Ⅰ．平成 28 年度事業報告
・臨床応用を見据えた肝再生医学・線維化研究の新展開（14）
（１）学術集会等（研究発表）の開催

・NAFLD/NASH 研究の新知見から臨床への新たな戦略（14）
・難治性 GERD の病態から考える治療戦略（12）

●第 102 回総会（東京）

・薬剤性消化管障害の現状と対策（14）

会長：渡辺 守（東京医科歯科大学消化器病態学）

・肝硬変症のトータルケア・マネージメント（17）

会期：平成 28 年 4 月 21 日（木）～ 4 月 23 日（土）

・早期慢性膵炎の診断と治療の進歩（11）

会場：京王プラザホテル

・変わりつつある小腸疾患の最新知見（17）

内容：会長講演（1）

・新規技術を用いた肝疾患診療の未来～診断から治療へ（14）

・腸からヒト全身を繙く新しい時代の到来
理事長講演（1）
・日本消化器病学会の門戸解放
特別講演（3）
・Therapeutic Approaches to IBD：New Paradigms

・臨床検体が切り拓く新たな消化器疾患病態研究（14）
実技（ハンズオン）セミナー（2）
・上部消化管「胃 ESD」
・下部消化管「大腸内視鏡挿入法」
The 5th International Forum（第 5 回国際交流フォーラム）

・New concept of Translational Research: from Bench to Bedside

A New Era in Basic and Clinical Research in Inflammatory Bowel Disease

・放送と医療

・Gut microbiota and immunoregulation in IBD（2）

招請講演（2）
・日本医療研究開発機構のミッション：難病・未診断疾患から始ま
る研究開発システム改革
・新専門医制度の課題
特別企画（2）

・Gut homeostasis and IBD（3）
・Imaging for follow up of IBD（5）
・Novel therapeutic approaches and emerging issues in IBD（5）
Precancerous Lesions and Conditions of the Gastrointestinal Tract
・Pathogenesis and molecular mechanisms of cancer development（3）

・未来へつなぐ消化器病学（4）

・Early detection（Screening and surveillance）
（3）

・日本から世界に向けて発信されたトップ研究（5）

・Prevention and treatment（4）

日本消化器病学会キャリア支援委員会特別企画
・消化器病学会が取組むキャリア支援（3）
シンポジウム（10）
（演題：116 題）
・最新治療の最適化は IBD の自然史を変えるか？（14）
・C 型肝炎治療の新時代と将来への展望（14）

・炎症性腸疾患の既存治療を徹底的に見直す（11）

・Recent topics（3）
Best Poster Award（2）
Poster Presentation（22）
Advanced imaging in Gastroenterology
ポストグラデュエイトコース（5）
Ⅰ. 基本的事項

・B 型肝炎治療の現状と未来（11）

・周術期感染対策

・ヘリコバクターピロリ除菌治療で胃癌は解決するのか？（12）

・レジストリーの原則

・消化器癌における個別化医療の新展開（11）
・肝癌の病態解明を見据えた新戦略（11）

・消化器と免疫
Ⅱ．上部消化管

・進歩し続ける小腸内視鏡モダリティ（11）

・食道胃静脈瘤

・機能性消化管疾患の新展開－基礎から臨床まで－（11）

・消化性潰瘍・H.pylori

・胆膵疾患に対する低侵襲アプローチ（10）

・消化管間質腫瘍（GIST）

パネルディスカッション（10）
（演題：117 題）

Ⅲ. 下部消化管

・Translational medicine への展開を目指した腸疾患研究（14）

・潰瘍性大腸炎 最新の診断指針と治療指針

・ウイルス性肝炎研究の新戦略（12）

・過敏性腸症候群

・IBD モニタリングツールをいかに使いこなすか？（12）
・B 型肝炎ウイルス排除にむけて～創薬への新知見～（12）

・大腸ポリープの診断と治療
Ⅳ. 肝

・酸分泌抑制療法のパラダイムシフト（16）

・急性肝炎・劇症肝炎

・消化器から生活習慣病を診る（8）

・薬物性肝障害

・食道癌の集学的治療の現状と展望（9）

・肝癌診療をめぐる最新動向

・大腸腫瘍の治療法選択としての画像強調観察の意義（11）

Ⅴ. 胆膵

・Intermediate から進行肝細胞癌治療の最前線（14）

・胆石症

・膵嚢胞性腫瘍の集学的医療（9）

・硬化性胆管炎（PSC と IgG-SC）の診断と治療

ワークショップ（10）
（演題：135 題）
・消化管疾患における再生医療の最前線（8）

・膵癌の治療

一般演題（口演）

演題：349 題

一般演題（ポスター）

演題：295 題

参加：6,204 名

チーム医療のあり方（8）
International Session（Symposium）
（3）
（演題：25 題）
・ Genomics of hepatocellular carcinoma:Hepatitis virus
infection and hepatocarcinogenesis（9）

