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一般演題

口演

一覧

※共同演者の氏名は抄録をご確認ください

5 月 9 日（木）第 5 会場

GERD1 8：30〜9：10
座長：藤原 靖弘（大阪市立大学消化器内科）
O-001 無症状群における GERD 症状発生の自然経過についての検討
（北播磨総合医療センター消化器内科）佐貫

毅（さぬき

つよし）

O-002 PPI 抵抗性逆流性食道炎患者における唾液分泌能の検討
（日本医科大学消化器内科）田邊

智英（たなべ

ともひで）

O-003 PPI 抵抗性逆流性食道炎に対するボノプラザン 10mg の長期維持療法の成績
（日本医科大学付属病院）星野慎太朗（ほしの

しんたろう）

O-004 機能性ディスペプシアと逆流性食道炎のオーバーラップに対するボノプラザンの症状改善効
果の検討
（富山市民病院消化器内科）水野

︵一
口般
演演
︶題

秀城（みずの

ひでき）

GERD2 9：10〜9：50
座長：伊藤 公訓（広島大学病院消化器・代謝内科）
O-005 食道胃接合部から発生する高濃度一酸化窒素は食道潰瘍の創傷治癒を遅延させる
（東北大学大学院消化器病態学）藤谷

拓（ふじや

たく）

O-006 ラット逆流性食道炎モデルにおける時計遺伝子発現動態についての検討
（大阪市立大学消化器内科）橋本

篤（はしもと

あつし）

O-007 食道内酸逆流と Ineffective Esophageal Motility の関連
（兵庫医科大学内科学消化管科）山崎

尊久（やまさき

たかひさ）

O-008 日本人の非心臓性胸痛の頻度とその特徴
（兵庫医科大学内科学消化管科）近藤

隆（こんどう

たかし）

食道アカラシアほか 9：50〜10：30
座長：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）
O-009 食道運動機能異常患者における経口内視鏡的筋層切開術後の骨格筋量の変化に関する検討
（神戸大学医学部附属病院消化器内科）阿部

洋文（あべ

ひろふみ）

O-010 サテライト病院としての経口内視鏡的筋層切開術（POEM）導入における治療成績
（甲南会甲南病院消化器センター）河原

史明（かわら

ふみあき）
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O-011 国内製高解像度食道内圧検査機器 Stalet における distal contractile integral の基準値に関
する検討
（群馬大学医学部附属病院消化器・肝臓内科）栗林

志行（くりばやし

しこう）

O-012 全身性強皮症患者における食道運動機能と逆流性食道炎合併の関連
（日本医科大学消化器内科）川見

典之（かわみ

のりゆき）

5 月 9 日（木）第 6 会場

IBD1 8：30〜9：20
座長：木内 喜孝（東北大学保健管理センター）
O-013 クローン病における MR enterography の拡散強調画像と CRP の相関について
（市立秋田総合病院消化器内科）辻

剛俊（つじ

つよとし）

O-014 当院クローン病患者の粘膜治癒達成と長期経過
（滋賀医科大学消化器内科）高橋憲一郎（たかはし

けんいちろう）

O-015 クローン病患者における抗 TNFα 抗体製剤治療と 2 次無効の関連性についての検討―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（すぎやま

ともや）

O-016 当院におけるクローン病患者に対する Ustekinumab 投与の有用性についての検討
（大阪市立大学大学院消化器内科学）奥田

博朗（おくだ

ひろあき）

O-017 クローン病におけるウステキヌマブ寛解導入・維持療法の限界―いつまで続けるのか？
（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）石橋

朗（いしばし

あきら）

祐司（こいけ

ゆうじ）

IBD2 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-018 潰瘍性大腸炎メサラジン不耐症例の長期臨床経過
（横浜市立市民病院消化器内科/横浜市立市民病院内視鏡センター）小池

O-019 潰瘍性大腸炎患者における 5-ASA 製剤スイッチがチオプリン製剤代謝ならびに薬理効果に与
える影響
（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）森久保

拓（もりくぼ

ひろむ）

O-020 チオプリン製剤投与中の炎症性腸疾患患者における 6-チオグアニンヌクレオチド血中濃度と
平均赤血球容積・白血球数の関連性
（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（あいざわ

まさと）

O-021 難治性潰瘍性大腸炎のタクロリムス寛解導入後寛解維持にチオプリン製剤は必要か？
（広島大学病院内視鏡診療科）林

亮平（はやし

りょうへい）

O-022 潰瘍性大腸炎患者に対するアダリムマブ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）山鹿

渚（やまが

なぎさ）

︵一
口般
演演
︶題
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IBD3 10：10〜11：00
座長：佐々木誠人（愛知医科大学消化管内科）
O-023 当院の潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法，長期寛解症例の検討
（帯広厚生病院消化器内科）柳澤

秀之（やなぎさわ

ひでゆき）

O-024 高齢者潰瘍性大腸炎に対する内科的治療の問題点
（みやぎ県南中核病院）梅村

賢（うめむら

けん）

O-025 潰瘍性大腸炎に対する生物学的製剤の再燃予測因子としての Plt 比，CRP 比の検討
（東京女子医科大学消化器内科）村杉

瞬（むらすぎ

しゅん）

O-026 腹部超音波検査は潰瘍性大腸炎の病勢評価に有用である
（香川県立中央病院卒後臨床研修センター）平野

佑一（ひらの

ゆういち）

孝一（いずみかわ

こういち）

啓祐（なかにし

けいすけ）

O-027 潰瘍性大腸炎における体外式腹部超音波検査による経時変化の検討
（香川県立中央病院消化器内科）泉川

肝基礎 1 14：20〜15：00
座長：日野 啓輔（川崎医科大学肝胆膵内科）
O-028 Gut-Liver axis に着目した NASH 病態解明に向けての基礎的検討
（奈良県立医科大学消化器・内分泌代謝内科）中西

O-029 ケモカイン受容体 CCR9 は小腸免疫制御を介して内臓脂肪炎症を調節し耐糖能改善に寄与す

︵一
口般
演演
︶題

る
（田辺三菱製薬免疫炎症創薬ユニット/慶應義塾大学内科（消化器））
網谷

猛（あみや

たける）

O-030 NAFLD 患者における絶食時の腸管脂質代謝の検討
（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科）花山

雅一（はなやま

まさかず）

浩介（おかだ

こうすけ）

信仁（いとう

のぶひと）

英幸（せき

ひでゆき）

O-031 脂肪酸代謝に着目したマウス脂肪性肝炎における p62 の役割
（筑波大学医学医療系）岡田

胃癌 1 15：00〜15：50
座長：春日井邦夫（愛知医科大学消化管内科）
O-032 高齢者胃癌 ESD 後長期予後と PMI
（名古屋大学大学院消化器内科学）伊藤
O-033 早期胃癌内視鏡的切除に与える高齢化の影響
（KKR札幌医療センター消化器科）関
O-034 当院で ESD を施行した組織混在型早期胃癌の検討
（日本赤十字社和歌山医療センター消化器内科）池ノ内真衣子（いけのうち

