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プログラム

特別講演
7月31日（土）13:40 ～ 14:40

第1会場（Ballroom-1）

CGA、フレイル、サルコペニアと高齢者診療

座長：福西 新弥（大阪医科薬科大学 先端医療開発学寄附講座）

講演：赤坂 憲（大阪大学大学院 医学系研究科 老年･総合内科学）

モーニングセミナー
7月31日（土）8:00 ～ 8:50

第1会場（Ballroom-1）
EAファーマ株式会社 共催

高齢者の慢性便秘症の特徴と治療方針

座長：村上 和成（大分大学）

講演：春日井 邦夫（愛知医科大学 内科学講座 消化管内科）
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ランチョンセミナー
ランチョンセミナー 1

7月30日（金）12:30 ～ 13:30
第1会場（Ballroom-1）
エーザイ株式会社 共催

座長：吉治 仁志（奈良県立医科大学 内科学第三講座）

1. レンバチニブの抗腫瘍効果の特徴を生かした治療戦略
 ̶LEN+TACEシークエンシャル治療に着目して̶
 葛谷 貞二（藤田医科大学 消化器内科）

2. 肝癌治療におけるレンバチニブの役割
 ～高齢者および Intermediate-stageのReal worldデータから～
 多田 俊史（姫路赤十字病院 内科 肝臓内科）

ランチョンセミナー 2
7月30日（金）12:30 ～ 13:30

第2会場（Ballroom-2）
アストラゼネカ株式会社 /第一三共株式会社 共催

Multimorbidityの処方箋～超高齢社会のGERD診療～

座長：樋口 和秀（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

講演：竹屋 泰（大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 統合保健看護科学分野 看護実践開発学講座）

ランチョンセミナー 3
7月31日（土）12:00 ～ 12:50

第1会場（Ballroom-1）
ギリアド・サイエンシズ株式会社 共催

B型肝炎治療の現状と今後の課題

座長：河田 則文（大阪市立大学大学院 医学研究科 肝胆膵病態内科学）

講演：熊田 卓（岐阜協立大学 看護学部看護学科）
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スポンサードセミナー
スポンサードセミナー 1

7月30日（金）13:30 ～ 15:10
第1会場（Ballroom-1）
アッヴィ合同会社 共催

ウイルス性肝炎制御可能となった時代の高齢者肝疾患患者のマネージメント

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）

1. 本邦におけるC型肝炎治療の実臨床における成績と残された課題
 厚川 正則（日本医科大学付属病院 消化器・肝臓内科）

2. C型肝炎ウイルス排除後に発生した肝細胞癌の頻度・特徴と予後
 豊田 秀徳（大垣市民病院 消化器内科）

3. 院内C型肝炎アラートシステム導入の取り組みについて
 福井 浩司（市立豊中病院 消化器内科）

4. 原発性胆汁性胆管炎（PBC）における病態関連因子の検討
 浪崎 正（奈良県立医科大学 消化器内科学講座（消化器・代謝内科））

5. 高齢肝疾患患者における肝癌マネージメント
 阪森 亮太郎（大阪大学大学院 医学系研究科 消化器内科学）
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スポンサードセミナー 2
7月31日（土）14:40 ～ 16:22

