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賢明なるヨーロッパとは：
UEGはイノベーションに投資する
UEG Week News は UEG President である
Professor Colm O’Morain に、ダイナミックに変貌する
ヨーロッパ圏における UEG の役割について取材した。
? UEG Week News: Professor
O’Morain 氏 に伺 いま す。 政
治的には現時点で欧州連合

What’
s new? UEG Weekプログラムに
みる消化器病研究の最前線
Committeeのメンバーとともに、Professor John Atherton, Chair of the UEG
Scientific Committee は、投稿された abstractを読み、評価するだけでなく、
UEG Week Berlin 2013 のプログラムにも工夫を凝らした。Scientific Programme、
Postgraduate Teaching Programme のハイライトについて尋ねるとしたら
同氏が最もふさわしい人物である。

（EU）はトラブル続きです。こ

? UEG Week News: 最近の消化器病研究のトレン

and through the stomach.

うした状況はUEGに影響を

ド、今年のプログラムに反映されたテーマ、とくに治

14 日（ 月 ）14 :00 -15 :30 、

及ぼすのでしょうか。また、

療と診断の分野のトピックは何でしょうか？

Hall 6）。実際に視聴して、

ヨーロッパ内の結束を強固

! Prof. Atherton: 本学会に投稿されたabstract の標

その結果をあなた自身が

にするために組織的な対策

準的なクオリティは、今年も明らかに向上しており、

評価してください。

はありますか？

素晴らしい研究が多かったと思います。最優秀演

? UEG Week News: UEG

! Prof. O’Morain: 経済的な
理由からEU が脅威にさら Professor Colm O’Morain,
UEG President
されているのは事実です。

題は、10月14日（月）8：00 からHall 1で開催される

Week は年々盛会となり、

Opening Plenary Sessionで発表されます。早朝か

複雑になっています。自

らですが見逃さないようにお願いします。同セッショ

公立機関では多くの医療従事者の給与カットが行われ

ンで発表される演題のテーマは、インフリキシマブ

ていますし 、私立施設では多くの医療従事者が仕事を

療法は炎症性腸疾患（ IBD）
患者にベネフィットをも

分が興味ある演題をどう Professor John Atherton,
やって探したらよいので UEG Scientific Committee
Chairman
しょうか？

失い、憤りを感じている方はたくさんいます。政府は緊

たらしたか、経鼻腸管栄養は重症膵炎患者にとって

! Prof. Atherton: Pathways を活用することです。興

縮財政を理由に、さらに給与水準を下げようとしていま

有用か、2014 年にはインターフェロンを用いなくても

味のある分野、専門性にかかわらず、あなた自身

す。この方策は望ましくない結果をもたらすでしょう。

C 型肝炎の治療が可能になるのか、抗菌薬関連出血

のための Pathwayを見つけることができます。イ

緊縮財政よりも、施政者はUEG がイノベーションに投資

ンターネット上でも会場でも領域別に色分けした

本学会に投稿された abstract の

Pathways が提示されています。たとえば IBD、小児

きるはずです。

標準的なクオリティは、今年も明らかに

消化器疾患、機能性消化管疾患、消化器がんなど

? UEG Week News: 具体的にはUEG はどのような方法

高まっている。

の演題を視聴したいとします。そのときにPathways

する姿勢を学ぶべきです。そうすることで雇用も創出で

を採用しているのですか？

は各時間帯のなかで、あなたが興味をもつセッション

! Prof. O’Morain: UEG の収 入の 90％は UEG Week から

性大腸炎の原因は何か、です。結果を聞いたら驚か

を色でハイライトして示してくれます。最終日の午後

のものです。私たちは独創的な方法でこの収入を維持

れると思います。

まで、どうすればよいか困ることはないはずです。ま

してきました。会議会場とは再三ネゴシエーションし 、

Plenary Session のほかにも、優れた演題がオー

たPathwaysを活用しないと、新しい Pathway Wrap-

UEG Week は組織内部の “ 専門性 ”を生かした運営を目

ラルおよびポスターで発表されます。私が関心が

up Sessions “What’s new in...?”を見逃してしまうこ

指しました。出展する企業にとって魅力的な場となるよ

あるのは内視鏡領域で、粘膜上皮下腫瘍の生検

とになります。同セッションでは、最新の臨床およ

う、かつ学術的に高いレベルの演題が集まるように努力

用に粘膜フラップを備えた粘膜下内視鏡の開発は

び基礎研究の進歩、ガイドライン、そしてUEG Week

しました。それによって、われわれのブランド力は高まっ

大きな進歩です（ Free Paper Session: Endoscopic

2013の各領域の abstractを閲覧できます。もしもあ

ています。ポテンシャルをフルに活用し 、マーケティン

techniques which will change tomorrow’s practice.