まいこ）

O-035 胃腫瘍に対する ESD 症例におけるワルファリンと DOAC の影響
（日本医科大学武蔵小杉病院消化器内科/日本医科大学付属病院消化器肝臓内科）
植木

信江（うえき

のぶえ）
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O-036 粘膜内癌を含む invasive micropapillary carcinoma 併存胃癌 8 例の臨床病理学的検討
（仙台厚生病院消化器内科）荒川

典之（あらかわ

のりゆき）

康祐（いわね

こうすけ）

胃癌 2 15：50〜16：40
座長：妹尾
浩（京都大学消化器内科）
O-037 当院で経験した胃底腺型胃癌と胃型腺腫の検討
（三田市民病院消化器内科）岩根
O-038 除菌後年数からみた除菌後胃癌の臨床病理学的特徴
（岡山大学病院消化器内科）大林

由佳（おおばやし

ゆか）

O-039 当院における組織混在型胃癌の臨床病理学的特徴
（関西労災病院消化器内科）岩本

剛幸（いわもと

たかゆき）

O-040 異なる人工知能技術を用いた胃癌・胃ポリープ自動検出手法の胃癌検診システムへの応用
（藤田医科大学消化管内科）山田

日向（やまだ

ひゅうが）

O-041 当院における若年者胃癌の特徴
（筑波大学消化器内科）鈴木

英雄（すずき

ひでお）

5 月 9 日（木）第 9 会場
︵一
口般
演演
︶題

肝癌 1 8：30〜9：10
座長：椎名秀一朗（順天堂大学大学院消化器画像診断・治療学）
O-042 von Willebrand factor および ADAMTS13 を用いた肝発癌，肝癌早期診断および治療効果予
測の試み
（奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科）高谷

広章（たかや

ひろあき）

O-043 肝腫瘤性病変の診断における超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診（EUS-FNA）の有用性と安全性
（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）酒井

利隆（さかい

としたか）

O-044 80 歳以上の高齢者のミラノ基準内での肝細胞癌治療の予後因子の検討
（松山赤十字病院肝臓・胆のう・膵臓内科/愛媛県立中央病院消化器内科）
越智

裕紀（おち

ひろのり）

O-045 高齢肝癌治療における予後規定因子と死因についての検討
（佐賀大学医学部付属病院肝臓糖尿病内分泌内科）秋山

巧（あきやま

たくみ）
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肝癌 2 9：10〜10：00
座長：加藤 淳二（札幌医科大学腫瘍内科）
O-046 B-mode 超音波では等エコーまたは境界不明瞭で同定困難な多血性肝細胞癌に対する RFA の
融合画像を用いた造影超音波による早期治療効果判定の有用性
（横浜南共済病院/横浜市立大学市民総合医療センター消化器内科）
西郡

修平（にしごおり

しゅうへい）

O-047 大腸癌肝転移に対するラジオ波焼灼術の治療成績
（順天堂大学消化器画像診断治療学）高和

正（たかわ

まさし）

O-048 ラジオ波焼灼術後の単純 MRI を用いた肝癌残存病変判定
（順天堂大学練馬病院消化器内科）中寺

英介（なかでら

えいすけ）

O-049 シスプラチン含有エンボスフィアを用いた肝動脈化学塞栓療法（DMB-TACE）の基礎的検
討
（順天堂大学練馬病院消化器内科）大久保裕直（おおくぼ

ひろなお）

O-050 腫瘍マーカースコアによる肝予備能良好な BCLC-B 肝細胞癌に対する TACE 予後予測：肝
癌研究会データベース解析
（愛媛県立中央病院消化器病センター内科）平岡

︵一
口般
演演
︶題

淳（ひらおか

あつし）

肝その他 10：00〜10：40
座長：國土 典宏（国立国際医療研究センター外科）
O-051 当院で経験した肝膿瘍 104 症例の検討
（大阪医療センター消化器内科）河本

泰治（かわもと

やすはる）

O-052 門脈ガス血症の生命予後に関する検討
（公立羽咋病院内科）西野

隆平（にしの

りゅうへい）

O-053 肝発癌と積算飲酒量及び遺伝子多型の関連の解析
（大分大学消化器内科）所

征範（ところ

まさのり）

O-054 血中 L-FABP は肝癌を含む慢性肝疾患の予後を予測する新規バイオマーカーである
（三重大学消化器肝臓内科）長谷川浩司（はせがわ

ひろし）

大腸癌 1 14：20〜15：00
座長：福田 眞作（弘前大学大学院消化器血液内科）
O-055 大腸癌 5-FU 耐性に関与する microRNA の探索と機能解析
（藤田医科大学消化管内科）中川

義仁（なかがわ

よしひと）

O-056 大腸癌におけるリゾリン脂性メディエーターの組成変化に関する検討
（東京大学腫瘍外科）北村智恵子（きたむら

ちえこ）

O-057 Cell-free DNA と大腸癌組織の gene variants の比較
（山形大学内科学第二）小野里祐介（おのざと

ゆうすけ）
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O-058 大腸腫瘍性発生に関与するメタボリックマーカーの探索
（慶應義塾大学病院予防医療センター）井上

詠（いのうえ

ながむ）

大腸癌 2 15：00〜15：50
座長：樫田 博史（近畿大学消化器内科）
O-059 一般市中病院における大腸ステント留置の実際
（唐津赤十字病院内科）伊東陽一郎（いとう

よういちろう）

O-060 当院における目的別にみた大腸ステント治療成績の検討
（金沢赤十字病院消化器科）梶

喜一郎（かじ

きいちろう）

O-061 当院における悪性大腸狭窄に対する self-expandable metallic stent 留置後の全大腸内視鏡検
査の成績
（国立病院機構九州医療センター消化器科/九州大学大学院病態制御内科）
水流

大尭（つる

ひろたか）

O-062 当院における閉塞性大腸癌に対する治療戦略―大腸ステントと経肛門的イレウス管との比
較―
（北播磨総合医療センター消化器内科）吉江

智郎（よしえ

ともお）

純（あさい

じゅん）

O-063 悪性大腸狭窄に対して大腸ステント療法を行った 37 例の検討
（公立松任石川中央病院消化器内科）浅井

︵一
口般
演演
︶題

肝基礎 2 15：50〜16：30
座長：日浅 陽一（愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学）
O-064 Deoxycholic acid-induced senescent hepatic stellate cells promote malignant behaviors of
hepatocellular carcinoma cells：Implication to underlying mechanisms of metabolic
syndrome-based fatty liver and carcinogenesis
（広島大学総合内科・総合診療科）Nguyen Phuong Thao（ぬーうぃん

ふーん たお）

O-065 肝硬変ラットにおいてカルニチンおよび分枝鎖アミノ酸投与は肝脂質代謝や肝ミトコンドリ
ア活性を改善する
（三重大学消化器・肝臓内科）玉井

康将（たまい

やすゆき）

道隆（まつだ

みちたか）

O-066 肝線維化における肝常在性クッパー細胞の動態
（国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター）松田
O-067 Nrf2 阻害剤による C 型肝炎ウイルス抑制及び肝細胞癌抑制
（行徳総合病院健診科）杉山

