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Evidence Based Medicine を 
テーマとした UEG Practice Course:
得られた知見を実践でどう活かすか

UEG Lifetime  
Achievement Award 2012 
の受賞者

学術研究から得られた知見を実地診療に着実に結びつけるべく、 
20日（土）と 21 日（日）に “UEG Practice Course: Evidence Based Medicine” が 
開催され、参加者から大好評を得た。

今年の UEG Lifetime Achievement Awardの 
受賞者は Professor Jean-Paul Galmiche に決定した。 
同氏は UEG Scientific Committee のメンバーで、  
UEG postgraduate courses のディレクターを務める。
UEG Council が同氏を選んだのは、 
欧州の消化器病分野および 
UEG の発展への貢献度を高く評価したからである。 
授与式は22日（月）の Opening Plenary Session 

（8:30, Hall 4/5）で行われる。

　消化器疾患に関
する数多くの研究に
より、多様な知識体
系が急速に整備さ
れつつある。臨 床
医は日常診 療に活
用できる科学的知
見の探索を試みる
ものの、膨大かつ
散乱した情 報を目
の前にすると、すぐ
に路頭に迷ってしま
う。医師 38 名が参
加し、2日間にわた
り開催された“UEG 
Prac tice Course: 
Ev idence B as e d 
Medicine (EBM)”は、このような状況を回避し、学術
研究から得られた科学的知見を実地診療に着実に
結びつけることを目的としたものであった。「2010 年
5月にドイツのシュタルンベルクで開かれたUEGの教
育方法に関する会議のTIGER (Training Innovation in 
Gastroenterology and Educational Resources)では、
EBMの実践に焦点が当てられ、体系化されたEBMの
教育と養成の体験学習を発展させることができた」
と、course directorのDr. Pascal O. Berberatは述べ
ている。現プログラムは、科学的根拠に基づいた臨
床を実践するうえで、必要な情報を探す際に直面す

るあらゆる問題に
対応したものとなっ
ている: 希 望 する
情報を得るための
適 切な検 索 用語 、
さまざまな情報を
まとめたoverview、
検 索 方 針の立 案 、
データベースおよび
digital libraries の
活用、科学的知見
に対する批判的な
評価、そして最後に
大切なことは、新し

く得られた知識の日常診療への応用である。
　UEG Week courseは、教育理念の検証を目的とし
てウィーンにおいて2度開催された。「UEG’s Member 
Societiesの推薦によるEBM course の参加者らは、
小グループ、対話形式 、コンピュータでのhands-on 
exercisesを通して、医学情報の扱い方を非常にアク
ティブかつ自身に合った方法で学べたようだ」と、同
氏は述べた。

　「その成 果に満足し、われわれはEBMをUEG’s 
Continuing Education Programme の一部に組み込
むことを決めた」。EBM courseは、消化器疾患全領
域をカバーするさまざまなUEG courses のひとつに位
置づけられた。詳しい情報をお知りになりたい方は、
下記にアクセスされたい。
www.ueg.eu/education/courses

Dr. Pascal O. Berberat,
EBM Practice Course Director

その成果に満足し、 
われわれは EBM を UEG’s Continuing 
Education Programme の一部に 
組み込むことを決めた。

先週末の UEG Practice Course：Evidence Based Medicine の参加者たち

　 研 究 者として同
氏は、主に胃食道
逆 流 疾 患（ GORD）
の研究および診断・
治療法の改良に取
り組み 、現在行わ
れている機能テスト
や薬理学的診断法
の開発や評価など
を通じて、上部消化
管の生理学的なメ
カニズムを研究して
きた。 同氏らの 研
究グループは、いわ
ゆる食道酸感受性
亢 進という病 態を
同定し、機能性食道疾患の分類にあたり指導的役割を
果たした。また、GORD の外科手術や内視鏡技術、疾
患管理法の開発や改良などの領域でも優れた業績を
残している。
　Prof. Galmiche の第二の研究領域は、カプセル内視
鏡、クローン病、大腸ポリープや腫瘍の診断といった内
視鏡的イメージング技術である。また、短鎖脂肪酸の
役割に関する研究にも取り組んだ。多彩な研究活動を
ベースに文献報告は数えきれない。こうした学術的な
業績に加えて、同氏はUEG の発展にも尽力した。1989
年にはCouncillor of EAGE （ European Association for  
Gastroenterology and Endoscopy）に 選 出 さ れ 、
UEGFを設立した“7人衆 ”の1人として活躍した。1996
年には President of EAGEに就任し 、同学会を代表
して 2005 年 には Scientific Committee of UEGF のメ
ンバーとなり、上部消化管グループおよび combined 
postgraduate courses のコーディネーターとしても貢
献してきた。また同氏はUEGFを代表してDDWに参加
し、‘Best of’ the UEGWの演者を務めた。