なたが単一領域に集中したいのならば 、興味のあ

グ会社と契約してグローバル化を推進しました。新しい

14日（月）15:45 -17:15、Hall 6）。アカラシアの異な

るほかの演題を見逃さないためのよい機会だと思

UEG Journalとポータルサイトにも投資し 、そこからの

る治療法を比較したランダム化試験の演題は、その

います。

収入も見込んでいます。施政者が私たちの方法をよい

有効性と相対的安全性に納得できるか興味深いとこ

事例とし 、イノベーションに投資すれば、現在の危機は

ろで す（ Free Paper Session: Endoscopy towards, into

回避できると思います。もちろん、UEG の成功はボラン

Opening Plenary Session はぜひ見て
いただきたい。

ティアスタッフや高度の専門性を有する事務局スタッフ
の尽力のおかげでもあります。

? UEG Week News: UEG Scientific Committee

? UEG Week News: 医学の進歩を促進し、医療保険シ

Chairmanとして個人的に推奨する演題はありますか？

ステムを改善するために、UEG が採択する方策について

! Prof. Atherton: 冒頭でも述べましたが、
14日（月）8：00

簡単に紹介していただけますか？

からの Opening Plenary Session はぜひ見ていただ

! Prof. O’Morain: UEG は Alliance for Biomedical

きたい。本学会のハイライトともいえる消化器病領

Research in Europe（ BioMed Alliance）のコンソーシ

域の最も優れた研究成果が発表されます。同じ会場

アムの中心的存在です。ヨーロッパの主要な医学関連

では11：00 から“What’s new in 2013?”が開催され

組織を覆う巨大な傘のようなものです。私はこの組織

Continued on page 2

ます。このセッションは、欧州の消化器病診療の最
今年の UEG Week の会場となったICC Berlin

Continued on page 2
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What’s new? UEG Weekプログラムにみる消化器病研究の最前線

近の変化を取り上げ、トップジャーナルのエディターが

持っています。示唆に富んだ症例が提示され 、専門家

Stockholm で開催される“When Europe meets the rest of

最近論文発表された優れた研究成果を紹介します。

パネラーが治療、マネジメントを論じるこのセッション

the world”の今年のテーマは感染性肝疾患で、肝臓病理

は、
14日（月）から16日（水）の3日間、毎日11：00 から

学専門医との共同研究の推進に役立つと思います。また、

Hall 3で開催されます。

European National Societiesの大腸がんスクリーニングへ

もはや お 馴染 みの “Today’s Science; Tomorrow’s
Medicine”は14日（ 月）と15日（ 火 ）に開催され 、世界
中から集まったトップサイエンティストが、遺伝学、病

そのほかにはPathwaysで“Chairman’s Choice”を見て

の取り組みを見ると（15日［火］8:30、Hall Copenhagen）、

因、治療の層別化などすべての領域で、最新の知見を論

いただくのがよいと思います。私はアジアや米国の医師

UEGが支援すべきことはまだたくさんあると感じています。

じます。実臨床に関連したセッションとして、“Clinics in

や研究者と国際共同研究を行うのが好きですし、新しい

どうです、素晴らしい学術集会だと思いませんか？

Gastroenterology and Hepatology”にはたいへん興味を

取り組みにも興味があります。14日（月）14：00からHall

Scientific Programme

今日の知識；明日の医学
UEG Week の2日 間 に わ たる 国 際 シン ポ ジ ウム

が無料で参加できる。基礎研究の大きな進歩が自身

therapeutic strategies”（ 15 :45 -17 :15、Hall Oslo）の

“Today’s Science; Tomorrow’s Medicine”には、ぜひ足

の専門分野の臨床にどのような影響を及ぼすかを学べ

各講演が行われ、それぞれ世界的に著名な演者が登壇

を運んでいただきたい。

る、またとないチャンスである。お見逃しなく。

する予定である。さらに、14日（月）には、2つのFree

今年は、世界中の最高の基礎研究者とトランスレー

14日
（月）
には “From genes to disease in IBD”（11:00 -

ショナルサイエンティストが一堂に会して、“ 遺伝学から

12:30、Hall 2）、
15日
（火 ）には “New molecular targets in

研究である“Genetics of functional disorders”（14:00 -

病因・臨床へ”をテーマに取り上げ、討議する。基礎研

IBD”（8:30 -10 :30、Hall 2）、“Genetically predisposed

15:30）と“Genetics and pathogenesis”（15:45 -17:15 ）

Paper SessionsがHall 9で行われ 、最高のオリジナル

究の最新の知見を臨床に活かし 、本領域でのさらな

GI cancers”（11:00-12:30 、Hall Copenhagen）、“Novel

が、若く有能な研究者から発表され、国際的専門家に

る解明を進めるための戦略を確立し 、これらの研究を

genetic tools for cancer management”（14:00 -15:30、

より論じられる。詳細は、Final Programme を参照の

患者の利益に結びつける方法について論じる予定であ

Hall Oslo ）、“Molecular neurogastroenterology:

こと。

る。本シンポジウムには、すべてのUEG Week 登録者

From genetics and basic mechanisms to targeted

Hot Topic

IBDの病因：遺伝子と腸内細菌叢の役割
遺伝と腸内細菌叢は、炎症性腸疾患（IBD）の発症に関与している。両者の複雑な相関関係は、10月14日
（月）
のOpening Plenary Session
（8:00-10:30、Hall 1）における Professor Stefan Schreiber（Christian-Albrechts-University, Kiel, Germany）
の講演のトピックである。
Professor Schreiber の

