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タイムスケジュール
2月10日（土）

胃病態　会場 カプセル第1会場 カプセル第2会場 カプセル第3会場 カプセル第4会場
南館4F「扇」 南館5F「エミネンス」 本館5F「コンコードC」 南館4F「錦」 本館5F「コンコードB」

7:30

8:00

8:30

第 14 回
日本消化管学会総会学術集会

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

16:30 ～ 17:30
胃病態機能研究会　世話人会
会場：本館 42F「富士」17:00

17:30

18:00 18:00 ～ 19:20（80 分）
第 11 回日本カプセル内視鏡学会
学術集会　第 50 回胃病態機能研
究会
合同イブニングセミナー

「PPI 抵抗性 GERD の鑑別診断
と治療戦略」
座長： 藤本一眞　演者： 木下芳一
共催：EA ファーマ株式会社

18:30

19:00

19:30

カプセル・胃病態
合同懇親会

20:00

20:30

21:00
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2月 11日（日）
胃病態　会場 カプセル第1会場 カプセル第2会場 カプセル第3会場 カプセル第4会場
南館4F「扇」 南館5F「エミネンス」 本館5F「コンコードC」 南館4F「錦」 本館5F「コンコードB」

7:30

8:00

8:30

開会の辞
9:00 9:00 ～ 10:15（75 分）

主題 1-1
Young Investigator 
Session

「酸関連疾患をめぐる諸問題」

座長：塩谷昭子、杉本光繁
コメンテーター：内藤裕二

9:00 ～ 11:30（150 分）
スポンサードシンポジウム 2

「カプセル内視鏡がもたらした 
インパクトと Second Decade
に向けての新たな試み」

座長：緒方晴彦、加藤智弘
基調講演：  中村哲也、山本博徳、 

坂本長逸、渡辺憲治
共催：富士フイルムメディカル株式会社

9:00 ～ 10:40（100 分）
ワークショップ 1

「大腸カプセル内視鏡による腫瘍
性病変の診断学の進歩」

座長：田中信治、斎藤　豊

9:00 ～ 10:40（100 分）
ミニワークショップ 2

「興味深い 1 症例」

座長：大塚和朗、能田貞治

9:00 ～ 11:00（120 分）
認定制度更新対象者向けセミナー

「大腸カプセル内視鏡」

責任者：大宮直木
講師：勝木　伸一、細江　直樹、 

堀田　直樹

9:30

10:00

10:15 ～ 10:40（25 分）
一般演題　座長：伊藤公訓

10:30
10:40 ～ 11:15（35 分）
一般演題　4 題
一般演題①「OGIB1」　座長：山田篤生

10:40 ～ 11:15（35 分）
一般演題　4 題
一般演題⑥「その他 1」　座長：半田　修

10:45 ～ 11:45（60 分）
記念講演

座長：河合　隆、樋口和秀
11:00

11:15 ～ 11:40（25 分）　一般演題　3 題
一般演題②「OGIB2」　座長：林田真理

11:15 ～ 11:50（35 分）
一般演題　4 題
一般演題⑦「その他 2」　座長：今川宏樹11:30

12:00 12:00 ～ 12:50
ランチョンセミナー

「抗血栓薬起因性消化管傷害─現状と対策─」
座長：溝上裕士　演者：渡辺俊雄
共催：大塚製薬株式会社 / 

武田薬品工業株式会社

12:30 ～ 13:00（30 分）
代議員会

12:00 ～ 12:50（50 分）
ランチョンセミナー 1

「便秘型過敏性腸症候群の診断と治療」
座長：草野元康　演者：塩谷昭子
共催：アステラス製薬株式会社

12:00 ～ 12:50（50 分）
ランチョンセミナー 2

「IBD 治療の最適化」
座長：松本主之　演者：飯島英樹
共催：田辺三菱製薬株式会社12:30

13:00 13:00 ～ 14:15（75 分）
主題 2
Meet the Expert

「胃酸分泌抑制の必要性」

座長：草野元康、木下芳一

13:00 ～ 14:10（70 分）
スポンサードセミナー

「大腸カプセル内視鏡検査の普及に向けて」
司会：森まどか
コメンテーター：大宮直木
パネラー：岡志郎、能田貞治
共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

