
※1演題8分（口演5分　質疑3分）

平成18年12月22日現在

胃カルチノイド ： 
悪性度と治療戦略
司会：岩下明徳、岩渕三哉

WS04 CC01

閉会式17:30～18:00

10:30～12:00

14:00～15:30 ワークショップ4

ESDの適応拡大に向けて：
問題点とその解決
司会：小野裕之、近藤仁

9:00～12:00 ESDフォーラム

微小転移 ： 診断と臨床
司会：味岡洋一　白水和雄

WS0513:30～15:00 ワークショップ5

消化管癌治療ガイドラインをめぐって
各ガイドラインの問題点（次期改訂をめざして）
司会：山口俊晴、望月英隆
●胃癌
●大腸癌

15:30 ～17:00 特別企画2

消化器領域の
トップジャーナルを狙うには
座長：畠山勝義　共催：大鵬薬品工業株式会社

8:00～9:00 モーニングセミナー1

胃癌化学療法の基本戦略　
～ 新規抗癌剤がもたらしたもの～
座長：兵頭一之介  共催：第一製薬株式会社　

8:00～9:00 モーニングセミナー2

外科と内科の接点：
早期癌の治療

9:00～12:00 特別企画1

上部消化管
総合司会：寺野彰
司会：荒川哲男、三輪洋人

14:00～15:30 症例検討セッション

CC02

下部消化管
総合司会：寺野彰
司会：藤井隆広、味岡洋一

15:30 ～17:00 症例検討セッション

Colorectal cancer: 
a multi-pathway disease
座長：武藤徹一郎
共催：大鵬薬品工業株式会社

特別講演

安全なESDのコツとポイント
座長：工藤進英
共催：武田薬品工業株式会社

12:20～13:20 スポンサードトピックフォーラム6

Diagnosis and Outcome of 
Small Bowel Tumors Found by
Capsule Endoscopy
座長：坂本長逸　共催：ギブン・イメージング株式会社

12:20～13:20 スポンサードトピックフォーラム8

胃と食道のはざまで
－NERD・FDの類似点と相違点－
座長：川野淳
共催：あすか製薬株式会社

スポンサードトピックフォーラム7

教育講演7

教育講演8

教育講演9

9：00～9：30

潰瘍性大腸炎の病態に基づいた標準治療 
司会：杉山敏郎
9：30～10：00

クローン病の病態に基づいた標準治療
司会：棟方昭博
10：00～10：30 
一般臨床医に必要な肛門疾患の知識 
司会：生越喬二

 9：00～10：00

早期食道癌 
司会：門馬久美子、河野辰幸
 10：00～11：00

早期胃癌
司会：佐野武、小山恒男
 11：00～12：00

早期大腸癌 
司会：亀岡信悟、田中信治

12:20～13:20 

大腸（内視鏡）×５演題
座長:藤沼澄夫、樫田博史

15:00～15:40

小腸①×６演題
座長:藤村宜憲、溝上裕士

15:40～16:28

一般演題

一般演題

小腸②×５演題
座長:岩崎有良、中村哲也

16:28～17:08 一般演題

消化管領域における
漢方薬のエビデンス

シンポジウムⅠ ～六君子湯～
座長：草野元康

シンポジウムⅡ ～大建中湯～
座長：藤本一眞

共催：株式会社ツムラ

スポンサードフォーラム

機能性胃腸症 
－その病態にせまる
司会：春間賢、木下芳一

CS02コアシンポジウム2

日本人のFD
～Rome基準は適合するか？～
座長：寺野彰
共催：大日本住友製薬株式会社

スポンサードトピックフォーラム10

9:00～12:00

Treatment for 
Gastroesophageal reflux
disease(GERD): 
Asian consensus and controversy
   
Director of International Committee:
Tetsuo Arakawa
   
Chairpersons（IS01-SL～IS01-3）:　
Kinoshita Yoshikazu , Hahm Ki-Baik
   
Chairpersons（IS01-4～IS01-7）:
Abdul Aziz Rani , Joh Takeshi
   
Sponsored by 
Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.

International Symposium 19:00～12:00

胃（良性）①×４演題
座長:塩谷昭子、六反一仁

一般演題13:30～14:02

胃（内視鏡）①×４演題
座長:貝瀬満、樋口和秀

一般演題

一般演題

一般演題

15:46～16:18

胃（内視鏡）②×５演題
座長:今村哲理、小野裕之

16:18～16:58

12:20～13:20 

低用量アスピリン療法の課題
－消化性腫瘍の予防と治療－
座長：藤本一眞
共催：アストラゼネカ株式会社

スポンサードトピックフォーラム912:20～13:20 

14:00～17:00

Infectious intestinal 
diseases in the Asian countries: 
Prevalence,
diagnosis and treatment
   
Director of International Committee:
Tetsuo Arakawa
   
Chairpersons（IS02-SL～IS02-3）:　
Udom Kachintorn , Matsumoto Takayuki
   
Chairpersons（IS02-4～IS02-7）:
Qi Zhu , Takahashi Shinichi
   
Sponsored by 
Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.

International Symposium 213:30～16:30

第4回日本消化管学会総会学術集会
企業説明会

16:30～17:30

胃（良性）②×５演題
座長:古田隆久、井村穣二

一般演題14:02～14:42

胃（良性）③×３演題
座長:飯石浩康、立松正衛

一般演題14:42～15:06

胃（良性）④×５演題
座長:大草敏史、平石秀幸

一般演題15:06～15:46

消化管 ×４演題
座長:斉藤幸夫、米田政志

16:58～17:30

胃（悪性）②×６演題
座長:石黒信吾、伊東文生

一般演題9:00～9:48

胃（悪性）③×６演題
座長:滝澤登一郎、富田涼一

一般演題9:48～10:36

胃（悪性）④×４演題
座長:落合淳志、真辺忠夫

一般演題10:36～11:08

胃（悪性）⑤×５演題
座長:荒井邦佳、桑野博行

一般演題11:08～11:48
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第１会場
コンベンションホールＡＢ

第２会場
コンベンションホールC

第３会場
コンベンションホールD

2/2 Fri.　2日目日程表

第４会場
コンベンションホールE

第５会場
さくら

第６会場
さざんか


