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急性抗菌薬関連出血性大腸炎の
原因細菌に目標を定めて

UEG Research Prize 2013は
消化器遺伝学者に
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Interview

UEGの前に、明日に続く道がある
UEG Week News は President Elect である Professor Michael Farthing に
今後の課題と展望、UEG に加盟する National Societies の役割について取材した。
? UEG Week News: Professor Farthingに伺います。会長

の5 年間の新しい医療介入と研究における方針を決

就任前にFuture Trends Committee chairmanを務め

めるうえで大いに役立つと期待しています。最初の

られましたが、UEG Presidentとして活動を開始する

報告は10月15日（ 火 ）にUEG Weekウェブサイトに

前に何か触発されることはありましたか?

掲載されます。最終報告は 2014 年になるでしょう。

! Prof. Farthing: Future Trends Committee に は 2 つ

? UEG Week News: 2 つ目の課題についても解説して

の重要な懸案事項があります。ヨーロッパにおける

いただけますか？

消化器病の罹病率 、管理方針の策定です。1つ目の

! Prof. Farthing: 同 Committee は “シナリオ・プラン

課題から説明しましょう。同 Committee はヨーロッ

ニング ”の手法を用いて、次の20～30 年間にどのよ

パ全域を対象に胃腸病および肝臓病の罹病率につ

うに専門性を高めるかに取り組んでいきます。胃腸

いて調査を行うよう指示しました。この調査から、

病と肝臓病の管理に関わる医療従事者の役割をど

ヨーロッパの消化器病に関する包括的なデータが得

のように変えていくかが課題で、それが実現すれば

られれば、各国の消化器病対策や知識面でのギャッ

相補的な体制を組めると期待しています。ヨーロッ

プも明らかになり、将来の研究テーマが明示される

パ各国の消化器病診療体制の違いや経済的な要因

と期待しています。この調査では経済的な側面 、各

が、医療制度の変化に及ぼす影響についても検討

国の年間医療費や転帰の質との関連性なども検討

するつもりです。私たちの領域は過去 30～40 年間

する予定です。

で急速に発展しました。変化の多くはテクノロジー

? UEG Week News: どの機関が調査を担当しているの

によるもので、とくに内視鏡とイメージング技術の

ですか？

進歩 、低侵襲性の外科手術と内視鏡手技が及ぼし

! Prof. Farthing: Swansea University の専門的かつ集

た影響 、そして関連する基礎研究領域の進歩は著し

学的チームが Dr. Stephen Roberts の指導のもとで

く、それらが診断と治療を大きく進歩させました。

担当しています。この調査チームは Future Trends

? UEG Week News: そのシナリオはどのように機能す

Committee による公開の競合審査に勝ち残り、UEG

るのでしょうか？

Council から推薦されました。このタイプの調査に

! Prof. Farthing: シナリオは内外の関係者によるワー

は卓越した経験を持ち、関連領域では文献報告も

クショップやインタビューを通じて開発されました。

行っていますが、ヨーロッパ全域をカバーする調査

アウトカムは患者も含めた第三者によって客観的に

は初めてです。

評価されます。このプロセスは Normann Partners

? UEG Week News: どのような結果が得られると思い

社から派遣された専門家によって支援されます。同

ますか？

社は StockholmとLondon に拠点を持ち、シナリオ・

! Prof. Farthing: 主な胃腸病と肝臓病の罹病率 、死亡

プランニング・アプローチから水平走査、戦略コンサ

率が明らかになるはずです。そうした疫学的なデー

ルティングの専門家集団です。

タは European Commission におけるわれわれのロ

? UEG Week News: 消化器病専門医には将来的にどの

ビー活動を後押ししてくれるでしょう。消化器病へ

ようなベネフィットがありますか？

の注目度を高めるうえで、さらには研究計画や予算

! Prof. Farthing: われわれが将来なすべきことを見つ

計 画 を立 てるう

け出すことは重要です。10～20 年のスパンで、消化

えで も役 立 つと

器病専門のトレーニングプログラムを準備するのに

思 い ま す。 ま た

役立つでしょう。消化器病領域の専門家間の協働

各 国 の National

も容易になり、そして最も重要なことは、高いレベ

Societies が、 臨

ルにある医療従事者の役割が明確になることだと

床および基 礎 研

思います。UEG、とくにUEG Week、e-learning や他

究領域で優 先す

の教育的活動を発展させるための道標にもなるで

べき事 項を行 政

しょう。

機関と決めるうえ