13:00 ～ 14:10（70 分）
ワークショップ 2

「開業医におけるカプセル内視鏡
の現況」
座長：渡部宏嗣、森田英次郎
基調講演：渡部宏嗣、森田英次郎

13:00 ～ 14:45（105 分）
ミニワークショップ 1

「読影支援に関する現状・問題点・
新たな試み」

座長：江﨑幹宏、 松本裕子

13:30

14:00
14:10 ～ 16:00（110 分）
スポンサードシンポジウム 1

「大腸カプセル内視鏡での安楽で
診断精度の高い前処置法に向けた
工夫」
座長：福田眞作、大宮直木
共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

14:10 ～ 14:45（35 分）　一般演題　4 題
一般演題③「NSAIDs・炎症性腸疾患」
座長：加賀谷尚史

14:10 ～ 16:00（110 分）
認定制度更新対象者向けセミナー

「小腸カプセル内視鏡」

責任者：塩谷昭子
講師：川野誠司、中村正直、 

江﨑幹宏

14:30 14:30 ～ 15:20（50 分）
アフタヌーンセミナー

「様々な視点から酸関連疾患について考える」
座長：草野元康　演者：飯島克則
共催：第一三共株式会社 / 

アストラゼネカ株式会社

14:45 ～ 15:20（35 分）　一般演題　4 題
一般演題④「腫瘍 1」
座長：若松隆宏

14:45 ～ 15:20（35 分）　一般演題　4 題
一般演題⑧「その他 3」
座長：児玉眞由美15:00

15:20 ～ 15:45（25 分）　一般演題　3 題
一般演題⑤「腫瘍 2」　座長：佐川保

15:20 ～ 15:55（35 分）　一般演題　4 題
一般演題⑨「その他 4」
座長：小嶋融一

15:30 15:30 ～ 16:45（75 分）
主題 1-2
Young Investigator 
Session

「酸関連疾患をめぐる諸問題」

座長：永原章仁、藤原靖弘
コメンテーター：鈴木秀和

16:00

16:30

閉会の辞
17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00
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プログラム

2 月 10 日（土）
■世話人会　（16：30 ～ 17：30）本館 42 階　富士

■合同イブニングセミナー　　（18：00 ～ 19：20）　南館 4階　錦
「PPI 抵抗性 GERD の鑑別診断と治療戦略」
座長：藤本　一眞（佐賀大学医学部内科学）
演者：木下　芳一（島根大学医学部内科学講座第二）
共催：EAファーマ株式会社

■合同懇親会　（19：30 ～ 21：00）

2 月 11 日（日）　京王プラザホテル南館 4階　扇
■開会の辞　（ 8：55 ～ 9：00）

■主題 1-1　Young Investigator Session『酸関連疾患をめぐる諸問題』（ 9：00 ～ 10：15）
座長：塩谷　昭子（川崎医科大学消化管内科学）
	 杉本　光繁（滋賀医科大学医学部付属病院光学医療診療部）
コメンテーター：内藤　裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

S1-1- 1 	 Vonoprazan 服用者及び PPI 長期服用者における血中ガストリン値の検討
小嶋　融一（大阪医科大学消化器内視鏡センター）

S1-1- 2 	 抗血小板薬内服時の胃酸分泌抑制薬の効果と問題点
魚谷　貴洋（浜松医科大学光学医療診療部）

S1-1- 3 	 H. pylori 除菌前後の変化に注目した胃細菌叢についての検討
灘谷　祐二（大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学）

S1-1- 4 	 NBI 拡大観察下での White	opaque	substance（WOS）陽性腸上皮化生と胃酸環境が示す	
臨床的意義〜 WOS 陽性腸上皮化生は胃内 pH が高いことを示している〜
都甲　和美（大分赤十字病院消化器内科）

S1-1- 5 	 縦軸 8ch	pH モニタリングシステムを用いた胃 acid	pocket の評価および酸分泌抑制薬の	
acid	pocket 形成に対する効果の検討
角　昇平（島根大学医学部内科学講座第二）

