
モーニングセミナー
4月 20 日（金） 7：30～8：20

モーニングセミナー 1 第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコード C）
座長：新百合ヶ丘総合病院消化器・肝臓病研究所 井廻 道夫

テーマ：C 型肝炎におけるインターフェロンフリー治療の進化の実際
演者：虎の門病院 熊田 博光

共催 MSD 株式会社

モーニングセミナー 2 第 4 会場（京王プラザホテル 4F 錦）
座長：日本医科大学消化器内科学 二神 生爾

テーマ：六君子湯の魅力：消化管運動から中枢不安まで
演者：大阪医科大学先端医療開発学講座 富永 和作

共催 株式会社ツムラ

モーニングセミナー 3 第 8 会場（京王プラザホテル 42F 富士）
座長：国立病院機構九州医療センター肝臓センター 中牟田 誠

テーマ：肝疾患診療のトータル・ケア
全身の病気としてとらえる肝疾患診療

演者：大垣市民病院消化器内科 多田 俊史
肝疾患の QOL マネージメント～サルコペニアと掻痒症を含めて～

演者：久留米大学内科学講座消化器内科部門 川口 巧
共催 大日本住友製薬株式会社/東レ株式会社

モーニングセミナー 4 第 11 会場（京王プラザホテル 44F ハーモニー）
座長：兵庫医科大学炎症性腸疾患学講座内科部門 渡辺 憲治

テーマ：抗 TNFα 製剤の問題点と今後の治療戦略について
演者：旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野

藤谷 幹浩
共催 セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン株式会社

モーニングセミナー 5 第 12 会場（京王プラザホテル 44F アンサンブル）
座長：埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科

名越 澄子
テーマ：新たな肝線維化マーカー，オートタキシン

演者：東京大学検査部 池田 均
共催 東ソー株式会社



4 月 21 日（土）　7：30～8：20

モーニングセミナー 6 第 11 会場（京王プラザホテル 44F ハーモニー）
座長：滋賀医科大学消化器内科 安藤 朗

テーマ：潰瘍性大腸炎診療新時代
最新の治療指針を踏まえた治療ストラテジー―ブデソニド注腸フォーム剤の位置づけと適切な使用法

演者：東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科 猿田 雅之
明日からすぐに役に立つ潰瘍性大腸炎診療のコツ―ブデソニド注腸フォーム剤を使いこなす

演者：JA 北海道厚生連札幌厚生病院 本谷 聡
共催 EA ファーマ株式会社/キッセイ薬品工業株式会社

モーニングセミナー 7 第 12 会場（京王プラザホテル 44F アンサンブル）
座長：東邦大学医療センター大森病院一般・消化器外科

小池 淳一
テーマ：Liquid biopsy を用いた治療モニタリング�late line を見据えた大腸癌治療戦略�

演者：日本医科大学消化器外科 山田 岳史
共催 大鵬薬品工業株式会社

ランチョンセミナー
4月 19 日（木） 12：20～13：10

ランチョンセミナー 1 第 1 会場（京王プラザホテル 5F コンコード A＋B）
座長：熊本大学 佐々木 裕

テーマ：病態から考える HCV マネジメント
C 型肝炎治療の意義�専門医とかかりつけ医と患者の視点

演者：佐賀大学 江口有一郎
C 型肝炎は全身病です�肝線維化が重要！

演者：大垣市民病院 熊田 卓
共催 ギリアド・サイエンシズ株式会社

ランチョンセミナー 2 第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコード C）
座長：慶應義塾大学 緒方 晴彦

テーマ：レミケードの新たなエビデンスを如何に実臨床に繋げるか
小児 IBD 患者にバイオを始めるタイミングと留意点

演者：国立成育医療研究センター 新井 勝大
クローン病に対するインフリキシマブ治療の最適化

演者：兵庫医科大学 樋田 信幸
共催 田辺三菱製薬株式会社



ランチョンセミナー 3 第 3 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
座長：広島大学消化器・代謝内科学 茶山 一彰

テーマ：C 型肝炎 DAA 治療の課題と対策
演者：日本赤十字社武蔵野赤十字病院 泉 並木

共催 アッヴィ合同会社

ランチョンセミナー 4 第 4 会場（京王プラザホテル 4F 錦）
座長：杏林大学第三内科学 久松 理一

テーマ：腸内細菌叢と炎症性腸疾患
演者：大阪大学免疫制御学 竹田 潔

共催 武田薬品工業株式会社 メディカルアフェアーズ部

ランチョンセミナー 5 第 5 会場（京王プラザホテル 4F 扇）
座長：横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室 中島 淳

