
 

ワークショップ（第１日） 

 
 
 

9:00～～～～10:30 ワークショップワークショップワークショップワークショップ1    日本人の逆流性食道炎日本人の逆流性食道炎日本人の逆流性食道炎日本人の逆流性食道炎 

司会 本郷 道夫（東北大学病院総合診療部） 
 三輪 洋人（兵庫医科大学総合内科学上部消化管科） 

WS01-基調講演基調講演基調講演基調講演 新しい質問票を用いた日本人逆流性食道炎患者の「生活の質」の障害の実態についての全国大新しい質問票を用いた日本人逆流性食道炎患者の「生活の質」の障害の実態についての全国大新しい質問票を用いた日本人逆流性食道炎患者の「生活の質」の障害の実態についての全国大新しい質問票を用いた日本人逆流性食道炎患者の「生活の質」の障害の実態についての全国大
規模調査（規模調査（規模調査（規模調査（REQUEST study）））） 
大阪府済生会中津病院消化器内科 蘆田  潔 

WS01-1 患者と医師の間における「胸やけ」症状の認識の差異患者と医師の間における「胸やけ」症状の認識の差異患者と医師の間における「胸やけ」症状の認識の差異患者と医師の間における「胸やけ」症状の認識の差異 
川崎医科大学内視鏡・超音波センター 眞部 紀明 

WS01-2 日本人における日本人における日本人における日本人における GERDと生活習慣因子と生活習慣因子と生活習慣因子と生活習慣因子 
大阪市立大学消化器器官制御内科学 藤原 靖弘 

WS01-3 日本人における胃食道逆流症と肥満および性差との関連日本人における胃食道逆流症と肥満および性差との関連日本人における胃食道逆流症と肥満および性差との関連日本人における胃食道逆流症と肥満および性差との関連 
佐賀大学付属病院内科 山口加奈子 

WS01-4 日本人の糖尿病における胃食道逆流の特異な病態日本人の糖尿病における胃食道逆流の特異な病態日本人の糖尿病における胃食道逆流の特異な病態日本人の糖尿病における胃食道逆流の特異な病態    ―――― 肥満肥満肥満肥満との関連についての検討との関連についての検討との関連についての検討との関連についての検討 ―――― 
香川大学消化器神経内科 杵川 文彦 

WS01-5 日本人の高齢女性の食道裂孔ヘルニアの大きさは脊柱後弯の重症度と関連する日本人の高齢女性の食道裂孔ヘルニアの大きさは脊柱後弯の重症度と関連する日本人の高齢女性の食道裂孔ヘルニアの大きさは脊柱後弯の重症度と関連する日本人の高齢女性の食道裂孔ヘルニアの大きさは脊柱後弯の重症度と関連する 
群馬大学医学部附属病院光学医療診療部 草野 元康 

WS01-6 内視鏡下生検組織を用いた日本人内視鏡下生検組織を用いた日本人内視鏡下生検組織を用いた日本人内視鏡下生検組織を用いた日本人 NERD（（（（Grade N, M）の解析）の解析）の解析）の解析 
京都府立医科大学生体機能制御学 鈴木 隆裕 

WS01-7 本邦の難治性本邦の難治性本邦の難治性本邦の難治性 NERDにおける食道拡張伸展刺激の関与における食道拡張伸展刺激の関与における食道拡張伸展刺激の関与における食道拡張伸展刺激の関与 
大阪府済生会中津病院消化器内科 福知  工 

WS01-8 逆流性食道炎患者における過剰な食道内胃酸曝露のメカニズム逆流性食道炎患者における過剰な食道内胃酸曝露のメカニズム逆流性食道炎患者における過剰な食道内胃酸曝露のメカニズム逆流性食道炎患者における過剰な食道内胃酸曝露のメカニズム 
日本医科大学消化器内科 岩切 勝彦 

 
 
 
 

10:30～～～～12:00 ワークショップワークショップワークショップワークショップ2    消化管の再生・増殖・細胞死への神経系の関与消化管の再生・増殖・細胞死への神経系の関与消化管の再生・増殖・細胞死への神経系の関与消化管の再生・増殖・細胞死への神経系の関与 