腸内細菌叢の変化は、抗炎症薬の効果の

出発点は、
「 多くの人が相

違いを説明するために重要な役割を担う

当数の IBD 関連遺伝的リ
スクファクターを受け継い

可能性がある。

で いながら、なぜ IBD を

しかし、同氏が指摘するように、この仮説は、系統

発症しないのか？」という

的に検証されなければならない。
「 興味深いことに、

IBD 研 究における大きな

腸内細菌叢は、宿主遺伝学の強いコントロール下にあ

未解決課題にある。遺伝

るようにみえる。マウスとヒトの研究では、疾患関連

つまり同氏は、細菌叢の変化が独立して主要な役割
を果たすとの病因論の仮説については疑問をもってい
るが、その一方でマウスに誘発された腸内細菌叢変化
が、糞便移植後にそのフェノタイプを変える可能性も
考慮に入れている。
こうしたことから、腸内細菌叢の役割は、病因の重
要な補因子と考えるべきである。
「 遺伝学的感受性と同様に、ヒト細菌叢の変化は、

遺伝子の変異が腸内細菌叢の構成に大きな影響を及

IBD 発症のトリガーとして十分でも特異的でもないと考

Professor Stefan Schreiber, しない傾向がみられるが、
Christian-Albrechts-University, IBD の発生率や有病率は、
Kiel,Germany

ぼすことが示されている。しかし 、炎症がないときに

えられるが、抗炎症薬の効果の違いや疾患の自然史

昇している。IBD の大半は、20～30 歳で発症するが、

的リスクは、経時的に変動

過去150 年間に大幅に上

も生じる腸内細菌叢変化の多くは、IBD患者が対照患

の違いを説明するために重要な役割を担う可能性があ

者と比較されたときに観察される変化と同一のものと

る。さらに腸内細菌叢のコントロールは、IBD 予防の

思われる」。

重要な方法となる可能性がある」と同氏は結論する。

発症前は一見健康そうにみえる。最近の仮説では、腸
内細菌叢の構成要素が西洋の生活習慣の影響を受け
て新たな危険因子に変化したときに、遺伝的感受性の
ある人がIBDを発症すると考えられている。

new horizons, fresh ideas
Continued from page 1
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賢明なるヨーロッパとは：UEG はイノベーションに投資する
のExecutive Committee のメンバーに立候補しました。私たち
はEuropean Parliamentおよび European Commissionに対して、
Horizon 2020 研究基金を創設するための戦略的パネルを設立す
るよう、ロビー活動を行ってきました。おもな戦略的研究が決ま
れば、革新的アイデアが市場に展開されることになります。残念
ながら、医療研究への投資に関して、ヨーロッパは米国や中国
に後れを取っています。この領域への投資は雇用の創出、そし

Awards and Grants
Research Prize
Top Abstract Prize
Travel Grant
International Scholarship
Link Award
Rising Star Award
National Scholar Award
Top Poster Prize
Oral Free Paper Prize
Lifetime Achievement Award

Bright
ideas

てヨーロッパにおける研究拠点を築くことになります。ヨーロッ
パの医療関連組織は製薬企業との行動規範に則った協業のあり
方、卒後教育の認定と専門医制度など、一般的な問題にも直面し
ています。こうした一般的な課題への真摯な取り組みがUEGを

See how you can benefit by finding out more about our
schemes online and apply for one of our many prizes.

Find out more,
visit www.ueg.eu/awards-grants

BioMed Allianceの中心的組織にしたと考えることもできます。
Ins_CongrNews_award_grants_2013.indd 1
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Scientific Programme

Clinical Case Sessions
診断と治療の選択肢に投票
UEG Week の数多くのハイライトイベントの1つが
Clinical Case Sessions “Clinics in Gastroenterology

いて診断および治療の選択肢について投票することが

・外科手術後に腹部痛を訴える思春期患者

できる。

・皮膚腫瘍：消化器病専門医が診るべきか？

10月14日（ 月）のセッションでは上部消化管疾患を提

10月16日（ 水）のセッションでは肝胆膵領域の症例を

and Hepatology” である。同セッションは会期中の
3日間、
11:00‐12:30にHall 3において開催される。各セッ
ションでは、UEG Scientific Committeeに投稿された

示する。

提示する。

abstract のなかから、3つのチャレンジングなテーマが

・ディスペプシア：見た目よりも病態は重い

・急性肝不全の非定型例

選ばれた。これらの症例を治療、管理する臨床チーム

・栄養不良患者の診断におけるチャレンジ

・アイスホッケーコーチの生命を脅かす再発性消化管

が、対処が難しく、一般的ではない課題を、高解像度

・腹部痛、嘔吐、下痢：症状発現時期が意味するもの

示する。その後、提示症例の管理法が集学的パネル

10月15日
（火）のセッションでは下部消化管疾患を扱う。

によって論じられる。症例提示と討論の間 、参加者に

・非致死的門脈ガスと小腸腸壁嚢状気腫：病因学的に

は各症例に対するコメントが求められ、キーパッドを用

出血
・妊婦の黄疸と発熱：原因は1つではない

内視鏡および X 線画像、病理学的所見などを用いて提

重要だがまれな症例

Scientific Programme

最新のトップabstract

炎症性腸疾患
（IBD）
、上部消化管
（GI）
インターベンション、先端的内視鏡検査、結腸内視鏡スクリーニングの最近の進歩
毎年、特別に設けられたabstract 提出期間に、UEG

