
特別講演

特別講演 1 12月3日（金）　11：40～12：30	
第1会場（1F　会議室101-AB）

新型コロナウイルス感染症が我々にもたらしたもの

演者：	東北医科薬科大学医学部　感染症学教室
	 賀　来　満　夫

司会：長崎県五島中央病院
	 竹　島　史　直

特別講演２ 12月4日（土）　11：40～12：30	
第1会場（1F　会議室101-AB）

胃がん大腸がん臨床試験のTip

演者：	がん研有明病院　化学療法科
	 山　口　研　成

司会：	独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　臨床研究センター
	 小　森　敦　正

－ 23－
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シンポジウム 1
12月3日（金）　9：00～11：30	

第1会場（1F　会議室101-AB）

肝がん診療のupdate: 標準化と個別化

司会：古賀　浩徳（久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門）	
　　　三馬　　聡（長崎大学病院　消化器内科）

S1-01（消）	 当院で診断加療を行った腫瘍径5cm以上の肝細胞癌についての臨床的検討
佐世保市総合医療センター　消化器内科　児嶋　知仁

S1-02（消）	 肝細胞癌に対する定位放射線治療の効果と肝予備能別の影響についての検討
国立病院機構長崎医療センター　肝臓内科　本吉　康英

S1-03（消）	 進行肝細胞癌に対する分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬を用いた集学的治療
の有効性

長崎大学大学院　移植・消化器外科　曽山　明彦

S1-04（消）	 EOB-MRI肝細胞相高信号を呈する肝細胞癌に対するレンバチニブの治療効果の検討
飯塚病院　肝臓内科　田中　紘介

S1-05（消）	 分子標的薬導入目的で部分脾動脈塞栓術（PSE）を施行した肝癌症例の検討
済生会熊本病院　消化器内科　工藤　康一

S1-06（消）	 当院の治療成績から考える、肝動注化学療法の適した臨床像
久留米大学病院　消化器内科　新関　　敬

S1-07（消）	 切除不能進行肝癌に対するLenvatinib長期使用例の検討とon	demand	TACE併用の
意義

長崎大学病院　消化器内科　佐々木　龍

S1-08（消）	 切除不能肝細胞癌に対するカボザンチニブ療法の初期治療経験
国立病院機構　九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科　田中　ゆき

S1-09（消）	 実臨床における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初期
治療成績

福岡大学病院　消化器内科　田中　　崇

S1-10（消）	 実臨床における切除不能肝細胞癌に対するアテゾリズマブ・ベバシズマブ一次・二次
治療以降の治療成績

熊本大学病院　消化器内科　徳永　尭之

S1-11（消）	 実臨床における進行肝細胞がんに対するアテゾリズマブ＋ベバシズマブ治療の有効性
と安全性

福岡市民病院　肝臓内科　上田　哲弘

S1-12（消）	 切除不能肝細胞癌に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマブ療法の初期治療成績
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　馬渡　誠一

S1-13（消）	 アデゾリズマブ＋ベバシズマブ併用療法とレンバチニブの有害事象の比較検討
大分大学　医学部　附属病院　消化器内科　岩尾　正雄

－ 24－ － 25－
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S1-14（消）	 アテゾリズマブ＋ベバシズマブ併用療法により完全寛解が得られた混合型肝癌の１例
産業医科大学　第３内科学　森野加帆里

S1-15（消）	 腫瘍免疫に着目した肝細胞癌個別化治療への展開
九州大学大学院　消化器・総合外科　伊藤　心二

－ 24－ － 25－
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シンポジウム 2
12月3日（金）　9：00～11：30	

第2会場（1F　会議室101-C）

患者さんに寄り添うIBD個別化医療を考える

司会：上村　修司（鹿児島大学病院　消化器内科）	
　　　鶴岡ななえ（佐賀大学医学部附属病院　消化器内科）

S2-01（消）	 IBD患者に対するTotal	careを目的とした多職種サポートチームの設立・活動
福岡山王病院　消化器病センター　炎症性腸疾患科／久留米大学　医学部　外科学講座　衣笠　哲史

