プログラム
特別講演
司会：渡辺

守（東京医科歯科大学 理事・副学長）

「潰瘍性大腸炎における大腸上皮細胞のクローン進化について」
○垣内 伸之（かきうち のぶゆき）
京都大学大学院

医学研究科

腫瘍生物学講座

教育講演１
司会：井戸

章雄（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学）

「抑制性免疫補助受容体による自己免疫とがん免疫の抑制」
○岡崎

拓（おかざき たく）

東京大学定量生命科学研究所

分子免疫学研究分野

教育講演２
司会：中本

安成（福井大学医学部 内科学第二）

「腸内細菌がつなぐ腸─肝臓連関」
○中本 伸宏（なかもと のぶひろ）
慶應義塾大学医学部

消化器内科
共催：アッヴィ合同会社

教育講演３
司会：金井

隆典（慶應義塾大学医学部 内科学（消化器））

「Paneth 細胞が担う腸内細菌との共生と生体恒常性
─炎症性腸疾患・バイオとの関連を含め」
○綾部 時芳（あやべ ときよし）
北海道大学大学院

先端生命科学研究院

細胞生物科学分野

特別セミナー
司会：安藤

朗（滋賀医科大学医学部 消化器内科）

「Clostridioides difficile 感染症における腸内ファージ叢の解析」
○植松

智（うえまつ さとし）

大阪市立大学大学院医学研究科・医学部 ゲノム免疫学
東京大学医科学研究所国際粘膜ワクチン開発研究センター

自然免疫制御分野
共催：ミヤリサン製薬株式会社

若手研究者のための基礎免疫学講座
司会：竹田

潔（大阪大学大学院医学系研究科 免疫制御学／大阪大学免疫学フロンティア研究センター 粘膜免疫学）

「マウスモデルは IBD 病態理解と治療開発にどこまで有用か？」
○溝口 充志（みぞぐち あつし）
久留米大学医学部

免疫学講座
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モーニングセミナー
司会：樋口

和秀（大阪医科大学 第２内科）

「潰瘍性大腸炎 Update」
○松岡 克善（まつおか かつよし）
東邦大学医療センター佐倉病院

消化器内科）
共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー
司会：日比

紀文（北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター）

「炎症性腸疾患の診断と治療

〜ウステキヌマブの新規適応承認を受けて〜」
○猿田 雅之（さるた まさゆき）
東京慈恵会医科大学

内科学講座

消化器・肝臓内科）
共催：ヤンセンファーマ株式会社

イブニングセミナー
司会：内藤

裕二（京都府立医科大学 消化器内科学）

「クローン病の診断・病勢把握におけるカプセル内視鏡の有用性と
エンタイビオの可能性」
○江﨑 幹宏（えさき もとひろ）
佐賀大学医学部

内科学講座消化器内科
共催：武田薬品工業株式会社

シンポジウム
司会：竹原

徹郎（大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学）
直哉（北海道大学大学院医学研究院 内科学講座消化器内科学分野）

