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ECCO設立10年を祝う 明日の課題に備えるために

ECCO（European Crohn’s and Colitis Organization）は設立から10年を迎えた。
Congress NewsではECCO President Professor Daniel Hommesに
ECCOについて質問する機会を得た。

来るべき挑戦と機会に備えて、
UEGF は最近になって
Future Trends Committee を設立した。

? Congress News: Prof. Hommes、ECCO が設立され
た経緯をお話しください。また、現在会員は何名にな
りましたか。
! Prof. Daniel Hommes: ECCOは公式には2001年3月
24日にウィーンで設立されました。設立総会には欧州
14ヵ国の代表が出席し、Renzo Caprilli（イタリア）が初
代会長に選出されました。欧州各国のIBD Study Group
を統合したことは先見の明があったと思います。現在
ECCOの加盟国は31ヵ国、個人会員は約1,200名です。

? Congress News:これまでにECCO は何を達成したと
思われますか。
! Prof. Daniel Hommes:あえて言えば、多くの方々に
ECCOに加盟、参加してもらい、炎症性腸疾患を治癒さ
せるというミッションを達成することは、エキサイティング
で情熱的なことだと思ってもらえるようになったことでしょ

う。われわれはそ
れを“The ECCO 
Spirit”と呼び、そ
の 精 神 はECCO
学術集会やさまざ
まな活動を通じて
具現化されていま
す。この精神は創
造性や前向き思考
を生み出し、IBD
領 域における新
しい魅 力的な活
動に結び付きまし
た。これまでにお
いて、われわれは
ECCOの年次学術
集会を開催しただ
けでなく、機関誌
として「Journal of 

Crohn’s and Colitis（JCC）」
および「ECCO News 」を創刊
しました。この業務を推進す
るためにウィーンの本部には6
名のスタッフがいます。われわ
れは徐々にではありますが、学
術・教育活動を充実させてお
り、そのなかには欧州の診療ガ
イドライン、研修目的のワーク
ショップ、フェローシップと助成金、病因論に関するワー
クショップなどが含まれます。ダブリンで開催された直
近のECCO学術集会には、78ヵ国から3,500名を超え
る参加者が集まり、前例のないIBDイベントになりまし
た。この領域への注目の高まりに応えるために、われわ
れは最近では学術・教育活動を拡大させています。それ
らの多くは、2012年2月にバルセロナで開催される7th 
ECCO（www.ecco-ibd.eu）で実行に移されることに
なっており、画期的なIBDイベントになると確信していま
す。

? Congress News:ストックホルムの UEGWでは ECCO
は何を望み、期待していますか。
! Prof. Daniel Hommes:欧州における消化器学と肝臓
学の母であるUEGFとコラボレーションできることを誇り
に感じています。UEGWはECCOにとって重要な年次
イベントであり、多くのECCO会員はIBD以外の疾患
の診療や研究に携わっています。われわれは、過去何
年間かにわたり、IBD領域のUEGWプログラムとアブ
ストラクト査読を担当する形でUEGWを支援してきまし
た。われわれはUEGWで多くのECCO会員が互いに
交流し、IBD領域のオーラルおよびポスター演題を楽し
んでもらえることを期待しています。さらに、われわれは
UEGFとのコラボレーションを強化したいと考えていま
す。なぜなら、そこにはシナジー効果が期待できる多く
の領域が存在するからです。

uture Trends Committeeは前UEGF President 
Professor Rolf Hultcrantzによって設立され、16

名の著名な消化器領域のエキスパートからなる。16名
のメンバーは全員50歳未満で、UEGFを構成する多
様な領域、組織の代表者である。「われわれのタスク
は、消化器病領域のトレンドを把握し、UEGF Council
に医療だけでなく社会、経済、政治的な観点から助
言を行うことである」と
UEGF President Elect
であり、同Committee
のChairmanを 務 める
Professor Colm O’Mo 
rainは語った。そのため、
タスクフォースは2年毎
にひとつのプロジェクト
を選んで注力し、報告書
を主要ジャーナルに寄稿
する。
　同Committeeは最初
の会合を2010年7月に
ストックホルムで開催し
た。その会合では、集学
的論文である“Current 
and Future Trends 
in  the  Prevent ion 
and Trea tment  o f 
Colorectal Cancer”の執筆分担と発行が決定された。
その論文はすぐにGUT 誌に掲載されたが、診断と治療
だけでなく、個別医療や幹細胞研究など新しい進歩が
もたらす将来像についても論じている。
　同Committeeが最近開発中の二番目のプロジェクト
は、消化器病領域の研究の優先度をまとめたポジショ
ン・ペーパーである。これは欧州連合（EU）の8th 
Research Framework Programmeである“Horizon 
2020”に備えた対応である。このプログラムは現在計
画段階にあり、欧州で最も重要な研究基金財源になる。
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Top Abstracts

