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日

程

表

7 月 11 日（土）
第１会場（Hall A）
9:00

第２会場（Hall B）

開会の辞
9：00〜11：00

P.33 9：00〜9：14
9：14〜9：42

シンポジウム
高齢者の消化管出血

―治療と対策―

9：42〜10：03

10:00
司会：芳野
高橋

10：03〜10：31

純治
信一

P.77
一般演題１ 食道 （O−1〜2）
座長：木下 芳一

（O−3〜6）
座長：佐藤

一般演題３ 腸

P.83
（O−7〜9）
座長：三浦総一郎

一般演題４ 肝臓

（O−10〜13）
座長：森山 光彦

10：31〜10：52

11:00
11：10〜12：00

P.27

特別講演

P.79

一般演題２ 胃

貴一

P.86

（O−14〜16） P.90

一般演題５ 肝腫瘍 座長：村脇 義和
10：52〜11：13 一般演題６
（O−17〜19） P.93
胆・膵・栄養 座長：神澤 輝実

加齢と免疫―消化器疾患との関わり―

12:00

演者：奥村
司会：藤原
12：00〜13：00

12：00〜13：00

ランチョンセミナー１

演者：岡
政志
平本
淳
司会：一瀬 雅夫
（共催 大塚製薬株式会社）

13:00

総

14：00〜14：45

ランチョンセミナー２
演者：田中
司会：渡辺

克明
純夫

（共催 シェリング・プラウ株式会社）
13：00〜13：30

13：30〜13：50

14:00

康
研司

評議員会

会

教育講演１

P.28

教育講演２

P.29

高齢者の栄養管理
演者：中村 光男
司会：跡見
裕
14：45〜15：30

15:00

高齢者の心理

―全人的医療を行うために―
演者：中井 吉英
司会：関谷 千尋
P.49 15：30〜17：30

15：30〜17：30

16:00

ワークショップ１

ワークショップ２

高齢者慢性肝疾患治療の問題点

高齢者消化器癌治療の現状と問題点

司会：恩地
福井

司会：平田
熊谷

森一
博

17:00

17：30〜

P.62

閉会の辞

会長：坂本

長逸

一郎
一秀

日本高齢消化器病学会誌

理事会・評議員会・総会のご案内

◆常任理事会
日

時：平成 21 年 7 月 10 日
（金） 15：30～16：30

場

所：ホテルグランドパレス

3F「菊」

◆理事会
日

時：平成 21 年 7 月 10 日
（金） 16：30～17：30

場

所：ホテルグランドパレス

3F「亀」

◆評議員会
日

時：平成 21 年 7 月 11 日
（土） 13：00～13：30

場

所：ベルサール九段

第 2 会場（Hall B）

◆総会
日

時：平成 21 年 7 月 11 日
（土） 13：30～13：50

場

所：ベルサール九段

第 1 会場（Hall A）
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9:00~11:00

シンポジウム

高齢者の消化管出血
司会

―治療と対策―
芳野

純治（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院内科）

高橋

信一（杏林大学医学部第 3 内科）

S-1

当院における上部消化管出血の現況：特に高齢者での背景・予後決定因子の検討
鳥取大学医学部機能病態内科学
河口 剛一郎、八島 一夫、村脇 義和

S-2

当院における高齢者消化管出血の現状
防衛医科大学校内科学講座第二
佐藤 宏和、穂苅 量太、成松 和幸、早坂 健司、佐藤 知己、上田 俊秀、
東山 正明、中村 光康、川口 淳、永尾 重昭、三浦 総一郎

S-3

消化管出血を疑い緊急上部消化管内視鏡を施行した症例での高齢者における特徴
順天堂大学消化器内科
佐々木 仁、永原 章仁、嶋田 裕慈、東原 良恵、吉村 美保、浅岡 大介、
加藤 順子、長田 太郎、川辺 正人、吉澤 孝史、北條 麻理子、
大高 道郎、荻原 達雄、渡辺 純夫

