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第 4 会場
8：40 〜 9：30
一般演題 1 総論
座長

O1-1

水野

滋章（日本大学医学部消化器肝臓内科）

高齢者腸管憩室穿孔の検討
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院内科
小坂 俊仁、芳野 純治、乾 和郎、若林 貴夫、小林 隆、三好 広尚、
服部 信幸、磯部 祥、友松 雄一郎、山本 智支、成田 賢生、鳥井 淑敬

O1-2

高齢消化器疾患患者の変化～ 20 年前との比較からいえること～
島根大学医学部附属病院消化器・肝臓内科
齋藤 宰、佐藤 秀一、三宅 達也、木下

O1-3

芳一

認知症患者に対する消化器外科治療
日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター、日本医科大学外科 1）
近藤 恭司、三島 圭介、小峯 修、水谷 聡、吉野 雅則、坊 英樹、
星野 有哉、尾形 昌男、渡辺 昌則、鈴木 英之、徳永 昭、内田 英二 1）

O1-4

酸分泌抑制剤の骨代謝に及ぼす影響について
順天堂大学消化器内科
浅岡 大介、吉村 美保、長田
吉澤 孝史、大高 道郎、渡辺

O1-5

太郎、永原
純夫

章仁、加藤

順子、北條

麻理子、

高齢者における内視鏡的静脈瘤硬化療法の安全性の検討
金沢大学附属病院消化器内科
鷹取 元、北村 和哉、加賀谷

尚史、金子

周一

9：30 〜 10：00
一般演題 2 GERD
座長

O2-1

鈴木

秀和（慶應義塾大学医学部消化器内科）

高齢胃食道逆流症患者についての検討
島根大学医学部第二内科 1）、島根大学医学部看護学科臨床看護学 2）
森田 照美 1）、古田 賢司 1）、大原 俊二 1）、谷村 隆志 1）、越野 健司 1）、
木下 芳一 1）、足立 経一 2）

O2-2

高齢脳血管障害患者の胃電図所見─嚥下性肺炎予防への応用を目指して─
足助病院内科 1）、名古屋市立大学消化器・代謝内科 2）
井出 政芳 1）、早川 富博 1）、小林 真哉 1）、城 卓志 2）

O2-3

モサプリドクエン酸塩製剤およびオメプラゾールによる機能性胃腸症の QOL 改善効果につ
いて～高齢者・非高齢者での GSRS を用いての検討～
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

26

日本高齢消化器病学会誌

10：00 〜 10：30
一般演題 3 IBD
座長

O3-1

石原

俊治（島根大学医学部第二内科）

直腸生検における非腫瘍性粘膜の免疫組織学的な DNMT ─ 1 発現をみることは、潰瘍性大腸
炎の癌化高危険群の拾い上げに有用である
獨協医科大学病理学（人体分子）1）、自治医科大学消化器一般外科 2）、
京都桂病院消化器内科 3）
田中 宏幸 1）、2）、藤盛 孝博 1）、藤井 茂彦 3）、市川 一仁 1）、廣瀬 元彦 1）、
山岸 秀嗣 1）、冨田 茂樹 1）、井村 穣二 1）、堀江 久永 2）、安田 是和 2）

O3-2

高齢で発症し infliximab で寛解導入し得たクローン病の 1 例
日本大学医学部消化器肝臓内科
中川 太一、西山 竜、久野木 直人、太田 壮一郎、竹内 理恵、赤井 祐一、
渡辺 俊一、大谷 豪、岡野 憲義、小川 眞広、中島 典子、田中 直英、
森山 光彦

O3-3

当院における高齢者潰瘍性大腸炎症例の臨床的特徴
京都府立医科大学消化器内科
春里 暁人、内藤 裕二、高木 智久、吉田 直久、内山 和彦、半田 修、
石川 剛、小西 英幸、八木 信明、若林 直樹、古倉 聡、吉川 敏一

10：30 〜 11：00
一般演題 4 内視鏡診断・治療
座長

O4-1

河合

隆（東京医科大学病院内視鏡センター）

内視鏡的止血処置を施行した高齢者の胃・十二指腸潰瘍症例の臨床的検討
東邦大学医療センター大森病院消化器内科
土門 薫、平野 直樹、大塚 隆文、藤塚
中野 茂、五十嵐 良典、住野 泰清

