞癌初発診断時の特徴と拾い上げの現状
（関西医科大学消化器肝臓内科）山敷 宣代（やましき のりよ）

（関西医科大学総合医療センター肝臓病センター）関 寿人
（関西医科大学消化器肝臓内科）長沼 誠

WS16-4 当院における飲酒・喫煙歴調査と NBNC 肝癌発症の予測モデルの検討
（大分大学医学部消化器内科）所 征範（ところ まさのり），本田 浩一，村上 和成

WS16-5 肥満関連因子からみた根治治療後肝癌再発高リスク群の拾い上げ
（岐阜大学医学部付属病院消化器内科）今井 健二（いまい けんじ），

高井 光治，清水 雅仁
WS16-6 院内 NAFLD を対象とした肝癌高リスク群の囲い込みにおける FIB-4 index の有用性

（新潟大学医学部健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座）横尾 健（よこお たけし）

（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野）高村 昌昭，寺井 崇二
WS16-7 健康診断患者集団における WFA+-M2BP を用いた高度線維化症例の拾い上げ

（武蔵野赤十字病院消化器科）桐野 桜（きりの さくら），玉城 信治，黒崎 雅之
WS16-8 当院における肝炎ウイルスの陽性率と院内拾い上げの取り組み

（独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院消化器肝臓内科）
藤川 博敏（ふじかわ ひろとし），中河原浩史

（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科）森山 光彦
WS16-9 術前検査等の肝炎ウイルス検査陽性者拾い上げの有用な方策

（奈良県立医科大学消化器・代謝内科）赤羽たけみ（あかはね たけみ），吉治 仁志
WS16-10 医療費助成診断書に基づいた DAA 治療開始患者の解析

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）内田 義人（うちだ よしひと）

（埼玉医科大学病院肝臓病相談センター）飯塚 綾子
（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）持田 智

WS16-11 肝臓専門医による肝炎ウイルス陽性入院患者への直接介入効果の検討
（山形大学医学部内科学第二講座）奥本 和夫（おくもと かずお），

芳賀 弘明，上野 義之
WS16-12 肝炎ウイルス感染者の院内紹介促進のための効率的な個別勧奨の試み

（大阪市立大学肝胆膵内科/大阪市立大学肝疾患地域連携医療学）
榎本 大（えのもと まさる）

（大阪市立大学肝疾患地域連携医療学/加納総合病院）西口 修平
（大阪市立大学肝胆膵内科）河田 則文

WS16-13 佐賀県における肝炎患者の診療連携に関する調査結果と今後の対策
（佐賀大学肝疾患センター）磯田 広史（いそだ ひろし），高橋 宏和

（佐賀大学肝臓糖尿病内分泌内科）江口有一郎
WS16-14 職域肝炎ウイルス検査促進は肝がんハイリスク陽性者を絞り込めるか？

（国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター肝炎情報センター）
是永 匡紹（これなが まさあき），考藤 達哉
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WS16-15 熊本県における肝がんのハイリスク患者地域，職域，院内での拾い上げ
（熊本大学生命科学研究部消化器内科/熊本労災病院消化器内科）

瀬戸山博子（せとやま ひろこ）

（熊本大学生命科学研究部消化器内科）立山 雅邦，田中 靖人
WS16-16 自治体，職域における肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップの取り組み

（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学）日高 勲（ひだか いさお）

（山口大学医学部附属病院肝疾患センター）大野 高嗣
（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学/山口大学医学部附属病院肝疾患センター）

