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第 3 会場
8：40 〜 11：40
パネルディスカッション 2

高齢者肝疾患の治療適応と予後、何歳まで治療するべきか ?
座長

PD2-1

松﨑
齋藤

靖司（東京医科大学茨城医療センター消化器内科）
英胤（慶應義塾大学薬学部薬物治療学）

60 歳以上の Serotype1 型高ウイルス量（5log/ml 以上）の C 型慢性肝炎に対する
PEG-INFα-2a（α2a）/Ribavirin（RBV）併用療法の治療成績（ITT 解析）
日本大学医学部消化器肝臓内科 1）、亀有病院 2）、みつわ台総合病院 3）、
板橋区医師会病院 4）、社会保険横浜中央病院 5）
大城
樋口
藤川

PD2-2

周 1）、楡井 和重 1）、阿部 真久 1）、荒川 泰雄 1）、中村 仁美 1）、
晃久 1）、林 順平 1）、関根 直樹 1）、山本 敏樹 1）、松村 寛 4）、
博敏 5）、小川 眞広 1）、松岡 俊一 1）、3）、田中 直英 1）、2）、森山 光彦 1）

高齢者高ウイルス量 C 型慢性肝炎に対する Peg-IFN/RBN 療法の適応と限界
奈良県立医科大学第三内科
藤本 正男、植村 正人、福井

PD2-3

65 歳以上の C 型慢性肝炎に対する PegIFNα-2b＋Ribavirin 療法の治療効果と
SVR 向上のための対策
日本大学医学部消化器肝臓内科
楡井 和重、関根 直樹、松村
森山 光彦

PD2-4

博

寛、田中

直英、松岡

俊一、荒川

泰行、

当院における 70 歳以上の C 型肝炎患者に対するペグインターフェロン・リバビリン
併用療法の実態
国立国際医療研究センター戸山病院消化器科 1）、
国立国際医療研究センター国府台病院消化器科 2）、
国立国際医療研究センター国府台病院肝炎・免疫研究センター 3）、
柳瀬 幹雄 1）、忌部 航 1）、小林 正典 2）、新倉 量太 1）、横田 悦子 1）、
渡辺 一弘 1）、朝山 直樹 1）、尾上 淑子 1）、中島 亮 1）、西村 崇 2）、
藤谷 啓一 1）、矢田 智之 2）、山田 晃弘 1）、赤澤 直樹 1）、櫻井 俊之 1）、
永田 尚義 1）、横井 千寿 1）、小早川 雅男 1）、秋山 純一 1）、今村 雅俊 2）1）、
上村 直実 2）、正木 尚彦 3）1）

PD2-5

75 歳以上の高齢 C 型慢性肝炎患者に対する PEG-IFNα2b＋Ribavirin 併用療法の治療経験
鳥取大学医学部附属病院第二内科
藤瀬 幸、岡野 淳一、孝田 雅彦、村脇

PD2-6

高齢者肝硬変例に対する B-RTO の適応と予後

義和、山陰ウイルス肝炎治療研究会

～何歳まで治療するべきか？

日本大学医学部消化器肝臓内科
松岡 俊一、馬嶋 恒博、塩沢 雄史、上村 慎也、高橋 利実、大平
稲見 真木子、田村 彰教、中河原 浩史、荒川 泰雄、樋口 晃久、
中村 仁美、林 順平、楡井 和重、森山 光彦

俊一郎、
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PD2-7

高齢者肝細胞癌の治療成績
岡山大学医歯薬学総合研究科分子肝臓病学・消化器肝臓内科
能祖 一裕、小林 功幸、中村 進一郎、宮原 孝治、友田 健、小林
高山 裕基、大西 秀樹、歳森 淳一、萩原 宏明、桑木 健志、安中
池田 房雄、三宅 康広、白羽 英則、高木 章乃夫、山本 和秀

PD2-8

12：10 〜 13：00
ランチョンセミナー 3

14：50 〜 17：30
シンポジウム 2

智美､ 鳥居

信之､

高齢者肺炎のマネージメント
座長
演者
共催

金子 周一（金沢大学大学院医学系研究科消化器内科）
小林
治（杏林大学医学部総合医療学）
ファイザー株式会社

高齢者消化器がん治療法の選択と QOL、何歳まで治療しますか ?
座長

福井
森

博（奈良県立医科大学第三内科）
俊幸（杏林大学医学部消化器・一般外科）

超高齢者早期胃癌に対する ESD の検討
山下病院消化器内科
富田 誠、小田 雄一、瀧
中澤 三郎

S2-2

智行、富永

雄一郎、鷲見

肇、服部

外志之、

早期胃癌の内視鏡治療、何歳まで治療するか
日本大学医学部消化器肝臓内科
宮本 俊八、水野 滋章、宇野 昭毅、佐藤 秀樹、原澤 尚登、上原
腰塚 康揚、永井 晋太郎、石川 清一、加藤 公敏、森山 光彦

