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Ⅰ．平成 29度事業報告 

 

（１）学術集会等（研究発表）の開催 

 

●第103回総会（東京） 

会長：渡辺 純夫（順天堂大学医学部 消化器内科） 

会期：平成29年4月20日（木）～ 4月22日（土） 

会場：京王プラザホテル 

内容：会長講演（1） 

・NASHを考える 

   理事長講演（1） 

・研究理論をめぐる動向と日本消化器病学会の対応 

特別講演（3） 

・Hepatic Carcinogenesis and Fibrogenesis 

・Cytokine-based Therapies for the Treatment of Inflammatory 

Bowel Disease 

・iPS細胞を用いたヒューマン・オルガノイド技術の新展開 

    招請講演（2） 

・肝移植の現況と未来 

・大腸癌内視鏡診断の新展開：AI-endo pathology (AI-EP) 

第１回日本消化器病学会学術賞受賞講演（2） 

・腸からヒト全身を拓く新しい時代へ 

・肝炎ウイルス撲滅から難治癌へ；3,000から30億の遺伝子研究 

45年 

特別企画（1） 

・医療のクオリティーコントロールとリスクマネージメントの国際 

化に向けて（5） 

メディカルスタッフ特別企画（1） 

・緒についた看護師特定行為の現状と課題：専門・認定看護師との 

連携と協調に向けて（5） 

日本消化器病学会キャリア支援委員会特別企画 

・支部女性医師会からの報告（10） 

シンポジウム（10）（演題：118題） 

・ピロリ未感染胃癌とピロリ除菌後胃癌の現状と課題（11） 

・機能性消化管疾患の研究と診療の進歩（13） 

・腸内細菌からみた消化器疾患の病態解析―基礎と臨床―（12） 

・IBD治療における生物学的製剤 これからの課題と対策（13） 

・進行胃癌治療の最前線（6） 

・NAFLD・NASH病態生理の最新知見と治療戦略（13） 

・C型肝炎の治療到達点と新たな課題（16） 

・肝発癌メカニズムのパラダイムシフトとこれからの展望（11） 

・高齢化社会における消化器癌治療（14） 

・膵癌治療の最前線（10） 

パネルディスカッション（14）（演題：162題） 

・GERD診療ガイドラインの検証（14） 

・食道胃接合部癌の抱える課題―病態・診断・治療を中心に（7） 

・ヘリコバクターピロリ感染胃炎に対する除菌適応追加後の現状

（10） 

  

・IBDの腸管合併症および腸管外合併症のマネージメントと工夫―

内科・外科治療の接点（11） 

・大腸ESDのこれから―限界と可能性―（10） 

・新たなモダリティーが解明した小腸疾患の診断と治療（13） 

・生活習慣病・メタボリックシンドロームからの消化器疾患（14） 

・B型肝炎治療のup to date（16）                                                                           

・アルコール性臓器障害発症の分子機序と治療への応用（9） 

・肝癌治療の予後因子・ステージングと治療戦略（11） 

・C型肝炎インターフェロンフリー治療の現況（15） 

・自己免疫性肝疾患のパラダイムシフト（7） 

・IPMNの診断と治療の進歩（10） 

・多角的視点からみた胆石症に対する治療戦略（15） 

ワークショップ（13）（演題：160題） 

・消化管機能検査の活用の実際（18） 

・抗血栓薬と消化管傷害（14） 

・バレット食道診療におけるトピックス（10） 

・Advanced Diagnostic Endoscopy (ADE) ―最新の知見（15） 

・腸内細菌を標的とした消化管疾患の治療と実際（9） 

・大腸鋸歯状病変の基礎と臨床（12） 

・進行大腸癌治療のup to date（9） 

・肝線維化治療と肝再生医療の最新知見（10） 

・門脈圧亢進症診断と治療の将来的展望（18） 

・肝不全の治療：現状と今後の戦略（11） 

・消化器領域でのオートファジーの意義（8） 

・肝画像診断の進歩（16） 

・早期慢性膵炎をめぐる諸問題（10） 

    実技（ハンズオン）セミナー（2） 

     ・上部消化管「胃ESD」 

     ・下部消化管「大腸挿入」 

    ポストグラデュエイトコース（5） 

Ⅰ. 基本的事項 

・あなたの疑問を研究デザインで可視化する 

・早期胃癌の病理診断 

・消化器がん患者の栄養管理 

Ⅱ．肝 

・肝硬変―肝硬変合併症に対する薬物治療の進歩― 

・自己免疫性肝疾患 

・アルコール性肝障害・NAFLD 

Ⅲ. 上部消化管 

・機能性ディスペプシア 

・上部消化管出血：診断と止血法 

・胃腫瘍の低侵襲治療 

Ⅳ. 下部消化管 

・感染性腸炎 

・小腸腫瘍の診断と治療 

・大腸癌の薬物療法 

     Ⅴ. 胆膵 

      ・肝門部領域・遠位胆管癌の診断・管理・治療 



2 

 

