
特別講演

特別講演１� 6月24日（金）11：40～12：40�
� 第1会場（ホテルグランデはがくれ�2F�フラワー A）

非特異性多発性小腸潰瘍症から CEAS まで

演者： 岩手医科大学医学部内科学講座　消化器内科 
 　松　本　主　之

司会：佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科 
 　江　﨑　幹　宏

特別講演２� 6月25日（土）11：40～12：40�
� 第1会場（ホテルグランデはがくれ�2F�フラワー A）

臨床研究への第一歩を踏み出そう： 
とにかく英文論文を書いてみる

演者：国際医療福祉大学医学部 
 　藤　本　一　眞

司会：国立病院機構嬉野医療センター消化器内科 
 　綱　田　誠　司
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特別企画
6月24日（金）13：50～16：20 

第1会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー A）

消化器病学の新たなエビデンス〜九州からの発信〜

司会：平井　郁仁（福岡大学医学部　消化器内科学講座）�
佐々木文郷（鹿児島大学病院　消化器内科）

コメンテーター：石田　祐介（福岡大学医学部　消化器内科学講座）

SP-01（消）� �上部消化管内視鏡検査における胃癌検出を低下させる因子の検討と LCI 併用に伴う検出能
上昇の検証

大分大学医学部附属病院　消化器内科　福田　健介

SP-02（消）� �早期胃癌への内視鏡治療に関する多施設共同研究の経験
国立病院機構　九州医療センター　消化器科・臨床研究センター　友枝　　成

SP-03（消）� �胃上皮性腫瘍に対する従来法 ESD および Spray-ESD の無作為比較試験：多施設共同研究
（Spray-G�Trial）

北九州市立医療センター・消化器内科　前原　浩亮

SP-04（消）� �大腸腫瘍拾い上げにおける Linked�color�imaging（LCI）の有用性に関する検討　－九州
横断的研究チーム：GI-Kyushu における多施設前向き研究－

佐賀大学　医学部附属病院　光学医療診療部　下田　　良

SP-05（消）� �大腸内視鏡検査初学者の内視鏡検査の質の向上と学習曲線の上昇に内視鏡画像診断支援シ
ステム�『CAD�EYE』が与える影響の評価�（CAD�EYE-B�study）

嬉野医療センター　消化器内科　山口　太輔

SP-06（内）� �AI を用いた大腸ポリープの検出能に関する臨床研究
福岡大学筑紫病院　消化器内科　大津　健聖

SP-07（消）� �無症候性総胆管結石における ERCP 後膵炎のリスク
市立熊本市民病院消化器内科　齊藤　宏和

SP-08（消）� �膵癌早期発見の試み - 単施設研究から多施設共同研究までの道のり -
大分三愛メディカルセンター　消化器内科　佐上　亮太

SP-09（消）� �九州から世界へのエビデンス発信～膵癌を対象とした多施設共同�NAPOLEON�study ～
唐津東松浦医師会医療センター　白川　　剛

SP-10（消）� �膵神経内分泌腫瘍治癒切除後の再発予測因子の検討；多施設後方視的研究
九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学　村上　正俊

SP-11（消）� �炎症性腸疾患における潜在性結核感染症の現状～ IBD�Quality�team’s�study ～
佐賀大学　医学部　内科学講座　消化器内科　鶴岡ななえ

SP-12（消）� �クローン病の小腸病変における小腸カプセル内視鏡と便中カルプロテクチンの相関
福岡大学筑紫病院　消化器内科　武田　輝之

SP-13（消）� �IBD 患者の他臓器悪性腫瘍リスク因子に関する検討～ IBD-quality�team 研究～
九州大学大学院病態機能内科学　藤岡　　審
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シンポジウム1
6月24日（金）9：00～11：30 

第1会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー A）

IBD 診療における諸問題

司会：坂田　資尚（佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科）�
芦塚　伸也（福岡大学医学部　消化器内科学講座）