上部消化管インターベンションと先端的内視鏡に

from colorectal cancer; first large-scale population-

Scientific Committee は、UEG Week の 参 加 者 の 関

関する最 新の abstractを集めた 2番目のセッション

based trial” や “A composite measure of colonic

心が高い重要な進歩を遂げた複数の分野から、late

は、15日（ 火 ）の 8:30 -10 :30にHall 7で開催される。

intubation is better able to distinguish performance

breaking abstracts を選考する。UEG Week Berlin 2013

“Radiofrequency ablation in Barrett’s esophagus with

of colonoscopy and is associated with higher polyp

では、従来にも増して報告が多いことから、late breaking

confirmed low-grade dysplasia reduces neoplastic

detection rates“などがある。

abstracts専門の3つのFree Paper Sessionsが行われる。

progression: results of the SURF randomized trial”と

10月14日（ 月）の15:45 -17:15、Hall Helsinki に お い

“Prophylactic somatostatin can reduce incidence of

て、top late breaking trials やIBD の主な進歩に関す

post-ERCP pancreatitis: A multicenter randomized

るセッションが行われる。とくに注目される演題は、

controlled trial” 等の演題が報告される予定である。

“Volatile organic compounds in breath as new test

結腸内視鏡スクリーニングに関するlate breaking

for Crohn’s disease activity” と “CXCR3 deficiency

abstracts は、3 番目のセッションで 報告される（15

increases susceptibility to intestinal inflammation in

日［ 火 ］11:00 -12 :30、Hall 7）。演題には、“Effect of

experimental IBD”である。

flexible sigmoidoscopy on incidence and mortality

Scientific Programme

内視鏡ライブ – 専門家らが新しい手技を公開
内視鏡ライブはUEG Week で最も人気の高いプロ

Klinikum Lichtenberg in Berlin から送信され 、適応 、

グラムの1つである。今回のBerlin 2013では、少なく

治療前計画 、治療後のフォローアップに関する議論が

とも5つのセッションで内視鏡ライブが放映される予

提供される。患者の利益を常に追求し 、教育能力の

定である: そのうち2つは10月12日（ 土 ）
（ 11:00 -13:00

面でもトップクラスの専門家らが、最先端の技術を実

および14:00 -16:30、Hall 1）のPostgraduate Teaching

演する予定である。

Programme on Saturday の一環として、残る3つは15
日（火（8:30
）
-10 :30、11:00 -12 :30および14:00 -15:30、
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多くの症例提示とベテラン座長の進行により、有意
義でインタラクティブな学習体験となるだろう。

Hall 1）のコアプログラムのなかで実施される。
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UEG Week News 日本語版
Executive Advisor: Kentaro Sugano, MD, PhD

内視鏡デモンストレーションのライブ映像は Sana

編集顧問：菅野

CMEクレジットの取得について
UEG Week Berlin 2013では、ヨーロッパ以外の CME

ら、評価フォームへの記入をお願いしたい。European

クレジットについて、28 時間以内の取得が指定され

Accreditation Council for Continuing Medical

ている。医療従事者の皆さんは、実際に参加した教

Education（EACCME）の CME 証明書は、セルフサー

育アクティビティに対し 、28 時間以内にクレジットの

ビスで、CME TerminalsまたはUEG Weekウェブサイト

請求を必ず行っていただきたい。UEGでは、CMEク

にて発行される。EACCMEクレジットは、同じ番号の

レジットの取得にあたり、教育アクティビティに関す

AMA PRA Category 1 Credits™ へ変更可能である。詳

るフィードバックが必要である。参加者は、ご出席最

細については、最終プログラムまたはUEG Weekウェ

終日までにエントランスロビーの登録カウンターの隣

ブサイトを参照されたい。

の CME Terminals、またはUEG Weekウェブサイトか
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Welcome

UEG Week Berlin 2013の最新情報を得るには
UEG Week Newsはオンラインでも
UEG Week News の新しい印刷版にようこそ。本紙

O’Morain とUEG’s President Elect Professor Michael

ueg)、Facebook (www.facebook.com/myUEG) など

面では、ベルリンで発表された最先端のトピックスを、

Farthing のインタビュー記事はすでに配信されてお

のソーシャルメディアのほか、UEG’s e-learning portal

Scientific Programme のハイライトとともにお届けす

り、Top Abstract の受賞者から、公衆衛生デー、UEG

(http://www.ueg.eu/education/e-learning)では、総

る。なかでも、消化器病学のさまざまな領域の UEG

総会の選挙 、Rock the Week Party 等のオンサイトイ

会開催後、2013 年のセッションのハイライトの一部を

Scientific Committeeメンバーが、それぞれ注目する

ベントまで、情報は毎日追加更新される。

閲覧することができる。

セッションを推奨する “My Pick”は人気の記事である

最新ニュースの定期的なチェックを忘れないよう

のでぜひご一読いただきたい。さらに今年は、より多

にしていただきたい。UEG Week Berlin 2013 期間中

くの記事をオンラインで配信する予定である(www.

