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■2日目【2月20日（土）】

第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場 第 5会場

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8：30～9：10 会長特別企画：特別講演⑩
リキッドバイオプシーを用いた
がんゲノム医療の新展開
司会：杉山敏郎
演者：吉野孝之

9：20～11：50
第17回日本消化管学会総会学術集会・
第14回日本カプセル内視鏡学会学術

集会合同セッション
小腸疾患の診断と治療の 
最前線
司会：山本博徳、塩谷昭子
基調講演：矢野智則

12：10～13：00 ランチョンセミナー10
胃酸分泌抑制による胃粘膜変化 
―その歴史を考察する―
司会：木下芳一
演者：春間　賢
共催： 武田薬品工業株式会社／ 

大塚製薬株式会社

13：20～14：00 ACG招待講演
Colorectal Cancer Screening and 
Prevention in the US and Worldwide
司会：高橋信一
演者：David Greenwald

14：20～15：00会長特別企画：特別講演⑪
小児消化管疾患診療の現状と
課題
司会：中山佳子
演者：清水俊明
15：00～15：40会長特別企画：特別講演⑫
肥満外科治療の最前線
司会：野村幸世
演者：山口　剛

15：40～16：20会長特別企画：特別講演⑬
腸内環境に基づく層別化医療・
ヘルスケアがもたらす未来
司会：城　卓志
演者：福田真嗣

17：20～17：50 表彰式・閉会の辞

9：00～11：30 コアシンポジウム3
炎症性消化管疾患の最前線　
多様化する炎症性腸疾患の 
治療戦略 
―外科手術も含めて―
主司会：松本主之
副司会：池内浩基

13：20～15：50 コアシンポジウム2
消化管腫瘍の新展開　 
進行消化管癌における 
集学的治療の実際と課題
主司会：掛地吉弘
副司会：伊東文生

15：50～16：20 一般演題13
胃：H.p関連②
司会：徳永健吾、鎌田智有

8：00～8：50 モーニングセミナー1
潰瘍性大腸炎に対する 
超音波検査の有用性
司会：前本篤男
演者：桂田武彦
共催：日本化薬株式会社

9：00～11：30 ワークショップ13
消化管粘膜下腫瘍に対する 
診断と治療の新展開
司会：加藤広行、入澤篤志、後藤昌弘

12：10～13：00 ランチョンセミナー11
上部消化管内視鏡スクリーニングの最前
線～極細径と高画質がもたらす可能性～
司会：村上和成
演者：河合　隆、土橋　昭
共催：オリンパス株式会社

13：20～15：50 ワークショップ16
高齢者潰瘍性大腸炎治療指針
の検証
司会：中村志郎、仲瀬裕志

15：50～16：30 一般演題14
胃：悪性①
司会：大島忠之、道田知樹

16：30～17：00 一般演題15
胃：悪性②
司会：紀　貴之

9：00～11：30 ワークショップ9
消化管における鏡視下・ 
ロボット手術の最前線
司会：土岐祐一郎、奥田準二

12：10～13：00 ランチョンセミナー12
腸内細菌関連の疾患について
司会：藤城光弘
演者：井上貴子、横山純二
共催：あすか製薬株式会社

13：20～15：50 ワークショップ11
胃内視鏡検診をふまえた 
経鼻内視鏡の新展開
司会：河合　隆、間部克裕
基調講演：加藤勝章、吉村理江
特別発言：井上和彦

15：50～16：30 一般演題16
胃十二指腸：粘膜下腫瘍
司会：森田圭紀、根引浩子

16：30～17：00 一般演題17
胃：治療・手技
司会：新田敏勝

8：00～8：50 モーニングセミナー2 
潰瘍性大腸炎
司会：藤谷幹浩
演者：櫻井俊治
共催：ファイザー株式会社

9：00～11：30 ワークショップ17
消化管における免疫関連副作用
（irAE）の現況と対策
司会：安藤　朗、金井隆典

12：10～13：00 ランチョンセミナー13
切除可能・不能胃癌に対する化学
療法　―エビデンスの徹底解説―
司会：藤谷和正
演者：黒川幸典
共催：大鵬薬品工業株式会社

13：20～15：50 ワークショップ12
十二指腸・大腸腫瘍に対する 
内視鏡治療の最前線 
―cold snare polypectomy
からunderwater EMR、ESD
まで―
司会：浦岡俊夫、竹内洋司

15：50～16：40 一般演題18
小腸：腫瘍
司会：半田　修、島谷昌明

16：30～17：20 サテライトシンポジウム
消化器内視鏡診療の近未来～確実
で効率的な診療を目指して～
司会：加藤元嗣
演者：神崎洋光、竹内利寿
共催：富士フイルムメディカル株式会社
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第 6会場 第 7会場 第 8会場 第 9会場 潰瘍学会会場

