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第 2 会場
8：40 〜 11：40
ワークショップ 1

高齢者の胆道炎・膵炎の特異性と今後の展開
座長

W1-1

露口
前谷

利夫（千葉大学大学院医学研究院腫瘍内科学）
容（東邦大学医療センター大橋病院消化器内科）

当院における高齢者の胆管結石症の検討
東京都立駒込病院内科
宅間 健介、神澤 輝実、田畑

W1-2

拓久、江川

高齢者胆管結石に対する治療と適応
東京大学医学部附属病院消化器内科
伊藤 由紀子、伊佐山 浩通、小池

W1-3

崇、遠藤

玲子、小倉

俊美、鈴木

一幸

健、瀧井

道明、樋口

和秀

総胆管結石症に対して胆管ステントを長期留置した治療成績の検討
東海大学付属病院消化器内科
小川 真実、川口 義明、峯

W1-6

昌樹、千葉

高齢者におけるハイリスク総胆管結石による急性胆管炎の特徴と治療指針
─ non-EST EBS の有用性と長期予後─
大阪医科大学第二内科
増田 大介、有坂 好史、蘆田

W1-5

和彦

85 歳以上の超高齢者の総胆管結石症患者の胆管炎の検討
岩手医科大学消化器・肝臓内科
春日井 聡、小穴 修平、小坂

W1-4

直人

徹哉

当科での高齢者に対する胆膵内視鏡治療の検討
防衛医科大学校内科学二講座、防衛医科大学校光学診療部
佐藤 伸悟、川口 淳、三浦 総一郎

W1-7

当院における高齢者の胃切除後患者に対する胆膵内視鏡治療の現状
兵庫医科大学内科学肝胆膵科、消化器内科、大同クリニック
岩田 恵典、岩井 孝史、楊 和典、石井 昭生、高嶋 智之、坂井 良行、
會澤 信弘、池田 直人、山本 晃久、田中 弘教、榎本 平之、斉藤 正紀、
今西 宏安、下村 壯治、飯島 尋子、河野 友彰、神野 良男、中村 志郎、
松本 譽之、西口 修平

W1-8

高齢者急性膵炎の臨床的特徴
鳥取大学機能病態内科学
香田 正晴、八島 一夫、村脇

W1-9

義和

高齢者重症急性膵炎の特異性と対策
昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門
北村 勝哉、吉田 仁、佐藤 悦基、岩田 朋之、野本
山崎 貴久、本間 直、池上 覚俊、井廻 道夫

朋宏、湯川

明浩、
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W1-10

当センターにおける高齢者急性膵炎の特徴
東京医科大学茨城医療センター消化器内科
村上 昌、池上 正、屋良 昭一郎、木戸
岩本 淳一、斉藤 吉史、松崎 靖司

W1-11

こずえ、伊藤

真典、平山

剛、

高齢自己免疫性膵炎（AIP）例の特徴と問題点
昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門 1）、虎の門病院消化器科 2）、
東京有明医療大学保健医療学部 3）
吉田 仁 1）、佐藤 悦基 1）、岩田 朋之 1）、山﨑 貴久 1）、湯川 明浩 1）、
野本 朋宏 1）、本間 直 1）、北村 勝哉 1）、今村 綱男 2）、池上 覚俊 1）、
田中 滋城 3）、井廻 道夫 1）

12：10 〜 13：00
ランチョンセミナー 2

高齢者慢性 C 型肝炎・肝硬変の治療適応
座長
演者
共催

14：50 〜 15：35
コ－ヒ－＆ケ－キセミナ－ 2

いま求められる緩和ケア
座長
演者
共催

15：40 〜 17：30
ワークショップ 2

関谷 千尋（天使大学大学院看護栄養学研究科）
行田 泰明（医療法人社団愛語会要町病院緩和ケア部）
塩野義製薬株式会社

高齢者消化器疾患と生活習慣病の関わり
座長

W2-1

恩地 森一（愛媛大学大学院医学系研究科先端病態制御内科学）
西口 修平（兵庫医科大学病院肝疾患センター）
中外製薬株式会社

渡辺
村脇

純夫（順天堂大学医学部消化器内科）
義和（鳥取大学医学部機能病態内科学）

Helicobacter pylori と動脈硬化
日本大学医学部消化器肝臓内科
佐藤 秀樹、松井 輝明、森山

W2-2

生活習慣からみた高齢者大腸ポリープの臨床病理学的特徴
鳥取大学機能病態内科学
八島 一夫、八杉 晶子、村脇

W2-3

光彦

義和

高齢者における大腸癌と生活習慣病の関連
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科 1）、市立奈良病院消化器科 2）、
JR 大阪鉄道病院消化器内科 3）、
京都府立医科大学大学院医学研究科人体病理学 4）
吉田 直久 1）2）、内藤 裕二 1）、久貝 宗弘 1）、井上 健 1）、森本 泰隆 3）、
内山 和彦 1）、高木 智久 1）、石川 剛 1）、半田 修 1）、小西 英幸 1）、
若林 直樹 1）、八木 信明 1）、古倉 聡 1）、金政 和之 2）、柳澤 昭夫 4）、
吉川 敏一 1）
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W2-4
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慢性肝疾患における内臓脂肪測定の意義と加齢の影響
三重大学大学院病態制御医学講座消化器内科学 1）、三重大学保健管理センター 2）、
三重大学附属病院栄養管理部栄養指導管理室 3）
岩佐 元雄 1）、杉本 龍亮 1）、宮地 洋英 1）、田中 秀明 1）、藤田 尚己 1）、
小林 由直 2）、原 なぎさ 3）、岩田 加壽子 3）、竹井 謙之 1）

W2-5

血清尿酸値と肥満・脂肪肝・NAFLD の影響
高知大学医学部消化器内科学
岡本 宣人、小野 正文、西原

W2-6

利治、大西

三朗

肝性糖尿病患者の栄養状態および食事摂取量に関する検討
─高齢者と非高齢者の比較を中心に─
弘前市立病院内科 1）、弘前大学内分泌代謝内科 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）
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）、佐藤 江里 2）、松本 敦史 2）、松橋 有紀 2）、柳町 幸 2）、
長谷川 範幸 3）、中村光男 4）

W2-7

高齢者における非 B 非 C 型肝癌〜非高齢者との比較〜
鳥取大学医学部機能病態内科学
前田 直人、大山 賢治、岡野

淳一、村脇

義和