とそれ以降でこれらの情報を得るにはほかにもさま

ueg.eu/week) 。UEG President Professor Colm

ざまな方法がある。Twitter(www.twitter.com/my_

Hot Topic

治療内視鏡：
異形成と早期癌管理のパラダイムシフト
今や内視鏡は消化器がんの診断と治療の要となった。10月14日
（月）
のOpening Plenary
Session
（8:00-10:30、Hall 1）
では、Professor Jacques Devière（Erasme Hospital,
Brussels, Belgium）
が、この魅力的な領域の進歩と将来の可能性について講演を行う。
治療内視鏡は40 年前に大腸ポリープの切除法とし

て第一 選 択としての

て導入され 、15 年前からは口から肛門に至る消化管

標準治療は、今や内

の早期癌や異形成の診断・治療に重要な位置を占め

視鏡治療へ向かって

るようになった。

いっている。

「 表在癌の拡大切除は、最初は日本の内視鏡医に

もう一つの興味あ

よって積極的に導入され 、その後、ヨーロッパにも取

る点は、がんに進展す

り入れられて、今や食道、胃、十二指腸、大腸の早期

る前の異形成の段階

癌の大半は内視鏡的に治療できるようになった 」と

で発見し治療するこ

同氏は述べた。また同氏は、外科的治療の病理学指

とである。 これを目

針に類似してそのような指針を尊重していく必要性か

的としてアブレーショ

ら、腫瘍の一括切除が可能な内視鏡的粘膜下切除術

ン 技 術 が 開 発され 、

の開発がさらに進んだと指摘した。

現在も臨床的な評価

超音波研修センター
超音波検査法で腹部を検査し、
より良い消化器病学者をめざそう！

消化器病学において主要な診断・治療ツールの1

つが臨床における超音波検査法である。Professor
Dieter Nürnberg と Professor Klaus Schlottmann
（ドイツ）、Dr. Alina Popescu（ルーマニア）の指導
によるUltrasound Learning Centre は、スキル向上
の機会を再度提供する。
2 日間のBasic and Advanced Postgraduate Course
に登録した参加者は、12日（土 ）、13日（日）、
9 :00 16 :00、リアルタイムのビデオ・クリップに基づく講
義とHands-on Training をミックスした研修が受
けられる。
14日
（月）
の 9:00 -12:00と14:30 -16:00、15日
（火 ）
の14:00 -16 :00、センターで 行 わ れ るHands-on
Training は、すべての UEG Week 参加者が先着順
で受けられる。指導やトレーニングは、熟練の専門
家により行われる。

Professor Jacques Devière,
Erasme Hospital, Brussels,
Belgium

このような治療内視鏡はとても受け入れ易いもの

が進 んでいる。しか

であったため 、病変の経過観察や早期発見の方策を

し 、同氏は、内視鏡

も変えてしまった。腫瘍の早期切除によって死亡率

診療の進歩と普及に対して懸念も示し 、
「 このような
患者管理法が劇的に変化し改善したことと、このよう

内視鏡を実践する消化器専門医は少なくとも

な方法に熱中しすぎて不要な治療をしてしまう危険性

外科医、病理医、腫瘍内科医を含めた集学的

は、常に均衡がとれた状態で考慮していく必要があ

チームのなかで総合的に判断していく必要がある。

る。このことは、内視鏡を実践する消化器専門医は
少なくとも外科医、病理医、腫瘍内科医を含めた集学

が低下するという理由で治療内視鏡が多くの患者に

的チームの中で総合的に判断していく必要があるとい

提唱されていく可能性がある。外科的処置に代わっ

う理由にもなっている」と論じた。

さらに、消化器病学の超音波検査法における特別
な臨床トピックスに関するNoon Lecturesが、14日
（月）の11:30 -13:30 に行われる。講義では、とくに
超音波エラストグラフィ、炎症性腸疾患（IBD）に対
する腹部超音波検査、限局性肝病変が取り上げられ
る。15日（ 火 ）の 8 :30 -12 :00 には、Short Course
on Contrast Enhanced Ultrasound（ CEUS）も開催
される。さらに16日（ 水）9 :00 -12 :00 の Morning
Sessionでは、興味深い症例報告など、より臨床的
な超音波トピックスがフォーカスされる。
詳細は、Final Programme を参照されたい。

Scientific Programme

論点を有するトピックスには、より多くの議論を
消化器病学の論点に関する UEG Weekのディベートが人気を博していることから、今年は従来にも増して議論を取り上げる
プログラムが増える見込みである。それぞれのトピックについて、2名の専門家が異なる見地から行う発表は、参加者の
意思決定に役立つであろう。
Postgraduate Teaching Programmeでは、
3つの議 論が

