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Tara S. Kent, MD

医療費負担適正化法（Affordable Care Act）
で医療改革方針が示されて以来、約75%の病
院施設で救急対応の消化器外科医が不足す
ると推定されており、このような状況は米国農村

部でより大きな問題となる可能性がある。農村部で
は約40%の病院で医療サービスを削減すると予想
されているからである。さらに、このような変化は多く
の消化器外科医に影響を与えるものと思われる。
　「医療行政改革の影響は患者や一般開業医レ
ベルで議論されることは多いが、われわれ消化器
外科専門医が外科診療や患者への影響を推測す
ることはほとんど困難である」と、Will There be a 
Surgeon When You Need One?という21日（月）
のセッションでRoss F. Goldberg, MDとともにパ
ネルディスカッションの司会を務めるTara S. Kent, 
MDは語った。同氏は Beth Israel Deaconess 
Medical Center, Bostonの一般外科に所属して
おり、Dr. Goldbergは Mayo Clinic, Jacksonville, 
FLの低侵襲手術部所属の大学院生である。
　SSAT’s Public Policy and Advocacy 
Committee主催の本セッションは、医療行政改革

への先駆けとして消化器外科医が直面すると思わ
れる多くの問題に答えようとするものである。
　David B. Hoyt, MD, executive director of 
the American College of Surgeons （ACS）が
開始するセッションでは、 “National Context of 
Health-Care Policy”について議論する。同氏は、
病院レベルでの政策や病院資源の活用なども含め
て、今後の米国
における医療行
政変化と消化器
外科がお互いに
どのように影響
しあうのかという
情報を提供する
予定である。同
氏は、さらに、医
療費負担適正化
法により被保険
医療人口の増加
が外科診療を受ける患者数に与える影響も論じる
予定である。

　Dr. Hoytに続き、Carlos A. Pelligrini, MD, 
professor of surgery and chair of the 
department of surgery at the University of 
Washington, Seattle は、“How Will Health-
Care Reform Change My Surgical Practice?”
という問題を取りあげる。同氏は、医療行政の変
化がどのように日常診療に影響するのか具体的な
情報を提供しながら、変わりゆく医療環境で消化
器外科医が直面するいくつかの問題を解明する予
定である。おそらく画像診断、臨床検査、さらに
は外科的処置に対する保険承認の意義が論じら
れるだろう。SSAT Public Policy and Advocacy 
Committeeのメンバーとして、Kaye M. Reid 
Lombardo, MDは、外科医にとってのマンパワー
関連問題に関する調査を開始している。本調査は、
医学生、レジデントおよび外科医が職歴について
将来どのようなプランを描いているのか、どのよう
な選択をしていくのか、どうやってモチベーション
を保っていくのかという内容に関する知見を提供
するだろう。同氏は、“Workforce Shortages for 
GI Surgeons”という発表で同調査からの予備

データを紹介する予定である。
　その後、David W. Rattner, MD, SSAT board 
chair and chief of the division of gastro-
intestinal and general surgery and a surgeon 
in the Digestive Healthcare Center at 
Massachusetts General Hospital, Boston は、
“Destiny Is Not a Matter of Chance: Why 
Advocacy Is Crucial”という発表を行う。
　医療行政改革を推進する時代を迎えるにあたっ
て、消化器外科医は将来の診療および患者ケアを
決めるうえで積極的な役割を果たすことが求められ
てきた。しかし、Political Action Committeeに参
画するACSメンバーは4％に過ぎない。同氏は、医
療保険および医療費償還を含んだ外科診療に関連
する行政についてのディスカッションに消化器外科医
の声が反映される必要性について論じる予定である。
　本セッションそのほかのDDW®のイベントにつ
いては21日（月）号Schedule-at-a-Glanceをご覧
いただきたい。

※Schedule-at-a-Glanceは英語版をご参照ください。

ノーベル賞受賞者が、
がんに対する蛍光イメージングの研究について講演
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19日（土）午前のMorton I. Grossman Lecture
において、ノーベル賞受賞者であるRoger Y. 
Tsien, PhDは、ノーベル賞受賞対象となった緑
色蛍光タンパク（GFPs）と、がんに対する蛍光

イメージングの応用に関する研究について講演した。
　同氏と、他の2名の共同研究者は、緑色蛍光タ
ンパクを用いて、細胞のシグナル伝達の可視化と計
測技術の開発についての研究を行い、2008年の
ノーベル化学賞を受賞した。同氏らは、GFPsを生
化学的研究に応用し、複数の色により蛍光染色す
ることで細胞の活動を観察することができる技術
を開発した。
　同氏（professor of pharmacology and chemistry/ 
biochemistry and a Howard Hughes Medical 
Institute investigator at the University of 
California, San Diego）は、「蛍光タンパクの応用
は生物医学的研究において革命的なものである」
と述べた。「最も重要な生化学研究ステップとして、
今われわれは生きている細胞あるいは生体内の細
胞をイメージ化することが可能となった。ただし、
人間は例外である。GFPsをわれわれの体全体を
スキャンするために用いることは困難である。われ
われの体は光を拡散させてしまうし、また皮膚に色
素を有している。また、蛍光タンパクは遺伝子工学
により作製されるということも問題となる。
　現在、遺伝子療法は開発途中の段階にある。
「遺伝子療法が開発されたとしても、われわれは

GFPsをヒトに応用するうえで患者へのベネフィット
があるのか、また倫理的な問題も出てくるであろう」
とRoger Y. Tsien, PhDは述べた。
　現在、同氏はマウスを用いた動物実験において
がん細胞を可視化するための合成化合物について
の検討を行っている。「大部分の患者は、原発巣よ
りもがんの遠隔転移により死亡している。がん細
胞は細胞外タンパクの過剰発現や活性化を起こし、
遠隔転移を引き起こすことが問題である」と同氏は
述べた。
　バクテリアのフィトクロームから遺伝子工学により
蛍光タンパクを作製し、新たな蛍光染色技術を同
氏らは開発した。がん細胞のターゲットとなるプロ
テアーゼの活性化をin vivoで確認するために活
性化可能な細胞透過性ペプチド（ACPP）を用いる
方法を考えた。
　ACPPsは、メタロプロテアーゼ（MMP）-2 と
MMP-9特異的であることがin vivoで認められて
いる。磁気共鳴映像法（MRI）を用いた画像研究
では、残存するがん細胞や転移巣からACPPsによ
り標的認識されたMMPを検出可能であった。
　このような技術を応用することにより、遠隔転移
を起こす前の段階でがんの早期発見が可能となる。
また、進行性のがんでも、遠隔転移巣の診断に応
用することも可能となる。
　蛍光イメージングにおける重要な研究の１つに、
手術時における蛍光イメージングの応用に関する研

究がある。MRIを用いた研究結果から
は、手術に応用することのベネフィットが
示唆されている。蛍光イメージングを用
いることにより、手術の際に腫瘍組織と
正常組織との境界を明確化することが
でき、いくつかのケースでは長期的な予
後が良好となることが示されている。
　「蛍光イメージングを用いて人間の体
全体をスキャンすることができないのは
非常に残念であるが、手術時への応用
に期待したい」と同氏は述べた。蛍光タ
ンパクを用いることの問題は、介在組織
へは浸透しないことである。手術時には、
外科医により介在組織が取り除かれる
ため、蛍光タンパクを標的組織に用いる
ことができる。
　同氏は、蛍光染色を用いてリンパ節
の腫瘍を切除した手術の映像を披露し
た。そのビデオでは、腫瘍部位が明確
に示されており、マージンを十分にとっ
たうえで腫瘍の切除が可能であった。
固形がん患者のほぼ全員が手術を受け
るため、外科療法の技術を向上させる
ことは重要である。腫瘍の完全切除が
可能であれば、早期の完治が見込まれ、
さらには合併症のリスクも低下するであ
ろうと述べた。