第1会場（Ballroom-1）
ヤンセンファーマ株式会社 共催

高齢潰瘍性大腸炎の現状と課題

座長：平井 郁仁（福岡大学 医学部 消化器内科）

　　　穂苅 量太（防衛医科大学校 医学教育部医学科 内科学（消化器））

基調講演
高齢化時代における潰瘍性大腸炎患者の管理
 長沼 誠（関西医科大学 内科学第三講座）

1. 当院における高齢発症潰瘍性大腸炎患者の臨床的特徴と予後関連因子に関する検討
 德永 創太郎（杏林大学 医学部 消化器内科学）

2. 高齢発症潰瘍性大腸炎に対する治療の検討
 窪田 真理子（京都府立医科大学）

3. 当院における高齢発症潰瘍性大腸炎に対する治療の状況
 都甲 和美（大分大学 医学部 消化器内科学講座）

4. 当院における高齢者潰瘍性大腸炎患者の検討
 平田 直人（大阪市立総合医療センター 消化器内科）

5. 当院における高齢発症潰瘍性大腸炎と若年発症高齢化潰瘍性大腸炎の 
治療経過についての検討

 尾関 啓司（名古屋市立大学 消化器代謝内科学）

6. COVID-19流行下の生活変化と心理的ストレスが与える炎症性腸疾患の症状への影響
 小林 由美恵（大阪市立大学大学院 医学研究科 消化器内科学）

7. 高齢者潰瘍性大腸炎患者に対するCytapheresisの有効性と安全性の検討
 横山 陽子（兵庫医科大学 炎症性腸疾患センター内科）
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8. 高齢発症潰瘍性大腸炎のリスクとgeriatric nutritional risk indexの関係
 高橋 駿（防衛医科大学校 消化器内科）

9. 高齢潰瘍性大腸炎患者に対する下部消化管内視鏡検査の安全性の検討
 橋本 悠（群馬大学大学院 医学系研究科 消化器・肝臓内科学）

10. サイトメガロウイルス活性化病態からみた高齢発症潰瘍性大腸炎の治療戦略
 村井 康久（弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座）

11. 高齢潰瘍性大腸炎に tacrolimus治療は避けるべきか？
 中田 智之（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

特別発言
 伊藤 裕章（医療法人錦秀会 インフュージョンクリニック）

スポンサードシンポジウム
7月31日（土）9:00 ～ 10:40

第1会場（Ballroom-1）
ゼオンメディカル株式会社 共催

高齢化時代における胆膵内視鏡の位置付け

座長：伊佐山 浩通（順天堂大学大学院 医学研究科 消化器内科学）

　　　小倉 健（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

1. 超高齢者総胆管結石症に対する内視鏡治療の検討
 阿部 智也（東京西徳洲会病院 消化器内科）

2. 高齢者総胆管結石症内視鏡治療例における退院困難因子の検討
 神林 孔明（杏林大学 医学部 消化器内科学）

3. 高齢者術後再建腸管例における総胆管結石治療の検討
 松野 潤（富山大学附属病院 第三内科）
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4. 当院における75歳以上の高齢者に対する 
ダブルバルーン小腸内視鏡下ERCP（DBE-ERCP）の現状

 中野 遼太（兵庫医科大学病院 肝胆膵内科）

5. 当院における高齢者急性胆嚢炎に対する内視鏡治療の検討
 増田 大介（大阪回生病院 消化器科）

6. 高齢者に対する超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術の有用性
 今井 元（岡波総合病院 消化器内科）

7. 65歳以上の高齢者における超音波内視鏡下胆道ドレナージ（EUS-BD）の偶発症の検討
 壁村 大至（順天堂大学 医学部附属 消化器内科学講座）

8. 当院における非切除悪性肝門部胆管狭窄に対するMulti-Stentingの現状
 山下 太郎（鳥取大学 医学部 消化器腎臓内科学）

9. 高齢者に対する超音波内視鏡下胆道ドレナージの安全性
 植野 紗緒里（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

10. 高齢者に対するERCP時TCIシステム併用下プロポフォール鎮静の安全性の検討
 小川 泰司（岡山大学病院 消化器内科）

11. 100歳以上の超高齢者に対するERCP
 久居 弘幸（伊達赤十字病院 消化器科）

シンポジウム
シンポジウム1

7月30日（金）13:30 ～ 15:36
第2会場（Ballroom-2）

高齢者に対する上部消化管内視鏡治療

座長：磯本 一（鳥取大学 消化器腎臓内科学）

　　　河合 隆（東京医科大学 消化器内視鏡学）
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1. 上部消化管出血における長期予後（再出血と死亡）：多施設DPCデータベース研究
 新倉 量太（東京医科大学 消化器内視鏡学分野）

2. 経皮内視鏡的胃瘻造設術における処置後出血と術後早期死亡についての検討
 （大阪医科薬科大学及び関連施設における多施設共同研究）
 太田 和寛（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

