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日程表　7月30日（金）
日本高齢消化器病学会

第1会場（Ballroom-1）
日本高齢消化器病学会

第2会場（Ballroom-2）
第3会場

（ラウンジ）
12:00　受付開始

12:20 ～ 12:30　開会挨拶

12:30 ～ 13:30　ランチョンセミナー1
座長：吉治 仁志（奈良県立医科大学）
レンバチニブの抗腫瘍効果の特徴を生かし
た治療戦略―LEN+TACEシークエンシャル
治療に着目して―
講演：葛谷 貞二（藤田医科大学）
肝癌治療におけるレンバチニブの役割
～高齢者および Intermediate-stageの
Real worldデータから～
講演：多田 俊史（姫路赤十字病院）
共催：エーザイ株式会社

12:30 ～ 13:30　ランチョンセミナー2
Multimorbidityの処方箋
～超高齢社会のGERD診療～
座長：樋口 和秀（大阪医科薬科大学）
講演：竹屋 泰（大阪大学）
共催：アストラゼネカ株式会社
　　　第一三共株式会社

13:30 ～ 15:10　スポンサードセミナー1
ウイルス性肝炎制御可能となった時代の
高齢者肝疾患患者のマネージメント
座長：森山 光彦（日本大学）
共催：アッヴィ合同会社
13:30 ～ 13:50 厚川 正則
13:50 ～ 14:10 豊田 秀徳
14:10 ～ 14:30 福井 浩司
14:30 ～ 14:50 浪崎 正
14:50 ～ 15:10 阪森 亮太郎

13:30 ～ 15:36　シンポジウム1
高齢者に対する上部消化管内視鏡治療
座長：磯本 一（鳥取大学）
　　　河合 隆（東京医科大学）
13:30 ～ 13:39 新倉 量太
13:39 ～ 13:48 太田 和寛
13:48 ～ 13:57 永島 一憲
13:57 ～ 14:06 久保田 陽
14:06 ～ 14:15 池淵 雄一郎
14:15 ～ 14:24 内藤 咲貴子
14:24 ～ 14:33 大澤 元保
14:33 ～ 14:42 三宅 高和
14:42 ～ 14:51 須藤 翔
14:51 ～ 15:00 土方 一範
15:00 ～ 15:09 楠原 光謹
15:09 ～ 15:18 鳥谷 洋右
15:18 ～ 15:27 山本 安則
15:27 ～ 15:36 関口 正宇

15:10 ～ 17:00　シンポジウム2
高齢者消化器がん化学療法
～高齢者のがん治療を安全・効果的に
遂行するための取り組み
座長：後藤 昌弘（大阪医科薬科大学病院）
　　　長島 文夫（杏林大学）
15:10 ～ 15:21 森田 竜一
15:21 ～ 15:32 児玉 紘幸
15:32 ～ 15:43 原田 一顕
15:43 ～ 15:54 秋田 泰之輔
15:54 ～ 16:05 松木 由佳子
16:05 ～ 16:16 横尾 健
16:16 ～ 16:27 木村 明恵
16:27 ～ 16:38 大和田 紗恵
16:38 ～ 16:49 浜本 康夫
16:49 ～ 17:00 鈴木 洸

15:40 ～ 16:00　ガイドラインセッション

15:50 ～ 16:20
一般演題1「胆膵」

16:30 ～ 17:06
一般演題2「肝臓」

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

16:30 ～ 17:06　一般演題2「肝臓」
座長：高橋 宏和（佐賀大学附属病院）
16:30 ～ 16:36 浪崎 正
16:36 ～ 16:42 西川 知宏
16:42 ～ 16:48 森本 光作
16:48 ～ 16:54 桑代 卓也
16:54 ～ 17:00 本田 浩一
17:00 ～ 17:06 横濱 桂介

15:50 ～ 16:20　一般演題1「胆膵」
座長：北野 雅之（和歌山県立医科大学）
15:50 ～ 15:56 中山 優吏佳
15:56 ～ 16:02 西岡 伸
16:02 ～ 16:08 沼田 結希
16:08 ～ 16:14 大城 雄
16:14 ～ 16:20 大山 賢治
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日程表　7月31日（土）
日本高齢消化器病学会

第1会場（Ballroom-1）
消化器病における性差医学・医療研究会
第2会場（Ballroom-2）

第3会場
（ラウンジ）

8:00 ～ 8:50　モーニングセミナー
高齢者の慢性便秘症の特徴と治療方針
座長：村上 和成（大分大学）
講演：春日井 邦夫（愛知医科大学）
共催：EAファーマ株式会社

8:30 ～ 8:55　性差医学・医療世話人会

8:55 ～ 9:00　開会挨拶

9:00 ～ 10:40　スポンサードシンポジウム
高齢化時代における
胆膵内視鏡の位置付け
座長：伊佐山 浩通（順天堂大学）
　　　小倉 健（大阪医科薬科大学）
共催：ゼオンメディカル株式会社
  9:00 ～   9:09 阿部 智也 
  9:09 ～   9:18 神林 孔明
  9:18 ～   9:27 松野 潤
  9:27 ～   9:36 中野 遼太
  9:36 ～   9:45 増田 大介
  9:45 ～   9:54 今井 元
  9:54 ～ 10:03 壁村 大至
10:03 ～ 10:12 山下 太郎
10:12 ～ 10:21 植野 紗緒里
10:21 ～ 10:30 小川 泰司
10:30 ～ 10:39 久居 弘幸

9:00 ～ 9:50　スポンサードセミナー3
性差医療の視点から考える
更年期女性の胸痛
座長：塩谷 昭子（川崎医科大学）
講演：片岡 仁美（岡山大学病院）
共催：武田薬品工業株式会社

