
 

 

 

 

第 21 回 

日本小児 IBD 研究会 
－ Web オンライン開催 － 

 

プログラム・抄録集 

 

 
【当番会長】 中山 佳子（信州大学医学部小児医学教室） 

【開催日時】 2021 年 2 月 7 日（日）9:30-17:00（予定） 

【開催方法】 Zoomによるオンライン開催                 

 

              

新型コロナウィルス感染症（COVID19）特別措置法に基づく 

緊急事態宣言 発令に伴い Web でのご参加をお願い致します。 

 

 

 

 

共催 

日本小児 IBD研究会／杏林製薬株式会社 



 

ご 挨 拶 

 

この度、第 21 回日本小児 IBD研究会の当番会長を務めさせていただくことになり、大変

に光栄に存じます。 

本年は COVID-19感染拡大に伴い、当初ハイブリッド開催を予定しておりましたが、令和

3年 1月 8日に首都圏における緊急事態宣言発令を受け Web開催とさせていただくことにな

りました。毎年、IBD 診療に関わる多くの医療スタッフが集まり、蜜な会場で、熱い議論が

交わされる本研究会でございますが、例年とは異なる開催となりますことを心からお詫び申

し上げます。 

私が消化器内視鏡検査を学び始めたのは、本研究会が始まった時期とほぼ同じ 20年前に

なります。当時は IBD患者さんの治療経験はなく、長野県内で小児科医が内視鏡検査を行い、

IBD患者さんを主体的に診療することは、想像さえできませんでした。その後、少しずつ小

児期発症の IBD患者さんを信州大学小児科で診療する体制が整い、現在では消化器症状や成

長障害で苦しんでいる患者さんを一日も早く治療し、日常の生活を取り戻してほしいという

気持ちで、消化器グループ一丸となり IBD診療に携わっております。 

本研究会では、経験豊富な小児科、小児外科、消化器内科、消化器外科の先生のご経験や

ご意見を拝聴し、多くのことを学ばせていただきました。特にここ数年来の新規生物学的製

剤の登場、ゲノム医療の発展による monogenic IBDの病態解明や NUDT15遺伝子多型の保険

適用、小腸内視鏡の登場そして成人移行支援は、IBD診療を大きく進歩させたと感じており

ます。 

本年のプログラムでは、共催セミナーとして兵庫医科大学炎症性腸疾患内科診療部長の 

渡辺憲治先生に「リスク下での IBD 診療の最適化」と題して、最新の話題をお話しいただ

きます。また、主題セッションでは、令和元年に改定された小児潰瘍性大腸炎治療指針と小

児クローン病治療指針の要旨を解説いただきます。また、monogenic IBDを疑った場合の診

療の進め方、また成人移行支援の実際の取り組みについて、エキスパートの先生にご講演を

いただく予定です。明日からの診療に役立つお話しが伺えるものと大変楽しみにしておりま

す。そして、演題をご応募頂きました先生、ご参加頂きます全ての先生に厚く御礼申し上げ

ます。   

本会が、小児 IBD の診療・研究の発展に益々寄与できることを祈念しております。 

最後に本会を開催するにあたり、共催いただきました杏林製薬株式会社様、協賛いただき

ましたアッヴィ合同会社様、研究会代表幹事の清水俊明先生、事務局の石毛崇先生、Med-Link 

Consultingの稲場昭喜様に深く感謝申し上げます。 

  

令和 3年 1月吉日 

 

                                           第 21回日本小児 IBD 研究会 

                             当番会長 中山 佳子 

信州大学医学部 小児医学教室 

 

 



 

研究会にご参加される先生方へ 

 

◆第 21 回日本小児 IBD 研究会事前「参加手続き」について 

緊急事態宣言の発令に伴い、完全オンラインでの開催に変更となりました。 

参加希望の先生におかれましては、研究会ホームぺージから「参加登録」をお願い致

します（http://pedibd.kenkyuukai.jp/special/?id=20640）。 

 

※銀行振込の場合の参加登録は 2 月 4 日（木曜日）まで、クレジットカード決済の 

申し込みは 2 月 7 日 16 時までとなります。 

 

