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DDW® Exhibit Excursionはいよいよ最終日
今 年で3回目となるDDW® Exhibit Excursionに参 加し
て、e-book reader、iPod、フロリダ州オーランドで開催される
DDW 2013の無料登録またはホテル宿泊券といったアイテム
を獲得しよう。

　DDW Exhibit Excursionゲームカードはレジストレーションバッ

グの中に入っており、DDW Information Boothでも入手できる。
カードに記載されているexhibitorsのブースを訪れ、ステッカーを
受け取り、カードに記載されている質問に回答する。
　すべてのステッカーを集め、質問に正答し、必要事項を記載し
たカードをDDW Theaterに返却すれば、毎日行われる抽選会へ

の申し込みは完了だ。抽選会はHITECH Pavilion近くのDDW 
Theaterで、午後3時45分に行われる。
　アイテムの獲得は、抽選会への参加が条件である。DD
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World Cup of Endoscopyの受賞作品が本日発表
ASGE World Cup of Endoscopy が、昨年に
引き続き本年も開催される。この国際的なコ
ンテストは、世界中から寄せられた映像の中
から、最も優れた作品がASGE World Cup 

of Endoscopy の優勝作品として表彰され、金メダ
ルが贈呈される。
　本イベントは、Amitabh Chak, MD, FASGE, 
of University Hospitals Case Medical Center, 
Cleveland, OHが議長となり、22（火）の午後に開
催される。10ヵ国から寄せられた10作品がエント
リーされており、昨年金メダルを獲得したアメリカ
のチームが連覇を狙っている。しかし、昨年銀メ
ダルを獲得した中国と銅メダルを獲得したインド
が、今年は金メダルを獲得したいところであろう。
　Jason B . Klapman, MD, FASGE , an 
associate member at Moffitt Cancer Center, 
Tampa, FLは、「本年のWorld Cupへのエント
リー作品は非常にユニークで、ASGE Endoscopic 
Video Forumでは見られないようなものばかりで
ある。今年も昨年に引き続き、このイベントの成功
を祈っている」と述べた。
　「昨年の同イベントでは、フレンドリーな雰囲気に
つつまれながらも、各プレゼンターがそれぞれの
競い合う姿を見て楽しんだ。それぞれの作品には
非常に優れた教育的要素があり、また審査員やプ
レゼンターが、自らの出身国を誇りに思い、サポー
トしていた」と同氏は述べた。
　国際色豊かな8名の審査員が、作品上映後に
スコアをつける。審査員の中で最も高いスコアと低
いスコアをつけた審査員のスコアを除外し、6名の
審査員のスコアの合計が最も高い作品が、ASGE 
World Cup of Endoscopy の優勝作品となる。本
年の審査員は、Todd H. Baron, MD, FASGE（ア
メリカ）、Fabian A. Emura, MD, PhD, FASGE
（コ ロン ビ ア）、Robert A. Enns, MD（カ ナ
ダ）、Ian M. Gralnek, MD, MSHS, FASGE（イ
ス ラ エ ル）、Young-Soo Moon, MD, PhD（韓
国）、Thierry Ponchon, MD（フランス）、Maria 
Teresa Galiano de Sanchez, MD（コロンビア）、
Stefan Seewald, MD（スイス）、以上の8名である。

2012 World Cupへのエントリーは
•オーストラリア
Endoscopic Resection of a Giant Ampullary 
Adenoma Complicated by Bleeding – 
Techniques and Approaches

•ブラジル

EUS-guided Left Uretero-sigmoidostomy

•中国

Per-oral Endoscopic Myotomy（POEM） for 
Treatment of Recurrent Achalasia After Open 
Heller's Myotomy

•ドイツ

Endoscopic Closure of Acute Esophageal 
Perforation Following Pneumatic Dilation for 
Achalasia

•フランス
Rendez-vous Technique for the Treatment of 
Malignant Esophagorespiratory Fistula

•インド

Endoscopic Extraction of a Deeply Embedded 
Denture in Upper Esophagus

•日本

Therapeutic Peroral Direct Cholangioscopy in 
Whipple and Roux-en-Y Patients

•韓国

Appendiceal Orifice Stenting after Endoscopic 
Mucosal Resection of a Colon Lateral 
Spreading Tumor

•スペイン
NOTES Salvage of Migrated Hepatico-
gastrostomy

•アメリカ

Total Endoscopic Excision of Giant Esophageal 
Bilobed Submucosal Liposarcoma of the 
Cricopharyngeus

　本イベントやその他のイベントについての時間と
場所については、22日（火）発行のSchedule-at-a-
Glanceをご参照いただきたい。

※Schedule-at-a-Glanceは英語版をご参照ください。
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昨年の2011 ASGE World Cup of Endoscopy
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消化器内視鏡検査は新しく刺激的な方向に
進化し続けているため、ASGEは長年、最良
の教育や研修を会員に提供しようと努めてき
た。しかし、医学的研修に対するASGEのビ

ジョンは、現在の研修センターの範囲を超えていた。
　しかしこの状況は来年から一変する。ASGE
はこの3月に新しいInstitute for Training 
and Technology（IT&T）Centerを起工した。
Downers Grove, ILのシカゴ近郊に、2000万ドル
のセンターが2013年にオープンする。
　ASGEの2012～2013年のpresident, Thomas 
M. Deas, Jr., MD, FASGEは、ASGEの現在の
研修センターでは非常に限られた実践トレーニング
しか行えないが、新しいセンターでは内視鏡検査
の研修が質・量ともに拡充されると話す。
　「このセンター設立の最大の価値は、消化器内
視鏡検査において進化し続ける新しい技術と手
技について、ASGE会員が十分な研修と教育を受
ける状態を保てることである」と同氏は述べた。「こ
の10年の間に、新しい装置、新しい治療技術、新
しい診断方法に大きな変化があった。多くの消化

器専門医が、実地診療の場にいるか研究に従事
しているかを問わず、いくつかの新しい手技につい
て、現実的なシミュレーションモードで実践トレー
ニングを受けたいと考えている」。
　新しいセンターの敷地は 3 . 5 エーカーで、
O’HareとMidwayの両空港から便利であるが、こ
の最新鋭施設の利点を享受するためシカゴに行く
必要はない。センターからの放送によって世界中
でセッションを利用できる。教官も、同じ技術により、
センターに集まった受講者にセンター外から講義で
きる。
　「この新しい施設で、世界一流の研究室と設備
をもつ最高級の教育コースを実施し、世界中に発
信できる」と、ASGE Foundation Chair Robert 
A. Ganz, MD, FASGEは言い、「誰でもほぼ例外
なくどこからでもダイヤルインできる。刺激的な状
況だ」と付け加えた。
　この新しいIT&T Centerセンターの呼び物とし
ては、研修シミュレーション用の16台の内視鏡検
査タワー、先進の研修モデルとシミュレーター、聴
衆応答システムのある100席のホール、コースの