O4-2

宜功、佐藤

真司、竹内

基、

上腸間膜動脈症候群の再発と考えられた高齢者の一例
東邦大学総合診療・救急医学講座、血液腫瘍科
沖野 さやか、藤本 融真、瓜田 純久、酒井 浩多、伏見 拓矢、柳橋 優、
黒沢 武介、岩崎 将、高地 良介、加藤 博人、本田 善子、佐仲 雅樹、
島田 長人、中嶋 均、杉本 元信

O4-3

小腸 angioectasia に対しカプセル内視鏡、シングルバルーン小腸内視鏡検査で診断・治療し
えた高齢者透析患者の 1 例
日本大学医学部消化器肝臓内科
宇野 昭毅、石川 清一、腰塚 康揚、関 元博、山田 幸樹、堀内 裕太、
永井 晋太郎、好士 大介、正田 健、岩本 真帆、宮本 俊八、佐藤 秀樹、
原澤 尚登、水野 滋章、森山 光彦
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11：00 〜 11：30
一般演題 5 胃癌治療・ESD ①
座長

O5-1

瓜田

純久（東邦大学総合診療科）

高齢者における早期胃癌 Endoscopic submucosal dissection（ESD）の偶発症の検討
自治医科大学内科学講座消化器内科学部門
當摩 祥子、佐藤 貴一、阿冶部 弘成、吉澤
大澤 博之、 山本 博徳、菅野 健太郎

O5-2

充代、三浦

正義、平澤

知介、

当院における高齢者胃腫瘍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）、滋賀医科大学大学院医学研究科 2）、
滋賀医科大学光学診療部 3）
望月 洋介 1）、西村 貴士 1）、塩谷
馬場 重樹 1）、仲原 民夫 1）、辻川
斎藤 康晴 3）

O5-3

淳 1）、稲富 理 1）、小泉 祐介 1）、
知之 1）、藤山 佳秀 1）、安藤 朗 2）、

高齢者における胃癌に対する ESD のリスクの検討
大阪厚生年金病院内科 1）、大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 2）
大西 良輝 1）、道田 知樹 1）、武田 梨里 1）、森田 理恵 1）、岩橋 潔 1）、
北久 晃 1）、西尾 啓 1）、貫野 知代 1）、西塔 民子 1）、城所 亜紀子 1）、
千葉 三保 1）、前田 晃作 1）、内藤 雅文 1）、伊藤 敏文 1）、林 紀夫 2）

11：30 〜 12：00
一般演題 6 胃癌治療・ESD ②
座長

O6-1

有沢

富康（金沢医科大学消化器内科学）

当院における超高齢者の早期胃癌に対する ESD の現状
岡山大学病院光学医療診療部 1）、岡山大学病院消化器内科 2）
川野 誠司 1）、河原 祥朗 1）、岡田 裕之 2）、河合 大介 2）、小林 沙代 2）、
堀 圭介 2）、喜多 雅英 2）、谷岡 大輔 2）、筑木 隆雄 2）、井上 雅文 1）、
上村 雅之 2）、山本 和秀 2）

O6-2

後期高齢者（75 歳以上）に対する胃 ESD の安全性、妥当性の検討
東邦大学医療センター大森病院消化器内科
大塚 隆文、土門 薫、平野 直樹、藤塚
中野 茂、五十嵐 良典、住野 泰清

O6-3

宜功、佐藤

真司、竹内

基、

低血糖発作を契機に発見された高齢者胃癌の一例
東邦大学総合診療・救急医学講座
徳橋 芙美子、瓜田 純久、藤本 融真、沖野 さやか、酒井 浩多、
伏見 拓矢、柳橋 優、黒沢 武介、岩崎 将、高地 良介、中山 あすか、
前田 正、名波 牧江、加藤 博人、日毛 和男、原 規子、本田 善子、
佐仲 雅樹、中西 員茂、島田 長人、中嶋 均、杉本 元信
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12：10 〜 13：00
ランチョンセミナー 4

高齢者における消化管診療のリスクマネージメント
座長
演者
共催

一瀬 雅夫（和歌山県立医科大学附属病院第二内科）
樋口 和秀（大阪医科大学第二内科）
日本新薬株式会社

座長

田中

15：30 〜 16：20
一般演題 7 慢性肝炎

O7-1

直英（日本大学医学部消化器肝臓内科）

高 齢 C 型慢性肝炎患者に対するリバビリン併用 Peg-IFNα2b 療法の補強治療としての PegIFNα2a 単独療法の効果
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科
高谷 広章、名越 澄子、近山 琢、中澤 学、渡邊 一弘、安藤 さつき、
水野 芳枝、吉野 廉子、菅原 通子、中尾 雅美、濱岡 和宏、本谷 大介、
藤盛 健二、稲生 実枝、中山 伸朗、今井 幸紀、持田 智