S-4

高齢者における出血性胃・十二指腸潰瘍の検討
東邦大学医療センター大橋病院消化器内科
佐藤 浩一郎、古畑 司、前谷 容

S-5

低用量アスピリンと併用薬による高齢者消化管出血
自治医科大学消化器内科
平澤 知介、佐藤 貴一、菅野 健太郎

S-6

低用量アスピリン長期服用－虚血性心疾患患者における消化性潰瘍出血の特徴
日本医科大学消化器内科
三宅 一昌、楠 正典、進藤 智隆、河越 哲郎、二神 生爾、津久井 拓、
坂本 長逸

S-7

後期高齢者における胃潰瘍の現状と対策について
帝京大学内科
阿部 浩一郎、服部 研吾、山本 貴嗣、石井 太郎、久山 泰

S-8

高齢者非静脈瘤性上部消化管出血の現状とバイポーラ止血鉗子を用いた低侵襲的内視鏡
止血
東京医科大学病院消化器内科 1）、東京医科大学内視鏡センター 2）
片岡 幹統 1）、原 弥子 1）、立花 浩幸 1）、羽山 弥毅 1）、野中 雅也 1）、
八木 健二 1）、藤原 麻里 1）、福澤 誠克 1）、川上 浩平 1）、酒井 義浩 1）、
森安 史典 1）、山本 圭 2）、福澤 麻理 2）、河合 隆 2）

プログラム

第 1 会場
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プログラム

S-9

高齢者出血性潰瘍への治療戦略
―内視鏡止血術後再出血率および死亡率減少をめざして―
杏林大学医学部第三内科
蓮江 智彦、山口 康晴、三浦 みき、大野 亜希子、倉田 勇、村山 隆夫、
畑 英行、田部井 弘一、川越 圭、内田 康仁、比嘉 晃二、田内 優、
土岐 真朗、中村 健二、青木 圭、高橋 信一

S-10

当院における高齢者大腸憩室出血の治療
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院内科
友松 雄一郎、芳野 純治、小林 隆

S-11

当院における高齢者消化管出血の検討
医療法人山下病院内科 1）、藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院内科 2）
江藤 奈緒 1）、小田 雄一 1）、富田 誠 1）、瀧 智行 1）、服部 外志之 1）、
中澤 三郎 1）、乾 和郎 2）、芳野 純治 2）

S-12

高齢者下部消化管出血症例の検討
―緊急大腸内視鏡検査の有用性と限界―
奈良県立五條病院消化器病センター
竹田 幸祐、森安 博人、神戸 大介、相原 洋祐、津呂 公規、前川 泰寛、
櫻井 伸也、中谷 吉宏、松本 昌美

S-13

超高齢者の下部消化管出血
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学
井上 健、吉田 直久、内藤 裕二、吉川 敏一

11:10~12:00
特別講演

12:00~13:00

加齢と免疫―消化器疾患との関わり―

ランチョンセミナー1

演者

奥村

司会

藤原

康（順天堂大学医学部アトピー疾患研究センター長）
研司（横浜労災病院院長）

消化管感染症と加齢の関わりを考える
司会

一瀬

雅夫（和歌山県立医科大学第二内科教授）

大腸細菌叢と胃酸の関連
和歌山県立医科大学第二内科准教授
岡 政志
高齢者患者における感染症のリスク
東京慈恵会医科大学附属第三病院総合診療部診療部長
平本 淳
共催：大塚製薬株式会社