●第 58 回大会（神戸）
（JDDW2016 に参加）
会長：岡崎 和一（関西医科大学 内科学第 3 講座）
会期：平成 28 年 11 月 3 日(木)～11 月 5 日(土)（JDDW 期間：3 日～6 日）
会場：神戸コンベンションセンター
内容：特別講演（2）
・地震を知って震災に備える
・幅広い内科の知識をもった消化器病専門医をいかに育てるのか？
招待講演（2）
・Solving the puzzles of primary biliary cholangitis
・Endocrine dysfunction in pancreatic cancer
教育講演(JDDW)（8）

・Roles of microbiota for nervous, metabolic, and immune
systems（5）
・Benefit and pitfall in laparoscopic surgery（11）
International Session（Panel Discussion）
（1）
（演題：9 題）
・Advanced diagnostic endoscopy in lower GI:Future
perspective of screening colonoscopy<JGES Featured
Session> (9)
International Session（Workshop）
（1）
（演題：10 題）
・Recent progress in chronic pancreatitis（10）
シンポジウム(6)（演題：60 題）
・ポストヘリコバクターピロリ時代における胃癌（8）

消化器疾患の最近の進歩

・直腸癌に対する治療戦略（9）

・生活習慣と肝疾患

・消化器領域における再生医療・幹細胞研究の現状（9）

・切除不能進行・再発大腸癌における薬物療法の進歩と展望

・食道癌に対するネオアジュバント治療と手術《ビデオ》
（10）

・胆道疾患における interventional endoscopy

・硬化性胆管炎の診断と治療における進歩（10）

・機能性消化管障害の新しい考え方

・膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）Update（14）

・消化管の CT,MRI 診断の進歩

パネルディスカッション(16)（演題：167 題）

・IPMN の診療ガイドラインを巡って

・SVR を目指した DAA 製剤の選択（12）

・IBD 治療 最近の進歩

・粘膜治癒を目指した IBD の治療戦略（12）

・肝発癌防止を目指す C 型肝炎治療

・肝炎ウイルス制御下時代の肝癌診療（14）

第 16 回医療セミナー（JDDW）(6)
専門医制度におけるサブスペシャリティの取り扱い

・対策型胃内視鏡検診の現状と対策（10）
・膵・胆道癌の早期発見における内視鏡の役割（11）

・新専門医制度におけるサブスペシャリティ

・大腸内視鏡検診の精度管理（6）

・新内科専門医制度と内科系サブスペシャリティ専門医制度の関係

・ESD 全盛時代における功罪（11）

・日本消化器外科学会における新専門医制度移行への取り組み

・生物製剤抵抗性炎症性腸疾患の治療方針をめぐって（15）

・日本消化器病学会の新専門医制度への取り組み

・炎症性腸疾患の長期経過とモニタリング（12）

・日本消化器内視鏡学会の専門医制度への取り組み

・肝細胞癌の外科治療のタイミングと限界（10）

・肝臓専門医の果たすべき役割

・H.pylori 総除菌時代における消化器内視鏡医の役割

日本消化器病学女性医師・研究者の会（JDDW）(5)
女性医師の強みを生かす患者支援
～他領域のエキスパートに学ぶ支援の極意

－胃癌撲滅に向けて－（8）
・抗血栓薬起因性消化管出血の現状と対策（8）
・大腸ポリープ治療における cold polypectomy の意義と位置づけ

・禁煙支援における患者支援

（10）

・糖尿病における患者エンパワーメント

・転移性肝がんの治療のストラテジー（手術が先か,化学療法が先

・緩和医療における患者支援

か？）
《アンサーパッド》
（10）

・ウィメンズヘルスにおける生涯支援

・P-NET,GEP-NET の治療方針《アンサーパッド》
（9）

・日本医師会の女性医師支援の取り組み

・分子標的薬は消化管癌患者の予後を改善しているか？（9）

統合プログラム（6） (演題：62 題)

