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日程表

■1日目【2月7日（金）】
第1会場

日航3F「光琳の間（1+2）」
第2会場

日航3F「光琳の間（3）」
第3会場

日航3F「真珠の間」
第4会場

日航3F「藤の間」
第5会場

日航3F「萩の間」

8
8：20～8：30� 開会の辞
8:30～11:50� シンポジウム1
消化器疾患自動診断の現状
司会：大倉康男、桑野博行
演者：�木戸尚治、多田智裕、�

栗林　志行、牛久　哲男、�
津本　周作

特別発言：神谷　武�

8：30～10：20� 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」─オミックス解析に基
づいた消化管腫瘍分子腫瘍
発生理論の新展開─
主司会：菅井　有
副司会：鈴木　拓

8：30～10：20� パネルディスカッション1
P-CABを第一選択とした
GERD診療の可否
司会：春日井邦夫、河合　隆
基調講演：杉本光繁

8：30～9：02� 一般演題1
胃・十二指腸-1
司会：鎌田智有、寺尾秀一

8：30～9：02� 一般演題14
大腸-1
司会：相見正史、佐々木誠人

9

9：02～9：34� 一般演題2
胃・十二指腸-2
司会：沖本英子、小泉和三郎

9：02～9：34� 一般演題15
大腸-2
司会：岡　志郎、久行友和

9：34～10：06� 一般演題3
胃・十二指腸-3
司会：西崎　朗、藤代浩史

9：34～10：06� 一般演題16
大腸-3
司会：田中雅樹、樫田博史

10

10：06～10：38� 一般演題4
胃・十二指腸-4
司会：富永和作、大島忠之

10：06～10：38� 一般演題17
大腸-4
司会：所　忠男、柴田　近

10：30～11：50� ワークショップ1
好酸球性消化管疾患の診断
と治療の現状
司会：三輪洋人、岩切勝彦
基調講演：今枝博之�

10：30～11：50� ワークショップ2
薬剤による消化管傷害の病
態研究の進歩と最近の疾患
の傾向と対策
司会：天野祐二、天ヶ瀬紀久子
基調講演：加藤元嗣

10：38～11：10� 一般演題5
胃・十二指腸-5
司会：八島一夫、増田充弘

10：38～11：10� 一般演題18
大腸-5
司会：山田岳史、松本繁巳

11
11：10～11：42� 一般演題6
胃・十二指腸-6
司会：丸山　保彦、柴垣広太郎

11：10～11：50� 一般演題19
大腸-6
司会：前田　愼、串山義則

12 12：30～13：20�ランチョンセミナー1
慢性便秘診療のup to date
司会：藤城光弘
演者：眞部紀明
共催：�EAファーマ株式会社／�

持田製薬株式会社

12：30～13：20�ランチョンセミナー2
硬度と頻度だけではものたらない 
ベンピインパクト
司会：福土　審
演者：本郷道夫
共催：アステラス製薬株式会社

12：30～13：20�ランチョンセミナー3
新“酪酸”時代
司会：安藤　朗
演者：内藤裕二
共催：ミヤリサン製薬株式会社

12：30～13：20�ランチョンセミナー4
大腸内視鏡検査と排便障害の 
トピックス
司会：田中信治
演者：堀内　朗
共催：株式会社ツムラ

12：30～13：20�ランチョンセミナー5
難治性IBDの薬剤選択を考える－ 
アダリムマブの位置づけや最適な使用方法は？
司会：飯島英樹
演者：平岡佐規子、吉村直樹
共催：�アッヴィ合同会社／EAファーマ株式会社

