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日程表

■2日目【2月10日（土）】
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」

7
7：30～8：20� モーニングセミナー
消化管粘膜透過性と機能性消化管障害 
〜腸内細菌の関わり〜
司会：伊東文生　演者：三輪洋人
共催：ミヤリサン製薬株式会社

8 8：30～10：10� 会長特別企画
地震から学ぶこと〜福島と熊本〜
司会：竹之下誠一、馬場秀夫

8：30～10：00� コアシンポジウム3
「消化管機能性疾患の新展開」機
能性ディスペプシアの病態・標的
分子
主司会：杉山敏郎
副司会：鈴木秀和

8：30～9：00� 教育講演
④小腸内視鏡による消化管治療の最前線
司会：篠村恭久　演者：山本博徳
9：00～9：30
⑤大腸癌スクリーニングとポリープサーベイランス
司会：藤井隆広　演者：松田尚久
9：30～10：00
⑥直腸がんに対するロボット手術
司会：幸田圭史　演者：絹笠祐介

8：30～10：10� ビデオフォーラム1-1
上部消化管癌に対する内視鏡外科
手術
司会：�三森教雄、瀬戸泰之

9

10

10:00～10:50� 主題関連演題2
炎症性腸疾患
司会：安田　宏、水島恒和

10：10～11：50� 特別シンポジウム
大腸憩室症ガイドライン 
－Key point解説－
司会：貝瀬　満、緒方晴彦
演者：�瓜田純久、永田尚義、石井直樹、船曵知弘、

富沢賢治、藤森俊二、眞部紀明

10:10～11:00� 一般演題5
胃・悪性
司会：杉本光繁、馬場祥史

10：10～11：50� ビデオフォーラム2
下部消化管癌に対する内視鏡外科
手術
司会：�山口茂樹、掛地吉弘

10：50～11：50� ディベートセッション1
小腸出血〜カプセル内視鏡 vs 
ダブルバルーン内視鏡〜
司会：中村哲也
演者：渡辺憲治、矢野智則

11

11:00～11:50� 一般演題6
大腸2
司会：金井隆典、内野　基

12
12：10～13：00� ランチョンセミナー9
IBDの実臨床における抗TNF製剤
の役割
司会：松本主之　演者：安藤　朗、松岡克善
共催：アッヴィ合同会社／EAファーマ株式会社

12：10～13：00� ランチョンセミナー10
便秘診療における最新の知見〜腹部症
状を伴う便秘への新たな治療選択肢
司会：本郷道夫　演者：木下芳一
共催：アステラス製薬株式会社

12：10～13：00� ランチョンセミナー11
潰瘍性大腸炎のマネジメント〜明
日から役立つ外来診療の工夫〜
司会：猿田雅之　演者：吉田篤史、磯本　一
共催：ゼリア新薬工業株式会社／協和発酵キリン株式会社

12：10～13：00� ランチョンセミナー12
消化器癌における 
がん免疫療法 Up to date
司会：藤谷和正　演者：佐竹悠良
共催：MSD株式会社

13
13：10～14：50� 会長特別企画
GI weekのこれまでと今後 
〜学会の在り方　理事長に学ぶ〜
司会：伊藤　誠、寺野　彰
演者：坂本長逸、藤本一眞、荒川哲男、田尻久雄

13：10～15：10� コアシンポジウム4
「消化管画像診断」CT/MR 
colonographyと消化管TUSの
現状と将来展望
主司会：飯石浩康
副司会：田中信治、松本主之

13：10～14：10� ディベートセッション2
PPI治療〜オンデマンドか？少量
維持療法か？〜
司会：後藤秀実
演者：河村　修、渡辺俊雄

13：10～14：50� ワークショップ5-2
大腸ESDのこれまでとこれから
司会：�齋藤　豊、藤城光弘

14
14：10～15：10� ディベートセッション3
StageⅣ胃癌の遠隔転移が消えたその
時conversionするか？　Yes or No
司会：伊東文生
演者：吉田和弘、藤井博文 14：50～16：30� ビデオフォーラム1-2