和夫（すぎやま

かずお）
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5 月 9 日（木）第 11 会場

胆膵外科 1 8：30〜9：20
座長：竹山 宜典（近畿大学外科）
O-068 膵癌術後における局所再発リスク因子としての CRP/Alb Ratio（CAR）の有用性
（神戸大学肝胆膵外科）朝倉

悠（あさくら

ゆう）

O-069 膵癌腹腔洗浄細胞診陽性症例に対する upfront surgery の限界と conversion surgery の展望
（東北大学消化器外科）有明

恭平（ありあけ

きょうへい）

O-070 膵頭十二指腸切除術後の脂肪肝発症リスク因子の検討
（東海大学八王子病院消化器外科）和泉

秀樹（いずみ

ひでき）

O-071 膵癌患者の術前筋肉量と膵頭十二指腸切除の治療成績に関する検討
（関西労災病院外科）桂

宜輝（かつら

よしてる）

O-072 サルコペニアが膵頭十二指腸切除後に与える影響
（高知医療センター外科）須井

健太（すい

けんた）

敬子（かめい

けいこ）

胆膵外科 2 9：20〜10：00
座長：伊佐地秀司（三重大学肝胆膵・移植外科）
︵一
口般
演演
︶題

O-073 IPMN に対する脾臓温存手術の有用性に関する検討
（近畿大学肝胆膵外科）亀井
O-074 胃切除既往は膵頭十二指腸切除症例の予後に影響を与えるか
（高知医療センター消化器外科一般外科）松本

尊嗣（まつもと

たかつぐ）

仁昭（おおむら

よしあき）

O-075 当院の総胆管結石に対する腹腔鏡下胆管結石摘出術の検討
（関西労災病院外科）大村

O-076 発症後経過時間が急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績に与える影響
（市立豊中病院外科）江崎さゆり（えざき

さゆり）

胆道診断 10：00〜10：50
座長：露口 利夫（千葉大学消化器内科）
O-077 膵・胆管合流異常に合併する胆嚢癌の多施設共同研究
（藤田医科大学）橋本

千樹（はしもと

せんじゅ）

O-078 胆嚢隆起性病変の鑑別診断における体外式造影超音波検査と造影 CT の比較
（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）三輪

治生（みわ

はるお）

祐輝（かわじ

ゆうき）

O-079 Interventional EUS におけるプロポフォールによる鎮静の有用性
（和歌山県立医科大学第二内科）川路

O-080 ENBD 排液を用いたセルブロック検体にて胆道疾患診断の精度向上は可能か
（岐阜市民病院消化器内科）奥野

充（おくの

みつる）
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O-081 当院における総胆管結石治療後の再発因子に関する検討
（市立敦賀病院消化器内科）神野

正隆（かんの

まさたか）

5 月 9 日（木）第 12 会場

胃炎 8：30〜9：20
座長：塩谷 昭子（川崎医科大学消化管内科）
O-082 H.P 感染と Overlap した自己免疫性胃炎の検討
（JCHO滋賀病院消化器内科）長谷川

大（はせがわ

ひろし）

O-083 自己免疫性胃炎における抗壁細胞抗体と抗内因子抗体の検討
（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）

O-084 鳥肌胃炎と胃発癌について
（国保日高総合病院第一内科）西川

泉（にしかわ

いずみ）

O-085 良性胃粘膜病変に対する NBI 併用拡大内視鏡による診断能と有用性の検討
（福井県立病院消化器内科）青柳

裕之（あおやぎ

ひろゆき）

O-086 長期高ガストリン血症の胃粘膜に及ぼす影響
（日本医科大学消化器内科）辰口

篤志（たつぐち

あつし）

︵一
口般
演演
︶題

ヘリコバクター・ピロリ 1 9：20〜10：00
座長：永原 章仁（順天堂大学消化器内科）
O-087 CYP3A4 で代謝される薬剤の併用は P-CAB を用いた H.pylori 一次除菌率に影響を与える
か？
（堀井医院）堀井

孝容（ほりい

たかひろ）

O-088 ペニシリンアレルギー症例に対する H. pylori 除菌治療の検討〜薬剤感受性と治療レジメン別
の治療成績〜
（岡山大学病院消化器内科）榮

浩行（さかえ

ひろゆき）

O-089 ヘリコバクター・ピロリのクラリスロマイシン耐性率の推移と除菌治療
（近畿大学医学部奈良病院内視鏡部）水野
O-090

成人（みずの

しげと）

聡（ふるね

さとし）

Helicobacter pylori 除菌と腸内細菌叢の中長期的変化の検討
（名古屋大学光学医療診療部）古根

ヘリコバクター・ピロリ 2 10：00〜10：40
座長：加藤 元嗣（国立病院機構函館病院消化器内科）
O-091

H. pylori 除菌後の栄養状態の変化：同等性の検討
（沼津市立病院消化器内科）菊池

保治（きくち

やすはる）
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O-092 clarithromycin 耐性 Helicobacter pylori 菌の現状
（大手前病院）木下

和郎（きのした

かずお）

O-093 除菌後発見胃癌の臨床病理学的特徴と異時性発癌に対する除菌療法の介入
（横浜市立大学附属市民総合医療センター内視鏡部/横浜市立大学消化器内科）
池田

良輔（いけだ

りょうすけ）

O-094 除菌後進行胃癌の検討
（がん研有明病院消化器内科）中野

薫（なかの

かおる）

5 月 9 日（木）第 13 会場

膵内視鏡診断 1 14：20〜15：00
座長：田妻
進（広島大学病院総合内科・総合診療科）
O-095 Franseen 形状 25G 穿刺針を用いた超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引生検における病理組織学
的検討：多施設共同前向き観察研究
（北海道大学病院消化器内科）杉浦

諒（すぎうら

りょう）

O-096 膵疾患の組織学的評価における Franseen needle を用いた EUS-guided fine needle biopsy の
有用性について
（名古屋大学大学院消化器内科学）石川

︵一
口般
演演
︶題

卓哉（いしかわ

たくや）

O-097 当科における膵腫瘤性病変に対する病理診断の strategy―EUS-FNA における診断困難例の
検討―
（奈良県立医科大学内科学第三）美登路

昭（みとろ

あきら）

O-098 EUS-FNA における液状化検体細胞診の有用性の検討
（福井大学内科学（2））大谷

昌弘（おおたに

まさひろ）

膵内視鏡診断 2 15：00〜15：40
座長：五十嵐良典（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）
O-099 膵腫瘤性病変に対する 22G Franseen needle を用いた EUS-FNA の有用性
（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）

O-100 膵炎症性疾患に対する EUS 下膵硬度測定（EUS-Shear Wave Measurement）の臨床的有用
性の探索的検討
（名古屋大学消化器内科）大野栄三郎（おおの

えいざぶろう）

O-101 EUS-elastography および EUS-FNA による膵腫瘍診断能の検討
（山形大学内科学第二）柿﨑

泰明（かきざき

やすはる）

O-102 非アルコール性早期慢性膵炎から慢性膵炎へと移行しうるのか―早期慢性膵炎に対する治療
介入における EUS スコアの経時的解析の試み―
（日本医科大学付属病院消化器肝臓内科）樋口

