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プログラム

16

日目

1

パネルディスカッション1
8：30～10：20

P-CABを第一選択としたGERD診療の可否

司

会

春日井邦夫（愛知医科大学消化管内科）
河合
隆（東京医科大学消化器内視鏡学講座）

基調講演 P-CABを第一選択としたGERD診療の功罪
滋賀医科大学光学医療診療部 杉本 光繁
PD1-1

当院でのGERD症例に対するP-CABの治療効果
平和台クリニック 千葉井基泰

PD1-2

高齢者のPPI治療抵抗性GERDに対するボノプラザンの治療効果の検討
順天堂東京江東高齢者医療センター 浅岡 大介

PD1-3

粘膜治癒後の逆流性食道炎に対するボノプラザン10mgによる再発抑制効果
富山市立富山市民病院 水野 秀城

PPIとP-CAB治療抵抗性GERD患者の酸分泌動態と腹部症状の比較検討
愛知医科大学消化管内科 舟木
康

PD1-6

PPI抵抗性GERDに対するボノプラザンの効果
国立国際医療研究センター 住田 純子

PD1-7

P-CAB抵抗性GERDの病態生理とその臨床的意義
慶應義塾大学医学部内科学（消化器） 正岡 建洋

PD1-8

ボノプラザンにピレンゼピンやラフチジンを加えた胃酸分泌抑制能と血清ガストリン値
浜松医科大学第一内科 鈴木 崇弘

PD1-9

Vonoprazanでの維持療法中にEndocrine Cell Micronestを認めたGERDの２症例
浜松医科大学医学部附属病院臨床研究管理センター 古田 隆久

PD1-10	びらん性胃食道逆流症治療における費用対効果の検討―Vonoprazanと第二世代Proton pump inhibitorと
の比較―
大阪医科大学第二内科 横矢 悠太
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PD1-5

第

PD1-4	縦軸8ch pHモニタリングシステムを用いた胃acid pocketの評価および酸分泌抑制薬のacid pocketに
対する効果に関する検討
島根大学医学部内科学第二 角
昇平
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ワークショップ2
10：30～11：50 薬剤による消化管傷害の病態研究の進歩と最近の疾患の傾向と対策

司

会

天野 祐二（新東京病院内視鏡センター）
天ヶ瀬紀久子（立命館大学薬学部病態薬理学研究室）

基調講演 薬剤による消化管傷害の病態研究の進歩と最近の疾患の傾向と対策
国立病院機構函館病院 加藤 元嗣
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管障害の現状
島根県立中央病院内視鏡科 宮岡 洋一

WS2-2

自己免疫関連副作用（irAE）による下痢・大腸炎に対するマネージメント
千葉大学医学部附属病院消化器内科 山内 陽平

WS2-3

当科における免疫チェックポイント阻害剤による大腸炎の現状
九州医療センター消化器科・臨床研究センター 隅田 頼信

WS2-4

非ステロイド系抗炎症薬誘発小腸傷害における抗炎症性脂質メディエーター：レゾルビンD1の意義
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学 葛本 琢哉

WS2-5	アスピリン起因性小腸粘膜障害マウスモデルの作成、およびプロトンポンプ阻害薬による粘膜障害増悪
の検討
横浜市立大学肝胆膵消化器病学 吉原
努
WS2-6

高齢社会における低用量アスピリン起因性出血性胃十二指腸潰瘍の臨床的特徴
獨協医科大学病院消化器内科 福士
耕

WS2-7

当院における抗血栓薬服用者の大腸憩室出血の現況
新東京病院消化器内科 岩城 智之
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1

ワークショップ3
13：30～15：20 消化管疾患に対する漢方薬のエビデンスの構築をめざして

司

会

池内 浩基（兵庫医科大学炎症性腸疾患外科）
堀江 俊治（城西国際大学薬学部医療薬学科）

基調講演 消化管疾患に対する漢方治療のエビデンスと今後の展望
川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波） 眞部 紀明

