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日程表

■2日目【2月2日（土）】
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」

7

8

8：00～8：50� モーニングセミナー
IBD治療におけるヒュミラの可能性
司会：花井洋行、春日井邦夫
演者：杉本　健、竹島　史直
共催：EAファーマ株式会社／アッヴィ合同会社

9

9：00～11：50� 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」
主司会：菅井　有
副司会：上野　秀樹
特別発言：平石秀幸

� シンポジウム3
基調講演　9：00～9：30

大腸T1癌の取り扱い
─病理組織所見から見て─
司会：大倉康男、演者：味岡洋一

9：30～11：50
早期大腸癌に対するアプローチの
最前線、内科と外科の接点
司会：田中信治、渡邊昌彦

� パネルディスカッション3

基調講演1　9：00～9：20
消化管出血に対する緊急内視鏡の
問題点
司会：田邉　聡、演者：片岡洋望

基調講演2　9：20～9：50
佐賀県における救急医療の取り組み
司会：岩切勝彦、演者：阪本雄一郎

9：50～11：50
消化管出血（静脈瘤破裂を除く）の
予後不良症例の検討
司会：掛地吉弘、飯島克則

� ワークショップ6
基調講演1　9：00～9：20
食道表在癌の内視鏡診断における
画像強調観察の有用性
司会：磯本　一、演者：山口直之

基調講演2　9：20～9：40
胃癌精密検査の要点
司会：屋嘉比康治、演者：上堂文也

9：40～11：50
消化器癌診断における画像強調内
視鏡の有用性と限界
司会：八尾建史、有馬美和子

10

11

12
12：10～13：20� ランチョンセミナー8
腸内細菌と消化管の生理機能につ
いて～機能性消化管障害を中心に
～
司会：鈴木秀和
演者：福井広一
共催：ビオフェルミン製薬株式会社

12：10～13：20� ランチョンセミナー9
GERD治療　新たな幕開け
GERD診療の最適化～日常診療に
おけるPPI治療反応性を含めて～
司会：小池智幸
演者：正岡建洋
共催：�第一三共株式会社/アストラゼネカ株式会社

12：10～13：20� ランチョンセミナー10
多様化する便秘症治療
～新たな治療オプションの展望～
司会：鳥居　明
演者：佐野村誠、中島　淳
共催：マイランEPD合同会社

12：10～13：20� ランチョンセミナー11
増え続ける潰瘍性大腸炎
～今こそみんなで診るために～
司会：安藤　朗
演者：横山　薫
共催：持田製薬株式会社

13
13：40～14：20�多施設共同研究助成研究成果発表
1）司会：貝瀬　満、演者：新倉量太
2）司会：有沢富康、演者：石原　立

� シンポジウム4
基調講演1　13：40～14：00
胃癌撲滅を達成する胃癌検診体制
のこれから
司会：城　卓志、演者：水口昌伸

基調講演2　14：00～14：20
胃がん内視鏡検診の現状と課題
司会：安田　宏、演者：小田一郎

基調講演3　14：20～14：40
胃癌の予防と検診の今後のあり方
演者：津金昌一郎

14：40～17：00
胃癌撲滅を達成する胃癌検診体制
のこれから
司会：後藤田卓志、鈴木秀和

� パネルディスカッション4
基調講演　13：40～14：10
消化器内視鏡診断・治療の最近の
進歩
司会：山本博徳、演者：浦岡俊夫

14：10～16：30
消化器内視鏡診療のinnovation
司会：小澤壯治、小野裕之

� パネルディスカッション5
基調講演　13：40～14：10
Direct oral anticoagulants
の使用法の基本
司会：塩谷昭子、演者：野出孝一

14：10～17：00
Direct oral anticoagulants
の消化管への影響と対策
司会：樋口和秀、古田隆久

14 � コアシンポジウム2
基調講演　14：20～14：35
小児期・青年期IBD患者における
チオプリン製剤の使用について
演者：清水泰岳

14：35～17：00
「炎症性腸疾患：シームレスなア
プロ－チを目指して」Special 
situationにおけるコンセンサス
とピットフォール
主司会：青山伸郎�
副司会：長田太郎
特別発言：渡辺　守

15

16

17

18

19
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日程表

■2日目【2月2日（土）】
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」

7

8

8：50～11：55� IGICS
�The�12th�International�Gastrointestinal�Consensus�Symposium
当番世話人：永原章仁
テーマ：New era in endoscopy
Oral session 1～2
Mini symposium
Report on the result 
of the questionnaire
共催：富士フイルムメディカル株式会社