ワークショップ(18)（演題：222 題）

・Colitic cancer の諸問題（11）

・消化器疾患と代謝異常の関わり（18）

・内視鏡治療と鏡視下手術のコラボレーション（10）

・肝癌に対する最新の画像診断（14）

・食道胃接合部癌の諸問題（9）

・肝疾患バイオマーカーの新知見（16）

・膵臓癌の諸問題（10）

・マイクロ RNA と消化器疾患（16）

・肝細胞癌根治治療後の肝炎ウイルス治療の展開（12）

・機能性消化管疾患の診断と治療における内視鏡の役割（13）

・肥満治療の諸問題（10）

・自己免疫性肝疾患 これからの課題（11）

メディカルスタッフプログラム（2）
（演題：15 題）

・消化管リンパ増殖性疾患の内視鏡像の特徴（12）

・緩和ケアをめぐるチーム医療の実践（7）

・B 型肝炎治療のアップデート（15）

・消化器領域の難病疾患患者サポート体制における

・IPMN 併存膵癌における諸問題と対策（11）

・下咽頭・頸部食道表在癌の診断と治療（12）

一般演題

・肝癌分子標的薬導入のタイミング（12）

特別企画

・進行胆道癌に対する外科治療の新しい試み（8）

ランチョンセミナー

・消化器外科解剖の 3D シミュレーション（9）

専門医セミナー：57 名

・門脈圧亢進症の治療の適応と至適タイミング（13）

演題：132 題

・消化器領域における IgG4 関連疾患の病態（13）

参加：472 名

・膵内外分泌機能障害における治療戦略（10）
・消化器癌におけるバイオマーカーの開発と応用（9）
・横行結腸切除はなぜ難しいか（10）
一般演題（デジタルポスター）

演題：570 題

第 201 回例会（山形）
会長：木村 理（山形大学医学部外科学第一講座）
（消化器・乳腺甲状腺・
一般外科）
）
会期：平成 28 年 7 月 8 日（金）

一般演題（International Poster）演題：60 題

会場：山形テルサ

参加：22,616 名

内容：特別講演
シンポジウム

●支部例会

特別企画

全国 10 支部で学術集会（講演、研究発表、症例報告など）を開催。

一般演題

【北海道支部：2 回】

ランチョンセミナー

第 118 回例会（札幌）

専門医セミナー:69 名

会長：太田 智之（医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院）

演題：109 題

会期：平成 28 年 3 月 5 日（土）～3 月 6 日（日）

参加：326 名

会場：札幌コンベンションセンター
内容：特別講演
シンポジウム

【関東支部：5 回】
第 338 回例会（東京）

一般演題

会長：渡辺 勲史（東海大学医学部附属八王子病院消化器内科）

ランチョンセミナー

会期：平成 28 年 2 月 6 日（土）

専門医セミナー：55 名

会場：海運クラブ

演題：178 題

内容：特別講演

参加：518 名

一般演題

備考：第 112 回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催

研修医セッション

第 119 回例会（札幌）

専修医セッション

会長：平野 聡（北海道大学医学研究科消化器外科学分野Ⅱ）

ランチョンセミナー

会期：平成 28 年 9 月 3 日（土）～9 月 4 日（日）

専門医セミナー：70 名

会場：札幌コンベンションセンター
内容：特別講演
シンポジウム

演題：95 題
参加：504 名
第 339 回例会（東京）

一般演題

会長：國崎 主税（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

ランチョンセミナー

会期：平成 28 年 5 月 21 日（土）

イブニングセミナー

会場：海運クラブ

専門医セミナー：71 名

内容：特別講演

演題：183 題

一般演題

参加：540 名

研修医セッション

備考：第 113 回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催

専修医セッション
ランチョンセミナー

【東北支部：2 回】
第 200 回例会（仙台）
会長：大平 弘正（福島県立医科大学消化器・リウマチ膠原病内科学講座）

演題：117 題
参加：510 名
第 340 回例会（東京）

会期：平成 28 年 2 月 6 日（土）

会長：溝上 裕士（筑波大学附属病院光学医療診療部）

会場：仙台国際センター

会期：平成 28 年 7 月 16 日（土）

内容：特別講演

会場：海運クラブ

シンポジウム
パネルディスカッション

内容：特別講演
一般演題

研修医セッション

会期：平成 28 年 6 月 5 日（日）

専修医セッション

会場：福井県済生会病院

ランチョンセミナー

内容：一般演題

演題：102 題
参加：361 名
第 341 回例会（東京）
会長：山本 博徳（自治医科大学内科学講座消化器内科学）
会期：平成 28 年 9 月 24 日（土）