9:00 ～ 9:36
一般演題3「下部消化管」
座長 :松浦 稔（杏林大学）
9:00 ～ 9:06 小野 聡
9:06 ～ 9:12 増山 智史
9:12 ～ 9:18 酒井 駿
9:18 ～ 9:24 野田 泰弘
9:24 ～ 9:30 和田 邦宏
9:30 ～ 9:36 秦 彰宏

9:50 ～ 10:40　スポンサードセミナー4
性・年齢を考慮した慢性便秘症の治療戦略
座長：橋本 悦子（西武鉄道健康支援センター）
講演：眞部 紀明（川崎医科大学）
共催：アステラス製薬株式会社

10:40 ～ 12:00　シンポジウム3
高齢者GERD／消化性潰瘍の現況と課題
座長：岩切 勝彦（日本医科大学）
　　　藤原 靖弘（大阪市立大学）
10:40 ～ 10:53 田邊 智英
10:53 ～ 11:06 堀井 敏喜
11:06 ～ 11:19 水上 一弘
11:19 ～ 11:32 田中 史生
11:32 ～ 11:45 川口 真平
11:45 ～ 11:58 古田 隆久

10:40～11:15　一般演題1「消化管疾患と性差1」
座長：春日井 邦夫（愛知医科大学）
　　　根引 浩子（大阪市立総合医療センター）
10:40 ～ 10:47 小橋 真由
10:47 ～ 10:54 松井 將太
10:54 ～ 11:01 柚木 直子
11:01 ～ 11:08 八島 一夫
11:08 ～ 11:15 増田 修子

11:15～11:50　一般演題2「消化管疾患と性差2」
座長：内藤 裕二（京都府立医科大学）
　　　神崎 洋光（岡山大学）
11:15 ～ 11:22 半田 有紀子
11:22 ～ 11:29 山本 さゆり
11:29 ～ 11:36 楠 龍策
11:36 ～ 11:43 藤原 明子
11:43 ～ 11:50 安富 絵里子

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00
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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3
B型肝炎治療の現状と今後の課題
座長：河田 則文（大阪市立大学）
講演：熊田 卓（岐阜協立大学）
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

12:00 ～ 12:50　ランチョンセミナー4
性差を踏まえた炎症性腸疾患の診療
～女性イベントを中心に～
座長：中村 志郎（大阪医科薬科大学）
講演：平岡　佐規子（岡山大学病院）
共催：田辺三菱製薬株式会社

13:00 ～ 13:20　日本高齢消化器病学会
　　　　　　　社員総会

13:00 ～ 13:30
一般演題4「上部消化管」
座長：石原 立（大阪国際がんセンター）
13:00 ～ 13:06 山口 純治
13:06 ～ 13:12 太田 和寛
13:12 ～ 13:18 柚木 直子
13:18 ～ 13:24 池上 貴子
13:24 ～ 13:30 井上 諒祐

13:40 ～ 14:40　特別講演
CGA、フレイル、サルコペニアと高齢者診療
座長：福西 新弥（大阪医科薬科大学）
講演：赤坂 憲（大阪大学）

13:40 ～ 14:30　スポンサードセミナー5
性差を考えた膵疾患の診療
座長：白鳥 敬子（東都クリニック）
講演：児玉 裕三（神戸大学）
共催：ヴィアトリス製薬株式会社

14:30～15:12　一般演題3「肝胆膵疾患と性差」
座長：名越 澄子（埼玉医科大学）
　　　入澤 篤志（獨協医科大学）
14:30 ～ 14:37 山崎 智朗
14:37 ～ 14:44 山宮 知
14:44 ～ 14:51 多田 俊史
14:51 ～ 14:58 小橋 春彦
14:58 ～ 15:05 狩山 和也
15:05 ～ 15:12 三宅 望

14:40 ～ 16:22　スポンサードセミナー2
高齢潰瘍性大腸炎の現状と課題
座長：平井 郁仁（福岡大学）
　　　穂苅 量太（防衛医科大学校）
基調講演 :
14:40 ～ 15:00 長沼 誠
講演 :
15:00 ～ 15:07 德永 創太郎
15:07 ～ 15:14 窪田 真理子
15:14 ～ 15:21 都甲 和美
15:21 ～ 15:28 平田 直人
15:28 ～ 15:35 尾関 啓司
15:35 ～ 15:42 小林 由美恵
15:42 ～ 15:49 横山 陽子
15:49 ～ 15:56 高橋 駿
15:56 ～ 16:03 橋本 悠
16:03 ～ 16:10 村井 康久
16:10 ～ 16:17 中田 智之
特別発言 :
16:17 ～ 16:22 伊藤 裕章
共催 :ヤンセンファーマ株式会社

（※基調講演と特別発言のみ）

14:40 ～ 15:10
一般演題5「その他」
座長：西川 浩樹（大阪医科薬科大学）
14:40 ～ 14:46 郷内 貴弘
14:46 ～ 14:52 上田 孝
14:52 ～ 14:58 竹田 努
14:58 ～ 15:04 天野 希
15:04 ～ 15:10 松井 將太

15:20 ～ 16:10　アフタヌーンセミナー
multi-molecular target agent（MTA）時代
における経皮的局所凝固療法を軸とした
肝細胞癌診療
座長：飯島 尋子（兵庫医科大学）
講演：狩山 和也（岡山市立市民病院）
共催：中外製薬株式会社

16:10 ～ 16:20　閉会挨拶

16:22 ～ 16:30　閉会挨拶