19日（土）の Morton I. Grossman Lectureで講演するRoger Y. Tsien, 
PhD
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21日（月）に行われるPresidential Plenary 
sessionでは、ASGE PresidentであるGregory 
G. Ginsberg, MD, FASGEが同学会のミッ
ションの2つの重要な側面、すなわち消化器

内視鏡の革新性と質の重要性を指摘する。
　「ASGEは改訂されたミッションステートメントの
なかで、われわれの存在意義として革新性を強
調した」と、Dr. Ginsberg, professor of medicine 
and director of endoscopy at the Hospital of 
the University of Pennsylvania, Philadelphia
は語り、「今年のPresidential Plenary sessionは
内視鏡の革新的な臨床応用と、挑戦すべき課題
を明確にする」と続けた。
　同氏の開会の辞に続く本セッションでは、食道

アカラシアの治療
における経口的
内視鏡的筋切離
術（POEM）の使
用をテーマとした
ビデオ上映、abstr- 
act presentations 
2演題、state-of-
the-art lecture 1
演題が行われる。
　同氏は「POEM 

はアカラシア治療における革新的なアプローチで
ある。内視鏡的粘膜下切除術とNOTES®（経
管腔的内視鏡手術）のために開発された技術を
応用したものだ」と説明した。
　Horst Neuhaus, MD, current president of 
the European Society for Gastrointestinal 
Endoscopyによって行われるstate-of-the-art 
lectureでは、アカラシア治療におけるPOEMの
役割が論じられる。その発表に続き、ASGE
で 最も栄 誉あるRudolf V. Schindler Award
が Dennis “Dean” Jensen, MD, professor of 
medicine at the UCLA Medical Center, Los 
Angeles, CAに授与される。
　消化器内視鏡の質は、ERCP（内視鏡的逆行
性胆管膵管造影）後の膵炎予防について論じる
abstract presentations 2演題、state-of-the-art 
lecture １演題でも論じられる。Abstract presen- 
tationsのうち1演題では、ERCP後の膵炎予防
における直腸内インドメタシン投与を検討するラ
ンダム化対照試験の結果が、もう１演題では、急
性再発性膵炎患者において膵胆管括約筋切開
術を検討する大規模多施設試験の結果が報告
される。またStuart Sherman, MD, FASGE, 
professor of medicine and of radiology at 
Indiana University School of Medicine, 

Indianapolis は“Preventing Pancreatitis in 
2012 , Are We There Yet?”と題する講演を行
う予定である。
　続いてDr. Ginsbergはpresidential lecture
の中で、ASGEの過去１年以上にわたる業績と
将来へのビジョンを紹介し、消化器内視鏡の革
新性と質を高める努力を惜しまないことを強調
した。同氏はまた、ASGEの戦略計画が改定
されたこと、ASGE Institute for Training & 
Technology（IT&T）設立基金を集めるための
キャンペーンが完了したことを報告する。
　革新性と質というテーマはplenary session
の他の演題に反映され、特にがんの内視鏡スク
リーニングの意義を高めることを目的とした画像
技術に関する演題では顕著である。
　「内視鏡による検出率、同定率を高め、治療
成績を改善する機会は、画像ガイド下における
管理という概念によって支えられている」とDr. 
Ginsbergは語り、「もしも画像を活用する新しい
テクニックや技術を身に付けたなら、画像ガイド
下で行う治療の質を高めることができる」と続け
た。
　Louis-Michel Wong Kee Song, MD, a 
gastroenterologist at the Mayo Clinic, 
Rochester, MN は、“ Imaging in the New 
Millennium”と題するもう１つのstate-of-the-art 
lectureを行う。同氏の講演は、内視鏡的超音波
（EUS）ガイド下で行う経壁胆管内視鏡治療に
関するビデオ上映、EUSガイド下総胆管十二指

腸吻合術の臨床試験についてのabstract presen- 
tations、そして“Opportunities for Therapeutic 
EUS”と題するstate-of-the-art endowed lecture
に続いて行われる予定である。
　Presidential Plenaryでは、新しいASGE pre- 
sidentであるThomas M. Deas Jr., MD, FASGE
の就任講演も行われる。同氏はGastroenterology 
Associates of North Texas in Fort Worthの
gastroenterologist, Fort Worth Endoscopy 
Center and the SW Fort Worth Endoscopy 
Center, TXのmedical directorを務める。
　今年のPresidential Plenary sessionの後半
では、ポリープ切除率とアデノーマ切除率に関す
るabstract presentations、食事および大腸前
処理の効果に関するabstract presentationが
行われ、結腸内視鏡の質が論じられる。そして
締めくくりとして“Quality in Colonoscopy, What 
Does It Mean?”と題するstate-of-the-art endo- 
wed lecture が、Kenneth R. McQuaid, MD, 
FASGE, professor of clinical medicine at the 
University of California, San Francisco, and 
chief of gastroenterology at the San 
Francisco Veterans Affairs Medical Center
によって行われる。
　21日（月）のSchedule-at-a-Glanceを参照し、
本セッションおよび他のDDW®イベントの開催
時刻と場所を確認してほしい。

ASGE Presidential Plenary sessionでは
内視鏡の革新性と質が論じられる
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19日（土）午前のNew Therapies for HCV: 
Practitioners Delivering Specialty Care
に関するDDW Combined Clinical Session
では、治療アクセスの拡大のためデザイン

されたC型肝炎治療の新しいモデル、Project 
ECHO（Extension for Community Healthcare 
Outcomes）に関する講演のほか、新規および今
後のC型肝炎治療に関する議論などが行われた。
　最新のHCV治療法には、HCV感染治療向け
に昨年FDAに承認されたプロテアーゼ阻害剤
boceprevirおよびテラプレビルなどがある。これ
らの薬物は体内でのHCV複製を阻害して作用す
る。どちらも、C型肝炎の現在の標準治療、すな
わちリバビリンとペグインターフェロンα-2aまたはリ
バビリンとペグインターフェロンα-2bの併用にさら

に加えられる薬物である。
　Norah A. Terrault, MD, MPH, professor 
of medicine/gastroenterology and director of 
the Viral Hepatitis Center at the University 
of California, San Franciscoによれば、これら
の新規プロテアーゼ阻害剤はウイルス学的著効

（SVR）率を改善するが、いくつかの問題が残って
いる。
　「プロテアーゼ阻害剤3剤療法の承認とその後
の実施からこれまでにわかったことは、これは大
きな進歩である、ということだ」と同氏は述べてい
る。「これまで何十年もペグインターフェロンとリバ
ビリンだけでこの疾患に対処してきたことを考える
と、プロテアーゼ阻害剤の承認は実に大きな進歩
であった。特に新規治療の患者と治療後再発患
者のSVR率が大きく改善されている」。
　しかし、それでも反応率が最適ではない患者
群があると同氏は付け加えた。以前にpartial 
responderまたはnull responderであった患者の
ウイルス学的反応率は、3剤療法でも50%未満で
あると予測されると同氏は述べている。
　もうひとつの問題は、すべての肝硬変患者、お
よびextended rapid virological response（治療
開始後4週・12週のいずれにおいても血中HCV 
RNAが検出感度以下）を得られなかった患者の
治療期間が、依然として48週であることである。
3剤療法では、薬物間相互作用などの副作用も増
加している。
　結果として、こうした問題のいくつかに対処する
ために、ペグインターフェロン+リバビリンに1もしく
は2種の抗ウイルス薬を併用したり、ペグインター
フェロンなしの新規治療が現在開発中であると、
同氏は述べた。
　BoceprevirとテラプレビルはHCV NS3を標的