S1-01（消）� �当院炎症性腸疾患患者における�COVID-19�ワクチン接種に対する免疫応答と安全性の検
討

佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科　武富　啓展

S1-02（消）� �炎症性腸疾患患者における COVID-19ワクチン接種後の病勢変化に関する検討
九州大学大学院　病態機能内科学　吉田雄一朗

S1-03（消）� �活動性クローン病における生物学的製剤投与前後における LRG 値の推移に関する検討
九州大学大学院　病態機能内科学　井原勇太郎

S1-04（内）� �クローン病小腸病変に対する LRG の有用性の検討
鹿児島市立病院　消化器内科　前田　将久

S1-05（消）� �潰瘍性大腸炎における Leucine-rich�alpha-2�glycoprotein の病態予測能の検討
九州大学大学院　病態機能内科学　今津　愛介

S1-06（消）� �当院での潰瘍性大腸炎における5-ASA 不耐に関する検討
久留米大学　医学部　内科学講座　消化器内科部門　鶴田　耕三

S1-07（消）� �潰瘍性大腸炎における5-ASA 不耐症例の検討
熊本大学病院　消化器内科　鶴田　結子

S1-08（消）� �当院での潰瘍性大腸炎における5-ASA 不耐例での治療経過に関する検討
福岡赤十字病院消化器内科　工藤　哲司

S1-09（消）� �炎症性腸疾患に合併したリンパ増殖性疾患に関する検討
遠賀中間医師会　おんが病院　保利　喜史

S1-10（消）� �クローン病患者における皮膚病変に対する抗 TNFα抗体製剤の影響の検討
九州大学大学院　病態機能内科学　冬野　雄太

S1-11（消）� �NUDT15コドン139ヘテロ型 IBD 患者に対するチオプリン寛解維持療法の治療成績
医療法人潤愛会鮫島病院　西俣　伸亮

S1-12（消）� �潰瘍性大腸炎に対するブデソニド注腸の最適化についての検討
産業医科大学　第３内科学　久米井伸介

S1-13（消）� �当院における潰瘍性大腸炎に対するウステキヌマブの使用成績
福岡大学医学部消化器内科学講座　柴田　　衛

S1-14（消）� �肛門病変を有するクローン病に対する生物学的製剤導入に関する検討
戸畑共立病院　消化器病センター　酒見　亮介
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S1-15（内）� �当院におけるクローン病に対する生物学的製剤の治療経験
大腸肛門病センター　高野会　くるめ病院　白水　良征

S1-16（消）� �当院における炎症性腸疾患に対する分子標的薬使用の実情
長崎大学病院消化器内科　北山　　素
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シンポジウム 2
6月24日（金）13：50～16：20 

第2会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー BC）

慢性肝疾患診療における現状と課題

司会：高槻　光寿（琉球大学大学院医学研究科　消化器・腫瘍外科学講座）�
髙橋　宏和（佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター）

S2-01（消）� �C 型肝硬変に対する経口抗ウイルス治療後の長期経過
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　豊留　亜衣

S2-02（消）� �C 型非代償性肝硬変に対するソホスブビル / ベルパタスビル治療後の肝予備能改善に関す
る検討　多施設共同研究

久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門　佐野　有哉

S2-03（消）� �HBe 抗原陽性 de novo�B 型肝炎に対する核酸アナログ療法の効果
産業医科大学　医学部　第3内科学　本間　雄一

S2-04（消）� �当院における D 型肝炎ウイルス感染症の経験
琉球大学病院　第一内科　前城　達次

S2-05（消）� �新型コロナ時代における経口血小板産生促進剤ルストロンボパグの有用性の評価
福岡大学　医学部　消化器内科　横山　圭二

S2-06（消）� �乳がんの既往と肝がん発症との関係
長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　山島　美緒