日本高齢消化器病学会誌

教育講演 1

14:45~15:30
教育講演 2

高齢者の栄養管理

高齢者の心理

演者

中村

司会

跡見

光男（弘前大学医学部保健学科病因・病態検査学講座教授）
裕（杏林大学医学部外科教授）

―全人的医療を行なうために―
演者

中井

吉英（関西医科大学名誉教授、

司会

関谷

千尋（天使大学大学院看護栄養学研究科教授）

洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長）

15:30~17:30

ワークショップ 1

高齢者慢性肝疾患治療の問題点
司会

恩地
福井

森一（愛媛大学大学院医学系研究科先端病態制御内科学）
博（奈良県立医科大学第 3 内科）

W1-1

高齢者における非侵襲的肝線維化予測および発癌リスク評価の検討
武蔵野赤十字病院
玉城 信治、黒崎 雅之、佐藤 光明、田中 智大、平山 慈子、安井 豊、
細川 貴範、上田 研、土谷 薫、中西 裕之、板倉 潤、高橋 有香、
朝比奈 靖浩、泉 並木

W1-2

高齢者 C 型慢性肝炎（1 型高ウイルス量）に対するペグインターフェロン（PEG-IFN）
＋リバビリン併用療法の問題点
岡山大学大学院消化器・肝臓内科学
岩﨑 良章、荒木 康之、山本 和秀

W1-3

高齢者 1b 高ウイルス量 C 型慢性肝炎に対する Peg-IFN/Ribavirin（RBN）併用療法の
治療成績と肝癌阻止対策
奈良県立医科大学第 3 内科
藤本 正男、植村 正人、福井 博

W1-4

高齢者 C 型慢性肝炎患者の HCV NS5A ISDR と HCV core 変異の特徴
鳥取大学医学部附属病院第二内科 1）
岡野 淳一 1）、孝田 雅彦 1）、村脇 義和 1）、山陰ウイルス肝炎治療研究会

W1-5

高齢者の薬物性肝障害の診断と治療
岡山済生会総合病院内科 1）、岡山大学大学院消化器・肝臓・感染症内科学 2）
藤岡 真一 1）、恩地 正浩 2）、竹内 康人 1）、高木 敏行 1）、大澤 俊哉 1）、
山本 和秀 2）、糸島 達也 1）

W1-6

高齢者自己免疫性肝炎の診断における生検の意義
東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科
会田 雄太、石川 智久、石田 仁也、青木 孝彦、鳥巣 勇一、北原 拓也、
瀬嵐 康之、穂苅 厚史、高木 一郎、銭谷 幹男、田尻 久雄

プログラム

14:00~14:45
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W1-7

高齢者自己免疫性肝炎の臨床病理学的特徴
奈良県立医科大学第 3 内科
浪崎 正、植村 正人、守屋 圭、森岡 千恵、藤本 正男、福井 博

W1-8

高齢者の NASH の診断や治療の問題点
東京女子医科大学消化器内科
橋本 悦子、徳重 克年、八辻 賢、谷合 麻紀子、鳥居 信之、白鳥 敬子

W1-9

高齢者における食道静脈瘤治療時の問題点
愛媛県立中央病院消化器病センター 1）、愛媛大学大学院先端病態制御内科学 2）
道堯 浩二郎 1）、平岡 淳 1）、宮本 安尚 1）、二宮 朋之 1）、長谷部 昌 1）、
市川 荘一 1）、上原 貴秀 1）、日高 聡 1）、児玉 明洋 1）、一柳 美紗 1）、
越智 裕紀 1）、田邉 敦資 1）、中原 弘雅 1）、恩地 森一 2）

W1-10

高齢者における HCV 陽性肝細胞癌の特徴
佐賀大学医学部内科 1）、佐賀県立病院好生館肝・胆・膵内科 2）
高橋 宏和 1）、川添 聖治 2）、水田 敏彦 1）

W1-11

高齢者における肝細胞癌治療
愛媛大学大学院先端病態制御内科学 1）、
愛媛大学医学部附属病院光学医療診療部 2）
広岡 昌史 1）、小泉 洋平 1）、木阪 吉保 1）、阿部 雅則 1）、村上 英広 2）、
松浦 文三 1）、日浅 陽一 1）、恩地 森一 1）