     ・膵神経内分泌腫瘍の診断と治療のUP TO DATE 

     ・急性膵炎―基本的な治療と膵炎局所合併症対策― 

       The 6th International Forum（第6回国際交流フォーラム） 

     NASH   

 ・The Epidemiology and Natural History of NASH（4） 

 ・Pathophysiology of NASH（4） 

 ・Diagnosis of NASH（5） 

 ・Treatment of NASH : from basic to clinical（4） 

       The 12th JSGE-AGA Joint Meeting 

・Eosinophilic Esophagitis and Gastroenteritis（4） 

The 1st JSGE Asian Session 

・Immunology and Digestive Organs（5） 

The 4th JSGE International Topic Conference 

・Microbiota in Gastrointestinal and liver diseases（6） 

一般演題（口演）      演題：235題 

一般演題（ポスター）    演題：295題 

     参加：6,546名 

 

●第59回大会（福岡）（JDDW2017に参加） 

会長：杉山 政則（杏林大学医学部 外科学（消化器・一般外科）） 

会期：平成29年10月12日(木)～10月15日(日)（JDDW期間：12日～15日） 

会場：福岡国際センター・福岡サンパレス・福岡国際会議場・マリンメッセ

福岡 

内容：会長講演（1） 

    ・消化器病学のプロフェッショナルをめざして 

特別講演（1） 

    ・漂流するのか日本の医療制度 

   招待講演（1） 

        ・Imaging diagnosis of gastrointestinal neuroendocrine tumors 

教育講演(JDDW)（8） 

・食道良性疾患に対する内視鏡的アプローチの新展開 

・肝硬変治療の最前線 

・慢性膵炎の治療と診断の進歩 

・便秘症の病態と治療 

・H.pylori除菌治療の問題点 

・胆石症の診断と治療 

・ウイルス肝炎治療の最前線 

・炎症性腸疾患の病態と腸内細菌の関わり 

第17回医療セミナー（JDDW）(6) 

臨床研究の推進と医療倫理 

 ・「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」と臨床研究 

・統計学からみた論文不正 

・個人情報保護法改正と我が国の臨床研究 

・利益相反とガイドライン作成 

・大学，病院の臨床研究支援体制 

・新しい倫理指針へのJDDWとしての対応 

日本消化器病学女性医師・研究者の会（JDDW）(5) 

先輩に学ぶ：世代を超えたキャリアの積み方・活かし方  

・しなって生き抜く医師のキャリア 

・消化器外科医のキャリアの積み方・活かし方 

～Loss to Win世代からWin-Win世代への展望～ 

・消化器内科医として～卒後20年を振り返って～ 

・地域医療と子育て支援に支えられたキャリア形成 

・女性医師のキャリア支援 

倫理関連セッション（JDDW）（7）  

倫理指針の徹底理解  

・指針改定の背景 

  ・指針の運用範囲 

 ・研究責任者等の責務 

・介入と侵襲の考え方 

 ・研究の信頼性の確保 

・倫理審査委員会の責務と裁量 

・模擬倫理審査委員会・モデル研究4～6題 

特別発言 

メディカルスタッフプログラム(JDDW)（2）（演題：18題） 

 ・周術期管理におけるNSTの役割―現在と未来―（11）  

・わが国における在宅医療をめぐる問題 

―特に患者QOLを向上させる内視鏡治療―（7） 

統合プログラム（6） (演題：67題)    

・IPMNの診療・研究の新展開（13） 

  ・腹腔鏡内視鏡合同手術の今後の展開（12） 

 ・非B非C肝癌の実態と対策（11） 

・肝移植における抗ウイルス療法の諸問題（10） 

 ・内科と外科による炎症性腸疾患のトータルマネージメント（10） 

・上部消化管癌内視鏡治療後の追加手術の妥当性を考える《アンサ

ーパッド》（11） 

    International Session（Symposium）（9）（演題：59題） 

・アジアにおける自己免疫性肝疾患（7） 

・膵癌治療の最近の進歩（4） 

・食道胃接合部癌への治療戦略（7） 

・胃癌切除後の再建における私のこだわり（7） 

・消化器癌における化学療法と免疫療法の最前線（4） 

・消化器癌におけるロボット手術VS鏡視下手術（7） 

・進行下部直腸癌に対する側方郭清の意義（8） 

・ISRの治療成績―腫瘍学的および肛門機能の側面（8） 

・Colitic cancerの内視鏡診断の現状と展望（7） 

         International Session（Panel Discussion）（1）（演題：7題） 

          ・パレット腺癌の診断と治療 (7) 