坂本

「肝免疫と微細環境」
S1-01

急性肝障害病態における形質細胞様樹状細胞の役割と治療応用
〇幸田 裕造（こうだ ゆうぞう）、中本 伸宏、褚
金井 隆典
慶應義塾大学医学部

柏松、三上 洋平、寺谷 俊昭、


消化器内科

S1-02

演題取り下げ

S1-03

肝細胞癌の PD-L1発現制御機構におけるサイトカインの複合的影響の解明

〇沼田 泰尚（ぬまた やすなお）、我妻 康平、石上 敬介、阿久津 典之、佐々木 茂、

仲瀬 裕志
札幌医科大学医学部

S1-04

消化器内科学講座

HLA 発現解析および新規蛍光多重免疫染色による肝癌の免疫微細環境に関する検討

〇平松 活志（ひらまつ かつし）、野阪 拓人、高橋 和人、内藤 達志、大藤 和也、松田 秀岳、

大谷 昌弘、中本 安成
福井大学学術研究院医学系部門

内科学（２）分野
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S1-05

レンバチニブは肝細胞癌の免疫微小環境を immune cold から hot へと変化させる

〇鈴木 浩之（すずき ひろゆき）、岩本 英希、中村 徹、増田 篤高、阪上 尊彦、田中 俊光、

中野 暖、今村 恭子、早川 政子、古賀 浩徳、鳥村 拓司
久留米大学医学部

S1-06

内科学講座

消化器内科部門

マクロファージのオートファジー抑制は炎症性サイトカイン分泌増加を介して NASH 病
態を進行させる

〇福本 賢二（ふくもと けんじ）、疋田 隼人、明神 悠太、坂根 貞嗣、村井 一裕、牧野 裕紀、

中堀 輔、小玉 尚宏、阪森 亮太郎、巽 智秀、竹原 徹郎
大阪大学大学院医学系研究科

S1-07

NAFLD/NASH の病態における遺伝要因 Lnk の関与ーマウスモデルを用いて

〇森 泰三（もり たいぞう）、由雄 祥代、河合 裕成、筒井 由梨子、吉田 祐一、吉川 詩織、

山添 太士、大澤 陽介、考藤 達哉
国立国際医療研究センター

S1-08

消化器内科学

肝炎・免疫研究センター

NASH 肝癌モデルでのベルベリンの有用性

〇高木 章乃夫（たかき あきのぶ）、高原 政宏、岡田 裕之
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

S1-09

肝疾患研究部

消化器・肝臓内科学

ヒト iPS 細胞を用いた疾患モデルの開発と先天性肝線維症の病態解明

〇柿沼 晴（かきぬま せい）1,2）、角田 知之 1）、紙谷 聡英 3）、三好 正人 1）、土屋 淳 1）、

1）
1）
1）
1）
1,2）
志水 太郎 、新田 沙由梨 、東 正新 、中川 美奈 、朝比奈 靖浩 、渡辺 守 1）
１）東京医科歯科大学 消化器内科、２）東京医科歯科大学
３）東海大学医学部 分子生命科学