13 13：30～15：30� 教育講演会1-3
1） バレット食道、食道が

んの取り扱い：update
司会：小澤壯治、演者：飯島克則

2） H. pylori 除菌後胃癌
診断のコツ

司会：城　卓志、演者：村上和成

3） セリアック病は日本で
はどの程度重要か？

司会：福田眞作、演者：穂苅量太

13：30～15：20�パネルディスカッション3
小児の上部消化管疾患の 
特徴
司会：中山佳子、深堀　優

13：30～15：20� ワークショップ3
消化管疾患に対する漢方薬
のエビデンスの構築をめざ
して
司会：池内浩基、堀江俊治
基調講演：眞部紀明

13：30～14：02� 一般演題7
胃・十二指腸-7
司会：森田圭紀、東　玲治

13：30～14：02� 一般演題20
大腸-7
司会：八隅秀二郎、角川康夫

14

14：02～14：34� 一般演題8
胃・十二指腸-8
司会：柴垣広太郎、小原英幹

14：02～14：34� 一般演題21
大腸-8
司会：橋本可成、三木雅治

14：34～15：06� 一般演題9
胃・十二指腸-9
司会：上山浩也、藤岡　審

14：34～15：06� 一般演題22
大腸-9
司会：佐野　寧、横山　登

15

15：06～15：38� 一般演題10
胃・十二指腸-10
司会：小森真人、松原久裕

15：06～15：38� 一般演題23
大腸-10
司会：安積貴年、藤森俊二

15：25～17：05� ワークショップ14
小腸腫瘍の診療の実際：
診断から内視鏡治療、手術
治療、化学療法まで
司会：山本博徳、八尾隆史

15：30～16：02� 一般演題41
症例：大腸-4
司会：藤垣誠治、原田直彦

15：35～16：05� 会長講演
消化管疾患の診療と研究に魅せられて
司会：伊藤　誠、演者：木下芳一

15：38～16：10� 一般演題11
胃・十二指腸-11
司会：三代　剛、小柳和夫

15：38～16：10� 一般演題24
大腸-11
司会：小林　拓、大原正志

16

16：02～16：34� 一般演題42
症例：大腸-5
司会：渡部則彦、鶴田　修

16：10～17：00� 招待講演1
遺伝子から見た消化器疾患
司会：寺野　彰、演者：千葉　勉

16：10～16：42� 一般演題12
胃・十二指腸-12
司会：森脇俊和、戎谷　力

16：10～16：42� 一般演題25
大腸-12
司会：松岡克善、三島義之16：34～17：06� 一般演題43

症例：大腸-6
司会：河南智晴、田島隆行

16：42～17：14� 一般演題13
胃・十二指腸-13
司会：白坂大輔、稲葉知己

16：42～17：14� 一般演題26
大腸-13
司会：吉村直樹、橋本真一

17
17：20～18：20� 代議員会・総会

18 18：30～20：30� 会員懇親会

19
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日程表

■1日目【2月7日（金）】
第6会場

キヤッスル2F「松竹の間」
第7会場

キヤッスル2F「桜桃の間」
第8会場

キヤッスル3F「雅の間」
展示・休憩スペース

キヤッスル3F「錦扇の間」

8
8：30～9：50� ワークショップ4
高齢者の栄養療法
司会：屋嘉比康治、加藤広行

8：30～9：02� 一般演題29
症例：胃・十二指腸-1
司会：松島由美、沖本忠義

8：30～10：20� パネルディスカッション2
炎症性腸疾患の最新治療の現状と
今後
司会：渡辺　守、緒方晴彦

8：30～17：30� 展示

9

9：02～9：34� 一般演題30
症例：胃・十二指腸-2
司会：柴田　知行、伊藤　公訓
9：34～10：06� 一般演題31
症例：胃・十二指腸-3
司会：片山裕視、松本英男

10

10：00～12：10� ワークショップ5
高齢者の消化管出血の最近の傾向
と対策
司会：内藤裕二、山田拓哉

10：06～10：38� 一般演題32
症例：胃・十二指腸-4
司会：田邉　聡、谷川徹也 10：25～11：05� 招待講演3

消化管と肝臓の関連
司会：福本　巧、演者：加藤直也

10：38～11：10� 一般演題33
症例：胃・十二指腸-5
司会：金坂　卓、河原祥朗

11
11：10～11：42� 一般演題34
症例：胃・十二指腸-6
司会：根引浩子、下立雄一

11：10～11：50� 招待講演4
心臓血管外科で遭遇する消化器疾患
司会：佐藤四三、演者：向原伸彦

12 12：30～13：20� ランチョンセミナー6
腸内細菌から読み解く消化管疾患
司会：春日井邦夫
演者：金井隆典
共催：マイランEPD合同会社

12：30～13：20� ランチョンセミナー7
難治性潰瘍性大腸炎を再考する
～ベドリズマブの短期有効性を踏まえて～
司会：青山伸郎
演者：樋田信幸
共催：武田薬品工業株式会社

12：30～13：20� ランチョンセミナー8
UC診療の現状とピットフォール
司会：緒方晴彦
演者：江﨑幹宏
共催：持田製薬株式会社

13 13：30～14：10� 招待講演2
次世代の消化管がん診療に向けた
創薬研究・分子イメージング研究
司会：前原喜彦、演者：藤原俊義

13：30～14：02� 一般演題35
症例：胃・十二指腸-7
司会：村山洋子、吉田直矢

13：30～15：20� 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」
Special situationにおけるこれ
からの課題：疾病負荷（Disease 
burden)を含めて
主司会：清水俊明
副司会：青山伸郎

14

14：02～14：34� 一般演題36
症例：小腸-1
司会：溝下　勤、岸　清彦14：20～15：20

研究助成成果発表
1.司会：島田英雄、演者：志村貴也
2.司会：岡田裕之、演者：渡辺憲治

14：34～15：06� 一般演題37
症例：小腸-2
司会：中村昌太郎、宮崎慎一

15

15：06～15：38� 一般演題38
症例：大腸-1
司会：新井　修、猿田雅之

15：25～17：15� ワークショップ6
下痢と便秘の診療：問題点と対策
司会：河野　透、福土　審

15：30～16：10� 一般演題27
大腸-14
司会：宮本心一、半田　修

15：38～16：10� 一般演題39
症例：大腸-2
司会：結城美佳、藤谷幹浩

16
16：10～16：42� 一般演題40
症例：大腸-3
司会：藤浪　斗、深澤厚輔

16：10～16：50� 一般演題28
大腸-15
司会：稲森正彦、尾高健夫

17

18

19