DVDと迅速メディア複製機能、会議室、小会議室
もある。
　同氏は、「医学の革新に対し規制当局はますま
す厳しくなっているのに、支払者は診断または治
療の革新に対する支払いを渋っている状況で、こ
の新しいセンターが建設されている」と述べた。そ
して、「このセンターは、新製品や革新的技術を自
ら開発し、それらに対する医師の優れた研修の場
となるだろうし、医療機器メーカーが、平均的な実
地臨床医のために、新製品や新技術の情報や研
修を提供するのにもふさわしい施設ともなるであろ
う」と語った。
　ASGE Foundation’s IT&T Capital Campaign
は、このプロジェクトに600万ドルを集めるという目
標を達成した。Dr. Deasは、今年秋のこのキャン
ペーンの終了予定時点までに最終総額がこの目標
をはるかに超えるであろうと述べている。
　同氏は、手術トレーニング向けの同様の施設は
あるが、この新しいIT&T Centerのようなものは
消化器学界にはかつてなかったと述べている。ま
た、この施設により、ASGEは、これまでよりも会員

の役に立ち、また、どのような技術革新があろうと
も今後しばらくは優れた内視鏡検査のリーダーで
あり続けることができるであろうとも述べた。
　「私はこのセンターができることによって、これま
で多くの戦略的計画を策定し、自分たちがなした
いことを理解していたとしても、この建物に一歩足
を踏み入れ、そのすべてのリソースを見るようにな
れば、今まで想像もできなかった大きな実行力を
得たことがわかるだろうと、われわれのスタッフに話
している。なぜなら今後数年間に、医学をとりまく
環境は非常に大きく変わるからである」と、同氏は
述べた。
　DDW®参加者は、ASGE Annual Postgraduate 
Courseやhands-on workshopsから、ASGE 
Endoscopic Video Forumまで、ASGEがこの新
しい施設で提供する最新鋭の研修と教育がどう
いったものかを直接知ることができることなる。新
しいASGE IT&Tについての詳細を知りたい、ま
た、この施設の完成予想図をご覧になりたい参加
者は、DDW期間中にhall HのASGE Learning 
Centerへ行かれるとよい。

ASGE、最新鋭の研修センター建設に着手
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前腸の診断・治療を討議
胃上部、食道、胃および胆道の運動
機能障害の診断・治療における争点
が 22日（ 火 ）に行われるKelly and 
Carlos Pellegrini SSAT/SAGES Joint 

Luncheon Symposium, Current Concepts 
and Controversies in Foregut Motility の
テーマである。
　SSAT President-Elect Jeffrey B. Matthews, 
MD, professor and chair of the department 
of surgery at the University of Chicago, IL
は、シンポジウム参加者は前腸運動機能障害
に関する専門医パネルからの専門的な洞察を
聞けるだろう、と述べた。Dr. Matthewsと彼
のco-chairであるSAGES President-Elect W. 
Scott Melvin, MD, director and professor of 
surgery at Ohio State University’s Center 
for Minimally Invasive Surgery, Columbus
は、前腸の運動機能に関しては、診断、従来
の開腹手術から低侵襲性内視鏡的あるいは
管腔内手術に至る外科的、非外科的治療選
択肢まで、それぞれの専門性に基づいて7名
の演者を選定した。
　食道の運動機能障害に対しては確立した診断
法があり、いくつかの優れた治療法もある、と述
べつつも、Dr. Matthewsは「ここでは、診断に至
る方法論ではなく、従来の外科術であろうと、重

要性が増しつつある低侵襲性手技であろうと、あ
る特定の患者に対する最善の治療アプローチの決
定がより重要だ」と語る。
　対照的に、胃や胆道の運動機能障害は、診断が
より困難であり、治療選択肢も少ないが、「胃ある

いは胆道の運動機能障害を有する患者は、治療が
最も難しい患者に含まれる」と同氏は述べた。
　Dr. Matthewsの専門は膵臓と胆道である。同
氏は、消化器外科医として、病態生理から診断・
治療戦略に至るまで、これらの運動機能障害を興
味深いものと考える。
　「本シンポジウムは刺激的で活発なものとなる」
と同氏は述べ、「単に消化器外科医、一般外科医
ばかりでなく、消化器領域研究者、内視鏡治療医、
消化器内科臨床医にとっても興味深い、素晴らし
いセッションになるだろう」と続けた。
　Dr. MatthewsとDr. Melvinは、本シンポジウム
のために幅広い専門性を念頭に招聘演者リストを
作成した。
• Marco Patti, MD, professor of surgery 

and director of the Center for Esophageal 
Diseases at the University of Chicago School 
of Medicine, ILは、アカラシアに関する講演を
行うが、同氏は食道疾患治療のための低侵襲
性手術に特別な関心を持っている。

• Barry Salky, MD, chief of the division of 
laparoscopic surgery at Mount Sinai School 
of Medicine, New Yorkは、粘膜外筋層切開術
（Heller myotomy）の技術的側面に関する講演
を行う。

• Santiago Horgan, MD, professor of surgery 

and director of minimally invasive surgery 
at the University of California, San Diego, 
School of Medicineは、筋切離術に対する内視
鏡的アプローチである内視鏡的食道筋層切開術

（POEM）をとりあげる。
• Allen Lee, MD, gastroenterologist at Fletcher 

Allen Health Care, Burlington, VTは、胃不全
麻痺に関する講演を行う。

• Edward Borrazzo, MD, associate professor of 
surgery at the University of Vermont College 
of Medicine, Burlingtonは、さまざまな外科手
技による胃不全麻痺の管理を論じる予定である。

• David Adams, MD, professor of surgery 
and head of the section of general and 
gastrointestinal surgery at the Medical 
University of South Carolina, Charleston は、
胆管ジスキネシアをとりあげる。

• Attila Nakeeb, MD, associate professor in the 
department of surgery at Indiana University 
School of Medicine, Indianapolisは、オッディ
括約筋機能不全をとりあげる。

　本セッション、その他のDDW®イベントの時間お
よび会場に関しては22日（火）号のSchedule-at-a-
Glanceをご覧いただきたい。
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HIV/HCV重感染患者に対する直接作用型
抗ウイルス療法に関する第IIb相試験の中間
解析で有望な結果が示されている。結果が
非常に有望であることから、今やHIV/HCV