“Alcoholic liver disease”セッションでは、初回評価と追

oncologic principles?”に対し、異なる回答が用意される。

用意されている。“Barrett's surveillance and early manage-

跡のための組織学的手法または非侵襲法について論じ

“Controversies in oesophageal squamous cell cancer” シ

ment of carcinoma of the oesophagus”セッション（10月12

られる。

ンポジウム（15:45 -17:15、Hall Prague）では、食道がん

日［ 土 ］11:00 -13:00、Hall 2）では、サーベイランスの正当

に対するネオアジュバント療法が、必須か否かが論じ

性と反論の議論が行われる。“Role of minimally invasive

15日（ 火 ）の“Treatment of rectal cancer in 2013” シン

surgery in cancer patients”セッション（13日［日］8:30 -

ポジウム（8:30 -10 :30、Roof garden）では、“Neoadjuvant

10:30、Hall Prague）では、結腸がんと直腸がんの最小侵襲

treatment: When and what modality? Chemoradiation

最後に、16日（水）の “Pressure in the pancreatic and

手術の賛否に関する2つの議論が行われる。
14日（ 月）11:00 -12:30にHall Stockholmで開催される
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られる。

vs. Chemotherapy” が 論 じ ら れ る。“Management of

biliary ducts“セッション（8:30 -10 :30、Hall 3）では、胆

pancreatic cancer”セッション（8:30 -10 :30 、Hall Helsinki）

管と膵臓の狭窄、すべての嚢胞性膵病変に切開手術が

では、“Laparoscopic Whipple's resection: Are we flouting

必要か否か、2つの議論が行われる。

21st United European Gastroenterology Week

Hot Topic

機能性消化管障害：診療方法を見直すべき
「科学的なアプローチを採用することにより、機能性消化管障害（FGID）
のマネジメントを大きく改善する道
が拓かれた」と、Professor Jan Tack（University of Leuven, Belgium）
は語った。この分野の最新の研究
成果に触れたければ、
10月14日
（月）のOpening Plenary Session（8:00-10:30、Hall 1）を見逃してはならない。
しかし同氏によれば、FGID の病理生理学的特徴、

消化器病診療の中で最も患者数が多いFGID の診

床的診断 治療が再

断治療は、他の理解しやすい器質性疾患に比べても難

症状のパターン、治療のアプローチに関する研究は大

検討され 、同時に新

しく、多くの内科医は治療をしてもなかなか報われな

きく進展しているという。通常の内視鏡生検組織の分

たな疑問や仮説が提

い疾患と感じている。その理由として同氏が述べてい

子生物学的解析から、細胞レベルでは量的な変化が生

示されたことで、同

る点は、FGIDは理解しづらい消化器疾患というよりも

じていることが確認された。こうした知見はFGID の原

領域の基礎的および

心理的要因の関与が強い疾患であるという先入観が

因は脳よりもむしろ消化管にあることを示している。

臨床的研究は非常に

あり、さらに診断に確実性がないこと、治療介入効果

臨床ではプラセボよりも優れた効果を有する新規薬

魅力的なものになっ

Professor Jan Tack,
University of Leuven, Belgium

の見通しが立たないこと、病態が均一しているとはい

剤の使用が広まっている。おもしろいことに、こうした

たという。同氏が指

えず厳格な安全性基準が求められるために効果的な

有効な治療法のほとんどは末梢の消化管のみに作用

摘するように、数多くの障害や先入観が整理される必

薬剤の開発が遅れていることである。

する。同氏は「 FGID の領域で医学的に実践される食

要がある。同氏は「重症度を考慮した総合的な考え方

事介入療法試験が進んでいるのはとても興味深いも

を進めていく必要がある。また、費用対効果を高める

のであり、その多くの試験で素晴らしい結果が得られ

ために新規治療薬の有益性を期待できそうな患者を

FGIDの治療プロトコールを最適化するために、
数多くの臨床試験の実施が求められている。

ている」と語った。
同氏によれば、FGIDでは医学の進歩にともなって臨

選びながら、治療プロトコールを最適化するように数
多くの臨床試験の実施が求められている」と述べた。

new horizons, fresh ideas

Vienna, Austria
October 18-22, 2014
Venue: Austria Center Vienna
“UEG Week with its international flavour, big attendance and
the priority and exposure we give to research has become
the place to present your best work”
Magnus Simren, Chair Scientific Committee

Find out more, visit www.ueg.eu/week
ins_weekwien_222x191_RZ.indd 1

12.09.13 16:40

Saturday/Sunday | October 12/13, 2013 page 5

21st United European Gastroenterology Week

My Pick of the Scientific Programme
Professor Magnus Simrén
(University of Gothenburg,
Sweden）の推薦
UEG Week Berlin 2013
下部消化管セッション