Professor  
Jean-Paul Galmiche, 
Winner of the UEG Lifetime
Achievement Award 2012
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Ultrasound  
Learning Centre Scientific Programmeのブレーン
消化器専門医としての向上 
－臨床消化器学で腹部を見てみよう

UEG Scientific Committee

　UEG Scientific Committee は UEG Week の中核と
なるプログラム作成を委ねられているグループである。
UEG Weekのプログラム作成のため年 4回会合を開き、
UEG Secretariat と常に連絡を取って細部を詰めてい

る。ボランティアスタッフの Scientific Committee メン
バーと Secretariat とのこうした継続的で活発な関係
が、UEG Week の参加者が期待する質の高いプログラ
ムには重要である。

　Ultrasound Learning Centre は、消化器学の主な
診断・介入ツールのプロモーションを行っている。そ
れは、消化器専門医が臨床超音波検査を使いこなす
ことである。
　週 末の登 録 参加者向け Postgraduate Course 以
外にも、Ultrasound Learning Centre においてはス
キル向上の機 会が設けれられている。Ultrasound 
Learning Centreでは、22 日（月）と 23 日（火）の 9:00
～ 16:00 に、学会参加者向けに先着順で Hands-On 
Training を実施する。学会参加者なら誰でも熟練の
専門家の指導と研修を受けられる。コースディレクター
は Klaus Schlottmann氏, Dieter Nürnberg氏と Alina 
Popescu氏 である。
　また、消化器超音波検査の主要トピックに関する
Noon Lectures が 12:30 ～ 14:30 に開催される。22 日

（月）に取り上げるトピックは、「腹部救急」、「血管合
併症」、「限局性肝疾患の検出と分類」、「造影超音波
検査（CEUS）」、「超音波エラストグラフィー、腸、血管」
などである。23 日（火）のレクチャーは、「超音波内
視鏡－単純、高度、介入」、「通常および高解像度プロー
ブを用いた腸超音波検査」、「クイズ形式での症例報
告」、「診断と治療のための超音波ガイド下介入再考」、

「超音波心理学」などである。
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Inside UEG  Scientific Programme

 Scientific Programme

各国の消化器病学会：UEGを支える立場 Basic Science Workshops

Clinical Case Sessions

UEGは各国の消化器病学会を正会員として歓迎する。 
正会員の増加により政治的な影響力の強化が期待される。

基礎研究者を対象とした 
UEG Weekのための140 件の旅費助成

学際的専門家パネルと討論

　欧州大陸の国家の連合体である EU のように、い
まや UEG には欧州および地中海地域の各国消化
器病学会が数多く加盟している。こうした状況を考
慮し UEG では、組織構造を改革し、各国の消化器
病学会の比重を厚くした。その結果、41 の国内学
会が UEG の正式な会員となった。これまで、各国
学会の UEG への加盟は間接的で、UEG の原加盟
組 織である ASNEMGE （Association des Sociétés 
Nationales Européennes et Méditerranéennes de 
Gastroentérologie）を介したものであったが、そ
れを大きく改革したことになる。
　41ヵ国の国内学会は、それぞれ年に2回開催される 
National Societies Forum の 代 表権を持 つ。その 
会合の主なタスクは、General Assembly に代表と 
して 参 加 する 23 学 会 を 選 び、UEG を構 成 する
諸学会と UEG との関係性強化を主な使命とする
National Societies Committee のメンバーとなる 9
学会を選出することである。また UEG は、組織に

新たな風を吹き込む ために、National Societies 
LINK Award Programme を発足させた。このプロ
グラムは、UEG を構成する各国学会と UEG の間で
知識とスキルの連携を促進するためのものである。
今期までに、本プログラムは総計 20 万ユーロの経
済的支援を集め、臨床ガイドラインの開発、多領
域にまたがるフェローシップ・プログラムのような
境界を超えた学術的かつ専門的な活動を促進した。