S1-10

肝臓病態制御学、

肝星細胞のサイトカイン分泌に着目した honokiol による肝線維化抑制の検討

〇片岡 星太（かたおか せいた）、楳村 敦詩、奥田 佳一郎、竹谷 祐栄、瀬古 裕也、

西川 太一朗、山口 寛二、森口 理久、伊藤 義人
京都府立医科大学大学院医学研究科

消化器内科学

スポンサードシンポジウム
司会：仲瀬

久松

裕志（札幌医科大学医学部 消化器内科学講座）
理一（杏林大学医学部 消化器内科学）
共催：EAファーマ株式会社／アッヴィ合同会社

「Treat to Target を念頭においた炎症性腸疾患治療の展望」
SS-01

内視鏡的活動性を指標としてアダリムマブを増量したクローン病症例の検討

〇細見 周平（ほそみ しゅうへい）、中田 理恵子、西田 裕、鋳谷 成弘、福永 周生、

灘谷 祐二、大谷 恒史、田中 史生、鎌田 紀子、永見 康明、平良 高一、谷川 徹也、

渡辺 俊雄、藤原 靖弘
大阪市立大学大学院医学研究科

消化器内科学
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SS-02

クローン病における極細径内視鏡を用いた小腸内視鏡検査の有用性
〇本澤 有介（ほんざわ ゆうすけ）、山本 修司、妹尾 浩
京都大学医学部附属病院

SS-03

臨床的寛解期のクローン病におけるバルーン内視鏡を用いた深部小腸評価の意義

〇高林 馨（たかばやし かおる）1）、細江 直樹 1）、林 由紀恵 2）、梅田 智子 3）、福田 知広 3）、

3）
3）
3）
3）
3）
3）
吉松 裕介 、吉田 康祐 、南木 康作 、福原 佳代子 、三上 洋平 、筋野 智久 、

牟田口 真 1）、長沼 誠 3）、緒方 晴彦 1）、金井 隆典 3）
１）慶應義塾大学医学部
３）慶應義塾大学医学部

SS-04

内視鏡センター、２）慶應義塾大学医学部
消化器

〇髙橋 憲一郎（たかはし けんいちろう）1）、馬場 重樹 2）、大野 将司 1）、稲富 理 1）、安藤 朗 1）
消化器内科、２）滋賀医科大学

栄養治療部

クローン病に対する Ustekinumab の治療効果予測因子の検討とその妥当性

〇村手 健太郎（むらて けんたろう）1）、中村 正直 1）、前田 啓子 2）、山村 健史 2）、

2）
1）
1）
1）
1）
澤田 つな騎 、水谷 泰之 、石川 恵理 、梶川 豪 、喜田 祐一 、江崎 正哉 1）、

濱崎 元伸 1）、山田 健太朗 1）、長谷川 一成 1）、池上 脩二 1）、藤城 光弘 1）
１）名古屋大学大学院医学系研究科

SS-06

消化器内科、

生物学的製剤を投与されたクローン病の粘膜治癒達成について
１）滋賀医科大学

SS-05

消化器内科

消化器内科学、２）名古屋大学医学部付属病院

光学診療部

クローン病における T2T と window of opportunity
〇石黒 陽（いしぐろ よう）
国立病院機構弘前病院

SS-07

クローン病術後における大腸内視鏡を用いた病勢評価と予後

〇阿部 出（あべ いずる）、志賀 永嗣、高橋 隆宏、諸井 林太郎、黒羽 正剛、金澤 義丈、
角田 洋一、正宗 淳
東北大学大学院

SS-08

消化器病態学分野

Mayo Endoscopic subscore 1の潰瘍性大腸炎患者における治療指標としての組織学
的活動性評価の有用性

〇窪田 真理子（くぼた まりこ）、内山 和彦、高木 智久、井上 健、土肥 統、吉田 直久、

鎌田 和浩、石川 剛、保田 宏明、阪上 順一、小西 英幸、内藤 裕二、伊藤 義人
京都府立医科大学

SS-09

潰瘍性大腸炎の治療標的としての Mayo Endoscopic Subscore 1の検討

〇北村 和哉（きたむら かずや）、林 智之、岡藤 啓史、飯田 宗穂、鷹取 元、水腰 英四郎、
金子 周一
金沢大学附属病院

SS-10

消化器内科

消化器内科

寛解期潰瘍性大腸炎患者における内視鏡的粘膜治癒の意義

〇櫻井 俊之（さくらい としゆき）1）、秋田 義博 1）、宮下 春菜 1）、嶋田 真梨子 1）、丸山 友希 1）、
宮崎 亮佑 1）、池上 雅博 2）、猿田 雅之 1）
１）東京慈恵会医科大学

内科学講座

消化器・肝臓内科、２）東京慈恵会医科大学
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病理学講座

SS-11

寛解期潰瘍性大腸炎患者における通常・拡大内視鏡所見を指標にした治療強化と長期予後
〇安藤 勝祥（あんどう かつよし）、小林 裕、杉山 雄哉、村上 雄紀、久野木 健仁、