としている。現在治験中の第2世代NS3プロテアー
ゼ阻害剤はdanoprevir、BI-20133などであるが、
BI-20133の第3相試験で、この薬物のSVR率が
boceprevirやテラプレビルよりも良く、認容性も良
好であったことが示されている。
　その他の研究中の薬物には、daclatasvirの 
ようなHCV NS5A阻害剤や、GS-7977などの
NS5Bヌクレオシドおよび非ヌクレオシド阻害剤な
どがある。初期の治験ではHCV患者にとって非
常に有益で有望な結果が得られていると、同氏は
述べた。
　Sanjeev Arora, MD, professor of internal 
medicine（gastroenterology and hepatology） 
and director of  Project ECHO at the 
University of New Mexico School of Medicine, 
Albuquerqueは、ECHOを、ニューメキシコ州のC
型肝炎患者、とくに農村部や受刑施設の患者の質
のよい医療へのアクセスを改善するようデザインさ
れた遠隔医療および遠隔学習プログラムであると
述べた。
　ニューメキシコ州には約28 ,000名のHCV患者
がおり、2 ,300名は受刑施設にいる。ECHOプロ
ジェクトは、農村部の診療施設、Indian Health 
Service、受刑施設の医療提供者をUniversity 
of New Mexicoの専門医と結びつけている。連
携先の医療提供者は、週1回専門医を訪ね、
HCV患者について議論する。
　ECHOモデルでは、C型肝炎やその他の複雑
な疾患の治療のためのプライマリケア提供者の研
修用にテレビ会議を利用している。ニューメキシ
コ州の農村部の地域医療センターの医療提供者
の半数以上が、医師のアシスタントとナースプラク
ティショナーであると同氏は述べた。
　2011年にThe New England Journal of Medicine 

に掲載された前向きコホート研究では、University 
of New MexicoのHCVクリニックでのHCV感
染症治療を、ニューメキシコ州の農村部および
受刑施設の21か所のECHO施設でのプライマ
リケア提供者による治療と比較している。同氏
らは、ECHOモデルが、医療サービスが不十分
な地域でのHCVの効果的な治療方法であるこ
とを確認した。
　UNMのHCVクリニックで治療を受けた患者
の57.5%とECHO施設で治療を受けた患者の
58 .2%で、治療によりSVRが得られた。
　「医療制度に対するこうしたモデルの潜在的な
利点の可能性としては、医療の質と安全性の改善、
治療の変動性の減少、農村部の患者の治療アク
セスの改善、治療の格差の改善が挙げられる」と
同氏は締めくくった。

臨床診療で検討された新規および今後のC型肝炎治療
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B型肝炎治療は、いつ開始すべきか？
B型肝炎患者の治療選択肢は多いが、患
者が治癒することはまれなことから、抗ウイル
ス療法は長期化することが多い。このことが、
治療開始時期の決定を困難なものにしている。

　21日（月）のAASLD State-of-the-Art Lecture
では、B型肝炎治療をいつ開始すべきか、どのよ
うな場合に治療を延期できるか、それらの根拠な
どについて、胃腸病研究者の判断に役立つ情報
が提供されるであろう。セッションのタイ
トルはHBV Therapy: Who Can Wait 
and Who Can’t? である。
　B型肝炎ウイルスの慢性感染は、世界的
な健康問題であり、世界中で3億5千万人
が感染していると考えられている。米国内
の感染者数は約100万人と推定されている。
　しかし、本セッションの座長である
Guadalupe Garcia-Tsao, MD, AASLD 
presidentは、B型肝炎治療の特性が治
療レジメンの決定を難しくしていると述べた。
　「誰に、いつ、という単純な決定ではない。慢
性B型肝炎のそれぞれの異なるステージで、あ
るいは異なるタイプのウイルスに対し、どの薬剤を
使用したいかが問題となる」と、Dr. Garcia-Tsao, 
professor of medicine at Yale University 
School of Medicine, New Haven, CT, and 
chief of digestive diseases at VA-CT 
Healthcare System は語る。「C型肝炎の治療
と比べて、B型肝炎治療はより簡単な治療である。

より安全で、経口剤があり、1日に1回か2回の内
服ですみ、強度もそれほど強くない。しかし、B
型肝炎治療の有効性は低いのである」。
　最近、B型肝炎に承認された薬剤には、承認
順に、免疫調節薬のインターフェロン、ペグインター
フェロン、抗ウイルス薬のラミブジン、アデホビル、
エンテカビル、telbivudine、テノホビルなどがある。
　B型肝炎の治癒はまれであることから、治療目

標は、非代償性肝硬変、肝細胞がんへの進行を
抑制するために、単純にウイルス量を最新技術で
も検出できないレベルまで低下させることに置か
れている。実際、C型肝炎治療とは異なり、非代
償性肝硬変患者が抗ウイルス薬治療により非代
償期から代償期に回復することも起こり得る。
　「治療を開始するとウイルス量は減少するが、治
療を中止すると、ほとんどの患者でウイルス量が増
加してくる」と同氏は説明する。「そのため基本的
には、いったん薬物療法を開始すると、患者は一

生、薬剤を飲み続けることになる。しかし、薬物
療法の長期化に伴いウイルスが薬剤耐性となるリ
スクが高くなることから、いつ開始すべきかは難し
い問題である」。
　本講演の演者は、Anna S. F. Lok, MD, FRCP, 
director of clinical hepatology and associate 
chair for clinical research in the department 
of internal medicine at the University of 

Michigan School of Medicine, Ann 
Arborである。同氏の研究領域は、慢
性B型肝炎と慢性C型肝炎の病因・
自然史・治療、肝移植後のB型肝炎と
C型肝炎の再発の予防と治療である。
　Dr. Lokは、ウイルス複製量、ALT
値、肝線維化、非代償性肝硬変など
治療開始時に考慮すべき因子ととも
に、これらの指標に基づく最適の治
療選択について解説する予定である。

たとえば、肝硬変または高グレードの肝線維症患
者は、ウイルス複製量が測定可能な場合には抗ウ
イルス療法の適応となる可能性がある。
　Dr. Garcia-Tsaoは、Dr. Lok がB型肝炎研
究のトップリーダーの一人であると紹介している。
「B型肝炎の難しい患者について質問したい場
合、私はDr. Lokに電話している」と同氏は話す。
　本セッションやその他のDDW®イベントの時間
と場所については、21日（月）のSchedule-at-a-
Glanceを参照のこと。

Kenneth K . Wang , MD, 
FASGE
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21日（月）のASGE Special Session：このセ 
ッションでは、大腸内視鏡検査の前処置や
大腸内視鏡診療手技など、中間（Mid-level）
医療従事者（ナースプラクティショナーや医