テーマ：胆汁酸と消化器疾患について
胆汁酸と腸内細菌

演者：京都府立医科大学消化器内科学教室 内藤 裕二
胆汁酸と便秘

演者：横浜市立大学肝胆膵消化器病学教室 中島 淳
特別発言

演者：自治医科大学名誉教授 菅野健太郎
共催 EA ファーマ株式会社/持田製薬株式会社

ランチョンセミナー 6 第 6 会場（京王プラザホテル 3F グレース）
座長：兵庫医科大学炎症性腸疾患学講座内科部門 中村 志郎

テーマ：潰瘍性大腸炎の診断と治療～common disease として UC を診る～
潰瘍性大腸炎の診断ポイント～実臨床で考える初期診断と鑑別診断～

演者：北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター
小林 拓

潰瘍性大腸炎の治療ポイント～初期治療から粘膜治癒を目指して～
演者：東京医科歯科大学消化器内科 松岡 克善

共催 ゼリア新薬工業株式会社/協和発酵キリン株式会社

ランチョンセミナー 7 第 7 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
座長：関西医科大学内科学第三講座 岡崎 和一

テーマ：チーム医療で取り組む IBD の Shared Decision Making
演者：北里大学消化器内科学 横山 薫

共催 ファイザー株式会社



ランチョンセミナー 8 第 8 会場（京王プラザホテル 42F 富士）
座長：東京大学消化器内科 建石 良介

テーマ：肝細胞がんにおける分子標的薬の治療戦略 ～基礎から臨床応用へ～
演者：大阪大学消化器内科学 小玉 尚宏
演者：広島大学消化器・代謝内科 相方 浩

共催 バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー 9 第 9 会場（京王プラザホテル 43F スターライト）
座長：大阪大学内科学講座消化器内科学 竹原 徹郎

テーマ：肝硬変合併症対策―upto�date 2018―
腹水

演者：北里大学消化器内科 魚嶋 晴紀
トータルマネージメント（脳症とサルコペニア）

演者：奈良県立医科大学内科学第三講座（消化器・内分泌内科）
�治 仁志

共催 大�製薬株式会社

ランチョンセミナー 10 第 10 会場（京王プラザホテル 43F ムーンライト）
座長：防衛医科大学校光学医療診療部 永尾 重昭

テーマ：NBI 拡大内視鏡を用いた早期胃癌診断の基本
胃拡大内視鏡診断の基礎～観察テクニック・診断法～

演者：順天堂大学消化器内科 上山 浩也
診断困難例における M�NBI のコツ～除菌後発見胃癌～

演者：高知赤十字病院消化器内科 内多 訓久
共催 オリンパス株式会社

ランチョンセミナー 11 第 11 会場（京王プラザホテル 44F ハーモニー）
座長：東京医科大学消化器内科 糸井 隆夫

テーマ：消化器内科医が遭遇する DIC の治療最前線
重症急性胆管炎に伴う DIC に対する治療戦略―最新の胆道ドレナージ手技も含めて―

演者：大阪医科大学第二内科 小倉 健
DIC 合併急性胆管炎に対する Basic Therapy

演者：聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科 中原 一有
共催 旭化成ファーマ株式会社

ランチョンセミナー 12 第 12 会場（京王プラザホテル 44F アンサンブル）
座長：兵庫医科大学内科学消化管科 渡 二郎

テーマ：消化器内科医が行う胃癌化学療法の Real World
―サイラムザ適正使用のポイントと高齢者胃癌に対する治療戦略―

演者：兵庫医科大学内科学消化管科 富田 寿彦
共催 日本イーライリリー株式会社



　 　 　 　　　 4 月 20 日（金） 12：40～13：30

ランチョンセミナー 13 第 1 会場（京王プラザホテル 5F コンコード A＋B）
座長：福岡大学筑紫病院消化器内科 松井 敏幸

テーマ：クローン病の治療戦略―ウステキヌマブが切り拓く新たな可能性―
演者：兵庫医科大学炎症性腸疾患学講座内科部門 中村 志郎

共催 ヤンセンファーマ株式会社/田辺三菱製薬株式会社

ランチョンセミナー 14 第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコード C）
座長：大阪医科大学第二内科 樋口 和秀

テーマ：便通異常に対する治療対策
演者：佐賀大学内科学 藤本 一眞

共催 アステラス製薬株式会社

ランチョンセミナー 15 第 3 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
座長：虎の門病院 熊田 博光

