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オンライン発表日程表

9 :00 -9 : 10　開会式

9 :10 -11 : 00

シンポジウム1（消・内）
「ヘリコバクター・ピロリ感染症の現状と課題」
司会：沖本　忠義
　　　外間　　昭

11 :10 -11 : 55
特別講演1（消）
「除菌後胃がん・異時性多発・少ない分子標的：
原因はH. pylori 感染によるエピゲノム異常」
司会：兒玉　雅明 
演者：牛島　俊和

12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー1
「新型コロナウイルス感染蔓延下での消化器内視
鏡診療　ー PPI の役割を含めてー」
司会：永井　敬之 
演者：古田　隆久 
共催：第一三共株式会社／アストラゼネカ株式会社

12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー2
「大腸癌に対する安全な内視鏡外科手術の追求
外科医が安心して行える薬物治療戦略」
司会：三森　功士 
演者：惠木　浩之 
共催：日本イーライリリー株式会社

12 :05 -12 : 55

ランチョンセミナー3
「C型肝炎治療　～これまでとこれから～」
司会：本田　浩一 
演者：井戸　章雄 
共催：アッヴィ合同会社

13 :05 -15 : 05

シンポジウム3（消・内）
「胃・十二指腸腫瘍に対する低侵襲治療の現状
と治療戦略」
司会：赤星　和也 
　　　衛藤　　剛

13 :05 -15 : 05

ワークショップ1（消・内）
「粘膜治癒を目指した炎症性腸疾患治療の新た
な展開と今後の課題」
司会：江﨑　幹宏
　　　佛坂　正幸

15 :15 -16 : 15

緊急特別企画（消・内）
「さあ困った！その時どうする？－新型コロナ
感染拡大における消化器診療－」
司会：藤本　一眞 
　　　村上　和成

16 :35 -17 : 25
イブニングセミナー1
「LCI/BLIを用いた胃炎・胃癌内視鏡診断～LCI-
FIND trial の結果も踏まえて～」
司会：北野　正剛 
演者：八木　信明 
共催：富士フイルムメディカル株式会社

16 :35 -17 : 35

イブニングセミナー2
「GoToラパロ！ Stay Safety」
司会：猪股　雅史 
演者：薦野　　晃・赤木　智徳
共催： ジョンソンエンドジョンソン株式会社　 

エチコン事業部

16 :35 -17 : 35

女性医師の会特別企画：女性医師交流会（消）
「つなげよう、広げよう、女性医師の輪」
司会：黒松　亮子 
　　　遠藤　美月

18 :00 -18 : 30

評議員会
日本消化器病学会九州支部評議員会

16 :15 -16 : 25　奨励賞表彰

9 :10 -11 : 00

シンポジウム2（消・内）
「肝細胞癌に対する最新の治療戦略～内科・外
科の立場から～」
司会：杉本　理恵 
　　　吉住　朋晴
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第116回日本消化器病学会九州支部例会／第110回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
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12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー4
「Q&A 形式で考える胃がん薬物療法の Best 
Sequence 2020」
司会：沖　　英次 
演者：柏田　知美
共催：大鵬薬品工業株式会社

12 :05 -12 : 55

ランチョンセミナー5
「IBDと IBD類縁疾患の鑑別のポイント」
司会：平井　郁仁 
演者：藤岡　　審
共催：日本化薬株式会社

12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー6
「困難症例に対する上部消化管ESD　リフタル
Kの使用経験をふまえて」
司会：衛藤　　剛 
演者：小野　裕之
共催：カイゲンファーマ株式会社
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オンライン発表日程表
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8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

9 :00 -11 : 00

シンポジウム4（消・内）
「直腸癌に対する低侵襲治療の最前線」
司会：野﨑　良一
　　　藤田　文彦

9 :00 -11 : 00

ワークショップ2（消・内）
「肝炎診療の現在と未来」
司会：本田　浩一
　　　井出　達也

12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー7
「ステロイドを含む免疫抑制剤による B型肝炎
再活性化の現状と対策」
司会：八橋　　弘 
演者：田中　靖人 
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

15 :20 -16 : 20

専門医セミナー（消）
司会：兒玉　雅明

消化管：山本章二朗
肝　　：釈迦堂　敏
胆・膵：岡部　義信

12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー8
「潰瘍性大腸炎治療のトピックス　― COVID 
-19パンデミック期の診療を含めてー」
司会：八尾　建史 
演者：平井　郁仁 
共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

8 :00 -9 : 00

モーニングセミナー
「明日にいきる胆膵内視鏡診療」
司会：河上　　洋 
演者：良沢　昭銘 
共催：ガデリウス・メディカル株式会社

11 :10 -11 : 55

特別講演2（内）
「AI を用いた内視鏡手術の未来」
司会：猪股　雅史
演者：伊藤　雅昭

13 :05 -15 : 05

ワークショップ3（消・内）
「食道疾患に対する治療法の進歩とその成績」
司会：山口　直之 
　　　吉田　直矢

13 :05 -15 : 05

ワークショップ4（消・内）
「胆膵領域における診断と治療の進歩」
司会：橋元　慎一 
　　　髙畑　俊一

16 :20 -16 : 30　閉会式
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12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー9
「潰瘍性大腸炎治療の新展開／難治性クローン
病治療の実際～ベドリズマブの位置づけ～」
司会：村上　和成 
演者：上村　修司・野﨑　良一 
共催：武田薬品工業株式会社

12 :05 -12 : 55
ランチョンセミナー10
「上部消化管スクリーニングのこれから
～極細径と高画質．新世代内視鏡の向こう側～」
司会：原田　直彦 
演者：吉村　大輔 
共催：オリンパス株式会社
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