        シンポジウム(7)（演題：67題） 

・HBV再活性化対策のUp-to-date（10） 

・大腸SM癌の診断と治療のストラテジー（10） 

・慢性炎症と消化器発癌（10） 

・消化器内視鏡のリスクマネージメント ―医療事故調査委員会 

の現状から―（8） 

・画像強調内視鏡診断の最新の知見（12） 

・成人慢性肝内胆汁うっ滞の病態と治療（10） 

・胆管結石困難例への対処と工夫（7） 

パネルディスカッション(9)（演題：87題） 

・胃がん検診におけるハイリスク診断をめぐって（10） 

・SVR100％を目指すDAAs治療（12） 
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・H.pylori除菌後胃癌の問題点（8） 

・肝再生研究の進歩（12） 

・閉塞性大腸癌に対する治療戦略《アンサーパッド》（10） 

・StageⅣ胃癌への新たな治療戦略《アンサーパッド》（8） 

・食道癌サルベージ手術の実際 ―適応と治療成績―《アンサー 

パッド》（10） 

・早期十二指腸乳頭部癌の診断と治療（8） 

・Borderline resectable膵臓治療の新たな展開《アンサーパッド》

（9） 

ワークショップ(28)（演題：352題） 

・Innovative therapeutic endoscopy胃・十二指腸腫瘍内視鏡治療

の課題解決のための新たな挑戦（13） 

・Innovative therapeutic endoscopy大腸ESD/EMRの課題と将来展

望（16） 

・難治性GERDを取り巻く新知見（12） 

・機能性消化器疾患の病態解明と診療の進歩（16） 

・B型肝炎治療の進歩（14） 

・大腸がん検診における新しいモダリティをめぐって（10） 

・抗血栓薬ガイドライン その後の検証（14） 

・NASH診療のトピックス（15） 

・肝線維化研究の新たな展開（12） 

・肝硬変合併症対策の進歩（14） 

・肥満症に対する内視鏡的治療と腹腔鏡下手術の現状と展望（9） 

・非切除高齢者胃癌患者のマネージメント（12） 

・膵・胆道癌に対する内視鏡的診断法の新たな展開（13） 

・消化器疾患治療の新しい周術期管理（10） 

・胆膵領域におけるadvanced imaging（12） 

・十二指腸非乳頭部腫瘍をどうする？（13） 

・膵疾患における腹腔鏡手術は有用か？（8） 

     ・C型肝炎SVR例の予後改善（14） 

・内視鏡胃癌検診の実情と今後の展開（12） 

・薬剤性消化管障害の現状と課題（13） 

・肝癌治療の最前線（15） 

     ・高度進行肝細胞癌の病態と治療（12） 

・Stage Ⅳ大腸癌への新規治療の試みと成績の中間報告（12） 

・ゲノム医療と消化器癌（10） 

・拡大内視鏡による大腸腫瘍診断のコツとピットフォール（15） 

     ・腹腔鏡下肝切除術の最前線 ―術式の定型化を目指して―（14） 

・消化器癌腹膜播種に対する新たなアプローチ（11） 

・Innovative therapeutic endoscopy膵仮性嚢胞・感染性WONに対

する内視鏡的治療（11） 

The 1st Joint Session between JDDW & KDDW & TDDW(6) 

（演題：24題） 

・Upper G.I. Current management of gastric cancer in Asia（3） 

・Upper G.I. Therapeutic management of colorectal T1 (SM) 

carcinoma（3） 

・Liver HCC:New treatment strategy in Asia（3） 

・Biliary, Pancreas Management of IPMN –Asian experience-（3） 

・Rising Star Program 1 Evolution of gastroenterology in Asia: 

Current status and future prospects（6） 

・Rising Star Program 2 Evolution of gastroenterology in Asia: 

Current status and future prospects（6） 

    一般演題（デジタルポスター）   演題：651題 

    一般演題（International Poster） 演題：98題 

参加：19,946名 

 

●支部例会 

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。 

【北海道支部】 

第120回例会（札幌） 

会長：山本 義也（市立函館病院消化器病センター 消化器内科） 

会期：平成29年3月4日（土）～3月5日（日） 

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 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：148名 

演題：190題 

参加：567名 

備考：第114回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催 

第121回例会（札幌） 

会長：奥村 利勝（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） 

会期：平成29年9月2日（土）～9月3日（日） 

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 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：57名 

演題：209題 

参加：578名 

備考：第115回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催 

 

【東北支部】 

第202回例会（山形） 

会長：上野 義之（山形大学医学部 内科第二講座） 

会期：平成29年2月4日（土） 

会場：仙台国際センター 

内容：特別講演 

シンポジウム 

ワークショップ 

パネルディスカッション 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：66名 

演題：122題 

参加：507名 
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第203回例会（盛岡） 

会長：松本 主之（岩手医科大学医学部 内科学講座消化器内科消化管分野） 

会期：平成29年6月30日（金）～7月1日（土） 

会場：アイーナ（いわて県民情報交流センター） 

内容：特別講演 

教育講演 

シンポジウム 

ワークショップ 

一般演題 

研修医セッション 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー:65名 

演題：117題 

参加：527名 

 