S2-02（消）	 IBD患者に対する適切な遠隔診療についての検討
長崎大学病院　消化器内科　永松　雅朗

S2-03（消）	 高齢潰瘍性大腸炎患者に対する分子標的薬の効果と安全性の検証
熊本大学病院　消化器内科　鶴田　結子

S2-04（消）	 潰瘍性大腸炎に対するベドリズマブの長期治療成績
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　田中　啓仁

S2-05（消）	 原発性硬化性胆管炎合併潰瘍性大腸炎の個別化医療（9例の検討から）
琉球大学病院　光学医療診療部　金城　　徹

S2-06（消）	 先発インフリキシマブからインフリキシマブバイオシミラーに変更したクローン病症
例の臨床経過

宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　市成　直樹

S2-07（内）	 潰瘍性大腸炎の疾患活動性評価におけるLeucine-rich	alpha-2	glycoprotein（LRG）
の有用性の検討

九州大学大学院　病態機能内科学　今津　愛介

S2-08（内）	 クローン病における血清バイオマーカーの有用性に関する検討
佐賀大学　医学部　内科学講座　消化器内科　武富　啓展

S2-09（消）	 血清プロテイナーゼ‐3抗好中球細胞質抗体（PR3-ANCA）は潰瘍性大腸炎の診断および
治療経過予測に有用である

久留米大学内科学講座消化器内科部門　竹田津英稔

S2-10（消）	 炎症性腸疾患の抗TNFα抗体治療予測因子としてのOncostatin	Mの有用性
九州大学医学研究院　病態制御内科学　西岡　　慧

－ 26－ － 27－
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シンポジウム 3
12月4日（土）　9：00～11：30	

第1会場（1F　会議室101-AB）

コロナ時代の消化器病診療：現状と工夫

司会：原田　直彦（独立行政法人国立病院機構　九州医療センター　消化器内科）	
　　　外間　　昭（琉球大学病院　光学医療診療部）

S3-01（内）	 当院における新型コロナウィルス感染症（COVID-19）流行下での消化管内視鏡診療時
の感染対策

九州大学　病態制御内科　木村　勇祐

S3-02（内）	 当院内視鏡部におけるCOVID-19対策
長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　池田　智成

S3-03（内）	 長崎モデルを含めた新型コロナウイルス環境下での内視鏡診療
長崎大学病院　消化器内科　田中　久也

S3-04（消）	 COVID-19禍における沖縄県の内視鏡診療の現状
琉球大学病院　光学医療診療部　金城　　徹

S3-05（内）	 当院の上部消化管内視鏡診療における感染対策の現状と新しいデバイスの開発
飯塚病院　内視鏡センター　赤星　和也

S3-06（内）	 COVID-19患者への緊急内視鏡に対する当院の感染対策
国立病院機構九州医療センター　消化器内科　吉武千香子

S3-07（内）	 当院における重症COVID-19感染症患者に対する緊急内視鏡診療の現状‐3症例の経
験を通して‐

佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科　行元　崇浩

S3-08（消）	 地域中核病院の消化器内科診療における新型コロナウイルス感染症院内クラスターの
影響

出水総合医療センター　上木原雄介

S3-09（消）	 当院におけるCOVID-19診療とがん検診対策
佐賀県医療センター好生館　消化器内科　冨永　直之

S3-10（消）	 COVID-19による肝臓専門外来への影響
長崎大学病院　消化器内科　福島　真典

S3-11（消）	 当院におけるCOVID-19入院患者の消化器症状の検討
福岡市立病院機構福岡市民病院　消化器内科　高橋　俊介

－ 26－ － 27－
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シンポジウム 4
12月4日（土）　9：00～11：30	