テーマ：B 型肝炎の新規治療戦略�ベムリディの実臨床経験を踏まえての検討�
核酸アナログ、TAF による B 型肝炎治療の最前線

演者：横浜市立大学市民総合医療センター 中馬 誠
ベムリディ（TAF）の臨床的意義�自験例を踏まえて�

演者：近畿大学 萩原 智
共催 ギリアド・サイエンシズ株式会社

ランチョンセミナー 16 第 4 会場（京王プラザホテル 4F 錦）
座長：東京医科歯科大学光学医療診療部 大塚 和朗

テーマ：新しい時代に入ったクローン病の内科治療
―経口ブデソニド製剤をどう活かすか？どう拡げるか？―

演者：JCHO 東京山手メディカルセンター炎症性腸疾患内科
吉村 直樹

共催 ゼリア新薬工業株式会社

ランチョンセミナー 17 第 5 会場（京王プラザホテル 4F 扇）
座長：大阪市立大学肝胆膵病態内科学 河田 則文

テーマ：C 型肝炎撲滅に向けた治療戦略
わが国における DAA 治療の変遷と最新治療マヴィレットの効果

演者：大垣市民病院消化器内科 豊田 秀徳
C 型慢性肝炎・肝硬変に対する 8 週間・リバビリンフリー療法への期待

演者：JA 北海道厚生連札幌厚生病院 髭 修平
共催 アッヴィ合同会社



ランチョンセミナー 18 第 6 会場（京王プラザホテル 3F グレース）
座長：東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科

猿田 雅之
テーマ：IBD と GMA における最近の話題―便中カルプロテクチンの活用と高齢化について―
顆粒球吸着療法（GMA）の効果判定予測における便中カルプロテクチンの有用性

演者：旭川医科大学地域医療支援および専門医育成推進講座
上野 伸展

高齢者 IBD 治療における問題点～薬剤治療の影響と CAP 療法の可能性～
演者：防衛医科大学校内科学講座 穂苅 量太
共催 株式会社 JIMRO/サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

ランチョンセミナー 19 第 7 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
座長：兵庫医科大学 西口 修平

テーマ：肝硬変マネジメント
演者：山梨大学 坂本 穣

共催 あすか製薬株式会社

ランチョンセミナー 20 第 8 会場（京王プラザホテル 42F 富士）
座長：愛知医科大学消化管内科 春日井邦夫

テーマ：下痢患者の診断と治療―見おとしていませんか？こんな病気―
演者：島根大学内科学講座第二 木下 芳一

共催 大�製薬株式会社/武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 21 第 9 会場（京王プラザホテル 43F スターライト）
座長：大阪市立大学消化器内科学 藤原 靖弘

テーマ：PPI の新たな挑戦 ～メディカル・アンメットニーズに応える～
演者：順天堂大学消化器内科 永原 章仁

共催 第一三共株式会社/アストラゼネカ株式会社

ランチョンセミナー 22 第 10 会場（京王プラザホテル 43F ムーンライト）
座長：東邦大学医療センター佐倉病院 IBD センター 鈴木 康夫

テーマ：IBD 治療の新時代における抗 TNF 製剤の意義
クローン病治療における Treat to Target の意義

演者：四日市羽津医療センター IBD センター 山本 隆行
全身性炎症性疾患としての潰瘍性大腸炎～腸管外合併症のマネジメントを含めて～

演者：杏林大学第三内科 久松 理一
共催 アッヴィ合同会社/EA ファーマ株式会社



ランチョンセミナー 23 第 11 会場（京王プラザホテル 44F ハーモニー）
座長：岩手医科大学内科学講座消化器内科消化管分野 松本 主之

テーマ：小腸カプセル内視鏡―クローン病におけるエビデンス構築について
演者：名古屋大学消化器内科学 中村 正直
演者：九州大学消化管内科 江﨑 幹宏

共催 コヴィディエンジャパン株式会社

ランチョンセミナー 24 第 12 会場（京王プラザホテル 44F アンサンブル）
座長：綾和会浜松南病院 花井 洋行

テーマ：腸内細菌は神経を介して全身を制御する
演者：慶應義塾大学内科学（消化器） 金井 隆典

共催 ミヤリサン製薬株式会社

4 月 21 日（土） 12：00～12：50

ランチョンセミナー 25 第 3 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
座長：大阪大学 飯島 英樹