■一般演題　（10：15 ～ 10：40）
座長：伊藤　公訓（広島大学病院消化器・代謝内科）

O- 1 	 ヘマチン出現が示す胃内環境の特徴；内視鏡所見のヘマチン付着は	
胃内 pH が低いことを示している─
上尾　哲也（大分赤十字病院消化器内科）

O- 2 	 当院におけるサイトメガロウイルス胃炎症例の検討
水野　達人（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））

O- 3 	 上部消化管内視鏡所見と消化器症状との関連に関する検討
青木　勇樹（東京医科大学消化器内視鏡学分野）
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■記念講演　（10：45 〜 11：45）
「胃病態機能研究会を振り返って」

座長：河合　隆（東京医科大学消化器内視鏡学講座）
 樋口　和秀（大阪医科大学内科学第二教室）

ML- 1 	 胃病態機能研究会について
寺野　彰（獨協学園理事長・獨協医科大学名誉学長）

ML- 2 	 胃病態機能研究会が残してきたメッセージ　サムライたれ！
荒川　哲男（大阪市立大学理事長兼学長）

ML- 3 	 機能性ディスペプシア薬物治療に関する臨床研究を中心に
藤本　一眞（佐賀大学医学部内科学）

■ランチョンセミナー　（12：00 〜 12：50）
「抗血栓薬起因性消化管傷害─現状と対策─」

座長：溝上　裕士（筑波大学附属病院光学医療診療部）
演者：渡辺　俊雄（大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学）
共催：大塚製薬株式会社／武田薬品工業株式会社

■主題 2　Meet the Expert『胃酸分泌抑制の必要性』　（13：00 〜 14：15）
座長：草野　元康（群馬大学医学部附属病院光学医療診療部）
 木下　芳一（島根大学医学部内科学講座第二）

S2- 1 	 GERD 治療の新展開
岩切　勝彦（日本医科大学消化器内科学）

S2- 2 	 胃酸分泌からみたバレット食道・がんの病態
小池　智幸（東北大学病院消化器内科）

S2- 3 	 機能性ディスペプシアの研究と臨床
三輪　洋人（兵庫医科大学内科学消化管科）

S2- 4 	 H. pylori 除菌と酸分泌
村上　和成（大分大学医学部消化器内科）

S2- 5 	 低用量アスピリンによる胃粘膜傷害における胃酸分泌、胃粘液分泌の役割
飯島　克則（秋田大学大学院医学系研究科消化器内科）

■アフタヌーンセミナー　（14：30 〜 15：20）
「様々な視点から酸関連疾患について考える」
座長：草野　元康（群馬大学医学部附属病院光学医療診療部）
演者：飯島　克則（秋田大学医学部附属病院消化器内科神経内科）
共催：第一三共株式会社 / アストラゼネカ株式会社

■主題 1-2　Young Investigator Session『酸関連疾患をめぐる諸問題』（15：30 〜 16：45）
座長：永原　章仁（順天堂大学医学部消化器内科）
 藤原　靖弘（大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学）
コメンテーター：鈴木　秀和（慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター）

S1-2- 1 	 PPI 抵抗性 NERD 患者の病態と Vonoprazan の有用性の検討
齊藤　真弘（八戸市立市民病院消化器内視鏡科）

S1-2- 2 	 内視鏡下ブラッシング法を用いたバレット食道に関連する分子バイオマーカーについての検討
合田　杏佑（川崎医科大学消化管内科学）

S1-2- 3 	 全身性強皮症患者における PPI 抵抗性逆流性食道炎のリスク因子
栗林　志行（群馬大学医学部附属病院臨床試験部、消化器・肝臓内科）
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S1-2- 4 	 食道バレット粘膜における Linked	Color	Imaging 観察の有用性：検査者間、	
検査者内一致度と定量的解析
竹田　努（順天堂大学附属順天堂東京江東高齢者医療センター消化器内科）

S1-2- 5 	 酸分泌抑制効果からみた PPI 倍量及び P-CAB 抵抗性 NERD の病因
川見　典之（日本医科大学消化器内科学）

■閉会の辞　（16：45 〜 16：50）