3. 高齢者に対する食道静脈瘤におけるEISL単独治療と
 EO・AS併用法+APC地固め法の比較検討
 永島 一憲（獨協医科大学 医学部 内科学（消化器）講座）

4.後期高齢者における上部消化管癌に対するAPC腫瘍焼灼術の有効性・安全性の検討
 久保田 陽（北里大学 医学部 消化器内科学）

5. 高齢者に対する化学放射線療法後局所遺残・再発食道癌に対するPDTの治療成績
 池淵 雄一郎（鳥取大学 医学部附属病院 消化器内科）

6. 当院での高齢者における表在型食道癌の治療の現状と治療成績
 内藤 咲貴子（東京医科大学 消化器内科）

7. 高齢者における胃腫瘍性病変に対するESDの現況と問題点
 大澤 元保（川崎医科大学 消化管内科学）

8. 高齢者の胃病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の安全性に関する検討
 三宅 高和（札幌医科大学附属病院 消化器内科）

9. 当院における高齢者早期胃癌に対するESD後早期死亡例のリスク因子の検討
 須藤 翔（青森県立中央病院 消化器内科）

10. 後期高齢者に対する内視鏡的胃粘膜下層剥離術の治療成績
 土方 一範（東邦大学医療センター 大森病院 消化器内科）

11. 高齢者における早期胃癌ESD後の予後予測因子の検討
 楠原 光謹（杏林大学 医学部 消化器内科学）

12. 超高齢者における早期胃癌ESD後  予後予測因子の検討
 鳥谷 洋右（岩手医科大学 医学部 内科学講座 消化器内科消化管分野）
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13. 高齢早期胃癌に対するESD非治癒切除例のサルコペニアと再発予後についての検討
 山本 安則（愛媛大学医学部附属病院 光学医療診療部）

14. 高齢早期胃癌患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の 
新規適応規準設定に向けて：JCOG1902

 関口 正宇（国立がん研究センター中央病院 検診センター）

シンポジウム2
7月30日（金）15:10 ～ 17:00

第1会場（Ballroom-1）

高齢者消化器がん化学療法～高齢者のがん治療を 
安全・効果的に遂行するための取り組み

座長：後藤 昌弘（大阪医科薬科大学病院 化学療法センター）

　　　長島 文夫（杏林大学 医学部 腫瘍内科学）

1. 高齢者食道癌薬物療法におけるプラチナ系薬剤選択についての検討
 森田 竜一（京都府立医科大学 消化器内科）

2. 高齢者切除不能進行・再発胃癌に対するSOXとFOLFOXの有効性及び安全性の検討
 児玉 紘幸（愛知県がんセンター）

3. 当院における高齢胃癌患者に対するS-1＋白金製剤併用療法の治療成績
 原田 一顕（北海道大学病院 消化器内科）

4. 高齢者の多発肝細胞癌に対してアテゾリズマブ・ベバシズマブが有効であった1例
 秋田 泰之輔（東京医科大学病院 消化器内科）

5. 高齢肝細胞癌患者におけるアテゾリズマブ・ベバシズマブ療法の初期使用経験
 松木 由佳子（鳥取大学 医学部 消化器・腎臓内科学分野）

6. 高齢肝細胞癌症例における分子標的治療薬の生存期間延長効果と予測因子の検討
 横尾 健（新潟大学 医学部 健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座）

7. 当科の高齢消化器がん患者におけるAdvanced Care Planningに関する取り組み
 木村 明恵（大阪市立大学 医学部 医学科 消化器内科学）
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8. 当院における高齢者切除不能膵癌の診療実態
 大和田 紗恵（札幌医科大学 消化器内科学講座）