坂井田 功
WS16-17 HBe 抗原陽性 B 型慢性肝疾患における，簡便な肝線維化進行評価法の開発

（虎の門病院肝臓センター）保坂 哲也（ほさか てつや），鈴木 文孝，熊田 博光

ワークショップ 17：肝癌に関する基礎的研究とその臨床応用
4月 15 日（木）9：00～11：30

第 9会場
司会：加藤 直也（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）

朝比奈靖浩（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科肝臓病態制御学講座（消化器内科））

WS17-1
［基調講演］

肝細胞癌の基礎的研究の現状と今後の展開
（川崎医科大学肝胆膵内科）日野 啓輔（ひの けいすけ）

WS17-2 ヒト iPS 細胞を利用した HBV 関連肝細胞癌における MLL4 の機能的意義の検討
（東京医科歯科大学消化器内科）土屋 淳（つちや じゅん）

（東京医科歯科大学大学院生体検査科学）柿沼 晴
（東京医科歯科大学大学院肝臓病態制御学）朝比奈靖浩

WS17-3 肝癌幹細胞の活性化に寄与する ID1 を標的とした治療法の検討
（金沢大学附属病院消化器内科）丹尾 幸樹（にお こうき），山下 太郎，金子 周一

WS17-4 ロイコトリエンによる肝癌進展機構の解析と新規治療標的の可能性
（福井大学医学系部門内科学（2）分野）野阪 拓人（のさか たくと），

村田 陽介，中本 安成
WS17-5 ロイコトリエン拮抗薬による膜型 MICA 発現増強を介した肝癌治療戦略

（昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門）荒井 潤（あらい じゅん）

（千葉大学大学院消化器内科学）加藤 直也
（昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門）吉田 仁

WS17-6 肝細胞癌の PD-L1 発現制御機構におけるサイトカインの複合的影響の解明
（札幌医科大学消化器内科学講座）沼田 泰尚（ぬまた やすなお），

阿久津典之，仲瀬 裕志
WS17-7 がん特異的解糖系阻害剤による肝細胞癌治療応用と腫瘍免疫活性化機構の解明

（川崎医科大学肝胆膵内科学）仁科 惣治（にしな そおじ），日野 啓輔
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WS17-8 肝細胞癌に対するストレス応答蛋白 Nrf2 と腫瘍免疫，がん代謝との関連
（九州大学大学院消化器・総合外科）伊藤 心二（いとう しんじ），

吉住 朋晴，森 正樹
WS17-9 分子標的薬と REIC/Dkk-3 遺伝子治療併用による肝癌治療

（岡山大学病院消化器内科）白羽 英則（しらは ひでのり），大山 淳史，岡田 裕之
WS17-10 マルチキナーゼ阻害剤耐性化における FGF シグナルと VEGF シグナルの関わり

（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）神﨑 洋彰（かんざき ひろあき），
千葉 哲博，加藤 直也

ワークショップ 18：脂肪性肝疾患：新規治療法を目指した基礎研究と
トランスレーショナルリサーチ

4月 15 日（木）14：40～17：10
第 9会場

司会：伊藤 義人（京都府立医科大学院消化器内科学）
池嶋 健一（順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学）

WS18-1
［基調講演］

脂肪性肝疾患の病態解明における星細胞の重要性
（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学）河田 則文（かわだ のりふみ）

WS18-2 新規食餌誘導性非アルコール性脂肪性肝疾患マウスモデルの構築と病態解析
（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）中村 昌人（なかむら まさと），千葉 哲博，

加藤 直也
WS18-3 Transmembrane 6 superfamily 2 の一塩基多型に影響される肝星細胞活性化の基礎的解

析
（広島大学大学院消化器・代謝内科学）村上 英介（むらかみ えいすけ），

中原 隆志，茶山 一彰
WS18-4 グルタミン代謝は肝線維化および肝癌の治療・予防標的になり得る

（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）楳村 敦詩（うめむら あつし），
奥田佳一郎，伊藤 義人

WS18-5 肝線維化と動脈硬化における運動惹起性ヘパトカイン HSC70 一塩基多型の臨床的意義
（佐賀大学肝臓糖尿病内分泌内科）田中 賢一（たなか けんいち），Zhao Wenli

（佐賀大学医学部付属病院肝疾患センター）高橋 宏和
WS18-6 レドックスナノ粒子（RNP）は p62 および Nrf2 遺伝子二重欠失マウス脂肪性肝炎の線

維化を抑止する
（筑波大学大学院消化器内科）綿引 隆久（わたひき たかひさ）

（筑波大学附属病院・つくば予防医学研究センター）岡田 浩介
（筑波大学・医療科学）正田 純一

WS18-7 非アルコール性脂肪肝炎におけるケモカイン受容体 CCR9 の検討
（慶應義塾大学医学部消化器内科）森川 麗（もりかわ れい），

中本 伸宏，金井 隆典
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WS18-8 活性化マクロファージのコアフコースを標的とした NAFLD 治療法開発のための基礎
的検

（大阪大学大学院医学系研究科生体病態情報科学/
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）鎌田 佳宏（かまだ よしひろ）

（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）竹原 徹郎
（大阪大学大学院医学系研究科生体病態情報科学）三善 英知