和寿（ひぐち

かずとし）
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膵内視鏡診断 3 15：40〜16：20
座長：真口 宏介（手稲渓仁会病院教育研究センター）
O-103 当科における膵神経内分泌腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術の現状について
（国立病院機構金沢医療センター消化器内科）織田

典明（おりた

のりあき）

O-104 術後再建腸管例における EUS-FNA の現状と工夫
（新潟大学消化器内科）五十嵐

聡（いからし

さとし）

O-105 膵癌の術前病理診断における EUS-FNA および ERCP 関連細胞診の位置づけ
（広島大学病院消化器・代謝内科）河村

良太（かわむら

りょうた）

O-106 市中病院における EUS-FNA（Aspiration）から EUS-FNB（Biopsy）への変遷
（神奈川県警友会けいゆう病院消化器内科）香川

幸一（かがわ

こういち）

5 月 10 日（金）第 6 会場

食道癌 1 8：30〜9：10
座長：磯本
一（鳥取大学機能病態内科）
O-107 高齢者食道癌に対する根治的化学放射線療法（CRT）の忍容性に関する検討
（国立病院機構四国がんセンター消化器内科）日野

佳織（ひの

かおり）

O-108 高齢者非切除食道癌に対する治療戦略
（横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器外科）佐藤

渉（さとう

しょう）

O-109 当科における食道癌化学放射線療法後の局所遺残再発病変に対する PDT の成績
（東北大学消化器外科）安藤

涼平（あんどう

りょうへい）

O-110 病理組織学的に水平断端判定不能であった食道扁平上皮癌 ESD 症例の検討
（石川県立中央病院消化器内科）中西

宏佳（なかにし

ひろよし）

潤也（おぐま

じゅんや）

食道癌ほか 2 9：10〜9：50
座長：飯島 克則（秋田大学消化器内科）
O-111 食道癌におけるサルコペニアの術後肺炎および予後に与える影響
（国立がん研究センター中央病院食道外科）小熊

O-112 咽頭癌・食道癌 ESD 患者における呼気中微量アセトアルデヒド/エタノール測定の有用性の
検討
（鹿児島大学消化器疾患・生活習慣病学）佐々木文郷（ささき

ふみさと）

O-113 バレット食道腺癌の背景因子（LSBE と SSBE）と臨床経過の比較検討
（がん研有明病院消化器内科）赤澤

直樹（あかざわ

なおき）

O-114 地域一般病院患者における食道カンジダ症の頻度およびリスク因子の検討
（岐北厚生病院消化器内科）小木曽英介（おぎそ

ひでゆき）

︵一
口般
演演
︶題
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消化管基礎 9：50〜10：40
座長：穂苅 量太（防衛医科大学校）
O-115 難治性 FGID における自己免疫性自律神経節障害の関与〜抗ガングリオンアセチルコリン受
容体抗体測定意義〜
（香川大学総合内科/香川大学消化器・神経内科）谷内田達夫（やちだ

たつお）

O-116 慢性大腸炎モデルの T 細胞における APL の発現抑制
（東京医科歯科大学消化器内科）山田

大貴（やまだ

だいき）

O-117 AlphaLISA 法を用いた潰瘍性大腸炎再燃を予測する血清バイオマーカーの探索
（千葉大学医学部附属病院消化器内科）今井

雄史（いまい

ゆうし）

O-118 演題取り下げ
O-119 炎症性腸疾患の病態における好塩基球の役割
（防衛医科大学校内科2）因幡

健一（いなば

けんいち）

上部消化管出血 14：20〜15：00
座長：永尾 重昭（防衛医科大学校光学医療診療部）
O-120 超高齢化の進んだ地域基幹病院における後期高齢者出血性胃潰瘍の現状と臨床学的特徴
（南奈良総合医療センター消化器内科）堀内

︵一
口般
演演
︶題

葉月（ほりうち

はづき）

O-121 当院での上部消化管出血に対する緊急内視鏡，治療介入予測についての検討
（国保中央病院内科）吉川

雅章（よしかわ

まさあき）

O-122 超高齢社会における低侵襲内視鏡治療 Over-The-Scope Clip system
（香川大学消化器・神経内科）小林

伸也（こばやし

のぶや）

O-123 胃内視鏡的粘膜下層剥離術後出血ハイリスク群におけるカリウムイオン競合型酸分泌抑制剤
の出血抑制効果―OGF 多施設共同前向き試験―
（大阪労災病院消化器内科/大阪医療センター消化器内科）山田

拓哉（やまだ

たくや）

（佐賀大学消化器内科）鶴岡ななえ（つるおか

ななえ）

胃その他 1 15：00〜15：50
座長：眞部 紀明（川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波））
O-124 炎症性腸疾患患者における上腹部症状の頻度

アンケート調査による検討

O-125 上部消化管病変を合併した潰瘍性大腸炎の臨床的特徴
（聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科）加藤

正樹（かとう

まさき）

O-126 当院における好酸球性消化管障害の内視鏡所見の検討
（がん・感染症センター都立駒込病院消化器内科）伊藤

公美（いとう

くみ）

O-127 アコチアミドによる治療効果予測因子の検討
（秋田大学消化器内科）鈴木

寿明（すずき

としあき）
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O-128 内視鏡下胃機能検査法の開発，胃内圧，CO2 注入量と上腹部症状との関連
（日本医科大学付属病院消化器肝臓内科）門馬

絵理（もんま

えり）

胃その他 2 15：50〜16：30
座長：鈴木 秀和（慶應義塾大学医学教育統轄センター）
O-129 胃全摘後の胆汁酸代謝，腸内細菌叢の変化
（近畿大学ER）橋本

直樹（はしもと

なおき）

努（なみかわ

つとむ）

O-130 胃癌に対する胃切除術後患者の骨塩量に関する検討
（高知大学外科）並川
O-131 演題取り下げ
O-132 当院における胃 GIMT（gastrointestinal mesenchymal tumor）に対する内科外科合同手術の
現況
（横浜市立大学附属市民総合医療センター内視鏡部）澤田

敦史（さわだ

あつし）

5 月 10 日（金）第 9 会場

︵一
口般
演演
︶題

肝炎 1 8：30〜9：10
座長：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）
O-133 当院における急性肝炎の検討
（安城更生病院消化器内科）鈴木

貴也（すずき

たかや）

O-134 当院における A 型急性肝炎の動向
（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）

O-135 当院における A 型急性肝炎の動向―特に感染経路と重症化に関して―
（東京女子医科大学消化器内科）小木曽智美（こぎそ

ともみ）

O-136 男性同性愛者間における急性 A 型肝炎アウトブレイクの臨床的及び分子疫学的特徴
（国立国際医療研究センター病院消化器内科）野崎

雄一（のざき

ゆういち）

雄一（よしだ

ゆういち）

明久（たつみ

あきひさ）

肝炎 2 9：10〜9：50
座長：吉岡健太郎（藤田医科大学肝胆膵内科）
O-137 岩手県における IgG-HEV 抗体陽性率の推移に関する検討
（岩手医科大学消化器内科肝臓分野）吉田
O-138 び漫性大細胞型 B 細胞リンパ腫における，肝炎ウイルスの関連
（山梨大学第一内科）辰巳