9. 高齢者消化器癌に対する当科での取り組みについて
 浜本 康夫（慶應義塾大学 医学部 腫瘍センター）

10. 切除不能進行膵癌において、サルコペニアの有無は 
FOLFILINOX導入の判断指標になりえる

 鈴木 洸（横浜市立大学附属病院 肝胆膵消化器病学教室）

シンポジウム3
7月31日（土）10:40 ～ 12:00

第1会場（Ballroom-1）

高齢者GERD／消化性潰瘍の現況と課題

座長：岩切 勝彦（日本医科大学 消化器内科学）

　　　藤原 靖弘（大阪市立大学大学院 医学研究科 消化器内科）

1. 高齢者、非高齢者PPI抵抗性重症逆流性食道炎患者発症に及ぼす唾液分泌の影響
 田邊 智英（日本医科大学 消化器内科学）

2. 高齢者における逆流性食道炎と上部消化管内視鏡検査時の
 胃壁伸展不良との関連の検討
 堀井 敏喜（日本大学病院 消化器内科）

3. GERD治療における従来型PPIの治療効果と、
 年齢を含めたGERD治療に影響を与える因子の検討
 水上 一弘（大分大学 消化器内科）

4. 当院の高齢者におけるPPI・P-CAB抵抗性GERDの特徴
 田中 史生（大阪市立大学大学院 医学研究科 消化器内科学）

5. 高齢者消化性潰瘍における特徴の検討
 川口 真平（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）
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6. 高齢者におけるH. pylori除菌救済療法の有効性と安全性について
 古田 隆久（浜松医科大学附属病院 臨床研究センター）

ガイドラインセッション
7月30日（金）15:40 ～ 16:00

第2会場（Ballroom-2）

高齢者肝硬変診療ガイドライン

講演：名越 澄子（埼玉医科大学 総合医療センター 消化器・肝臓内科）

一般演題
一般演題1「胆膵」

7月30日（金）15:50 ～ 16:20
第3会場（講演OPENスペース）

座長：北野 雅之（和歌山県立医科大学 第二内科）

1-1. 超高齢者における総胆管結石内視鏡治療の検討
 中山 優吏佳（JA新潟県厚生連 糸魚川総合病院）

1-2. 高齢者の抗血栓薬服用症例に対する超音波内視鏡下胆道ドレナージ術の安全性の検討
 西岡 伸（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

1-3. 65歳以上の切除不能膵癌患者における予後因子の検討
 沼田 結希（愛媛大学大学院 医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学講座）

1-4. 高齢者膵癌に対する2次治療でのFOLFIRINOX療法の安全性と有効性
 大城 雄（日本医科大学附属病院 消化器内科学）

1-5. 終末期の高齢消化器がん患者におけるポリファーマシーの実態
 大山 賢治（鳥取大学医学部附属病院 がんセンター、鳥取大学医学部附属病院 消化器内科、

 　　　　　 鳥取大学医学部附属病院 緩和ケア科）
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一般演題2「肝臓」
7月30日（金）16:30 ～ 17:06

第3会場（講演OPENスペース）
座長：高橋 宏和（佐賀大学附属病院 肝疾患センター）

2-1. 当科における高齢者原発性胆汁性胆管炎の病態と臨床的特徴
 浪崎 正（奈良県立医科大学 消化器・代謝内科）

2-2. 当院におけるHBVアラートシステムが化学療法及び
 免疫療法を行う高齢HBV臨床的寛解患者のHBVDNA測定率に与える影響
 西川 知宏（大阪医科薬科大学病院 消化器内科、北摂総合病院 消化器内科）

2-3. NAFLD線維化評価における加齢の影響と最適な評価法の探索
 森本 光作（岡山大学病院 消化器内科）

2-4. 高齢NAFLD患者のサルコペニアに影響を及ぼす因子の検討
 桑代 卓也（佐賀大学 医学部 内科学 肝臓糖尿病内分泌内科）

2-5. 高齢肝細胞癌患者におけるレンバチニブ治療の有害事象に関する検討
 本田 浩一（大分大学 医学部 消化器内科）

2-6. 抗血栓薬が経皮的肝処置後の合併症である腹腔内出血発症に及ぼす影響
 横濱 桂介（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

一般演題3「下部消化管」
7月31日（土）9:00 ～ 9:36

第3会場（講演OPENスペース）
座長：松浦 稔（杏林大学 医学部 消化器内科学）

3-1. 抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡ガイドライン2017年追補版後の
 内視鏡的大腸ポリープ切除術における偶発症の検討
 小野 聡（愛知医科大学病院 消化管内科）