重感染に対する治療の変更が求められていると
さえ思われる。
　John Vierling, MD, FACP, professor of 
medicine and surgery at the Baylor College of 
Medicine, Houston, TXは、「2つの試験から非
常に興味深いデータが得られている」と述べ、「私
は、これらの薬剤の個別的な適応外使用ではな
く、現在患者登録が開始されている第III相
への登録を奨励したい」と語った。
　同氏は、21日（月）の午後に行われた
AASLD主催のシンポジウムLiver Disease 
in Patients with HIV Infectionの筆頭演者
である。
　HCVはHIV感染患者における大きな臨床
的課題となっている、と同氏は語る。米国の
HIV患者の3分の1ではHCVの重感染が認
められる。
　「HIV療法によるウイルス量の低減および
生存の延長の成功は、肝疾患がHIVにお
ける重要な合併症である、という認識につな
がった」とし、同氏は「HCV感染症は、とくに、
HIV患者における肝疾患による罹病率およ
び死亡率の増加に関連する」と述べた。
　重感染がみられる患者の治療のおもな目
標は、肝硬変への進展予防である。またす
でに肝硬変の兆候が認められる患者におけ
る目標は、肝がんへの進展あるいは肝移植が
必要となる事態の回避である。
　Boceprevirおよびテラプレビルは、米国の
HCV感染の75％を占め、アフリカ系アメリカ人に
おけるHCV感染の90％を占めるHVC遺伝子型
Iに対する治療の適応で承認されている。HIV/
HCV重感染に対する試験はさほど進行していな
い。
Boceprevir
　Boceprevir+ペグインターフェロン/リバビリン 

（PR）併用療法とPR単独療法に関する比較試験

の中間解析結果が4月に報告された。初期試験
では、PR単独療法に比べ、併用療法で有効性
が高いことが示唆されたが、併用療法では安全
性・有効性に関していくつかの問題が残っている。
　Dr. Vierlingは、中間解析では投与開始12
週後の治療結果を評 価した、と語る。試 験
は比較的規模が小さく、重感染患者64例が
boceprevir/PR群、34例がPR群に無作為割り
付けされた。肝硬変の発症率は非常に低く、PR
群で3％、boceprevir/PR群で6％という結果で
あった。

　試験登録患者全例が少なくとも1回の治療を
受けたが、PR群では18例（53％）が治療を中止
し、12例が治療を完了した。残りの4例は無効中
止（futility）解析ののち、boceprevir/PR群へ移
行した。Boceprevir/PR群では24例（38％）が
治療を中止し、40例（63％）が治療を完了した。
　4、8、12、24週における持続的ウイルス反応は、
PR群に比べ、boceprevir/PR群で高いという結

果であった。中間解析時のエンドポイントである
12週時の持続的ウイルス反応はboceprevir/PR
群で60 .7％、PR群で26 .5％であった。
　Boceprevir/PR群におけるHIVのbreakthough
は3例で認められたが、いずれも24週もしくは
それ以降に発生していた。薬物動態データでは、
boceprevirと複数の抗レトロウイルス薬との間に
薬物相互作用が認められたが、同氏は、薬物相
互作用への対応に抗レトロウイルス薬の用量調節
が妥当であろう、と語った。
　治療群間に安全性プロファイルにおける大き

な差異はなく、いずれの治療群でも死亡例
は報告されず、有害事象もPR群で100％、
boceprevir/PR群で98％という結果であっ
た。
　同氏は、副作用ではいくつかの差異が認め
られたが、驚くようなものではないと述べ、「こ
れらの有害事象は、重感染患者特有のもの
ではない。単一ウイルス感染患者で認められ
る有害事象と同様である」と結論した。

テラプレビル
　PR単独療法との比較では、テラプレビル/
PR併用療法でも、同様に有望な結果が示さ
れている。Dr. Vierlingは、今年3月に発表
された第II相110試験からの中間解析結果
を総括した。
　110試験は抗レトロウイルス療法（ART）
受療患者、非受療患者を対象としたが、12
週時点における持続的ウイルス反応はテラプ
レビル投与を受けた74％のART受療患者
で認められたのに対し、PR単独治療患者
では45％にしか認められなかった。非ART

受療群でも同様の結果であり、持続的ウイルス反
応はテラプレビル群で71％、PR単独群で33％と
いう結果であった。テラプレビル投与患者3例で
HCVのbreakthroughが認められたが、PR単独
群、テラプレビル投与群のいずれにおいてもHIV
のウイルス量のリバウンドは認められなかった。
　「いずれの試験でも、安全性、忍容性同様、有
効率も非常に有望だ」と同氏は締めくくった。

HIV/HCV重感染に対する治療が改善
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John Vierling, MD, FACP

会場を後にするときは、hall D registration areaのリサイクルボックスを探して、
不要なプログラム、パンフレット、持ち帰りたくない紙類の廃棄をお願いします。
天然資源の保存に協力して、サンディエゴからの荷物を軽くして、お帰りください。
DDW® 2012へのご参加ありがとうございました。

リサイクルにご協力を

DD
W
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今年から
登場

オリンパス提供のRecharge Loungeで休憩し、あなた自身と電子
機器をチャージしよう。Exhibit hallのhall Fの入り口に隣接する
Recharge Loungeでは、同僚とともに座り、リラックスして話ができる
場所を参加者に提供している。ラウンジには、多様な電子機器に対

応できる16種類のケーブルを用意した2つのチャージ・ステーションがある。
ラウンジを訪問し、携帯、ラップトップ、タブレットをチャージすることをお
忘れなく。Lobby Bとlobby Gには、Given Imaging提供のさらに2つの
チャージ・ステーションが用意されている。

Recharge Loungeで休憩を
オリンパス提供

DD
W

Patient Protection and Affordable Care Act
（PPACA）が近日中に下す最終決定は、将来
の医療制度にはほとんど影響を及ぼさない、と
AGA Instituteの次 期vice presidentである

John Allen, MD, MBA, AGAFは語った。医療制

度はすでに変化しており、それは市場の圧力による
ものだと同氏は続けた。健康保険の支払者は改革
を望んでおり、それは実現しつつある。
　21日（月）に開 催されたAGA Presidential 
Plenary sessionで同氏は、PPACAは単に医療制
度にすでに生じた変化を反映させただけであると述
べた。法整備の有無を問わず、医療費は上昇し続
けている。今後、医療制度の財政的リスクに曝され
るのは患者と医療関連企業であり、効率化とパワー
の統合が進行中である。デリバリーネットワークが
統合された結果、市場における優位性はすでに確
立した。
　「過去数十年間にわれわれが開発した基本的
ビジネスモデルは、もはや維持することはできな
い」とmedical director for quality at Minnesota 