? UEG Week News: UEG の組織改革構想のなかで、最

でも役 立つはず

も重要なテーマの1つが最近、実行されました。規

で す。 この 調 査

定が改定され National Societies が UEG 会員になる

の 結 果 が、ヨー

ことができるようになりました。今後どのような変

Professor Michael Farthing,
UEG President
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GI上皮下腫瘍診断の
進歩
腫瘍診断の確度は、ときに生死に関わる
問題となる。Dr. Hideki Kobara（Kagawa
University, Japan）
らの研究グループは、
診断成績を最適化し、治療計画の改善に
つなげる新しい生検方法を開発した。
同氏は、UEG Scientific Committeeにより
Top Abstractsの1つに選出された研究成績
（月）
の 15:57 から Hall 6 で行わ
を、14日
れる Free Paper Session “Endoscopic
techniques which will change our
tomorrow's practice” で、講演する。
消化管（ GI）上皮下
腫 瘍（ SETs）採 取の現
在の標準的手法は、超
音波内視鏡下穿刺吸引
法（ EUS-FNA ）である。
しかし 、同氏が指摘す
るように、EUS-FNAは、
診断能が低く、限界が
ある。そのため 、本領
域では、免疫組織化学
的解析のために十分な
標本を採取する、適切

Dr. Hideki Kobara,
Kagawa University, Japan

な新しい技術が求められていた。
「 われわれが開発した、粘膜弁のある粘膜下内視鏡
（SEMF）法を用いたブロック生検法は、腹腔内で増殖す
るSETs のコア生検標本を直視下で得る新しい技術であ
る」。同氏によると、SEMF法は、粘膜下にトンネルを作
り、自然開口部越経管腔的内視鏡手術（ NOTES）のた
めの腹腔への挿入をより安全にするもので、最初に同研
究グループの Dr. Kazuki Sumiyama により報告されたと
いう。
クロスオーバー法による前向き試験で、Dr. Kobaraら
の研究グループは、SEMFによるブロック生検の安全性
と組織学的診断を検討し 、SETsに対するEUS-FNAと比
較した。全 20 例の免疫組織学的診断率は、ブロック生
検では100 %（20 /20）、EUS-FNAでは 35%（7/20）であ
り（ p<0 .05 )、いずれの方法も合併症は認められなかっ
た。同氏は、次のようにまとめた。
「 SEMFによるブロック生検は、確定病理診断の決定
においてEUS-FNAより有意に優れることが示され 、治
療計画の決定に役立つと考えられる。さらに、この方
法は、止血も可能であり、腫瘍表面を直視することがで
き、起源の腫瘍層を確認できることから、将来的には内
視鏡的切除につながる可能性がある」。
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結腸直腸がんのエピジェネティクスおよび
IBD患者の皮膚がん発症リスクを発表する
Rising Stars
結腸直腸がん診断におけるエピジェネティクスの可能性、および炎症性腸疾患
（IBD）
患者
の皮膚がん発症リスクのトピックについて、本 UEGにおいて2名の Rising Starsが講演する。
演者らは、UEG’s National Societies Committee および Scientific Committee により、
若手研究者グループのなかから Rising Stars として選ばれた。

Interview

UEG の前に、明日に続く道がある
化が起こるのでしょうか？
! Prof. Farthing: National Societiesが UEG会員になれる
ようにしたことは、UEG改革の大きな前進でした。多
くの場合、各国の National Societies は専門家の集団
であり、UEG（そしてUEGF）の “ 設立時からの構成員”
でした。これまで National Societies は包括組織であ
るASNEMGEを介してUEG に加盟していましたが、今
回の改革で National SocietiesはGeneral Assembly and
Council で あ る National Societies Forum を 通 じ て、
UEG の将来戦略を決定するうえで重要な役割を担う

Dr. Francesc Balaguer,
University of Barcelona, Spain

この分野の進歩は、
エピジェネティックな
変化が、近い将来、
CRC の診断、予防および
治療に一般的に用いられる
ことを示唆している。

10月14日（ 月）の

クが増大する可能性もある。なぜならば、チオプリン

ことになります。National Societies Committee
（NSC）

9 :48 からHall Oslo

が使用される以前の時代における研究でもその関係

はUEGとNational Societies 間のコミュニケーション

にてDr. Francesc Balaguer

性が示唆されているからである。同氏は現在の見解

を最大限円滑にし 、その関係を強固にしてくれるで

（University of Barcelona,

を次のようにまとめている:

しょう。

Spain）は、結腸直腸が

「 IBD患者におけるNMSC予防に対する一般指針の

? UEG Week News: どのような影響を期待されますか？

ん（ CRC）におけるエ

必要性、そしてこれら指針をすべての IBD患者に適用

! Prof. Farthing: 新しい NSCは本当に活動的で、UEG が

ピジェネティクスの

すべきか、あるいは

めざすべき将来戦略の策定に多大な貢献をしてくれる

メカニズムのさらな

チオプリンによる治

でしょう。先に述べたヨーロッパ全域を対象とした、

る解明を目的とした

療を受けている患者

医療制度の各国の相違を考慮した消化器病調査は、

研 究について発 表

のみに適用すべきか

調査対象の各国で、National Societies が医療制度改

する 予 定 で あ る。

は、依然として議論

革において指導的役割を果たすことに大いに役立つ

これはエピジェネ

の余地がある」。

でしょう。National Societies にとっては、ベストな実

ティクスを診 断に

The Rising Star

例を共有し合い、ヨーロッパの研究基金の共同運用

活用するためであ

initiative は、若手研

の質の向上という観点から、加盟する学会が協力し合

る。過去10 年にわ

究者らが大勢の聴衆

うことが重要です。また、NSCは当初から若手医師を

たるエピジェネティ

に向けて彼らの得た

支援したいと考えていました。“Rising Stars”プログラ

クスの分野、とくに

知見を発表し 、国際

Associate Professor Tine Jess,
的にも名の通った研 Statens Serum Institut,
Copenhagen, Denmark

ムが、Education CommitteeとYoung Investigators

の役割に関する進

するものである。応

上に進むでしょう。NSC はヨーロッパ各国の共同事

歩 は 著 し い。Dr.

募 条 件 は40 歳 未 満

DNA メチル化異常
および microRNAs

究者となる場を提供

Balaguer が指摘す

で、主要ジャーナル

るように、CRCにおけるエピジェネティックの調節異

に少なくとも1件また

常に関する理解が進むと、エピジェネティックな変化

はそのほかに 3件の

を、臨床バイオマーカーとして、診断、予後ならびに治

論文が採択された者

療に応用することにつながる。

が対象である。

チオプリンによる治療が、
IBD患者における
非メラノーマ性皮膚がん
のリスクをとくに
増加させることが

Meeting のスポンサーであるASNEMGE によって開
始されました。UEG 内の若手医師の支援は今まで以
業であるLINK Programme の活用にも積極的です。
UEG の新しい改革はエキサイティングで、National
Societies が関与できる機会を増やし 、UEG をさらに
発展させるだろうと確信しています。

示されている。

「 エピゲノム解析への次世代シークエンスの応用に
より、遺伝子プロモーター領域外で DNA
メチル化がしばしば起こっていることが最
近明らかとなり、新たな研究分野が拓かれ
た 」と同氏は話し 、
「 この分野の進歩は、
エピジェネティックな変化が、近い将来、
CRCの診断、予防および治療に一般的に
用いられることを示唆している」と述べた。
Associate Professor Tine Jess（ Statens
Serum Institut, Copenhagen, Denmark ）
は、16日
（水）の 9 :48からHall 2において、
IBD患者の皮膚がん発症リスクについて講
演するため招聘された。
「 チオプリンなどの免疫抑制剤による治
療が、IBD患者における非メラノーマ性皮
膚がん（ NMSC）のリスクを増加させるこ
とが示されている。チオプリンは、太陽光
からの紫外線に対するDNA 感受性にとり

new horizons, fresh ideas
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

わけ有害な影響を及ぼし、チオプリンによ
る治療を受けた患者で NMSCのリスクが
高まるという仮説は、生物学的にも理にか
なっている」。しかし 、同氏も指摘してい
るが、IBD患者は一般的な免疫機能障害

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

のために治療とは無関係にNMSCのリス
Ins_CongrNews_award_grants_2013.indd 1
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Rising Stars: HCVおよびHCC治療の新たな選択肢の開拓
UEG’s National Societies Committee and Scientific Committee により Rising Stars として選出された
若手研究者グループに所属する2名の演者が、肝疾患治療の新たなアプローチについて発表する予定である。
10月15日
（火）
9 :36か