「各国の学会に配慮した施策を進めることで、組織
は均てん化する。UEG はトップダウン型の組織では
なく、ボトムアップ型の組織であり、会員に奉仕し、
医療や就業状況に関する国と地域の多様性を重要
視している」と Professor Mark Hull, Chair of the 
UEG National Societies Committee は語り、「UEG
の組織構造の改革は、EU の枠組みのなかで消化器
病関連の政治的課題を効率的に解決するうえで大
いに役立つはずだ」と続けた。

UEG の組織構造の改革は、 
EU の枠組みのなかで 
消化器病関連の政治的課題を 
効率的に解決する上で 
大いに役立つはずだ。

UEG はトップダウン型の組織ではなく、 
ボトムアップ型の組織であり、 
会員に奉仕し、 
国と地域の多様性を重要視する。

UEG National Societies Committee(NSC)の議長であるProfessor Mark Hull(右) は、 
昨日のフォーラムの会合で選ばれた新しいNSC メンバーのひとりであるProfessor Axel Dignass に祝辞を述べた

　あなたがもし研修中の若い医師や研究者でも、精力
的に研究を実践している熟練した研究者であっても、他
の研究分野も勉強したいと思っているのなら、双方向性
と形式張らないことでよく知られた、今年で5年目とな
るUEG Week’s Basic Science Workshopsは必ずや興味
深い企画となるはずである。22日（月）のBasic Science 
Workshops は “Oncological decision making in 2012 : 
Are there reliable markers?” に つ い て、23日（ 火 ）の
セッションでは“Mechanism of pain development in GI 
disease: Do we know enough?”を取り上げる予定であ
る（いずれも14:00～15:30、Room D201/202）。専門
家が座長を務め、最新知見の話と質の高い独創的な研
究発表を組み合わせ、討論時間もメインであるオリジナ
ルプログラムより長い。
　また、優れた基礎研究のabstractsを提出した40 歳
以下の基礎研究者140人にひとりあたり1,000ユーロの
UEG Weekへの旅費も提供する。

　毎日のcore meeting、UEG Week’s Clinical Case Sessions
（11:00～12:30、Forum）をお見逃しなく。各セッション
では、UEG Scientific Committeeに提出されたabstracts
から選ばれた難しい3症例を取り上げ、その症例を治療
した臨床チームが発表する。高画質内視鏡、X 線検査、
病理検査の画像で提示されるこうした困難な（ 異常な）
臨床マネジメント上の問題点を学際的な専門家パネル
が議論し合う。発表と討論でそれぞれの症例にコメント
を述べ合い、発表の合間には診断および治療オプショ
ンに関して参加者自身の意見を投票できるシステムを準
備した。
　22日（月）のセッションでは、
・原因不明水様性下痢
・肥満外科手術後の難治性嘔吐
・Starved for attention 
の上部消化管症例を取り上げる。
　23日（火）のセッションでは、
・重度急性潰瘍性大腸炎：隠された理由
・貧血とクローン病の直腸出血
・小児期の結腸切除歴のある患者の腹痛
という下部消化管症例を取り上げる。
　24日（水）のセッションでは、
・16 年間に3器官系の悪性病変が疑われた建設労働者
・硬変患者の呼吸困難
・急性肝不全の診断の落とし穴
という肝胆膵症例を取り上げる。
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Dr. Eivind Ness-Jensen（ Norwegian University of 
Science and Technology and Levanger Hospital, 
Norway）は、胃食道逆流症状と喫煙との関連につ

いて 講 演 する。 同
氏 の 研 究 は、 定 期
健 診 を推 奨 され た
ノルウェーの Nord-
Trøndelag の全成人
を対象としたHUNT
試 験の 参 加 者 の 一
部 で あ る 約 30,000
例 の 長 期 試 験 であ
る。同氏らは、1995
～1997年 に 胃 食 道
逆流症状を訴えた症
例を、2006～2009年
まで 追 跡した。「全
体成績では、禁煙が