療助手）の内視鏡診療における役割拡大などの
問題が論じられる予定である。
　「DDW®では中間医療従事者に対するGI内視
鏡検査のコースが不足しているとASGEは認識
している。胃腸病学、とくに一般の胃腸病診療に
おける中間医療従事者の役割は拡大している」と、
ASGE Program Director Kenneth K. Wang, 
MD, FASGE, secretary of the ASGE and the 
Van Cleve professor of gastroentero - 
logy research in the department of 
gastroenterology and hepatology at the 
Mayo Clinic, Rochester, MNは語った。
　「彼らは比較的簡単なプライマリケアに従事する
だけでなく、患者に生じている急性の問題に最初
に対応する医療従事者として診療を行っている」
と、同氏は述べた。
　ナースプラクティショナーと医療助手は、Medi- 
careとFDA承認薬の調剤特権の請求権とは別
に、医療従事者番号を賦与されている。彼らの医
療サービスは比較的安価で、医師によるサービス
と質的には同等であることが多いことから、さまざ
まな医療サービスの分野で役割が拡大している。
　「たとえばMayo Clinicでは、医師と中間医療
従事者により15の内科診療サービスが行われ
ている」と同氏は説明する。「ナースプラクティショ
ナーと医療助手は、一般的に、また胃腸病診療で
はとくにより一層の貢献が求められている。本コー

スの目的は、これらの医療従事者に内視鏡診療
の最新の知見を紹介することである」。
　本セッションの演者は全員、内視鏡診療に従事し
ている中間医療従事者である。緊急内視鏡検査
に対する患者トリアージの方法、大腸内視鏡検査
のための最良の大腸前処置の確認方法、ポリープ
切除術などの内視鏡手技後の合併症の警告サイン、
GI疾患治療に有用な最新の内視鏡技術などの問
題が論じられる予定である。聴衆は、実際に大腸
内視鏡検査を実施しているナースプラクティショナー
や医療助手の話を聞くことができるであろう。
　さらに、本セッションでは、内視鏡検査を受ける
患者に対しての最良の前処置、ケアの提供方法に

ついても論じられ
る予定である。「内
視鏡検査が予定
されている患者を
担当した場合、中
間医療従事者は、
プロポフォールか
あるいは意識下鎮
静にすべきかなど、
患者が受ける麻
酔の種類を含め、

多くの種類の因子を考慮する必要がある」と、同氏
は説明した。「患者がプロポフォール鎮静を受け
る場合は、麻酔前医療評価を行う必要がある」。
　そのほかに、抗凝固薬の管理方法やストーマな
どの術後高齢患者の大腸前処置の最良の治療
法の選び方などの問題がある。たとえば、バレット
食道の異形成治療として、手術や内視鏡アブレー

ション療法よりZenker憩室への内視鏡治療を選
択するなど、個 の々患者に適した内視鏡手技の選
択方法などについても講演が行われる予定である。
　「中間医療従事者にはGI疾患患者の内視鏡
治療オプションについての知識が求められている。
なぜなら、どの治療を行うべきかを患者と相談す
る立場にあるからである」と同氏は説明した。「内
視鏡手技後に重篤な合併症が生じている場合の
警告症状のモニタリング方法についても論じられ
るであろう。たとえばルーチンの大腸内視鏡検査
も、穿孔や脾臓血腫を生じる可能性がある。ナー
スプラクティショナーや医療助手は、これらの起こ
り得る合併症を念頭に置く必要がある」。
　ポリープ切除後の適切な監視間隔など、GI手
技後に何をすべきかを医療従事者が選択するの
にガイドラインは有用である。しかし、医療従事者
は、教育プログラムの中でGI内視鏡検査に関する
トレーニングはほとんどされていない。本セッション
は、ナースプラクティショナーと医療助手が内視鏡
検査のさまざまな側面を学ぶ機会を提供している。
　「本セッションは、ナースプラクティショナーと医
療助手の多くがあまり詳しくない領域をカバーして
いる」と同氏は述べた。「本セッションの参加者は、
内視鏡検査のよりよい管理方法を学ぶことができ
るであろう。より費用対効果に優れる医療が求め
られる昨今の状況では、中間医療従事者には、よ
り多くの医療を実際に行い、専門知識を持つこと
が求められている」。
　本セッション、そのほかのDDW®イベントの時
間と場所については、21日（月）のSchedule-at-a-
Glanceを参照のこと。
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19日（土）午 前のScreening, Surveillance, and 

Molecular Testing for Gastrointestinal Cancers

に関するAGA Spring Postgraduate Course 
General Sessionでは、結腸直腸がん（CRC）の

最新の検診、評価、治療オプションについて、2名の専
門家がレビューを行った。
　CRC検診にはがんの予防と発見という2つの目

的があると、Douglas Rex, MD, professor at Ind-
iana University School of Medicine and dir-
ector of endoscopy at Indiana University 
Hospital, Indianapolisは 述 べ た。し かし、検
診のすべてのモダリティが同等なわけではない。
　大腸内視鏡検査、軟性S状結腸鏡検査、CTコ
ロノグラフィ、カプセル大腸内視鏡検査は、予防にも
発見にも有用である。FITおよび糞便DNA検査は
発見には有用であるが、予防効果はごく限られている。
Septin 9血清アッセイおよびFOBTは発見にのみ有
用である。
　CRCは3つの経路で生じると同氏は述べた。CIN
経路は65～70%のCRC患者の原因であり、腺腫
が先行する。CIMP経路が原因なのはCRCの30～
35%であり、鋸歯状ポリープが先行する。Lynch経
路は3%のCRCの原因であり、腺腫が先行する。
　大腸内視鏡検査の最大の変数は病変や分子経
路ではなく検査技師である。大腸内視鏡検査技師
間での腺腫の検出率に6倍の差があることが研究で
示されている。無茎病変については検出率の差が18
倍まで跳ね上がる。こうした変動の是正策として、ガイ
ドラインの遵守強化、研修の改善、新技術、熟練度の
低い技師の除外などが考えられる。
　「結腸直腸がん予防への消化器専門医の最も重要
な貢献は、推奨の検診・監視間隔で質のよい大腸内

視鏡検査を行うことである」と、同氏は述べた。
　しかし、近い将来にCRCの発見・予防方法で多く
の大きな変化があると期待してはならないと、同氏は
述べている。大腸内視鏡検査とCTコロノグラフィの
結果は同様であり、米国民は大腸内視鏡を受けるよう
教育されており、こちらを受ける意欲が高い。緩下剤を
用いないCTCの早期の結果では、感度が比較的低
いことが示されている。
　カプセル大腸内視鏡はまだ理想的ではないと同氏
は付け加えた。最近の装置、PillCam2は画角が増え、
フレーム速度も上昇したが、まだ検討中である。カプ
セル法では広範囲の準備も必要である。
　がん検出の面では、FITがFOBTをしのぐ。糞便
DNA検査とFITの併用に関する最近の報告では、
その感度は1cm以上のがんで85%、腺腫で56%あ
り、特異度は90%であった。これはSeptin 9血清アッ
セイの感度（がんについて50%）に匹敵する。同氏は、
全文はまだ発表されていないと警告したが、がん前駆
体は検出されなかったと要旨に記載されている。
　「糞便DNAは血清試験よりも格段にすぐれている」
と同氏は述べ、「しかし、こうしたことを聞く機会は今後
さらに増えるであろう」と付け加えた。
　遺伝性CRCは、自発性CRCよりもはるかに積極的
な監視と治療が必要である。
　「遺伝性結腸直腸がんにより一層大きな注意を払う