第2会場（1F　会議室101-C）

消化器がん治療における免疫チェックポイント阻害剤の 
現状と課題

司会：草場　仁志（九州大学大学院医学研究院　連携病態修復内科学）	
　　　本田　琢也（長崎大学病院　がん診療センター）

S4-01（消）	 切除不能進行再発胃癌に対するnivolumab投与における予後予測因子の検討
産業医科大学　第３内科学　谷本　　彩

S4-02（消）	 当院における胃癌治療に対するNivolumabの治療成績とGlasgow	Prognostic	Score
の予後との関連

北九州市立医療センター　消化器内科　福田慎一郎

S4-03（消）	 OX40およびLAG3発現は進行胃癌に対する抗PD-1抗体療法の予後良好因子である
九州大学大学院医学研究院　病態修復内科学　大村　洋文

S4-04（消）	 当院での進行食道癌に対するNivolumab療法の検討
宮崎大学医学部附属病院　臨床腫瘍科／宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　宮後　　冴

S4-05（消）	 免疫チェックポイント阻害薬後の化学療法の有効性・安全性についての検討
佐世保共済病院　腫瘍内科　今嶋　尭志

S4-06（消）	 Pembrolizumabで長期コントロールができている局所進行大腸癌の経験
長崎大学大学院　腫瘍外科　小山正三朗

S4-07（内）	 当院でのMSI検査およびICI治療の現状
長崎みなとメディカルセンター　石田　智士

S4-08（消）	 免疫関連有害事象と免疫チェックポイント阻害薬の有効性の検討
長崎大学　医学部　消化器内科　中尾　康彦

S4-09（内）	 免疫チェックポイント阻害薬関連腸炎治療についての臨床的検討
国立病院機構九州医療センター　消化器内科／国立病院機構九州医療センター　臨床研究センター　大久保彰人

S4-10（消）	 当院における免疫関連有害事象の経験
熊本大学大学院生命科学研究部　消化器内科学講座　宮本　英明

－ 28－ － 29－
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ワークショップ 1
12月3日（金）　13：50～16：20	

第1会場（1F　会議室101-AB）

十二指腸非乳頭部腫瘍診療における課題と治療戦略

司会：橋口　慶一（長崎大学病院　光学医療診療部）	
　　　那須雄一郎（鹿児島市立病院　消化器内科）

WS1-01（消）	 当院における家族性大腸腺腫症に伴う十二指腸非乳頭部腫瘍診療の現状
長崎大学　消化器内科　平　　光寿

WS1-02（内）	 家族性大腸腺腫症における表在性非乳頭部十二指腸腫瘍に対する治療方針の検討
福岡大学筑紫病院消化器内科　大津　健聖

WS1-03（消）	 細胞シートによる十二指腸ESD後遅発性穿孔予防に関する医師主導治験とそのメカ
ニズムの解析

長崎大学大学院　消化器再生医療学　金高　賢悟

WS1-04（消）	 S-Oクリップを用いた表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍（SNADET）に対する内視
鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の経験

長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　岡村　卓真

WS1-05（消）	 胃型の非乳頭部十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の現状と選択
九州大学　病態制御内科学／九州大学病院光学医療診療部　蓑田　洋介

WS1-06（内）	 当院における表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対するLECSの治療成績
熊本大学病院　消化器内科　園田　隆賀

WS1-07（消）	 SNADETに対するサイズ別内視鏡治療成績と治療戦略
大分大学　医学部　消化器内科学講座　堤　康志郎

WS1-08（内）	 当県における表在型非乳頭部十二指腸腫瘍253病変に対する内視鏡治療の有効性と
安全性についての検討

鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　矢野　弘樹

－ 28－ － 29－
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ワークショップ 2
12月3日（金）　13：50～16：20	

