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日程表

■1日目【2月9日（金）】
第1会場

南館5F「エミネンスホール」
第2会場

本館5F「コンコードボールルームA」
第3会場

本館5F「コンコードボールルームB」
第4会場

本館5F「コンコードボールルームC」

8
8：20～8：25 　開会式
8：30～10：30� 会長特別企画
男女共同参画
「医師の総活躍社会を目指して」
司会：島田光生、塩谷昭子
演者：�平松昌子、原田直彦、中山佳子、藤田泰子、

野村幸世

8：30～10：30� コアシンポジウム1
「消化管腫瘍学の最前線―臨床と
基礎のブリッジング」消化管腫瘍
におけるゲノム・エピゲノム研究
の最先端
主司会：菅井　有
副司会：�大倉康男

8：30～10：30　� ワークショップ1
胃の精密内視鏡診断～どこまで病
理に迫れるか？～
司会：岩下明徳、屋嘉比康治

8：30～10：30� ワークショップ3
潰瘍性大腸炎治療における内科と
外科の連携
司会：鈴木康夫、池内浩基
コメンテーター：�中山敏幸

9

10 10：30～11：50� 会長特別企画
特別講演
「国際貢献の医療現場から」
司会：加藤広行
演者：川原尚行、猪瀬崇徳

11

12
12：10～13：00� ランチョンセミナー1
炎症性腸疾患の診断と治療
司会：木下芳一　演者：竹内健、前本篤男
共催：持田製薬株式会社

12：10～13：00� ランチョンセミナー2
注目される腸内環境～慢性便秘症
治療薬に期待されること～
司会：福土　審　演者：加藤孝征、内藤裕二
共催：マイランEPD合同会社

12：10～13：00� ランチョンセミナー3
食道運動障害の診断と治療
司会：春日井邦夫　演者：栗林志行、舟木　康
共催：�武田薬品工業株式会社／�

大塚製薬株式会社

12：10～13：00� ランチョンセミナー4
胃癌化学療法
司会：原　浩樹　　演者：久保木恭利
共催：日本イーライリリー株式会社

13
13：20～15：20� コアシンポジウム2
「炎症性腸疾患：シームレスなア
プローチを目指して」Total Care
からMicrobiotaまで
主司会：清水俊明（順天堂大学小児科）
副司会：青山伸郎（青山内科クリニック）

13：20～15：00� ワークショップ2
胃癌の低侵襲治療の現状と将来
司会：北川雄光、後藤田卓志

13：20～15：00� ワークショップ4
非遺伝性大腸癌のバイオマーカー
と治療戦略
司会：杉原健一、味岡洋一
コメンテーター：�富田茂樹

14

15
15：10～16：50� ワークショップ5-1
大腸ESDのこれまでとこれから
司会：有沢富康、緒方晴彦

15:20～16:10� 主題関連演題1
上部消化管
司会：今枝博之、大宮直木

15：20～15：50� 教育講演
①食道表在癌の画像強調法併用拡大内視鏡診断
司会：貝瀬　満　演者：小山恒男
15：50～16：20

②H. pylori 除菌療法の最近の動向
司会：村上　和成　演者：杉本　光繁
16：20～16：50

③高い治癒切除率を目指す内視鏡診断とESD手技
司会：峯　徹哉　演者：小野裕之

16

17

17：00～18：00� 代議員会・総会

17：30～18：30� イブニングセミナー
新たな潰瘍性大腸炎治療の選択肢 
－局所治療の可能性を探る－
司会：松井敏幸　演者：吉村直樹、仲瀬裕志
共催：�EAファーマ株式会社／�

キッセイ薬品工業株式会社
18

18：00～18：30�
第3回消化管“王”決定戦　予選

18：30～19：00�
ウェルカムドリンク

19

19：00～21：00�
会員懇親会
第3回消化管“王”決定戦 
決勝（クイズ）＆表彰式
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日程表