【関東支部】 

第343回例会（東京） 

会長：屋嘉比 康治（埼玉医科大学 総合医療センター） 

会期：平成29年2月4日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

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 

ハンズオンセミナー 

専門医セミナー：80名 

演題：96題 

参加：514名 

第344回例会（東京） 

会長：長堀 薫（横須賀共済病院） 

会期：平成29年5月27日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般講演 

ランチョンセミナー 

演題：103題 

参加：571名 

第345回例会（東京） 

会長：鈴木 康夫（東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科） 

会期：平成29年7月15日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般講演 

ランチョンセミナー 

演題：86題 

参加：451名 

第346回例会（東京） 

会長：緒方 晴彦（慶應義塾大学医学部 内視鏡センター） 

会期：平成29年9月30日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専修医セッション 

研修医セッション 

専門医セミナー：80名 

演題：101題 

参加：577名 

第347回例会（東京） 

会長：調 憲（群馬大学大学院医学系研究科 総合外科講座肝胆膵外科学 

分野） 

会期：平成29年12月2日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般講演 

ランチョンセミナー 

専修医セッション 

研修医セッション 

ハンズオンセミナー 

超音波ガイド下ＣＶＣトレーニングブース 

演題：102題 

参加：522名 

 

【甲信越支部】 

第60回例会（新潟） 

会長：須田 武保（新潟県立吉田病院） 

会期：平成29年5月27日（土） 

会場：新潟ユニゾンプラザ 

内容：一般演題 

専門医セミナー：268名 

演題：49題 

参加：268名 

第61回例会（新潟） 

会長：寺井 崇二（新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科分野） 

会期：平成29年11月3日（金）～11月4日（土） 

会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 

内容：会長講演 

   基調講演 

   シンポジウム 

   パネルディスカッション 

   ワークショップ 

   一般演題 

   症例検討 

   専門医セミナー：305名 

演題：92題 

参加：404名 

 

【北陸支部】 

第124回例会（富山） 
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会長：清水 康一（富山県立中央病院）  

会期：平成29年6月11日（日） 

会場：富山県医師会館 

内容：一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：228名 

演題：54題 

参加：263名 

第125回例会（金沢） 

会長：萱原 正都（独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 外科統括 

診療部）  

会期：平成29年11月5日（日） 

会場：石川県地場産業振興センター新館 

内容：一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：219名 

演題：58題 

参加：274名 

 

【東海支部】 

第126回例会（岐阜） 

会長：小島 孝雄（朝日大学歯学部附属村上記念病院 消化器内科） 

会期：平成29年6月24日（土） 

会場：長良川国際会議場 

内容：シンポジウム 

一般演題 

専門医セミナー：135名 

演題：129題 

参加：540名 

第127回例会（名古屋） 

会長：丹羽 康正（愛知県がんセンター中央病院） 

会期：平成29年11月11日（土） 

会場：名古屋国際会議場 

内容：シンポジウム 

一般演題 

専門医セミナー：158名 

演題：129題 

参加：749名 

 

【近畿支部】 

第106回例会（大阪） 

会長：西口 修平（兵庫医科大学 内科学肝胆膵科） 

会期：平成29年2月25日（土） 

会場：大阪国際交流センター 

内容：シンポジウム 

ワークショップ 

一般講演 

Freshman Session 

Young Investigator Session 

専門医セミナー：40名 

演題：216題 

参加：977名 

第107回例会（大阪） 

会長：今井 康陽（市立池田病院 消化器内科） 

会期：平成29年9月23日（土） 

場所：大阪国際交流センター 

内容：シンポジウム 

ワークショップ 

パネルディスカッション 

一般演題 

Freshman Session 

Young Investigator Session 

専門医セミナー：71名 

演題：251題 

参加：1,164名 

 

【中国支部】 

第107回例会（広島） 

会長：田中 信治（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 内視鏡医学/ 

広島大学病院 内視鏡診療科） 

会期：平成29年6月17日（土） 

会場：広島国際会議場 

内容： 特別講演 

ワークショップ 

一般演題 

ワンポイントレクチャー 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：150名 

演題：114題 

参加：500名 

第108回例会（宇部） 

会長：西川 潤（山口大学大学院医学系研究科 基礎検査学） 

会期：平成29年11月25日（土）～11月26日（日） 

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 

内容：特別講演 

   一般講演 

ワークショップ 

研修医奨励賞 

専修医奨励賞 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

モーニングセミナー 

専門医セミナー：413名 

演題：99題 

参加：506名 

 

【四国支部】 

第107回例会（高知） 

会長：田村 智（田村クリニック 胃腸科・内科） 

会期：平成29年6月17日（土）～ 6月18日（日） 
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会場：高知市文化プラザかるぽーと 