ランチョンセミナー
専門医セミナー：212 名
演題：48 題
参加：234 名
第 123 回例会（石川）

会場：海運クラブ

会長：宮森 弘年（社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院内科）

内容：特別講演

会期：平成 28 年 11 月 20 日（日）

一般演題

会場：石川県地場産業振興センター新館

研修医セッション

内容：一般演題

専修医セッション
ランチョンセミナー
専門医セミナー：80 名
演題：89 題

ランチョンセミナー
専門医セミナー：228 名
演題：48 題
参加：245 名

参加：496 名
第 342 回例会（東京）
会長：貝瀬 満（KKR 虎の門病院消化器内科）

【東海支部：2 回】
第 124 回例会（浜松）

会期：平成 28 年 12 月 3 日（土）

会長：古田 隆久（浜松医科大学医学部附属病院 臨床研究管理センター）

会場：海運クラブ

会期：平成 28 年 6 月 18 日（土）

内容：特別講演

会場：アクトシティ浜松コングレスセンター

一般演題
研修医セッション
専修医セッション
ランチョンセミナー
演題：101 題
参加：524 名

内容：シンポジウム
一般演題
専門医セミナー：88 名
演題：120 題
参加：450 名
第 125 回例会（名古屋）
会長：春日井 邦夫（愛知医科大学消化管内科）

【甲信越支部：2 回】

会期：平成 28 年 11 月 19 日（土）

第 58 回例会（甲府）

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち

会長：松田 政徳（山梨大学医学部第一外科）

内容：シンポジウム

会期：平成 28 年 6 月 18 日（土）

一般演題

会場：アピオ甲府（セレス甲府）

専門医セミナー：145 名

内容：一般演題
専門医セミナー：197 名

演題：117 題
参加：634 名

演題：44 題
参加：219 名
第 59 回例会（甲府）

【近畿支部：2 回】
第 104 回例会（大阪）

会長：坂本 穣（山梨大学医学部附属病院肝疾患センター）

会長：竹山 宜典（近畿大学医学部外科学肝胆膵部門）

会期：平成 28 年 11 月 19 日（土）～11 月 20 日（日）

会期：平成 28 年 2 月 6 日（土）

会場：アピオ甲府（セレス甲府）

会場：大阪国際交流センター

内容：一般演題

内容：特別企画

専門医セミナー：81 名

シンポジウム

演題：84 題

ワークショップ

参加：326 名

一般講演
Freshman Session

【北陸支部：2 回】
第 122 回例会（福井）
会長：三井 毅（福井県済生会病院外科）

Young Investigator Session
専門医セミナー：74 名
演題：148 題

参加：975 名
第 105 回例会（大阪）

専門医セミナー：56 名
演題：84 題

会長：竹原 徹郎（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）

参加：406 名

会期：平成 28 年 9 月 17 日（土）

備考：第 116 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催

場所：大阪国際交流センター
内容：シンポジウム

第 106 回例会（松山）
会長：日浅 陽一（愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学）

ワークショップ

会期：平成 28 年 12 月 10 日（土）～ 12 月 11 日（日）

パネルディスカッション

会場：松山市総合コミュニティセンター

一般演題

内容：特別講演

Freshman Session

会長講演

Young Investigator Session

合同シンポジウム 1

専門医セミナー：73 名

合同シンポジウム 2

演題：262 題

ミニシンポジウム

参加：1,065 名

ランチョンセミナー
一般演題

【中国支部：2 回】
第 105 回例会（松江）

専門医セミナー：58 名
演題：78 題

会長：田島 義証（島根大学医学部消化器・総合外科学講座）

参加：375 名

会期：平成 28 年 6 月 11 日（土）

備考：第 117 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催

会場：松江テルサ
内容：会長講演
特別講演

【九州支部：2 回】
第 107 回例会（佐賀）

シンポジウム

会長：能城 浩和（佐賀大学医学部附属病院 一般・消化器外科）

一般演題

会期：平成 28 年 6 月 24 日（金）～ 6 月 25 日（土）

ランチョンセミナー

会場：ホテルグランデはがくれ

専門医セミナー：72 名

内容：特別講演

演題：84 題

教育講演

参加：282 名

特別企画

第 106 回例会（岡山）

シンポジウム

会長：岡田 裕之（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科学）

ワークショップ

会期：平成 28 年 11 月 12 日（土）～11 月 13 日（日）

一般演題

会場：岡山コンベンションセンター

研修医発表・専修医発表

内容：特別講演

専門医セミナー：75 名

特別企画

演題：352 題

ワークショップ

参加：670 名

ランチョンセミナー
一般演題
専門医セミナー：175 名

備考：第 101 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催
第 108 回例会（熊本）
会長：佐々木 裕（熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学）