■1日目【2月9日（金）】
第5会場

南館4F「錦」
第6会場

南館4F「扇」
第7会場

本館4F「花C」
第8会場

本館4F「花D」
ミニオーラル・展示会場

本館4F「花AB」

8
8：30～10：10� ワークショップ6
食道アカラシアの診断と治
療戦略
司会：�草野元康、小澤壯治

08：30～09：30� 要望演題1
下部消化管内視鏡挿入の 
現状と工夫
司会：鶴田　修、佐々木誠人

8：30～10：10� ワークショップ7
GIST治療の最前線と今後
の課題
司会：�井上晴洋、島田安博
コメンテーター：柳澤昭夫

8：30～10：10� ワークショップ9
漢方で消化管を癒す
司会：八木　実、持木彫人
共催：株式会社ツムラ

8：30～9：20� ミニオーラル1
1-1　胃・十二指腸1
1-2　大腸1
1-3　小腸1
1-4　内視鏡1

9 09：30～10：30� 要望演題2
内視鏡治療の工夫
司会：中村真一、飯島克則

9：30～10：20� ミニオーラル2
2-1　胃・十二指腸2
2-2　大腸2
2-3　小腸2
2-4　内視鏡2

10
10：10～11：00� 一般演題1
食道・悪性
司会：片岡洋望、佐伯浩司

10：10～11：50�パネルディスカッション2
小児発症の炎症性腸疾患の
現状とトランジション
司会：�中村志郎、内田恵一

10：10～11：50�ワークショップ10-1
薬剤性消化管障害の診断・
治療の課題
司会：竹内孝治、岩切勝彦

10：30～11：50� 要望演題3
内視鏡外科手術の工夫 

（Video）
司会：國崎主税、稲木紀幸

11

11：00～11：50� 一般演題2
胃・良性
司会：藤原靖弘、山本貴嗣

12
12：10～13：00�ランチョンセミナー5
進行・再発胃癌に対する 
化学療法の最新トピックス
司会：前原喜彦　演者：岩佐　悟
共催：大鵬薬品工業株式会社

12：10～13：00�ランチョンセミナー6
FD研究の最前線
司会：本郷道夫　演者：三輪洋人
共催：�アステラス製薬株式会社／�

ゼリア新薬工業株式会社

12：10～13：00�ランチョンセミナー7
IBD治療の問題点と解決に
向けた今後の展望
司会：杉山敏郎　演者：藤谷幹浩
共催：日本化薬株式会社

12：10～13：00�ランチョンセミナー8
大腸癌診療・研究の最前線 
～医療のグローバル化を目指して～
司会：桑野博行　演者：馬場秀夫
共催：株式会社ヤクルト本社

13
13：20～15：00� ESDフォーラム
十二指腸病変に対する内視
鏡治療
司会：�矢作直久、比企直樹

13:20～14:00� 要望演題4
食道癌サルベージ手術の現
状と課題
司会：野村　務、宮崎達也

13：20～15：00� ワークショップ8
消化管神経内分泌腫瘍の最
新の知見
司会：木村　理、中村和彦
コメンテーター：岩渕三哉

13：20～15：00� ワークショップ11
消化管を和ます―最善の緩
和を求めて―
司会：�木村祐輔、浅尾高行
共催：塩野義製薬株式会社

14

14:00～15:00� 要望演題5
Stage Ⅳ胃癌の治療戦略
司会：福島亮治、寺島雅典

14：00～14：50� ミニオーラル3
3-1　胃・十二指腸3
3-2　大腸3
3-3　大腸4
3-4　消化管1

15

15：00～15：50� ミニオーラル4
4-1　胃・十二指腸4
4-2　大腸5
4-3　大腸6
4-4　消化管2

15：10～16：50�パネルディスカッション1
胃食道逆流症の病態と治療
戦略
司会：�三輪洋人、松原久裕

15:10～16:10� 要望演題6
腹腔鏡内視鏡合同手術の現状
司会：加藤智弘、布部創也

15:10～16:00� 一般演題3
大腸1
司会：堀木紀行、大木進司

15：10～16：50�ワークショップ10-2
薬剤性消化管障害の診断・
治療の課題
司会：�武田宏司、喜多宏人

16

16:00～16:50� 一般演題4
消化管機能・炎症
司会：河野　透、本谷　聡

16：00～16：50� ミニオーラル5
5-1　胃・十二指腸5
5-2　大腸7
5-3　大腸8
5-4　消化管3

16:10～16:50� 要望演題7
下部直腸癌の診断と治療
司会：大矢雅敏、山田岳史

17

18 18：30～19：00
第3回消化管”王”決定戦
決勝（内視鏡実技） ※

19

※ エミネンスホールに中継
します。