司会 藤本 一眞（佐賀大学医学部消化器内科学） 
 木場 崇剛（金沢医科大学腫瘍治療学部門） 

WS02-1 局所局所局所局所 CRF2を介した胃粘膜血流増加と粘膜保護作用を介した胃粘膜血流増加と粘膜保護作用を介した胃粘膜血流増加と粘膜保護作用を介した胃粘膜血流増加と粘膜保護作用 
九州大学大学院医学系研究科病態機能内科学(第二内科)  金本 孝樹 

WS02-2 炎症性腸疾患における血小板アドレナリン感受性の亢進炎症性腸疾患における血小板アドレナリン感受性の亢進炎症性腸疾患における血小板アドレナリン感受性の亢進炎症性腸疾患における血小板アドレナリン感受性の亢進 
滋賀医科大学消化器内科 小川 敦弘 

WS02-3 中枢性中枢性中枢性中枢性 Thyrotropine-Releasing Hormone (TRH) の肝増殖に及ぼす影響の肝増殖に及ぼす影響の肝増殖に及ぼす影響の肝増殖に及ぼす影響 
獨協医科大学消化器内科 米田 政志 

WS02-4 小腸粘膜の形態維持と中枢神経系との関連小腸粘膜の形態維持と中枢神経系との関連小腸粘膜の形態維持と中枢神経系との関連小腸粘膜の形態維持と中枢神経系との関連 
佐賀大学医学部内科 柿本 隆志 

WS02-5 視床下部腹内側核破壊による迷走神経過興奮による小腸粘膜の増殖メカニズムの解明視床下部腹内側核破壊による迷走神経過興奮による小腸粘膜の増殖メカニズムの解明視床下部腹内側核破壊による迷走神経過興奮による小腸粘膜の増殖メカニズムの解明視床下部腹内側核破壊による迷走神経過興奮による小腸粘膜の増殖メカニズムの解明 
芳珠記念病院外来化学療法センター 木場 崇剛 

WS02-6 Diabetic encephalopathy (糖尿病性認知障害・痴呆糖尿病性認知障害・痴呆糖尿病性認知障害・痴呆糖尿病性認知障害・痴呆) に対するに対するに対するに対する GLP-1の抑制効果の抑制効果の抑制効果の抑制効果 
名古屋市立大学医学部臨床機能内科学 大河内昌弘 

 

第第第第    1    会会会会    場場場場 

第第第第    3    会会会会    場場場場 



 

ワークショップ（第１日） 
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

 
 
 

13:30～～～～15:10 ワークショップワークショップワークショップワークショップ3    消化管粘膜炎症とその制御因子消化管粘膜炎症とその制御因子消化管粘膜炎症とその制御因子消化管粘膜炎症とその制御因子 

司会 吉川 敏一（京都府立医科大学大学院医学研究科生体機能制御学） 
 城  卓志（名古屋市立大学大学院医学研究科臨床機能内科学） 

WS03-1 門脈血行動態から見た血液透析患者におけ門脈血行動態から見た血液透析患者におけ門脈血行動態から見た血液透析患者におけ門脈血行動態から見た血液透析患者における慢性胃炎、消化器症状の病態の検討る慢性胃炎、消化器症状の病態の検討る慢性胃炎、消化器症状の病態の検討る慢性胃炎、消化器症状の病態の検討 
愛知医科大学消化器外科 宮地 正彦 

WS03-2 胃癌の予後に対するヘリコバクターピロリ感染と胃癌の予後に対するヘリコバクターピロリ感染と胃癌の予後に対するヘリコバクターピロリ感染と胃癌の予後に対するヘリコバクターピロリ感染と COX２発現量の影響２発現量の影響２発現量の影響２発現量の影響 
獨協医科大学第一外科 宮地 和人 