Gastroenterology in Bloomington, MNを務める
同氏は述べ、「独立診療制度のコストは、当事者意
識とは別に、多くの医師を動かすことになるだろう」
と続けた。
　実地臨床では、病院の企業化は2000年代初頭
から増加しているが、その一方で実地臨床における
開業率は徐々に低下した。規制に要する費用の増
加と、保険償還費用の減少は、こうした傾向に拍車
をかける。
　研究を目的として医療センターも同様に圧力に曝
されている。これらの医療センターは、診療よりも研
究と教育を活動の中心に据えているが、保険償還費
用の減額と教育活動への支援低下により「そのモデ
ルでは生き残れないだろう」と同氏は指摘した。

将来のモデル
　「制度改革が必要だ。なぜなら健康保険の支払
者がそれを望んでいるからだ」とAGA President
を 務 め るC. Richard Boland, MD, AGAF, 
professor of medicine and division chief of 
gastroenterology at Baylor University Medical 
Center, Dallas, TXは述べ、「適応するための最適
な方法を探し出す必要がある。患者の消化器系を
健康に保つための新たな方法を探し出すことを恐れ
てはいけない。非効率な方法は排除する必要があ
る」と続けた。
　健康保険の支払者はデリバリーネットワー
クの統合を強く求めている、と同氏は述べ
た。ネットワークの統合はすでに始まってお
り、研究目的の医療センターを基盤としたも
の、病院を基盤としたものもある。ネットワー
クの統合が成功するための要件は、以下の
4つである。病院のシステムが患者診療だけ
でなく資本および情報管理を提供すること、
プライマリケアは患者中心のメディカルホー
ムで行うこと、専門医療は担当医師の契約
形態に関わらず専門的な医療を提供するこ
と、補助的な医療サービスとして内視鏡、放
射線などの医療も担うこと。
　消化器病診療のサイドからみれば、すでに進化
型内視鏡が内視鏡的処置や消化器手術に用いられ
ている。クリニックベースの診療や入院治療は、メディ

カルホーム、複合的医療サービス、電子カルテ、包括
診療、転帰評価の義務化などと組み合わされた形
で拡大している。
　それと同時に、携帯型内視鏡はすでに姿を消し
た、と同氏は述べた。現在、大腸内視鏡のほとんど
は有料で行われ、専門診療、設備費、病理学的検
査や麻酔に要する費用は別途請求される。将来的
には包括医療費制度が導入されることになると考え
られ、大腸がんのスクリーニング法に意義や代替法
が検討されるはずだと同氏は語った。

将来をともに考える
　「こうした変化にどのように対応したらよいのだろ
うか」とDr. Bolandは疑問を投げかけ、われわれは
消滅の危機に瀕した戦略に依存することはできない
と続けた。
　「3つの要件に集中する必要がある。すなわち、
医療費を削減し、患者の診療レベルを高め、地域
住民の健康度を高めることだ」とDr. Allenは指摘
した。AGAは消化器病領域の将来について、３つ
の要素をもったロードマップを作成している。その
ロードマップには、まずは大腸がん予防、炎症性腸
疾患（IBD）、慢性C型肝炎における診療方針決
定支援ツールがある。第二の要素はGI National 
Performance Measure Setで、消化器病を診療

するすべての医師が用いるべき28の方法から構
成される。最後の要素はAGA Digestive Health 
Outcome Registry® およびdigestive health 

physician recognition programに基づく、質の高
い診療への報酬強化である。
　たとえば、結腸直腸がん予防は、初回相談、前処
置、処置、病理学的検査を含んだ包括診療にシフト
すると考えられる。パフォーマンス評価、処置後10
日間の合併症発現などのサーベイランスが求められ
る。
　「特定集団におけるがん予防法の妥当性が判定
されようとしている。このプロセスに関わりたいと思
わないか？」と同氏は問いかけた。
　消化器病診療は絶滅への道を歩んでいるわけで
はないと同氏は続けた。しかし、消化器病専門医に
は、臨床診療、電子医療記録、転帰評価法、診療
制度のマネージメントなどを統合して、患者の診療レ
ベルを高めることが求められている。デリバリーネッ
トワークの統合は全領域に及ぶことはすでに分かっ
ており、あとは消化器病の診療で実行するだけだ。
　同氏は「協力して進めば将来は明るい」述べ、「わ
れわれはすでにGI 2 .0を開発中だ」と結論した。

消化器病診療には大きな変革がやってくる

「制度改革が必要だ。なぜな
ら健康保険の支払者がそれを
望んでいるからである。」

C. Richard Boland, MD, AGAF

AG
A

John Allen, MD, MBA, AGAF

C. Richard Boland, MD, AGAF
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食道機能障害のマネジメントを専門家が考察
アカラシアや胃食道逆流症（GERD）など
の食道運動機能障害の患者の評価と治
療は、さまざまな理由から困難なことがあ
る。21日（月）のDDW Combined Clinical 

Symposiumでは、そうした多くの理由を精査し、
これら患者のマネジメントを考察した。
　「食道運動機能障害の患者の治療方法を知る
には、まず診断方法を知っていなければならない」
と、Michael F. Vaezi, MD, PhD, professor of 
medicine and clinical director of the division 
of gastroenterology, hepatology and nutrition 
at Vanderbilt University Medical Center, 
Nashville, TNは言う。
　「食道運動性の現在の診断法は、高分解能内
圧測定とインピーダンス法の出現、および食塊移
動評価能によって技術的に進歩しつつあるが、治
療オプション自体は停滞している」と同氏は述べた。
　従来の圧測定は空間分解能が低いため、観察
者間および同観察者内の試験結果解釈がばらつ
くことがある。同氏は、従来の圧測定検査は、ア
カラシアおよび正常運動機能者については問題が
ないが、高圧下部食道括約筋（LES）、低圧LES、
びまん性食道痙攣（DES）、非特異的または無
効な食道運動（inconsistent for hypertensive 
LES）、ナットクラッカー 食 道 （Nutcracker 
esophagus）については一貫性がないことを示し
た2005年の研究をあげた。この研究には同氏も
参加している。
　高分解能圧測定の臨床上意義のある利点は、
検査時間が短いこと、解釈での変動性が小さい