※参加費（当日会場での受付はございません） 

会員：年会費入金医師：当日参加費 1,000 円 

年会費未入金医師：会費 5,000 円、当日参加費 1,000 円 

新規会員（会員希望者）：会費 5,000 円、当日参加費 1,000 円 

非会員： 医師 6,000 円、コメディカル 3,000 円、大学生・看護学生：無料 

 

◆本会の視聴 URL について 

事務局からのメールに記載していますのでご参照お願いします。 

尚、参加費支払い後も URL 案内が届かない場合は第 21 回日本小児 IBD 研究会

pibd21th@gmail.com までメール連絡をお願いします。 

 

◆午前 9 時より視聴アクセス可能となります。 

ミュートの状態で待機お願いします。 

 
◆一般演題の発表についてのご案内  

以下の要領にしたがってご準備いただきますようお願い致します。 

 

1） 発表時間  

 

一般演題：セッション I・Ⅱ・V：発表 7 分、討論 4 分（計 11 分） 

セッションⅢ・IV：発表 6 分、討論 5 分（計 11 分）    

          ※進行の関係上、時間厳守にてお願い申し上げます。 

 

 

2）W e b 発表を予定されている先生へのお願い 
   

万一のトラブルに備え、発表データを事前に第 21 回事務局 pibd21th＠gmail.com 

にメール送信下さるようお願いします。(期限 1 月末まで) 

 

 

 

 



 

◆Zoom でのご視聴･ご発表について 

 

①URL をクリックすると、ブラウザが立ち上がり、Zoom が自動的にダウンロード 

されます。 

 

②Zoom を既にご利用された先生は、URL をクリックすると、そのまま参加できます。 

   何も始まらない場合は、画面上の「ダウンロード」をクリックして下さい。 

 

③入室時、ビデオをオフ、ミュートの状態にしておいてください。 

 

④ご発表の先生方へ 

ご自身の発表順になりましたらビデオをオンにし、ミュートを解除して下さい。 

 画面共有にしてプレゼンテーションを開始お願いします。 

 

⑤質問はチャットをご利用下さい。 

     質問はチャットで行います。チャットをクリックすると右下にチャット用の画面

が表示されます。質問のある方は「名前＠所属を記入後、質問を記入してくださ

い。座長が質問を読ませて頂きます。」 

  

  ⑥退出について 

退出する際は「ミーティングの終了」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

               第 21 回 日本小児 IBD 研究会 プログラム    （敬称略） 

 

★ 時間はあくまでも目安です。余裕のあるご準備をお願いします。 
 

9:30-9:35 開会の辞 中山 佳子（信州大学医学部）第 21 回日本小児 IBD 研究会 当番会長 

 

9:35–10:19 セッションⅠ「免疫調節薬関連」            発表 7 分、討議 4 分（計 11分） 
 

座長：水落 建輝（久留米大学医学部小児科） 
 

1.  小児炎症性腸疾患患者におけるアザチオプリンの副作用と対処方法の検討  

高橋 昌兵（埼玉県立小児医療センター消化器・肝臓科）  

 

2.小児炎症性腸疾患におけるチオプリン製剤の用量非依存性副作用の臨床像  

大津 生利衣（久留米大学小児科） 
   

3.小児 IBD 患者における EBウイルス抗体保有率の検討   

宮田 恵理（順天堂大学小児科）  
 

4.新型コロナウイルス流行時の診療状況と日常生活の不安に対する Web を用いた 

全国の IBD 患者に対するアンケート調査  

堀田 伸勝 (東京都保健医療公社豊島病院消化器内科) 

  

10:19-10:52  セッションⅡ「Monogenic IBD・VEO-IBD」      発表 7 分、討議 4 分（計 11分） 
  

座長：梶 恵美里 (大阪医科大学小児科) 
 

5.6歳以降発症 XIAP 欠損症関連炎症性腸疾患 4 例の病理組織学的解析  

市原 真（JA 北海道厚生連札幌厚生病院病理診断科） 

  

6.小児炎症性腸疾患 8 例における MEFV 遺伝子バリアントの有無とその臨床像  

              長谷川 里奈（東京医科大学小児科・思春期科学分野）  
 

7.超早期発症型炎症性腸疾患の疫学的全国調査 

工藤 孝広（順天堂大学小児科）  
 

10:52-11:47 セッションⅢ「症例報告：Monogenic IBD・VEO-IBD」発表 6 分、討議 5 分（計 11 分） 
 

座長：萩原真一郎（大阪母子医療センター消化器内分泌科）  
 

8.難治性下痢で発症し血球貪食症候群を契機に家族性血球貪食性リンパ組織球症 5型 

と診断した一例  

藤川 皓基 (国立成育医療研究センター器官病態系内科部消化器科) 
 