大腸がんの累積ハザー
ド 合計と肝移植前は、
IBD 罹病期間と相関し
ている

日（火）14：56にHall A8/9で講演を行うProf 
essor Alajos Par, University of Pecs, 

Hungaryの研究目的は、HCV感染症治療の予後予測
を向上させることである。HCV感染症は、進行性の肝
疾患である肝硬変、肝細胞がんを引き起こす可能性が
ある。同氏は、標準治療のPEG-IFN＋リバビリンは、

これらの合併症を
予防できるものの
予防効果はジェノ
タイプ1のHCV患
者では半数にしか
認められないこと、
また、この治療法
は医療費も高く、
副作用もみられる
ことに着目し研究
を開始した。「PEG 
-IFN＋リバビリン
治療への反 応性
を予測できる宿主
とウイルスの決定
因子を検討するこ
とが重要である」
と同氏は述べ、近
年、ゲノムワイド関

連解析により新しい予測因子が発見されたと指摘した。
IL28B（IFN-λ3）遺伝子領域の一塩基多型（SNP）の
遺伝子多型が、HCVジェノタイプ1患者のウイルス学的
著効（SVR）と相関することが明らかとなった。SNP 
rs12979860は、SVRの最良の治療前指標であること
が示された。「かつて、われわれはインターロイキン-10R 
（IL10R） 遺伝子のSNP-1087 （rs1800896）の遺伝

子多型もPEG-IFN＋リバビリン治療のベースラインの
予測因子となる可能性があると提言した。この仮説を多
数の患者で検証するために、われわれはハンガリーで全
国多施設試験を実施した。合計760例のHCVジェノタ
イプ1患者のIL28B遺伝子のSNP rs12979860とIL 
10R 遺伝子のSNP-1087の遺伝子型を検討し、454例
をPEG-IFN＋リバビリンで治療し、195例（42.95%）
でSVRが得られた」「予備データでは、以下の事柄が
確認された。IL10R 遺伝子のSNPであるrs1800896
がGGアレルを持つ患者はPEG-IFN＋リバビリン治療
によるSVR率が高いと予測される。IL28BとIL10Rの
両方のSNPにPEG-IFN＋リバビリン治療に有益な遺
伝子型が認められる場合、SVR率は78.16%であった。
これらのSNPの遺伝子多型の相乗効果の可能性は、今
後の検討が必要である」と同氏は語った。
　炎症性腸疾患（IBD）を合併しているPSC患者に対
する肝移植は、大腸がんのリスクを増加させるのであろ
うか？　この質問に対する回答は、Dr. Kristin Kaasen 
Jørgensen, Oslo University Hospital, Rikshospita 
let, Norwayによる24日（月）の講演で報告された。
Nordic Liver Transplant Groupの多施設試験にお
いて、同氏と共同研究者らは、肝移植を施行したPSC-
IBD患者の大腸がんの総合リスクを検討し、移植前後
のリスクを比較した。対象となったPSC患者439例のう
ち353例 （80%）がIBDを合併していた。肝移植施行
時のIBD罹病期間の中央値は15（0 -50）年で、肝移植
施行後の追跡期間の中央値は5 （0 -20）年であった。
91例（25%） のPSC-IBD患者が大腸がんを発症し、
IBD診断から20年目の総リスクは17％であった。大腸
がんのリスクは、肝移植前と比べて肝移植後に有意に
増加した。多変量解析では、アミノサリチル酸とウルソ
デオキシコール酸（UDCA）が肝移植後の大腸がんのリ