O-139 当院におけるウイルス肝炎患者の掘り起こし〜肝炎対策プロジェクト 1 年間の成果〜
（今村病院消化器内科）橋口

一利（はしぐち

かずとし）
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O-140 当院における HCV 抗体陽性患者の受診勧奨システムの効果
（ベルランド総合病院消化器内科）安

辰一（あん

たついち）

NAFLD/NASH 9：50〜10：40
座長：徳重 克年（東京女子医科大学消化器内科）
O-141 NAFLD 患者における血清亜鉛値と各種血清マーカー・病理学的所見との関連
（名古屋大学大学院消化器内科学）伊藤

隆徳（いとう

たかのり）

O-142 健診で γGTP 異常を指摘された者の長期経過と脂肪肝についての検討
（京都第一赤十字病院消化器内科）藤井

秀樹（ふじい

ひでき）

O-143 非アルコール性脂肪性肝疾患診療における頸動脈超音波による動脈硬化評価と冠動脈狭窄病
変の検出
（佐賀大学医学部附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科）稲富

千佳（いなどみ

ちか）

O-144 SGLT2 阻害薬の肝機能および肝脂肪量に及ぼす影響に関する検討
（キッコーマン総合病院内科）三上

繁（みかみ

しげる）

O-145 非アルコール性脂肪性肝疾患に対する糖尿病治療薬（SGLT2 阻害薬・DPP4 阻害薬）の効果
に関する検討：無作為化並行群間二重盲検比較試験
（島根大学医学部附属病院肝臓内科）飛田

︵一
口般
演演
︶題

博史（とびた

ひろし）

伸吾（あらかき

しんご）

C 型肝炎 1 14：20〜15：00
座長：平松 直樹（大阪労災病院消化器内科）
O-146 ゲノタイプ 1a C 型慢性肝疾患に対する DAA の治療成績
（琉球大学医学部附属病院第一内科）新垣

O-147 多施設共同研究における超高齢 C 型肝炎患者に対する DAA 治療の治療効果・安全性の検討
（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科）渡辺

崇夫（わたなべ

たかお）

O-148 経口抗ウイルス薬による抗 HCV 治療の導入から効果判定までの期間における脱落例の検討
（福岡徳洲会病院肝臓内科）松本

修一（まつもと

しゅういち）

O-149 肝細胞癌肝切除例における C 型肝炎ウイルス SVR の検討
（山梨大学第一外科）雨宮

秀武（あめみや

ひでたけ）

C 型肝炎 2 15：00〜15：40
座長：朝比奈靖浩（東京医科歯科大学消化器内科）
O-150 C 型慢性肝疾患経口剤治療における NS5A 薬剤耐性変異測定の意義〜全国規模の実臨床デー
タを用いた検討
（国立国際医療研究センター中央検査部）正木

尚彦（まさき

なおひこ）

O-151 ジェノタイプ 2 型 C 型肝炎に対するソフォスブビル・リバビリン療法再燃例の NS5B 領域塩
基配列の検討
（日本大学医学部附属板橋病院消化器・肝臓内科）金子

朋弘（かねこ

ともひろ）
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O-152 C 型慢性肝炎難治例に対する DAA 再治療の検討
（群馬大学消化器・肝臓内科）戸島

洋貴（とじま

ひろき）

O-153 血液透析合併 C 型慢性肝炎患者における Glecaprevir・Pibrentasivir の薬物動態の解析
（日本医科大学付属病院）厚川

正則（あつかわ

まさのり）

5 月 10 日（金）第 11 会場

膵診断 1 8：30〜9：10
座長：内田 一茂（関西医科大学消化器肝臓内科）
O-154 IPMN 切除例からみた新ガイドラインの検証と，造影ハーモニック EUS の有用性について
（近畿大学医学部付属病院消化器内科）山﨑

友裕（やまざき

ともひろ）

O-155 膵管内乳頭粘液性腫瘍の 造影される 5mm 以上の壁在結節 の検討
（大阪市立大学消化器内科）田上光治郎（たのうえ

こうじろう）

O-156 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）丸田

明範（まるた

あきのり）

O-157 IPMN 併存膵癌に対する MRCP の有用性と限界
（山梨大学第一内科）川上

智（かわかみ

さとし）

︵一
口般
演演
︶題

膵診断 2 9：10〜10：00
座長：眞嶋 浩聡（自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科）
O-158 当院における膵癌早期診断の現状
（埼玉医科大学国際医療センター）小川

智也（おがわ

ともや）

O-159 PET/CT は早期膵癌を指摘できるか？
（大分大学消化器・小児外科）平下禎二郎（ひらした

ていじろう）

O-160 1 型自己免疫性膵炎における悪性腫瘍発生の検討
（信州大学医学部附属病院消化器内科）芦原

典宏（あしはら

のりひろ）

O-161 慢性膵炎におけるサルコペニアと膵内外分泌能・小腸絨毛形態の関連性についての検討
（名古屋大学大学院消化器内科学）鈴木

博貴（すずき

ひろたか）

和宏（きくた

かずひろ）

O-162 経過観察中の膵石症における糖尿病の現況
（東北大学消化器病態学）菊田

膵癌基礎 10：00〜10：50
座長：宮下 知治（金沢大学消化器・腫瘍・再生外科）
O-163 進行膵癌における腫瘍由来血中遊離遺伝子の定量的モニタリングの有用性の検討
（横浜市立大学消化器内科）杉森

慎（すぎもり

まこと）
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O-164 膵癌スクリーニング法としての空腹時呼気水素濃度測定の有用性の検討
（名古屋大学消化器内科）酒井

大輔（さかい

だいすけ）

O-165 MicroRNA-425 は PTEN の抑制を介して上皮間葉形質転換を促進し，膵癌進展を制御する
（旭川医科大学病態代謝内科）小山

一也（こやま

かずや）

O-166 膵癌患者における尿中 KRAS 変異解析
（岡山大学消化器・肝臓内科）寺澤

裕之（てらさわ

ひろゆき）

O-167 切除企図膵癌に対する血中循環 DNA の KRAS 変異は画像診断で検出困難な微小病変の存在
を予測しうるか？
（東北大学消化器外科）畠

達夫（はた

たつお）

修（きむら

おさむ）

肝硬変ほか 14：20〜15：10
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）
O-168 当院における肝硬変患者に対するカルニチンの長期治療効果
（みやぎ県南中核病院消化器内科）木村
O-169 C 型肝硬変において低亜鉛血症は肝発癌を促進する
（三重大学消化器・肝臓内科）重福