こと、食塊移動の測定と食道区分の機能
解剖学の評価が客観的であることなどで
あると、同氏は述べた。欠点は価格や運
用コストが高いことなどである。
　臨床医が圧測定でアカラシアを同定し
た場合の治療オプションは、薬物治療、ボ
ツリヌス毒素療法、バルーン拡張、外科的
または内視鏡的筋切開術である。
　薬物治療にはニフェジピンや硝酸イソ
ソルビド（ISDN）などがある。「薬物投与
とボツリヌス毒素はアカラシア患者の治療
オプションではない。アカラシア患者には、
バルーン拡張または筋切開術というもっと
決定的な治療がある」と同氏は述べた。
　 次 に 同 氏 は、The New England 
Journal of Medicineに昨年掲載された、
新たに診断されたアカラシア治療における
バルーン拡張と腹腔鏡的筋切開術を比較
した研究を紹介したが、その研究では、こ
の2種類の治療法で治療成功率の有意差
がみられていない。
　アカラシアに対する経口内視鏡的筋切開術
（POEM）に関して今年発表された研究では、嚥
下障害改善およびLES圧低下において94%とい
う成功率が報告されている。学習曲線のため当初
の手術時間は長かったが、約90分に短縮されて
いる。
　このsymposiumのもうひとりの演者、Marco G. 
Patti, MD, professor of surgery and director 
of the Center for Esophageal Diseases at the 

University of Chicago’s Pritzker School of 
Medicineは、治療抵抗性GERDにおける外科
手術の役割について講演した。
　GERD治療に抵抗性となりやすい患者とは、最
初からGERDでなかった患者、アカラシアの患者、
評価や治療が適正でなかった患者などであると、
同氏は述べた。
　同氏は、症状からはGERDを原発性食道運動
機能障害（PEMD）と確実に区別できないこと、ま
た、PEMDの診断には食道機能検査が不可欠で
あることを確認した研究の筆頭著者である。この

研究では、治療には腹腔鏡的アプローチが胸腔
鏡的アプローチよりも良好であったことや、腹腔鏡
的Heller筋切開術はアカラシア、DES、高圧LES
に選択すべき治療であることも明らかされている
が、ナットクラッカー食道の治療に優れていると予
測できる治療は見つかっていない。
　GERDの正しい術前検査は、内視鏡検査、バ
リウム嚥下検査、食道内圧測定、24時間pHモニ
タリングなどであると、同氏は述べた。内視鏡検
査は、GERD陽性患者とGERD陰性患者の鑑別
に役立つ可能性があり、24時間pHモニタリング
はGERDをPEMDなどの他の疾患と識別するの
に有用な可能性がある。
　「十分な治療を受けていない、難治性の逆流
性疾患患者がますます増えており、こうした患者
は治療が困難な症例となっている」と同氏は述べ、
このような患者は病的肥満者やバレット食道の患
者などであると付け加えた。難治性GERDに関
与している因子は、BMIが5以上増加、LES圧
が1mmHg低下、LES腹部長が1cm短縮、男性
などである。
　GERD患者の10～15%はバレット食道を発症
している。バレット食道は、化生から高度異形成、
そして最終的には腺腫に進行する可能性がある
ため、前がん状態とみなされている。バレット食道
の内視鏡的治療の最近の進歩により、この疾患の
治療における外科手術の役割は限定的となって
きている。

分枝型の膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の
治療戦略は変化し続けている。1990年代に
は積極的切除が推奨されたが、次の10年間
には経過観察した方がよいと考えられるよう

になった。20日（日）に開催されたSSAT Plenary 
III sessionでは、振り子は再び揺れ始めたことを指
摘する講演が行われた。
　「経過観察と切除にはいくつかの共通する基盤
がある」とJoyce Wong, MD, the H. Lee Moffitt 
Cancer Center in Tampa, FLは述べ、「膵臓がん
家系の多くの患者を観察した結果から、切除可能
な場合は積極的に切除した方がよいと考えるように
なった。しかし、分枝型IPMNの診断および治療
基準は十分に検討する必要がある。そのため我々
は、コホート研究を行った」と続けた。
　同氏のHigh Grade Dysplasia and Adenocarci-
noma are Frequent in Side-Branch IPMN 
Measuring Less than 3 cm on Endoscopic 
Ultrasoundと題された講演は、立見の聴衆に熱狂
的な賛辞で迎えられた。本講演は22日（火）午後
のThe Best of DDW sessionで再び呼び物になる
であろう。
　同氏は、Moffitt Cancer Centerでは2000年か
ら超音波内視鏡（EUS）の所見に基づいてIPMN
の治療方針を検討してきたと述べた。そしてデータ

を収集するために患者を前向きコホートに登録
し、術前にEUSで評価し得た分枝型IPMN
の切除例を解析した。
　分枝型IPMN患者105例のうち無症候性は
10例のみで、そのうち8例はEUS所見に基づく
疑診例であった。「我々のコホートにおける主な
症状は腹痛で、45％以上に認められた」と同氏
は述べた。
　また23％では腹痛を伴わない黄疸がみられ、
体重減少も23％に認められた。その他の症状
としては、嘔気・嘔吐（13％）、糖尿病の発症・
悪化（7％）などであった。家族歴または膵臓
がんを有していたのは9％のみであった。
　このコホート研究を通してEUSによる疑診
例は比較的少なかった。嚢胞内中隔形成を認
めたのは27例（26％）のみで、2例で壁在結節
が描出された。
　EUSガイド下細針吸引細胞診（EUS-FNA）
と病理所見の関連性は低かった。最終的に膵
管腺がん（PDAC）との病理学的診断を得た39
名のうち、EUS-FNAで悪性と判定されたのは21
例（54％）であった。
　EUSでは93例（89％）に嚢胞が認められ、CT
あるいはMRIでも同様であった。しかし、EUSで
はCTあるいはMRIでは描出できなかった病変が

8例で同定され、8例中6例が最終的にPDACと病
理診断され、1例は高異型度病変と判定された。
　EUS-FNAによる悪性腫瘍診断の特異度は良
好だと同氏は述べた。悪性と判断された22例の
EUS-FNAのうち1例（5％）が最終的に高異型度