スク増加と関連していることが示された。「PSCはもとも
と大腸がんのリスクファクターを有しているが、肝移植後
にさらにPSC-IBD患者の大腸がんリスクが高まることを
考慮に入れると、肝移植後の定期的大腸検査の重要性
は高い」「さらに、アミノサリチル酸・UDCA使用と肝移
植後の大腸がん発症との相関に関する新しい知見は、
今後、検証する必要がある」と同氏は指摘した。
　24日（月）のOp 
ening Plenary 
Sessionで発表さ
れたDr. Clemens 
Neufer t ,  Uni 
versity of Erlan 
gen-Nürnberg, 
Germanyと同氏
のグループによ
る研究は、潰瘍
性大腸炎、クロ 
ーン病などIBD
の重篤な長期合
併 症であるCAC
の分子生物学的
な原因を探るも
のである。
　「CACは 扁 平
に増殖すること
が多く、散発性の
大腸がん（CRC）
より早く進行す
ることから、その診断は特に困難な課題である」と同
氏は述べ、CAC発症の特異的な分子生物学的なメカニ
ズムはこれまでほとんど解明されていないと指摘す

る。「CACのイニ
シエーション（発
症）と増殖に関与 
する可能性のある
因子をスクリーニ
ングするために、 
マウスなど実験モ
デルでCAC様腫 
瘍の遺伝子発現パ
ターンのプロファ
イリングを行った。 

HCV 感染症、PSC、CAC の遺伝学的解明
C 型肝炎ウイルス（HCV）感染症治療の予後を予測する分子生物学的研究、
原発性硬化性胆管炎（PSC）患者の肝移植後の発がんリスク、大腸炎関連発がん（CAC）の背景にある遺伝メカニズム、
これらは、UEGF の Scientific Committee により選考された 3 つの Top Abstracts のトピックスである

（Top Abstracts の他の 2 研究については、24 日（月）の Congress News を参照のこと）。
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“PEG-IFN＋リバビリン治療
への反応性を予測できる

宿主とウイルスの決定因子を
検討することが重要である”

Professor Alajos Par,
University of Pecs, Hungary

“肝移植前と比べて、
肝移植後にPSC-IBD患者の

大腸がんリスクが
さらに高まることから、

肝移植後の定期的大腸検査
の重要性が強調される”

Dr. Kristin Kaasen Jørgensen,
Oslo University Hospital,
Rikshospitalet, Norway

健常対照と比べてHCVジェノタイプ1の患者ではIL28B 
CC遺伝子型が少なく、CC遺伝子型の人はHCVジェノ
タイプ1にかかりにくいことが示唆される。

健常者
（n=104）

遺伝子型

HCV
（n=760）

健常対照とHCVジェノタイプ1患者におけるIL28B遺伝子
のSNP rs12979860のCアレル、Tアレルの発現率

患者

健常対照と比べてHCVジェノタイプ1の患者ではIL10R 
GG遺伝子型が少なく、GG遺伝子型の人はHCVジェノ
タイプ1にかかりにくいことが示唆される。

遺伝子型

健常対照とHCV1患者におけるIL10R-1087 Gアレル、
Aアレルの発現率

患者

CC遺伝子型の患者ではSVR達成率が高いことから、PEG-
IFN＋リバビリンで治療されたCC遺伝子型を有するHCV
ジェノタイプ1の患者では良好な治療価値が示唆される。

遺伝子型

IL28B遺伝子のSNPの遺伝子型別にみたHCVジェノタイ
プ1の患者のSVR達成率

ウイルス
学的著効

IL10R GG遺伝子型の患者は、IL10R AA遺伝子型の患者と
比べてSVR率が高かった。

遺伝子型

IL10R-1087遺伝子型別にみた患者のSVR達成率

ウイルス
学的著効

累
積

ハ
ザ

ー
ド

IBD診断からの期間（年）

○  肝移植前の累積ハザード

△  総合累積ハザード

Continued on 
page3 →健常者

（n=104）

HCV
（n=760）
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Hot Topics

Rising Stars II: IBD の原因遺伝子を追う
Congress News では、Rising Starsに選ばれた2名がそれぞれ執筆した論文を紹介する。
2名の論文ともに炎症性腸疾患における遺伝因子の影響を環境因子と比較して検討している。