内容：会長講演 

   特別講演 

合同シンポジウム 

合同ワークショップ 

一般講演 

専門医セミナー：124名 

演題：83題 

参加：387名 

備考：第118回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催 

第108回例会（高松） 

会長：安田 貢（ＫＫＲ高松病院 人間ドックセンター） 

会期：平成29年11月3日（金）～ 11月4日（土） 

会場：かがわ国際会議場 

内容：会長講演 

      特別講演 

合同シンポジウム 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：50名 

演題：86題 

参加：374名 

備考：第119回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催 

 

【九州支部】 

第109回例会（福岡） 

会長：鳥村 拓司（久留米大学医学部 内科学講座消化器内科部門） 

会期：平成29年5月19日（金）～ 5月20日（土） 

会場：アクロス福岡 

内容：特別講演 

   シンポジウム 

ワークショップ 

一般演題 

専修医発表・研修医発表 

専門医セミナー：96名 

演題：324題 

参加：1,077名 

備考：第103回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催 

第110回例会（那覇） 

会長：金城 福則（社会医療法人仁愛会浦添総合病院 消化器病センター） 

会期：平成29年11月17日（金）～ 11月18日（土） 

会場：沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

内容：特別講演 

   教育講演 

シンポジウム 

ワークショップ 

特別報告 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

モーニングセミナー 

一般演題発表 

研修医発表・専修医発表 

専門医セミナー：109名 

演題：240題 

参加：804名 

 備考：第104回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催 

 

●附置研究会 

・Gut Microbiota研究会 

・消化器臓器間ネットワーク研究会 

●関連研究会 

 ・消化器ポリポーシス研究会 

 ・慢性便秘の診断・治療研究会 

・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 

 

 

（２）学会機関誌等の刊行  

 

機関誌の名称 

●日本消化器病学会雑誌（月刊） 

年間12回発行（各33,600部） 

第114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） 

Vol. 52（No. 1～12） 

●Clinical Journal of Gastroenterology（Bimonthly） 

年間6回発行（Online Journal） 

Vol. 10（No. 1～6） 

掲載内容 

●日本消化器病学会雑誌（第114巻） 

掲載論文の種類 論文数 頁 数 

総説 12 92 

今月のテーマ 39 320 

原著 9 82 

症例報告 62 496 

特別寄稿 2 9 

Letter to the Editor 0 0 

最近の話題 0 0 

症例に学ぶ 1 4 

速報 0 0 

小計 125 1,003 

座談会 4 34 

Q & A 12 34 

特別企画 7 11 

総会抄録号（プログラム、抄録、索引）  578 

大会抄録号（プログラム、抄録、索引）  677 
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小計 23 1,334 

総会・大会プログラム  545 

専門医規則・合格者  254 

事業計画・報告  79 

インデックス  31 

研究助成  28 

関連研究会  8 

日本医師会  1 

日本医学会  2 

支部会告  102 

他学会案内  11 

査読者一覧  1 

編集後記  12 

住所変更  12 

投稿規定  96 

その他  269 

総目次  31 

小計  1,482 

総数 148 3,819 

 

●Journal of Gastroenterology（Volume 52） 

Contents Articles Pages 

    Review 21 223 

    Alimentary Tract 48 481 

    Liver, Pancreas, and Biliary Tract 51 508 

    Letters to the Editor 5 8 

    Announcements & Others 8 16 

Total 133 1,236 

2016年(平成28年)のImpact Factor: 4.493 

 

●Clinical Journal of Gastroenterology（Volume 10） 

Contents Articles 

    Clinical Reviews 13 

    Case Reports 82 

    Erratum 1 

Total 96 

 

投稿論文の審査状況 

●日本消化器病学会雑誌（投稿総数：124編／採否済数：97編） 

    採 用 率：50.5 %（ 49編） 

   不採用率：49.5 %（ 48編） 

●Journal of Gastroenterology（投稿総数：965編／採否済数：993編） 

    採 用 率：10.5 %（104編） 

  不採用率：89.5 %（889編） 

●Clinical Journal of Gastroenterology（投稿総数：293編／採否済数：265編） 

    採 用 率：37.0  %（ 79編） 

  不採用率：63.0 %（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。 

 

 

（３）教育講演会等の開催 

 

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

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 テーマ、演題名 参加 

北海道 札 幌（03.11） 19 
胃 ESD後の“非治癒切除”症例の取

扱い、他 
305 

東 北 盛 岡（11.12） 19 
胃腫瘍に対する内視鏡治療の基本と

トピックス、他 
310 

関 東 
東 京（06.25） 

東 京（11.03） 

30 

31 

進化する消化器病診療 

消化器病疾患の最近のトピックス 

472 

500 

甲信越 

新 潟（05.27） 

 

新 潟（11.03） 

37 

 

38 

最先端放射線治療―重粒子癌治療の基

礎研究の最前線、他 

がん微小環境のマイクロマネージメント：

microＲＮＡとエクソソームの実態に迫る、他 

246 

 

300 

北 陸 

富 山（06.11） 

              