WS03-3 キマーゼ、アンギオテンシンキマーゼ、アンギオテンシンキマーゼ、アンギオテンシンキマーゼ、アンギオテンシン I変換酵素遺伝子多型の慢性胃炎と胃癌発症への影響変換酵素遺伝子多型の慢性胃炎と胃癌発症への影響変換酵素遺伝子多型の慢性胃炎と胃癌発症への影響変換酵素遺伝子多型の慢性胃炎と胃癌発症への影響 
浜松医科大学第一内科 杉本 光繁 

WS03-4 プロテインチップを用いた胃粘膜炎症の病態解析プロテインチップを用いた胃粘膜炎症の病態解析プロテインチップを用いた胃粘膜炎症の病態解析プロテインチップを用いた胃粘膜炎症の病態解析 
名古屋市立大学大学院医学研究科臨床機能内科学 佐々木誠人 

WS03-5 LPSおよびおよびおよびおよび TNFaによるによるによるによる IL-8の分泌促進作用に対するヘパリンによる効果の検討（の分泌促進作用に対するヘパリンによる効果の検討（の分泌促進作用に対するヘパリンによる効果の検討（の分泌促進作用に対するヘパリンによる効果の検討（U937、、、、SW480をををを
用いて）用いて）用いて）用いて）    
獨協医科大学消化器内科 山形 道子 

WS03-6 ヒスタミンの腸管粘膜炎症への関わりヒスタミンの腸管粘膜炎症への関わりヒスタミンの腸管粘膜炎症への関わりヒスタミンの腸管粘膜炎症への関わり 
浜松医科大学第 1内科 高垣 航輔 

WS03-7 不飽和脂肪酸由来生理的活性物質を用いたクローン病の新規治療法の開発不飽和脂肪酸由来生理的活性物質を用いたクローン病の新規治療法の開発不飽和脂肪酸由来生理的活性物質を用いたクローン病の新規治療法の開発不飽和脂肪酸由来生理的活性物質を用いたクローン病の新規治療法の開発 
神戸大学医学部消化器内科(難治性疾患病態解析分野)  石田  司 

WS03-8 ラットラットラットラット DSS誘発大腸炎における骨髄間葉系幹細胞の抗炎症効果と発症抑制誘発大腸炎における骨髄間葉系幹細胞の抗炎症効果と発症抑制誘発大腸炎における骨髄間葉系幹細胞の抗炎症効果と発症抑制誘発大腸炎における骨髄間葉系幹細胞の抗炎症効果と発症抑制 
大阪市立大学大学院医学研究科消化器器官制御内科学 田中 史生 

WS03-9 大腸粘膜上皮における大腸粘膜上皮における大腸粘膜上皮における大腸粘膜上皮におけるWip1によるタイト結合蛋白発現制御によるタイト結合蛋白発現制御によるタイト結合蛋白発現制御によるタイト結合蛋白発現制御 
兵庫医科大学内科学上部消化管科 大島 忠之 

WS03-10 Heme oxygenase-Carbon monoxide系に基づく消化管粘膜炎症制御系に基づく消化管粘膜炎症制御系に基づく消化管粘膜炎症制御系に基づく消化管粘膜炎症制御 
京都府立医科大学生体安全医学講座 高木 智久 

第第第第    3    会会会会    場場場場 



 

ワークショップ（第１日） 

9:00～～～～10:30 ワークショップ６ワークショップ６ワークショップ６ワークショップ６    小児と若年者の小児と若年者の小児と若年者の小児と若年者のH. pylori 感染症感染症感染症感染症 

司会 中山 佳子（昭和伊南総合病院小児科） 
 加藤 晴一（東北大学病院小児科） 

WS06-基調講演基調講演基調講演基調講演 「小児期「小児期「小児期「小児期 Helicobacter pylori感染症の治療指針」感染症の治療指針」感染症の治療指針」感染症の治療指針」2005年改訂版－エビデンスと問題点－年改訂版－エビデンスと問題点－年改訂版－エビデンスと問題点－年改訂版－エビデンスと問題点－ 
東北大学病院小児科 加藤 晴一 