佐々木 貴弘、高橋 慶太郎、上野 伸展、嘉島 伸、盛一 健太郎、田邊 裕貴、

藤谷 幹浩、奥村 利勝
旭川医科大学

SS-12

内科学講座

潰瘍性大腸炎に対する golimumab の治療薬物モニタリングの有用性

〇柿本 一城（かきもと かずき）、峠 英樹、田中 泰吉、平田 有基、川上 研、樋口 和秀
大阪医科大学

SS-13

第二内科

Deep remission が得られた潰瘍性大腸炎患者における再燃予測に関する探索的研究

〇齋藤 大祐（さいとう だいすけ）、松浦 稔、尾崎 良、和田 晴香、菊地 翁輝、徳永 創太郎、

箕輪 慎太郎、三井 達也、三浦 みき、櫻庭 彰人、林田 真理、三好 潤、久松 理一
杏林大学医学部

SS-14

消化器・血液腫瘍制御内科学分野

消化器内科学

体外式超音波検査の潰瘍性大腸炎における短期予後予測能の解析

〇森久保 拓（もりくぼ ひろむ）1）、佐上 晋太郎 1）、小林 拓 1）、相原 佳那子 2）、梅田 美咲 2）、

金沢 徹雄 2）、林 規隆 2）、宮谷 侑佑 1）、松林 真央 1）、清原 裕貴 1）、阿曽沼 邦央 1）、

中野 雅 1）、日比 紀文 1）
１）北里大学北里研究所病院
２）北里大学北里研究所病院

SS-15

炎症性腸疾患先進治療センター、
臨床検査科

カプセル内視鏡を用いた Treat to Target を念頭に置いた炎症性腸疾患治療戦略

〇平賀 寛人（ひらが ひろと）1）、櫻庭 裕丈 1）、蓮井 桂介 1）、樋口 直樹 1）、前田 高人 1）、

1）
1）
1）
1）
1）
1）
村井 康久 、渡邊 里奈 、立田 哲也 、菊池 英純 、澤谷 学 、平賀 典子 、

珍田 大輔 2）、三上 達也 3）、海老名 麻美 3）、福田 眞作 1）
１）弘前大学大学院医学研究科
２）弘前大学大学院医学研究科

SS-16

消化器血液内科学講座、
地域医療学講座、３）弘前大学医学部附属病院

新規血清バイオマーカーを活動性指標とした炎症性腸疾患治療への試み

光学医療診療部

〇吉岡 慎一郎（よしおか しんいちろう）1）、酒見 亮介 2）、光山 慶一 1）、荒木 俊博 1）、

1）
1）
1）
1）
1）
1）
鶴田 耕三 、森田 俊 、吉村 哲広 、森 敦 、山内 亨介 、桑木 光太郎 、

鳥村 拓司 1）
１）久留米大学医学部 内科学講座消化器内科部門、
２）社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 消化器病センター
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一般演題１

「肝胆膵１」
O1-01

非アルコール性脂肪性肝炎に対するエロビキシバット投与による効果の検討

〇山内 涼（やまうち りょう）、竹田津 英稔、山内 絵理、向坂 秀人、横山 圭二、

釈迦堂 敏、平井 郁仁
福岡大学医学部

O1-02

ASBTi の HFD マウスの NAFLD に対する改善効果

〇松井 將太（まつい まさひろ）、朝井 章、岡本 紀夫、安岡 秀高、横濱 桂介、

大濱 日出子、土本 雄亮、福西 新弥、樋口 和秀
大阪医科大学

O1-03

消化器内科

内科学２

小葉中心帯・帯状壊死（CZN）を呈する自己免疫性肝炎の臨床・免疫遺伝学的特徴に関
する検討
〇上田 薫（うえだ かおる）1）、相澤 良夫 2）、中川 千夏 1）、石田 仁也 1）、佐伯 千里 1）、

及川 恒一 1）、穂苅 厚史 2）、猿田 雅之 1）
１）東京慈恵会医科大学付属病院 消化器肝臓内科、
２）東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 消化器肝臓内科

O1-04

加齢マウスにおける脂肪酸の “ 質 ” の変化および自然免疫系活性化を介した脂肪肝炎増
悪機序
〇石塚 敬（いしづか けい）、今 一義、内山 明、深田 浩大、山科 俊平、池嶋 健一
順天堂大学医学部

O1-05

消化器内科

マウス肝外胆管細胞において IL-33はヘッジホッグシグナル伝達を介し細胞増殖を誘導
する
〇塩田 純也（しおた じゅんや）1）、赤澤 祐子 1）、竹島 史直 1）、Razumilava Nataliya2）、

中尾 一彦 1）
１）長崎大学病院

O1-06

消化器内科、２）University of Michigan Internal Medicine

B 型肝炎 (HB) ワクチン無反応者および低反応者に対する HBs 抗原＋ HBc 抗原経鼻ワク
チン療法の HBs 抗体誘導効果
〇吉田 理（よしだ おさむ）1）、SMF Akbar1）、真田 崇弘 2）、小原 道法 2）、小原 恭子 3）、

宮崎 隆 4）、上下 泰造 4）、Julio Cesar Aguilar5）、Gerardo Guillen5）、日浅 陽一１）
１）愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学、２）東京都医学総合研究所、
３）鹿児島大学 共同獣医学部、４）東興薬品工業株式会社、
５）Cuba Center for Genetic and engineering and Biotechnology
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一般演題２
座長：内田

