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日程表

■2日目【2月8日（土）】
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」

7

8 8：30～10：10� ワークショップ11
あたらしい内視鏡診断、治
療法をめざして　─腫瘍性
疾患、機能性疾患を含め─
司会：岡田裕之、浦岡俊夫
基調講演：藤城光弘�

8：30～10：20� ワークショップ7
Hp陰性胃癌の研究と診療
の進歩
司会：後藤秀実、永原章仁
基調講演：藤崎順子

� （IGICS）

9

9：00～10：00� 招待講演5
食物依存性運動誘発アナ
フィラキシーの病態に迫る
司会：藤原靖弘
演者：森田栄伸

9：00～9：05� Opening�Remarks 9：00～9：32� 一般演題44
咽頭・食道
司会：梅垣英次、渡　二郎

9：05～9：50

Oral Session 1
9：32～10：04� 一般演題45
食道-1
司会：伊原栄吉、舟木　康9：52～10：37

Oral Session 2

10

10：05～10：45� 招待講演6
Diet and Cancer  
Prevention
司会：妹尾　浩、演者：Ki-Baik�Hahm

10：04～10：36� 一般演題46
食道-2
司会：川見典之、山下博司10：20～12：10� ワークショップ8

大腸腫瘍診療の最前線：新
しい診断・治療法をめざして
司会：味岡洋一、田中信治

10：30～12：10� ワークショップ10
消化管マイクロバイオーム
研究の現状と進歩
司会：高山哲治、金井隆典
基調講演：安藤　朗

10：36～11：08� 一般演題47
食道-3
司会：飯塚敏郎、近藤　隆

10：40～11：34

Oral Session310：50～11：40� ACG招待講演
Constipation：From 
Bench to Bedside
司会：松井敏幸、演者:Brian�E.�Lacy11

11：08～11：40� 一般演題48
食道-4
司会：小池智幸、正岡建洋

11：35～11：50
Report on Questionnaire

12 12：30～13：20�ランチョンセミナー9
消化器診療 Up to Date
司会：永原章仁
演者：水上一弘
共催：�第一三共株式会社／�

アストラゼネカ株式会社

12：30～13：20�ランチョンセミナー10
繰り返す腹痛に潜む遺伝性
血管性浮腫
司会：木下芳一、演者：大澤勲
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11
Clostridioides difficile
感染症の新たな治療戦略
司会：石原俊治
演者：飯沼由嗣
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12
Powerful upper GI endoscopy using LCI 
and Kyoto Classification of gastritis
司会：田尻久雄
演者：春間　賢
共催：�富士フイルム株式会社／�

富士フイルムメディカル株式会社

12：30～13：20�ランチョンセミナー13
慢性便秘症と腸内細菌
司会：菅野健太郎
演者：中島　淳
共催：ビオフェルミン製薬株式会社

13 � （IGICS）
13：30～15：20�コアシンポジウム3

「消化管機能性疾患の新展開」
消化管機能性疾患の現状と将来
主司会：杉山敏郎
副司会：塩谷昭子

13：30～15：20� ワークショップ9
ガイドライン出版後の大腸
憩室症診療の現状と今後
司会：貝瀬　満、松本主之

13：30～14：00

Special Lecture 1
13：30～14：02� 一般演題49
食道-5
司会：池田宜央、豊永高史

13：40～15：40� 教育講演会4-6
4） 潰瘍性大腸炎治療の 

最前線
司会：有沢富康、演者：石原俊治

5） 消化管における胆汁代
謝とその意義を見直す

司会：平石秀幸、演者：中島　淳

6） 健診で見つかる上部消
化器疾患

司会：高橋信一、演者：足立経一

14

14：00～14：30

Special Lecture 2
14：02～14：34� 一般演題50
食道-6
司会：宮下知治、石原　立

14：35～15：20

Oral Session 4
14：34～15：06� 一般演題51
胃・十二指腸-14
司会：岡田明彦、土肥　統

15

15：06～15：38� 一般演題72
症例：咽頭・食道
司会：有吉隆佑、阿部靖彦15：22～16：07

Oral Session 515：30～16：50� ワークショップ12
食道胃接合部疾患の研究と
診療の進歩
司会：伊東文生、馬場秀夫
基調講演：後藤田卓志

15：30～17：20� ワークショップ13
レーザー内視鏡診療の現状
と近未来
司会：中村哲也、磯本　一
基調講演：片岡洋望

15：38～16：10� 一般演題73
症例：食道-1
司会：大原俊二、村尾高久

15：50～16：20� 特別講演
臨床研究におけるデータ管理
司会：樋口和秀、演者：藤本一眞

16
16：10～17：04

Oral Session 6
16：10～16：42� 一般演題74
症例：食道-2
司会：佐伯浩司、足立経一16：30～17：20� 招待講演7

腸内細菌と循環器疾患
司会：掛地吉弘
演者：平田健一

16：42～17：14� 一般演題75
症例：その他・消化管全般
司会：島谷昌明、永田信二

17：05～17：10�Closing�Remarks

17 17：20～17：30� 閉会の辞

17：50～18：50

カプセル内視鏡学会懇親会
IGICS表彰式

18

19
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日程表

■2日目【2月8日（土）】
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」
第9会場

日航15F「チャペル」
展示・休憩スペース

キヤッスル3F「錦扇の間」

7

8

8：00～8：45� モーニングセミナー
酸関連疾患の課題と治療
司会：加藤元嗣
演者：小池智幸、竹内利寿
共催：�武田薬品工業株式会社／�

大塚製薬株式会社
8：30～17：20� 展示

8：50～12：00� シンポジウム2
総合診療のなかの消化管疾患； 
消化管疾患を合併する全身疾患
司会：二神生爾、藤澤貴史
演者：�松本主之、石村典久、久松理一、

児玉裕三、大原　毅、巽祥太郎
特別発言：橘　史朗�

9

9：00～11：00� 症例検討セッション
上部消化管
司会：柴垣広太郎
コメンテーター：樫田博史
病理コメンテーター：九嶋亮治
読影者：�太田和寛、本庶　元、�

池淵雄一郎、山崎泰史

9：00～9：32� 一般演題55
大腸-16
司会：中村志郎、久部高司

9：00～9：32� 一般演題62
症例：大腸-7
司会：田中浩紀、吉田篤史

9：32～10：04� 一般演題56
大腸-17
司会：松浦　稔、石原俊治

9：32～10：04� 一般演題63
症例：大腸-8
司会：江﨑幹宏、福知　工

10

10：04～10：36� 一般演題57
大腸-18
司会：川島　耕作、高津　典孝

10：04～10：36� 一般演題64
症例：大腸-9
司会：山本章二朗、小野川靖二

10：36～11：08� 一般演題58
大腸-19
司会：石原俊治、大森鉄平

10：36～11：08� 一般演題65
症例：大腸-10
司会：平岡佐規子、杉本　健

11

11：00～11：50� 一般演題52
食道-7
司会：保坂浩子、浦上尚之

11：08～11：40� 一般演題59
その他、消化管全般-1
司会：駒澤慶憲、榊原祐子

11：08～11：40� 一般演題66
症例：大腸-11
司会：小金井一隆、樋田信幸

12 12：30～13：20�ランチョンセミナー14
クローン病におけるUstekinumabの有用性
～実臨床のデータを踏まえて～
司会：大内佐智子
演者：宮嵜孝子
共催：�ヤンセンファーマ（株）／田辺三菱製薬（株）

12：30～13：20�ランチョンセミナー15
胃癌化学療法2020
～後方治療の重要性を考える～
司会：酒井哲也
演者：津田政広
共催：大鵬薬品工業株式会社

12：30～13：20�ランチョンセミナー16
機能性ディスペプシアのこれまで、これから
司会：三輪洋人
基調講演：三輪洋人
演者：山脇博士
共催：�ゼリア新薬工業株式会社／�

アステラス製薬株式会社

13 13：30～15：30�症例検討セッション
下部消化管
司会：大内佐智子
コメンテーター：河南智晴
病理コメンテーター：西上隆之
ディスカッサント：佐野　亙、白坂大輔

13：30～14：02� 一般演題60
その他、消化管全般-2
司会：河口剛一郎、宮岡洋一

13：30～14：10� 招待講演8
診療と研究の両立を目指して
司会：荒川哲男、演者：馬場秀夫

13：30～14：10� 招待講演9
自治体病院の「憂い」～住民や地域から信
頼される新たな組織文化の形成に向けて～
司会：坂本長逸、演者：八木　聰

14

14：02～14：34� 一般演題61
その他、消化管全般-3
司会：日並義統、富田寿彦 14：20～16：10�コアシンポジウム4

「消化管画像診断」
新しい画像診断モダリティ
を利用した消化管がん検診
主司会：飯石浩康
副司会：大嶋直樹�

14：20～16：50

メディカルスタッフ 
教育セッション
1.司会：長田正子、講師：結城崇史
2.司会：永良直子、講師：酒井哲也
3.司会：山本一郎、講師：川島耕作
4.司会：中田浩二、講師：鈴木　剛
5.司会：田中一穂、講師：春間　賢

14：34～15：06� 一般演題67
症例：大腸-12
司会：吉田　亮、井上修志

15

15：06～15：38� 一般演題68
症例：大腸-13
司会：小林正明、池永雅一
15：38～16：10� 一般演題69
症例：大腸-14
司会：橋田裕毅、渡辺憲治

15：40～16：12� 一般演題53
小腸-1
司会：大宮直木、渡辺俊雄

16

16：10～16：42� 一般演題70
症例：大腸-15
司会：大瀬貴之、岡　政志

16：12～16：44� 一般演題54
小腸-2
司会：丹羽　康正、岡沢　啓 16：42～17：06� 一般演題71

症例：大腸-16
司会：堀田欣一、鎌田和浩

17

18

19