金 沢（11.05） 

37 

 

38 

C 型肝炎 IFN フリー治療の現況と今

後の課題、他 

大腸がん治療における現状と近未来

について、他 

211 

 

237 

東 海 
岐阜（06.24） 

名古屋（11.11） 

37 

38 

IBDの最新の診断と治療、他 

ピロリ菌感染と胃癌の最近の話題、他 

276 

469 

近 畿 

大 阪（02.25） 

京 都（06.25） 

 

大 阪（09.23） 

53 

54 

 

55 

機能性消化管疾患の診断と治療、他 

咽頭・食道癌の内視鏡診断と治療の

最前線、他 

早期回復をもたらす消化器外科周術

期管理－ERASプロトコール－、他 

347 

494 

 

407 

中 国 

広 島（06.18） 

 

宇 部（11.26） 

25 

 

26 

潰瘍性大腸炎合併大腸癌におけるサー

ベイランスの現状、他 

消化器疾患の病態解明から新しい治

療へ 

263 

 

115 

四 国 

南 国（07.1） 

松 山（11.05） 

31 

32 

消化器疾患最新治療ガイド 

消化器疾患治療における内科・外科

の協同と共同 

97 

147 

九 州 福 岡（03.20） 22 
上部消化管内視鏡診療の現状と展

望、他 
410 

参加者計  5，606名 

 

 

 

（４）研究助成及び業績の表彰 

 

消化器病学の基礎及び臨床において優れた業績をあげると共に、本学会の発

展に貢献した研究者に対し授与しその業績を顕彰した。 

学術賞（2名） 

・小俣 政男（地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院） 

C型肝炎撲滅とB型肝炎制御を目指したウイルス増殖機構解明と 

臨床応用 
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・渡辺 守（国立大学法人 東京医科歯科大学） 

  独自の腸上皮幹細胞培養技術を用いた炎症性腸疾患に対する粘膜 

再生療法の開発 

 

消化器疾患の研究者に対する研究助成。 

研究助成者（2名） 

・伊藤 清顕（愛知医科大学 肝胆膵内科） 

B型肝炎における遺伝子型分布の変遷および分子生物学的検討 

・児玉 裕三（京都大学医学部附属病院 消化器内科） 

IgG4関連疾患患者における新規自己抗体測定についての多施設共同 

前向き臨床研究 

 

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。 

第30回奨励賞受賞者（10名） （五十音順） 

・奥新 和也（東京大学大学院医学系研究科 消化器内科学） 

The intrahepatic expression levels of bile acid transporters are  

inversely correlated with the histological progression of 

nonalcoholic fatty liver disease 

 (Journal of Gastroenterology2016; 51: 808-818) 

・北畑 富貴子（東京医科歯科大学 消化器内科） 

Comprehensive analyses of mutations and hepatitis B virus integration 

in hepatocellular carcinoma with clinicopathological features 

 (Journal of Gastroenterology 2016; 51: 473-486) 

・小林  拓（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） 

First trough level of infliximab at week 2 predicts future outcomes  

of induction therapy in ulcerative colitis—results from a 

multicenter prospective randomized controlled trial and its post hoc 

analysis  

(Journal of Gastroenterology 2016; 51: 241-251) 

・須江 聡一郎（横浜市立大学 消化器内科） 

Intestine-specific homeobox (ISX) induces intestinal metaplasia 

and cell proliferation to contribute to gastric carcinogenesis 

 (Journal of Gastroenterology 2016; 51: 949-960) 

・中西 裕之（日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 消化器科） 

Urinary excretion of the water channel aquaporin 2 correlated with the 

pharmacological effect of tolvaptan in cirrhotic patients with ascites 

 (Journal of Gastroenterology 2016; 51: 620-627) 

・野﨑 賢吾（東京医科歯科大学 消化器内科） 

Co-culture with intestinal epithelial organoids allows efficient 

expansion and motility analysis of intraepithelial lymphocytes                              

 (Journal of Gastroenterology 2016; 51: 206-213) 

・肱岡  範（愛知県がんセンター中央病院 消化器内科） 

Diagnostic performance and factors influencing the accuracy of 

EUS-FNA of pancreatic neuroendocrine neoplasms 

                     (Journal of Gastroenterology 2016; 51:923-930)      

 

 

・冬野 雄太（九州大学大学院 病態機能内科学） 

   Genetic characteristics of inflammatory bowel disease in a  

Japanese population 

 (Journal of Gastroenterology 2016; 51:672-681) 

・毛利  大（東京大学医学部 消化器内科） 

A potent therapeutics for gallbladder cancer by combinatorial 

inhibition of the MAPK and mTOR signaling networks  

(Journal of Gastroenterology 2016; 51:711-721) 

・渡辺 知佳子（防衛医科大学校 内科学） 

Endoscopic and clinical evaluation of treatment and prognosis of 

Cronkhite–Canada syndrome: a Japanese nationwide survey 

 (Journal of Gastroenterology 2016; 51: 327-336) 