伝因子か環境因子か?」これは炎症性腸
疾 患（IBD）の 病 因 に 関 してDr.Jonas 

Halfvarson （Örebro University Hospital and 
Örebro University, Sweden）が投げかける根本的な
問いである。26日（水）の8：42、Hall A3にて開催さ
れる同氏の講演では、環境因子との比較における遺伝
学的影響を、双胎児研究によってどこまで評価しうるの
か検討する予定である。同氏の双胎児研究ではIBDに
おける遺伝素因の重要性に焦点をあてており、診断時お
よびその後の経過において、遺伝学的要因がクローン病
（CD）の表現型に関与していることを示唆している。「ヒ
トの消化管では恒常性を保つために消化管粘膜と腸内
細菌叢との間には複雑な相互作用がはたらいている。わ
れわれの研究は、CDの双胎児においてCDの異なる表

現型に伴い細菌叢の
バランス異常が認め
られることを示した。
さらに、NF-κB お
よび f-Calprotectin
増加を伴う炎症の活
動性がCDの双胎児
において認められる。
一方、健常双胎児の
同胞ではこれらの変
化はみられない」と同
氏は述べ、早期の環
境的要因と遺伝因子
の両者が、潜在性の
炎症に寄与している
と結論している。
　26（ 水）14：44、
Hall A6/7にて講演を
行う予定のDr.Rinse 

Weersma from 
the University of 
Groningen, Neth 
erlandsの論文で
も、IBD の遺伝学
がトピックスとなっ
ている。同氏の研
究の出発点は、ク
ローン病および潰
瘍性 大 腸炎の遺
伝的背景の解明が
近年飛躍的に進歩
したことである。
現在では両疾患に
関連するリスク遺
伝子座の数は100
に及ぶ。「これらの
遺伝子の多くは、
関節リウマチ、1型
糖尿病およびセリ

「遺

Dr Jonas Halfvarson, 
Örebro University Hospital and 
Örebro University, Sweden

“われわれの研究は、
CD の双胎児において
異なる表現型に伴い

細菌叢のバランス異常が
認められることを示した”

双胎児研究　
環境因子との比較における遺伝学的影響の評価が可能

Top Abstracts: Continued From Page 2

興味深いことに、
上 皮 成 長 因 子
ファミリーのひ
とつであるエピ
レグリン（Ereg）
の発現量がCAC
では高度に上昇
し、異なる発現が
みられたが、散発
性CRCではみら
れ な か っ た。
Ereg欠損マウス
では大腸炎に伴
う腫瘍発生がみ
られず、このことは野生型マウスと比べて大腸炎を発
症しやすいEregノックアウトマウスにおいて顕著で
あった」と同氏は述べた。その後のin vitro、in vivo

の研究では、Ereg投与
により腫瘍産生がプロ
モート(促進)される可
能性が示された。さら
に、Eregノックアウト
マウスの長期的なミニ
内視鏡研究のデータで

は、EregはCACのイニシエーション（発症）よりむ
しろプロモーション(腫瘍増殖)を促すことが示唆さ
れた。「われわれの成績では、EregはCACという疾
患の新規の重要な因子であり、Ereg産生及び/ある
いはEregシグナリングを阻害することは、CACの新
しい治療選択肢となる可能性が示唆された」とDr. 
Neufertは結論した。

“大腸炎関連発がんでは
Eregは高度に上昇し、

異なる発現がみられたが、
散発性大腸がんでは

みられなかった”

Dr. Clemens Neufert,
University of
Erlangen-Nürnberg, Germany
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アック病のような多免疫介在性疾患にも含まれていること
が認識されつつある。さらに、各遺伝子座には複数の遺
伝子が存在することに関連して、原因遺伝子を特定する
ための戦略について講演の中で述べる予定である」と同
氏は 述べている。この戦 略 には、人 種 間 研 究 や
Immunochip consortium にて行われるSNPを用いる
遺伝子マッピングであるfine-mapping のための戦略的
アプローチも含まれている。「実臨床に導入するには時期
尚早であるが、分子生物学的データとオランダ国内の8
つのuniversity medical centresすべてにおいて収集
が進んでいる広範囲にわたるprospectiveな表現型デー
タを組み合わせて、臨床的に重要な事項について遺伝学
的解析を試みる予定である」と同氏は述べている。