9

� ワークショップ7
基調講演1　9：00～9：20
食道内圧検査の発展
司会：稲森正彦、演者：栗林志行

基調講演2　9：20～9：40
機能性消化管疾患診療におけ
る消化管生理機能検査の意義
司会：河村　修、演者：中田浩二

9：40～11：50
消化管生理機能検査法の発
展：方法論から機能性消化
管疾患研究を切り拓く
司会：富永和作、伊原栄吉

9：00～9：36� 一般演題24
その他-1
座長：福永周生、土岐真朗

9：00～09：45� 一般演題35
大腸・直腸・肛門-6
座長：瀬田真祐、富永圭一

9：00～9：45� 一般演題45
大腸-2
座長：山本甲二、渡邊　聡

9：36～10：12� 一般演題25
その他-2
座長：柳澤京介、綱田誠司

9：45～10：30� 一般演題36
大腸・直腸・肛門-7
座長：河口剛一郎、志村貴也

9：45～10：30� 一般演題46
大腸-3
座長：伊藤亜由美、行元崇浩

10
10：12～10：48� 一般演題26
胃・十二指腸-1
座長：十河　剛、小柳和夫

10：30～11：15� 一般演題37
大腸・直腸・肛門-8
座長：荻山秀治、志賀永嗣

10：30～11：15� 一般演題47
大腸-4
座長：澤谷　学、白井慎平

10：48～11：24� 一般演題27
胃・十二指腸-2
座長：北村晋志、上山浩也

11
11：15～12：00� 一般演題38
大腸・直腸・肛門-9
座長：永田信二、小田島慎也

11：15～12：09� 一般演題48
大腸-5
座長：市島諒二、竹下枝里

11：24～12：00� 一般演題28
胃・十二指腸-3
座長：大塚俊美、金坂　卓

12
12：10～13：20�ランチョンセミナー12
機能性腸疾患診療の新時代
司会：上西紀夫
演者：永原章仁
共催：アステラス製薬株式会社

12：10～13：20�ランチョンセミナー13
日常内視鏡診療でIEEを使
い こ な す ～ LCI ／ BLIの
有用性～
司会：Francis K. L. Chan、田尻久雄
演者：下田良、竹田努
共催：富士フイルムメディカル株式会社

12：10～13：20�ランチョンセミナー14
“上腹部症状診療の原点回帰” 
―胃もたれ症状の治療について
司会・基調講演：木下芳一
演者：水上一弘、竹内利寿
共催： ゼリア新薬工業株式会社/ 

アステラス製薬株式会社

12：10～13：20� ランチョンセミナー15
Clostridioides（Clostridium）
difficile infection（CDI）：
一筋縄ではいかない細菌学的検査の話
司会：桑野博行
演者：加藤はる
共催：アステラス製薬株式会社

13 13：20～13：56� 一般演題29
胃・十二指腸-4
座長：富田寿彦、角嶋直美

13：20～14：14� 一般演題39
消化管疾患ケースシリーズ
座長：山下裕玄、櫻庭裕丈

13：20～13：56� 一般演題49
大腸・直腸・肛門-14
座長：伊東陽一郎、山田貴教13：40～14：20� 教育講演会4

胃食道逆流症の病態と治療
司会：岡田裕之、演者：大島忠之

13：40～14：20� ACG招待講演
New Era in Endoscopy
司会：高橋信一
演者：Christopher C. Thompson

13：56～14：32� 一般演題30
胃・十二指腸-5
座長：藤岡　審、神崎洋光

13：56～14：41� 一般演題50
大腸・直腸・肛門-15
座長：大谷　響、松永圭司

14
14：14～14：50� 一般演題40
大腸・直腸・肛門-10
座長：佐伯浩司、土屋輝一郎

14：20～15：00� 教育講演会5
食道癌集学的治療の現況と
展望
司会：瀬戸泰之、演者：北川雄光

14：20～16：52� IGICS
�The�12th�International�Gastrointestinal�Consensus�Symposium
当番世話人：永原章仁
テーマ：New era in endoscopy
Oral session 3～4
Poster session 1～2
共催：富士フイルムメディカル株式会社

14：32～15：17� 一般演題31
胃・十二指腸-6
座長：小林亜也子、後藤　修

14：41～15：17� 一般演題51
胃・十二指腸-10
座長：山里哲郎、冨永直之

14：50～15：35� 一般演題41
小腸
座長：中村正直、松本啓志

15

15：00～15：40� 教育講演会6
胃癌とピロリ菌感染につい
て
司会：加藤元嗣、演者：村上和成

15：17～15：53� 一般演題32
胃・十二指腸-7
座長：江崎　充、安藤孝将

15：17～16：02� 一般演題52
胃・十二指腸-11
座長：保坂浩子、森崎智仁15：35～16：11� 一般演題42

大腸・直腸・肛門-11
座長：高丸博之、山本博幸15：53～16：38� 一般演題33

胃・十二指腸-8
座長：柴垣広太郎、松尾康正

16
16：11～16：47� 一般演題43
大腸・直腸・肛門-12
座長：飯田　洋、久保田英嗣16：38～17：23� 一般演題34

胃・十二指腸-9
座長：沖本忠義、掛村忠義

16：47～17：32� 一般演題44
大腸・直腸・肛門-13
座長：濱田康彦、梁井俊一

17

17：00～18：30

IGICS懇親会・表彰式

18

19