病変と診断され、21例（95％）はがんと診断された。
　その他の知見に関する感度は低かった。EUS-
FNA 15例の所見は非典型的であった。この15例
の最終的な病理診断は、高異型度病変4例（27％）、
がん 4例（27％）であった。また31例ではIPMN
あるいは粘液産生腫瘍の所見が認められ、最終的
な病理診断は、高異型度病変 11例（35％）、がん 
3例（10％）であった。
　EUSによる嚢胞の大きさと最終的な病理所見
にはより強い関連性が認められた。EUSにおける
1cm未満の嚢胞のうち、PDACと診断されたのは7
例中1例（14％）であった。1～2cmの嚢胞の保有
例では19例中2例（11％）、2～3cmの嚢胞では44
例中21例（48％）、3cm超の嚢胞では25例中15例
（43％）がPDACと診断された。そして、2cmを超
える嚢胞のうち20％に高異型度病変が認められた。
　嚢胞の大きさと生存率には関連性は認められな
かった。しかし、病理学的な浸潤性がんと生存率
の低下には強い相関が認められた。
　以上の検討から同氏は、「2cm超の嚢胞では病
理学的にPDACあるいは高異型度病変が認めら
れる可能性が高い。PDAC患者の生存期間は短く、
また再発率も高いため、大きな嚢胞を有する症例で
は経過観察よりも切除を考慮すべきである」と結論
した。

EUSを活用することで分枝型IPMNの適切な管理が可能になる
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22日（火）に行われるユニークなセッションは、
患者と医療センターのベストな利益を維持しつ
つ、診療する行為自体が倫理的に正しく、それ
でいて利益を生み出す方法を考えている医師

たちを支援するであろう。
Mitchell A. Mah’moud, MD, AGAF, a member 

of the AGA Institute Ethics Committeeは、患
者のための最良の検査と治療、そして患者の支
払能力とのバランスをとろうと試みている胃腸病学
者に、本セッションは実践的なアドバイスとガイド
ラインを提供するであろうと述べた。Navigating 
Common Ethical Dilemmas in the Practice of 
Gastroenterology と題された本セッションはethics 
committeeの提供である。
「人間を変えることはできないが、『倫理的な正義

のために、この治療はわれわれが行わなければな
らない方法である』と患者に説明し、語りかけるこ
とはできる」と、Dr. Mah’moud, assistant clinical 
professor in the division of gastroenterology at 
Duke University School of Medicine, Durham, 
NCは語った。
「われわれは、患者の社会経済的地位に関わりな

く、患者を救うために存在している」と、Dr. Mah’- 
moudは続けた。同時に、研究機関か診療所かに
関わりなく、診療のすべての間接費を差し引いても、
すべての診療行為が利益を生む必要があることを
認識している。これらの相反する目標の間で、どの
ようにバランスを維持すればよいのだろうか？本セッ

ションは、われわれが実際の診療で遭遇するこうし
た倫理的ジレンマに答えを出そうと試みるものであ
る。

本セッションでは、患者の支払い能力に応じて患
者の予約を先送りさせているGI専門医の問題など
が委員会の前に報告された結果、その行為が実際
に行われていることになったとDr. Mah’moudは経
緯を説明した。「良い医療保険に加入しているなら、
医師は『診療しましょう』と述べるであろう」と同氏
は述べ、「もしMedicaidに加入しているなら、診察
予約は半年後に先延ばしされるであろう」と続けた。

本 セ ッ シ ョン のJohn I. Allen, MD, MBA, 
AGAF, incoming AGA Institute vice president
は、補助的GIサービスに関連した倫理問題を論じ
る予定である。過去10～20年の間に、多くの診療
の製品ポートフォリオが拡大され、病院ベースの外
来内視鏡検査に代わる費用対効果の優れる選択
肢として、患者を外来外科センターに紹介するように
なったという。他にも多くの領域、病理学、注射、麻
酔領域の診療が同じように拡大している。

実際、多くの高度機能診療にとって補助サービ
スは収入の半分以上を占めている、とMinnesota 
Gastroenterology PA, Minneapolis の Dr. Allen
は指摘した。
「われわれは、経済的報酬を得られる治療をオー

ダーし、同時に患者の治療を改善できる立場にい
る」と、同氏は述べた。また、「しかし、それは倫理
観と有効な治療との間の微妙な問題であり、現行の

診療ガイドラインに合致しない過剰サービスになる
可能性がある」と語った。

同氏は、診療が国内でコン
センサスが得られている治療ガ
イドラインと一致しない場合が
多いことについて論じる予定で
もある。「もしガイドラインを逸
脱している場合には正当な理
由がなければならない」と、同
氏は述べた。また、「ガイドライ
ンに合致しない患者は存在す
るし、正当な場合もある。しか
し、それが常態化している場合、
倫理的範囲を逸脱し始め、詳
細な調査が行われるであろう。
率直にいうと、調査は行われる
べきである」と続けた。

Larry D. Scott, MD, chief of gastroenterology 
services at LBJ General Hospital and professor 
of medicine at The University of Texas Medical 
School, Houstonは、限定的な保険の患者、あるい
は無保険の患者に対し、どのように質の良い医療を
提供できるかについて論じる予定である。

失業者や不健康な職業の従事者の数は増え続
けており、タイムリーなトピックであると、Dr. Mah’- 
moudは述べた。「無保険者数は多いが、無保険者
にも治療は必要である。どのような治療を行えば良
いのであろうか？」と、同氏は問いかけた。

Jane E. Onken, MD, associate professor of 
medicine and the IBD program 
director at Duke Medical Center, 
Durham, NCは、臨床試験に関連
した倫理問題について論じる予定
である。同氏は、研究や臨床試験
に参加する医師が直面する一般的
な問題を明らかにし、利害が対立す
る場合の治療選択肢を提示するで
あろう。

臨床試験はGI診療の強力な収
入源ではあるが、講演は研究や臨
床試験の真のゴールを胃腸病学者
に思い出させてくれるであろう、と
Dr. Mah’moudは述べた。「なぜ私
はこの研究に参加しているのであろ

うか？」と、同氏は仮説的に問いかけた。また、「こ
の特別な疾患に対する深い知識を得る機会を自分
に与えるから、自身の知識を増やし、研究を行うの
であろうか？『1例を登録すれば、3 ,000ドルが得ら
れる。だから50例を登録する予定である』というこ
とに焦点が置かれることはあってはならない」と述
べた。

本セッション、その他のDDW®イベントの時間
と場所については、22日（火）のSchedule-at-a-
Glanceをご参照いただきたい

多くの肝疾患において、有病率、症状、治療反
応性などに関する人種差が報告されている。
21日（月）のClinical Symposiumでは、既報が
レビューされ、人種差の概要と想定されるメカ

