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日程表

■1日目【2月1日（金）】
第1会場

1階「ハーモニーホールA」
第2会場

1階「ハーモニーホールB」
第3会場

2階「フラワーホールA」
第4会場

2階「フラワーホールBC」

8
8：55～9：00� 開会式

9

� コアシンポジウム3
基調講演　9:00～9:40

腸管粘膜関連微生物叢と消化管機
能性疾患
演者：内藤裕二

9：40～11：50
「消化管機能性疾患の新展開」
過敏性腸症候群の分子病態と新展開
主司会：杉山敏郎
副司会：中島　淳
特別発言：草野元康

� ワークショップ1
基調講演　9：00～9：30
炎症性腸疾患治療─過去・現在・
そして未来─
司会：高山哲治、演者：仲瀬裕志

9：30～11：50
炎症性腸疾患に対する新規治療薬
の位置付け
司会：緒方晴彦、松本主之

� ワークショップ2
基調講演1　9：00～9：20
大腸病変に対するBLI・LCIによ
る拡大診断と病変発見の有用性
司会：岸野真衣子、演者：吉田直久
�
基調講演2　9：20～9：40
LCI・BLIを用いた上部消化管内
視鏡診断
司会：坂田資尚、演者：大澤博之

9：40～11：50
レーザー内視鏡を用いた消化管
診断
司会：中村哲也、下田　良

� シンポジウム1
基調講演1　9：00～9：20
小児におけるピロリ菌除菌の現状
司会：草野　央、演者：垣内俊彦

基調講演2　9：20～9：40
胃癌死ゼロをめざした成人のピロ
リ対策
司会：兒玉雅明、演者：間部克裕

9：40～11：50
胃癌死ゼロ、胃癌ゼロの近未来を
めざして
司会：河合　隆、奥田真珠美

10

11

12
12：10～13：20� ランチョンセミナー1
上部消化管疾患の治療と漢方薬の
役割
司会：加藤元嗣
演者：櫻井宏一、樋口和秀
共催：株式会社ツムラ

12：10～13：20� ランチョンセミナー2
慢性便秘症の診断と治療の考え方
司会：田中信治
演者：三輪洋人
共催：EAファーマ株式会社/持田製薬株式会社

12：10～13：20� ランチョンセミナー3
明日から実践できるESD治療戦略
司会：藤城光弘
演者：隅田頼信、森田圭紀
共催：オリンパス株式会社

12：10～13：20� ランチョンセミナー4
IBDにおける患者中心の医療を考
える
司会：野𥔎良一
演者：富永圭一、吉田篤史
共催：株式会社JIMRO

13
13：40～16：40� コアシンポジウム4
「消化管画像診断」医工連携によ
る次世代画像診断の開発
主司会：飯石浩康
副司会：岡　志郎
特別発言：田尻久雄