9.コルヒチンが奏功した発熱と腹部膨満を繰り返す 21trisomy の 1女児例  

西本 聡美（大阪医科大学小児科）  
 

10.原因不明の終末回腸炎を反復する一例  

難波 昂宏 (大阪労災病院小児科) 

 

11.Diversion colitis との鑑別に難渋した VEO-IBD の一例  

林田 真（福岡市立こども病院小児外科）  
 

12.腹腔鏡下回盲部切除術を施行した腸管ベーチェット病の 1 小児例  

勝海 大輔（千葉県こども病院小児外科）  

 



 

11:47-12:00  休憩 

 

 

12:00-13:00  ランチョンセミナー              アッヴィ合同会社 共催  

 

     座長：清水 俊明（順天堂大学医学部小児科学講座教授）    

演者：渡辺 憲治（兵庫医科大学炎症性腸疾患内科診療部長准教授）  

演題：「リスク下での IBD 診療の最適化」 

 

13:00-13:20 昼休み 

 

 

13:20-14:50 シンポジウム 小児 IBD診療の up-to-date」    (発表 各 20 分)       

座長：中山 佳子（信州大学医学部小児医学教室） 

 

新井 勝大（国立成育医療研究センター器官病態系内科部消化器科） 

「小児クローン病治療指針（2019 年）」 

 

虻川 大樹（宮城県立こども病院総合診療科・消化器科） 

      「小児潰瘍性大腸炎治療指針（2019 年）」 

 

石毛 崇（群馬大学医学部小児科） 

      「Monogenic IBDの診断の手順」 

 

熊谷 秀規（自治医科大学小児科学） 

「IBD の移行期医療 ワーキンググループの紹介と活用方法、今後の展望」 

 

 

14:50-15:00 休憩（10 分） 

 

 

15:00-15:55 セッションⅣ「症例報告：Crohn 病」        発表 6 分、討論 5 分（計 11分） 
 

座長：阿部 直紀（あいち小児保健医療総合センター感染免疫科） 

 

13.口内炎と体重減少が症状だった小腸型 Crohn 病の 1 例  

陶山 友徳（千葉県こども病院救急総合診療科）  

 

14.Infliximab により薬剤誘発性ループスを合併した Crohn 病の 1 例 

伊藤 夏希（順天堂大学小児科）  

 

15.クローン病治療中に IgA 腎症を合併した男子例  

貴志 伊純（日本大学医学部小児科） 

  

16.5-ASA 製剤による急性心膜炎を呈し、心嚢ドレナージを要したクローン病の 1 例           

吉年 俊文（沖縄県立中部病院小児科） 

  

17.小児クローン病に対する Kono-S 吻合の経験  

齋藤 武 (千葉県こども病院小児外科) 



 

15:55-16:50  セッションⅤ「診断･治療全般」                発表 7 分、討論 4 分（計 11 分） 
                      

座長：宮田 恵理（順天堂大学小児科） 

 

18.日本小児炎症性腸疾患レジストリ研究 2020：診断時情報  

新井 勝大（国立成育医療研究センター器官病態系内科部消化器科） 

  

19.成分栄養剤を主体とした栄養管理を要する乳幼児における栄養素欠乏の探索的研究  

                               竹内 一朗（国立成育医療研究センター消化器科） 

 

20.小児クローン病における間接熱量測定法(IC)を用いた必要エネルギー量の検討  

萩原 真一郎 (大阪母子医療センター消化器内分泌科) 

   

21.小児に対するベドリズマブの使用経験：当施設における IBD 13例の検討  

横山 孝二（自治医科大学小児科学） 

  

22.重症心身障がい児に合併した炎症性腸疾患に対する外科的治療  

井上 幹大（三重大学消化管・小児外科）  

 

   

 

 

16:50-16:55 次回会長挨拶 熊谷 秀規（自治医科大学小児科学） 

 

 

 

16:55-17:00 閉会の辞   清水 俊明（順天堂大学医学部小児科学講座教授） 

              日本小児 IBD研究会 代表 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