 

 

Journal of Gastroenterology High Citation Award（2015 Impact Factor） 

（4名） 

・川野 佑輝（神戸大学 消化器内科） 

Mechanisms of hepatic triglyceride accumulation in non-alcoholic fatty 

liver disease 

(Journal of Gastroenterology 2013; 48: 434-441)  

・泉 並木（武蔵野赤十字病院 消化器科） 

Once-daily simeprevir with peginterferon and ribavirin for 

treatment-experienced HCV genotype 1-infected patients in Japan: 

the CONCERTO-2 and CONCERTO-3 studies 

(Journal of Gastroenterology 2014; 49:941-953) 

・林 紀夫（関西労災病院） 

Once-daily simeprevir (TMC435) with peginterferon/ribavirin for 

treatment-naïve hepatitis C genotype 1-infected patients in Japan: the 

DRAGON study 

(Journal of Gastroenterology 2014; 49:138–147) 

・鈴木 康夫（東邦大学医療センター佐倉病院 内科学） 

Efficacy and safety of adalimumab in Japanese patients with moderately 

to severely active ulcerative colitis 

(Journal of Gastroenterology 2014; 49:283–294) 

 

 

（５）市民公開講座の開催及び市民向け健康情報誌の発行 

 

 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。 

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 開催地(月 日) 回 テーマ 参加 

北海道 

釧 路（06.17） 

 

札 幌（10.01） 

49 

 

50 

すい臓の全てを教えます！！ 

－糖尿病から、すい癌、肥満手術まで－ 

大腸・肛門の病気・最新治療について 

188 

 

135 

東 北 

酒 田（06.10） 

南相馬（09.2） 

青 森（11.26） 

73 

74 

75 

お腹の中の耳よりな話 

知って得するお腹の病気 

おなかのがんの予防と早期発見 

95 

122 

142 
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関 東 

日 立（06.04） 

東 京（09.02） 

浦 安（09.02） 

川 越（10.28） 

 

相模原（11.18） 

96 

97 

98 

99 

 

100 

知っておきたい消化器がんの予防対策 

消化器がんとがん検診・人間ドック 

みんなが気になるお腹のサイン 

お腹のがんにならないために、そし

てなったらどうする？ 

お腹（消化器）の病気－知って得する最

新情報－ 

127 

163 

87 

69 

 

102 

甲信越 

中 央（10.28） 

 

北 安 曇 野

（10.22） 

71 

 

72 

～消化器のがんについて～ 

あなたはどこまで知っている？ 

おなかのがんから身を守ろう 

～知っておきたい病気のこと～ 

93 

 

114 

北 陸 

河 北（05.21） 

 

敦 賀（09.03） 

 

富 山（10.21） 

68 

 

69 

 

70 

おなかのがんは予防と早期発見が大切 

～生活習慣、感染症、そしてがん検診～ 

胃腸・肝臓のがん：早期発見と治療、体

にやさしい治療と緩和 

こんなにも変わった！おなかの病気の

治し方 

108 

 

93 

 

102 

東 海 

岐 阜（06.25） 

みよし（11.18） 

 

弥 富（12.03） 

 

名古屋（11.12） 

104 

105 

 

106 

 

107 

おなかのがんの最新の診断と治療 

自分の体は自分で守ろう－消化器が

ん早期発見のメリット 

みんなの知らない世界 

～ここまで進んだ消化器がんの治療～ 

おなかのがん－何を食べたらいい？

どうしたら予防できるの？早く見つ

けるにはどうする？ 

193 

263 

 

88 

 

156 

近 畿 

西 宮（06.24） 

 

奈 良（06.24） 

57 

 

58 

知って得する！がんの最新情報 

－消化器がんの予防・診断・治療－ 

よくわかる お腹の病気のお話 

－消化器専門医による最先端情報－ 

151 

 

412 

中 国 
広 島（06.18） 

宇 部（11.26） 

79 

80 

消化器疾患診療の最前線 

おなかの病気にならないために 

25 

120 

四 国 

高 松（09.03） 

 

徳 島（09.09） 

高 知（09.10） 

松 山（09.16）  

75 

 

76 

77 

78 

きちんと知ろう消化器がんの診断と治療 

消化器がんを学び、健やかに生きる。 

知ってますか？おなかの健康と病気 

おなかのがんを防ぎましょう。早く見

つけて、治しましょう。 

104 

 

118 

172 

181 

九 州 

大牟田（03.25） 

 

鹿児島（05.27） 

 

宮 崎（09.16） 

 

福 岡（10.07） 

91 

 

92 

 

93 

 

94 

消化器のがん 

－早期診断から治療まで－ 

お腹のがん 

～その診断と治療法はどこまで進んだの～ 

知りたい・聞きたい 消化器の病気： 

子どもの頃からお腹を健やかに 

知っておきたいお腹のがん 

 －胃がん、大腸がん、肝がん、膵

がん治療の最前線－ 

280 

 