上部消化管癌に対する内視鏡外科
手術
司会：�佐藤　弘、佐々木欣郎15

15：00～15：30
多施設研究助成　研究成果発表1
司会：磯本　一　演者：藤井俊光

15:10～16:10� 要望演題10
高齢者・チーム医療
司会：中田浩二、塩谷昭子

15：10～16：10� ディベートセッション4
クローン病治療 
step up or top down
司会：渡辺　守
演者：桂田武彦、坂田資尚

15：30～16：00
多施設研究助成　研究成果発表2
司会：渡辺憲治　演者：竹内洋司

16

16：00～16：30
多施設研究助成　研究成果発表3
司会：鈴木　剛　演者：眞部紀明
16:30～16:35 閉会式

17

18

19
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日程表

■2日目【2月10日（土）】
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」

7

8 8：30～9：30� ワークショップ12
消化管ホルモンを学ぶ
司会：�城　卓志、福田眞作

8：30～10：10� 症例検討セッション
〜記憶に残った症例や診断・
治療に難渋した症例〜 
上部消化管
司会：�河合　隆、渡邊雅之
コメンテーター：新井冨生

8：30～9：50� ワークショップ17
遺伝性大腸疾患の最新の知見
司会：冨田尚裕、石田秀行

8：30～10：50�国際シンポジウム“The�11th�IGICS”
8：30～9：50
Gastrointestinal 
cancer1
司会：�Shin’ichi�Takahashi,��

Francis�K.�L.�Chan
9：50～10：50
Gastrointestinal 
cancer2
司会：�Yasuhisa�Sakata,��

Abdul�Aziz�Rani
共催：富士フイルムメディカル株式会社

8：30～9：20� ミニオーラル6
6-1　胃・十二指腸6
6-2　大腸9
6-3　小腸3
6-4　食道1

9 9：30～11：10� ワークショップ13
バレット食道腺癌の基礎と
発癌
司会：田尻久雄、桑野博行
コメンテーター：和田　了

9：30～10：20� ミニオーラル7
7-1　胃・十二指腸7
7-2　大腸10
7-3　小腸4
7-4　食道2

9：50～11：10� ワークショップ18
ここまで来たナビゲーショ
ン・サージェリー
司会：�夏越祥次、竹政伊知朗10

10：10～11：50�症例検討セッション
〜記憶に残った症例や診断・
治療に難渋した症例〜 
下部消化管
司会：竹山廣光、鶴田　修
コメンテーター：井村穣二

10：50～11：50

ACG招待講演
司会：Tetsuo�Arakawa
演者：Irving�Pike

11
11:20～12:00� 要望演題8
食道胃接合癌の諸問題
司会：臼杵尚志、瀧口修司

11:10～11:50� 一般演題7
食道・良性
司会：中島　淳、永原章仁

12
12：10～13：00�ランチョンセミナー13
特殊型IBDにおける最適治療
を考える〜 GMAの役割は〜
司会：長田太郎
演者：伊藤亜由美、田中友隆、澁谷智義
共催：株式会社JIMRO

12：10～13：00�ランチョンセミナー14
今、PPIがメディカル・ア
ンメットニーズに応える
司会：藤本一眞
演者：清水俊明、眞部紀明
共催：アストラゼネカ株式会社／第一三共株式会社

12：10～13：00�ランチョンセミナー15
IBDにおける生物学的製剤Best Use
司会：山本博徳
演者：富永圭一、吉村直樹
共催：田辺三菱製薬株式会社

12：10～13：00�ランチョンセミナー16
大腸癌薬物療法の新展開
司会：掛地吉弘　演者：室　　圭
共催：中外製薬株式会社

13
13：10～15：00� ワークショップ14
胃癌治療後（ESD後、胃切
除後）のH.pyloriの諸問題
司会：�平石秀幸、樋口和秀
特別発言：�加藤元嗣

13：10～14：40� ワークショップ15
過敏性腸症候群のすべて
司会：木下芳一、福土　審

13：10～14：40� ワークショップ19
クローン病の薬物療法・手
術療法のすべて
司会：松井敏幸、小金井一隆
コメンテーター：八尾隆史

13：10～17：10�国際シンポジウム“The�11th�IGICS”
13：10～13：30
Report on the result 
of the questionnarie
演者：Satoru�Yamaguchi
13：30～14：30
Gastrointestinal 
infection1
司会：�Kazunari�Murakami,��

Kwong�Ming�Fock
14：30～15：30
Gastrointestinal 
infection2
司会：�Tetsuya�Mine,��

Udom�Kachintom
15：30～17：10
Poster 1
司会：Qi�Zhu�

Poster 2
司会：Ki-Balk�Hahm
共催：富士フイルムメディカル株式会社

13：30～14：20� ミニオーラル8
8-1　胃・十二指腸8
8-2　大腸11
8-3　小腸5
8-4　食道3

14 14：30～15：20� ミニオーラル9
9-1　胃十二指腸9
9-2　大腸12
9-3　小腸6
9-4　食道4

14：40～16：10� ワークショップ16
小腸疾患の診断と内視鏡開
発の歴史
司会：�高橋信一、大塚和朗

14：40～16：00� ワークショップ20
大腸がん化学療法の最前線
司会：山田康秀、沖　英次

15

15:00～16:10� 要望演題9
大腸癌のup to date
司会：河原秀次郎、石塚　満

16

17

18

19