WS18-9 肝特異的 PTEN 欠損脂肪肝炎モデルマウスにおけるアミノ酸グリシンの効果
（順天堂大学医学部消化器内科）今 一義（こん かずよし），山科 俊平，池嶋 健一

WS18-10 NAFLD の病態におけるヒドロキシノネナールの影響
（金沢大学消化器内科）清家 拓哉（せいけ たくや），水腰英四郎，金子 周一

WS18-11 Lactobacillus brevis SBC8803 の NAFLD 改善効果の解析
（旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・

血液腫瘍制御内科学分野（消化器・内視鏡部門））林 秀美（はやし ひでみ），
澤田 康司，藤谷 幹浩

WS18-12 ベルベリンの NASH 肝癌モデル腸内環境に対する介入効果
（岡山大学大学院医歯学総合研究科消化器・肝臓内科学）高木章乃夫（たかき あきのぶ），

高原 政宏，岡田 裕之
WS18-13 ONO-1301 を用いた肝硬変に対するセルフリー治療の開発

（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野）茂木 聡子（もてぎ さとこ），
土屋 淳紀，寺井 崇二

ワークショップ 19：消化器領域の救急医療，急性肝不全
4月 16 日（金）8：30～11：00

第 7会場
司会：滝川 康裕（岩手医科大学消化器内科肝臓分野）

永野 浩昭（山口大学大学院消化器・腫瘍外科学）

WS19-1
［基調講演］

移植待機患者から見たわが国の急性肝不全患者の現状
（順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科）玄田 拓哉（げんだ たくや）

WS19-2 急性肝障害における炎症性サイトカインと細胞死
（麻生飯塚病院肝臓内科/九州大学大学院医学研究院病態制御内科）

桒野 哲史（くわの あきふみ）

（九州大学大学院医学研究院病態制御内科）田中 正剛，國府島庸之
WS19-3 急性肝不全の予後不良となる病態解明の試み

（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
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WS19-4 急性肝障害における治療介入時期及び早期予後判定の指標としての PT-INR の意義
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学）

熊谷公太郎（くまがい こうたろう）

（鹿児島医療センター消化器内科）森内 昭博
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学）井戸 章雄

WS19-5 肝臓内科医からみた急性肝不全患者治療における移植外科介入の至適時期の検討
（広島大学大学院消化器・代謝内科学）今村 道雄（いまむら みちお）

（広島大学大学院消化器・移植外科学）大段 秀樹
（広島大学大学院消化器・代謝内科学）茶山 一彰

WS19-6 急性肝不全における M2BPGi の臨床的意義と経時的変化の検討
（信州大学医学部消化器内科）山崎 智生（やまざき ともお），城下 智，梅村 武司

WS19-7 データマイニングによる劇症肝炎の高精度予後予測モデル：急性肝不全肝炎症例での検
証

（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）中山 伸朗（なかやま のぶあき），
富谷 智明，持田 智

WS19-8 急性肝不全における血清学的真菌・ウイルス感染指標の臨床的意義
（手稲渓仁会病院消化器病センター）田中 一成（たなか かずなり），

姜 貞憲，松居 剛志
WS19-9 人工肝補助療法を施行された昏睡型急性肝不全症例において敗血症の合併が転帰に与え

る影響
（千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学）安部 隆三（あべ りゅうぞう）

WS19-10 Acute-On-Chronic Liver Failure（ACLF）の診断基準及び重症度分類の妥当性に関する
検討

（九州大学消化器・総合外科）戸島 剛男（としま たけお），吉住 朋晴，森 正樹
WS19-11 急性肝不全に対する肝移植の現状と多職種連携による取り組み

（大阪大学消化器内科）後藤 邦仁（ごとう くにひと），阪森亮太郎
（大阪大学消化器外科）江口 英利

WS19-12 当院における急性肝不全に対する肝移植成績
（東京大学医学部附属病院肝胆膵外科・人工臓器移植外科）長田梨比人（ながた りひと）

（東京大学医学部附属病院肝胆膵外科・人工臓器移植外科/
東京大学医学部附属病院臓器移植医療部）赤松 延久，長谷川 潔

WS19-13 術前 ICU 管理を要した急性肝不全に対する生体肝移植の短期予後とリスク因子の検討
（長崎大学大学院移植・消化器外科）日髙 匡章（ひだか まさあき），

曽山 明彦，江口 晋
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ワークショップ 20：胆膵疾患研究の最前線～from bench to bedside, from bedside to bench～
4月 15 日（木）14：40～17：10