S2-3

諭生、吉川

成一、津端

俊介

80 歳以上の高齢者早期胃癌に対する ESD の妥当性
大阪医科大学第二内科
時岡 聡、梅垣 英次、樋口

S2-5

俊樹、

当科における高齢者胃癌内視鏡治療の現状
新潟県立中央病院内科
平野 正明、櫻井 晋介、有賀

S2-4

沙代、
哲也、

原発性胆汁性肝硬変の経過中に 80 歳以上で自己免疫性肝炎を発症した 2 症例
東京女子医科大学消化器内科
吉岡 容子､ 谷合 麻紀子､ 児玉 和久､ 小木曽
徳重 克年、橋本 悦子、白鳥 敬子

S2-1
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和秀

高齢者早期胃癌内視鏡切除後の非治癒切除例に追加切除は必要か？
独立行政法人国立国際医療研究センター消化器科 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）、
国立がんセンター中央病院内視鏡部 3）
草野 央 1）、岩崎 基 2）、小田 一郎 3）、小早川 雅男 1）、横井 千寿 1）、
池原 久朝 1）、櫻井 俊之 1）、永田 尚義 1）、小島 康志 1）、野崎 雄一 1）、
柳瀬 幹雄 1）、後藤田 卓志 1）
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S2-6

80 歳以上高齢者早期胃癌に対する内視鏡的切除法として ESD は妥当か ?
杏林大学外科
竹内 弘久、阿部
跡見 裕

S2-7

展次、柳田

修、正木

忠彦、森

俊幸、杉山

政則、

高齢切除不能胃癌に対する化学療法の有用性
日本医科大学消化器内科
河越 哲郎、名児耶 浩幸、遠坂 由紀子、梅澤 まり子、川見 典之、
植木 信江、小林 玲樹、小林 剛、辰口 篤志、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

S2-8

当院における高齢者に対する大腸 ESD の現況
京都府立医科大学消化器内科
井上 健、吉田 直久、久貝 宗弘、内山 和彦、石川 剛、半田 修、
高木 智久、小西 英幸、若林 直樹、八木 信明、古倉 聡、内藤 裕二、
吉川 敏一

S2-9

高齢胃がんおよび大腸がん患者に対する腹腔鏡手術の成績と術後回復
大分大学消化器外科 1）、大分大学地域医療学センター 2）
安田 一弘 1）、衛藤 剛 1）、當寺ヶ盛 学 1）、上田 貴威 1）、猪股
野口 剛 1）、白石 憲男 2）、北野 正剛 1）

S2-10

高齢者消化器がん治療、特に手術を成功させるための条件
梅田病院外科 1）、杏林大学外科 2）
木暮 道夫 1）、井手 博子 1）、太田

S2-11

重久 1）、杉山

政則 2）

超高齢者肝門部悪性胆道狭窄に対する胆道ステントの検討
東邦大学医療センター大森病院消化器内科
岸本 有為、原 精一、鎌田 至、三村 享彦、伊藤
五十嵐

S2-12

直樹、

高齢肝細胞癌症例に対する経皮的ラジオ波焼灼術の現状と成績
忠、椎名

秀一朗、吉田

晴彦、小池

和彦

周、田中

直英、

高齢者における肝癌に対する肝動脈塞栓療法の実際
日本大学医学部消化器肝臓内科
小川 眞広、塩澤 克彦、阿部
松岡 俊一、武藤 晴臣、森山

S2-14

謙、岡野

良典

東京大学消化器内科
近藤 祐嗣、建石 良介、五藤

S2-13

雅史 1）、

真久、中河原
光彦

当院における、80 歳以上の超高齢者肝癌に対する治療の現況
日本大学医学部消化器肝臓内科 1）、消化器外科 2）
松岡 俊一 1）、森山 光彦 1）、高山 忠利 2）

浩史、大城

～何歳まで治療するか？

