
12 日本高齢消化器病学会誌  Vol.22, No.1  2019

日程表　8月2日（金）
日本高齢消化器病学会

第1会場（布引・北野）
日本高齢消化器病学会
第2会場（生田）

12:00 ～　受付開始

13:00 ～ 13:10　開会の辞

13:10 ～ 14:50　スポンサードセミナー1
肝疾患診療の残された課題
̶皮膚そう痒症の対策を中心に̶
座長：河田 則文（大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵病態
　　　内科学）
共催：東レ株式会社
13:10 ～ 13:30　福井 浩司
13:30 ～ 13:50　千葉 哲博
13:50 ～ 14:10　楊 和典
14:10 ～ 14:30　米田 正人
14:30 ～ 14:50　打田 佐和子

13:10 ～ 14:50　シンポジウム1
高齢者に対するESD
座長：豊永 高史（神戸大学 消化器内科）
　　　田邉 聡（北里大学医学部 新世紀医療開発センター）
13:10 ～ 13:15 オープニング＋クロージング
13:15 ～ 13:35 田邉 聡
13:35 ～ 13:45 橋本 哲
13:45 ～ 13:55 三澤 昇
13:55 ～ 14:05 尾上 美恵
14:05 ～ 14:15 岡本 雄貴
14:15 ～ 14:25 阪口 博哉
14:25 ～ 14:35 福永 周生
14:35 ～ 14:50 総合討論

15:00 ～ 16:50　スポンサードセミナー2
肝硬変（高齢化時代の肝硬変の合併症対策）
座長：吉治 仁志（奈良県立医科大学 内科学第三講座）
　　　清水 雅仁（岐阜大学大学院 医学系研究科消化器病態学
　　　分野）
共催：大塚製薬株式会社
15:00 ～ 15:30 加藤 直也
15:30 ～ 15:45 小木曽 智美
15:45 ～ 16:00 田尻 和人
16:00 ～ 16:15 白木 亮
16:15 ～ 16:30 平松 憲
16:30 ～ 16:45 永井 英成

15:00 ～ 16:40　シンポジウム2
高齢者に対する IBD治療
座長：中村 志郎（兵庫医科大学 炎症性腸疾患学講座内科部門）
　　　穂苅 量太（防衛医科大学校 消化器内科）
15:00 ～ 15:20 穂苅 量太
15:20 ～ 15:30 杉山 智哉
15:30 ～ 15:40 德永 創太郎
15:40 ～ 15:50 伊藤 亜由美
15:50 ～ 16:00 櫻庭 裕丈
16:00 ～ 16:10 中田 智之
16:10 ～ 16:20 小柴 良司
16:20 ～ 16:40 総合討論

17:00 ～ 17:40　理事会

18:00 ～　会長招宴

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00
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日程表　8月3日（土）
日本高齢消化器病学会

第1会場（布引・北野）
消化器病における性差医学・医療研究会

第2会場（生田）
ポスター会場
（ロビー）

8:00 ～ 8:50　モーニングセミナー
機能性胃腸疾患に対する治療戦略
座長：樋口 和秀（大阪医科大学 第二内科）
講演：永原 章仁（順天堂大学医学部 消化器内科）
共催：EAファーマ株式会社 8:30 ～ 9:00　性差医学・医療世話人会

8:50 ～ 10:10　スポンサードセミナー3
高齢者に対する胆膵内視鏡治療
座長：五十嵐 良典（東邦大学医療センター大森病
　　　院 消化器内科）
共催：ゼオンメディカル株式会社
  8:50 ～  9:00 増田 重人
  9:00 ～  9:10 山崎 智朗
  9:10 ～  9:20 渡辺 浩二
  9:20 ～  9:30 久居 弘幸
  9:30 ～  9:40 三木 美香
  9:40 ～  9:50 高田 亮
  9:50 ～ 10:00 伊藤 響
10:00 ～ 10:10 山田 真規

9:00 ～ 9:30　一般演題1「肝臓1」
座長：長谷部 千登美（旭川赤十字病院 消化器内科）
　　　江口 有一郎（佐賀医科大学 肝疾患センター）

9:30 ～ 10:00　一般演題2「肝臓2」
座長：飯島 尋子（兵庫医科大学病院 超音波センター）
　　　打田 佐和子（大阪市立大学 肝胆膵内科）

10:00 ～ 11:00　スポンサードセミナー4
性差を踏まえた機能性消化管疾患の診断と治療
座長：春日井 邦夫（愛知医科大学 内科学講座 消化
　　　管内科）
講演：塩谷 昭子（川崎医科大学 消化管内科）
　　　福土 審（東北大学大学院医学系研究科 行動
　　　医学、東北大学病院 心療内科）
共催：アステラス製薬株式会社