第2会場（1F　会議室101-C）

肝胆膵領域の難治性疾患：診療の現状と問題点

司会：有永　照子（久留米大学病院　消化器病センター）	
　　　日髙　匡章（長崎大学病院　移植・消化器外科）

WS2-01（消）	 当院でのステロイド抵抗性自己免疫性肝炎に対する治療についての検討
大分大学医学部　消化器内科　荒川　光江

WS2-02（消）	 自己免疫性肝炎患者におけるアザチオプリン投与例の特徴と難治例の検討
くまもと森都総合病院　肝臓・消化器内科　束野奈津己

WS2-03（消）	 硬化性胆管炎に合併したAAアミロイドーシスの2例
独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　肝臓内科　釘山　有希

WS2-04（内）	 原発性硬化性胆管炎の肝移植後例に対するERC
熊本大学　医学部　消化器内科　久木山直貴

WS2-05（消）	 当院における自己免疫性肝疾患に関する検討～肝移植症例を中心に～
長崎大学病院　消化器内科　中尾　康彦

WS2-06（消）	 当科における原発性胆汁性胆管炎に対する肝移植の治療成績
九州大学大学院　消化器・総合外科　伊藤　心二

WS2-07（消）	 当科での昏睡型急性肝不全診療への取組みと脳死肝移植実施施設外科との連携
久留米大学　医学部　内科学講座　消化器内科部門　桑原礼一郎

WS2-08（消）	 当科における急性肝不全の現状と問題点
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　谷山　央樹

WS2-09（内）	 本態性血小板血症を合併した門脈血行異常症の2例
大分大学　消化器・小児外科　河村　昌寛

WS2-10（消）	 Budd-Chiari症候群に対する直達手術72例の検討
琉球大学大学院　医学研究科　胸部心臓血管外科（第二外科）　稲福　　斉

WS2-11（消）	 当科におけるバッド・キアリ症候群に対する外科的治療の経験
長崎大学大学院　移植・消化器外科　松島　　肇

WS2-12（消）	 当科における自己免疫性膵炎と発癌リスクに関する検討
鹿児島赤十字病院　総合診療科／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　濱田　嵩史

WS2-13（消）	 膵炎に合併する難治性合併症～膵管破綻に対する当科の治療戦略～
九州大学病院　肝臓・膵臓・胆道内科　高松　　悠

WS2-14（消）	 当院における重症急性膵炎の診療実績
国立病院機構　長崎医療センター　肝臓内科　佐伯　　哲

WS2-15（消）	 当院における慢性膵炎に対する内視鏡的膵管ステント留置術の治療成績
佐世保市総合医療センター　平田　将一

－ 30－ － 31－
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ワークショップ 3
12月4日（土）　13：50～16：20	

第1会場（1F　会議室101-AB）

胆管・膵管ステンティングの現状と展望

司会：小澤　栄介（長崎大学病院　消化器内科）	
　　　階子　俊平（熊本大学病院　消化器内科）

WS3-01（内）	 ERCP後胆汁排泄障害に対する自然脱落型胆管ステントの治療成績
熊本大学病院　吉成　元宏

WS3-02（消）	 逆流防止弁付き胆管ステントの使用現状
大分大学医学部附属病院　消化器内科学講座　木下　慶亮

WS3-03（内）	 遠位悪性胆管狭窄に対するダックビル型胆管ステントの中長期成績と安全性
久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門　平井　真吾