S2-07（消）� �非 B 非 C 肝細胞癌の背景にある慢性肝疾患の現状と今後の課題
国立病院機構九州医療センター・臨床研究部　高見　裕子

S2-08（消）� �初発肝癌症例におけるアルコール摂取の影響についての検討
熊本大学附属病院　消化器内科　立山　雅邦

S2-09（消）� �当院における飲酒・喫煙歴調査と NBNC 肝癌発症の予測モデルの検討
大分大学　消化器内科　所　　征範

S2-10（消）� �NASH 関連非代償性肝硬変に対する肝移植の治療成績
長崎大学大学院　移植・消化器外科　曽山　明彦

S2-11（消）� �肝癌に対する腹腔鏡下高難度肝切除―手術手技の定型化と治療成績
久留米大学医学部外科学　酒井　久宗

S2-12（内）� �肝疾患専門医療機関における院内肝炎ウイルス検査陽性者への対応状況に関する調査結果
佐賀大学　医学部　附属病院　肝疾患センター　磯田　広史

�
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シンポジウム 3
6月25日（土）9：00～11：30 

第2会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー BC）

消化管出血360°

司会：水上　一弘（大分大学医学部　消化器内科）�
鳥巣　剛弘（九州大学大学院病態機能内科学　第二内科）

S3-01（内）� �当院における消化管静脈瘤出血に対する超音波内視鏡下治療の経験
如水会今村病院　内視鏡治療センター　橋口　一利

S3-02（内）� �POEM 後出血
長崎大学病院　消化器内科　田渕真惟子

S3-03（内）� �胃 ESD 後出血のリスク因子の検討
産業医科大学病院　第3内科学　村石　純一

S3-04（内）� �胃 ESD 後出血に関するリスク因子の検討
熊本大大学院・消化器内科学　具嶋　亮介

S3-05（内）� �胃 ESD 後出血におけるボノプラザン服用の有効性について
鹿児島市立病院　消化器内科　軸屋　賢一

S3-06（内）� �当院での胃腫瘍性病変に対する Clutch�Cutter�ESD 及び PDS 縫合糸付き PGA シート・
フィブリン糊併用法を用いた後出血対策について

麻生飯塚病院　消化器内科　鈴木　祐輔

S3-07（内）� �当院における非静脈瘤性上部消化管出血の入院後30日以内死亡に関する検討
佐賀県医療センター好生館　消化器内科　中西　　朗

S3-08（内）� �慢性腎不全透析患者において消化管出血が予後に与える影響
高邦会高木病院　消化器内科　山内　康平

S3-09（内）� �出血性消化性潰瘍に対する薬剤の影響度
九州大学大学院　病態機能内科学　川崎　啓祐

S3-10（内）� �上部消化管出血患者に対する緊急内視鏡検査の際に鎮静剤を使用することは安全か？
国立病院機構　嬉野医療センター　長妻　剛司

S3-11（内）� �上部消化管出血に対する極細径内視鏡を併用したサクションチューブによる吸引法
北九州市立医療センター　前原　浩亮

S3-12（内）� �上部消化管出血に対する内視鏡的止血後にセカンド・ルックを行う必要性の検討
唐津赤十字病院　内科　樋高　秀憲

S3-13（内）� �小腸カプセル内視鏡 AI による出血源検索の検討
九州大学　病態機能内科学　横手　章人

S3-14（内）� �当院における大腸憩室出血の臨床的検討
福岡赤十字病院　消化器内科　秋吉　大輔
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S3-15（内）� �大腸憩室出血の management- 待機的内視鏡検査の妥当性の検証 -
長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　岡村　卓真

S3-16（内）� �急性下部消化管出血を繰り返すスーパーリピーターの特徴：CODE-BLUE�J�Study
佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科　行元　崇浩
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シンポジウム 4
6月25日（土）13：50～15：50 

第1会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー A）

消化器領域におけるがん免疫療法の現状と課題

司会：柏田　知美（佐賀県医療センター好生館　腫瘍内科（臨床腫瘍科））�
草場　仁志（九州大学　血液・腫瘍・心血管内科）

S4-01（消）� �当科における免疫チェックポイント阻害剤の検証
長崎大学病院　消化器内科　園田　悠紀

S4-02（消）� �食道癌術後補助療法における至適症例の検討と術後１年以内でのニボルマブ投与成績
長崎大学大学院　移植・消化器外科　小林慎一朗

S4-03（消）� �ニボルマブ治療を受けた切除不能進行食道癌患者における末梢血中の疲弊細胞の意義
九州大学大学院医学系学府病態修復内科　田ノ上絢郎

S4-04（消）� �進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブ + ベバシズマブ併用療法の安全性と有効性
国立病院機構　九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科　庄司裕佳子