胃食道逆流症状を改善することを示すことができた」
と同氏は語り、「高度の逆流症状を有し、逆流症に対
して薬剤を定期使用していた群では、減煙または禁
煙により、喫煙を継続した場合と比べて逆流症状が2
倍の改善を示した。BMI正常例では5倍以上の改善
が認められたが、過体重症例では改善は認められな
かった。このことは、おそらく過体重と胃食道逆流症
の強い相関を反映している。逆流症の症状の軽い群
や逆流症に対する薬剤の定期使用を行っていない群
では、禁煙による改善効果は示されなかった」と、興
味深い詳細な成績を報告した。禁煙と胃食道逆流症
状の改善との相関が示されたことから、医師は患者に
禁煙、少なくとも減煙を速やかに指導すべきであろう
と同氏は指摘した。

Dr. Mathias Chamaillard（University of Lille, France）
は、腸内細菌叢に焦点を当てて研究を行っている。
Dysbiosisと呼ばれる腸内細菌叢のバランスの失調
は、クローン病や大腸がんなどの腸疾患と関連してい
る。このような腸内
細菌叢のバランスが
失 調した状 態 が 疾
患を誘発するのか、
あるいは単に根 底
にある疾 患の 結果
に過ぎないのか ―
この未解決の課 題
が、同氏らのグルー
プによる研 究の出
発点であった。「マ
ウスの腸管において
腸内細菌叢は炎症
と腫瘍形成のリスク

を軽減するが、予想外なことだったが、クローン病の
主要な疾患関連遺伝子NOD2がこの腸内細菌叢に対
して作用することがわれわれの研究により確認され
た。より重要なことは、疾患に対する遺伝素因のある
動物における腸内細菌叢のバランスの失調による疾
患リスクが、正常動物の便を移すことにより救済可能
であった点である。このように、われわれはクローン
病や大腸がんを発症する生涯リスクが高い症例のサ
ブセットを同定するうえで役立つ可能性がある疾患の
メカニズムを提供している」と同氏は述べている。同
氏によれば、今後の臨床研究やメタゲノミクス研究で
は、腸内細菌叢のバランスを失調させることに対する
疾患関連遺伝子の変異の影響を検討する必要がある
という。疾患と関連した腸内細菌叢のバランスの失
調を意図的に操作することにより、細菌叢と腸管バリ
アとの間の相利共生的な相互作用の回復をめざす合
理的治療法の開発において、これらの研究成果が役
立つことを同氏は希望している。

Dr. Sanne Bartels （ University of Amsterdam, the 
Netherlands）は、腹部外科手術による合併症である
瘢痕ヘルニアと癒着による小腸閉塞（SBO）に関して
講演する。瘢痕ヘルニアやSBO は再入院や再手術に
つながることが多い重要な長期合併症であり、同氏
と共同研究グループは、大腸がんの開腹切除術と腹

腔 鏡 下切 除 術を比
較 する無 作 為化 試
験を実 施し、 長 期
的な効 果 を検 討し
た。「わ れ わ れ は、
全症例の症例報告
レビューを実施し、
400 例 中 399 例 の
データが収集可能で
あった。208例が腹
腔鏡手術に、191例
が開腹手術に、それ
ぞれ無 作 為化され
た。 追 跡 期 間中央
値は 3.4 （四分位範
囲2.6～4.4）年であった」と、同氏は試験の概要につ
いて説明した。同氏と共同研究者らは、開腹手術群
の32例（17％）、腹腔鏡手術群の21例（10％）に瘢痕
ヘルニアを認めた。SBO 症状は、開腹手術群の14 例

（7％）に認められたのに対し、腹腔鏡手術群では5例
（2％）であった。追跡期間の長さで補正後、瘢痕ヘル
ニア数には有意差は認められなかったが（p=0.069）、
SBO 症状患者数は開腹手術群の方が有意に多かった

（p=0.024）。本試験では、腹腔鏡下切除術は術後2
～5年における癒着に関連したSBO 症状を有する患
者数を有意に減少させると結論された。瘢痕ヘルニ
ア率の低下も観察されたが、有意ではなかった。こ
れらの成績は腹腔鏡手術の長期臨床ベネフィットを
明らかに示しており、同氏は、「今回の成績を、今後の
大腸切除における腹腔鏡手術の促進 、正当化につな
げなければならない」と述べた。

　 Top Abstracts

医学のパイオニア： 
GORD治療、クローン病予測、消化器がん手術の新しい展望

Dr. Sanne Bartels,
University of Amsterdam,
the Netherlands

Dr. Eivind Ness-Jensen, 
Norwegian University of Science
and Technology and Levanger
Hospital, Norway