WS3-04（内）	 当院における非切除悪性肝門部胆管狭窄に対する両葉ドレナージの現状
鹿児島市立病院　消化器内科　山筋　章博

WS3-05（消）	 悪性肝門部胆管閉塞に対するステンティング戦略　	
～before	and	after	tapered-tip	MS～

北九州市立医療センター　消化器内科　下川　雄三

WS3-06（内）	 切除不能肝門部悪性胆道狭窄に対するインサイドプラスチックステントと金属ステ
ントの比較検討

大分赤十字病院　消化器内科　下森　雄太

WS3-07（消）	 肝門部悪性胆道狭窄におけるEUS-HGSの有用性とその位置づけについて
九州大学病院大学院医学研究院　病態制御内科学　大野　彰久

WS3-08（消）	 経皮経肝胆管ステント挿入術の現況
地方独立行政法人那覇市立病院　宮里　　賢

WS3-09（内）	 当院における胆膵悪性腫瘍術後の再発症例に対する内視鏡治療の現況
鹿児島大学大学院　消化器疾患・生活習慣病学　荒木　紀匡

WS3-10（消）	 生体肝移植後胆管吻合部狭窄に対する自己拡張型カバード金属ステントの有用性
諫早総合病院　消化器内科　小松　直広

WS3-11（内）	 内視鏡的乳頭切除術後の合併症対策における膵管・胆管ステントの位置づけ
佐世保市総合医療センター　消化器内科　北川　瑞希

WS3-12（内）	 当院の急性胆嚢炎における内視鏡的経乳頭胆嚢ドレナージ（ETGBD）の治療成績
福岡大学筑紫病院　消化器内科　後野　徹宏

WS3-13（内）	 急性胆嚢炎に対する内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージの検討	
‐胆嚢管挿管困難例に対するtechnical	tips‐

長崎大学　消化器内科　高橋　孝輔
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WS3-14（消）	 超音波内視鏡下胆嚢ドレナージの有用性と安全性の検討
済生会川内病院　柴田　隆佑

WS3-15（消）	 急性胆嚢炎に対する超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術の現況と予後
大分三愛メディカルセンター／大分大学医学部医学系研究科　佐上　亮太
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ワークショップ 4
12月4日（土）　13：50～16：20	

第2会場（1F　会議室101-C）

大腸ポリープの治療戦略（Hot vs Cold）

司会：西山　　仁（独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　消化管内科）	
　　　下田　　良（佐賀大学医学部附属病院　光学医療診療部）

WS4-01（消）	 大腸ポリープに対する従来法EMR（Endoscopic	submucosal	dissection）の治療
成績

国立病院機構　長崎医療センター　消化器内科　西原　敬仁

WS4-02（内）	 抗血栓薬内服下における大腸ポリープの内視鏡的切除後の後出血の検討
福岡大学筑紫病院　平塚　裕也

WS4-03（内）	 抗血栓薬内服患者へのcold	snare	polypectomyにおける後出血の検討
国立病院機構　九州医療センター　消化器内科／同　臨床研究センター　福谷　洋樹

WS4-04（内）	 当院における大腸ポリープに対するCold	snare	polypectomyの現状
熊本大学病院　消化器内科　本田　宗倫

WS4-05（内）	 当院におけるコールドポリペクトミーの現状と課題
服部胃腸科　蓮田　　究

WS4-06（内）	 腫瘍径6-9mmの大腸病変に対するcold	snare	polypectomyの治療成績の検討
宮崎大学医学部附属病院　消化器内科　平田　智也

WS4-07（内）	 大腸10ｍｍ以下ポリープ切除標本からみたCold	snare	polypectomyの組織学的
有用性と問題点

大分赤十字病院　消化器内科　上尾　哲也

WS4-08（内）	 内視鏡的切除を施行した大腸ポリープに対するHot群とCold群での比較検討
春回会　井上病院　消化器内科　桑原　　愛

WS4-09（消）	 当院でのcold	snare	polypectomyとhot	forceps	polypectomyの治療成績の比較
済生会福岡総合病院　内科　向坂誠一郎

WS4-10（内）	 当院でのCold	snare-	EMR（CS-EMR）とCold	snare	polypectomy（CSP）の比較検討
長崎みなとメディカルセンター　消化器内科　岡村　卓真

WS4-11（内）	 大腸ポリープ切除におけるEMRとCSPの比較検討
独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター　田中雄一郎

WS4-12（内）	 粘膜下局注を併用したCold	snare	polypectomyの有用性及び安全性と今後の展望
長崎大学病院消化器内科　赤司　太郎

WS4-13（消）	 大腸ポリープに対するRubber-band-assisted	one-person	operated	cold	snare	
polypectomyの試み