Dr .Rinse Weersma,
University of Groningen, 
Netherlands

“分子生物学的データと
広範囲にわたる多数の

prospective な表現型データ
を組み合わせて、臨床的に
重要な事項について遺伝学
的解析を試みる予定である”
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化器がんは欧州の消化器病のなかでも主要な
領域となった。消化器病領域でがんに関心を

持つ多くの研究者
と臨床医に共通の
プラットフォームを
提 供 するために、
2009年にEuropean 
Society of Dige 
st ive Oncology
（ESDO）が設立さ
れ、いまやESDOは
会員数440名、加盟
学会数14学会にま
で成長した。設立さ
れてから間もないの
に、ESDOはすでに
多くの学術集会や会合を開催し、卒後教育を行って
いる。同学会がカバーする領域は、がんおよび外科領
域の中心課題に加えて、放射線学、放射線治療、病
理学である。
　欧州において消化器がんは均一な疾患ではない。
ESDO President Professor Eric Van Cutsem は
「発生率には違いがある。たとえばロシアと東欧の欧
州連合（EU）加盟国では胃がんの発生率が高い。治
療法にもかなりの違いがある。大腸がんのスクリーニ
ング検査はすべての国で毎年行われているわけでは

ない。gFOBT（グアヤク脂糞便
潜血検査）が採用されている国
もあるし、iFOBT（免疫学的糞
便潜血検査）が採用さている国
もあり、他の地域ではS状結腸
鏡や大腸内視鏡の施行率が高
い」と指摘した。驚くべきことで
はないが、消化器がんの診療に
おける消化器内科医の役割は国ごとに異なる。消化
器内科医が化学療法を行う国もあれば、そうではな
い国もある。重大な問題は、EUではすべての加盟国
で生物学的製剤（分子標的薬）が承認されているわ
けではなく、その使用機会が均等ではないことであ
る。
　UEGFの加盟団体としてESDOはUEGW中に、大
腸がんのスクリーニングと予防だけでなく、消化器が
んの診断と集学的治療について論じる2日間のワーク
ショップを開催する。Prof. Van Cutsemはストック
ホルムのUEGWでは、欧州における消化器がんの重
要性とがんの集学的治療における消化器内科医の果
たす役割が注目されることを願っている。同氏は「わ
れわれが開催するワークショップは、がん領域で増大
する知識に触れ、議論し、この集学的領域でESDO
が担う役割を提示するのに相応しい場である」と語っ
た。

UEGF Member Association

増え続けるがん領域の重み
ESDO は消化器病領域で重要性が高まるがんの問題に対する回答である

消

Professor Eric Van Cutsem,
ESDO President

Overview Scientif ic Programme – Tuesday, 25 October 2011

Inside UEGF: Continued From Page 1

UEGFにとって重要なのは、欧州全域の消化器病研
究のニーズに合致するよう、プログラムのコンテンツを
誘導することである。
　Horizon 2020ポジション・ペーパーはより大掛か 
りなプロジェクトであるEuropean White Book on 
Gastroenterologyの出発点である。この報告書には、
消化器病領域の広範な疾患の原因、予防と治療の意
義だけでなく、欧州全域から集めた疫学データも掲載
されている。また、欧州において消化器疾患が及ぼす
経済的インパクト、研究と臨床を進展させるための必
要事項なども詳細に記載されている。
　23日（日）に開催されたGeneral Assembly Meeting
で次期UEGF President electに選出されたProfessor 
Michael Farthingは、Future Trends Committee
の新しいChairmanも務めることになる。同氏の任期
は2012年1月からの2年間である。

次期UEGF President ElectとなったProfessor Michael Farthing
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消化器科研修に関する National Scholar Award 受賞者
昨年のUEGWで、ASNEMGE（Association of National European and Mediterranean Societies of Gastroenterology）と
UEGFの合同委員会はNational Scholar Award（NSA）を紹介した。
NSAの目的は、ジュニアレベルの有望な若手研究者を表彰して支援し、
キャリアの短い研究者が「シニア」のRising Star Awardに向けて努力するよう励ますことである。
NSAはNational Society affiliationに基づいており、UEGW 2011での発表のため受理されたすべてのabstractsのなかで、
参加国から提出されたabstractのうち最高点を得た35歳未満の発表者に1ヵ国あたりひとつまでNSAが授与される。
今年は、37件のNSAが27のオーラル発表と10のポスター発表に授与された。
Congress Newsでは、3名のNSA受賞者に、自国での研修状況について尋ねた。