必要がある」と、Sapna Syngal, MD, MPH, director 
of gastroenterology at the Dana-Farber Cancer 
Institute in Boston, MAは述べた。「こうした遺伝
性症候群のマネジメントは、通常見られるCRCと大きく
異なる」。
　散発性CRCはすべてのCRCの65～85%にのぼ
ると同氏は述べた。腺腫性ポリープは1～2%、遺伝
性非ポリポーシス大腸がん（HNPCCまたはLynch）
は5%、家族性CRCは10～20%である。
　CRCの背景リスクは約5%であると同氏は付け加え
た。このリスクは、CRC腫瘍の個人歴があれば20%、
過誤腫性ポリポーシス症候群で40%、Lynchで80%、
家族性腺腫性ポリポーシスで95%超に急上昇する。
こうしたリスク上昇のため、監視と治療を大きく強化す
る必要がある。
　結腸亜全摘患者の場合、6～12ヵ月ごとに直腸部
分を監視して適切な時期に結腸切除が必要である。
また、3～5年ごとに上部消化管の検査も必要である。
その他のがんの監視にも特に注意を払う必要があり、
遺伝子検査が標準治療になりつつあると、同氏は述
べた。

「画像強調内視鏡は最近になって発展した分野
で、下部消化管における病変検出率を従来法に
比べて高め、詳細な観察を可能にした」。20日（日）
に開催されるASGE Topic Forum, Lower-GI 

Imaging: Advances in IBD Optical Imagingのモデ
レータを務めるBo Shen, MD, FASGEはこう語った。
　「最近では、大腸ポリープの標準的なスクリーニング
法、サーベイランス法は、白色光大腸内視鏡だ。標準
法の課題は大腸ポリープを見逃すリスクがあることで、
特に5mmあるいは10mm未満のポリープ、扁平型の
ポリープを見逃す可能性が高い」とDr. Shen, profes-
sor of medicine and staff gastroenterologist in 
the department of gastroenterology/hepatology, 
Digestive Disease Institute, Cleveland Clinic, OH
は述べ、「大腸ポリープの大半は無茎性で、ときに扁平
型であり、白色光大腸内視鏡では可視化しにくいのが
課題だ。さらに、ポリープが大腸壁のひだの後ろに隠
れていることもある。標準角の大腸内視鏡では、こうし
たポリープを発見できない。そのため、大腸の管腔内
と粘膜を広範囲かつ詳細に調べる必要がある」と指
摘した。

　内視鏡医のなかには臨床および研究目的で、高倍
率、高解像度のナローバンド画像法、レーザー誘発性
自己蛍光法、共焦点顕微内視鏡、広角大腸内視鏡な
どを用いているものもいる。
　また、大腸内視鏡で複数のポリープを切除するの
には時間がかかり、悪性ではない小さなポリープをす
べて切除するのは医療経済的にも問題があると同氏
は述べ、「光学的バイオプシーの概念を実現するとき
が来た。画像強調大腸内視鏡を用いれば、ポリープ
を摘出して組織学的検査を行わなくても、ポリープの
悪性度を判定することができる」と続けた。
　ナローバンド画像法は特別なフィルタを用いて特別
な波長の光を組織に照射し、腸粘膜と周囲の脈管構
造のコントラストを強調し、前がん性病変や扁平型ポ
リープのような異常増殖部位の同定を可能にする。同
氏は「多くの内視鏡医は、Kudo分類を用いてアデノー
マの悪性度を分類する。ナローバンド画像法は、内視
鏡医がポリープを切除すべきかどうかを鑑別するのを
支援してくれる」と説明した。
　本フォーラムでは、高解像度法、ナローバンド画像
法に加えて、レーザー誘発性自己蛍光法、広角大腸

内視鏡、プローブを用いた共焦点レーザー顕微内
視鏡、胆道鏡を用いた虫垂検査などについても論じ
る。画像強調内視鏡の現状を論じるstate-of-the-art 
lectureも行われる。
　レーザー誘発性自己蛍光内視鏡では、異形成およ
び早期がんをリアルタイムで検出できる。広角大腸内
視鏡では、従来の視野が140度までであるのに比べ
て、232度までの広い視野角が得られ、観察領域の
ポリープが可視化しやすい。
　また同氏は「共焦点レーザー顕微内視鏡では粘
膜の細胞構造を観察することができる」と述べ、「典型
的ながん細胞は核数が多く、他の細胞に比べて細胞
質が小さい。共焦点レーザー顕微内視鏡を用いれば、
核/細胞質比を調べることができる」と続けた。
　胆道鏡はマザー鏡のなかに小さなドーター鏡を備
えた内視鏡で、虫垂の管腔内を調べ、診断と治療を
同時に行うことができる。
　同氏は「画像強調内視鏡はポリープ検出感度を高
め、バイオプシーを実施せずに悪性病変と良性病変
の鑑別を容易にした。しかし、これらの技術の多くは
開発段階にある」と述べ、「臨床でルーチンに使用する

には課題が多い。なぜなら装置は高額で、スキルを習
得するのに長期間を要するからだ。保険適応となるか
どうかも問題だ」と課題を指摘した。
　これらの新しい技術を用いる目的は、ポリープ検出
の精度を高め、ポリープの切除をコスト的にも効率的に
行い、ポリープ切除に関連した合併症のリスクを減らす
ことである。特にポリープを切除する必要のない患者
では、これらは重要な課題であると同氏は述べた。そ
して、これらの画像強調内視鏡技術のほとんどは臨
床応用されており、ランダム化比較試験を行ってその有
用性を検証することが求められると続けた。これらの
技術を習得するための研修プログラムも必要だ。
　また同氏は「大腸ポリープの評価に加えて、これら
の画像技術の一部は、炎症性腸疾患のような他の下
部消化管疾患の診断、鑑別診断、モニタリングにも利
用される」と補足した。
　20日（日）のSchedule-at-a-Glanceを参照し、本セッ
ションおよび他のDDW®イベントの開催場所、時刻を
確認すること。

CRCの検診と治療オプションのレビュー

画像強調内視鏡検査の進歩を論じるフォーラム
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Douglas Rex, MD
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学会への参加スケジュールを組むためには、ASGEの最新ビデオからASGEの新規Gastrointestinal Endoscopy Self-

Assessment Program— GESAP VIIまで幅広い教育資材が揃っているASGE Learning Centerを訪ねることをお勧めす
る。ASGE Online Learning Centerが開発され、hands-on station においては最新テクノロジーに関する実習も可能である。

ASGE Learning Centerは、 hall Hにおいて20日（日）～21日（月）の午前8時～午後5時まで、22日（火）は午前8時～午後4
時までオープンしている。
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GE
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肝細胞がんのスクリーニング
人種により、肝細胞がん（HCC）の罹患率が異
なることが広く知られている。現在、人種による
HCCの罹患率が異なることを裏づける遺伝子多

型についての研究が行われている。
　19日（土）午前のマイノリティーに対するスクリーニ
ングストラテジーについての議論が行われたシンポ
ジウムにおいて、Paul Martin MD, FACP （profes-
sor and chief of hepatology at the University of 
Miami, FL）は「最も重要なHCCのリスク因子は肝硬

変である」と述べた。
　進行性線維症も、HCCのリスク因子であり、特にC
型肝炎を有する患者ではさらにリスクが高くなることが
知られている。また、C型肝炎ウイルス（HCV）の遺伝
子多型も重要な因子である。アフリカ系アメリカ人でI
型のHCV遺伝子多型を有する患者では、II型あるい
はIII型のHVC遺伝子多型を有する患者と比較して、
そのリスクは5.9倍にも及ぶことが認められている。
　「IL28B領域の遺伝子変異もリスク因子の1つで
あり、T型ではC型よりもリスクは低いと考えられてい
る」と同氏は述べた。CC型ではインターフェロン治療
に対する反応性が良好であることが知られている。ま
た、最近のドイツの研究グループによる報告によると、
CC型はHCCの発症リスクが低いことが示されている。
一方、同研究ではTT型ではHCCの発症リスクが高
いことも示されている。また、アフリカ系アメリカ人では、
TT型が多いことも知られている。
　今後もさらなるエビデンスの集積が望まれるが、現
行のガイドラインでは、肝硬変を有する患者、肝硬変は
なくともHBC陽性の患者やHCV陽性患者、進行性
の肝線維症患者に対してはHCCのスクリーニングを
行うことを推奨している。