S4-05（消）� �免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連肝障害の実態
熊本大学大学院　消化器内科学　吉丸　洋子

S4-06（消）� �免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象・消化管病変の検討
鹿児島厚生連病院　消化器内科　川平真知子

S4-07（消）� �地域医療におけるがん免疫療法
社会医療法人　祐愛会織田病院　西岡敦二郎
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ワークショップ1
6月24日（金）9：00～11：30 

第2会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー BC）

消化器診療における若手医師へのトレーニングと 
技術習得法の工夫

司会：下田　　良（佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科）�
森山　智彦（九州大学病院　国際医療部）

W1-01（消）��「教え方を知る」―医学教育の観点からみた、消化器手技教育の試み―
佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　岡田　倫明

W1-02（消）��当院における内視鏡研修の現状と今後の課題
佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部　芥川　剛至

W1-03（消）��消化器内科専修医に対する教育体制および技術習得法の工夫
熊本大学病院　消化器内科　山崎　　明

W1-04（内）��長崎大学病院関連施設における若手医師を取り巻く内視鏡教育の現状
長崎大学病院　消化器内科　谷口　育洋

W1-05（消）��若手内視鏡医の教育における重点分野の検証
九州大学大学院病態機能内科学　膳所　圭三

W1-06（消）��チーム制導入に伴う医師の負担軽減と教育への波及効果についての検討
長崎大学病院　光学医療診療部　橋口　慶一

W1-07（内）��内視鏡シミュレーターを用いた消化管内視鏡初期トレーニングの効果
国立病院機構九州医療センター　内視鏡トレーニングセンター　原田　直彦

W1-08（内）��切除豚を用いた ESD モデルによるハンズオントレーニングの経験
九州大学大学院　医学研究院　病態制御内科学　江崎　　充

W1-09（内）��食道 ESD 初学者の技術習得における全身麻酔管理の有用性
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　前田　英仁

W1-10（消）��EUS-BD の安全施行とトレーニングの両立～外瘻による Error�Proof 下トレーニング～
北九州市立医療センター　消化器内科　下川　雄三

W1-11（消）��Advanced�surgery に対するカダバートレーニングの有用性
長崎大学大学院　腫瘍外科　富永　哲郎
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ワークショップ2
6月25日（土）9：00～11：30 

第1会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー A）

胆膵疾患に対する治療の新たな取り組みと工夫

司会：大塚　隆生（鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科）�
森﨑　智仁（諫早総合病院　消化器内科）

W2-01（消）��当院での胆膵癌に対するがん遺伝子パネル検査の実態
済生会福岡総合病院　内科　立花　雄一

W2-02（内）��がんゲノム医療における SonoTip�TopGain の有用性の検討
長崎大学病院　消化器内科　森　　智崇

W2-03（消）��Pancreatic�fluid�collectionに対する超音波内視鏡下経消化管的ドレナージ術（EUS-TD）
の検討

鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　児島　一成

W2-04（内）��当院における腹腔内膿瘍に対する超音波内視鏡下ドレナージ術の成績
国立病院機構　九州医療センター　加来　豊馬

W2-05（内）��当院における EUS-BD 症例の成績および合併症の検討
大分大学医学部附属病院消化器内科　岡本　和久

W2-06（内）��Double�Guidewire 法による EUS-HGS の成績
熊本大学病院　消化器内科　吉成　元宏

W2-07（内）��ERCP における選択的胆管挿管困難例に対する Two-devices-in-one-channel�method
を応用した double�catheter�method の有用性