ニズムが報告された。
　また、肝細胞がんなどの合併症と肝硬変関連死
亡率における人種差、移植成績の人種差などについ
ても論じられた。
　AASLD President, Guadalupe Garcia-Tsao, MD, 
professor of medicine at Yale University School of 
Medicine, New Haven, CT, and chief of digestive 
diseases at VA-CT Healthcare Systemは、人種差
への理解は、個 の々患者に対する治療を変えるであ
ろうと述べた。
　「C型肝炎治療では、患者がアフリカ系アメリカ人で
肝硬変を合併しており、しかもジェノタイプ 1である場
合は、3剤を併用した抗ウイルス療法や他の治療に対
して抵抗性を示す可能性を考慮しなければならない」
とDr. Garcia-Tsaoは説明した。また、「アフリカ系アメ
リカ人は遺伝的要素により治療への反応性が低い事
実が明らかにされている。そのことを理解し、アフリカ
系アメリカ人には異なった強さの治療が必要だと認識
すれば、より良い医療を提供することができるであろ
う」と語った。

ウイルス性肝炎
　C型肝炎の有病率は白人よりアフリカ系アメリ
カ人の方が高く、アフリカ系アメリカ人は最近の抗

ウイルス療法レジメンへの反応性は低い。しかし、
アフリカ系アメリカ人は、他の人種と比べて、線維
化の進行が遅いことも示されている。
　アフリカ系アメリカ人に肝硬変が生じた場合、
肝移植を受ける可能性は低く、移植後の 2年 /5
年移植片生着率および生存率は白人と比べて低
い。これらの人種差の背景にあるメカニズムを解
明するのは困難であるが、アフリカ系アメリカ人が

ウイルス曝露後の持続感染に対して生物学的な
感受性を有する可能性が示唆されている。
ヒスパニック系アメリカ人の C型肝炎患者がより進行
性の経過をたどるか否かについては、相反するデータ
が報告されている。 
　B型肝炎患者におけるアフリカ系アメリカ人の割合は
不相応に高いが、B型肝炎に対するインターフェロン療
法に対する反応性は白人と比べて良好である。

NAFLD
　非アルコール性脂肪性肝疾患 （NAFLD）の有
病率は増加しており、ヒスパニックの占める割合が
比較的高いことが示唆されている。NAFLDは通
常、肥満症、2型糖尿病と相関していることから、食
事が要因の1つと考えられるが、体脂肪の分布も関
与している可能性がある。中心性肥満は、ヒスパニッ
クにおいて高頻度に認められる。
　一方、白人とアフリカ系アメリカ人は、一般人口に
占める割合と比較すると、NAFLD患者に占める割
合は低い。アフリカ系アメリカ人はヒスパニックと比
べて、2型糖尿病と肥満症の割合は相対的に高い
が、NAFLD患者に占める割合は低いことから、ヒ
スパニックの生物学的な感受性と、アフリカ系アメリ
カ人における過小診断あるいは低い生物学的感受
性の可能性が示唆される。

アルコール性肝疾患
　アルコール性肝疾患にも人種差はみられるが、
報告は少ない。アルコール摂取量の多寡に関わらず、
アフリカ系アメリカ人の肝酵素は白人に比べて常に
高値であることを示唆する成績がある程度である。
　本セッションの座長は、Jeanne Clark, MD, 
associate professor of medicine at Johns 
Hopkins, Baltimore, and Natalie Bzowej, MD, 
gastroenterology at Sacramento Care Center, 
CAが務めた。

よくある倫理的ジレンマを検討するセッション

肝疾患における人種差が論じられた
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Mitchell A. Mah’moud, MD, AGAF

AG
A

座長のNatalie Bzowej, MD (左)とJeanne Clark, MD
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ラジオ波焼灼法 （RFA）は、噴門形成術施行
例においても安全かつ効果的である。DDW®

では21日（月）の午後、新しい臨床研究の成
果が報告された。RFAに先行して噴門形成術

を受けた患者でも、RFA施行率は受けなかった患
者と同程度に高く、噴門形成術を受けた患者で転
帰がより良好となるわけではなかった。

U.S. RFA Registryの研究者らは、RFA施行
患者5 ,539例を対象とした研究から、RFAに先行
して噴門形成術を受けたのは318例（6％）に過ぎ
ないことを明らかにした。このうちRFA後に狭窄を
発現したのは0 .9％で、1.3％が入院した。噴門形
成術の有無によって狭窄、出血、入院の発現率に
統計学的な有意差は認められなかった。

次に研究者らは、バレット食道では、噴門形成術
を受けた患者の方が酸分泌抑制薬だけを服用して
いた患者に比べて、RFA後の転帰が良好となるか
どうかを検討した。
「驚いたことに、その答えはNoであった」と

Nicholas Shaheen, MD, AGAF, 
pr o f e s s o r  o f  med ic i ne  a nd 
epidemiology and director for the 
Center for Esophageal Diseases and 
Swallowing at the University of 
North Carolina, Chapel Hillは述べた。
「酸分泌抑制薬の服用例であるか、

噴門形成術を受けたかどうかにかかわ
らず、前がん細胞の発現の回避率は同
程度で、処置に伴う合併症の発現率も
同様であった」と同氏は解説し、レジス
トリのデータを提示した。

こうした結果に基づき同氏は、前が
ん性変化が懸念されるほど重度の逆
流を伴う患者では噴門形成術を考慮すべきだと結
論した。しかし、逆流症状をコントロールするのに
手術が必要な患者では噴門形成術は効果的だが、
手術だけがRFA後の転帰を高めるわけではないと
指摘した。なぜなら、噴門形成術施行例の転帰は

酸分泌抑制薬の服用例
と同様だったからである。

同氏はその理由として、
まず現在の酸分泌抑制
薬の有効性は高く、噴門
形成術を必要としないほ
どに酸分泌抑制作用が
強いことをあげた。さら
に、噴門形成術がつねに
有効だというわけではな
い。平均値をみると、噴
門形成術を必要とする患
者の逆流症状は、酸分
泌抑制薬の服用例に比

べて重症である。こうした状況では、噴門形成術
が奏効してRFA後の転帰が改善したとしても、群
間差は生じにくい。

同氏は、このテクニックは臨床応用が始まってか
ら10年も経過しておらず、今後も長期に追跡して、

逆流抑制効果や発がん抑制効果について検討す
る必要があると述べ、本レジストリにおける研究か
ら回答が得られる可能性があると論じた。

また同氏は、本レジストリは本領域における最大
規模の前向き研究であり、登録例を今後何年間も
追跡して、病態の変化や治療の影響について検討
する必要があるとした。

本研究のようなレジストリ研究の結果から治療方
針を決定するのは適切ではないが、本研究の規模
と追跡期間をランダム化試験として実現することは
不可能である。

本研究はCovidienの一部門であるGI Solutions
（前BÂRRX Medical）から研究費の支援を受け
た。なお本研究の限界として、噴門形成術を受け
た患者の一部は酸分泌抑制薬を服用しており、そ
れが結果に影響を及ぼした可能性がある。