結腸直腸がんのスクリーニング
　結腸直腸がん（CRC）も、HCCと同様に、人種に
より罹患率が異なることが広く知られている。しかし、
Steven H. Itzkowitz, MD（professor of medicine 
at Mount Sinai School of Medicine, New York）は、

「高リスク群だけでなく、全人種においてCRCスクリー

ニングを行うことは有用である」と述べた。
　「混乱を避けるためにも、メッセージ性を統一させる
ことは重要である。異なる人種に対して異なるメッセー
ジを発信することによって、スクリーニングによって命が
助かるのだという重要なメッセージが薄れてしまうこと
を危惧する」と同氏は述べた。
　大腸の内視鏡検査の施行率が上昇しCRCの
発見率の向上もみられている。ASGEとAmerican 
College of Gastroenterologyは、CRCスクリーニング
の開始年齢を従来の50歳から45歳へと引き下げた。
　2003年、ニューヨークは大腸の内視鏡検査による
CRCスクリーニングの施行率を2003 年当時の47％か
ら2008年には65％へ向上させることを目的としたプロ
グラムを開始した。その結果、CRCスクリーニングの施
行率は2006年には60％へ達し、2010年には70％に
達した。複雑な大腸内視鏡検査の準備に関する説
明にはパーソナルナビゲーターをつけ、保育施設や交
通などの問題も積極的に解決していったことにより、50
歳以上のスクリーニングの施行率は最大で80％に達
した。

アジア系アメリカ人に対するピロリ菌感染の
スクリーニング
　最近の研究データで、胃がんのリスクを低下させる
ためにアジア系アメリカ人に対してピロリ菌感染のスク
リーニングを行い、ピロリ菌感染に対する治療を行うこ
との必要性が否定された。
　「アジア系アメリカ人において無差別にスクリーニン
グを行い、ピロリ菌を排除することの有用性は、エビデ

ンスに基づいたものではない」とRichard Peek, MD
（professor and director of gastroenterology, hep-
atology and nutrition at the Vanderbilt-Ingram 
Cancer Center, Nashville, TN）は述べた。「ピロリ菌
には用心する必要があるものの、恐れる必要はない」
と同氏は述べた。問題は、ピロリ菌に対する治療を行っ
ても、胃がんの発症率には影響しないことだ。
　ピロリ菌に対して抗生物質を用いた治療を行い、15
年間追跡した結果、胃がんのリスクが39％低下したこ
とが中国で行われた研究で示されている。
　しかし、実際には、胃がんの発症にはピロリ菌感染
だけでなく、さまざまな環境因子やその他の因子の影
響もある。東アジアでは胃がんの発症リスクが高いが、
同じアジア系人種でもアメリカ合衆国に住むアジア系
人種での胃がんの発症リスクは東アジアより低い。ハ
ワイの日系移民を対象とした研究では、日系二世では
一世と比較して胃がんの発症率が低くなることが示さ
れている。
　食生活の変化やピロリ菌への曝露の低下により、胃
がんの発症リスクが低下するのではないかと推測され
た。

20日（日）に発 表されるAASLD State-of-the-
Art Lecture,“Non-alcoholic Fatty Liver Dis-

ease in Children and Adolescents”で、Joel E. 
Lavine, MD, PhDは、小児患者における最も多

い肝疾患の原因の診断および治療に関するアップデー
トを提供する。
　Chief of gastroenterology, hepatology and nutr-
ition at New York-Presbyterian's Morgan Stan-
ley Children's Hospital and a faculty member at 
Columbia University's College of Physicians and 
Surgeons, New Yorkである同氏は、臨床医および
NIHの研究助成を受ける主任研究者である。同氏の
研究の焦点は小児における脂肪肝および肝炎感染に
ある。
　「われわれは、本発表に本領域随一の専門家を選
んだ」とAASLD Secretary Jorge A. Bezerra, MD

は述べ、「Dr. Lavineは当疾患の発症率の増加、小児
におけるメタボリック症候群との関連、急速に発展しつ
つある小児における疾患の診断、治療およびモニタリン
グにおける最新知見をとりあげることになる」と語った。
　現在のCDCによる統計データでは2歳～19歳の小
児の17％あるいは1250万人の小児が肥満である。こ
れらの小児の約10％は、通常、肥満を原因とする非ア
ルコール性脂肪肝（NAFLD）に罹患しており、最悪の
場合、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）を転帰と
する。
　NAFLDは、小児肥満例すべてで発症がみられる
わけではなく、発症しても、通常、無症候性であるため、
臨床医にいくつかの問題を提起する。つまり、スクリー
ニング対象の選択に困難がつきまとうのである。
　NASHの標準的な診断検査は侵襲的な肝生検で
あり、無症候性患者での実施は困難である。現在、い

くつかの非侵襲性スクリーニング法が浮上しつつある
が、Dr. LavineはNASH発症リスク患者を同定する
疫学的な枠組みを今回提示する予定である。この疫
学的枠組みでは、年齢、性別および民族性が重要なリ
スク因子となる。
　「問題は、単に診断ではなく、NASHをいかに評価
するか、定量化するかということである」とDr. Bezerra
は述べ、「われわれに使用可能な生化学的あるいは非
侵襲的な検査があるのだろうか？　この問題に焦点を
当て、われわれが疾患の発症を防ぐ戦略を開発できる
かどうかを検討するのは今しかない。小児脂肪肝に対
する新たな治療の有効性を示す報告が出始めている」
と問題提起を述べた。
　青少年におけるNASHに対する治療はこれまで食
事および運動に限られていた。Dr. Lavineは、最近、
無作為化対照試験TONIC trialからのデータを発

表したが、そのデータではNAFLD関連線維症が認
められる小児では、ビタミンEによる治療が有効である
可能性が示された。同氏は、試験結果およびその臨
床応用の方法論を論じる予定である。
　Dr. Lavineはさらに、青少年におけるNAFLDの診
断と治療における現在の課題に対応するうえで必要と
なる研究の今後の方向性を論じるつもりである。
Dr. Bezerraは、Dr. Lavineの講演は小児科医、さら
には診断・未診断NAFLD患者を小児科医から引き
継ぐ一般内科医にとって、魅力あるものになるだろうと
述べた。
　本セッションならびに他のDDWのイベントについて
は、20日（日）号のSchedule-at-a-Glanceをご覧いただ
きたい。

マイノリティーに対するスクリーニングストラテジーの最新データ紹介

小児NAFLDに対する新たな治療の可能性を検討
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良性肝新生物のうち生命を脅かすリスクを
伴うのは一部だけである。そのため、個々
の 症 例 で 治
療 方 針 を 決

定する前にリスク/
ベネフィット比を検
討 することが重要
だ、とJean-Nicolas 
Va u t h e y ,  M D , 
SSAT board trus-
tee and president 
of the Americas 
Hepato-Pancreato-
Biliary Association