産業医科大学　第3内科学　大江　晋司

W2-08（内）��新型胆管結石除去用バスケットカテーテルの安全性と有用性
諫早総合病院　消化器内科　小松　直広

W2-09（内）��良性胆管狭窄に対する Fully�Covered�Expandable�Metallic�Stent の有用性と安全性の
検討

唐津赤十字病院　内科　宮原　貢一

W2-10（内）��3施設における Habib�Endo�HPB�catheter の使用経験
大分市医師会立アルメイダ病院　消化器内科　野口　春菜

W2-11（内）��十二指腸乳頭部腫瘍の膵胆管内伸展例に対する内視鏡的乳頭切除術後の追加焼灼治療
北九州市立医療センター消化器内科　隅田　頼信

W2-12（消）��当院における胆嚢・総胆管結石症に対する治療戦略 -C チューブの応用 -
一般財団法人児玉報謝会　新成病院　北薗　　巌
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ワークショップ3
6月25日（土）13：50～15：50 

第2会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー BC）

大腸癌に対する低侵襲治療の現状と工夫

司会：真鍋　達也（佐賀大学医学部附属病院　一般・消化器外科）�
具嶋　亮介（�熊本大学大学院生命科学研究部　生体機能病態学分野消化器

内科学講座）

W3-01（内）��周術期抗生剤投与による ESD 後凝固症候群に対する有効性の検討
浦添総合病院　消化器病センター内科　寺本　　彰

W3-02（内）��5cm 以上の病変に対する大腸 ESD の治療成績及び工夫
熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学　今村　美幸

W3-03（内）��当院における大腸 Endoscopic�submucosal�dissection（ESD）に対する Traction�
method の現状

長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　岡村　卓真

W3-04（消）��大腸�ESD�における�S-O�clip�や�Multi�Loop�Traction�Device を用いたトラクション法
の有用性についての検討

佐賀県医療センター好生館　松永　拓也

W3-05（内）��大腸腫瘍に対する Intralesional�traction-assisted�endoscopic�submucosal�
dissection:�ILT-ESD の試み

九州大学病院　病態制御内科学　將口　佳久

W3-06（消）��当院における大腸腫瘍に対する内科・外科合同治療の現状と治療成績
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　矢野　弘樹

W3-07（内）��当院での悪性大腸狭窄に対する Comvi ステント（covered�type）の使用経験
麻生飯塚病院　消化器内科　竹島　　翼

W3-08（消）��当科における大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置症例の検討
大分県厚生連鶴見病院　鹿子嶋洋明

W3-09（消）��閉塞性大腸癌の治療戦略～大腸ステント Bride�to�surgery、腹腔鏡下大腸切除術の有用性
の検討～

佐賀大学　医学部　一般・消化器外科　奥山桂一郎

W3-10（消）��腹腔鏡下結腸切除術における体腔内吻合の導入
北九州市立医療センター　外科　永井俊太郎

W3-11（消）��当科における直腸癌に対するアプローチ
長崎大学大学院　移植・消化器外科　井上　悠介
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女性医師の会特別企画
6月25日（土）13：50～15：20 

第3会場（ホテルグランデはがくれ 1F ハーモニー A）

目標としてきた消化器病手技・手術 
－そこまでの到達方法や工夫－

司会：高見　裕子（国立病院機構九州医療センター　肝胆膵外科）�
有馬　志穂（鹿児島大学大学院消化器疾患　生活習慣病学）

FSP-01（消）��内視鏡シミュレータートレーニングの効果に男女差はあるか？
国立病院機構九州医療センター　消化器内科　原田　直彦

FSP-02（消）��九州大学きらめきプロジェクトでの動物モデルを利用した ESD トレーニング
九州大学　医学部　病態制御内科　総合消化器研究室　江崎　珠里

FSP-03（消）��ライフイベントと手技習得の両立
済生会二日市病院　志賀　典子

FSP-04（消）��私の胆膵内科女性医師としての歩みと工夫
独立行政法人労働健康安全九州労災病院消化器内科　橋本　理沙

FSP-05（消）��肝癌関連の超音波検査　手技上達のための工夫
久留米大学　内科学講座　消化器内科部門　野田　　悠

FSP-06（消）��目標とする肝胆膵外科医になるまでの修練過程
国立病院機構　九州医療センター　肝胆膵外科・臨床検査部　野村　頼子

FSP-07（消）��専門医取得への多様な道のり～女性外科医に最適な方法とは～
九州大学大学院　先進がんゲノム検査共同研究部門　木村　和恵
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消化器病学会九州支部専門医セミナー
6月25日（土）16：00～17：00 