WS3-2

実験動物を用いた大建中湯による胃腸機能の改善作用―温度感受性TRPA1とTRPV1チャネルの関与―
城西国際大学薬学部薬理学研究室 田嶋 公人

WS3-3

潰瘍性大腸炎術後腸閉塞に対しlong-tubeを挿入し、大建中湯を投与した症例の検討
兵庫医科大学炎症性腸疾患外科 桑原 隆一

WS3-4

カプセル内視鏡検査を用いた大建中湯の増量効果の検討
愛晋会中江病院内視鏡治療センター 中路幸之助

WS3-5	逆流自然発癌モデルを用いた慢性炎症から発癌過程での微小環境の変化と半夏瀉心湯（TJ-14）による
抑制
金沢大学病院消化器・腫瘍・再生外科 宮下 知治
WS3-6

PPI抵抗性GERDに対する半夏瀉心湯の有効性の検討
大阪医科大学附属病院消化器内視鏡センター 竹内

WS3-7

Fスケールと腹診所見をもとにした機能性消化管疾患に対する漢方方剤の治療戦略
井野辺病院消化器内科 那須 眞示

WS3-8

大腸憩室出血の再出血に与える因子の検討と黄連解毒湯による止血効果の可能性について
岡山大学病院消化器内科、福山医療センター 坂田 雅浩

WS3-9

潰瘍性大腸炎に対する青黛の有効性と安全性―医師主導多施設共同二重盲検試験―
厚木市立病院 高見信一郎

利寿

WS3-10 甘草を成分に含むきゅう帰膠艾湯の長期服用における偽アルドステロン症の検討
生駒胃腸科肛門科診療所 増田
勉
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大建中湯による結腸における推進性の運動亢進作用
株式会社ツムラツムラ漢方研究所、徳島大学大学院医科学教育部消化器・移植外化学分野
久保田訓世

第

WS3-1
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一般演題41
15：30～16：02 症例：大腸-4

司

会

藤垣 誠治（製鉄記念広畑病院消化器内科）
原田 直彦（国立病院機構九州医療センター消化器内科）

O41-1

高安動脈炎に合併した単純性潰瘍
日立製作所ひたちなか総合病院 萩原

O41-2

上腸間膜動脈解離にて上行結腸に輪状潰瘍を呈し、血行再建術にて劇的に内視鏡所見の改善を認めた一例
済生会唐津病院内科 島田 不律

O41-3

内視鏡的バルーン拡張術を行った狭窄型虚血性大腸炎の1例
トヨタ記念病院統合診療科 長屋龍太郎

O41-4

粘膜下腫瘍様の形態から出血性潰瘍を呈した直腸限局性結節性アミロイドーシスの1例
斗南病院消化器内科 坂野 浩也

悠也

一般演題42
16：02～16：34 症例：大腸-5

司

会

渡部 則彦（枚方公済病院消化器内科）
鶴田
修（久留米大学病院消化器病センター）

O42-1

トシリズマブの副作用による大腸憩室炎を繰り返した強皮症の1例
聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科 石田
潤

O42-2

ESDにより診断し得た平坦型直腸粘膜逸脱症候群の1例
仙台市医療センター仙台オープン病院 鈴木 祥平

O42-3

経内視鏡的ヒストアクリル注入により止血が得られた大腸静脈瘤破裂の2例
唐津赤十字病院 宮原 貢一

O42-4

長期の病悩期間と疑診後1年半の経過観察ののち手術に至った結腸膀胱瘻の1例
公立相馬総合病院消化器科 持丸 友昭
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16

日目

1

一般演題43
16：34～17：06 症例：大腸-6

司
O43-1

会

河南 智晴（大津赤十字病院）
田島 隆行（東海大学東京病院外科）

腸重積を契機に診断に至った低異型度虫垂粘液性腫瘍（LAMN）の一例
斗南病院 神
崇志

O43-2	腸重積を契機に発見された低異型度虫垂粘液性腫瘍（low-grade appendiceal mucinous
neoplasm：LAMN）の一例
順天堂大学消化器内科 樺
映志
O43-3

短期間での形態変化を内視鏡的に観察し得た大腸末梢性T細胞リンパ腫、非特定型の一例
富士宮市立病院 高橋 賢一

O43-4

子宮癌肉腫の経過中に発症したリンパ濾胞性直腸炎の一例
大分大学医学部附属病院 佐藤 祐斗
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