W1-12

高齢者肝癌に対する上腕動脈穿刺腹部血管造影法の安全性の検討
日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野
松岡 俊一、林 順平、森山 光彦

W1-13

高齢者肝硬変合併肝癌におけるラジオ波焼灼療法の安全性と意義
岩手医科大学消化器・肝臓内科 1）、盛岡市立病院 2）
柿坂 啓介 1）、黒田 英克 1）、佐原 圭 1）、宮本 康弘 1）、及川 寛太 1）、
葛西 和博 1）、滝川 康裕 1）、加藤 章信 1,2）、鈴木 一幸 1）

日本高齢消化器病学会誌
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9:00~9:14

一般演題 1

食道
座長

木下

芳一（島根大学第 2 内科）

O-1

高齢者における食道出血の特徴
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器内科
成田 賢生、芳野 純治、乾 和郎、若林 貴夫、奥嶋 一武、小林 隆、
三好 広尚、渡邊 真也、服部 昌志、内藤 岳人、木村 行雄、服部 信幸、
小坂 俊二、友松 雄一郎、磯部 祥、山本 智支、鳥井 淑敬

O-2

好酸球性胃腸炎が発症に関与したと考えられた高齢者 achalasia の 1 例
日本医科大学消化器内科
梅澤 まり子、江原 彰仁、川見 典之、佐野 弘仁、田中 由理子、
琴寄 誠、岩切 勝彦、星原 芳雄、坂本 長逸

9:14~9:42

一般演題 2

胃
座長

佐藤

貴一（自治医科大学消化器内科・内視鏡部）

O-3

経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）における術前腹部 CT の有用性
医療法人・社団光生病院内科 1）、医療法人・社団光生病院外科 2）
田村 博文 1）、深澤 真子 1）、高畑 統臣 1）、吉本 静雄 1）、仁科 恭一郎 1）、
土持 茂之 2）、池田 光則 2）

O-4

高齢者における当院での PEG 後の検討
大滝病院内科
大滝 美恵、清水 信繁、大滝 秀穂

O-5

高齢者 PPI 長期投与例における血清ペプシノゲンの変化
東邦大学総合診療・急病科 1）、東邦大学名誉教授 2）
瓜田 純久 1）、渡辺 利泰 1）、中山 あすか 1）、名波 牧江 1）、前田 正 1）、
日毛 和男 1）、佐仲 雅樹 1）、中嶋 均 1）、杉本 元信 1）、三木 一正 2）

O-6

高齢者胃過形成性ポリープに対する H. pylori 除菌療法の有用性の検討
杏林大学医学部第三内科
徳永 健吾、田中 昭文、菅野 朝、高橋 信一

プログラム

第 2 会場
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9:42~10:03

一般演題 3

腸
座長

三浦

総一郎（防衛医科大学校内科）

O-7

高齢者に対するダブルバルーン小腸内視鏡の有用性と安全性
日本医科大学付属病院消化器内科
松田 崇史、田中 周、山田 祐希江、高橋 陽子、江原 彰仁、小林 剛、
瀬尾 継彦、三井 啓吾、米澤 真興、柴田 喜明、辰口 篤志、藤森 俊二、
坂本 長逸

O-8

大腸内視鏡検査前処置が誘因と考えられた大腸憩室出血の 1 例
日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科分野
久野木 直人、西山 竜、大谷 豪、中川 太一、安倍 久子、赤井 祐一、
小川 眞広、中島 典子、田中 直英、森山 光彦

O-9

潰瘍性大腸炎高齢患者における大腸腫瘍性病変の検討
大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学
森本 謙一、渡辺 憲治、伊藤 良恵、細見 周平、大平 美月、有元 純子、
亀田 夏彦、鎌田 紀子、十河 光栄、町田 浩久、岡崎 博俊、谷川 徹也、
山上 博一、渡辺 俊雄、富永 和作、藤原 靖弘、荒川 哲男