テーマ：潰瘍性大腸炎に対する治療の趨勢と Golimumab の位置付け
潰瘍性大腸炎に対する治療の趨勢～治療目標の観点から～

演者：慶應義塾大学 長沼 誠
潰瘍性大腸炎の治療戦略～生物学的製剤の有用性を中心に～

演者：岩手医科大学 松本 主之
共催 ヤンセンファーマ株式会社/田辺三菱製薬株式会社

ランチョンセミナー 26 第 4 会場（京王プラザホテル 4F 錦）
座長：JA 北海道厚生連札幌厚生病院 本谷 聡

テーマ：炎症性腸疾患の病態と新規治療法～JAK 阻害剤の可能性～
演者：東邦大学医療センター佐倉病院 鈴木 康夫

共催 ギリアド・サイエンシズ株式会社

ランチョンセミナー 27 第 5 会場（京王プラザホテル 4F 扇）
座長：大分大学医学部 消化器内科学講座 村上 和成

テーマ：FD 診療の最前線～治療抵抗性 FD/GERD の治療戦略を含めて～
演者：大阪医科大学第二内科 樋口 和秀

共催 アステラス製薬株式会社/ゼリア新薬工業株式会社



ランチョンセミナー 28 第 7 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
座長：国立国際医療研究センター国府台病院 上村 直実

テーマ：薬剤性上部消化管傷害に関する最新トピック～消化器内科と循環器内科のそれぞれの立場
から～

DES 植え込み患者の消化管出血対策
演者：福岡山王病院循環器センター/国際医療福祉大学

横井 宏佳
抗血栓薬服用患者のガイドラインに準じた消化器診療

演者：川崎医科大学消化管内科学 塩谷 昭子
共催 武田薬品工業株式会社 メディカルアフェアーズ部

ランチョンセミナー 29 第 8 会場（京王プラザホテル 42F 富士）
座長：島根大学内科学講座第二/島根大学 IBD センター

石原 俊治
テーマ：―IBD の Real World―高齢者 IBD をどう診るか

演者：福岡大学筑紫病院炎症性腸疾患センター 平井 郁仁
共催 杏林製薬株式会社

ランチョンセミナー 30 第 9 会場（京王プラザホテル 43F スターライト）
座長：札幌医科大学消化器内科学 仲瀬 裕志

テーマ：Think Zinc ～IBD 診療における亜鉛を考える～
演者：藤田保健衛生大学消化管内科学 長坂 光夫

共催 ノーベルファーマ株式会社/株式会社メディパルホールディングス

ランチョンセミナー 31 第 10 会場（京王プラザホテル 43F ムーンライト）
座長：杏林大学内科学腫瘍内科 古瀬 純司

テーマ：肝細胞癌治療の最前線
演者：虎の門病院肝臓内科 池田 健次

共催 エーザイ株式会社

ランチョンセミナー 32 第 11 会場（京王プラザホテル 44F ハーモニー）
座長：北海道大学臨床病態解析学 武田 宏司

テーマ：フレイルと人参養栄湯�健康長寿に向けて�
演者：鹿児島大学漢方薬理学講座 乾 明夫

共催 クラシエ薬品株式会社



ランチョンセミナー 33 第 12 会場（京王プラザホテル 44F アンサンブル）
座長：帝京大学内科学講座 山本 貴嗣

テーマ：抗凝固療法が招く，消化管出血のリスクについて考える
抗凝固療法の注意点―DOAC の消化管出血は多いのか―

演者：藤田保健衛生大学消化管内科学 柴田 知行
心不全が招く抗凝固治療のリスク

演者：信州大学循環器内科学教室 桑原宏一郎
共催 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/ファイザー株式会社

イブニングセミナー
4月 19 日（木） 17：00～18：00

イブニングセミナー 1 第 4 会場（京王プラザホテル 4F 錦）
座長：埼玉医科大学 持田 智

テーマ：免疫療法と胃がん��抗 PD�1 抗体による変革��
演者：川崎医科大学 山口 佳之

共催 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社

イブニングセミナー 2 第 6 会場（京王プラザホテル 3F グレース）
座長：北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター

日比 紀文
テーマ：Treat to Target がもたらす IBD 治療の未来

―日本人におけるバイオシミラーの有効性/安全性を含めて―
演者：東京医科歯科大学消化器内科 長堀 正和

共催 日本化薬株式会社

4 月 20 日（金） 17：20～18：20

イブニングセミナー 3 第 4 会場（京王プラザホテル 4F 錦）
座長：東京医科歯科大学消化器内科 渡辺 守

テーマ：臨床から読み解く IBD 免疫のイロハ
演者：久留米大学免疫学講座 溝口 充志

共催 持田製薬株式会社

イブニングセミナー 4 第 7 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）
座長：公立黒川病院/東北大学 本郷 道夫

テーマ：慢性便秘症治療を考える～鍵は腸内環境にあった～
演者：東北大学行動医学分野 福土 審

共催 マイラン EPD 合同会社