一茂（高知大学医学部 消化器内科学）

「肝胆膵２」
O2-01

免疫チェックポイント阻害剤治療後に発症した肝障害症例の検討

〇大藤 和也（おおふじ かずや）、野阪 拓人、高橋 和人、内藤 達志、松田 秀岳、大谷 昌弘、

平松 活志、中本 安成
福井大学学術研究院医学系部門

O2-02

１型自己免疫性膵炎における好塩基球 -M2 マクロファージ系の関与

〇内田 一茂（うちだ かずしげ）1）、柳川 雅人 2）、池宗 真美 2）、津久田 諭 2）、田中 敏宏 2）、

富山 尚 2）、福井 寿朗 2）、西尾 彰功 2）、岡崎 和一 2）
１）高知大学医学部

O2-03

内科学第三講座

〇鎌田 研（かまた けん）、渡邉 智裕、工藤 正俊
消化器内科

自己免疫性膵炎診断・治療における EUS shear-wave elastography の有用性

〇山下 泰伸（やました やすのぶ）、川路 祐輝、田村 崇、幡丸 景一、糸永 昌弘、

北野 雅之
和歌山県立医科大学

O2-05

消化器内科学、２）関西医科大学

自己免疫性膵炎の発症に関わる腸内細菌の解析
近畿大学医学部

O2-04

内科学( ２)分野

第二内科

1型自己免疫性膵炎の末梢および膵組織では micro-RNA-21が高発現する

〇富山 尚（とみやま たかし）1）、中丸 洸 1）、池浦 司 1）、M. E. Gershwin2）、岡崎 和一 1）、

1）
長沼 誠
１）関西医科大学 内科学第三講座、
２）University of California, Davis. Rheumatology, Allergy, and Clinical Immunology

一般演題３
座長：新蔵

礼子（東京大学定量生命科学研究所 免疫・感染制御研究分野）

「腫瘍・免疫一般１」
O3-01

O -GlcNAc 修飾の亢進は FOXM1 を安定化することで癌の進展に働く
〇上田 康裕（うえだ やすひろ）、小嶋 融一、竹内 利寿、樋口 和秀
大阪医科大学

O3-02

第二内科

HGF-MET signaling は PI3K pathway を介して M1マクロファージを M2-like マクロ
ファージに変化させる

〇熊谷 公太郎（くまがい こうたろう）、西木場 奈央、馬渡 誠一、田ノ上 史郎、上村 修司、
井戸 章雄
鹿児島大学大学院

消化器疾患・生活習慣病学
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O3-03

維持治療に抵抗性の潰瘍性大腸炎における粘膜好酸球浸潤の意義に関する検討

〇宮津 隆裕（みやづ たかひろ）1）、杉本 健 1）、石田 夏樹 1）、田村 智 1）、谷 伸也 1）、

山出 美穂子 1）、濱屋 寧 1）、岩泉 守哉 2）、大澤 恵 3）、古田 隆久 4）
１）浜松医科大学 第一内科、
２）浜松医科大学
４）浜松医科大学 臨床研究センター

O3-04

臨床検査医学、３）浜松医科大学

光学医療診療部、

ヒト iPS 細胞由来腸管上皮細胞の特性解明と腸管免疫評価系への応用

〇山﨑 奈穂（やまざき なお）1）、美馬 伸治 1）、今倉 悠貴 1）、小椋 泉 1）、後藤 俊 1）、

柿沼 千早 1）、岩尾 岳洋 2）、松永 民秀 2）、山田 忠範 1）、畠 賢一郎 1）
１）富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス＆エンジニアリング研究所、
２）名古屋市立大学 大学院薬学研究科 臨床薬学分野

O3-05

腸炎における制御性形質芽細胞 Preg

〇矢野 有紗（やの ありさ）1）、西田 淳史 2）、小松 誠和 1）、溝口 恵美子 1）、安藤 朗 2）、

溝口 充志 1）
１）久留米大学医学部

免疫学講座、２）滋賀医科大学

内科学講座

一般演題４
座長：西田

淳史（市立長浜病院 消化器内科）

「消化管１」
O4-01

IBD における PDE5 阻害薬処方
〇三田 浩一（みた こういち）

神戸三宮イースト駅前クリニック

O4-02

TL1A-DR3の腸管上皮における役割の解明

〇下平 陽介（しもだいら ようすけ）1）、Kathrin S. Michelsen2）、飯島 克則 1）、

2）
Stephan R. Targan
１）秋田大学大学院医学系研究科 消化器内科学神経内科学講座、
２）F. Widjaja Foundation Inflammatory Bowel & Immunology Research Institute,
Cedars-Sinai Medical Center