（AHPBA）は指摘した。
　この治療に関する重大な課題を論じるために、
21日（月）、SSATとAHPBAは、Evaluation and 
Treatment of Benign Liver Neoplasmsと題する
ジョイントシンポジウムを開催し、著名な専門医が良
性肝新生物に関するいくつかのテーマについて論
じる。
　同氏は、良性肝新生物は病変の類似性が高く、
その診断と評価は臨床上極めて重要だと指摘した。
良性肝新生物のほとんどは超音波検査やCT検
査で偶発的に発見される。バイオプシーが必要な
ものもあるが、典型例では必須というわけではない。
本シンポジウムでは、Claude B. Sirlin, MDが良性
肝新生物の画像診断の進歩について論じる。同
氏はassociate professor of radiology and chief 
of body imaging and abdominal MRI at the 
University of California, San Diego（UCSD）を

務める。放射線診断領域で研究を続けてきた同氏
は、UCSD’s Liver Imaging Groupの設立にも尽
力した。
　多くの良性肝新生物の特徴を明らかにするため
に、画像診断に加えて、バイオマーカー研究が行わ
れてきた。特徴の明確化は疾患悪性度を決定する
上で非常に重要である。新生物の組織学的および
分子生物学的特性を組み合わせることで、新生物
の新規分類が可能になり、治療にも役立つように
なった。
また本セッションでは、Valerie Paradis, MD, pro-
fessor in the department of pathology at the 
Hôpital Beaujon, Clichy, Franceが良性肝新生
物の病理学と生物学について論じる。同氏は肝臓
の病理学、移植、分子生物学と病理学を組み合わ
せたアプローチについて論じ、特に良性肝新生物、
前新生物性の肝硬変結節、肝細胞癌を中心に講
演を行う予定である。
　複雑性嚢胞、多嚢性肝疾患、Caroli病、嚢胞
腺腫の治療については、Michael G. House, MD, 
assistant professor in the department of surg-
ery at Indiana University School of Medicine, 
Indianapolisが講演を担当する。同氏は、これら
の病態の治療に関する見識を述べ、診断を誤ると
不適切な治療が行われてしまう可能性を指摘する。
　嚢胞性病変は良性肝新生物の大半を占める。
嚢胞性病変は単純性から多嚢胞性のもの（多嚢性
肝疾患）、胆道病変を含んだもの（Caroli病）、悪
性度の高いもの（嚢胞腺腫）まで多様である。治
療のアプローチは徴候によって大きく異なる。治療
は、巨大な嚢胞性肝病変の減量を目的とする場合

もあるが、増殖の抑制を目的とする場合もある。治
療は支援療法を基本とし、胆道感染症、門脈圧亢
進の治療を考慮するケースもある。また肝移植が
必須となる症例も存在する。
　シンポジウムのトリを務める演者はYun Shin 
Chun, MDで、血管腫、限局性結節性過形成
（FNH）、アデノーマは切除すべきかどうか、wait-
and-seeアプローチの方がよいのかを論じる。同
氏はassociate member of surgical oncology at 
the Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA
を務める。
　良性肝過形成のほとんどは治療の必要はない。
血管腫は幼児では血栓や心不全を予防するために
治療が必要になる。FNHでは治療が必要になる
のはまれだが、病変が大きい場合には外科的切除
が行われる。アデノーマは経口避妊薬使用例で頻
度が高まるが、典型例では経口避妊薬を中止する
と退縮する。同氏は、一般的な治療の選択肢と治
療が推奨される病態について説明する。
　本シンポジウムでは最後に、参加者を交えた双
方向的な症例検討が行われる予定である。
　「著名な専門医がパネリストを務める本シンポジ
ウムは興味深く、明日からの臨床で活用できる有
用かつ最新の情報を提供してくれることは間違い
ない」とDr. Vauthey, chief of the liver surgery 
in the department of surgical oncology at the 
MD Anderson Cancer Center, Houston, TXは
語った。
　21日（月）のSchedule-at-a-Glanceを参照し、本
セッションおよび他のDDW®イベントの開催場所、
時刻を確認すること。

良性肝新生物の診断と治療法を論じるジョイントシンポジウム

SS
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Jean-Nicolas Vauthey, MD

79歳女性、症候性肝嚢胞

47歳女性、無症候性で進展した血管腫
Images courtesy of Jean-Nicolas Vauthey, MD

21日（月）、22日（火）に予 定 されて いる
ASGE の Breakfast with Champions 
sessionsは、超音波内視鏡（EUS）の治療的
利用のための新技術から、内視鏡的逆行性

胆管膵管造影（ERCP）の修得まで、消化器専門
医に重要な幅広いトピックを扱う。すべてのセッ
ションで、GI内視鏡検査の進歩と、新旧双方の内
視鏡技術および装置を用いた患者治療の改善をと
りあげる。
　朝食のテーブルを少人数のグループで囲んで行
うこれらのセッションは、参加者と議論をリードす
る専門家の間のコミュニケーションを促すよう企画
されている。それぞれのbreakfast sessionの登
録者は30人限定である。
　「少人数のグループにしたので、双方向の議
論と個別のアドバイスがしやすくなっている」と、
ASGE Program Director Kenneth K. Wang, 
MD, FASGE, secretary of the ASGE and 
the Van Cleve professor of gastroenterology 
research in the division of gastroenterology 
and hepatology at the Mayo Clinic, Rochester, 
MNは述べている。
　21日（ 月）の 4 つ の breakfast  sessions
は 、Deve l op i ng  New  Tech no l og y  i n 
Gastroenterology, Evaluation of the Pancreatic 

Mass, Mastering ERCP およびWhat Do I Do 
with Barrett’s Esophagusである。
　「消化器領域の新技術の開発に関するセッショ
ンは、新しい装置に
対するアイデアを有す
る起業家精神旺盛な
参加者に強くアピー
ルするだろう。こうし
た参加者は、コンセ
プト作りから試作を
行い、資金提供先を
探して最終的に市場
に導入するというプロ
セスを経て、製品を
実際に発売した成功
者たちの話を聞くこと
ができる」と、同氏は
語る。
　「セッションをリードすることになるこれら成功
者たちは、市場導入にまつわる障害や、どのような
種類の資本還元が必要となりうるかについて、解
説できるはずである」と同氏は述べ、「参加者は
『私はこういうことがしたいのです、どう思います
か』と彼らに訪ねるチャンスもある」という。
　22日（火）の4つのbreakfast sessionsは、

Colonoscopy from a Master’s Perspective, 
Colonoscopy: Improving Your Technique, 
EUS in 2012 およびGastrointestinal Stromal 

Tumorsである。
　「EUSに関するこの
セッションでは、現在
では十分に成熟して
いる技術の新たな応
用を探る」と同氏は述
べ る。「EUSは 診 断
法を超え、現在では
治療に応用されてい
るが、EUSでできる
ことを全部知っている
わけではない内視鏡
専門医もいる。現在、
EUSガイド下内視鏡

血管インターベンションが可能であるが、こうした
手技がどういうものかを全員が知っているわけで
はない」。
　Dr. Wangは、EUSガイド下コイルが現在、他の
あらゆる治療に応答しない出血病変の治療に用い
られていると強調した。また「針でGI管内に挿入
するコイルで、標的の小血管をふさぐことができる。
EUSガイド下治療で、内視鏡専門医は、治療困難