第 8会場
司会：大西 洋英（独立行政法人労働者健康安全機構）

眞嶋 浩聡（自治医科大学附属さいたま医療センター）

WS20-1 メタボローム解析を用いた早期慢性膵炎の疾患概念確立と診断バイオマーカー探索：第
二報

（横浜労災病院消化器内科）関野 雄典（せきの ゆうすけ）

（大阪労災病院消化器内科）平尾 元宏
（自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科）関根 匡成

WS20-2 細胞外小胞 EV を用いた新規膵癌体液診断法の開発
（旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野）高橋 賢治（たかはし けんじ），

北野 陽平，麻生 和信
WS20-3 膵癌で高発現する新規環状 RNA の同定とバイオマーカー応用

（東京大学医学部消化器内科）清宮 崇博（せいみや たかひろ），大塚 基之，小池 和彦
WS20-4 膵臓選択的ハイドロダイナミック遺伝子導入法による新規膵癌モデル動物の確立

（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野）柴田 理（しばた おさむ），
上村 顕也，寺井 崇二

WS20-5 クロマチン制御因子 Brg1 は膵癌の増大・転移に重要である
（京都大学大学院医学研究科消化器内科学専攻）荒木 理（あらき おさむ），

福田 晃久，妹尾 浩
WS20-6 Cytoglobin inhibits pancreatic cancer growth in vitro and in vivo

（大阪市立大学医学研究科肝胆膵病態内科）VIET HOANG DINH，
THUY LE THI THANH，河田 則文

WS20-7 炎症制御分子 Regnase-1 を介した膵癌進展機構の解明
（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学消化器内科）岡部 純弥（おかべ じゅんや），

小玉 尚宏，竹原 徹郎
WS20-8 膵癌における癌関連線維芽細胞をターゲットにした新たな治療薬の探索

（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科）飯田 忠（いいだ ただし）

（名古屋大学医学部付属病院光学診療部）川嶋 啓揮
（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科）藤城 光弘

WS20-9 膵癌間質における酸化ストレス応答機構の解析
（東北大学消化器内科）田中 裕（たなか ゆう），濱田 晋，正宗 淳

WS20-10 腸分化形質制御因子による IPMN 悪性化機構解析
（東京医科歯科大学消化器内科）勝倉 暢洋（かつくら のぶひろ），土屋輝一郎，

岡本 隆一
WS20-11 胆嚢癌の病態解明および治療標的同定を目指した次世代シークエンス解析

（山梨大学医学部第一内科）川上 智（かわかみ さとし），高野 伸一，榎本 信幸
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WS20-12 スタチンは YAP 制御を介してゲムシタビンの肝内胆管癌抑制効果を増強させる
（奈良県立医科大学消化器内科学講座）北川 洸（きたがわ こう），

鍛治 孝祐，吉治 仁志

ワークショップ 21：高齢者膵癌に対する治療の適応と限界
4月 17 日（土）8：30～11：00

第 9会場
司会：佐田 尚宏（自治医科大学消化器一般移植外科）

古瀬 純司（杏林大学医学部腫瘍内科学）

WS21-1 膵癌治療が高齢者の ADL に与える影響
（杏林大学医学部総合医療学/腫瘍内科学）水谷 友紀（みずたに とものり）

（国立がん研究センターがん対策情報センター）奥山 絢子
（国立がん研究センター東病院精神腫瘍科）小川 朝生

WS21-2 高齢者膵癌診療における高齢者機能評価ツール Geriatric 8 の有用性
（札幌共立五輪橋病院消化器病センター）土居 忠（どい ただし），

秋山 剛英，本間 久登
WS21-3 G8 を用いた高齢者膵癌に対するゲムシタビン＋ナブパクリタキセル併用療法の適応の

検討
（神奈川県立がんセンター消化器内科肝胆膵）小林 智（こばやし さとし），

上野 誠，森本 学
WS21-4 がん登録と DPC データに基づく 75 歳以上の高齢者膵癌の予後に関する検討

（大阪国際がんセンター肝胆膵内科）大工 和馬（だいく かずま），池澤 賢治
（大阪国際がんセンターがん対策センター）森島 敏隆

WS21-5 県全域における高齢者膵癌診療の現状：多施設後方視的研究の結果より
（新潟大学大学院・消化器内科）五十嵐 聡（いからし さとし），林 和直，寺井 崇二

