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日程表　7月 15日（金）

第 1 会場（3 階　瑞雲） 第 2 会場（2 階　双舞）
10：00

10:00～　受付開始
10:20～10:30　開会の挨拶
10:30～11:50　一般演題
座長：佐々木 誠人（愛知医科大学） 
　　　半田 修（川崎医科大学）
10:30～10:38　1 粟津 崇仁　　10:38～10:46　2 川見 典之
10:46～10:54　3 松下 瑞季　　10:54～11:02　4 白石 佳奈
11:02～11:10　5 杉田 知実　　11:10～11:18　6 上田 貴威
11:18～11:26　7 笠巻 敬太　　11:26～11:34　8 岡野 史弥
11:34～11:42　9 久居 弘幸　　11:42～11:50  10 菊地 佑真

10:30～11:30　日本高齢消化器病学会理事会11：00

12：00
12:00～12:50　ランチョンセミナー 1
炎症性腸疾患 IBD に関して
座長：久松 理一（杏林大学）
講演：穂苅 量太（防衛医科大学校）
共催：武田薬品工業株式会社

12:00～12:50　ランチョンセミナー 2
高齢者の GERD 治療に関して
座長：岩切 勝彦（日本医科大学大学院）
講演：藤原 靖弘（大阪公立大学大学院）
共催：アストラゼネカ株式会社

13：00
13:00～15:00　シンポジウム 1
高齢者（75 歳以上）の消化管癌治療と課題
座長：河合 隆（東京医科大学） 
　　　鈴木 秀和（東海大学）
13:00～13:13　1-1 土居 楠太郎
13:13～13:26　1-2 岩男 彩
13:26～13:39　1-3 上田 孝
13:39～13:52　1-4 内藤 咲貴子
13:52～14:05　1-5 佐野 正弥
14:05～14:18　1-6 豊嶋 直也
14:18～14:31　1-7 西澤 俊宏
14:31～14:44　1-8 杉村 直美
14:44～14:57　1-9 新倉 量太
共催：富士フイルム株式会社 / 富士フイルムメディカル株式会社

13:00～15:00　シンポジウム 2
高齢者（75 歳以上）の非アルコール性脂肪性肝疾患の現状と課題 
座長：名越 澄子（埼玉医科大学総合医療センター） 
　　　福西 新弥（大阪医科薬科大学）
13:00～13:13　2-1 川口 巧
13:13～13:26　2-2 徳本 良雄
13:26～13:39　2-3 赤羽 たけみ
13:39～13:52　2-4 山口 菜緒美
13:52～14:05　2-5 野上 麻子
14:05～14:18　2-6 横濱 桂介
14:18～14:31　2-7 坂牧 僚
14:31～15:00　総合討論

14：00

15：00

15:10～16:00　特別講演
京丹後コホート研究から見えてきた健康長寿の秘密
座長：内藤 裕二（京都府立医科大学）
講演：的場 聖明（京都府立医科大学大学院）
共催：ミヤリサン製薬株式会社16：00

16:10～18:10　合同シンポジウム
長寿・性差研究からみえてきた日本人サルコペニア・ 
フレイルの新知見
座長：内藤 裕二（京都府立医科大学） 
　　　飯島 尋子（兵庫医科大学）
16:10～16:30　1 清水 雅仁
16:30～16:50　2 高橋 宏和
16:50～17:10　3 穂苅 量太
17:10～17:30　4 安田 剛士
17:30～17:50　5 中山 真美
17:50～18:10　6 岩井 直人
共催：東亜新薬株式会社

17：00

18：00

18:30～20:00　合同意見交換会（からすま京都ホテル）
19：00

20：00
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日程表　7月 16日（土）

第 1 会場（3 階　瑞雲） 第 2 会場（2 階　双舞）
  7：00

7:30～7:55　消化器病における性差医学・医療研究会世話人会

  8：00
8:00～8:50　モーニングセミナー 1
高齢者肝硬変治療の現状と再生医療の期待
座長：吉治 仁志（奈良県立医科大学）
講演：高見 太郎（山口大学）
共催：大塚製薬株式会社

8:00～8:50　モーニングセミナー 2
HER2 胃癌の薬物療法
座長：石川 剛（京都府立医科大学）
講演：牧山 明資（岐阜大学医学部附属病院）
共催：第一三共株式会社