O4-03

インターロイキン 38は好中球遊走に関わるケモカイン産生を抑制することで実験的腸
炎に対して保護的に働く

〇大野 将司（おおの まさし）1）、河原 真大 2）、森田 康大 1）、今井 隆行 1）、西田 淳史 1）、

3）
1）
星野 友昭 、安藤 朗
１）滋賀医科大学医学部 消化器内科、２）滋賀医科大学医学部 血液内科、
３）久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門

O4-04

炎症抑制性腸管上皮内 T 細胞における細胞内代謝及び解糖系関連遺伝子の関与

〇筋野 智久（すじの ともひさ）1）、原田 洋輔 1）、野村 絵奈 1）、宮本 健太郎 1）、種本 俊 1）、

2）
1）
久保田 義顕 、金井 隆典
１）慶應義塾大学医学部

消化器内科、２）慶應義塾大学医学部
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解剖学教室

O4-05

喫煙は炎症性腸疾患患者において口腔内細菌の腸管定着を促進し免疫応答を誘導する
〇對田 尚（たいだ たかし）1）、宮内 栄治 1）、内山 幹 2）、小井戸 薫雄 2）、荒川 廣志 3）、

大草 敏史 2,4）、大野 博司 1,5,6）
１）理化学研究所 生命医科学研究センター 粘膜システム研究チーム、
２）東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化器・肝臓内科、
３）東京慈恵会医科大学附属柏病院 内視鏡部、
４）順天堂大学大学院 腸内フローラ研究講座、
５）横浜市立大学大学院生命医科学研究科 免疫生物学研究室、
６）神奈川県立産業技術総合研究所 腸内細菌叢プロジェクト

一般演題５
座長：土屋

輝一郎（東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科）

「消化管２」
O5-01

腸内細菌関連疾患に対する新しい治療法の開発

〇川口 雄之亮（かわぐち ゆうのすけ）1,2,3）、藤本 康介 2）、植松 智 3）
１）千葉大学大学院医学研究院 小児外科学、２）大阪市立大学大学院医学研究科 ゲノム免疫学、
３）東京大学医科学研究所 国際粘膜ワクチン開発研究センター 自然免疫制御分野

O5-02

潰瘍性大腸炎感受性遺伝子 OTUD3 による腸管恒常性維持機構
〇香山 尚子（かやま ひさこ）1）、Bo Li 2）、竹田 潔 2）

１）大阪大学高等共創研究院、２）大阪大学大学院医学系研究科

O5-03

抑うつモデルマウスを用いた脳腸相関を介する腸管炎症増悪機構の検討

〇良原 丈夫（よしはら たけお）、新﨑 信一郎、田代 拓、天野 孝広、谷 瑞季、大竹 由利子、

岩谷 修子、辻井 芳樹、井上 隆弘、林 義人、渡部 健二、飯島 英樹、竹原 徹郎
大阪大学医学部医学系研究科

O5-04

消化器内科学

炭酸脱水酵素 I (CA Ⅰ ) を標的抗原とした経口免疫療法の開発

〇丹下 和洋（たんげ かずひろ）1）、八木 専 2）、阿部 雅則 1）、竹下 英次 3）、池田 宜央 4）、

日浅 陽一 1）
１）愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学、
２）済生会松山病院 内科、３）愛媛大学医学系研究科
４）愛媛大学医学部附属病院 光学医療診療部