3-2. 1型糖尿病を合併した高齢者潰瘍性大腸炎の一例
 増山 智史（獨協医科大学 内科学（消化器）講座）
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3-3. COVID-19感染高齢発症 IBD-U患者の1例
 酒井 駿（埼玉医科大学 総合医療センター 消化器・肝臓内科）

3-4. 超高齢期に初発した潰瘍性大腸炎の一例
 野田 泰弘（日本大学 医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野）

3-5. 高齢発症の潰瘍性大腸炎の1例
 和田 邦宏（JA秋田厚生連 由利組合総合病院 消化器内科）

3-6. 高齢大腸癌患者への一次化学療法の工夫により長期投与が可能であった2例
 秦 彰宏（東京医科大学 臨床医学系 消化器内科学分野）

一般演題4「上部消化管」
7月31日（土）13:00 ～ 13:30

第3会場（講演OPENスペース）
座長：石原 立（大阪国際がんセンター 消化器内科）

4-1. 高齢者における酸分泌抑制治療の意義と懸念
 山口 純治（愛知医科大学 消化管内科）

4-2. 慢性消化管出血による鉄欠乏性貧血高齢患者に対する
 Ferric Carboxymaltosの有用性（当院における使用経験）
 太田 和寛（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

4-3. 90歳以上の超高齢者に対する消化器内視鏡検査・処置の最近の変化
 柚木 直子（赤磐医師会病院）

4-4. 食道癌に対する術前mFOLFOX6療法の有効性と安全性に関する後方視的検討
 池上 貴子（大阪医科薬科大学病院 化学療法センター、大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

4-5. 合併症マネージメントすることで治療を完遂し得た高齢進行食道・大腸重複癌の1例
 井上 諒祐（日本医科大学 消化器内科学）
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一般演題5「その他」
7月31日（土）14:40 ～ 15:10

第3会場（講演OPENスペース）
座長：西川 浩樹（大阪医科薬科大学 先端医療開発学寄附講座）

5-1. 高齢者大腸憩室出血における再出血リスク因子の検討
 郷内 貴弘（岩手医科大学 内科学講座 消化器内科消化管分野、岩手県立久慈病院 消化器内科）

5-2. 高齢者大腸憩室出血に対する止血法ごとの成績について
 上田 孝（東海大学 医学部 医学科内科学系消化器内科学）

5-3. 慢性便秘症に関連した直腸CT所見の年齢層別検討
 竹田 努（順天堂大学附属順天堂医院 消化器内科）

5-4. サルコペニアと消化器症状の関連について
 天野 希（順天堂大学 東京江東高齢者医療センター 消化器内科）

5-5. 消化器疾患におけるSARC-F質問票を用いた後方視的比較検討
 松井 將太（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）



第17回 
消化器病における
性差医学・医療研究会
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スポンサードセミナー
スポンサードセミナー 3