隆太（しげふく

りゅうた）

洋祐（あいはら

ようすけ）

O-170 Continuous glucose monitoring を用いた肝硬変合併糖尿病の血糖変動
（奈良県総合医療センター消化器内科）相原

O-171 肝性浮腫に対する tolvaptan の短期治療効果にはどの時点での腎機能が重要か？

︵一
口般
演演
︶題

（日本医科大学付属病院消化器肝臓内科）葉山

惟信（はやま

これのぶ）

O-172 トルバプタンが予後に与える影響，無効時におけるフロセミド増減に関する検討
（山口大学消化器内科）岩本

拓也（いわもと

たくや）

肝線維化/PBC 15：10〜15：50
座長：米田 政志（愛知医科大学肝胆膵内科）
O-173 B 型慢性肝疾患における非侵襲的な肝線維化予測についての検討
（虎の門病院）小笠原暢彦（おがさわら

のぶひこ）

O-174 肝線維化の血清バイオマーカーにおける肝炎活動度の影響
（香川大学医学部附属病院）藤田

浩二（ふじた

こうじ）

O-175 中沼分類を用いた原発性胆汁性胆管炎の線維化診断における造影超音波および肝硬度測定の
有用性
（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）吉峰

尚幸（よしみね

なおゆき）

O-176 CXCL10 が原発性胆汁性胆管炎の病態に与える影響について
（香川県立保健医療大学臨床検査学科）樋本

尚志（ひもと

たかし）
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消化器一般 15：50〜16：30
座長：土屋輝一郎（東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科）
O-177 当院における消化器病関連手技での放射線被曝低減の試み
（青梅市立総合病院消化器内科）濱野

耕靖（はまの

こうせい）

一興（ひざわ

かずおき）

O-178 石灰沈着した消化管間葉系腫瘍の臨床病理学的特徴
（九州中央病院消化器内科）檜沢

O-179 高悪性度子宮頸部腫瘍における Narrow Band Imaging 併用下拡大内視鏡の特徴的所見と診断
能
（高知赤十字病院内科）川田

愛（かわだ

あい）

O-180 二酸化炭素送気を用いた上部消化管内視鏡検査の前後における腹部超音波検査の画像評価に
関する検討
（金沢病院消化器科）須田

烈史（すだ

つよし）

5 月 10 日（金）第 13 会場

膵癌・化学療法 1 14：20〜15：10
座長：笹平 直樹（がん研有明病院肝胆膵内科）
O-181 進行膵癌に対する Intensive chemotherapy の適切な症例選択を目指して
（東京大学消化器内科）齋藤

圭（さいとう

けい）

O-182 当院・関連施設の切除不能進行膵癌に対する化学療法の現況
（岐阜大学医学部附属病院第一内科）吉田

健作（よしだ

けんさく）

O-183 局所進行膵癌に対する GEM+nab-PTX 療法を中心とした集学的治療戦略
（千葉県がんセンター消化器内科）辻本

彰子（つじもと

あきこ）

O-184 当院における転移性膵癌に対する GEM＋nab-Paxlitacel 併用療法の予後予測因子についての
検討
（北九州市立医療センター消化器内科）植田圭二郎（うえだ

けいじろう）

O-185 高齢者の切除不能膵癌におけるゲムシタビン（GEM）＋ナブパクリタキセル（nab-P）併
用療法（GnP）の有用性
（岐阜県立多治見病院消化器内科）鈴木

雄太（すずき

ゆうた）

膵癌・化学療法 2 15：10〜15：50
座長：廣岡 芳樹（名古屋大学医学部附属病院光学医療診療部）
O-186 後期高齢者に対する切除不能進行膵癌の化学療法の検討
（市立池田病院消化器内科）山口

典高（やまぐち

よしたか）

︵一
口般
演演
︶題
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O-187 膵癌術後再発症例に対する Nab-Paclitaxel＋Gemcitabine 療法の feasibility，efficay と Disease
control 可能症例の検討
（山梨大学第1外科）川井田博充（かわいだ

ひろみち）

O-188 局所進行膵癌患者に対する治療法の変遷と治療成績
（市立砺波総合病院消化器内科）高田

佳子（たかた

よしこ）

O-189 切除不能膵癌における全身化学療法症例の予後予測因子の検討
（滋賀医科大学消化器内科）新谷

修平（しんたに

しゅうへい）

胆道治療 15：50〜16：30
座長：齋藤 英胤（慶應義塾大学消化器内科）
O-190 Angiotensin-II 受容体阻害薬と NOTCH1 選択的阻害剤の肝内胆管癌への治療効果
（奈良県立医科大学第3内科）才川宗一郎（さいかわ

そういちろう）

O-191 総胆管結石に対する ESWL の治療成績の検討
（NTT東日本札幌病院消化器内科）小野寺

学（おのでら

まなぶ）

O-192 切除不能・術後再発胆道癌における Age-adjusted charlson comorbidity index（aCCI）と治
療成績に与える影響についての検討
（東京大学消化器内科）高原

楠昊（たかはら

なみなつ）

彰則（あさぎ

あきのり）

敦喜（みずかみ

あつよし）

O-193 悪性疾患による閉塞性黄疸に対する放射線治療の検討
（国立病院機構四国がんセンター消化器内科）浅木

︵一
口般
演演
︶題

5 月 11 日（土）第 6 会場

胃癌 3 9：00〜9：50
座長：藤城 光弘（名古屋大学消化器内科）
O-194 高齢者の早期胃癌における自然経過
（富山県立中央病院内科（消化器））水上
O-195 高齢者における胃 ESD 非治癒切除症例の検討
（岡山大学病院消化器内科）岡本

雄貴（おかもと

ゆうき）

O-196 高齢者における早期胃癌 ESD 非治癒切除例の予後予測因子についての検討
（岩手医科大学消化器内科消化管分野）鳥谷

洋右（とや

ようすけ）

O-197 フレイルの観点から見た高齢者における胃 ESD の適応に関する検討―多施設共同研究より―
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）三澤

昇（みさわ

のぼる）

O-198 超高齢者進行胃癌診療の検討
（東京女子医科大学消化器病センター）山本

果奈（やまもと

かな）

2019年 3 月
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胃癌 4 9：50〜10：30
座長：野村 幸世（東京大学大学院消化管外科）
O-199 切除不能進行胃癌患者における診断時サルコペニアが治療合併症および予後へ及ぼす影響
（市立豊中病院）杉本

彩（すぎもと

あや）

O-200 実臨床における切除不能進行・再発胃癌に対する nivolumab 療法の検討
（九州医療センター消化管外科・がん臨床研究部）楠本

哲也（くすもと

てつや）

O-201 Memorial-Sloan Kettering Cancer Center Nomogram を用いた胃癌補助化学療法の効果の検
討
（静岡がんセンター胃外科/Cleveland Clinic Quantitative Health Science）
坂東

