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Ⅰ．2018年度事業報告 

 

（１）学術集会等（研究発表）の開催 

 

●第104回総会（東京） 

会長：小池 和彦（東京大学消化器内科） 

会期：2018年4月19日（木）～ 4月21日（土） 

会場：京王プラザホテル 

内容：会長講演（1） 

・国民病である肝炎・肝癌の病態解明と克服への歩み 

   理事長講演（1） 

・日本消化器病学会の新専門医制度 

特別講演（3） 

・我が国のこれからのがん対策 

・ライブイメージングと最新化学に基づく新たな医療技術の創製 

・AI，ビッグデータと医療 

    招請講演（2） 

・フレイル・サルコペニアと慢性疾患管理 

・消化器病学と病理学の接点―胃癌病理学を考える 

キャリア支援委員会 特別講演（1） 

・女性活躍推進法と日本消化器病学会の取組み 

メディカルスタッフ 特別企画（1） 

・消化器診療における病院から在宅へのチーム医療の現状と課題～

役割と守備範囲の最適化を目指して～（6） 

キャリア支援委員会 特別企画 

・若手優秀演題カンファレンス―症例に学ぶ 

シンポジウム（11）（演題：122題） 

・臨床検体を用いたトランスレーショナルリサーチ（10） 

・消化器癌における個別化医療の進展（12） 

・消化管癌の発生と幹細胞（9） 

・上部消化管癌の内視鏡治療（8） 

・慢性便秘症診療ガイドラインを踏まえた便秘症診療の現状（10） 

・肝癌診療up to date（10） 

・B型肝炎患者の長期予後（11） 

・C型肝炎治療：現状と展望（18） 

・膵癌に対する集学的治療の進歩（12） 

・lgG4関連消化器疾患における現状と課題（12） 

・超音波内視鏡ガイド下治療の現状と問題点（10） 

パネルディスカッション（13）（演題：147題） 

・サルコペニア，生活習慣病と消化器疾患（12） 

・実臨床に即した切除不能・進行再発消化管がんに対する最適な治

療戦略（9） 

・ピロリ菌除菌の長期成績をめぐる諸問題（11） 

 ・高齢社会における上部消化管出血の現状と対策（14） 

・GERD診断，治療の最前線（13） 

・炎症性腸疾患に対する抗TNF-α抗体治療薬導入により見えてきた

臨床課題（12） 

・肝線維化：診断・治療の基礎と臨床（12） 

・DAAでC型肝がん診療はどう変わったか？（13）                                                                           

・アルコール性／非アルコール性肝疾患の境界を探る（11） 

・薬物性肝障害の最新知見（9） 

・膵臓癌の新規スクリーニング法の開発と有効性の比較（IPMN を含

む）（10） 

・肝門部領域胆管癌の術前診療（9） 

・慢性膵炎診療の現状と課題（12） 

ワークショップ（14）（演題：161題） 

・バレット腺癌の基礎と臨床（10） 

・消化管機能検査 最新技術とその応用（14） 

・マイクロバイオームと消化器疾患（12） 

・原因不明消化管出血の治療戦略と予後（12） 

・大腸癌低侵襲治療の新展開（11） 

・大腸癌撲滅を目指した大腸癌スクリーニングの現状と今後の展望

（12） 

・B型肝炎ウイルスに対する新規治療法開発の展望（11） 

・肝癌局所治療における外科内科の住み分け（11） 

・自己免疫性肝疾患の最新知見（11） 

・肝がんの分子機構の解明に基づく新規治療法の開発（10） 

・急性膵炎診療Up-to-date（12） 

・IPMNの新展開（12） 

・治療困難胆管結石に対する内視鏡治療の工夫（12） 

・基礎研究から紐解く膵・胆道の恒常性とその破綻（11） 

    実技（ハンズオン）セミナー（2） 

     ・ESDハンズオン 

     ・小腸ハンズオン 

    ポストグラデュエイトコース（5） 

Ⅰ. 基本的事項 

・免疫チェックポイント分子の機序と臨床応用 

・臨床研究に求められる規制 

Ⅱ．肝 

・B型肝炎診療ガイドライン 

・C型肝炎診療ガイドライン 

Ⅲ. 上部消化管 

・逆流性食道炎と好酸球性食道炎―類似性と相違点― 

・胃リンパ腫の診断と治療 

Ⅳ. 下部消化管 

・薬剤性腸管傷害 

・吸収不良症候群・蛋白漏出性胃腸炎 

     Ⅴ. 胆膵 

      ・胆石症の診断と治療 

      ・十二指腸乳頭部腫瘍の診療：最近の知見と問題点 

         e-Learning配信開始（本学会ホームページ） 

The 7th International Forum（第 7 回国際交流フォーラム）of The 

Japanese Society of Gastroenterology Jointly with the 12th 

International Symposium on ALPD and Cirrhosis Frontiers in ASH  

and NASH, NBNC-HCC, and PDAC   

  ・Brain-Gut-Liver interactions（3） 

   ・Emerging mechanisms for ASH and NASH（2） 



2 

 

   ・Metabolic reprogramming in liver and pancreatic diseases（3） 

   ・New therapeutic targets for cirrhosis, HCC and PDAC（4） 

      The 5th International Topic Conference 

 Barrett’s esophagus and adenocarcinoma 

 -difference and similarity between East and West- 

 ・Clinical perspective（2） 

・Pathological perspective（2） 

The 3rd JSGE-UEG Rising Star Session 

The 9th Asian Pacific Topic Conference 

 Up-to date of colorectal cancer 

・Pathogenesis-Genetics（4） 

・Pathogenesis-Risk Factors (including UC)（5） 

・Diagnosis (endoscopy, screening, CT colonography, capsule 

endoscopy)（5） 

・Treatment (EMR, ESD, Chemotherapy, Surgery)（5） 

一般演題（口演）      演題：244題 

 一般演題（ポスター）    演題：279題 

  参加：6,634名 

 