インターフェロンをベースとする抗ウイルス療法に対

von Hahn（ Hannover

する反応性のうちで、血清 oxLDL高値は慢性的なHCV

存在が示唆されている。

Medical School,

感染の消失と関連している。同氏によると、oxLDLま

そのほかの最 近の研究

Germany）が、C 型 肝

たはその誘導体が、肝細胞内へのHCV 侵入のブロッ

により、アグレッシブな

炎ウイルス（HCV ）の肝

カーとなる可能性があるという。

生物学的動態に関連する

末期肝疾患に対する
肝移植において、
oxLDL はきわめて有用な
可能性がある。

均 質 な患 者グル ープの

「 HCV 関連の末期肝疾患患者に対する肝移植で

genomic signalの同定が

て発表する予定である。

は、多くの場合、肝移植片が血中ウイルスにより速や

なされ 、生存予測が可能

「 複 雑なプロセスがあ

かに再感染し、臨床的アウトカムは不良となる。こう

な遺伝子シグネチャーが

り、高密度リポタンパク

した状況において、oxLDL にはきわめて有用な可能

検出されている。

質（HDL）コレステロー

性がある」と同氏は述べた。

「これら新しい分子学 King's College Hospital,
的データはすべて、現在 London, UK

ルおよび数種のリガン

HCV 関連の

関して少なくとも 2 つの

らHall 3にて、Dr. Thomas

細胞内への侵入につい

Dr. Thomas von Hahn,
Hannover Medical School,
Germany

能性について発表する予定だ。

16日（ 水 ）
8 :52 か らHall Helsinki に て Dr. Augusto

ドに対する生理学的な

Villanueva（ King's College Hospital, London, UK ）

臨床的な評価が行われて

受容体であるSR-BIが主

が、肝細胞がん（HCC ）の分子機構に関する研究につ

いる新規の標的治療と同

要な役割を果たしてい

いて発表する予定である。この発表は 、これまで限定

様、HCCの臨床マネジメ

る」と同氏はいう。同氏

的であった治療選択肢の改善に寄与する研究である。

ントにおいて個別化医療

と共同研究者らは、ヒト

研究内容は 、ヒトHCC における調節解除に関わる

の速やかな実現につなが

血清中にまれに存在す

異なるシグナルパスウェイ、全ゲノム遺伝子発現解析

るものと期待される」と

るリポタンパク質、SR-BI

に基づくHCC の分類についてである。Preliminary な

同氏は述べた。

と高親和性のリガンドである酸化低密度リポタンパク質

データではあるが 、WNT-βカテニンの活性化および

（ oxLDL ）が、すべてのHCVジェノタイプを阻害する可

細胞周期と増殖に関連するパスウェイの遺伝子発現に

Dr. Augusto Villanueva,

これらの新しい
分子学的データは、HCCの
臨床マネジメントにおいて
個別化医療の実現に
つながるものと期待される。

Top Abstract

WINNER OF THE 2013 APEX AWARD OF EXCELLENCE
IN THE ‘NEW MAGAZINES & JOURNALS’ CATEGORY!

All UEG Week delegates
have free online access!
Visit ueg.sagepub.com
today to start accessing
key research in what is
fast becoming the resource
for all gastroenterologists!
Meet the Editor-in-Chief
Jan Tack at the UEG booth
on Tuesday, October 15
from 13.00-14.00 where
he will be happy to take
questions and make time
to listen to any queries
you might have about
the journal.

急性抗菌薬関連出血性大腸炎の
原因細菌に目標を定めて
これまで長い間、腸疾患の発症において、腸内細菌叢の
バランス不均衡が要因であることは周知であり、
背景に存在する多くの発症メカニズムの解明が待たれていた。
Professor Georg Schneditz（University of Graz, Austria）
と彼の
チームは、特別な細菌株と急性抗菌薬関連出血性大腸炎（AAHC）
との関連性に関して、重要な成果を見い出した。同研究は
UEG National Societies Committee および Scientific
Committeeが選出した Top Abstractsの1つであり、14日
（月）9:56
からHall 1にて開催されるOpening Plenary Sessionで発表予定である。
腸内毒素症あるいはヒト腸内細菌叢におけ
るホメオスタシスの不均衡は、細菌数の相対
的な変化とその後に続く微生物群集・機能の
崩壊により定義される。腸内毒素症の原因と
その臨床的影響に関する関心は急激に高まっ
ている。
「 われわれの研究は、腸内毒素症お
よび大腸炎にみられる細菌株の性質と関連づ
けることのできる、腸感染症に関する詳細で
稀少な知見を提供するものだ 」と同氏は話す。
同氏の研究は、ペニシリンを用いた抗菌薬
治療により、共生しているKlebsiella oxytoca
の増殖が惹起され 、腸内毒素症を発症した

Professor Georg Schneditz,
University of Graz, Austria

患者にその端を発している。この pathobiont が細胞毒素を産生してKlebsiella

oxytoca コロニーを増大させ、AAHCを引き起こした。ヒトAAHC の組織学的
所見は、毒素に誘発される上皮障害と矛盾しない。
「今回は、
Klebsiella oxytoca
が産生する細胞毒素の生合成過程、構造、機能、および大腸炎発症への関与に
ついて報告する。Klebsiella oxytoca は、ヒトにおいて疾患を引き起こすことが

ueg.sagepub.com

確認された代表的な腸内細菌である。これらの知見により、腸内細菌増殖によ
る病理学的影響と、ヒト炎症性腸疾患（IBD）
に関する細菌代謝産物の影響がよ
り明瞭になるであろう」と同氏は述べた。
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Hot Topic

