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一一般般演演題題 44
8：30～9：20 大腸：炎症 1

司 会 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）
細江 直樹（慶應義塾大学医学部内視鏡センター）

O4-1 潰瘍性大腸炎患者における EBウイルス血症陽性割合と背景因子の単施設横断的検討
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 啓司

O4-2 当院におけるクローン病に対するMR enterocolonography（MREC）での病態評価について
岐阜県立多治見病院 貫井 嵩之

O4-3 潰瘍性大腸炎様の内視鏡像を呈した超早期発症型炎症性腸疾患（VEO-IBD）に関する検討
順天堂大学小児科 神保 圭佑

O4-4 Crohn病様腸炎と低身長を呈した XIAP欠損症の兄弟例
順天堂大学小児科 伊藤 夏希

O4-5 インターロイキン 38は好中球遊走に関わるケモカイン産生を抑制することで実験的腸炎に対して防御的に働く
滋賀医科大学消化器内科 大野 将司

一一般般演演題題 55
9：20～10：10 食道：診断 ESD

司 会 森田 周子（神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科）
松井 繁長（近畿大学医学部消化器内科）

O5-1 当院における頸部食道癌見逃し症例の検討
がん研有明病院 泉本 裕文

O5-2 食道色素内視鏡検査におけるヨード溶液濃度による苦痛と有効性に関する二重盲検無作為化比較試験
広島市立広島市民病院内科、岡山大学病院消化器内科 後藤田達洋

O5-3 全周性食道表在癌の治療方針についての多施設アンケート調査
国立がん研究センター東病院、全周性食道表在癌ワーキンググループ 門田 智裕

O5-4 cT1全周性食道扁平上皮癌に対する初回治療法別の治療成績、長期予後についての検討
国立がん研究センター東病院消化管内視鏡科 稲場 淳

O5-5 食道 ESD後狭窄予防のトリアムシノロン浸水下局注
大阪市立大学医学部附属病院 落合 正
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一一般般演演題題 66
10：10～10：50 大腸：内視鏡

司 会 岡 志郎（広島大学病院消化器・代謝内科）
池松 弘朗（国立がんセンター東病院）

O6-1 横行結腸脂肪腫上に発生しバイポーラスネアで切除した腺腫の 1例
佐久総合病院佐久医療センター 山田 崇裕

O6-2 内視鏡的に摘除し得た経肛門的直腸異物の 1例
医療法人大植会葛城病院 山口 亮介

O6-3 繰り返す大腸憩室出血に対してポリグリコール酸（PGA）シート充填とクリップ法の併用が有用であった一例
守口敬仁会病院消化器内科 本田 晶子

O6-4 当院における直腸 NETに対する治療についての検討
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 宮崎 哲郎

一一般般演演題題 77
13：20～14：00 大腸：腫瘍その他

司 会 久部 高司（福岡大学筑紫病院消化器内科）
細川 歩（宮崎大学医学部附属病院臨床腫瘍科）

O7-1 ミダゾラム・ペチジン鎮静による同日上下部消化管内視鏡検査の安全性の検討
国際医療福祉大学成田病院消化器内科、とよしま内視鏡クリニック 西澤 俊宏

O7-2 COVID-19パンデミック状況下における大腸癌外来化学療法―院内コロナウイルスクラスター禍での経験―
国立病院機構北海道がんセンター消化器内科 佐川 保

O7-3 当院における便秘症に対する新規薬剤の使用状況
岡山市立市民病院消化器内科 永井 裕大

O7-4 pStage II大腸癌における再発リスク因子である T因子、BD因子の関連性に対する後方視的検討
大阪医科大学消化器内科 児玉 紘幸



プ
ロ
グ
ラ
ム
1
日
目

第7会場

第
7
会
場

―41―

一一般般演演題題 88
14：00～14：40 大腸：炎症 2

司 会 竹内 健（医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉消化器内科・IBDセン
ター）

加藤 真吾（埼玉医科大学総合医療センター消化器肝臓内科）

O8-1 小児潰瘍性大腸炎における青黛使用に関する多施設調査
順天堂大学小児科 工藤 孝広

O8-2 中等症から重症の潰瘍性大腸炎に対する血球成分除去療法（GCAP）のステロイド治療への上乗せ効果の検討
埼玉医科大学総合診療内科 塩味 里恵

O8-3 ゴリムマブのデバイス・自己注射の違いによる 痛の程度に関する前向きアンケート調査
埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科 山鹿 渚

O8-4 内視鏡的活動性を指標としたアダリムマブ増量はクローン病治療戦略として有用か？
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学 細見 周平

一一般般演演題題 99
14：40～15：20 大腸：炎症 3

司 会 水島 恒和（大阪大学大学院炎症性腸疾患治療学寄附講座）
松浦 稔（杏林大学医学部消化器内科学）

O9-1 潰瘍性大腸炎患者の初回治療から寛解までの臨床経過に関する検討
順天堂大学医学部附属浦安病院 矢野慎太郎

O9-2 当院における高齢者潰瘍性大腸炎の臨床学的特徴
東京都立墨東病院消化器内科 松本 太一

O9-3 当院で経験した潰瘍性大腸炎に合併した右側結腸癌 4例の検討
鳥取大学消化器・腎臓内科学分野 八島 一夫

O9-4 Crohn病に合併した colitis-associated cancerの臨床的検討
滋賀医科大学医学部消化器・血液内科 吉田 晋也
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一一般般演演題題 1100
15：20～16：00 食道：良性疾患②

司 会 小池 智幸（東北大学病院消化器内科）
舟木 康（愛知医科大学消化管内科）

O10-1 GERDと便秘の関連性の検討について
日本医科大学消化器内科学 門馬 絵理

O10-2 逆流性食道炎患者を対象としたボノプラザンとエソメプラゾールの症状早期改善効果の比較検討
生駒胃腸科肛門科診療所 増田 勉

O10-3 3D-high resolution manometryを用いた食道アカラシア患者における LES圧方向性の評価
日本医科大学消化器内科学 川見 典之

O10-4 後期高齢者の食道アカラシアおよび類縁疾患に対する経口内視鏡的筋層切開術の安全性と有用性
福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部、福島県立医科大学医学部消化器内科学講座
中村 純

一一般般演演題題 1111
16：00～16：40 胃：H.p 関連①

司 会 水上 一弘（大分大学医学部附属病院消化器内科）
杉本 光繁（東京医科大学附属病院消化器内視鏡学）

O11-1 当院の人間ドック受診者における Helicobacter pylori に関する理解度
順天堂大学消化器内科 上田久美子

O11-2 演題取り下げ

O11-3 H. pylori 感染胃炎ならび除菌後における膵上皮化生の臨床病理学的検討
大分大学医学部消化器内科講座 渕野 貴文

O11-4 H. pylori 感染胃炎除菌成功後に顕在化した自己免疫性胃炎初期病変
宇治徳洲会病院健診センター 小寺 徹