演題：119 題

会期：平成 28 年 11 月 25 日（金）～ 11 月 26 日（土）

参加：725 名

会場：ホテル日航熊本
内容：特別講演

【四国支部：2 回】

シンポジウム

第 105 回例会（徳島）

ワークショップ

会長：岡村 誠介（おかむら内科クリニック）

一般演題

会期：平成 28 年 6 月 18 日（土）～ 6 月 19 日（日）

モーニングセミナー

会場：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

ランチョンセミナー

内容：会長講演

イブニングセミナー

特別講演
合同シンポジウム
ランチョンセミナー

研修医発表・専修医発表
専門医セミナー：50 名
演題：374 題

参加：969 名

専門医規則・合格者

249

備考：第 102 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催

事業計画・報告

92

インデックス

12

●附置研究会

研究助成

25

・消化管ポリポーシス研究会

関連研究会

14

・慢性便秘の診断・治療研究会

日本医師会

1

・Gut Microbiota 研究会

日本医学会

0

支部会告

99

他学会案内

13

査読者一覧

1

編集後記

12

住所変更

12

●関連研究会
・肥満と消化器疾患研究会
・消化器病における性差医学・医療研究会
・機能性ディスペプシア研究会
・過敏性腸症候群（IBS）研究会
・小腸研究会

（２）学会機関誌等の刊行

投稿規定

96

その他

269

総目次

31

小計
総頁数

機関誌の名称

1,435
158

3,743

●日本消化器病学会雑誌（月刊）
●Journal of Gastroenterology（Volume 51）

年間 12 回発行（各 33,200 部）

Contents

第 113 巻 1 号～12 号
●同 臨時増刊号（総会、大会抄録号）
年間 2 回発行（各 5,000 部）
●Journal of Gastroenterology（Monthly）
年間 12 回発行（各 4,400 部）

Articles

Pages

Review

21

268

Alimentary Tract

45

436

Liver, Pancreas, and Biliary Tract

44

441

Letters to the Editor

6

9

Announcements & Others

Vol. 51（No. 1～12）

Total

●Clinical Journal of Gastroenterology（Bimonthly）

9

16

125

1,170

2015 年(平成 27 年)の Impact Factor: 4.414

年間 6 回発行（Online Journal）
Vol. 9（No. 1～6）

●Clinical Journal of Gastroenterology（Volume 9）

掲載内容

Contents

●日本消化器病学会雑誌（第 113 巻）
掲載論文の種類
総説

Articles

Pages

Clinical Reviews

7

54

論文数

頁 数

12

93

Case Reports

63

322

Erratum

0

0

70

376

今月のテーマ

40

337

原著

4

29

症例報告

64

502

特別寄稿

2

12

Letter to the Editor

1

2

投稿論文の審査状況

最近の話題

2

8

●日本消化器病学会雑誌（投稿総数：124 編／採否済数：97 編）

症例に学ぶ

4

20

採 用 率：50.5 %（ 49 編）

速報

1

2

不 採 用 率：49.5 %（ 48 編）

130

1,005

座談会

4

69

Q& A

12

38

特別企画

12

18

小計

総会抄録号（プログラム、抄録、索引）

564

大会抄録号（プログラム、抄録、索引）

614

小計
総会・大会プログラム

28

1,303
509

Total

●Journal of Gastroenterology（投稿総数：1,034 編／採否済数：1,016 編）
採 用 率：10.6 %（108 編）
不 採 用 率：89.4 %（908 編）
●Clinical Journal of Gastroenterology（投稿総数：236 編／採否済数：227 編）

採 用 率：34.8 %（ 79 編）
不 採 用 率：65.2 %（148 編）
※審査中論文があるため、採否率は変動の可能性がある。

第 29 回奨励賞受賞者（10 名） （五十音順）
（３）教育講演会等の開催

・飯島 克則（東北大学大学院医学系研究科消化器病態学）
Identification of a high-risk group for low-dose aspirin-induced