ディベート：アルコール性肝疾患を診断するのにはどちらがベストな方法か？
10月14日（月）のALDセッション（11:00 -12:30、Hall Stockholm）のディベートのテーマに選ばれたのは、
アルコール性肝疾患（ALD）の初回評価とフォローアップ検査として、組織学的検査と非侵襲的手法のどちらが好ましいかである。
本紙の読者に“何が論点なのか ”を事前に知っていただくために、UEG Week Newsは相対する立場で論じ合う2名の演者に
その論点を取材した。
同氏は「ASH の組織学的重症度とビリルビンうっ滞

elastography

Lackner（ University

は、短期間の死亡と感染の重要な予測因子である」

（ TE, Fibroscan）、

of Graz, Austria ）

と述べ 、ALD が重症ではない患者の短期間の死亡リ

acoustic radiation

は 高リスク例 のア

スクは高くないと続けた。

Professor Karoline

（ARFI）イメージン

炎（ ASH）診断には

を基に中長期予後を予測する新しい非侵襲性モデル

グ、s h e a r w a v e

肝 生検が好ましい

を開発した。組織学的所見を組み入れることで、この

elastography

という立場である。

非侵襲的モデルの予測能は改善する」と語った。

（SWE）などの 登 場

臨床診断基準だけ

©frenta/fotolia

そして「私たちは、臨床所見と生化学的パラメータ

同氏の主な論点は、

により、ALD 患 者
Professor Sebastian

の肝線維化の診断

Mueller（ University of

能は著しく改善し

Heidelberg, Germany）

た 」と論じた。

間 違 えるリスクが

は非侵襲的手法のポ

に 基づ いてASH を

Professor Karoline Lackner,
University of Graz, Austria

force impulse

ルコール 性 脂肪肝

診 断すると診 断を
10～ 50％あるとい

テンシャルは高いと

同 氏 によれ ば、 Professor Sebastian Mueller,
University of Heidelberg, Germany
現在のアルゴリズ

うことである。このことから、組織学的に確定診断さ

する立場に立ち、
「最

ムに則れば、患者の約 95％で線維化ステージ（ F3お

れた ASH 患者に限定してステロイド治療を行うべきと

近の弾性診断技術、

よび F4）の確定診断および除外診断が可能だという。

いうものである。

たとえばtransient

さらに同氏はいまだ研究途上であるが、脂肪症、脂肪
性肝炎、鉄含有量の程度を非侵襲的に評価するバイ
オマーカーについて言及した。
「 非侵襲的なバイオマ

Scientific Programme

ビデオ症例セッション

ーカーは一般にサンプルエラー率が低く、長期の追跡

Video Case Session

15日（ 火 ）15:45 -17:15にHall 1で開催されるVideo

によるコメントは、内視鏡検査の今日的課題に関する

Case Sessionでは、斬新で、想像以上で、あるいは例

簡潔な情報が得られる、またとない機会である。

外的な内視鏡診療が行われた11例を公開する短時間

詳細は、Final Programmeを参照されたい。

のビデオ上映が行われる。症例報告と専門家パネラー

に適している。その一方で肝生検は、ALD の確定診
断や予後を評価するための重要なオプションだ 」と結
論した。
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Scientific Programme