WS21-6 実地臨床における高齢者切除不能膵癌診療の変遷
（金沢大学附属病院消化器内科）長井 一樹（ながい かずき），寺島 健志，金子 周一

WS21-7 高齢者切除不能膵癌に対する当院の治療成績について
（がん研有明病院肝胆膵内科）武田 剛志（たけだ つよし），佐々木 隆，笹平 直樹

WS21-8 高齢者膵癌症例に対する外科治療：術前・術後化学療法に着目して
（獨協医科大学第二外科）青木 琢（あおき たく），森 昭三，窪田 敬一
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ワークショップ 22：胆管結石治療：現状と課題
4月 17 日（土）13：20～15：50

第 7会場
司会：安田 一朗（富山大学第三内科）

良沢 昭銘（埼玉医科大学国際医療センター消化器内科）

WS22-1 総胆管結石性胆管炎に対する一期的内視鏡治療の有用性と課題
（岐阜県総合医療センター消化器内科）丸田 明範（まるた あきのり）

（岐阜大学第一内科）岩下 拓司
（岐阜県総合医療センター消化器内科）岩田 圭介

WS22-2 当施設における総胆管結石に対する腹腔鏡下総胆管結石摘出術に関する手術成績の検討
（関西労災病院消化器外科）新毛 豪（しんけ ごう），武田 裕，村田 幸平

WS22-3 胆管結石症に対する経皮的経肝的胆道鏡下治療の有用性
（福岡大学筑紫病院消化器内科）松岡 大介（まつおか だいすけ），植木 敏晴，

土居 雅宗
WS22-4 総胆管結石に対する極小切開 EST+EPBD（ESBD）の安全性と有用性の検討

（順天堂大学医学部消化器内科）石井 重登（いしい しげと），藤澤 聡郎，伊佐山浩通
WS22-5 Difficult stone に対するデジタル胆道内視鏡下 EHL の有用性

（大阪医科大学第二内科）奥田 篤（おくだ あつし），小倉 健，樋口 和秀
WS22-6 Confluence stone に対する内科的治療

（手稲渓仁会病院消化器病センター）金 俊文（きん としふみ），
高橋 邦幸，潟沼 朗生

WS22-7 術後再建腸管症例における Short-SBE を用いた胆管結石治療の検討
（埼玉医科大学国際医療センター消化器内科）谷坂 優樹（たにさか ゆうき），

良沢 昭銘，水出 雅文
WS22-8 胃切除 Roux-en-Y 再建術後総胆管結石に対する DB-ERCP の治療成績

（東京大学医学部付属病院光学医療診療部）白田龍之介（はくた りゅうのすけ），
中井 陽介

（東京大学大学院医学系研究科消化器内科）小池 和彦
WS22-9 胆管空腸吻合術後胆管結石に対する内視鏡治療

（富山大学内科学第三講座）花岡 辰行（はなおか たつゆき），髙橋 孝輔，安田 一朗
WS22-10 上部消化管術後症例の胆管結石に対する超音波内視鏡下順行性治療

（岐阜大学病院第 1 内科）岩下 拓司（いわした たくじ），上村 真也，清水 雅仁
WS22-11 胆管消化管吻合術後の難治性肝内結石に対する POCS-assisted antegrade stone removal

の臨床治療成績
（東京医科大学臨床医学系消化器内科学分野）本間 俊裕（ほんま としひろ），

向井俊太郎，糸井 隆夫
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ワークショップ 23：胆道疾患における新規診断法と治療法
4月 15 日（木）14：40～17：10

第 10 会場
司会：木田 光広（北里大学医学部消化器内科）

遠藤 格（横浜市立大学消化器・腫瘍外科学）

WS23-1 胆道狭窄症例に対する新規ガイドワイヤー誘導式ブラシを用いた胆汁セルブロック法
（北里大学医学部）蓼原 将良（たではら まさよし），奥脇 興介，木田 光広

WS23-2 患者由来オルガノイドを用いた胆管癌診断における 5-アミノレブリン酸の有用性の検討
（朝日生命成人病研究所消化器内科/東京大学医学部附属病院消化器内科）

藤原 弘明（ふじわら ひろあき）

（東京大学医学部附属病院消化器内科）高原 楠昊，小池 和彦
WS23-3 悪性胆道病変に対する Detective flow imaging（DFI）の有用性について