? Congress News: あなたの国で消化器専門医となる
ための研修期間はどのくらいかかりますか。
! Yuki Maeda: 日本では、厚生労働省が要求している
医学全般の2年間の研修プログラム終了後に、消化器
専門医となるための研修を開始します。日本消化器内
視鏡学会（Japan Gastroenterological Endoscopy 
Society）と日本消化器病学会（Japanese Society of 
Gastroenterology）が認定する消化器専門医としての
資格を得るのに、卒業後最短で7年間かかります。
! Nikola Panic：セルビアでは、消化器専門医となるのに
4年かかります。最初に一般内科医研修を受け、その後
消化器科研修を受ける形です。
! Vittoria Vero：イタリアでは、消化器専門医になるため
の研修期間は4年です。病院での研修と内視鏡の研修
に分かれています。

? Congress News:研修では、専門研修と研究は義務
ですか。
! Yuki Maeda：専門研修と研究は義務ではありません。
ただ、大学病院に所属するほとんどの医師はPhDコース
を受ける際に研究も開始しています。
! Nikola Panic：消化器科研修中に1報以上の論文を投
稿することが消化器専門医となるための義務となってい
ます。専門研修は専門医プログラムにも含まれています

が、どの研究領域
を選択するかは個
人の裁量に任され
ています。
! Vittoria Vero：
大学病院在籍中
は学術研究は義
務になっていて、
臨床研究で非常
に重 要な役 割を
担っており、医学
的バックグラウンド
には欠かせない部
分であると思いま
す。

? Congress News:
内視鏡に関しては
十 分 な 研 修を受
けていますか。
! Yuki Maeda：消
化器病学と肝臓学
の3年間の専門医

研修プログラムがあり、そのプログラムで内視鏡の研修も
受けましたが、通常、十分な研修を受けるには3年間で
は不十分です。3年のプログラムを終了した現在、消化
管疾患の内視鏡研修を集中して受けている最中です。
! Nikola Panic：状況が許せばですが、内視鏡は研修の
もっとも重要な部分のひとつだと思います。これまでの私
の内視鏡研修はその点満足しており、自分のスキルを向

上させる機会が日
常的にあります。
! Vittoria Vero：
内科での研修期
間を終わったとこ
ろで内視鏡の研修
はまだ受けていま
せんが、消化器科
では内視鏡の研
修は義務となって
います。

? Congress News:
研修において腫瘍
学はどうなってい
ますか。
! Yuki Maeda：日
本では、消化器科
研修プログラムに
腫瘍学が必ず含ま
れているわけでは
ありませんが、消
化器専門医は、消
化器悪性腫瘍の治

療のため診断および治療のスキルを習得する必要があり
ます。
! Nikola Panic：腫瘍学は研修の重要な部分を占めてい
ます。悪性病変は、セルビアで消化器専門医がもっとも
頻繁に遭遇する内科的疾患のひとつですし、こうした問
題にうまく対処するために腫瘍学の知識が必要です。
! Vittoria Vero：腫瘍学は、診断のため、また学際的な
観点から治療上の決定を下すため、そして専門医と意見
交換をするために、消化器科研修で非常に重要な役割
を担っています。

? Congress News:皆さんの国での消化器科研修の長
所と短所、または全く欠けている部分などはあります
か。
! Yuki Maeda：わたしたちが受けた研修プログラムでは、
消化器疾患の診断と治療のスキルを習得できますが一

方で、先述のとおり、腫瘍学に関する十分な研修があり
ません。
! Nikola Panic：わたしたちが受けた研修の一番の良い
点は、知識も経験も豊富で、それを伝えようと熱意あふ
れる専門医の先生方と仕事をする機会にあります。一方
で、自分たちの技術を向上させるために、国際的な経験
や機会はやや少ないかもしれません。
! Vittoria Vero：わ
たしたちの消化器
科研修の大きな強
みは、さまざまな
消化器および肝臓
疾患を幅広く十分
に理解でき、病院
の内視鏡科や移
植センターと緊密
で効果的な連携を
考慮できることに
あります。しかし、
いくつかの重要な
病状や疾患に関
連した合併症（肝
硬変における食道
静脈瘤結紮など）
は、消化器科研修
でもっと時間をと
るべきではないか
と思っています。