Dr. Mathias Chamaillard, 
University of Lille, France

われわれは、
クローン病の主要な疾患関連遺伝子 NOD2 の
予想外の機能を確認した。

早起きが得意ではない人も、このチャンスを逃してはならない。 
22 日（月）の午前8 時から Hall 4/5 で行われるOpening Plenary Sessionでは、UEG Scientific Committee により 
Top Abstracts に選出された、優れた研究成果を聴講する素晴らしい機会が与えられる。 
本日のUEG Week News では、胃食道逆流症（GORD）と喫煙との関連、クローン病発症に関与する遺伝子と腸内細菌叢の相互作用、 
腹腔鏡手術と開腹手術の比較成績に関する 3 研究を紹介する。 
残りの2 研究については、23日（火）発行号に掲載する予定である。

腹腔鏡下大腸切除術
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Inside UEG

　EUの政治状況下において、消化管疾患に関連す
る問題への意識は高まる一方であり、UEG Public 
Affairs Committee （PAC）の取り組みのなかでも重
要な位置を占めるようになっている。9月18日には、
UEG 主導によるResearch Symposium on digestive 
and liver diseasesが、ブリュッセルにある欧 州議
会（European Parliament）で開催され 、一つの成功 
事例となった。参加者には、UEG expertsおよび患者団
体や製薬企業の代表だけでなく、欧 州 委 員 会 お

よ び 欧 州 議 会
の メンバーも 名
を 連 ね た。 本 イ
ベントの目的は 、
政 策 決 定 者に消
化 管 疾 患や研 究
に 対 する 現 在 の
ニーズ に 関 す る
理 解 を 深 めても
ら い 、そ の 結 果
と し て European 
research funding 
programmes に
対 す る 影 響 力
を 保 持 すること
で あった。 こ の
シン ポ ジ ウム の

後、“Methods, research and policies to reduce 
colorectal cancer prevalence in Europe”と い う
テ ー マ の イベ ントが、Member of the European 
Parliament （MEP）であるPavel Poc 氏により主催さ

れた。同氏は、UEG President ProfessorであるColm 
O’Morain氏とともに座長も務めた。本イベントは、
EU全加盟国における結腸直腸がんスクリーニング
プログラムの実行を促進する多くの活動― 2010 年 、
MEPsとUEGとが共同でまとめた宣言書に基づいて
開始―の一つである。しかしこれまでの進歩にもか
かわらず、このようなイニシアチブを実行に移すには、
多くの欧州諸国が依然として大きな課題に直面して
いるのも事実である。
　この状況にどう対応すべきか、そして克服していか
なければならない障害は何か。本年5月4～5日、チェ
コ共和国のブルノにおいて、とくにMEPのPavel Poc
氏および UEGの尽力によって開催されたEuropean 
Colorectal Cancer Daysでは、これらの課題を中心
に討議が行われた。このほか、5月29日の World 
Digestive Health Dayにおいても、この種の活動が
行われた。この日UEG は、欧州議会の正面にブース
を設置し、趣向をこらした活動を通して、消化器疾患
を防ぐための健康的ライフスタイルの重要性を人々
にアピールした。「これらの活動によってUEGは、EU
の政治家におけるヘルスケアや研究政策のなかで
高い優先順位を得ることができた。しかしながら当
然、成し遂げるべき多くの課題が依然として残され
ている」と、PAC の会長を務めるProfessor Reinhold 
Stockbruggerは述べている。
　「MEPのPavel Poc氏が、２２日（月）11：00にHall 
4/5にて開催されるUEG Week’s Special Anniversary 
Symposia に 参 加 し、 ‘Partnerships: Saving lives 

t h r o u g h  c h a n g i n g 
policy’という論 題 で 講
演されるのを私は非常
に 楽し み にして い る」
と同氏はつけ加えた。 
UEG は、ここ数年 の間
にさまざまなEUの委員
会 や European Council 
for Health Research 設
立 に 尽 力 し た Alliance 
for Biomedical Research 
in Europeなど、数々の
フォーラムのメンバーと
なっている。