消化器疾患の診断、治療に関する医師補修教育講演会等の開催および専門医

H. pylori-infected subjects

育成のための講習の実施ならびに講演会等の開催。
地区別

開催地（月 日）

回

北海道

札 幌（03.19）

18

東 北

仙 台（11.13）
東 京（06.26）

18
28

甲信越

テーマ、演題名
ウイルス性肝炎の最近の知見、他

288

非アルコール性脂肪性肝疾患

259

(NAFLD)の診断と治療、他

470

食道良性疾患の病態・診断・治療、他

甲 府（06.18）

35

好酸球性消化管疾患の研究と診療の現状、他

148

甲 府（11.19）

36

膵の充実性病変：CT、MR 診断の基本と

231

金 沢（11.20）

(Journal of Gastroenterology2015; 50: 683-693)
・武 進（岡山市久米南町組合立国民健康保険 福渡病院内科）

アルコール性肝障害とNAFLD:代謝に

224

回帰する肝臓病学、他

Seventeen-year effects of eradicating Helicobacter pylori on the
prevention of gastric cancer in patients with peptic ulcer; a

非アルコール性脂肪性肝疾患の診断

227

と治療、他

prospective cohort study
(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 638-644)

35

胃炎の京都分類に基づく胃癌予防策、他

274

名古屋（11.19）

36

上部消化管早期がんの診断と治療、他

405

Evaluation of the efficacy of peritoneal lavage with distilled water

大 阪（02.06）

50

進行胃がんに対する治療戦略、他

349

in colorectal cancer surgery: in vitro and in vivo study

京 都（06.26）

51

消化器疾患診療の進歩

504

大 阪（09.17）

52

胃癌の内視鏡診断と治療、他

337

松 江（06.12）

23

食道癌治療成績向上へ向けて、他

75

Clinical characteristics, treatment, and prognosis of non-B, non-C

岡 山（11.13）

24

消化器病と生活習慣

200

hepatocellular carcinoma: a large retrospective multicenter cohort

高 松（07.24）

29

肝炎の診断と治療、他

152

study

徳 島（10.16）

30

変わりつつある消化器疾患の治療

113

福 岡（03.21）

21

消化器疾患診療のトピックス

405

中 国

四 国
九 州

insulin secretion

浜 松（06.18）

東 海

近 畿

36

(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 862-875)
・黒田 太良（愛媛大学大学院医学研究科 消化器・内分泌・代謝内科学）
Pancreatic congestion in liver cirrhosis correlates with impaired

最近の話題、他

北 陸

Role of milk fat globule-epidermal growth factor 8 in colonic

531

29

35

・楠 龍策（島根大学医学部第二内科）

inflammation and carcinogenesis

門脈圧亢進症の最新の診断と治療、

東 京（11.20）

福 井（06.05）

(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 305-312)

参加

他

関 東

gastropathy by measuring serum pepsinogen in

参加者計

5，192 名

・竹本 健一（京都府立医科大学 消化器外科）

(Journal of Gastroenterology2015; 50: 287-297)
・建石 良介（東京大学大学院医学系研究科 消化器内科）

(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 350-360)
・田中 貴之（長崎大学原爆後障害医療研究所幹細胞生物学研究分野）
Increased expression of PHD3 represses the HIF-1 signaling pathway
and contributes to poor neovascularization in pancreatic ductal
adenocarcinoma
(Journal of Gastroenterology 2015; 50:975-983)

（４）研究助成及び業績の表彰

・中垣 卓（札幌医科大学消化器・免疫・リウマチ内科学講座）
消化器疾患の研究者に対する研究助成。
研究助成者（4 名）

Contextual niche signals towards colorectal tumor progression by
mesenchymal stem cell in the mouse xenograft model
(Journal of Gastroenterology 2015; 50:962-974)

・大橋 真也（京都大学大学院医学研究科 腫瘍薬物治療学講座）
アセトアルデヒドによる食道発がん機序の解明と発がん予防開発
・衣笠 秀明（岡山大学医歯薬学総合研究科 消化器肝臓内科学）
非侵襲的胆管癌診断法（liquid biopsy）の開発

・西尾 公美子（大阪大学大学院医学研究科消化器内科学）
Invariant natural killer T cell deficiency leads to the development of
spontaneous liver inflammation dependent on γδT cells in mice
(Journal of Gastroenterology 2015; 50:1124-1133)

・櫻井 俊治（近畿大学 消化器内科）
炎症性腸疾患におけるストレス応答の役割
・疋田 隼人（大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学）
非アルコール性脂肪肝炎の病態形成及び進展を制御するオートファジー
調節因子の検討

会員の研究を助成する目的（学術研究助成金制度により）で、消化器病学の発
展に寄与する研究を発表し、なお将来の発展を期待しえる者に対し「日本消化
器病学会奨励賞」を授与し表彰した。

・向井 俊太郎（東京医科大学消化器内科）
Expanding endoscopic interventions for pancreatic pseudocyst and
walled-off necrosis
(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 211-220)