? Congress News:
皆さんの国では、研修を受けた若手消化器専門医は
日常診療を十分に行えますか。
! Yuki Maeda：ほとんどの若手消化器専門医は十分に
できていると思いますが、領域によっては日常診療で不
便を感じている人もいるかもしれません。
! Nikola Panic：研修中は常時先輩の監督下にあって日
常診療に取り組んでいるので、若手消化器専門医は、
専門医となった後に遭遇するあらゆる状況に対して十分
に準備ができていると思います。
! Vittoria Vero：イタリアでは、研修期間中にたとえば診
断が困難な患者の臨床や治療的管理、定期検診の計画
や予後の定義など、日常診療に対する準備は十分にで
きていると思います。ただ、消化器科の救急マネジメント
の期間は延長が必要かもしれません。

Dr. Nikola Panic, 
Department for Digestive Endoscopy,
University Clinic “Dr. Dragisa 
Misovic-Dedinje”, Belgrade, Serbia

“専門研修は専門医プログラム
にも含まれていますが、

どの研究領域を選択するかは
個人の裁量に任されています”

Dr. Yuki Maeda, 
Department of Gastroenterology,
Sendai City Medical Center, Japan

“専門研修と研究は義務では
ありません。ただ、大学病院
に所属するほとんどの医師は

PhDコースを受ける際に
研究も開始しています”

Dr. Vittoria Vero, 
Department of Internal Medicine 
and Gastroenterology,
Gemelli Hospital, Rome, Italy

“学術研究は
義務になっていて、

臨床研究で非常に重要な
役割を担っています”
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Stay in touch 
after uEGW 2011

Visit the uEGW Website to
•  spot your picture in the UEGW 
 Picture Gallery
•  find other important facts and  
 figures
•  be the first to register for 
 the Anniversary uEGW 2012 in
 amsterdam
 http://uegw11.uegf.org

Send us your feedback on
•  how you liked your UEGW 2011
•  what we can do to get better

Emails to office@uegf.org

Visit oLGa to
• download all the UEGW abstracts
• watch all Plenary Sessions and
 highlight lectures 

http://olga.uegf.org

Ins_CongressNews_stayintouch.indd   1 11.10.11   13:06

Interview

日常会話における
タブーの存在が
重荷となっている
Swedish Association of People With Stomach and 
Bowel Diseases（Riksförbundet för Mag- och 
Tarmsjuka – RMT）は、UEGW 2011 のホスト国の
消化器疾患患者の全国組織である。1982 年に設立
され、会員は現在 6,100 名である。Congress News
で は Executive Director の Wictoria Hånell に イ ン
タビューを行った。

? Congress News: Mrs Hånell、消化器疾患は、スウェー 
デンの疾患の中でどのような位置にありますか。
! Wictoria Hånell: スウェーデンで最も罹患率が高い消
化器疾患は、患者が人口の10%を超えるIBSでしょう。
そしてRMTにとってもうひとつ優先度の高い問題は、も
ちろん大腸がんです。大腸がんはこの国で3番目に多
いがんであり、患者は約25,000名でかつ、毎年新たに
5,500例程度が診断されています。潰瘍性大腸炎もか
なりの数となっており、患者は30,000名もいます。同じ
ことがクローン病にも言えて、患者は25,000名、毎年
約500例が診断されています。そしてこれら消化器疾患
患者が直面しなければならないポピュラーな問題は、消
化器疾患についてオープンに語ることがタブーであると
今なお広く信じられていることです。

? Congress News: 消化器疾患に関して何か最近大き
な進歩がありましたか。
! Wictoria Hånell:まずはIBD領域が挙げられます。生
物学的製剤によるこの疾患の新しい治療法により、多く
の会員の病状が大きく変化しました。

? Congress News:消化
器疾患患者の治療状況
改善のため RMT が最
近行ったことはあります
か。また、今後の計画
はいかがでしょう。
! Wictoria Hånell: 主に
IBS、大腸がん、IBDに
ついて啓発する消化器
疾患の公開イベントを継
続的に開催しています。
こうしたイベントは多くの
一般人の関心を惹いて
いると思います。昨年、
IBD患 者1,000名での
QOL研究を実施し、大
きな問題がいくつか明ら
かになりました。その結
果によると、多くの会員
が孤立していると感じて
おり、セカンド・オピニオ