EU における政策 :
消化管疾患の課題は政策協議の
重要事項として位置づけられている
UEG Public Affairs Committee は、
欧州の政治状況のなかで連盟として果たすべき使命を首尾よく推進している。

Dr Reinhold Stockbrugger, 
Professor  UEG Public Affairs 
Committee Chair

われわれのこれらの活動によって
UEG は、EU の政治家における
ヘルスケアや研究政策のなかで
高い優先順位を得ることができた。

MEP の Pavel Poc 氏が、22 日（月）
11：00 に Hall 4/5 にて開催される UEG 
Week’s Special Anniversary Symposia
に参加し、 ‘Partnerships: Saving lives 
through changing policy’という論題で
講演されるのを私は非常に楽しみにして
いる。

The European Commission has reserved € 7 billion for research in Europe. 
Learn how to get your share by joining our information event!
 
The programme will include
•	 Presentation	of	the	most	important	EU	research	funding	programmes
•		Information	and	tips	on	successful	participation
•		Showcase	of	a	successful	FP7	case	study

Experienced	speakers	will	share	their	in-depth	know	how	in	preparing	
successful	grant	proposals	and	the	high	potential	of	ICTs	in	research.	

Horizon 2020: larger funds 
than ever for researchers
UEG	Week	Amsterdam
Tuesday,	October	23,	08:30-10:30,	Room	E106/107

UEG Week 公式記者会見
22 日（月）、23 日（火）の両日に Room E108 で 
合計3 回の UEG Week 公式記者会見が行われる。 
各メディアからの参加を歓迎する。
1 回目の記者会見

（一般メディア向け）22 日（月）11:00
・Colm O’Morain: “Celebrating 20 years of UEG with a new        

headquarters, a new journal and renewed determination to  
fight colorectal cancer in Europe”

・Joseph Sung: “Simple risk assessment tool helps identify 
people for priority colorectal cancer screening”

・Ernst Kuipers: “Bowel cancer screening programme will save 
thousands of lives each year in the Netherlands”

・MEP Pavel Poc: “MEP brands progress in the colorectal    
cancer screening programme in Europe ‘pitiful’”

2 回目の記者会見
（一般メディア、専門メディア向け）22 日（月）13:00
・Marc Benninga: “Gut-directed hypnotherapy superior 

to standard medical therapies in children with chronic 
abdominal pain”

・Jaap Bonjer: “Minimally invasive surgery: the greatest 
revolution in surgical practice since the 1950s”

・Ruud Loffeld: “Immigrant diseases in gastroenterology and 
hepatology: what can we learn from the Dutch experience?”

・Walter Reinisch: “Faecal microbiota transplantation as a 
treatment for ulcerative colitis: does the evidence stack up?”

3 回目の記者会見
（専門メディア向け）23 日（火）12:00
・Eivind Ness-Jensen: “Landmark study confirms smoking 

cessation improves symptoms of gastro-oesophageal reflux: 
latest results from the HUNT study”

・Lukas Van Oudenhove: “Dysfunction of gut–brain signalling 
plays major role in development of unexplained GI 
symptoms and food intake disorders”

・Peter van der Schaar: “First-in-human study with new 
electronic capsule confirms feasibility of remotecontrolled 
drug delivery to the small intestine”
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Debate  Supporting Programme

 Scientific Programme

Pro and con： 
バレット食道の内視鏡サーベイランスは有用か？

プライベートボートツアーを 
含むアムステルダムの 
パノラマ観光ツアー

優れたlate breaking 
abstracts 対象の 
Free Paper Sessions

バレット食道患者を対象とした内視鏡サーベイランスが有用か否かは、 
専門医の間でも議論が分かれる。 
そこで、22 日（月）のバレット食道のディベートセッション（11:00-12:30, Elicium 1） 
のテーマとして、このトピックが選ばれた。 
読者に “ バトル ” の要点を把握してもらうため、 
UEG Week News では賛否両面から講演する2名の演者に論点を解説してもらった。

　Dr. Oliver Pech from St. John of God Hospital in 
Regensburg, Germanyはバレット食道の内視鏡サー
ベイランスは有用だとする立場に立ち、1975年に比
べて現在ではバレット食道がんの発生率は6 倍に上