肛門直腸領域におけるクリニカルチャレンジ
Clinical challenges in the anorectal region

Symposium;
10月14日（月）; 15:45 -17:15 ; Hall 3
本セッションでは、消化器病の入院患者および外来患者
において、頻度は高いがときになおざりにされている問題
について扱う。日常診療でも活用可能な情報を得ることが
でき、臨床医にとって非常に有用なセッションになるであ
ろう。しばしば遭遇する問題を最適な方法で治療すること
は、クリニックを成功に導く鍵である!
National Societies Symposium:
ヨーロッパにおける結腸直腸がんスクリーニング
Colorectal cancer screening in Europe
Symposium;
10月15日（火 ）; 8 :30 -10 :30 ; Hall Copenhagen
本シンポジウムでは 、ヨーロッパにおける結腸直腸がん
スクリーニングプログラムの相違に着目し 、将来的にヨー
ロッパで最もふさわしいとされうる結腸直腸がんスクリー
ニングの戦略についてディベートする予定である。ヨーロッ
パのすべての国において、結腸直腸がんスクリーニングは
ヘルスケアシステムに導入あるいは導入予定である。高頻
度であるが治癒可能な消化器がんである結腸直腸がんを
検出する理想的なプログラムの確立をめざし 、お互いの理
解を深めることは重要である。

Scientific Programme

消化器疾患における腸内細菌叢の役割
Role of gut microbiota in GI diseases

Symposium;
10月15日（火 ）; 11:00 -12 :30 ; Hall Helsinki

European Society of Gastrointestinal Endoscopy

であっても、あるいはすでに積極的に研究

の新知見は、今日においても患者の臨床マネジメントに一

を行い、その研究領域をより広く開拓しよう

定の影響を及ぼしている。近い将来、われわれの消化器

としていても問題はない。UEG Week’s Basic

診療に対してさらに多大な影響を及ぼすことになるであろ

Science Workshops は幅 広い分 野の方々を

う。本シンポジウムでは、頻度の高い消化器疾患のいくつ

対象としているからだ。セッションは10月14

かを取り上げ、腸内細菌叢の役割に関する最新情報ととも

日（ 月）と15日（ 火 ）の14:00か ら15:30ま で

に、近年の研究成果の臨床的意義について情報提供する。

Hall 8にて開催されるが、同セッションは双方
向性と形式にとらわれないスタイルで知られ

大腸炎の診断の難しさ

る。14日（ 月）の Basic Science Workshopで

Difficulties in the diagnosis of colitis

は、消化器疾患へのmetagenomic approach

Symposium;

を扱う予定である。また15日（火 ）のセッショ

10月15日（火 ）; 14 :00 -15:30 ; Hall Copenhagen

ンでは、消化器疾患の炎症における主要パ

大腸炎患者の正確な診断はときに容易である。しかし 、

扱う予定である。両ワークショップとも、最高

問題について議論される予定である。言うまでもなく、本

水準の独創的な研究の発表と最新の話題を

シンポジウムのターゲットは臨床的にアクティブな消化器

テーマとした講演を組み合わせて行われる。

病専門医である!
過敏性腸症候群（IBS）
の
New insights into the clinical management of IBS
Symposium;
10月15日（火 ）; 14 :00 -15:30 ; Hall 3
消化器外来クリニックで最も患者数の多い疾患の1つで

助成金への応募方法の詳細は、UEGウェブサ

用を有する薬剤は多くないが、これら患者の正しいマネジメ
ントは、医療コスト、患者の生活の質および医師の満足度
にまで影響を与える。このようなことから、本シンポジウム
はIBS 診療にたずさわっている、言い換えればすべての消
化器病専門医にとってきわめて重要なシンポジウムである。

各プレゼンテーション終了後は、参加者もディス
カッションで意見を述べることができる。
ESGE DVD Learning Centreで は個 人 的な研 究 や

と、診断と治療テクニックに関する認識を深め 、内視

ケーススタディ、American Society for Gastrointestinal

鏡技術を磨くことができる。ESGE Learning Areaを訪

Endoscopy（ASGE）およびJapan Gastroenterological

問し、その場で12日（土 ）、13日（日）、14日（月）に

Endoscopy Society（ JGES）がセレクトした優れた教育

開催されるセッションへの参加登録をしていただきた

DVDなど、最新の指導教材を閲覧することができる。

い。15日（火 ）、16日（水）には予約なしでそのほかの

専門家らと小規模のフォーラムディスカッションを行う
（13日［日］から16日［水 ］まで）。高い能力を有した
若い内視鏡医が自らの見解を示し、著名なベテラン専
門家がディスカッションの相手を務める。
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人あたり€ 1,000 のUEG Week に参加するた
めの旅費助成を140 人分用意している。この
イトwww.ueg.euを参照されたい。