Journal of Gastroenterology High Citation Award（2014Impact Factor）

浜 松（06.19）

100

知って損しない おなかの病気の最新情報

77

（4 名）

豊 田（07.03）

101

おなかの病気は早く見つけてきちんと治そう

182

・川野 佑輝（神戸大学 消化器内科）

長久手（11.20）

103

おなかのがんは怖い？怖くない！

104

Mechanisms of hepatic triglyceride accumulation in non-alcoholic fatty

東 海

liver disease

～消化器がん治療の最前線～
一 宮（11.27）

102

ここまですすんだがんの見つけ方、治し方

337

豊 中（06.05）

55

食道がん、胃がん、大腸がん、肝がん、

319

(Journal of Gastroenterology 2013; 48: 434-441)
・江口 有一郎（佐賀大学 肝疾患医療支援学）
Prevalence and associated metabolic factors of nonalcoholic fatty
liver disease in the general population from 2009 to 2010 in Japan:

膵がんの最新の治療

近 畿
堺 （08.28）

56

専門医が答えます

a multicenter large

172

～おなかの癌の早期発見法、予防法

(Journal of Gastroenterology 2012; 47:586-595)

松 江（06.12）

77

Diagnostic ability and factors affecting accuracy of endoscopic

岡 山（11.13）

78

ここまで進んだおなかの病気の検査と治療

137

ultrasound-guided fine needle aspiration for pancreatic solid lesions:

徳 島（08.28）

71

メタボリックとがんについて

174

高 知（09.04）

72

知っておきたいおなかの病気

68

新居浜（10.01）

73

みんなで知ろう「おなかの病気」

213

・羽場 真（釧路労災病院 内科）

(Journal of Gastroenterology 2013; 48:973–981)

四 国

・矢内 充洋（群馬大学 病態総合外科）
Intragastric

administration

of

22

に優しい最新の治療

中 国

Japanese large single center experience

ちょっと気になるおなかの病気と体

－あなたのおなかは大丈夫？－
rikkunshito

stimulates

upper

gastrointestinal motility and gastric emptying in conscious dogs
(Journal of Gastroenterology 2013; 48:611–619)

綾 歌（10.15）

74

知って納得。おなかのがんの最新知識

106

北九州（04.09）

87

菌やウイルスが原因のおなかの病気

202

沖 縄（04.16）

88

おなかの病気を知ろう

195

別 府（07.16）

89

いざという時に役に立つ消化器病のお話

佐世保（09.24）

90

もっと知ってほしい 消化器がんのこと

～あなたの悩み・疑問に答えます～
九 州

（５）市民公開講座の開催及び市民向け健康情報誌の発行

－予防から救急対応まで－

消化器疾患に対する一般国民の関心を高める目的（研究成果の社会還元）で、
下記の事業を実施。

関 東

154
4,774 名

テーマ

（各 175,000 部を発行、約 1,110 余施設及び市民公開講座で配布）

回

参加

苫小牧（06.25）

47

肝臓専門医に最新の医療を聞く

75

旭 川（11.23）

48

機能性消化管疾患について

60

秋 田（10.01）

70

知ろう、がん医療の最前線

51

岩 手（10.22）

71

お腹のがんにならないために、
もしもなったら

107

仙 台（10.22）

72

理解できれば怖くない：胃癌・大腸癌

55

東 京（07.02）

91

おなかの病気～その現在と未来

42

吾 妻（09.17）

92

消化器がんの予防と治療

142

那 須 塩 原

93

こんなに変わったおなかのがん手術

430

南足柄（10.01）

94

おなかの病気の最新情報

197

専門医（試験合格者）
： 888 名、指導医： 328 名、認定施設： 44 施設、

青 梅（11.19）

95

知って安心 これからの胃・大腸がん

200

関連施設： 31 施設

安曇野（07.03）

70

（09.19）

知っておきたい！おなかの病気

新 潟（10.23）

（６）消化器病専門医の認定に関する事業及び認定試験の実施

消化器病専門医認定試験の実施、並びに審査、認定（専門医、指導医、認定
施設、関連施設）
。
●第 26 回専門医試験（平成 28 年 8 月 6 日（土）
：横浜）
申請：1,130 名、受験：1,109 名、合格：888 名、合格率： 80.1％