（近畿大学病院消化器内科）岡本 彩那（おかもと あやな），大本 俊介，竹中 完
WS23-4 肝門部領域胆管癌に対する MRI 仮想胆道鏡（MRCS）を用いた胆管癌進展度評価

（岐阜市民病院消化器内科）奥野 充（おくの みつる），手塚 隆一，向井 強
WS23-5 胆道狭窄に対する胆道鏡直視下プローブ型共焦点レーザー内視鏡の診断能

（埼玉医科大学国際医療センター消化器内科）藤田 曜（ふじた あかし），
谷坂 優樹，良沢 昭銘

WS23-6 悪性胆管狭窄に対する 5-アミノレブリン酸を用いた光力学診断法の有用性
（大阪労災病院消化器内科）平尾 元宏（ひらお もとひろ），法水 淳，平松 直樹

WS23-7 超音波内視鏡による膵癌診断のための Computer-aided detection system
（東京医科大学医学部消化器内科学分野）殿塚 亮祐（とのづか りょうすけ），

小嶋 啓之，糸井 隆夫
WS23-8 膵頭部領域疾患の術前例に対する primary EUS-HGS の可能性

（愛知県がんセンター消化器内科部）奥野のぞみ（おくの のぞみ），原 和生
（愛知県がんセンター消化器外科部）清水 泰博

WS23-9 内視鏡的経乳頭胆嚢ドレナージ術の安全性と有用性についての検討
（聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科）佐藤 純也（さとう じゅんや），

中原 一有，伊東 文生
WS23-10 切除不能胆管癌に対する内視鏡的 Radio-frequency ablation 併用 Gemcitabine+Cisplatin

療法
（愛知医科大学肝胆膵内科）井上 匡央（いのうえ ただひさ），伊藤 清顕，米田 政志

WS23-11 術後良性胆管狭窄に対する内視鏡を用いた金属ステント短期留置の有用性
（横浜市立大学市民総合医療センター消化器病センター内科）

西村 正基（にしむら まさき），杉森 一哉
（横浜市立大学医学部消化器内科学）前田 慎
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WS23-12 術後良性胆管空腸吻合部狭窄に対する DBERCP 下 BONASTENT M-intraductal の一時
的留置術の有用性と安全性の検討

（大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学）田上光治郎（たのうえ こうじろう），
丸山 紘嗣，藤原 靖弘

WS23-13 胆道癌の切除可能性と集学的治療
（東北大学大学院消化器外科学）中川 圭（なかがわ けい），青木 修一，海野 倫明

ワークショップ 24：消化器領域の救急医療，集中治療：急性膵炎
4月 17 日（土）13：20～15：50

第 9会場
司会：内田 一茂（高知大学医学部消化器内科学）

水野 修吾（三重大学肝胆膵・移植外科）

WS24-1
［基調講演］

急性膵炎の現状とさらなる改善戦略
（産業医科大学医学部救急医学講座）真弓 俊彦（まゆみ としひこ）

WS24-2 ガイドライン改訂に伴う急性膵炎治療の変遷：DPC データからの検討
（東北大学大学院消化器病態学分野）池田 未緒（いけだ みお），

濱田 晋，正宗 淳
WS24-3 膵炎再発は急性膵炎後新規糖尿病発症のリスク因子である

（倉敷中央病院消化器内科）上西 陽介（うえにし ようすけ），上野 真行
（札幌医科大学総合診療医学）辻 喜久

WS24-4 当院における胆石性膵炎に対する内視鏡的治療の現状 ～一期的載石は許容されるか～
（関西医科大学消化器肝臓内科）伊藤 嵩志（いとう たかし），池浦 司，長沼 誠

WS24-5 急性胆石性膵炎に対する内視鏡的膵管ステント留置術
（伊達赤十字病院消化器科）久居 弘幸（ひさい ひろゆき），櫻井 環

（伊達赤十字病院外科）川﨑 亮輔
WS24-6 予後因子・CT grade を用いた重症急性膵炎の予後・感染性被包化膵壊死合併の予測

（新潟大学医学部消化器内科）林 和直（はやし かずなお），五十嵐 聡，寺井 崇二
WS24-7 当院における急性膵炎後の walled-off necrosis（WON）に対する治療戦略