10:03~10:31
一般演題 4

肝臓
座長

森山

光彦（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野）

O-10

高齢で診断され、良好な経過が得られた男性・原発性胆汁性肝硬変の一例
自治医科大学消化器・肝臓内科
岡田 昌浩、礒田 憲夫、大竹 俊哉、廣澤 拓也、津久井 舞未子、
福島 寛美、北村 絢、佐藤 慎、東澤 俊彦、長嶺 伸彦、菅野 健太郎

O-11

65 歳以上の高齢者慢性 C 型肝炎に対する Fluvastatin 併用 PEG+RBV 併用治療の有益性
日本医科大学消化器内科
近藤 千紗、厚川 正則、松下 洋子、福田 健、城所 秀子、片倉 玲樹、
楢原 義之、中塚 雄久、金澤 秀典、坂本 長逸

O-12

高齢者の C 型慢性肝炎に対しペグインターフェロン・リバビリン併用療法後に発症し
た肝不全の一例
順天堂大学消化器内科
清水 孝悦、中江 弘三郎、今 一義、鈴木 聡子、池嶋 健一、渡辺 純夫

O-13

高齢者の難治性腹水に対する TIPS の治療成績
日本医科大学消化器内科
松下 洋子、楢原 義之、近藤 千紗、福田 健、張本 滉智、城所 秀子、
片倉 玲樹、厚川 正則、中塚 雄久、金沢 秀典、坂本 長逸
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一般演題 5

肝腫瘍
座長

村脇

義和（鳥取大学医学部機能病態内科学）

O-14

高齢者における肝動脈化学塞栓療法（TACE）後のガス産生肝膿瘍の一例
山形大学医学部内科学第二講座
伊藤 純一、鈴木 明彦、奥本 和夫、渡辺 久剛、齋藤 孝治、齋藤 貴史、
河田 純男

O-15

高齢者における外科的切除術を行った非 B 非 C 肝細胞癌症例の臨床学的特徴
日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野
林 順平、松岡 俊一、小川 眞広、森山 光彦

O-16

当院における初発肝細胞癌症例の年齢階層別検討
島根大学医学部内科学第二
三宅 達也、佐藤 秀一、木下 芳一

10:52~11:13
一般演題 6

胆・膵・栄養
座長

神澤

輝実（都立駒込病院内科）

O-17

自己免疫性膵炎の膵外病変の検討 ―発症年齢別検討を中心に―
東京都立駒込病院内科
宅間 健介、神澤 輝実、田畑 拓久、安食 元、江川 直人

O-18

90 歳以上の超高齢者における総胆管結石治療の検討
香川県立中央病院消化器内科
和唐 正樹、石川 久、堀 圭介、石川 茂直、田岡 伸朗、馬場 伸介、
妹尾 知典、稲葉 知己、永野 拓也、高口 浩一、河合 公三

O-19

鶏卵摂取により高齢者の低アルブミン血症を改善させる試み
弘前大学内分泌代謝内科 1）、弘前大学医学部保健学科病因・病態検査学講座 2）
近澤 真司 1）、田中 光 1）、丹藤 雄介 1）、今 昭人 1）、松本 敦史 1）、
松橋 有紀 1）、柳町 幸 1）、中村 光男 2）

12:00~13:00

ランチョンセミナー2
司会

C 型肝炎

渡辺

純夫（順天堂大学医学部消化器内科教授）

―取り巻く環境と高齢者への治療―
横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長
田中 克明
共催：シェリング・プラウ株式会社