WS06-1 小児における薬剤耐性菌の伝達経路小児における薬剤耐性菌の伝達経路小児における薬剤耐性菌の伝達経路小児における薬剤耐性菌の伝達経路    親子感染の可能性について親子感染の可能性について親子感染の可能性について親子感染の可能性について 
神戸大学消化器内科 白坂 大輔 

WS06-2 小児の小児の小児の小児の H.pylori感染症に対する治療薬剤と期間の検討感染症に対する治療薬剤と期間の検討感染症に対する治療薬剤と期間の検討感染症に対する治療薬剤と期間の検討 
順天堂大学医学部小児科 藤井  徹 

WS06-3 思春期の鉄欠乏性貧血と思春期の鉄欠乏性貧血と思春期の鉄欠乏性貧血と思春期の鉄欠乏性貧血と H. pylori感染症感染症感染症感染症 
信州大学医学部小児科 日高 奈緒 

WS06-4 小児期青年期における鳥肌胃炎と萎縮性胃炎への小児期青年期における鳥肌胃炎と萎縮性胃炎への小児期青年期における鳥肌胃炎と萎縮性胃炎への小児期青年期における鳥肌胃炎と萎縮性胃炎への Helicobacter pyloriの関わりの関わりの関わりの関わり 
大阪警察病院小児科 澤田  敦 

WS06-5 若年者の胃炎と胃癌～鳥肌胃炎との関わり～若年者の胃炎と胃癌～鳥肌胃炎との関わり～若年者の胃炎と胃癌～鳥肌胃炎との関わり～若年者の胃炎と胃癌～鳥肌胃炎との関わり～ 
川崎医科大学健康管理学 鎌田 智有 

WS06-6 胃癌予防のために小児の胃癌予防のために小児の胃癌予防のために小児の胃癌予防のために小児の H. pylori感染をどう扱うべきか感染をどう扱うべきか感染をどう扱うべきか感染をどう扱うべきか 
愛知医科大学医学部公衆衛生学講座 菊地 正悟 

 

15:10～～～～17:30 スポンサードワークショップスポンサードワークショップスポンサードワークショップスポンサードワークショップ    薬剤起因性消化管障害：発生機序の解明と予防法薬剤起因性消化管障害：発生機序の解明と予防法薬剤起因性消化管障害：発生機序の解明と予防法薬剤起因性消化管障害：発生機序の解明と予防法 

司会 竹内 孝治（京都薬科大学薬物治療学教室） 
 佐藤  宏（鳥取大学農学部獣医学科薬理学教室） 

SW07-1 非ステロイド系抗炎症薬による胃潰瘍発症機非ステロイド系抗炎症薬による胃潰瘍発症機非ステロイド系抗炎症薬による胃潰瘍発症機非ステロイド系抗炎症薬による胃潰瘍発症機構とストレス蛋白質による保護構とストレス蛋白質による保護構とストレス蛋白質による保護構とストレス蛋白質による保護 
熊本大学大学院医学薬学研究部・創薬研究センター 水島  徹 

SW07-2 NSAID 潰瘍の予防対策潰瘍の予防対策潰瘍の予防対策潰瘍の予防対策    ―ヒトボランティアを用いた―ヒトボランティアを用いた―ヒトボランティアを用いた―ヒトボランティアを用いた Geranylgeranylacetyone (GGA) によるによるによるによる
NSAID起因性胃粘膜傷害予防効果の検討―起因性胃粘膜傷害予防効果の検討―起因性胃粘膜傷害予防効果の検討―起因性胃粘膜傷害予防効果の検討― 
筑波大学臨床医学系消化器内科 谷中 昭典 

SW07-3 非ステロイド性抗炎症薬による小腸潰瘍の発症における腸内容物と非ステロイド性抗炎症薬による小腸潰瘍の発症における腸内容物と非ステロイド性抗炎症薬による小腸潰瘍の発症における腸内容物と非ステロイド性抗炎症薬による小腸潰瘍の発症における腸内容物と消化管運動の役割について－ネコ消化管運動の役割について－ネコ消化管運動の役割について－ネコ消化管運動の役割について－ネコ
における検討における検討における検討における検討    
鳥取大学農学部獣医学科薬理学教室 佐藤  宏 
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