九州大学大学院　医学研究院　病態制御内科学　江崎　　充
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特別企画
12月3日（金）　9：00～11：00	

第3会場（1F　会議室103）

ひとりひとりを照らすWithコロナ時代のダイバーシティ＆ 
インクルージョン（女性医師の会企画）

司会：新垣　伸吾（琉球大学大学院医学研究科　第一内科）	
　　　荒井　淳一（長崎大学病院　腫瘍外科）	
　　　松島加代子（長崎大学病院　医療教育開発センター／消化器内科）

SP-1（消）	 大腸肛門専門病院の女性専用外来について
大腸肛門病センター高野病院　外科　伊禮　靖苗

SP-2（消）	 ひとりの“医師”としての働き方を考える
長崎大学病院　腫瘍外科／長崎大学　医学部IR室／長崎大学医学部　保健学科　濱崎　景子

SP-3（消）	 女性医師の職場環境について
多久市立病院　消化器内科　芥川　加代

SP-4（消）	 琉球大学病院消化器内科における女性医師の働き方
琉球大学病院　光学医療診療部　大石有衣子
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消化器病学会九州支部専門医セミナー
12月4日（土）　16：30～17：30	

第1会場（1F　会議室101-AB）

司会：小森　敦正　	独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　	
臨床研究センター

HBV再活性化を防ぐひと手間
有尾　啓介　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

胆・膵悪性疾患におけるドレナージ
佐伯　　哲　独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　腫瘍内科

炎症性腸疾患類縁疾患の診断
芦塚　伸也　宮崎大学内科学講座　消化器内科学分野
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ランチョンセミナー
	 ランチョンセミナー1	 12月3日（金）第1会場（1F　会議室101-AB）　12：40～13：40

共催：中外製薬株式会社
司会：松崎　寿久　佐世保市総合医療センター　消化器内科
演者：新関　　敬　久留米大学医学部内科学講座　消化器内科部門

「Multiple MTA時代における進行肝細胞癌治療」

 ランチョンセミナー2 12月3日（金）第2会場（1F　会議室101-C）　12：40～13：40
共催：株式会社ツムラ

司会：中尾　一彦　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器内科学
演者：永原　章仁　順天堂大学医学部　消化器内科

「これからの機能性ディスペプシア診療　～FDガイドライン2021～」

 ランチョンセミナー3 12月3日（金）第3会場（1F　会議室103）　12：40～13：40
共催：アッヴィ合同会社

炎症性腸疾患
司会：衣笠　哲史　福岡山王病院　消化器病センター炎症性腸疾患科
演者：山本章二朗　宮崎大学医学部附属病院　消化器内科

「潰瘍性大腸炎における薬物療法の現状」
　　　野明　俊裕　社会医療法人社団高野会　くるめ病院

「クローン病の外科治療の現状」

	 ランチョンセミナー4	 12月3日（金）第4会場（1F　会議室105）　12：40～13：40
共催：アッヴィ合同会社

司会：田中　靖人　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
演者：宮明　寿光　長崎大学医歯薬学総合研究科　消化器内科学

「SVR100%時代のC型肝炎診療の注意点」
　　　高見　太郎　山口大学大学院医学系研究科　消化器内科学

「肝硬変症に対する当科の取り組み　～再生療法、IVR～」

 ランチョンセミナー5 12月3日（金）第5会場（1F　会議室110）　12：40～13：40
共催：大鵬薬品工業株式会社

膵癌治療の現状と未来について考える
司会：佐伯　　哲　独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　消化器内科
演者：織田　信弥　	独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター　臨床研究センター　	

腫瘍遺伝学研究室
「消化器癌治療の現在ーゲノム医療、遺伝治療の視点から」

演者：久野　晃聖　独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科
「切除不能局所進行膵癌におけるS-1併用化学放射線治療の有用性」
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 ランチョンセミナー6 12月3日（金）第6会場（1F　会議室109）　12：40～13：40
共催：富士フイルムメディカル株式会社