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（更新）
223

～小児から大人まで～

甲信越

③ ホームページ（インターネット）による健康情報の提供。

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（新規）

検診・治療・療養

69

今知っておきたいおなかの病気

82

65

ここまで進んだのどや腸のできもの、肝炎の治療

福 井（08.27）

66

知ってください！消化器の病気－最近の話題－

72

砺 波（10.23）

67

がんは生活習慣病

159

死なない生活習慣を知りましょう～

●平成 28 年度末における専門医等の数
専門医： 19,526 名、指導医： 3,096 名、認定施設： 1,042 施設、

金 沢（05.15）

～がんになりにくい生活習慣・がんで

専門医： 3,434 名、指導医： 454 名、認定施設： 142 施設、
関連施設： 16 施設

～最新の消化器病診療～

北 陸

31 回開催／市民の参加合計

開催地(月 日)

北海道

東 北

合計

② 市民向けの健康情報誌「消化器のひろば」を年 2 回発行した。

① 市民を対象に易しい医学講座「市民公開講座」を全国各地で開催。
地区別

321

96

関連施設： 401 施設

研修施設: 京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学
（指導：小西 英幸 准教授）
（７）若手研究者支援事業

・Dr. Quang Dinh LE（32 歳）
Lecture, Division of Gastroenterology, Department of Internal

●若手研究者のための留学支援事業

Medicine, Faculty of Medicine, Ho Chi Minh city University of

目的： 消化器病学に関する国際学術交流の推進を目的に、若手研究者の留学を

Medicine and Pharmacy (Vietnam)

支援する。
宇井

崇（自治医科大学 消化器・一般外科）

田中 貴之（長崎大学大学院医歯薬総合研究科移植・消化器外科）
堀

寧（名古屋市立大学病院消化器代謝内科学）

山田 哲平（福岡大学外科学講座消化器外科）

研修施設：NTT 東日本関東病院消化器内科・内視鏡部
（指導：松橋 信行 部長）
・Dr. Mann Yie THIAN（33 歳）
Senior Resident in Gastroenterology & Hepatology,
Tan Tock Seng Hospital (Singapore)

※選出後、辞退１名

研修施設：徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部消化器内

●若手研究者のための国際学会参加費用の一部助成事業

科学分野

目的： 消化器病学に関する国際学術交流の推進を目的に、若手研究者の国際学

（指導：高山 哲治 教授）

会の参加費用の一部を助成する。
１）DDW
鏡

卓馬（浜松医科大学第一内科）

（９）その他の事業

栗山 勝利（京都大学大学院医学研究科消化器内科学）
城下

智（信州大学医学部内科学第二（消化器内科）
）

中田

徹（東京医科歯科大学消化器内科）

●JDDW2016（神戸）
（共催）
会期：平成 28 年 11 月 3 日（木）～ 11 月 6 日（日）

中藤 流以（川崎医科大学消化管内科学）

会場：神戸コンベンションセンター

髙田

参加：5 学会

白

裕（京都大学医学部大学院医学研究科消化器内科）
暁鵬（九州大学病院病態制御内科）

藤井

悟（東京医科歯科大学消化器内科）

日本消化器病学会
日本消化器内視鏡学会

古橋 廣崇（防衛医科大学校病院内科学 2（消化器内科）
）

日本肝臓学会

渡部

日本消化器外科学会

昇（秋田大学医学部附属病院消化器内科）

２）UEGW

日本消化器がん検診学会

足立総一郎（神戸大学医学部附属病院消化器内科）

内容：各種演題、主題演題、一般演題、その他

天野 孝広（市立豊中病院）

詳細：
「JDDW2016 プログラム」
、
「第 58 回大会抄録集」に記載

上山 浩也（順天堂大学消化器内科）
坂本

梓（大阪赤十字病院消化器内科）

嶋吉 章紀（大阪警察病院）
鈴木

翔（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野）

竹田

努（順天堂大学附属順天堂医院消化器内科）

谷坂 優樹（埼玉医科大学国際医療センター消化器内科）
福原

学（大阪赤十字病院消化器内科）

宮本 秀一（北海道大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野）
３）APDW（２０１６年は日本開催のため助成対象外）

（８）国際協力事業

●JSGE Research Fellowship Program Award（臨床研修制度）
目 的：国際協力事業として、アジア太平洋地区の医師（37 歳以下）に臨床研
修の機会を提供する。
期 間：4 ヶ月間（平成 27 年 8 月 1 日～11 月 30 日）
研修医：平成 28 年度、アジア太平洋地区の医師 3 名を下記施設で受け入れた。
・Dr. Rafiz ABDUL RANI（34 歳）
Clinical Specialist in Gastroenterology and Hepatology,
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Malaysia)