10:10 ～ 11:20　
ポスター発表
※各発表は3分、質疑
応答2分、合計5分
第一グループ

「肝臓1」P1～P6
「上部消化管」P7～P13
奇数番号 10:10～10:45
偶数番号 10:45～11:15
第二グループ

「下部消化管」
　　　 P14～P17

「胆膵」P18～P22
「肝臓2」P23～P27
奇数番号 10:10～10:45
偶数番号 10:45～11:20

11:00 ～ 11:50　一般演題3「上部消化管」
座長：岡田 裕之（岡山大学 消化器・肝臓内科）
　　　中島 典子（日本大学 消化器肝臓内科）

11:20 ～ 11:50　会長講演
高齢化が進む肝疾患でのサルコペニアの
臨床的意義
座長：高橋 信一（佼生病院）
講演：西口 修平（兵庫医科大学 内科学 肝・胆・膵科）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

次ページへ続く

8:30 ～ 8:55　性差医学・医療世話人会

8:55 ～ 9:00　開会の辞
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12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

12:00 ～ 12:50　ランチョンセミナー1
人生100年時代を迎えたこれからのC型肝炎治療
～高齢者のC型肝炎治療を考える～
座長：日野 啓輔（川崎医科大学 肝胆膵内科学）
講演：長沖 祐子（マツダ病院 消化器内科）
　　　坂井 良行（兵庫医科大学病院 内科学 肝・胆・
　　　膵科）
　　　榎本 大（大阪市立大学 肝胆膵病態内科学）
共催：アッヴィ合同会社

12:00 ～ 13:00　ランチョンセミナー2
年齢、性差を考慮した慢性便秘診療
座長：橋本 悦子（西武鉄道株式会社健康支援セン
　　　ター）
講演：眞部 紀明（川崎医科大学 検査診断学（内視
　　　鏡･超音波））
共催：マイランEPD合同会社

13:00 ～ 13:30　社員総会

13:00 ～ 13:30　一般演題4「胆膵」
座長：増田 大介（大阪医大 第二内科）
　　　杉森 聖司（大阪市立総合医療センター 消化
　　　器内科）

13:30 ～ 14:20　ランチョンセミナー3
B型肝炎をめぐる課題への取り組み
座長：森山 光彦（日本大学医学部附属板橋病院）
講演：日浅 陽一（愛媛大学大学院医学系研究科 消
　　　化器・内分泌・代謝内科学）
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

13:30 ～ 14:10　一般演題5「下部消化管」
座長：渡辺 俊雄（大阪市立大学大学院医学研究科 
　　　消化器内科学）
　　　平岡 佐規子（岡山大学 炎症性腸疾患センター）

14:10 ～ 15:00　アフタヌーンセミナー
性差を考慮した上部消化管内視鏡診療
座長：藤原 靖弘（大阪市立大学）
講演：藤城 光弘（名古屋大学大学院 医学系研究科 
消化器内科学）
共催：武田薬品工業株式会社

14:30 ～ 15:40　シンポジウム3
高齢者消化器癌に対する外科治療
座長：波多野 悦朗（兵庫医科大学 肝胆膵外科）
　　　門脇 嘉彦（神戸赤十字病院 外科）
14:30 ～ 14:45 大久保 悠祐
14:45 ～ 15:00 門脇 嘉彦
15:00 ～ 15:15 河端 悠介
15:15 ～ 15:30 宮下 正寛
15:30 ～ 15:40 総合討論

15:10 ～ 15:50　イブニングセミナー
消化器疾患と性差～ GERDおよび慢性膵炎に
ついて～
座長：白鳥 敬子（東都クリニック 消化器内科）
講演：入澤 篤志（獨協医科大学医学部 内科学（消化
　　　器）講座）
共催：第一三共株式会社／
　　　アストラゼネカ株式会社

15:50 ～ 16:00　閉会の辞 15:50 ～ 16:00　閉会の辞
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