患者のマネジメント・オプションを得ることができ
る」とも述べた。
　「内視鏡専門医に紹介される症例のタイプはま
すます複雑になっており、非常にチャレンジングな
状況下にある」と同氏は述べ、「内視鏡専門医は、
こうした選択肢があることも知っておく必要があ
る」と語った。
　 大 腸内視 鏡 検 査に関する2つのbreakfast 
sessionsでは、内視鏡手技の向上方法に関する専
門家のアドバイスと、参加者が日常の内視鏡検査
に関する疑問を尋ねる機会を主眼においている。
　「われわれは誰でも大腸内視鏡検査を行うが、
これらのセッションでは、この処置の微妙な違い
についての洞察や、手技の改善方法が得られるで
あろう」とDr. Wangは述べ、「大腸内視鏡検査の
微妙な部分を修得するには一生かかるかもしれな
い。こうしたセッションは、99%技術は修得した
が、その技術をより向上させるために残り1%の知
識が欲しいと思う参加者向けである」と語った。
　このセッションおよび他のDDW®イベントの時
間と場所については、21日（月）および22日（火）
号のSchedule-at-a-Glanceを参照のこと。 

GI内視鏡検査の進歩をとりあげた
Breakfast with Champions sessions

内視鏡専門医に紹介される
症例のタイプはますます複雑
になっており、非常にチャレン
ジングな状況下にある。

Kenneth K. Wang, MD, FASGE
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20日（日）は、AGA Trainee and Young 
GI Track の重 要な日である。 午後は、
Career and Professional Related Issues 
に関するランチョンセミナーから始まり、

Board Review Session が続く。

　「さまざまなGI分野のいろいろな演者から
の仕事の探し方についての話を楽しみにして
いる」と、このランチタイムセッションのコー
スディレクターであるMichelle K. Kim, MD, 
MSc, director of endoscopic ultrasound and 
assistant professor of medicine at Mount 
Sinai School of Medicine, New Yorkは述べて
いる。「私は、そう遠くない昔に職場を探す経験
をして、知らないことがいかに多く、公的なリソー
スがないことを肌で感じて知っている。医師の

キャリアに精通した演者たちが、他の機会では
包括的に取り扱われたことがなかった疑問に答
える予定である」。
　20日（日）のトピックは、就職活動をどう計画
し実行するか、就職のチャンスをどこでどのよう
に探すか、大学と民間診療での就職活動の重要
な違いなどである。しかし、最初の仕事を得る
ことは始まりに過ぎないと、同氏は強調した。就
職後最初の数年間の課題と経験は、混乱状態に
あるだけかもしれない。
　「時間の管理と生産性、論文執筆、助成金、指
導、効率、いつ転職するかをどう決めるかまで、
多くの課題がある」と同氏は述べている。「こうし
た種類の課題の答えは、自分の近くの人に尋ねて
その答えが得られるとは限らないので、とくにわ
かりにくいかもしれない。このセッションは、施
設外の情報やものの見方を知るのに貴重な機会
である」。
　なお先着の出席者から無料で昼食が配られる
予定だ。

Board Review
　Annual Board Review Session は、DDW®で
とくに研修医にもっとも熱望されている講演のひ
とつである。 
　「研修医は、資格試験の準備である種の切迫
感を持っている」と、Arthur J. DeCross, MD, 
AGAF, associate professor of medicine at the 
University of Rochester, NYは述べた。
　 このコースは、Digestive Disease Self 

Evaluation Program®（DDSEP）第 6版 に 基
づいてデザインした、とJohn F. Kuemmerle, 
MD, AGAF, vice chair of gastroenterology, 
hepatology and nutrition and professor of 
medicine, physiology and biophysics at the 
Medical College of Virginia, Richmondは 述
べている。DDSEPの16の章のうち3章の著者が、
自身が執筆した章からいくつか重要な質問を選

び、詳細に論じたうえで、参加者の疑問に答える
予定である。
　「このセッションは、こうした世界的に著名な
専門家が自身の専門分野に関する疑問を語る
のを聞くいい機会である」と同氏は述べている。
「また、学習の刺激となるばかりでなく、若い研
修医が、自分の職業分野の優れた人々に会い、

コミュニケーションをとるチャンスでもあり、若い
人々を消化器科ファミリーに迎え入れる重要な機
会となるであろう」。
　「このセッションで、有用なツールとしての
DDSEPの可能性を垣間見ることができる」と、
Seth Sweetser, MD, assistant professor of 
medicine at the Mayo Clinic, Rochester, MN
は述べている。「この第6版では、いくつか新し
い情報にスポットをあて、著者たちを引き立てよ
うと試みた。DDSEPは学会の資格試験に有用
な可能性があることは明らかだが、患者に提供
する治療法の改善にも応用できる」。
　これらおよび他のDDW®イベントの時間と場
所については、20日（日）号のSchedule-at-a-
Glanceを参照のこと。

Today’s Trainee and Young GI Trackで
キャリアの問題とBoard Reviewをとりあげる

昨年10月、スウェーデン、ストックホルムで開催
されたUnited European Gastroenterology 
Week （UEGW）のハイライトが、20日（日）
の特別セッションBest of UEGW 2011で改

めてとりあげられる。
　「90分 に わたる本セッションで は25～30
のabstractsをとりあ げ る」、とPeter R. Holt, 
MD, AGAF, senior research associate at 
The Rockefeller University and professor of 
medicine （emeritus） at Columbia University 
College of Physicians & Surgeons, New York
は語った。
　同氏は、「本セッションに参加するだれもが多
くのことを学ぶだろう」と述べ、「ヨーロッパで行
われている臨床・基礎研究の幅は驚くべきものだ。

大西洋をはさんだ国同士の最高の研究者たちが
IBD、IBSなどで普段行っている最高の知見をわ
れわれは提供したいと考えている」と語った。
　The Best of . . .シリーズはAGA Institute 
International Committeeが主催するプログラム
の1つである。DDW 2012の最終参加者数はこれ
までのところ発表されていないが、AGA会員の約
25％が国際会員であり、DDW®の年次会への参
加者の50％が国際会員である、と同氏は述べた。
本セッションは、数十年にわたるAGAとヨーロッ
パの消化器病学会との公式、非公式の交流の結
果を示すものである。
　本セッションは、ヨーロッパに在住していない
AGA会員にとって、大西洋のかなたで行われてい
る最高峰の研究について学ぶまたとない機会となる。

　Dr. Holtは、「ベテランの研究者たちは、ヨー
ロッパで行われている多くの基礎研究については
豊富な知識をもっているであろうが、本セッション
では臨床データも取り扱う予定である。臨床研究
は、基礎研究ほど十分には理解されていない」と
し、「ヨーロッパの違った観点の30もの発表を聴く
本セッションは、非常に特別なイベントになるだろ
う」とその魅力を語った。
　本セッションおよび他のDDW®のイベントの時
間と場所については20日（日）号のSchedule-at-
a-Glanceを参照されたい。

Best of UEGW 2011、DDW®に来たる
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Michelle K. Kim, MD, MSc

Arthur J. DeCross, MD, AGAF

John F. Kuemmerle, MD, AGAF

Peter R. Holt, MD, AGAF

第3回のDDW® Exhibit Excursionに参
加すると、e-bookリーダー、iPod、DDW 
2013 in Orlando, FL の無料登録と宿泊
などのアイテムをゲットするチャンスが！

　Exhibit Excursionゲームカードは登録バッ
グに入っている。DDW Information Booth
でも配布している。カードに記載の出展者ブー
スを訪ねて、シールをもらい、カードの質問の答

えをゲット。
　シールをすべて集め、正しい答えを記入し
たカードをDDW Theaterに持参すると、そ
の日の抽選に参加できる。抽選は、HITECH 

PavilionそばのDDW Theaterで3:45 p.m.か
らの予定。はずれたカードはその後の抽選に
有効。ぜひご参加ください。

DDW® Exhibit Excursionで楽しく学んで賞品をゲット
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