O5-05

免疫制御学

地域消化器免疫医療学講座、

IL-33/ST2 シグナルを介する接着性侵入性大腸菌（AIEC）のクローン病腸管に与える線
維化の影響

〇今井 仁（いまい じん）1）、
北本 祥 2）、
市川 仁志 1）、
松嶋 成志 1）、
鈴木 秀和 1）、
鈴木 孝良 1）、

鎌田 信彦 2）
１）東海大学医学部内科学系

消化器内科、２）ミシガン大学医学部
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消化器内科

一般演題６
座長：藤原

靖弘（大阪市立大学大学院医学研究科 消化器内科学）

「消化管３」
O6-01

コルヒチンによる IBD モデルマウスの治療効果の検討

〇向坂 秀人（さきさか ひでと）1）、竹田津 英稔 1）、向坂 彰太郎 2）、平井 郁仁 2）
１）福岡大学医学部

O6-02

成分栄養は腸内細菌叢を変化させ腸内代謝産物を誘導する

〇今井 隆行（いまい たかゆき）1）、井上 亮 2）、河田 祐樹 2）、森島 爽 2）、稲富 理 1）、

1）
3）
4）
1）
大野 将司 、西田 淳史 、河原 真大 、安藤 朗
１）滋賀医科大学
４）滋賀医科大学

O6-03

消化器内科、２）福岡大学医学部総合医学研究センター

消化器内科、２）京都府立大学、３）市立長浜病院
血液内科

大腸炎によって異所性発現する AID の役割

〇岡田 季之（おかだ としゆき）1）、溝口 充志 1）、溝口 恵美子 1）、齋藤 成昭 2）
１）久留米大学医学部

O6-04

免疫学講座、２）久留米大学

分子生命科学研究所 細胞工学部門

乳酸菌由来長鎖ポリリン酸は血小板活性化を介して腸管上皮の創傷治癒を促進する

〇磯崎 翔太郎（いそざき しょうたろう）1）、藤谷 幹浩 1）、小西 弘晃 2）、田中 宏樹 3）、

村上 雄紀 1）、杉山 雄哉 1）、安藤 勝祥 1）、上野 伸展 4）、後藤 拓磨 1）、嘉島 伸 1）、

5）
6）
1）
1）
1）
高氏 修平 、盛一 健太郎 、田邊 裕貴 、水上 裕輔 、奥村 利勝
１）旭川医科大学
２）旭川医科大学
４）旭川医科大学
５）旭川医科大学

O6-05

消化器内科、

内科学講座 消化器・血液腫瘍制御内科学分野、
消化器先端医学講座、３）旭川医科大学 病理学講座 腫瘍病理分野、
地域医療支援および専門医育成推進講座、
救急医学講座、６）旭川医科大学 遠隔医療・介護共同研究講座

演題取り下げ

一般演題７
座長：飯島

英樹（大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学）

「腫瘍・免疫一般２」
O7-01

口腔扁平上皮癌における Chitinase 3-like 1 の関与

〇寺谷 由唯（てらたに ゆい）1,2）、楠川 仁悟 2）、岡田 季之 1）、溝口 充志 1）、溝口 恵美子 1）
１）久留米大学医学部

O7-02

免疫学講座、２）久留米大学医学部

歯科口腔医療センター

アレルゲンの経皮感作によるアレルギー発症動物実験モデルの構築
〇前田 さくら（まえだ さくら）、小松 誠和、溝口 充志
久留米大学医学部

免疫学講座

─ 11 ─

O7-03

演題取り下げ

O7-04

マウス由来モノクローナル IgA 抗体の炎症性腸疾患における有用性

〇山本 裕二郎（やまもと ゆうじろう）1）、高橋 慧崇 1）、森田 直樹 1）、今枝 広丞 2）、安藤 朗 3）、

飯田 宗穂 4）、新藏 礼子 1）
１）東京大学定量生命科学研究所 免疫・感染制御研究分野、２）市立長浜病院 消化器内科、
３）滋賀医科大学医学部医学科 消化器内科、４）金沢大学附属病院 消化器内科

