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会会長長緊緊急急特特別別企企画画
8：30～11：50 消化管診療と COVID-19

司 会 阿部 展次（杏林大学医学部消化器・一般外科上部消化管外科）
猿田 雅之（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科）
寺澤 哲志（大阪医科大学化学療法センター）

第 1部 withコロナにおける検診や内視鏡前検査の工夫

SS-1 ウィズコロナ時代に消化器がん検診は必要か？
滋賀医科大学地域医療教育研究拠点、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）滋賀病院総
合診療科/消化器内科/健康管理センター
中島 滋美

SS-2 COVID-19時代の対策型胃内視鏡検診への取り組み
今川内科医院、三豊・観音寺市医師会胃がん検診委員会副委員長 今川 敦

SS-3 消化管内視鏡診療と COVID-19：多施設アンケート
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学 丸山 紘嗣

SS-4 COVID-19流行期の内視鏡診療における来院前問診の臨床的意義：沖縄県浦添地区での検討
浦添総合病院消化器病センター内科 寺本 彰

SS-5 COVID-19流行地域の上部消化管内視鏡検査を受けた患者における唾液・胃液の SARS-CoV-2陽性率の検討
横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学 芦苅 圭一

SS-6 消化管内視鏡検査前の COVID-19に対するの PCR検査の施行とその評価
千葉大学大学院医学研究院消化器内科学、千葉大学医学部附属病院腫瘍内科 太田 佑樹

SS-7 International observational survey：内視鏡検査における COVID-19に対する personal protective equipmentの
効果
東京大学医学部附属病院消化器内科 新倉 量太
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第 2部 内視鏡検査による感染予防の最前線

SS-8 上部消化管内視鏡用新型コロナ防御システムの製品開発を目指した産学官連携の取り組み
香川大学医学部消化器・神経内科 小原 英幹

SS-9 COVID-19流行期のアクリルボックス（Endo-Splash Protective box）による経口内視鏡時の飛沫感染予防の検
証
昭和大学藤が丘病院消化器内科 五味 邦代

SS-10 アクリルボックスを用いた消化器内視鏡時の感染対策
東京医科大学病院消化器内科学分野 香川 泰之

SS-11 上部消化管内視鏡検査における被検者由来の飛沫を捕捉してエアロゾル拡散を低減させるための新規デバイス
独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）仙台病院 遠藤 博之

SS-12 当科での上部消化管内視鏡検査における飛沫暴露防止カバー使用について
昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門、昭和大学病院内視鏡センター 片桐 敦

SS-13 エアロゾル飛沫防止カバーを使用した COVID-19感染予防対策の現状と問題点
昭和大学横浜市北部病院消化器センター 宮地 英行

SS-14 New Shielding device for the endoscopic procedures（New STEP）の開発
虎の門病院消化器内科 菊池 大輔

第 3部 がん、IBD、IBSなど消化管疾患薬物治療へのコロナの影響と対策

SS-15 岐阜大学附属病院でのコロナ禍の消化器癌診療
岐阜大学腫瘍外科 田中 善宏

SS-16 通院化学療法中の消化管癌患者に対する COVID-19流行の影響
大阪市立大学医学部附属病院消化器内科 平良 高一

SS-17 当院における消化管がんに対するがん薬物療法に COVID-19対策が与えた影響
恵佑会札幌病院腫瘍内科 川上賢太郎

SS-18 COVID-19パンデミック状況下における適切な IBD診療の実践を目指して―JAPAN IBD COVID-19 TASK-
FORCEからの提言と取り組み
杏林大学医学部消化器内科学 松浦 稔

SS-19 持続する上部消化器症状を主とする患者に対して行った PCR検査で SARS-COV2感染が診断された症例
マールクリニック横須賀 水野 靖大

SS-20 機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群における COVID-19パンデミックの影響
兵庫医科大学消化器内科学 大島 忠之

SS-21 重症コロナ肺炎患者へのW-ED tube留置症例における当院での対応
長崎大学病院消化器内科 東郷 政明
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一一般般演演題題 2233
13：20～14：10 上部消化管①

司 会 山本 貴嗣（帝京大学医学部内科学講座）

O23-1 演題取り下げ

O23-2 上部消化管術後吻合部潰瘍に対する内視鏡止血例の検討
みやぎ県南中核病院消化器内科 阿曽沼 祥

O23-3 胃癌術後の早期胃癌に対し ESDを施行した 1例
八尾市立病院外科 川田 純司

O23-4 胃原発胎児消化管上皮類癌の 2例
久留米総合病院 田尻 健亮

O23-5 大網原発腫瘍との鑑別を要した胃原発類上皮型 GISTの一切除例
獨協医科大学病院第一外科 久保 僚

一一般般演演題題 2244
14：10～14：50 上部消化管②

司 会 富田 寿彦（兵庫医科大学内視鏡センター・内科学消化管科）

O24-1 Nivolumab長期加療中に斜台転移を認めた進行胃癌の一例
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学 中田 晃暢

O24-2 術前化学療法後に根治切除を行い 5年間無再発生存中の G-CSF産生胃癌の 1例
宮崎大学医学部外科学講座消化管・内分泌・小児外科 長友 謙三

O24-3 貧血を契機に発見された小腸腫瘍の一切除例
医療法人財団中山会八王子消化器病院内視鏡センター 佐藤 真己

O24-4 ダブルバルーン内視鏡で診断した転移性小腸癌の検討
順天堂大学附属順天堂医院消化器内科 野村 収



第9会場 プ
ロ
グ
ラ
ム
2
日
目

第
9
会
場

―83―

一一般般演演題題 2255
14：50～15：40 下部消化管①

司 会 佐野村 誠（社会医療法人仙養会北摂総合病院消化器内科）

O25-1 腹腔内出血を来した下行結腸壁内血腫の 1例
川崎医科大学検査診断学（内視鏡・超音波） 中藤 流以

O25-2 大腸悪性閉塞に対する術前大腸ステントの有用性
大阪回生病院 増田 大介

O25-3 高齢者悪性大腸閉塞に対する大腸ステントの有用性と問題点
大阪回生病院消化器内科 増田 大介

O25-4 免疫チェックポイント阻害薬投与による重症の大腸炎をきたした 1症例
福岡大学病院消化器内科 姫野 修一

O25-5 2型糖尿病を合併した大腸癌における O-GlcNAc化の検討
大阪医科大学第二内科 中 悠

一一般般演演題題 2266
15：40～16：30 下部消化管②

司 会 馬場 重樹（滋賀医科大学栄養治療部）

O26-1 診断に難渋した多発潰瘍型ループス腸炎の一例
東海大学医学部付属八王子病院 津田 真吾

O26-2 潰瘍性大腸炎・原発性硬化性胆管炎の経過中に自己免疫性溶血性貧血・IgG4関連疾患を併発した一例
国家公務員共済組合連合会大手前病院 木下 和郎

O26-3 直腸癌に対する腹会陰式直腸切断術 4年後に難治性会陰部皮下膿瘍を形成した高齢発症の Crohn病小腸皮膚瘻
の 1例
南相馬市立総合病院、公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 澤野 豊明

O26-4 当院における潰瘍性大腸炎に対するウステキヌマブの使用経験の検討
帝京大学溝口病院消化器内科 綱島 弘道

O26-5 潰瘍性大腸炎大腸全摘後回腸嚢炎の発症予測因子としての好中球・リンパ球比の検討
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学 西田 裕