司会：山口　直之　長崎大学病院　消化器内科（光学医療診療部）
演者：吉田　直久　京都府立医科大学　消化器内科

「大腸内視鏡診療の最前線　～AI，BLI／LCIおよび治療について～」

 ランチョンセミナー7 12月4日（土）第1会場（1F　会議室101-AB）　12：40～13：40
共催：ノーベルファーマ株式会社

司会：中尾　一彦　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器内科学分野
演者：阿比留正剛　独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　肝臓内科

「肝胆膵疾患における亜鉛の役割　～亜鉛製剤の有用性と注意点～」

 ランチョンセミナー8 12月4日（土）第2会場（1F　会議室101-C）　12：40～13：40
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

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：八橋　　弘　独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

「B型肝炎50年史」

	 ランチョンセミナー9 12月4日（土）第3会場（1F　会議室103）　12：40～13：40
共催：日本イーライリリー株式会社

司会：本田　琢也　長崎大学病院　がん診療センター
演者：川本　泰之　北海道大学病院　腫瘍センター

「新しい胃癌治療ガイドラインから考察する胃癌薬物療法」

 ランチョンセミナー10 12月4日（土）第4会場（1F　会議室105）　12：40～13：40
共催：オリンパスマーケティング株式会社

司会：宿輪　三郎　長崎北徳洲会病院　消化器内科
演者：具嶋　亮介　熊本大学病院　消化器内科

「新IEEがもたらす上部スクリーニングにおける可能性」

	 ランチョンセミナー11 12月4日（土）第5会場（1F　会議室110）　12：40～13：40
共催：株式会社JIMRO／アルフレッサファーマ株式会社

司会：平井　郁仁　福岡大学医学部消化器内科学
演者：山本　隆行　地域医療機能推進機構　四日市羽津医療センター　IBDセンター

「便中カルプロテクチンをIBD診療にいかに活用するか？ 
　～当院臨床試験からのエビデンスに基づいて～」

	 ランチョンセミナー12 12月4日（土）第6会場（1F　会議室109）　12：40～13：40
共催：株式会社AIメディカルサービス

司会：村上　和成　大分大学医学部　消化器内科学講座
演者：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
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イブニングセミナー
 イブニングセミナー1 12月3日（金）第2会場（1F　会議室101-C）　16：30～17：30

共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社
クローン病の最新の話題について－ウステキヌマブ－
司会：竹島　史直　長崎県五島中央病院
演者：梅野　淳嗣　九州大学大学院病態機能内科学　消化器研究室

「炎症性腸疾患における皮膚病変」
　　　江﨑　幹宏　佐賀大学医学部内科学講座　消化器内科

「ウステキヌマブの有用性の検討と最新エビデンスからみた今後の可能性」

	 イブニングセミナー2 12月3日（金）第3会場（1F　会議室103）　16：30～17：30
共催：アボットジャパン合同会社

司会：小森　敦正　独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　臨床研究センター
演者：森川　賢一　北海道大学大学院医学研究院内科学分野　消化器内科学教室

「肝疾患と新規腎障害マーカーの有用性」
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モーニングセミナー
 モーニングセミナー1 12月4日（土）第2会場（1F　会議室101-C）　8：00～8：50

共催：武田薬品工業株式会社
司会：村上　和成　大分大学医学部消化器内科学講座
演者：伊原　栄吉　九州大学大学院医学研究院　消化器代謝学

「GERD診療ガイドライン2021に基づいたこれからの逆流性食道炎診療」

 モーニングセミナー2 12月4日（土）第3会場（1F　会議室103）　8：00～8：50
共催：エーザイ株式会社

司会：江口　　晋　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻　移植・消化器外科学
演者：吉住　朋晴　九州大学大学院　消化器・総合外科

「肝細胞癌に対するLenvatinib治療後のConversion Surgery介入の意義」
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