ビデオスクリーンで、ESGE e-Library からの最先端の

ESGE Lecture Theatreでは最新の話題を取り上げ、

を提出した40 歳以下の基礎研究者に対し 、1

予定である。IBS患者に使用可能で、効果的な薬理学的作

る（ 12日［ 土 ］から16日［ 水 ］まで）。ヘッドホン付き

ミュレーターも取り上げる。

UEGでは、最高のBasic Science Abstracts

あるIBSに関し、最適なマネジメント戦略について議論する

ESGE Hands-on Training Centre は ESGENA と の

すべての Hands-on Sessionsで、内視鏡に関連する

が割かれる予定である。

臨床マネジメントにおける新知見

共同運営で、医師および看護師による個別指導のも

さまざまな装置、付属品だけでなく、生体モデルやシ

ベテランの座長によるディスカッションでは、
オリジナルのメインプログラムよりも長い時間

個人の特別な興味のためのプログラムを用意してい

Hands-on Sessionsにも参加可能である。

スウェイと考えられるオートファジーについて

診断が難しいこともしばしばあるため 、臨床上重要なこの

は、優れた内視鏡教育モジュールが紹介される。本エ
リアは 3つのセクションに分かれている。

仮にあなたが若手の医師あるいは科学者

急速に新しい知見が獲得されている分野であり、これら

ESGE Learning Area に訪問を
（ESGE）が主催するLearning Area（Hall 13 & 14 .1）で

Basic Science
Workshops

週末の Hands-on Training Sessions を除き、すべて
のイベントは予約なしで参加可能である。

ヨーロッパにおける
消化器疾患の調査を
UEGが発表へ
ヨーロッパにおいて消化器 疾患の政治的認
識 、公衆の認識を高めることは、UEG の重要な
責務の1つである。将来の治療指針策定の根拠
となるエビデンスを得るために、UEG の Future
Trends Committee は 、Swansea University の
チームとともに、ヨーロッパにおける消化器の健
康状態に関する欧州全域の包括的調査を実施し
ている。
目的は、ヨーロッパで発症している主な消化器
疾患に関する最新のデータセットの収集である。
調査では、消化器疾患の健康への影響、医療費
やそのほかの経済的影響 、ヨーロッパ全域の消
化器疾患診療の組織と提供状況などが検討・評
価される予定である。
この大規模プロジェクトの最初の報告は、15
日（火 ）に、UEG Week のウェブサイトで発表され
る。最終調査は、2014 年に行われる見通しであ
る。

21st United European Gastroenterology Week

My Pick of the Scientific Programme
Roger Leicester
(St. George’s Hospital,
London, UK）の推薦
UEG Week Berlin 2013
内視鏡セッション

内視鏡医と病理医の触れ合い:

低侵襲治療 :ヨーロッパと日本 それぞれの見解

結腸直腸ポリープの学際的マネジメント

Minimally-invasive therapy: European and Japanese

Endoscopy meets pathology: Interdisciplinary
management of colorectal polyps

perspectives
Symposium;

Symposium;

10月16日（水）; 11:00 -12 :30 ; Hall Stockholm

10月14日（月）; 15:45 -17:15 ; Hall Copenhagen

UEG Weekでは、従来から行われているヨーロッパと

多くのヨーロッパ諸国における結腸直腸がんスク

日本の内視鏡医によるインタラクティブディスカッショ

リーニングの実施は、内視鏡医にとって新たなチャレン

ンを今年も継続する。本セッションは、東西における

ジとなっている。その理由は 、common diseaseとも

内視鏡的粘膜下層剥離術の現状を探り、アウトカム改

いえる結腸直腸がんの生存率改善とともに 、ポリープ

善に加え、新しいテクニック、低侵襲介入の研究に関す

切除により結腸直腸がんの発生低下につながるからで

る認識を確かめ合う機会である。パネラーには、内視

内視鏡ライブ

ある。本セッションでは、ポリープを検出するための最

鏡治療に対して、オリジナル性が高く、優れた貢献度を

Live endoscopy
Postgraduate Teaching Programme;

適なテクニック、ポリープの性質の把握 、ハイリスクポ

評価された研究者が選ばれた。

10月12日（土 ）; 11:00 -13:00 , 14 :00 -16 :30 ; Hall 1

視鏡医と病理医らによる、複数の分野における学際的

Core Programme;

アプローチの必要性について検討する予定である。

リープの特定と悪性ポリープのマネジメントにおける内

10 月 15日（ 火 ）; 8 :30 -10 :30 , 11:00 -12 :30 , 14 :00 15:30 ; Hall 1
内視鏡ライブセッションは UEG Week の大きな目玉

内視鏡 : What's new in 2013?
Symposium;
10月16日（水）; 14 :00 -15:30 ; Hall Stockholm

膵管および胆管内圧

UEG Week 2013の新しい特徴は、最新の刊行物、研

Pressure in the pancreatic and biliary ducts

究 、そして新しいガイドラインや今回の会議における主

であり、内視鏡医はヨーロッパの国際的専門家が診断

Symposium;

要な発表に至るまで、内視鏡における最新の進歩が幅

および治療内視鏡の最新テクニックを公開するライブ・

10月16日（水）; 8 :30 -10 :30 ; Hall 3

広く提供されるように企画された点である。本セッショ

デモンストレーションを見学できる。専門家らが司会

膵疾患および胆道狭窄に対する複数の分野における学際的

を務めるインタラクティブディスカッションでは 、テク

マネジメントは、これら患者のアウトカムを改善させる鍵であ

ニックにとどまらず、適応 、機器および内視鏡施行前

る。最適なマネジメントと治療戦略について、放射線科医、消

のケアについても話し合われる予定である。

化器医および外科医によるディベートが行われる予定である。

ンでは、内視鏡医らに、その専門領域に向けて最新情
報をお届けする予定である。
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