悦郎（ばんどう

えつろう）

O-202 悪性貧血合併胃癌症例に関する検討
（公立松任石川中央病院消化器内科）中井亮太郎（なかい

りょうたろう）

サルコペニア 10：30〜11：30
座長：森屋 恭爾（東京大学感染制御学）
O-203 サルコペニアの各種診断法の比較とその評価
（兵庫医科大学肝胆膵内科）楊

和典（よう

かずのり）

O-204 慢性肝疾患患者における筋肉量変化率に関する検討
（広島大学病院消化器・代謝内科）難波麻衣子（なんば

まいこ）

O-205 非アルコール性脂肪性肝疾患おけるサルコペニアが糖代謝に与える影響
（佐賀大学肝臓・糖尿病・内分泌内科）窪津

祥仁（くぼつ

よしひと）

O-206 内臓脂肪蓄積および筋肉量減少が肝硬変患者の予後に与える影響
（名古屋大学消化器内科）石津

洋二（いしづ

ようじ）

O-207 肝硬変合併門脈血栓症治療とサルコペニアの関係
（虎の門病院肝臓センター）藤山俊一郎（ふじやま

しゅんいちろう）

O-208 DAA 後の C 型慢性肝炎にサルコペニアが与える影響
（長崎みなとメディカルセンター消化器内科/
長崎みなとメディカルセンター研究開発センター/長崎大学地域包括ケア学）
市川

辰樹（いちかわ

たつき）

大腸腫瘍 1 14：30〜15：10
座長：松田 圭二（帝京大学消化器外科）
O-209 切除不能進行大腸癌における regorafenib と TAS-102 の後方視的検討
（弘前大学大学院消化器血液内科学/大館市立総合病院消化器血液腫瘍内科）
高橋

一徳（たかはし

かずのり）

O-210 切除不能大腸癌に対する FTD/TPI 療法の実臨床における治療成績の検討―JFMC50 試験―
（埼玉県立がんセンター消化器内科）高橋

直樹（たかはし

なおき）

︵一
口般
演演
︶題
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O-211 新規空調設備を備えた手術室における大腸癌症例の体温変化に関する検討
（香川大学手術部/香川大学消化器外科）臼杵

尚志（うすき

ひさし）

O-212 当院における直腸 NET33 症例の検討
（府中病院外科センター）宮本

裕成（みやもと

ひろなり）

大腸腫瘍 2 15：10〜15：50
座長：鶴田
修（久留米大学消化器病センター）
O-213 高齢者・超高齢者に対する大腸カプセル内視鏡検査の有用性と安全性の検討
（愛晋会中江病院内視鏡治療センター）中路幸之助（なかじ

こうのすけ）

O-214 EC による大腸腺腫異型度診断
（昭和大学横浜市北部病院消化器センター）峯岸

洋介（みねぎし

ようすけ）

暁成（たかお

あきなり）

慶一（はしぐち

けいいち）

明祐（みやかわ

あきひろ）

敏文（はら

としふみ）

O-215 当院における大腸若年性ポリープの臨床病理学的検討
（がん・感染症センター都立駒込病院消化器内科）高雄
O-216 当院における直腸 NET G1 に対する内視鏡治療についての検討
（長崎大学病院光学医療診療部）橋口

大腸腫瘍 3 15：50〜16：40
座長：緒方 晴彦（慶應義塾大学内視鏡センター）
︵一
口般
演演
︶題

O-217 SB ナイフ Jr を用いた大腸 ESD 420 症例の検討
（国保旭中央病院消化器内科）宮川
O-218 大腸 ESD における S-Oclip を使用したトラクション法の経験
（八王子消化器病院）原

O-219 1：20000 エピネフリン液を粘膜下局注液として使用した粘膜切除術（EMR）
（聖路加国際病院消化器内科）吉本

隆晃（よしもと

たかあき）

O-220 当院における大腸ポリープに対する Underwater EMR の成績とその適応についての検討
（日本赤十字社和歌山医療センター消化器内科）岡田圭次郎（おかだ

けいじろう）

O-221 大腸 CSP 施行時における抗血栓薬の取り扱いについての検討
（大森赤十字病院消化器内科）有本

純（ありもと

じゅん）

5 月 11 日（土）第 9 会場

IBD4 9：00〜9：50
座長：内藤 裕二（京都府立医科大学消化器内科）
O-222 潰瘍性大腸炎の病型別にみた粘膜治癒評価における各種バイオマーカーの有用性と問題点
（島根大学内科学第2）園山

浩紀（そのやま

ひろき）
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O-223 病変範囲を考慮した潰瘍性大腸炎における便中バイオマーカーの特性についての検討
（杏林大学）根本

展希（ねもと

のぶき）

光夫（ながさか

みつお）

智史（ひやま

さとし）

O-224 炎症性腸疾患（IBD）における血清亜鉛濃度の検討
（藤田医科大学消化管内科）長坂
O-225 潰瘍性大腸炎患者における血清亜鉛と内視鏡活動度との関連
（大阪病院消化器内科）日山

O-226 食物中の鉄・亜鉛の摂取量と潰瘍性大腸炎との関連：多施設共同・症例対照研究
（大阪市立大学大学院消化器内科学）小林由美恵（こばやし

ゆみえ）

IBD5 9：50〜10：40
座長：杉田
昭（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）
O-227 残存小腸長 100cm 以下のクローン病の特徴と予後
（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）黒木

博介（くろき

ひろすけ）

O-228 重症/難治性潰瘍性大腸炎における当院の手術症例から内科と外科の連携を考える
（岡山大学消化器内科）高原

政宏（たかはら

まさひろ）

O-229 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（ふたつき

りょう）

浩基（いけうち

ひろき）

O-230 潰瘍性大腸炎手術症例におけるバイオ製剤導入後の臨床的特徴の変遷
（兵庫医科大学炎症性腸疾患外科）池内

O-231 炎症性腸疾患手術における手術部位感染症―予防策とその成果に関する検討―
（東北労災病院炎症性腸疾患センター）高橋

賢一（たかはし

けんいち）

啓之（いとい

ひろゆき）

大腸出血 10：40〜11：20
座長：岡
志郎（広島大学病院消化器・代謝内科）
O-232 密封小線源療法に起因した放射線性直腸炎の発症リスクの検討
（滋賀医科大学付属病院消化器内科）糸井
O-233 当院における大腸憩室出血患者に対する血液型の影響についての検討
（日本大学医学部付属板橋病院消化器肝臓内科）山川

俊（やまかわ

しゅん）

大輝（あおやま

たいき）

O-234 高齢者における大腸憩室出血の重症化因子
（広島市立安佐市民病院消化器内科）青山
O-235 当院で経験した大腸憩室出血症例の検討
（JA愛知厚生連海南病院消化器内科）加賀

充朗（かが

あつろう）

公康（あいかわ

まさやす）

胆道内視鏡 4 14：30〜15：10
座長：入澤 篤志（獨協医科大学消化器内科）
O-236 バイオミメティクス技術を用いた防汚機能付加胆管ステントの開発
（埼玉医科大学国際医療センター消化器病センター）合川

︵一
口般
演演
︶題
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O-237 内視鏡的胆嚢ステント留置術術後の偶発症および予後についての検討
（大森赤十字病院）須藤