第1会場（ホテルグランデはがくれ 2F フラワー A）

司会：江﨑　幹宏　 佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科

演者①：肝臓疾患　　　磯田　広史　佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科

演者②：胆膵疾患　　　橋元　慎一　 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  
消化器疾患・生活習慣病学分野

演者③：消化管疾患　　梅野　淳嗣　九州大学大学院　病態機能内科（第二内科）
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モーニングセミナー
モーニングセミナー1　	 	6月24日（金）　8：00～8：50	

	 	 第4会場（ホテルグランデはがくれ	1F	ハーモニー B）
共催：EA ファーマ株式会社

司会：梅野　淳嗣　九州大学大学院　病態機能内科学

演者：杉本　　健　浜松医科大学　内科学第一講座
「病態と薬剤分子生物学的作用機序から考える UC 治療戦略」

モーニングセミナー	2　	 	6月25日（土）　8：00～8：50	
	 	 第4会場（ホテルグランデはがくれ	1F	ハーモニー B）

共催：株式会社 JIMRO

司会：野﨑　良一　のざき消化器 IBD クリニック

演者：横山　　薫　北里大学医学部 消化器内科学
「増加する潰瘍性大腸炎の治療薬～ GMA をどう使っていくのか～」 

モーニングセミナー	3　	 	6月25日（土）　8：00～8：50	
	 	 第5会場（ホテルグランデはがくれ	2F	シンフォニー）

共催：オリンパスマーケティング株式会社

司会：緒方　伸一　地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館　消化器内科

演者：山口　太輔　独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター　消化器内科
「差がつく止血マネジメント～ RDI の実用性～」

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー1　	 	6月24日（金）　12：50～13：40	

	 	 第1会場（ホテルグランデはがくれ	2F	フラワーA）
共催：ビオフェルミン製薬株式会社 / 大正製薬株式会社

司会：田中　靖人　熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学講座　

演者：内藤　裕二　京都府立医科大学大学院医学研究科　生体免疫栄養学講座
「腸内細菌を標的にした消化器疾患治療：現状と展望」 
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ランチョンセミナー2　	 	6月24日（金）　12：50～13：40	
	 	 第2会場（ホテルグランデはがくれ	2F	フラワー BC）

共催：富士フイルムメディカル株式会社
H.pylori 未感染／既感染時代の胃内視鏡診療

司会：下田　　良　佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部

演者：土肥　　統　京都府立医科大学 大学院医学研究科 消化器内科学
「H.pylori 未感染／既感染時代の胃内視鏡診療 ～ LCI/BLI を使った胃癌の拾い上
げから診断まで～」 

ランチョンセミナー3　	 	6月24日（金）　12：50～13：40	
	 	 第3会場（ホテルグランデはがくれ	1F	ハーモニーA）

共催：アッヴィ合同会社
炎症性腸疾患

司会：山本章二朗　宮崎大学医学部附属病院　消化器内科

演者：渡辺　憲治　兵庫医科大学 炎症性腸疾患センター 内科
「T2T による IBD adalimumab 治療の最適化」 

ランチョンセミナー4　	 	6月24日（金）　12：50～13：40	
	 	 第4会場（ホテルグランデはがくれ	1F	ハーモニー B）

共催：武田薬品工業株式会社
IBD 関連テーマ

司会：平井　郁仁　福岡大学医学部　消化器内科学講座

演者：久松　理一　杏林大学医学部　消化器内科学
「潰瘍性大腸炎における Vedolizumab のポテンシャル　～自施設の成績も含め
て～」 

ランチョンセミナー5　	 	6月24日（金）　12：50～13：40	
	 	 第5会場（ホテルグランデはがくれ	2F	シンフォニー）

共催：日本化薬株式会社

司会：草場　仁志　国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　腫瘍内科

演者：勝屋　弘雄　佐賀大学医学部　血液・腫瘍内科
「Oncology Emergency」
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ランチョンセミナー6　	 	6月25日（土）　12：50～13：40	
	 	 第1会場（ホテルグランデはがくれ	2F	フラワーA）

