
日程表

― 12 ―

■1日目【2月19日（金）】

第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場 第 5会場
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8：10～8：30 GI Week2021開会式

8：30～9：10 会長特別企画：特別講演①
POEM～12th anniversary
～今までとこれから
司会：田尻久雄
演者：井上晴洋
9：10～9：50 会長特別企画：特別講演②
ESDの過去・現在・未来
司会：後藤田卓志
演者：小野裕之

9：50～10：30会長特別企画：特別講演③
消化器医が注意すべき超高齢社会におけ
るサルコペニア・フレイル対策について
司会：福田眞作
演者：萩原圭祐

11：10～11：50 会長特別企画：会長講演
消化管研究の魅力
司会：荒川哲男
演者：樋口和秀
※第2～10会場でも中継

12：10～13：00 ランチョンセミナー1
ウィズコロナ時代における炎症
性腸疾患治療の実際と工夫
司会：松本主之
演者：平井郁仁
共催： ヤンセンファーマ株式会社／ 

田辺三菱製薬株式会社

13：20～14：00会長特別企画：特別講演④
COVID-19パンデミック状況下
における炎症性腸疾患の管理
司会：渡辺　守
演者：松岡克善
14：00～14：40会長特別企画：特別講演⑤
非pylori系Helicobacter heilman-
nii（NHPH）感染の現状と問題点
司会：春日井邦夫
演者：中村正彦

16：00～17：00 多施設共同臨床研究助成　成果発表
1．クローン病に対する糞便バンクを用いた糞便移植
の有効性に関する多施設無作為割付対照比較試験
司会：中島典子　　演者：大宮直木
2．抗凝固薬継続症例とヘパリン置換症例の内視
鏡的大腸ポリープ摘除術後出血割合に関する検討
司会：岡　志郎　　演者：永見康明

17：00～18：00 代議員会・総会

8：30～11：00 コアシンポジウム4
機能性消化管疾患の病態と 
治療　機能性消化管疾患の
Up-to-date 
―病態から治療法まで―
主司会：二神生爾
副司会：三輪洋人

13：20～15：50 コアシンポジウム1
消化管診断学の新展開 
拡大・超拡大内視鏡診断の 
最前線
主司会：八尾隆史
副司会：田中信治

15：50～16：50 一般演題1
大腸：出血
司会：斎藤彰一、永田尚義

8：30～11：00 ワークショップ1
AIやICTを用いた消化管診療
司会：今枝博之、斎藤　豊
特別発言：田中聖人

12：10～13：00 ランチョンセミナー2
上部消化管診療～最近の話題～
司会：藤原靖弘
演者：大島忠之
共催： 第一三共株式会社／ 

アストラゼネカ株式会社

13：20～14：00会長特別企画：特別講演⑥
炎症性腸疾患に対する 
再生医療の開発
司会：妹尾　浩
演者：岡本隆一
14：00～15：50 ワークショップ2
消化管再生医療の基礎的・ 
臨床的研究
司会：磯本　一、穂苅量太
基調講演：大西俊介

15：50～16：50 一般演題2
食道：化学療法　外科治療
司会：山本佳宣、矢野文章

8：30～11：00 ワークショップ7
消化管診療における 
漢方薬のエビデンス
司会：尾高健夫、竹内利寿
基調講演：髙木智久、楠　裕明

12：10～13：00 ランチョンセミナー3
患者QOLを考慮した 
IBD診療の最適化
司会：緒方晴彦
演者：横山　薫、松岡克善
共催：持田製薬株式会社

13：20～14：00会長特別企画：特別講演⑦
高齢者に対するがん化学療法
司会：飯石浩康
演者：長島文生

14：00～15：50 ワークショップ5
高齢者消化管癌診療における
化学療法・外科手術の適応と 
工夫
司会：馬場秀夫、佐藤太郎

8：30～11：00 ワークショップ3
消化管における 
translational research
司会：高山哲治、鈴木秀和

12：10～13：00 ランチョンセミナー4
慢性便秘症の薬物療法
司会：高山哲治
演者：磯本　一
共催：アステラス製薬株式会社

13：20～14：00会長特別企画：特別講演⑧
消化器医が知るべき抗血栓薬
療法の最新知見
司会：藤本一眞
演者：赤尾昌治
14：00～15：50 ワークショップ6
消化管内視鏡治療における 
抗血栓薬の取り扱い
司会：藤城光弘、加藤元嗣