ヨーロッパと世界の交流
UEG Weekは、ブラジル、エジプト、アジア太平洋地域、米国と共同でセッションを開催
世界をリードする感染性肝疾患に関するセッション

クなどのトピックスが発表、議論される。

“When Europe meets the rest of the world”、大腸がんス

11:00 -12:30には、同会場で最高レベルの内視鏡検査

クリーニングに関する“East meets West”シンポジウム、最

専門家による“Minimally-invasive therapy: European and

近の米国消化器病週間（DDW ）で発表された米国消化器

Japanese perspectives”の議論に加わることができる。こ

病学会の“ベスト”セッションなど、UEG Week Berlin 2013

れは、欧州消化器内視鏡学会（ESGE）と日本消化器内視

には、世界的な見地で意見交換を行う多くの機会が用意

鏡学会（ JGES）の共同シンポジウムであり、座長は、日本

されている。

のHisao Tajiri氏とオランダのPaul Fockens氏が務める。
さらに、日本の出席者に対する特別サービスとして、UEG

新基軸のシンポジウム“When Europe meets the rest

Week Newsの日本語版が今回も提供される予定である。

of the world”は、14日（月）14:00 -15:30、Hall Stockholm

当 然 、UEG Week は、Best of AGA（American Gastro-

で 今 回 初 め て 開 催 さ れ る。 座 長 は、ブ ラ ジ ル の

enterology Association）sessions from DDW（Digestive

Professor Raymundo ParanáとドイツのProfessor Heiner

Disease Week ）開催も継続する。15日（火 ）14:00 -15:30、

Wedemeyer が務め 、セッションでは 、インド、エジプト、

Hall 2において、オーランドで行われた今年のDDW で

ブラジル、フランスの最高の専門家により、D 型肝炎、E

最も注目を集めた演題に関する情報を直接入手する機

型肝炎などの感染性肝疾患、住血吸虫症、包虫症、肝蛭

会が参加者に与えられる。座長は、アイルランドのUEG

症に関する研究の最近の進歩について講演する。

President Colm O’Morain、 米 国 の AGA Past President

16日
（ 水）
8:30 -10 :30、Hall Stockholmにおいて、日本

Loren Laine、AGA President Anil Rustgiが務め、セッショ

の Professor Naohisa Yahagi と UK の Professor Roger

ンでは、選りすぐりのAGA専門家が、膵臓疾患、食道と上

Leicester が座長を務めるシンポジウム“East meets West:

部消化管（GI）疾患、炎症性腸疾患（IBD）、腸疾患、GIオ

Colorectal cancer screening”が開催される。アジアのス

ンコロジー、肝疾患について論じる。

クリーニング戦略、結腸鏡検査の品質保証、スクリーニン
グで検出された病変管理のための先端的内視鏡テクニッ
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返礼として、次回のDDWでは、“Best of UEG Week”セッ
ションが開催される予定である。
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Interview

UEG Research Prize 2013は消化器遺伝学者に
今年の UEG Research Prize を受賞したのは Professor Ian Tomlinson（University of Oxford, UK ）
であった。
UEG Week News では、同氏の現在および将来の研究テーマについて取材を行った。
作用は複雑で、BMPの働きは正常な腸管と消化器腫瘍と

? UEG Week News: あなたは消化器がんのリスクを増加させ

（BMP）経路に関連した遺伝

る種々の遺伝子を同定してきました。どのような遺伝子が疾

子群の役割を解明する研究

患と関連しているのか、簡単に説明していただけますか？

計画を支援するのが目的で

たとえば、BMPアンタゴニストは幹細胞の形質発現を促

! Prof. Tomlinson: 私の研究の多くは、ポリープを形成し 、そ

す。何を発見し 、実臨床に

し、腫瘍形成を促進します。そのため単純に考えると、抗

の結果として大腸がんになる遺伝子の同定に関するもので

どのような影響が及ぶと考

BMPアンタゴニストで大腸がんを予防できることになりま

す。研究を始めたころは、高リスクのポリープやがんに関連

えていますか？

す。しかし 、そうした治療アプローチを検討する前に、基

する単一遺伝子が変異することによって引き起こされる状

! Prof. Tomlinson: 大腸癌の高

盤にある生物学的特性について理解する必要があります。

態に焦点を当てて研究していましたが、その後は一般集団

リスク状態や遺伝子変異か

? UEG Week News: 本紙の読者に将来の研究計画の概要を

のなかで大腸がんのリスクに影響を及ぼす一般的な遺伝子

ら、BMP 経路の複数の遺伝

変異群の同定にシフトしていきました。私たちは現在、ヨー

子が大腸がんの発症に関与

ロッパ人における大腸がんの発がん性リスクと関連した遺

していることがわかっていま

伝子多型を20 種類以上同定しています。

す。しかしながら、現在は

もう1つの研究領域は、バレット食道の遺伝的リスクに

では異なる可能性があります。

Professor Ian Tomlinson,
University of Oxford, UK

腸管におけるBMPの役割の

シンプルに考えると、
将来的には抗 BMP

紹介していただけますか。どのような課題に取り組むつも
りなのでしょうか？
! Prof. Tomlinson: 私はとくに大腸腺腫になりやすい素因に
興味があります。若年で多発性（ ＞20）の大腸腺腫を発症
する患者群が存在しますが、その理由は不明です。大腸が
んの発がん性リスクとなる遺伝子が集積しているのかと考