昇しており、早 期
発見を推進するた
めにはサーベイラ
ンスやスクリーニン
グが必要だとした。

「サーベイランスの
有用性を実証した
ランダム化試 験の
エビデンスはない
が、観察研究では、
サーベイランスで
診断されたバレッ
ト食道がん患者の
予後は、症状が出
現してから診断さ

れた患者に比べて良好だ 」とDr. Pechは語り、がん
への進展リスクは毎年 0.5％であることを報告した
最近の文献を紹介した。さらに同氏は、「最近では
バレット食道がんのリスク因子の解明も進んでいる。
低異型度の異形上皮(LGD) のあるものは 、85％が
がんに進展する。リスク因子として他には、白人種 、
50 歳以上、男性、病変の長いバレット食道、重度の
逆流症状、喫煙、肥満が同定されている。そのため、
LGD やリスク因子の集積例ではサーベイランスを行
うべきだ 」と論じた。

　一方、Professor Peter Funch-Jensen  from Aleris-
Hamlet Hospital and Aarhus University, Denmark
は、バレット食道の
内視鏡サーベイラ
ンスの有用性は低
く、サーベイランス
を推 奨している現
行ガイドラインはリ
スクの高い集団に
基づいた多くの研
究であるというパ
ブリケーションバイ
アスが強くかかっ
ていると指摘した。
同氏は、「われわれ
が行った一般住民
対象の大規模疫学
研究では、バレット食道患者が食道がんを発症する
リスクは従来の報告に比べて5分の1であること、食
道がんと診断された患者の95％はバレット食道と診
断されたことがないことが明らかになった」と語り、
バレット食道と診断された最初の年は例外としても、
バレット食道患者を対象とした内視鏡サーベイラン
スの有用性は低いと結論づけた。
　同氏は「しかしながら、バレット食道患者の5～
6％を占める異形成のある患者ではサーベイランス
や治療が強く推奨される」とした。

Dr. Oliver Pech,
St. John of God Hospital,
Regensburg, Germany

Professor Peter Funch-Jensen,
Aleris-Hamlet Hospital and 
Aarhus University, Denmark

　パノラマ観光ツアーでは、アムステル川、ムント塔、水
上花市場 、王宮、新教会、そして博物館とアンティーク
なホテルを通ってアムステルダムの旧市街に皆さまをお
連れする。市街でもっとも古い “Jordaen”を訪れた後は、
中央駅そばにてプライベートボートに乗船し 、1時間の
運河クルーズで水上からアムステルダム観光していただ
く。旧市街の中心部から港に入ると、17世紀に建てら
れた商人の集合住宅、教会、倉庫などを見ることができ
るだろう。

詳細:
2012年10月22日（月） ・ 13:00 -17: 00 
1名あたりの料金 : 46ユーロ
集合場所 : Amsterdam RAI メインエントランス（K ）正面
注意: 最少催行人数に満たない場合は中止！

　UEG Week Amsterdam 2012では、特別 abstracts 提
出期間内にUEG Scientific Committeeが選んだ数領域
のlate breaking abstractsを取り上げる2つのFree Paper 
Sessionsを開催する。これらのセッションでは、UEG 
Week 参加者のとくに興味をひくであろう重要な新しい
発展に焦点をあてる。最初のセッション（23日（火）8:30
～10:00、Hall 3.1）ではIBDおよび内視鏡の優れたlate 
breaking abstractsを取り上げる。発表されるトピックは、
“Serious adverse events related to NOD2 status in the 
astic trial of haemopoetic stem cell transplantation in 
Crohn’s disease”、“Accuracy of in vivo optical diagnosis 
of colon polyp histology by narrow-band imaging: the 
SHARP study”、“Novel endoscopic device for minimally 
invasive treatment of actively bleeding haemorrhoids”
などである。
　2つ目のセッション（23日（火）14:00～15:30、Room 
E102）のlate breaking abstractsは、一 般 的な関 心か
ら抽出したものあるいは、消化管および肝がんを対象
としている。とくに、“Remission of diabetes mellitus 
and reduction of diabetic morbidity after antiviral 
treatment for chronic viral hepatitis C”、“Role of 
somatostatin receptors scintigraphy in neuroendocrine 
neoplasm follow-up”、“Risk factors of synchronous and 
metachronous gastric neoplasms” などのトピックが
ある。