14:50～16:50 会長特別企画シンポジウム
GI Week： 
それぞれの学会の歴史と展望
これまでの消化管学会とこれから
司会：藤本一眞　演者：坂本長逸
日本カプセル内視鏡学会の 
これまでと今後のあり方
司会：寺野　彰　演者：田尻久雄
日本潰瘍学会の歴史
司会：竹内孝治　演者：岡部　進
IGICSについて
司会：高橋信一　演者：荒川哲男
老師から若手研究者へのメッセージ
司会：川野　淳　演者：小林絢三
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第 6会場 第 7会場 第 8会場 第 9会場 第 10 会場
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8：30～11：00 症例検討セッション
上部消化管
司会：田邉　聡
コメンテーター：平澤　大
病理コメンテーター：八尾隆史
読影者： 松浦倫子、菊池大輔、 

赤松拓司
症例提示者：石戸謙次、金子裕明

12：10～13：00 ランチョンセミナー5
IBD治療の現状を知り、GMA治療の役割を
考える-20年間培われた日本発の治療法-
司会：江﨑幹宏
演者：高橋索真、中村正直
共催：株式会社JIMRO

13：20～15：50 症例検討セッション
下部消化管
司会：大塚和朗
コメンテーター：堀松高博
病理コメンテーター：河内　洋
読影者： 矢野慶太郎、峯岸洋介、 

河合幹夫
症例提示者： 佐野村誠、松井佐織、 

碕山直邦、川上　研、 
畑森裕之、斎藤彰一

15：50～16：40 一般演題3
大腸：治療
司会：堀木紀行、玉井尚人

8：30～9：20 一般演題4
大腸：炎症1
司会：土屋輝一郎、細江直樹

9：20～10：10 一般演題5
食道：診断　ESD
司会：森田周子、松井繁長

10：10～10：50 一般演題6
大腸：内視鏡
司会：岡　志郎、池松弘朗

12：10～13：00 ランチョンセミナー6
炎症性腸疾患におけるヒュミラ
のエビデンスを考える
司会：伊藤裕章
演者：飯島英樹、中村志郎
共催： アッヴィ合同会社／ 

EAファーマ株式会社

13：20～14：00 一般演題7
大腸：腫瘍 その他
司会：久部高司、細川　歩

14：00～14：40 一般演題8
大腸：炎症2
司会：竹内　健、加藤真吾

14：40～15：20 一般演題9
大腸：炎症3
司会：水島恒和、松浦　稔

15：20～16：00 一般演題10
食道：良性疾患②
司会：小池智幸、舟木　康

16：00～16：40 一般演題11
胃：H.p関連①
司会：水上一弘、杉本光繁

8：30～11：00 ワークショップ14
Helicobacter pylori除菌後
胃癌・未感染胃癌の現況と課題
司会：村上和成、岡田裕之

12：10～13：00 ランチョンセミナー7
疾患発症における腸内細菌の
役割
司会：安藤　朗
演者：中島　淳
共催：ビオフェルミン製薬株式会社

13：20～15：50 ワークショップ10
好酸球性食道炎・ 
GERD診療の最前線
司会：岩切勝彦、藤原靖弘

15：50～16：20 一般演題12
食道：良性疾患①
司会：栗林志行、伊原栄吉

8：30～11：00 ワークショップ8
消化管癌における 
Conversion手術の現況
司会：瀬戸泰之、北川雄光

12：10～13：00 ランチョンセミナー8
新時代を迎えた慢性便秘診療 
～漢方治療の位置づけを中心に～
司会：大宮直木
演者：眞部紀明
共催：株式会社ツムラ

13：20～14：00会長特別企画：特別講演⑨
ウイルス感染防御機能を制御するプラズマサ
イトイド樹状細胞を活性化する乳酸菌の研究
司会：藤谷幹浩
演者：藤原大介
14：00～16：30 ワークショップ4
消化管疾患と 
マイクロバイオームの 
クロストーク
司会：大草敏史、内藤裕二

8：30～11：00 ワークショップ19
消化管狭窄治療の進歩
司会：小澤壯治、糸井隆夫

12：10～13：00 ランチョンセミナー9
クローン病に対する生物学的製剤
の変遷とベドリズマブの位置付け
司会：久松理一
演者：長沼　誠
共催：武田薬品工業株式会社

13：20～15：50 ワークショップ18
慢性便秘診療の新展開
司会：永原章仁、中島　淳、本郷仁志