プログラム

10:31~10:52
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プログラム

15:30~17:30

ワークショップ 2

高齢者消化器癌治療の現状と問題点
司会

平田

一郎（藤田保健衛生大学医学部消化管内科）

熊谷

一秀（昭和大学附属豊洲病院外科）

W2-1

当院における高齢者食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
滋賀医科大学消化器内科 1）、滋賀医科大学光学診療部 2）、
滋賀医科大学栄養治療部 3）
稲富 理 1）、高橋 恵子 1）、矢間 博貴 1）、永岡 真 1）、八木 勇紀 1）、
小泉 祐介 1）、馬場 重樹 1）、仲原 民夫 1）、安藤 朗 1）、辻川 知之 1）、
藤山 佳秀 1）、斉藤 康晴 2）、佐々木 雅也 3）

W2-2

高齢者に対する胃 ESD の妥当性
虎の門病院消化器科
布袋屋 修、飯塚 敏郎、山下 聡、菊池 大輔、中村 仁紀、三谷 年史、
黒木 優一朗、矢作 直久

W2-3

高齢者早期胃癌に対する ESD
東京大学医学部附属病院消化器内科
新美 惠子、小田島 慎也、小野 敏嗣、後藤 修、山道 信毅、藤城 光弘

W2-4

高齢者の早期胃癌に対する ESD の現状
東京医科大学病院内視鏡センター 1）、東京医科大学病院消化器内科 2）
山本 圭 1）、片岡 幹統 2）、河合 隆 1）、杉本 弥子 2）、立花 浩幸 2）、
野中 雅也 2）、羽山 弥毅 2）、八木 健二 2）、藤原 麻里 2）、福澤 麻理 2）、
福澤 誠克 2）、川上 浩平 2）、山岸 哲也 1）、酒井 義浩 2）、森安 史典 2）

W2-5

高齢者に対する ESD 治療の現状
和歌山県立医科大学消化器内科
井口 幹崇、柳岡 公彦、一瀬 雅夫

W2-6

高齢者早期胃癌の治療方針
山下病院消化器内科
富田 誠、小田 雄一、江藤 奈緒、瀧 智行

W2-7

高齢者早期胃がん治療を考える
国立がんセンター中央病院内視鏡部 1）、
国立がんセンターがん予防・検診研究センター予防研究部 2）
草野 央 1）、岩崎 基 2）、小田 一郎 1）、後藤田 卓志 1）

W2-8

高齢者胃癌に対する ESD 前後の血液炎症マーカーの推移と危険因子の検討
藤田保健衛生大学消化管内科
柴田 知行、平田 一郎
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高齢者における大腸粘膜下層剥離術の治療成績
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学
吉田 直久、内藤 裕二、吉川 敏一

W2-10

高齢者における大腸癌腹腔鏡下手術の検討
医療法人山下病院外科 1）、山下病院内科 2）、山下病院麻酔科 3）
白井 量久 1）、小倉 豊 1）、河合 徹 1）、相場 利貞 1）、片山 信 1）、
中澤 三郎 2）、近藤 博子 3）

W2-11

結腸癌術後感染合併に関する検討－年齢及び血清アルブミンの観点から－
弘前市立病院内科 1）、弘前大学内分泌代謝内科 2）、
弘前大学医学部保健学科病因・病態検査学講座 3）
田中 光 1）、丹藤 雄介 2）、松川 昌勝 1）、中畑 久 1）、今 昭人 2）、
近澤 真司 2）、松本 敦史 2）、松橋 有紀 2）、柳町 幸 2）、中村 光男 3）

W2-12

高齢切除不能胃がん症例における S-1 ベース化学療法の有用性の検討
日本医科大学消化器内科
河越 哲郎、川見 典之、小林 剛、梅澤 まり子、名児耶 浩幸、
新福 摩弓、進藤 智隆、楠 正典、二神 生爾、三宅 一昌、岩切 勝彦、
坂本 長逸

W2-13

高齢者高度進行肝細胞癌に対する動注化学療法：非高齢者との比較
鳥取大学医学部機能病態内科学
杉原 誉明、孝田 雅彦、徳永 志保、的野 智光、永原 天和、植木 賢、
岡本 欣也、大山 賢治、岡野 淳一、前田 直人、村脇 義和

プログラム

W2-9