7月31日（土）9:00 ～ 9:50
第2会場（Ballroom-2）

武田薬品工業株式会社 共催

性差医療の視点から考える更年期女性の胸痛

座長：塩谷 昭子（川崎医科大学 消化管内科学）

講演：片岡 仁美（岡山大学病院 ダイバーシティ推進センター）

スポンサードセミナー 4
7月31日（土）9:50 ～ 10:40

第2会場（Ballroom-2）
アステラス製薬株式会社 共催

性・年齢を考慮した慢性便秘症の治療戦略

座長：橋本 悦子（西武鉄道健康支援センター）

講演：眞部 紀明（川崎医科大学 検査診断学（内視鏡・超音波））

スポンサードセミナー 5
7月31日（土）13:40 ～ 14:30

第2会場（Ballroom-2）
ヴィアトリス製薬株式会社 共催

性差を考えた膵疾患の診療

座長：白鳥 敬子（一般財団法人 健康医学協会 東都クリニック 消化器内科）

講演：児玉 裕三（神戸大学大学院 医学研究科 内科学講座 消化器内科学分野）

プログラム
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ランチョンセミナー
ランチョンセミナー 4

7月31日（土）12:00 ～ 12:50
第2会場（Ballroom-2）

田辺三菱製薬株式会社 共催

性差を踏まえた炎症性腸疾患の診療～女性イベントを中心に～

座長：中村 志郎（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

講演：平岡 佐規子（岡山大学病院 炎症性腸疾患センター）

アフタヌーンセミナー
7月31日（土）15:20 ～ 16:10

第2会場（Ballroom-2）
中外製薬株式会社 共催

multi-molecular target agent（MTA）時代における
経皮的局所凝固療法を軸とした肝細胞癌診療

座長：飯島 尋子（兵庫医科大学 消化器内科学）

講演：狩山 和也（岡山市立市民病院 消化器内科）
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一般演題
一般演題1「消化管疾患と性差1」

7月31日（土）10:40 ～ 11:15
第2会場（Ballroom-2）

座長：春日井 邦夫（愛知医科大学 内科学講座消化管内科）

　　　根引 浩子（大阪市立総合医療センター 消化器内科）

1-1. 女性に発症した食道扁平上皮癌の臨床病理学的特徴に関する検討
 小橋 真由（岡山大学病院 消化器内科）

1-2. 消化器疾患におけるサルコペニアと性差の関係
 松井 將太（大阪医科薬科大学 内科学第Ⅱ）

1-3. 性差を意識した内視鏡医療のあり方を探る
 柚木 直子（赤磐医師会病院）

1-4. 性差からみた大腸がん検診（便潜血）発見大腸癌の特徴
 八島 一夫（鳥取大学 消化器・腎臓内科学分野）

1-5. 大腸内視鏡検査に対する意識調査～性差の検討～
 増田 修子（福山市民病院 内科、岡山大学病院 消化器内科）

一般演題2「消化管疾患と性差2」
7月31日（土）11:15 ～ 11:50

第2会場（Ballroom-2）
座長：内藤 裕二（京都府立医科大学大学院 生体免疫栄養学講座）

　　　神崎 洋光（岡山大学大学院 消化器・肝臓内科学）

2-1. 慢性便秘症に対する上皮機能変容薬の有効性における性差の検討
 半田 有紀子（川崎医科大学 消化管内科学）

2-2. インターネットサーベイからみた機能性便秘症と性差
 山本 さゆり（愛知医科大学 総合診療科、愛知医科大学 消化管内科）
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2-3. 炎症性腸疾患の新規治療薬選択における性差の検討
 楠 龍策（国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 消化器内科）

2-4. ライフプラン（LP）を支援する炎症性腸疾患（IBD）の検査治療選択
 藤原 明子（岡山済生会総合病院 消化器内科）

2-5. 炎症性腸疾患患者における月経に関連する症状の変化および挙児希望に関わる検討
 安富 絵里子（岡山大学病院 消化器内科）

一般演題3「肝胆膵疾患と性差」
7月31日（土）14:30 ～ 15:12

第2会場（Ballroom-2）
座長：名越 澄子（埼玉医科大学 総合医療センター 消化器・肝臓内科）

　　　入澤 篤志（獨協医科大学 医学部 内科学（消化器）講座）

3-1. 当院のERCP後膵炎における性差の影響
 山崎 智朗（大阪市立総合医療センター 消化器内科）

3-2. 早期慢性膵炎における性差と加齢の関与についての検討
 山宮 知（獨協医科大学 医学部 内科学（消化器）講座）

3-3. C型肝炎SVR例における長期肝病態の性差̶マルコフモデルを用いた検討̶
 多田 俊史（姫路赤十字病院 内科）

3-4. 非代償性アルコール性肝硬変の臨床像における性差の検討
 小橋 春彦（岡山赤十字病院 肝臓内科）

3-5. ラジオ波焼灼療法（RFA）施行肝細胞癌症例の予後における性差について
 狩山 和也（岡山市立市民病院 消化器内科・肝疾患センター）

3-6. 性差から見る肝細胞癌の予後と疫学的特徴̶RELPEC dataを用いて̶
 三宅 望（岡山市立市民病院 消化器内科）


