■1 日目【11 月 19 日（木）
】
8：00

9：00

10：00

日

程

第 1 会場
3 階 Room A+B+C

10：40〜11：40
シンポジウム１
11：00
「機能性消化管疾患における腸内細菌の最新知見」
司会：奥村 利勝、千葉 俊美

13：00

第 2 会場
3 階 Room E+F

8：55〜9：00 開会式
9：00〜10：30
ライブセミナー
「慢性便秘症〜国内外における最新の難治性便秘症診療〜」
司会：中島 淳
演者：Shota Takano、
Satish Rao
共催：マイラン EPD 合同会社

12：00

表

11：50 〜 12：40
ランチョンセミナー 1
司会：菅野 健太郎
演者：木村 郁夫、内藤 裕二
共催：ビオフェルミン製薬株式会社
12：50 〜 14：20
スポンサードシンポジウム 1
「オピオイド誘発性便秘症への理解を深める
―疫学・病態・治療−」
司会：中島 淳
演者：結束 貴臣、下山 理史、森川 みはる

10：30〜12：00
環太平洋交流特別講演ライブセミナー
司会：二神 生爾、Kok-Ann Gwee、本郷道夫
演者：Kok-Ann Gwee, Sutep Gonlachanvit,
Nicholas J. Talley

共催：慢性便秘診断・治療研究会
12：15〜12：45
評議員総会
12：55 〜 14：25
スポンサードシンポジウム 2
「機能性消化管障害における腸内細菌の新たな知見」
司会：福土 審、三輪 洋人
演者：山田 晶子、福井 広一、古賀 泰裕

14：00

共催：塩野義製薬株式会社

共催：ミヤリサン製薬株式会社

14：30 〜 15：55
イブニングセミナー
15：00 「胆汁酸の新たな作用
〜IBAT 阻害薬のエビデンスを中心に〜」
司会：三輪 洋人、鳥居 明
演者：加川 建弘、眞部 紀明、中島 淳、
尾髙 健夫
共催：EA ファーマ株式会社／持田製薬株式会社
16：00

16：00〜17：30
State of the Art lecture
CIPO, SUDD セッション
司会：Kok-Ann Gwee, 中島 淳
演者：Vincenzo Stanghellini, Antonio Tursi

17：00

共催：慢性便秘診断・治療研究会

18：00

19：00
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16：00〜18：20
シンポジウム２
「FD と GERD の病態解明 ー基礎と臨床ー」
司会：岩切 勝彦、大島 忠之

■2 日目【11 月 20 日（金）
】
8：00

9：00

第 1 会場
3 階 Room A+B+C

8：00〜8：50
モーニングセミナー
「胸焼け、胃もたれ、心窩部痛、そしてピロリ菌」
司会：稲森 正彦
演者：鈴木 秀和
共催：アストラゼネカ株式会社／第一三共株式会社
9：00〜10：10
シンポジウム 3
「過敏性腸症候群の病態解明と治療戦略」
司会：金澤 素、山本 さゆり

10：00

10：20〜11：50
スポンサードシンポジウム 3
「エビデンスに基づいた機能性消化管疾患における
漢方薬の役割」
11：00
司会：春間 賢、二神 生爾
演者：正岡 建洋、武田 宏司、島筒 和史、
眞部 紀明
共催：株式会社ツムラ
12：00

13：00

12：00 〜 12：50
ランチョンセミナー 2
「GERD 治療の最適化を目指して〜患者満足度向上への方策〜」
司会：加藤 元嗣
演者：春日井 邦夫
共催：大 製薬株式会社／武田薬品工業株式会社
13：00〜
閉会式・表彰式
司会：三澤 昇
次回会長挨拶：柴田

第 2 会場
3 階 Room E+F

8：00〜9：30
コンセンサスミーティング
「超音波検査による慢性便秘症アセスメント」
司会：中島 淳、真田 弘美
演者：松本 勝、三澤 昇、眞部 紀明、津田
ディスカッション：指定発言者
春間 賢、加藤 元嗣、田中 秀子、
須釜 淳子、河本 敦夫
共催：富士フイルムメディカル株式会社

桃子

9：40〜10：40
大腸通過時間検査コンセンサスミーティング
〜国際標準に準拠した慢性便秘症診療にむけて〜
司会：神谷 武、前田 耕太郎 演者：味村 俊樹、神谷 武、安部 達也
共催：アステラス製薬株式会社 /EA ファーマ株式会社／
健栄製薬株式会社／マイラン EPD 合同会社／持田製薬株式会社
11：00〜11：50
シンポジウム 4
「全身疾患の治療における便秘症の重要性」
司会：加藤 孝征、田村 彰朗
12：00 〜 12：50
ランチョンセミナー 3「慢性便秘症の診断・治療マネジメント
〜患者個々の症状・背景を踏まえた診断・治療の重要性〜」
司会：永原 章仁
演者：栗林 志行
共催：アステラス製薬株式会社

近

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

The 22nd Japanese Society of Neurogastroenterology and Motility

13