関連するものです。ごく最近私は、再び大腸がんの高リ

解明が始まったばかりです。

スク遺伝子群に注目するようになり、hereditary mixed

BMPのアゴニストおよびア

polyposis syndrome (HMPS)とpolymerase proofreading-

ンタゴニストは、幹細胞の

associated polyposis（PPAP）という2つの大腸がんの罹患リ

ニッチの維持、腸管の陰窩

スクの高い疾患の原因となる遺伝子変異を同定しました。

および絨毛における幹細胞・増殖細胞・分化した細胞のバ

リスクを有する遺伝子群を同定し 、その特徴を解明したい

? UEG Week News: UEG Research Prize は小腸の骨形成蛋白

ランスの維持に重要な役割を演じているようですが、相互

と考えています。

アンタゴニストで
大腸がんを予防できる
ことになります。

えましたが、このケースには当てはまりませんでした。なぜ
こうした形質となるのかを遺伝的に解明したいと考えてい
ます。そして、大腸がん発生に関与する中等度から高度の

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
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Portrait

Giovanni Gasbarrini が
The UEG Lifetime Achievement Awardを受賞
今年度、UEGは Giovanni Gasbarrini に対し、そのヨーロッパ消化器病学への
素晴らしい貢献を認め、名誉ある Lifetime Achievement Award を授与する。
Professor Giovanni

Bowel Club, 1980）などを主宰し 、ヨーロッパにおけ

Gasbarrini（ Italy） は

る複数の医学組 織に深く関与してきた。European

胃、腸 、肝障害におけ

Association for Gastroenterology, Endoscopy

る病態生理学の分野

and Nutrition（ EAGEN）の会長職にあるときには、

に お ける 国 際 的 パ イ

medical block が UEG Council の代表となるよう力を

オニアである。同氏は

尽くした。そして長期にわたり UEG 総会の開催に尽

Helicobacter pylori 関

力した。

連 、とくに消化器外疾
患における草分け的研

ヨーロッパにおいて有数の消化器専門医であった

Professor Giovanni Gasbarrini 究に実績を残した。多

父の跡を継ぎ、同氏は研究と教育に生涯を通して尽く

数の 研 究のなかには、

してきた。これは、同僚や共同研究者の多くが、国内

特発性血小板減少性紫斑病がHelicobacter pylori 感

および国際的学術機関で重要なポストについている

染の結果であるという現在の認識につながった研究

事実からも明らかである。彼はまた、“The research

もある。そのほか、レボフロキサシンをベースとする

in Medicine”という非営利団体を創設している。同

3剤併用療法といった新たな除菌療法を開発したの

団体は110 以上の国際および国内会議に資金提供を

も同氏である。同氏がこれまでに発行した出版物は

行っており、当プログラムで資金を受けた若い研究者

1,000 件を超え、世界的に著名な刊行物の編集長あ

らが15 の国際的な賞を授与されるに至っている。

るいは編集委員のメンバーとしても貢献してきた。
同氏は夫人とともにローマ在住である。彼の息子
同氏はDirector of the Department of Internal Medicine

で あ る Antonio は、Italian Society for Study of the

at the Università Cattolica del Sacro Cuore（ Rome,

Liver の秘書の職にあり、消化器研究と治療の発展に

Italy）として、これまでに150 を超える国際的科学団

対する情熱を受け継いでいる。

体や会議の創設、組織化において重要な役割を担っ
てきた。UEG 常任委員の1人であり、またEuropean

The UEG Lifetime Achievement Awardは2013年10月

Helicobacter Study Group（ EHSG）設 立 に 貢 献 し

14日（ 月）
（ 授与式 9 :41-9 :56）、UEG Week Berlin 2013

た主要人物の1人である。ほかにもEHSG（ 2000）、

のOpening Plenary Session にて同氏に授与される。

Società Italiana di Alcologia（ Italian Society for
Alcohol Studies, 1989）、“Club del tenue”（ Small

UEG は同氏のこの名誉ある賞の受賞を祝福する!

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。
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。

My Pick of the Scientific Programme
Professor John Atherton
(Nottingham Digestive
Diseases Centre, UK）の
推薦
UEG Week Berlin 2013
上部消化管セッション

胃食道逆流症
（GORD）
の症状抵抗性のメカニズム

セリアック病 : State of the art in 2013

Mechanisms of refractory GORD symptoms

Symposium;

Coeliac disease: State of the art in 2013
Symposium;

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

10月16日（水 ）; 8 :30 -10 :30 ; Hall Prague

GORD は、市中および外来診療において最も一般的

セリアック病は 、これまで考えられていた以上に頻

な上部消化管疾患である。プロトンポンプ阻害薬は画

度が高く、明らかな吸収不良を惹起するとともに 、貧

期的な治療薬であるが、相当数の患者で十分な反応が

血単独または消化器の不定愁訴を呈する。このような

得られていないか、または無効である。本セッションで

認識の深まりが病因に関する研究を促し、診断とマネジ

は、その理由を探る予定である。そして、患者を助ける

メントの変化につながった。本セッションでは、急速な

ために役に立つであろう解決策を提案する予定である。

発展を遂げるこの分野の現状を紹介する予定である。

Modern management of Barrett’s oesophagus
Symposium;

胃食道逆流症
（GORD）
の食道外兆候 : 本当に存在する

H. pylori マネジメントの胃発がんに対するインパクト

のか、そしてGORDマネジメントは有用か?