先行して噴門形成術を施行しても、RFA後の安全性と有効性は改善しない
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20日（日）午後に行われた AGA Clinica l 
Symposiumでは、2名の専門家により潰瘍性
大腸炎における臨床病理学的な例外とその臨
床的対応についての議論が行われた。

Kristin A. Olson, MD, health sciences 
assistant clinical professor of pathology and 
laboratory medicine at the University of 
California, Davis, Medical Centerは、「潰瘍性大
腸炎は直腸の陰窩が障害される疾患である。しか
し、特に治療後や小児では、rectal sparingなどの
例外もみられる」と述べた。小児では慢性的な粘
膜障害が認められないものや、虫垂炎や盲腸炎あ
るいは治療後の陰窩破裂や皮膚病変に関連する肉
芽腫などもある。また、表在性亀裂性潰瘍や全層
性炎症、胃炎や十二指腸炎などもある。

Dr. Olsonと、Andrew F. Ippoliti, MD, director 
of administration and clinical affairs in the 
division of digestive diseases at Cedars-Sinai 
Medical Center in Los Angeles, CAの2名により、
潰瘍性大腸炎におけるまれなケースが紹介された。

潰瘍性大腸炎は、慢性あるいは特発性の陰窩の

障害などを含み、急性あるいは遅発性
の出血性下痢をもたらす重篤な疾患で
ある。

結腸クローン病は、潰瘍性大腸炎と
誤診されやすいという。出血を伴わな
い下痢、クローン病の家族歴あり、口
腔潰瘍の既往あり、輸血を必要とする
貧血の既往あり、C反応性タンパク質
の増加、血小板の増加、低アルブミン
血症などが認められる患者の場合に
は、クローン病を疑う。

結腸粘膜内の肉芽腫についても議
論された。肉芽腫では、ムチン血管外
漏出など内因性や外因性物質に対す
る非特異的な組織反応がみられるという。既報の
研究では、およそ90％の潰瘍性大腸炎患者が陰窩
の障害に関連する肉芽腫を有していたことが報告さ
れている。陰窩が障害されると、ムチンが固有層へ
分泌される。ムチンは、好中球、好酸球、リンパ球
と多核巨細胞とともに、病変部へのマクロファージ
の集積をともなう炎症反応を惹起する。

虫垂開口部に病変が
認められるケースは、回
腸嚢肛門吻合術後の嚢
炎に関連するといわれて
いる。

盲腸の炎症が結腸あ
るいは直腸の炎症と連続
していない場合、粘膜炎
症巣をともなう潰瘍性大
腸炎あるいはスキップエリ
アを認めるクローン病に
鑑別診断できる。

深部潰瘍と経壁の炎
症をともなうケースもある。

潰瘍性大腸炎患者ではしばしば、粘膜下層深部や
表在性固有筋層へ進展する裂溝状潰瘍を認める
ケースがある。

経壁の炎症は、重篤な潰瘍が形成される部位、あ
るいはミオサイトの壊死に関連すると考えられている。

静注ステロイドに対して反応性が得られない潰瘍
性大腸炎患者や深部潰瘍を有する患者では、C反

応性タンパク質の増加などがみられ、治療に対する
反応性が低いといわれている。このようなケースで
は、シクロスポリンAや抗TNF薬、インフリキシマ
ブが治療の選択肢となる。

上部消化管の炎症性疾患をともなう限局活動性
十二指腸炎を有する患者は、クローン病とされてき
た。しかし、多くの症例報告より、潰瘍性大腸炎患
者は上部消化管に炎症性疾患を有することが報告
されている。「限局活動性の胃炎は、ヘリコバクター
ピロリ感染による胃炎の治療によるものと思われる」
とDr. Olsonは述べた。「NSAIDの使用など以外
に原因が考えられないびまん性十二指腸炎の場合
には、腸運動記録やカプセル内視鏡などの検査を
行う必要がある」と同氏は述べた。

また、他のケースでは、長期に罹患している潰瘍
性大腸炎やバレット食道の食道腺がん、結腸全
摘術や回腸嚢肛門吻合術の施行後の合併症とし
て、嚢炎、スキップエリアのロングセグメントなpre-
pouchitis、十二指腸炎が認められる。

潰瘍性大腸炎における臨床病理学的にまれなケース
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Andrew F. Ippoliti, MD

22日 （火）のGI Emergenciesに関するASGE 
Hands-On Workshopでは、国際的な専門家の
監修のもとで消化器専門医向けにめったにないト
レーニング機会を提供する。

 「このワークショップでは、急性上部消化管出血、出
血性潰瘍、静脈瘤出血、急性穿孔、縫合不全へ
の対処での実践トレーニングの機会を提供する」
と、Juergen H. Hochberger, MD, PhD, professor 
and chairman of the department of medicine III, 
gastroenterology and interventional endoscopy, 
at St. Bernward Hospital, Hildesheim, Germany
は話している。
　「8ヵ所のワークステーションを設置し、それぞれに
著名な世界的専門家を配する」と同氏は続け、「15分

程度でワークステーションを移動すれば 3～ 5つの
ワークショップに参加できる。どのステーションでも、
特殊な手技とさまざまな装置を展示する」と述べた。
　デモンストレーションは、食道、胃、十二指腸など、特
別に調製したブタの上部消化管を用いて行う。この
ワークショップでは、消化管出血に国内外で用いられ
ているその他の製品を実際に手に取ることもできる。
　重篤な出血病変、穿孔、不全の処置のほか、同氏
らが消化管からの異物除去のデモンストレーションや
従来の止血装置のデモンストレーションを行う。
　「内視鏡専門医が遭遇する可能性があるGI緊急事
態にどう対処しピンチをどう脱するかを学ぶには、マン
ツーマンの個人指導が最善の方法だろう」と同氏は述
べている。「ブタモデルを使用しているので、状況があ

る程度現実的になる。組織の感触がわかるし、緊急
時の処置に際してのプレッシャーもなく、段階を踏ん
で処置を完遂できる」。
　このコースは、Boston Scientific Corporation, 
Cook Medical, Olympus Corporation of the 
Americas, そして Ovesco Endoscopy USA Inc. の
教育助成金および現物支給品により一部支援を受け
ている。なお現物支給は EndoChoice, Inc., ERBE 
USA, Inc., US Endoscopyからも受けた。
　本ワークショップとその他の DDW®のイベント時
間と場所については、22日 （火）号の Schedule-at-a-
Glanceをご参照いただきたい。
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ワークショップでGI緊急事態向けのトレーニングを実施