（三重大学附属病院消化器肝臓内科）井上 宏之（いのうえ ひろゆき），山田 玲子
（三重大学附属病院肝胆膵移植外科）飯澤 祐介

WS24-8 膵炎後局所合併症 walled-off necrosis に対する内視鏡治療戦略とその成績
（東京医科大学臨床医学系消化器内科学分野）山本健治郎（やまもと けんじろう），

向井俊太郎，糸井 隆夫
WS24-9 Pancreatic fluid collection に対する早期インターベンションの可能性

（神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野）
辻前 正弘（つじまえ まさひろ），塩見 英之，児玉 裕三
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WS24-10 Walled-off necrosis に対する cap-fitted necrosectomy の検討
（東京大学消化器内科）齋藤 友隆（さいとう ともたか）

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

WS24-11 Walled-off necrosis（WON）ドレナージ不要例の検討
（聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科）路川 陽介（みちかわ ようすけ），

中原 一有，伊東 文生

ワークショップ 25：COVID-19 と消化器病診療
4月 17 日（土）13：20～15：50

第 4会場
司会：四柳 宏（東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野）

入澤 篤志（獨協医科大学医学部内科学（消化器）講座）

WS25-1
［基調講演］

COVID-19 が消化器病診療に及ぼすもの
（東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野）

四柳 宏（よつやなぎ ひろし）

WS25-2 COVID-19 拡大下におけるがん患者のマネージメント
（国立がん研究センター中央病院感染症部）岩田 敏（いわた さとし）

WS25-3 COVID-19 と消化器病診療 外来・入院診療に際しての注意点
（東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科）猿田 雅之（さるた まさゆき）

WS25-4 With コロナ時代の消化器外科診療のあり方
（東京大学肝胆膵外科）長谷川 潔（はせがわ きよし），金子 順一，有田 淳一

WS25-5 新型コロナウィルス感染拡大下における上部消化管内視鏡に際しての注意点 日本消化
器内視鏡学会の取り組み

（浜松医科大学医学部附属病院臨床研究センター/
日本消化器内視鏡学会医療安全委員会）古田 隆久（ふるた たかひさ）

（獨協医科大学医学部内科学（消化器）講座/日本消化器内視鏡学会医療安全委員会）
入澤 篤志

（日本消化器内視鏡学会医療安全委員会）日本消化器内視鏡学会医療安全委員会
WS25-6 上部内視鏡検査における患者-内視鏡医間の垂直距離と飛沫暴露の関係の検証

（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野）鈴木 翔（すずき しょう），
池原 久朝，後藤田卓志

WS25-7 COVID-19 流行地域の上下部消化管内視鏡検査を受けた患者における唾液・胃液・腸液
中 SARS-CoV-2 陽性率の検討

（横浜市立大学附属病院肝胆膵消化器病学）芦苅 圭一（あしかり けいいち），
日暮 琢磨，中島 淳

WS25-8 COVID-19 パンデミックが機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群におよぼす影響～全
国オンライン調査～

（兵庫医科大学消化器内科学）大島 忠之（おおしま ただゆき），三輪 洋人



2021年 3 月 83

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ

WS25-9 COVID-19 パンデミックにおける炎症性腸疾患診療―JAPAN IBD COVID-19
TASKFORCE からの提言と取り組み―

（大阪大学消化器内科学）飯島 英樹（いいじま ひでき）

（札幌医科大学消化器内科）仲瀬 裕志
（杏林大学消化器内科学）久松 理一

WS25-10 COVID-19 重症度予測における肝脾 CT 値比の有用性
（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）内田 義人（うちだ よしひと），

植村 隼人，持田 智
WS25-11 COVID-19 流行がアルコール性肝疾患患者に与えた影響

（獨協医科大学埼玉医療センター消化器内科）舟田 圭（ふなだ けい），
白橋 亮作，玉野 正也

WS25-12 肝癌サーベイランスに対する COVID-19 感染流行の影響
（大垣市民病院消化器内科）豊田 秀徳（とよだ ひでのり），安田 諭，桐山 勢生

WS25-13 COVID-19 の流行が膵・胆道疾患診療に与えた影響について
（順天堂大学医学部附属順天堂医院消化器内科）池村 宗朗（いけむら むねお），

冨嶋 享，伊佐山浩通
WS25-14 COVID-19 感染拡大下における多職種連携の重要性と学生教育

（東京医科歯科大学統合教育機構/東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科）
中川 美奈（なかがわ みな）

（東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科）土屋輝一郎，岡本 隆一