Impact of H. pylori management on gastric

10月15日（火 ）; 8 :30 -10 :30 ; Hall Stockholm

Extra-oesophageal GORD manifestations: Do they
really exist and does GORD management help?

carcinogenesis
Symposium;

ベイランスの価値は疑問視されており、食道腺がんの

Symposium;

10月16日（水 ）; 11:00 -12 :30 ; Hall Oslo

化学予防に関する意義は間もなく明らかになるであろ

10月15日（火 ）; 15:45 -17:15 ; Hall 3

バレット食道の最新マネジメント

バレット食道のマネジメントは変化しつつある。サー

H. pylori 治療には多くの利点はあるが、胃がんは防

う。バレット食道が確認された患者において、効果が

他科の同僚が、咳、そのほかの肺疾患、腸疾患、歯

げるのだろうか? …もしそうであれば、どのような患者

証明されている現実的な選択は、発見したら数週間の

の酸蝕症も抱える多数の患者を紹介してきた。それら

でそれは可能か? 患者集団のマネジメントに戦略はな

うちに切除することである。あなたの診療は最新か?

患者を私に紹介したのは正しかったのか? 私はそれら

いが、H. pylori が確認された患者を一人一人治療すべ

参加してぜひ発見を !

の患者を助けることができるのか…もしそうであれば、 きか否か? 本セッションでは 、胃がんが依然として大
どのようにしてできるのか? 本セッションに参加してエ

きな問題である日本のアプローチに関する発表を交え、

ビデンス（ あるいはその欠如 ）や専門家らの考えを見

H. pylori 治療の賛否について解説する。

い出すと良いであろう。
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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
クレジットについて、28 時間以内の取得が指定され
ている。医療従事者の皆さんは、実際に参加した教
育アクティビティに対し 、28 時間以内にクレジットの
請求を必ず行っていただきたい。UEGでは、CMEク
レジットの取得にあたり、教育アクティビティに関する
フィードバックが必要である。参加者は、ご出席最終
日までにエントランスロビーの登録カウンターの隣の
CME Terminals、またはUEG Weekウェブサイトから、
評 価フォームへの記入をお願いしたい。European
Accreditation Council for Continuing Medical
Education（EACCME）の CME 証明書は、セルフサー
ビスで、CME TerminalsまたはUEG Weekウェブサイ
トにて発行される。EACCMEクレジットは、同じ番号
のAMA PRA Category 1 Credits™ へ変更可能である。
詳細については、最終プログラムまたはUEG Week
ウェブサイトを参照されたい。

ESGE Learning Area に訪問を
Eu r o p e a n S o c i e t y o f G a s t r o i n t e s t i n a l
Endoscopy（ ESGE） が 主 催 す る Learning Area
（Hall 13 & 14 .1）では、優れた内視鏡教育モジュー

務める。
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。

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。

ESGE DVD Learning Centreでは個人的な研究
や個人の特別な興味のためのプログラムを用意し

ESGE Hands-on Training Centre は ESGENA

ている（ 12日［ 土 ］から16日［ 水 ］まで）。ヘッド

との共同運営で、医師および看護師による個別

ホン付きビデオスクリーンで、ESGE e-Library から

指導のもと、診断と治療テクニックに関する認識

の最先端のケーススタディ、American Society for

を深め 、内視鏡技術を磨くことができる。ESGE

Gastrointestinal Endoscopy（ ASGE）およびJapan

Learning Areaを訪問し 、その場で12日（ 土 ）、13

Gastroenterological Endoscopy Society（JGES）が

日（日）
、14日（月）に開催されるセッションへの参

セレクトした優れた教育 DVDなど、最新の指導教

加登録をしていただきたい。15日（火 ）、16日（水）

材を閲覧することができる。

に は 予 約 なしで そ の ほ か の Hands-on Training
Sessionsにも参加可能である。
すべての Hands-on Training Sessionsで、内視

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。

鏡に関連するさまざまな装置、付属品だけでなく、
生体モデルやシミュレーターも取り上げる。
ESGE Lecture Theatreでは最新の話題を取り上
げ、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
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