319 

 

47 

 

355 

合計  31回開催／市民の参加合計  4,724名 

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。 

（各170,000部を発行、約1,150余施設及び市民公開講座で配布） 

③ ホームページ（インターネット）による健康情報の提供。 

 

 

（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27回専門医試験（平成29年8月5日（土）：横浜） 

申請：1,102名、受験：1,077名、合格：805名、合格率： 74.7％ 

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（新規） 

 専門医（試験合格者）： 805名、指導医： 353名、認定施設： 48施設、 

関連施設： 32施設   

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（更新） 

 専門医： 3,130名、指導医： 527名、認定施設： 131施設、 

関連施設： 11施設 

●平成29年度末における専門医等の数 

 専門医： 20,423名、指導医： 3,284名、認定施設： 1,063施設、 

関連施設： 390施設 

 

 

（７）若手研究者支援事業 

 

●若手研究者のための留学支援事業 

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

支援する。 

 梅野 淳嗣（九州大学病院 消化管内科） 

垣内美和子（東京大学先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野） 

勝見 智大（山形大学医学部内科学第二講座（消化器内科）） 

豊永 貴彦（北里大学北里研究所病院 消化器内科） 

 松田 諭 （慶應義塾大学医学部医学部 外科学（一般・消化器）） 

●若手研究者のための国際学会参加費用の一部助成事業 

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

会の参加費用の一部を助成する。 

１）DDW 

石上 敬介（札幌医科大学 消化器内科学講座） 

石神 秀昭（千葉大学医学部附属病院 消化器内科） 

石橋 史明（東京医科歯科大学 消化器病態学） 

亀田 英里（横浜市立大学附属病院 消化器内科） 

須江聡一郎（横浜市立大学附属病院 消化器内科） 

滝 正登 （兵庫医科大学内科学 消化管科） 

林 義人 （大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学） 

藤本 大策（徳島大学大学院医歯薬学研究部 消化器内科学分野） 

松本 善秀（京都大学医学部附属病院 消化器内科） 

山内 雄揮（京都大学大学院医学研究科 消化器内科学） 

２）APDW 

江崎 充 （日本大学医学部内科学系 消化器肝臓内科学分野） 

酒井 新 （神戸大学大学院医学研究科内科学講座 消化器内科学分野） 

竹中 健人（東京医科歯科大学 消化器内科） 

田中 一成（手稲渓仁会病院 消化器病センター） 

中村 晃 （信州大学医学部 内科学第二教室） 

矢根 圭 （手稲渓仁会病院 消化器病センター） 
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矢野有佳里（高知大学医学部 消化器内科学） 

山口 純治（愛知医科大学 消化管内科） 

山田 大作（大阪大学大学院 消化器外科学） 

吉田 将雄（静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科） 

３）UEGW 

 足立 和規（愛知医科大学病院 消化管内科） 

上田 智大（京都府立医科大学 消化器内科） 

大山 淳史（岡山大学 消化器・肝臓内科学） 

落合 頼業（虎の門病院 消化器内科） 

金坂 卓 （大阪国際がんセンター 消化管内科） 

菓 裕貴 （鳥取大学医学部附属病院 第二内科） 

柴田 昌幸（静岡県立静岡がんセンター） 

高橋 晴彦（福岡大学筑紫病院 消化器内科） 

安冨栄一郎（神戸大学大学院医学研究科内科学講座 消化器内科分野） 

山崎 泰史（岡山大学病院 消化器内科） 

 

 

（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：3～5ヶ月間（任意（平成29年7月～11月）） 

研修医：平成29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. Phuripong KIJDAMRONGTHUM（36歳） 

Instructor, Division of Gastroenterology, Department of 

Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University 

(Thailand) 

研修施設: 島根大学 第2内科 

（指導：木下 芳一 教授） 

・Dr. Tinh Nghe NGUYEN（29歳） 

          Doctor, Gastroenterology Department, Bach Mai Hospital 

(Vietnam) 

          研修施設：山形大学医学部内科学第二講座 

（指導：上野 義之 教授） 

・Dr. Sz-Iuan SHIU（33歳） 

     Fellow, Division of Gastroenterology and Heptaology, Taichung 

Veterans General Hospital (台湾)          

          研修施設：近畿大学医学部内科学教室 消化器内科部門 

（指導：樫田 博史 教授） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）その他の事業 

 

●JDDW2017（福岡）（共催） 

 会期：平成29年10月12日（木）～ 10月15日（日） 

会場：福岡国際センター、他 

 参加：5学会 

日本消化器病学会 

日本消化器内視鏡学会 

日本肝臓学会 

日本消化器外科学会 

日本消化器がん検診学会 

内容：各種演題、主題演題、一般演題、その他 

詳細：「JDDW2017プログラム」、「第59回大会抄録集」に記載 

 

 