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9：00～9：05 Opening Remarks 
9：05～9：53
Oral Session 1 
Upper GI tract 

9：58～10：46
Oral Session 2　 
Lower GI tract

10：51～11：06
Report on Questionnaire
11：06～11：11

12：10～13：00 ランチョンセミナー14
医師と患者で考える、 
上部消化器疾患診療
司会：草野元康　基調講演：草野元康
演者：貞元洋二郎
共催： ゼリア新薬工業株式会社／ 

アステラス製薬株式会社

13：20～14：16
Oral Session 3 
Gut microbiome

14：21～15：01
Oral Session 4　
Endoscopy

15：06～15：38
Oral Session 5　 
Liver and biliary tract 

15：38～15：43 Closing Remarks

15：50～16：40 一般演題19
胃：ESD
司会：永見康明、小田一郎

9：00～9：30 一般演題20
胃：良性
司会：前北隆雄

9：30～10：00 一般演題21
胃：その他
司会：鎌田和浩

10：00～10：30 一般演題22
十二指腸：SNADET
司会：布袋屋修

10：30～11：20 Young Doctorセッション1
上部消化管①
司会：小嶋融一

12：10～13：00 ランチョンセミナー15
C. difficile感染症の診断と 
治療
司会：塩谷昭子
演者：掛屋　弘
共催：アステラス製薬株式会社

13：20～14：10 Young Doctorセッション2
上部消化管②
司会：小原英幹

14：10～15：00 Young Doctorセッション3
上部消化管③
司会：土肥　統

15：00～15：50 Young Doctorセッション4
下部消化管①
司会：細見周平

15：50～16：40 Young Doctorセッション5
下部消化管②
司会：堀田欣一

9：00～11：30 ワークショップ15
消化管希少疾患の病態、治療に
関する最新のエビデンス
司会：久松理一、柿本一城

12：10～13：00 ランチョンセミナー16
便秘診療～新時代の幕開け～
司会：藤本一眞
演者：永原章仁
共催： 持田製薬株式会社／ 

EAファーマ株式会社

13：20～14：40 英語にチャレンジ
司会：石原　立、新﨑信一郎

14：40～15：30 Fresh Doctorセッション1
上部消化管
司会：山田拓哉

15：30～16：10 Fresh Doctorセッション2
下部消化管①
司会：山本章二朗

16：10～17：00 Fresh Doctorセッション3
下部消化管②
司会：平田有基

8：30～11：50 会長緊急特別企画
消化管診療とCOVID-19
司会：阿部展次、猿田雅之、寺澤哲志

12：10～13：00 ランチョンセミナー17
慢性便秘症と腸内環境 
UPDATE 2021
司会：三輪洋人
演者：内藤裕二
共催：マイランEPD合同会社

13：20～14：10 一般演題23
上部消化管①
司会：山本貴嗣

14：10～14：50 一般演題24
上部消化管②
司会：富田寿彦

14：50～15：40 一般演題25
下部消化管①
司会：佐野村誠

15：40～16：30 一般演題26
下部消化管②
司会：馬場重樹

8：00～8：50 モーニングセミナー I
嚥下障害を訴える患者の診療のコツ
司会：三輪洋人
演者：木下芳一
共催： アストラゼネカ株式会社／ 

第一三共株式会社

9：00～10：50 主題セッションI
消化管疾患の病態形成における
バリア機能と微小炎症
司会：永原章仁、大島忠之

11：00～11：50 特別講演
COVID-19： 
今まで、そしてこれから
司会：三輪洋人
演者：増田道明

12：10～13：00 ランチョンセミナー I
新型コロナウイルス流行下の
炎症性腸疾患診療
司会：長沼　誠
演者：飯島英樹
共催：アッヴィ合同会社

13：10～15：10
第17回日本消化管学会総会学術集会・
第48回日本潰瘍学会合同セッション

Non Hp・non NSAIDの 
胃・十二指腸潰瘍性病変の 
現状と病態・治療
司会：片岡洋望、飯島克則
基調講演：中村正彦

15：20～16：10 アフタヌーンセミナー
クローン病における 
小腸病変評価の意義を考える
司会：安藤　朗
演者：江﨑幹宏
共催：EAファーマ株式会社

16：10～17：00 一般演題Ⅰ
臨床　上部消化管
司会：古田隆久、富田寿彦

Greetings from Chairperson of 
International Exchange Committee

（IGICS）

（IGICS）