共催：杏林製薬株式会社
潰瘍性大腸炎（５-ASA 不耐・アレルギー関連）

司会：坂田　資尚　佐賀大学医学部　内科学講座　消化器内科

演者：平岡佐規子　岡山大学病院　炎症性腸疾患センター
「潰瘍性大腸炎治療のピットフォール～5-ASA 不耐を考える～」 

ランチョンセミナー	7　	 	6月25日（土）　12：50～13：40	
	 	 第2会場（ホテルグランデはがくれ	2F	フラワー BC）

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社
ウイルス性肝炎

司会：井戸　章雄　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　消化器疾患・生活習慣病学

演者：高橋　宏和　佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター
「肝疾患新時代における診療連携とその未来」 

ランチョンセミナー	8　	 	6月25日（土）　12：50～13：40	
	 	 第3会場（ホテルグランデはがくれ	1F	ハーモニーA）

共催：アストラゼネカ株式会社

司会：遠藤　広貴　済生会唐津病院

演者：吉村　大輔　国立病院機構九州医療センター　
「Helicobacter pylori 未感染時代の胃疾患と制酸剤の役割」 

ランチョンセミナー	9　	 	6月25日（土）　12：50～13：40	
	 	 第4会場（ホテルグランデはがくれ	1F	ハーモニー B）

共催：株式会社カネカメディックス
「細径デバイスが拓く未来　～ REN の系譜～」

司会：岡部　義信　久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門・消化器病センター

演者①：下川　雄三　北九州市立医療センター　消化器内科
「細径デバイスで広げる広がる胆膵内視鏡の広い径」

演者②：河上　　洋　宮崎大学医学部医学科　消化器内科学講座
「新型細径カテーテル「SHOREN」の使用経験」
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ランチョンセミナー	10　	 	6月25日（土）　12：50～13：40	
	 	 第5会場（ホテルグランデはがくれ	2F	シンフォニー）

共催：日本イーライリリー株式会社

司会：柏田　知美　独立行政法人佐賀県医療センター好生館

演者：牧山　明資　国立大学法人岐阜大学医学部附属病院
「これからの胃癌薬物療法のポイント」

イブニングセミナー
イブニングセミナー1　	 	6月24日（金）　17：40～18：30	

	 	 第1会場（ホテルグランデはがくれ	2F	フラワーA）
共催：ヤンセンファーマ株式会社 / 田辺三菱製薬株式会社

潰瘍性大腸炎の病態と治療
司会：江﨑　幹宏　佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科

演者：仲瀬　裕志　札幌医科大学　医学部　消化器内科学講座
「潰瘍性大腸炎病態の多様性を基礎・臨床から繙く」

イブニングセミナー2　	 	6月24日（金）　17：40～18：30	
	 	 第2会場（ホテルグランデはがくれ	2F	フラワー BC）

共催：株式会社 AI メディカルサービス
AI が変える未来の内視鏡診療

司会：外間　　昭　那覇市立病院健診部

演者①：平澤　俊明　がん研究会有明病院上部消化管内科
「世界初の胃がん鑑別 AI の開発　－内視鏡 AI は臨床をどのように変えるのか？－」 

演者②：多田　智裕　株式会社 AI メディカルサービス ／ただともひろ胃腸科肛門科
「世界に挑戦する日本の内視鏡 AI」 

特別発言：八尾　建史　福岡大学筑紫病院内視鏡部

イブニングセミナー3　	 	6月24日（金）　17：40～18：30	
	 	 第5会場（ホテルグランデはがくれ	2F	シンフォニー）

共催：ミヤリサン製薬株式会社

司会：竹島　史直　長崎県五島中央病院

演者：安藤　　朗　滋賀医科大学医学部　消化器内科　
「炎症性腸疾患の腸内細菌・真菌・ウイルス叢解析」
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