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日本高齢消化器病学会誌

7 月 10 日（土）

第 1 会場
8：30 〜 8：35
開会の辞
8：40 〜 11：40
シンポジウム 1

高齢者の消化管出血の現状とその対策を知る
座長

S1-1

三木 一正
（特定非営利活動法人日本胃がん予知・診断・治療研究機構）
久山
泰（帝京大学医学部内科）

消化管出血で発症した高齢者逆流性食道炎の臨床的検討
奈良県立五條病院消化器病センター 1）
奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科 2）
相原 洋祐 1）2）、西村 典久 1）、津呂 公規 1）、明石 陽介 1）、竹田 幸祐 1）、
櫻井 伸也 1）、中谷 吉宏 1）、森安 博人 1）、松本 昌美 1）、福井 博 2）

S1-2

開業の立場からみた高齢者消化管出血の特徴とその対応
日本大学医学部消化器肝臓内科
今武 和弘、松井 輝明、森山

S1-3

光彦

75 歳以上の高齢者におけるアスピリン、NSAID 消化管傷害の現況と対策
福岡県済生会八幡総合病院救急医療センター総合診療部、新中間病院
末廣 剛敏

S1-4

当院での高齢者における出血性胃十二指腸潰瘍の検討
日本大学医学部消化器肝臓内科
佐藤 秀樹、関 元博、水野 滋章、正田 健、腰塚 康揚、山田 幸樹、
好士 大介、上原 俊樹、岩本 真帆、宮本 俊八、加藤 公敏、森山 光彦

S1-5

高齢者に対するカプセル内視鏡検査の現状と課題
熊本大学大学院消化器内科学
牧 曜子、庄野 孝、加来 英典、村尾
田中 秀紀、桜井 宏一、佐々木 裕

S1-6

哲哉、尾崎

徹、横峰

和典、

高齢者の原因不明消化管出血症例における服薬内容と小腸内視鏡所見の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科
半田 修、内藤 裕二、若林 直樹、吉田 直久、内山 和彦、高木
石川 剛、小西 英幸、八木 信明、古倉 聡、吉川 敏一

S1-7

智久、

後期高齢者における大腸憩室出血について
帝京大学内科
山本 貴嗣、阿部

浩一郎、安食

元、服部

研吾、石井

太郎、久山

泰
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S1-8

高齢者の出血性胃・十二指腸潰瘍に対する診療の現状
国立国際医療研究センター病院消化器科
櫻井 俊之、尾上 淑子、山田 晃弘、向井
草野 央、横井 千寿、小島 康志、小早川
柳瀬 幹雄、上村 直実

S1-9

俊太郎、永田 尚義、池原
雅男、秋山 純一、後藤田

久朝、
卓志、

後期高齢者の非静脈瘤性上部消化管出血の臨床的特徴と内視鏡治療の位置づけ
～治療成績向上のために～
杏林大学医学部第三内科
田内 優、中村 健二、高橋

S1-10
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信一

65 歳以上高齢者の非静脈瘤性上部消化管出血におけるバイポーラ止血鉗子群と
クリップ止血群の緊急内視鏡止血術の比較
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）
羽山 弥毅 1）、片岡 幹統 2）、杉本 弥子 2）、立花 浩幸 2）、野中 雅也 2）、
山本 圭 2）、青木 貴哉 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）、河合 隆 1）、酒井 義浩 2）、
森安 史典 2）

S1-11

内視鏡的止血術を施行した高齢者非静脈瘤上部消化管出血例の臨床的検討
岩手医科大学内科学講座消化器・肝臓内科分野
小坂 崇、遠藤 昌樹、春日井 聡、千葉 俊美、鈴木

12：10 〜 13：00
ランチョンセミナー 1

一幸

高齢者消化器疾患の栄養療法のストラテジー
座長
演者
共催

芳野 純治（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院内科）
齋藤 英胤（慶應義塾大学薬学部薬物治療学）
味の素製薬株式会社

13：00 〜 13：50
評議員会・総会
14：00 〜 14：45
特別講演 高齢化する日本の肝癌；その対策と治療
座長
演者

14：50 〜 15：35
コ－ヒ－＆ケ－キセミナ－ 1

森山
小俣

光彦（日本大学医学部消化器肝臓内科）
政男（地方独立行政法人山梨県立病院機構、
山梨県立中央病院）

亜鉛と消化管疾患
座長
演者
共催

木下 芳一（島根大学医学部第二内科）
内藤 裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）
ゼリア新薬工業株式会社
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15：40 〜 17：30
パネルディスカッション 1

高齢者消化器疾患の栄養アセスメントと管理は如何にあるべきか ?
座長
演者

PD1-1

藤山
中村

佳秀（滋賀医科大学医学部消化器内科）
光男（弘前大学医学部保健学科病因病態検査学）

肝硬変における細胞外水分率を用いた重症度評価および年齢との関係
三重大学附属病院栄養管理部栄養指導管理室 1）、
三重大学医学部病態制御医学講座消化器内科学 2）、三重大学保健管理センター 3）
原 なぎさ 1）、岩佐 元雄 2）、岩田 加壽子 1）、中谷 友恵 1）、石留 真寿美 1）、
田中 秀明 2）、藤田 尚己 2）、小林 由直 3）、竹井 謙之 2）

PD1-2

高齢者慢性肝疾患患者の QOL と栄養治療
杏林大学医学部第三内科
川村 直弘、齋藤 大祐、奥山
高橋 信一

PD1-3

秀平、中村

俊一郎、楡井

術後の食事・排泄介助からみた 80 歳以上高齢者消化器癌手術
社会保険横浜中央病院外科
大井田 尚継、三松 謙司、川崎
吹野 信忠、木田 和利

PD1-5

弘泰、佐藤

悦久、

和重、松岡

俊一、

高齢者の非アルコール性肝不全に対する新しい肝不全食の試み
日本大学医学部消化器肝臓内科
林 順平、馬嶋 恒博、塩沢 雄史、大平
森山 光彦

PD1-4

一久、松岡

篤史、加納

─胃癌・大腸癌手術─
久雄、久保井

高齢 PEG 造設患者における間接熱量測定を用いた栄養アセスメントの重要性
滋賀医科大学消化器内科 1）、滋賀医科大学栄養治療部 2）、
草津総合病院消化器内科 3）
西村 貴士 1）、辻川 知之 1）、安藤 朗 1）、藤山 佳秀 1）、栗原
岩川 裕美 2）、佐々木 雅也 2）、伊藤 明彦 3）

PD1-6

洋一、

美香 2）、

コレステロール摂取量の加齢変化に関する検討
弘前大学内分泌代謝内科 1）、弘前市立病院内科 2）、国保板柳中央病院内科 3）、
弘前大学医学部保健学科病因・病態検査学講座 4）
今 昭人 1）、田中 光 2）、松川 昌勝 2）、中畑 久 2）、近澤 真司 1）、
佐藤 江里 1）、松本 敦史 1）、松橋 有紀 1）、柳町 幸 1）、長谷川 範幸 3）、
丹藤 雄介 1）、中村 光男 4）

17：30 〜
閉会の辞