ンを求めることができることを知らず、生物学的製剤治
療についても知りませんでした。今後は新薬を利用でき
る可能性を少しでも改善するために、医療制度改革を目
的とした多くのロビー活動も行っていく予定です。

Wictoria Hånell,
Executive Director RMT

“スウェーデンの
消化器疾患患者が

直面しなければならない
ポピュラーな問題は、
消化器疾患について

オープンに語ることが
タブーであると

今なお広く信じられて
いることです”

新しい領域と日々の臨床
Swedish Society of Gastroenterologyがスウェーデンの消化器病学の進歩を紹介

Portrait

EGW 2011のホスト学会はSwedish Society 
of Gastroenterology（Svensk Gastroen 

terologisk Förening：SGF）である。SGFは1953
年に設立され、現在の会員数は600名、スウェーデン
の消化器内科医、肝臓病専門医、消化器外科医が会
員となっている。複合的病態をもつ炎症性腸疾患
（IBD）患者の診療では消化器内科医と大腸外科医
が緊密に協力する必要があることを考えると、SGFに
専門性が異なる医師が参加していることには大きな意
義がある。スウェーデンにおいて肝硬変や過敏性腸
症候群とともにIBDは、公衆衛生上の大きな課題であ
る。
　国内ガイドラインの作成、治療プロセスの改善、研
究プロジェクトの支援などを通じて診断と治療の質を
向上させることは、つねにSGFの重要課題であった。
　毎年、SGF は Society of Endoscopy and 

Gastroenterology 
Nursesと合同で4日間
の学術集会を開催して
いる。
　SGFのボードメン
バーであり、機関誌
「Gastrokuriren」の
エディターを務めるDr. 
Charlotte Höög は

「スウェーデンにおける
消化器病研究の将来

の方向性として、私はIBDや自己免疫性肝疾患の基
盤をなすメカニズムが有望だと思う」と語った。同氏
は他の重要な研究領域として、機能性胃腸障害の病
因論、腸疾患の診断と治療に用いられる内視鏡の急
速な進歩を挙げた。
　ストックホルムで開催中のUEGWに何を期待する
かについて尋ねたところ、Dr.Höögは「UEGWでは、
SGFはスウェーデンの消化器学を紹介したいと願って
いる。そこには研究、開発、新領域だけでなく、日常
診療も含まれると思う。われわれはスウェーデンの消
化器内科医と欧州諸国の研究者が協力し合うことを
期待したい。そして、UEGWの参加者がスウェーデン
とストックホルムに好印象を持っていただければ幸い
である」と語った。

U

Dr. Charlotte Höög,
SGF board member
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October 20 – 24, 2012
Amsterdam / Netherlands
Venue: Amsterdam RAI

EACCME applied
www.uegf.org

AMSTERDAM 2012

20th United European Gastroenterology Week th

October 20 – 24, 2012

ロイヤルストックホルム
Royal Stockholm

　貴族の足跡をたどるぐらいお薦めの
ストックホルム観光はない。この小旅

行では、ナイト島から「ナイト教会」と呼ばれてい
る荘厳なRoyal burial churchまで、王室のす
べてに触れることができる。そこで見ることのでき
る建物がストックホルム観光の目玉である。オー
ルドタウンへ向かう途中では、多くの貴族の屋
敷やストックホルムの王宮、Princess Victoria
とDaniel Westlingのロイヤルウェディングが最
近行われた壮大な教会などを見ることができる。
オールドタウンでは、ストックホルムで最も有名な
歴史的事件である「ストックホルム大虐殺」や自
分が造ったオペラハウスで仮面舞踏会の最中に
暗殺されたKing Gustav IIIの逸話を聞くことが
できるであろう。Djurgårdenのロイヤル島には、
大勢の人々が毎週のように美しい景色や鹿など
の野生動物を楽しみながらロマンティックな気分
で散歩するオアシスがある。

Supporting Programme

詳細：
日時：10 月 26 日（水）9：30 ～ 12：30
料金：一人あたり SEK 360
集合場所：UEGW の tours/accommodation counter
注意：最小催行人数 25 名