Top Poster Prizes 
授与式は毎日13:45
　22 日（ 月 ）か ら 24 日（ 水 ）の 13:45 か ら 毎 日
poster exhibition area で 行 わ れる Poster Award 
Ceremony へのご参加をお忘れなく。
・肝・膵疾患
・上部消化管疾患
・下部消化管疾患
・外科・内視鏡
の 4 つの主なカテゴリーそれぞれで最高の評価を
得たポスターの発表者に Top Poster Prizes が授与
される。
　12 名の受賞者は全員、来年の UEG Week Berlin
のPostgraduate Teaching Programmeに自由に
エントリーできる。

非異形成バレット食道

©
 fr

en
ta

/f
ot

ol
ia

©
 N

BT
IC



20th United European Gastroenterology Week 20th United European Gastroenterology Week

Monday | October 22, 2012  page 7

? UEG Week News:

　Professor Cortez-Pinto、受賞した講演の演題を、
まだ覚えていますか？
! Prof. Helena Cortez-Pinto:

　もちろんです。演題は “非アルコール性／アルコー
ル性脂肪性肝炎における酸化ストレスと細胞死のメ
カニズム：アポトーシスの重要性 ”でした。

? UEG Week News:

　Rising Stars の受賞は、当時、どのくらい重要なで
きごとだったのでしょうか？
! Prof. Helena Cortez-Pinto:

　国際学会に認められたことが、とくに重要であると
思いました。おかげで私の研究領域 、興味のある領
域がはっきりと見えるようになりました。以降 、国際
学会で講演を依頼される機会も増えました。　

　運がよかっただけなのかもしれませんが、Rising 
Starに選出されたという事実が私のキャリアに非常
にポジティブな影響を及ぼしたと確信しています。
選出された時は、非常に嬉しかったです。

? UEG Week News:

　その後、どのような研究をされたのですか？
! Prof. Helena Cortez-Pinto:

　アルコール性／非アルコール性の脂肪性肝疾患の
研究を続けましたが、とてもうまくいっていると思っ
ています。もちろん、臨床診療や教育を同時に行い
ながら研究しなければならないので、多少の制約は
あります。しかし、研究・臨床・教育にはポジティブ
な相互作用があるので、3領域の兼務を楽しんでい
ます。

? UEG Week News:

　ヨーロッパにおける最近の若い GI・肝研究者を見
て、その職業的立場、求人状況などについて、どのよ
うに評価されていますか？
! Prof. Helena Cortez-Pinto:

　少なくとも経済的な報酬に関しては、あまり良い
状況とは思えません。とくに研究に専念する研究者
の収入は少ないことが多いのです。
　しかし、研究成果には見返りがありますし、GI疾
患への理解や治療の方法を変えていこうとする学会
への帰属意識も持っています。また、学際的に働く
機会も増えています。研究資金を調達しようとする
際には、今日の若い研究者は、われわれが経験した
よりも多くの困難に直面するかもしれません。ただ、
私は楽観的に考えています。近年、EUは高額な予算
を準備しており、若手の研究者らは、その予算の獲
得を目指せばいいからです。

Interview

Rising Stars の10年－シニアRising Starの思い出

Professor Helena Cortez-Pinto, 
University of Lisbon, Portugal

研究者になりたての頃、Rising Stars に選出された GI・肝研究者らは、その後、どのようなキャリアを積んだのだろうか？　
UEG による Rising Stars 表彰が始まって今年で 10 年の節目を迎えるにあたり、UEG Week News は、 
2003年に最初の受賞者となった Professor Helena Cortez-Pinto（University of Lisbon, Portugal）にインタビューを行った。

e-learning 
Our dedicated website offers a 

growing range of CME accredited 
courses and a library including 
presentations, podcasts, videos, 
abstracts and materials of UEG, 

UEG Week and Member 
Societies, available any-

where in the world.

Training Support  
We help fund innovative  

training and international 
cooperation initiatives that further 

knowledge and advance 
standards of care.

Courses  
A range of multidisciplinary  
training formats, from Basic 
Science to Evidence Based 

Medicine and practical clinical 
training.

www.twitter.com/my_ueg
www.facebook.com/myueg

Education from 
every angle
UEG is the world’s most comprehensive  
organisation of its kind, representing  
every leading European society concerned  
with gastrointestinal disease and care.  
Our educational offer is equally complete,  
combining three key areas of work.

Find out more at 
www.ueg.eu/education