  9：00
9:00～11:00　シンポジウム 3
高齢者（75 歳以上）の肝胆膵癌治療と課題
座長：岡田 裕之（姫路赤十字病院） 
　　　入澤 篤志（獨協医科大学）
 9:00～ 9:12　3-1   平川 徳之
 9:12～ 9:24　3-2   山本 龍一
 9:24～ 9:36　3-3   星 恒輝
 9:36～ 9:48　3-4   西岡 伸
 9:48～10:00　3-5   川本 泰之
10:00～10:12　3-6   加藤 博也
10:12～10:24　3-7   指宿 麻悠
10:24～10:36　3-8   土居 忠
10:36～10:48　3-9   杉本 勝俊
10:48～11:00　3-10 小田桐 直志

9:05～10:15　シンポジウム１　　消化管疾患と性差
座長：根引 浩子（大阪市立総合医療センター） 
　　　塩谷 昭子（川崎医科大学）
 9:05～ 9:15　1-1 笹平 百世　　 9:15～ 9:25　1-2 山本 安則
 9:25～ 9:35　1-3 佐貫 毅　　　 9:35～ 9:45　1-4 山本 さゆり
 9:45～ 9:55　1-5 結束 貴臣　　 9:55～10:05　1-6 北川 大貴
10:05～10:15　1-7 井口 俊博

10：00

10:30～11:50　シンポジウム２
肝疾患と性差
座長：米田 政志（愛知医科大学） 
　　　谷合 麻紀子（東京女子医科大学）
10:30～10:40　2-1 小林 奈津子　　10:40～10:50　2-2 多田 俊史
10:50～11:00　2-3 小泉 洋平　　　11:00～11:10　2-4 高橋 宏和
11:10～11:20　2-5 西村 貴士　　　11:20～11:30　2-6 榎本 平之
11:30～11:40　2-7 小木曽 智美　　11:40～11:50　2-8 名越 澄子

11：00

11:10～11:40　教育講演 1
座長：春日井 邦夫（愛知医科大学）
講演：河合 隆（東京医科大学）

11:50～12:20　教育講演 2
座長：永原 章仁（順天堂大学）
講演：三輪 洋人（兵庫医科大学／市立川西病院）
共催：持田製薬株式会社

12：00

12:30～13:20　ランチョンセミナー 3
腸内細菌の最新の話題
座長：仲瀬 裕志（札幌医科大学）
講演：鈴木 秀和（東海大学）
共催：ビオフェルミン製薬株式会社 / 大正製薬株式会社

12:30～13:20　ランチョンセミナー４
便秘症の診療 －性差の影響はどの程度重要か？－
座長：飯島 尋子（兵庫医科大学）
講演：木下 芳一（兵庫県立はりま姫路総合医療センター）
共催：ヴィアトリス製薬株式会社

13：00

13:30～13:50　日本高齢消化器病学会社員総会

14：00
14:00～14:30　教育講演 3
座長：森山 光彦（医療法人三慶会 指扇療養病院）
講演：赤羽 たけみ（奈良県立医科大学）

14:00～14:50　アフタヌーンセミナー
高齢者の慢性便秘症の治療戦略
座長：福土 審（東北大学大学院）
講演：磯本 一（鳥取大学）
共催：アステラス製薬株式会社14:40～16:40　シンポジウム 4

高齢者（75 歳以上）の炎症性腸疾患の現状と治療
座長：仲瀬 裕志（札幌医科大学） 
　　　穂苅 量太（防衛医科大学校）

基調講演：14:40～15:00　竹内 健
15:00～15:11　4-1 髙木 智久　　15:11～15:22　4-2 齋藤 大祐
15:22～15:33　4-3 大森 将史　　15:33～15:44　4-4 金子 元基
15:44～15:55　4-5 富永 圭一　　15:55～16:06　4-6 横山 佳浩
16:06～16:17　4-7 岡嵜 惣也　　16:17～16:28　4-8 櫻庭 裕丈
16:28～16:39　4-9 柿本 一城
共催：杏林製薬株式会社

15：00

15:10～16:10　シンポジウム３　　胆膵疾患と性差
座長：糸井 隆夫（東京医科大学） 
　　　塩見 英之（兵庫医科大学）
15:10～15:20　3-1 太田 匠悟　　15:20～15:30　3-2 山宮 知
15:30～15:40　3-3 神林 孔明　　15:40～15:50　3-4 長尾 佳映
15:50～16:00　3-5 増田 大介　　16:00～16:10　3-6 宮本 和也16：00

16:10～16:20　閉会の挨拶

16:40～16:50　閉会の挨拶
17：00

9:00～9:05　開会の挨拶