O7-05

NUDT15遺伝子多型に基づく造血幹細胞のチオプリン感受性に関する検討

〇今井 隆行（いまい たかゆき）1）、河原 真大 2）、辰巳 剛一 2）、大野 将司 1）、稲富 理 1）、

角田 洋一 3）、安藤 朗 1）
１）滋賀医科大学

消化器内科、２）滋賀医科大学

血液内科、３）東北大学

消化器内科

一般演題８
座長：長沼

誠（関西医科大学 内科学第三講座）

「消化管４」
O8-01

当科におけるクローン病に対するウステキヌマブの使用経験

〇漆久保 順（うるしくぼ じゅん）、梁井 俊一、中村 昌太郎、川崎 啓祐、赤坂 理三郎、

富田 一光、鳥谷 洋右、大泉 智史、久米井 智、菅井 恭平、松本 主之
岩手医科大学

内科学講座消化器内科消化管分野

O8-02

演題取り下げ

O8-03

青黛投与による ILC の動態に関する検討

〇種本 理那（たねもと りな）、堀内 和樹、東山 正明、穂苅 量太
防衛医科大学校

O8-04

内科２

当科における腸管型ベーチェット病および単純性潰瘍の治療経験

〇髙尾 政輝（たかお まさき）1）、伊藤 早耶 1）、田端 佳世子 2）、藤井 隆夫 2）、前島 悦子 2）、

内原 麻友 1）、瀧 真也 1）、伊藤 大策 1）、前北 隆雄 1）、井口 幹崇 1）、北野 雅之 1）
１）和歌山県立医科大学

O8-05

内科学第２講座、２）和歌山県立医科大学

リウマチ・膠原病科

当院における MEFV 遺伝子関連腸炎7 例の病理組織学的特徴

〇明本 由衣（あけもと ゆい）1）、櫻庭 裕丈 2）、蓮井 桂介 2）、平賀 寛人 2）、菊池 英純 2）、

川口 章吾 2）、前田 高人 2）、浅利 亨 2）、吉田 淑子 2）、黒瀬 顕 1）、福田 眞作 2）
１）弘前大学医学部附属病院

病理部、２）弘前大学大学院医学研究科
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消化器血液内科学講座

一般演題９
座長：髙木

智久（京都府立医科大学 消化器内科）

「消化管５」
O9-01

CD8 αα + Intraepithelial lymphocytes はin vitro において高い運動能を有し、
in vivo においては腸管上皮細胞間領域に分布する

〇根本 泰宏（ねもと やすひろ）1）、武井 ゆりあ 1）、森川 亮 1）、田中 将平 1）、大島 茂 3）、

2）
4）
3）
5）
永石 宇司 、岡本 隆一 、土屋 輝一郎 、渡辺 守
１）東京医科歯科大学
３）東京医科歯科大学
５）東京医科歯科大学

O9-02

炎症性腸疾患患者における5ASA 製剤に対する薬剤誘発性リンパ球刺激試験の意義と実態
〇杉本 健（すぎもと けん）1）、宮津 隆裕 1）、石田 夏樹 1）、田村 智 1）、谷 伸也 1）、

1）
1）
2）
3）
4）
山出 美穂子 、濱屋 寧 、岩泉 守哉 、大澤 恵 、古田 隆久
１）浜松医科大学
４）浜松医科大学

O9-03

消化器病態学、２）東京医科歯科大学 消化管先端治療学、
消化器内科、４）東京医科歯科大学 再生医療研究センター、
高等研究院

第一内科、２）浜松医科大学
臨床研究センター

検査部、３）浜松医科大学

光学医療診療部、

トファシチニブによる潰瘍性大腸炎寛解導入療法時のバイオマーカー可溶性 IL-2レセプ
ターの検討
〇加藤 真吾（かとう しんご）1）、石橋 朗 1）、山鹿 渚 1）、可児 和仁 1）、名越 澄子 1）、

2）
屋嘉比 康治
１）埼玉医科大学総合医療センター

O9-04

ATG16L1は RICK/RIP2シグナル伝達経路を抑制する

〇本庶 元（ほんじょ はじめ）、渡邉 智裕、鎌田 研、三長 孝輔、工藤 正俊
近畿大学医学部

O9-05

消化器内科

潰瘍性大腸炎における同一個体内での粘液形質発現の検討

〇岡田 智之（おかだ ともゆき）、池淵 雄一郎、八島 一夫、磯本 一
鳥取大学医学部

O9-06

消化器・肝臓内科、２）埼玉医科大学かわごえクリニック

機能病態内科学

当院における大量出血型クローン病に対する治療戦略

〇小島 健太郎（こじま けんたろう）1）、賀来 宏司 1）、木下 直彦 1）、小柴 良司 1）、藤本 晃士 1）、

2）
1）
1）
1）
1）
1）
佐藤 寿行 、河合 幹夫 、横山 陽子 、上小鶴 孝二 、宮嵜 孝子 、樋田 信幸 、

渡邊 憲治 2）、中村 志郎 1）
１）兵庫医科大学

炎症性腸疾患内科、２）兵庫医科大学

─ 13 ─

腸管病態解析学