O7-2

高齢者Ｃ型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン併用治療効果
千葉大学大学院腫瘍内科
中本 晋吾、今関 文夫、神田
千葉 哲博、多田 素久、三方

O7-3

達郎、米満 裕、藤原
林太郎、横須賀 收

慶一、新井

誠人、

60 歳以上の C 型慢性肝炎患者に対する PEG-IFNα-2a 単独療法の治療効果および安全性の
検討
日本大学医学部消化器肝臓内科 1）、公立阿伎留医療センター 2）
荒川 泰雄 1）、関根 直樹 1）、松村 寛 1）、田中 直英 1）、天木 秀一 1）、
小川 眞広 1）、山本 敏樹 1）、楡井 和重 1）、林 順平 1）、樋口 晃久 1）、
中村 仁美 1）、大平 俊一郎 1）、高橋 利美 1）、山上 裕晃 1）、松岡 俊一 1）、
森山 光彦 1）、荒川 泰行 2）

O7-4

高齢 C 型慢性肝疾患の長期的予後に関する検討
虎の門病院健康管理センター
荒瀬 康司、川村 祐介、池田
芥田 憲夫、保坂 哲也、瀬崎
熊田 博光

O7-5

健次、鈴木 義之、小林
ひとみ、斉藤 聡、平川

正宏、鈴木
美晴、今井

文孝、
則博、

高齢肝細胞癌における血清亜鉛濃度の検討
日本大学医学部消化器肝臓内科
塩澤 克彦、小川 眞広、阿部
森山 光彦

真久、中河原

浩史、山本

敏樹、田中

直英、
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16：20 〜 16：50
一般演題 8 肝腫瘍
座長

O8-1

橋本

悦子（東京女子医科大学消化器内科）

高齢者肝癌における脂溶性白金錯体の使用経験
日本大学医学部消化器肝臓内科
馬嶋 恒博、松岡 俊一、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

O8-2

俊一郎、

高齢者に発症した肉腫様肝癌の一例
日本大学医学部消化器肝臓内科 1）、日本大学医学部付属病院病理学教室 2）
阿部
山本

O8-3

真久 1）、小川 眞広、塩澤 克彦、松本 直樹、中河原
敏樹、森山 光彦 1）、絹川 典子、杉谷 雅彦 2）

浩史、大城

周、

高齢肝癌患者に対するラジオ波熱凝固療法
兵庫医科大学内科学肝胆膵科
田中 弘教、中野 宏朗、飯島
坂井 良行、會澤 信弘、池田
今西 宏安、西口 修平

尋子、森脇
直人、岩田

英一朗、岩井 孝史、高嶋 智之、
恵典、榎本 平之、齋藤 正紀、

16：50 〜 17：30
一般演題 9 胆道
座長

O9-1

伊藤

謙（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）

高齢者総胆管結石症に対する内視鏡的胆管ステント長期留置法の有用性
愛媛大学大学院先端病態制御内科学
小泉 光仁、熊木 天児、山西 浩史、畔元

O9-2

信明、横田

智行、恩地

森一

門脈左枝に血栓を合併した胆嚢炎の一例
東邦大学総合診療・救急医学講座
藤本 融真、沖野 さやか、瓜田 純久、酒井 浩多、伏見 拓矢、柳橋 優、
黒沢 武介、岩崎 将、高地 良介、中山 あすか、前田 正、名波 牧江、
加藤 博人、日毛 和男、原 規子、本田 善子、佐仲 雅樹、中西 員茂、
島田 長人、中嶋 均、杉本 元信

O9-3

超音波内視鏡ガイド下胆管ドレナージおよび十二指腸ステント留置が有用であった超高齢者
膵頭部癌の 1 例
伊達赤十字病院消化器科 1）、札幌医科大学第四内科 2）
久居 弘幸 1）、田中 育太 1）、阿部 清一郎 1）、宮崎 悦 1）、奥田

O9-4

敏徳 2）

80 歳以上の高齢者における PTBD による合併症の検討
東邦大学医療センター大橋病院消化器内科
新後閑 弘章、前谷 容、浮田 雄生、南部 知子、大牟田 繁文、三枝 善伯、
加藤 充、北川 智之、権 勉成、重歳 正和、斉藤 倫寛、竹中 由希夫