拓馬（すとう

たくま）

直樹（みた

なおき）

O-238 高齢者の総胆管大結石に対する EPLBD と EST の治療成績の比較検討
（岐阜大学医学部付属病院第一内科）三田

O-239 超高齢者（85 歳以上）の胆石性胆管炎に対する内視鏡治療の有用性と安全性
（近森病院消化器内科）大川

良洋（おおかわ

よしひろ）

C 型肝炎 3 15：10〜16：00
座長：井戸 章雄（鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学）
O-240 HCV 排除後の肝発癌及び肝機能の推移についての検討
（京都府立医科大学大学院消化器内科学）水野

直樹（みずの

なおき）

O-241 IFN-Free 直接作用型抗ウイルス薬治療後の発癌検討―多施設共同研究―
（香川大学消化器神経内科/屋島総合病院内科）谷

丈二（たに

じょうじ）

泰輝（こんどう

やすてる）

O-242 DAA 治療後の発がんと経時的肝生検を用いた線維化の解析
（仙台厚生病院肝臓内科肝腫瘍治療センター）近藤
O-243 DAAs 治療による SVR 後の肝発癌
（くすの木病院消化器肝臓内科）高草木智史（たかくさぎ

さとし）

O-244 DAA による C 型肝炎ウイルス駆除後の肝発癌に対する AFP と肝硬度によるサーベイランス
（名古屋医療センター消化器科）平嶋

︵一
口般
演演
︶題

昇（ひらしま

のぼる）

C 型肝炎 4 16：00〜16：50
座長：中尾 一彦（長崎大学消化器内科）
O-245 C 型肝疾患患者に対する抗ウィルス治療が骨格筋量に与える影響
（岩手医科大学消化器内科肝臓分野）遠藤

啓（えんどう

けい）

O-246 IL28B non TT は DAA 治療による HCV 排除後脂質代謝異常の増悪因子である
（福岡大学消化器内科）森原

大輔（もりはら

だいすけ）

O-247 C 型肝炎治療前後における Shear Wave Elastography の有用性の検討
（鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学）笠井

亜衣（かさい

あい）

O-248 C 型慢性肝炎 DAA 治療における肝線維化マーカー推移検討時の注意〜リバビリン併用時の
Fib-4 index 推移について〜
（福井県済生会病院内科）野ツ俣和夫（のつまた

かずお）

O-249 Direct acting antivirals による門脈圧亢進症の改善の可能性
（東京医科大学消化器内科）古市

好宏（ふるいち

よしひろ）
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5 月 11 日（土）第 10 会場

胆道内視鏡 1 9：00〜9：50
座長：正田 純一（筑波大学医学医療系医療科）
O-250 胆道癌に対するデジタル胆道鏡 SpyGlass DS を用いた術前検査の検討
（香川大学消化器・神経内科）小林

聖幸（こばやし

きよゆき）

O-251 胆管癌術前側方進展度診断における SpyGlass DS 下マッピング生検の有用性〜MDCT，EUS，
IDUS との比較〜
（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）小川

貴央（おがわ

たかひさ）

O-252 胆道狭窄に対するデジタル経口胆道鏡（SpyGlass DS）の肉眼所見による良悪性判定スコア
リングの有用性と問題点
（東京女子医科大学八千代医療センター内視鏡科）濱野

徹也（はまの

てつや）

O-253 胆管癌術前進展度診断における経口胆道鏡検査の位置付け
（広島大学病院消化器・代謝内科）石井

康隆（いしい

やすたか）

O-254 切除不能肝門部悪性胆道狭窄に対するメタリックステント留置についての検討
（岐阜市民病院消化器内科）岩佐

悠平（いわさ

ゆうへい）

︵一
口般
演演
︶題

胆道内視鏡 2 9：50〜10：30
座長：前谷
容（東邦大学医療センター大橋病院消化器内科）
O-255 術後胆汁漏に対する内視鏡治療の有効性の検討
（岐阜市民病院消化器内科）市川

広直（いちかわ

ひろなお）

O-256 当院での胆膵領域腫瘍の術前ドレナージにおけるメタリックステントの有用性の検討
（大阪市立総合医療センター消化器内科）山崎

智朗（やまさき

ともあき）

O-257 術後膵管空腸吻合部狭窄に対する内視鏡治療―EUS 下膵管ドレナージを用いた salvage 療
法―
（東北大学病院）三浦

晋（みうら

しん）

O-258 胆管空腸吻合部良性狭窄に対するダブルバルーン内視鏡を用いた金属ステント短期留置の有
用性
（東京大学消化器内科）佐藤

達也（さとう

たつや）

和真（いしかわ

かずま）

胆道内視鏡 3 10：30〜11：10
座長：窪田 賢輔（横浜市立大学附属病院内視鏡センター）
O-259 急性胆嚢炎に対する内視鏡的胆嚢ステントの有用性に関する検討
（札幌医科大学腫瘍内科）石川

O-260 ERCP 時におけるデクスメデトミジン維持投与量別の効果についての検討
（奈良県総合医療センター消化器内科）藤本

優樹（ふじもと

ゆうき）
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O-261 胆管ステント内の胆泥を構成する細菌叢プロファイル―閉塞症例に優位な細菌の比較検討―
（東京慈恵会医科大学内視鏡科）古橋

広人（ふるはし

ひろと）

O-262 総胆管結石治療後の膵炎の予防策―特に重症例について―
（福岡大学筑紫病院消化器内科）永山林太郎（ながやま

りんたろう）

5 月 11 日（土）第 13 会場

肝癌 3 14：30〜15：10
座長：竹井 謙之（三重大学消化器内科）
O-263 進行肝細胞癌に対するレゴラフェニブの投与後初期（2W，6W）の治療成績―ソラフェニブ
導入時との比較―
（名古屋大学消化器内科）葛谷

貞二（くずや

ていじ）

梓（さかもと

あずさ）

O-264 当院における進行肝細胞癌に対するレンバチニブの初期使用経験
（大阪赤十字病院消化器内科）坂本
O-265 切除不能進行肝癌に対するレンバチニブの有効性と安全性の検討
（徳島大学消化器内科）友成

哲（ともなり

てつ）

O-266 進行肝細胞癌に対するレンバチニブ治療における早期腫瘍マーカー推移と画像効果判定
（広島大学消化器・代謝内科）児玉健一郎（こだま

︵一
口般
演演
︶題

けんいちろう）

肝癌 4 15：10〜15：50
座長：池田 健次（虎の門病院肝臓内科）
O-267 切除不能進行肝細胞癌に対するソラフェニブを基軸とした集学的治療戦略
（熊本大学消化器内科）徳永

尭之（とくなが

たかゆき）

O-268 進行肝細胞癌患者の予後改善を目指した TKI 治療の最適化のためのソラフェニブ併用治療の
検討
（富山大学附属病院第三内科）田尻

和人（たじり

かずと）

O-269 脈管侵襲を有する進行肝癌に対する治療方針〜New FP 療法と分子標的治療をどう組み合わ
せるか〜
（順天堂大学消化器画像診断・治療学）永松

洋明（ながまつ

ひろあき）

O-270 肝細胞癌に対する放射線治療の有効性について
（大阪医科大学第二内科/第一東和会病院消化器内科）中村

憲（なかむら

けん）