� パネルディスカッション1
基調講演　13：40～14：10
内視鏡検査・治療における周術期
管理の標準化がもたらすもの
司会：矢作直久、演者：藤城光弘

14：10～16：40

内視鏡検査・治療の周術期管理の
標準化の工夫
司会：道田知樹、山口太輔

13：40～14：20� 教育講演会1
便秘関連（仮題）
司会：木下芳一、演者：中島　淳

� ワークショップ3
基調講演　13：40～14：10
免疫チェックポイント阻害薬時代
の消化管病理学
司会：菅井　有、演者：牛久哲男

14：10～16：20
免疫チェックポイント阻害薬時代
の消化管診断と治療
司会：伊東文生、馬場英司

14
14：20～15：00� 教育講演会2
消化器癌に対する外科手術の進歩
司会：前原喜彦、演者：馬場秀夫

15

15：00～15：40� 教育講演会3
薬剤による小腸粘膜傷害
司会：後藤秀実、演者：藤原靖弘

16

17
17：10～18：00� 代議員会・総会

18
18：20～20：30� 会員懇親会

19



─ 15 ─

15

日程表

■1日目【2月1日（金）】
第5会場

2階「シンフォニーホール」
第6会場

3階「天山の間」
第7会場

1階「チャペル」
第8会場

2階「脊振の間」
第9会場

2階「多良の間」

8

9

� パネルディスカッション2
基調講演　9：00～9：30
大腸憩室出血の最新の知
見：日本からの報告を中心
に
司会：貝瀬　満、演者：永田尚義

9：30～11：50
出血性大腸憩室症の治療方
針、内科と外科の立場から
司会：堀木紀行、鶴岡ななえ
特別発言：加藤広行

� ワークショップ5
基調講演1　9：00～9：20
消化器疾患のデータベースの構
築、JEDおよびAMED関連事業
司会：岩切龍一、演者：田中聖人

基調講演2　9：20～9：50
京都大学病院におけるBiobank 
and Informatics for Cancer 

（BIC）Projectについて
司会：桑野博行、演者：武藤　学

9：50～11：50
消化管疾患のデータベース
の現状と将来
司会：松田浩二、斎藤　豊

9：00～9：36� 一般演題1
食道-1
座長：伊藤公訓、遠藤広貴

9：00～9：45� 病理関連演題1
病理：大腸-1
座長：中山敦史、山内康平

9：00～09：45� 一般演題13
症例：食道
座長：白石良介、山口俊介

09：36～10：12� 一般演題2
食道-2
座長：井澤晋也、中村昌太郎

9：45～10：39� 病理関連演題2
病理：大腸-2
座長：辰口篤志、野田隆博

9：45～10：21� 一般演題14
症例：胃・十二指腸-1
座長：園田　光、樋口　徹

10
10：12～10：39� 一般演題3
食道-3
座長：緒方伸一、吉永繁高 10:21～10:57� 一般演題15

症例：胃・十二指腸-2
座長：佐々木文郷、宮原貢一

10：39～11：15� 一般演題4
食道-4
座長：宗田　真、正岡建洋

10：39～11：15� 病理関連演題3
病理：その他
座長：芥川剛至、鈴木　翔 10:57～11:33� 一般演題16

症例：胃・十二指腸-3
座長：田中雄一郎、原田直彦

11
11：15～11：51� 一般演題5
食道-5
座長：宮崎達也、滝沢耕平

11：15～11：51� 病理関連演題4
病理：小腸-1
座長：青木茂久、竹内利寿 11:33～12:09� 一般演題17

症例：胃・十二指腸-4
座長：佐野村誠、中野　良

12
12：10～13：20�ランチョンセミナー5
IBD治療に関して
司会：金井隆典
演者：江﨑幹宏、本谷　聰
共催：�田辺三菱製薬株式会社/�

ヤンセンファーマ株式会社

12：10～13：20�ランチョンセミナー6
除菌後胃癌ゼロを目指した
内視鏡医のチャレンジ戦略
司会：松井敏幸
演者：内藤裕二
共催：ミヤリサン製薬株式会社

12：10～13：20�ランチョンセミナー7
逆流性食道炎
司会：古田隆久
演者：舟木康、飯島克則
共催：�大塚製薬株式会社/�

武田薬品工業株式会社

13
13：20～13：56� 一般演題6
大腸・直腸・肛門-1
座長：馬場重樹、中原　伸

13：20～14：05� 一般演題12
食道-6
座長：山下博司、矢野文章

13：20～13：56� 一般演題18
症例：胃・十二指腸-5
座長：樋髙秀憲、福田浩子� ワークショップ4

基調講演　13：40～14：10
微生物叢から見た消化管病
態の新知見
司会：福田眞作、演者：金井隆典

14：10～17：00
微生物叢から見た消化管病
態の新知見
司会：安藤　朗、内藤裕二

� シンポジウム2
基調講演　13：40～14：10

脳腸相関と機能性消化管疾
患
司会：三輪洋人、演者：奥村利勝

14：10～17：00

機能性ディスペプシアを多
角的に評価する、病態を解
明し治療法を探る
司会：春日井邦夫、鈴木　剛

13：56～14：41� 一般演題7
基礎研究
座長：吉田憲正、後藤祐大

13：56～14：41� 一般演題19
症例：小腸-1
座長：坂田奈津子、橋口一利

14

14：05～14：50� 病理関連演題5
病理：小腸-2
座長：市川一仁、可児和仁

14：41～15：17� 一般演題8
大腸・直腸・肛門-2
座長：荻野治栄、柿本一城

14：41～15：26� 一般演題20
症例：小腸-2
座長：村上　敬、川久保洋晴

14：50～15：35� 病理関連演題6
病理：食道
座長：福井広一、大山　隆

15
15：17～15：53� 一般演題9
大腸・直腸・肛門-3
座長：池松弘朗、前畑忠輝

15：26～16：02� 一般演題21
症例：その他-1
座長：井澤晋也、福田佳代子

15：35～16：20� 病理関連演題7
病理：胃・十二指腸
座長：市原　真、大橋真也15：53～16：47� 一般演題10

大腸・直腸・肛門-4
座長：草場仁志、柏田知美

16

16：02～16：38� 一般演題22
症例：その他-2
座長：梅野淳嗣、北川智之

16：20～17：05� 病理関連演題8
病理：ケースシリーズ
座長：下田将之、坂本博次

16：38～17：23� 一般演題23
症例：大腸-1
座長：芥川加代、川見典之

16：47～17：23� 一般演題11
大腸・直腸・肛門-5
座長：江﨑幹宏、馬場祥史

17

18

19