●第60回大会（神戸）（JDDW2018に参加） 

会長：木下 芳一（島根大学内科学講座第二） 

会期：2018年11月1日(木)～11月4日(日)（JDDW期間：1日～4日） 

会場：神戸コンベンションセンター 

内容：会長講演（1） 

    ・好酸球性消化管疾患の研究の現状 

特別講演（2） 

    ・共生細菌がもたらす新規生物機能 

 ・地域医療の再生と活性化に向けた兵庫県立病院からの取り組み 

   招待講演（4） 

        ・New concepts in gastroesophageal reflux disease pathogenesis 

and treatment 

 ・Should we stop long-term proton-pump inhibitor therapy? 

 ・Role of intestinal microbiota in IBD: Will insights into 

pathogenesis lead to novel treatment? 

 ・Eosinophilic esophagitis: Dawn of a new disease 

教育講演(JDDW)（8） 

・食道癌・食道胃接合部癌の治療 

・腸内細菌と消化器疾患 

・ここまで進んだ肝癌の薬物治療 

・胆膵系悪性腫瘍に対する内視鏡治療の現状 

・最新の胃癌治療ガイドラインを解説する 

・大腸疾患の腹腔鏡下治療の進歩 

・C型肝炎治療：抗ウイルス療法とウイルス排除後の診療 

・IgG4関連疾患の最新の話題 

第18回医療セミナー（JDDW）(4) 

専門医制度におけるサブスペシャルティの現状と展望 

 ・日本消化器病学会の専門医制度について 

・専門医制度サブスペシャルティとしての日本消化器内視鏡学会の

理念と展望 

・新専門医制度に向けた日本消化器外科学会の取り組み 

・新しい専門医制度における肝臓専門医の使命と展望 

JDDW2018女性医師・研究者プログラム（JDDW）(6) 

JDDW輝く女性のためのキャリア支援 

・日本肝臓学会男女協同参画の今後の展望 

・女性医師内視鏡技術修得のためのhigh volume centerの役割 

・内視鏡医が輝くために 

・多様性のある社会へ，これからの女性医師の役割とは？ 

・日本消化器内視鏡学会における女性内視鏡医キャリア支援 

・日本消化器病学女性医師・研究者の会 活動報告 

メディカルスタッフプログラム(JDDW)（2）（演題：22題） 

 ・高齢者医療における多職種連携の在り方（10）  

・消化器診療におけるチーム医療の推進と新たなメディカルスタッ

フの役割（12） 

統合プログラム（6） (演題：64題)    

・Borderline resectable 膵臓の新しい治療戦略《携帯アナライザ

ー》（7） 

  ・腸内細菌叢の制御による消化器疾患の治療の試み（12） 

 ・最新の消化器イメージング（12） 

・ウイルス制御下での肝癌診療アルゴリズムの展望《携帯アナライ

ザー》（12） 

 ・上部消化管早期癌に対する治療戦略《携帯アナライザー》（8） 

・免疫チェックポイント阻害薬の自己免疫疾患関連副作用（irAE）

《携帯アナライザー》（13） 

    International Session（Symposium）（7）（演題：51題） 

・炎症性腸疾患研究の進歩（10） 

・肝炎・肝がんの撲滅へ向けて―日本と世界の現状と課題（8） 

・接合部癌の外科治療（5） 

・急性胆嚢炎，胆管炎の治療戦略（5） 

・非心臓性胸痛と嚥下障害（8） 

・ロボットが切り開く消化器外科の未来（6） 

・大腸癌肝転移 限界への挑戦（9） 

         International Session（Workshop）（2）（演題：21題） 

         ・大腸拡大NBI分類（JNET）の国際協同研究(10) 

・悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現状と問題点(11) 

        シンポジウム(7)（演題：79題） 

・HCV関連肝癌の完全制御を目指したC型肝炎の基礎と臨床（10） 

・小腸内視鏡の新たな展開（12） 

・バレット食道，食道癌の診療と研究の最前線‐欧米との違いを含

めて‐（10） 

・ハイリスク患者における胆管結石診療の諸問題（9） 

・B型肝炎ウイルス感染のマネージメント（14） 

・炎症性腸疾患における内視鏡的重症度分類とその意義（11） 

・消化器内視鏡の鎮静をめぐる諸問題（13） 

パネルディスカッション(11)（演題：112題） 

・酸分泌抑制薬抵抗性「胸やけ」への対策（8） 

・公共の施策としての胃がん検診のあり方－現状と将来像を巡って

－（9） 

・胆道癌・膵癌に対する化学療法の進歩（12） 

・硬化性胆管病変に対する内視鏡診療の現状と問題点（11） 

・胃食道逆流症の診療における内視鏡の役割（8） 
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・早期発見・長期生存をめざす肝癌診断・治療の展望（13） 

・除菌後時代を迎えた胃癌診療とA型胃炎における諸問題（12） 

・消化管疾患と肝疾患の関連－消化管・肝臓間の相互の影響－（12） 

・炎症性腸疾患における既存治療を見直す（10） 

・膵嚢胞性疾患外科治療のタイミング《アンサーパッド》（8） 

・肝内胆管癌治療のエビデンスとコンセンサス《アンサーパッド》（9） 

ワークショップ(28)（演題：282題） 

・高齢者の消化器疾患への対応（12） 

・生命・生活予後改善をめざす肝硬変治療の展望（14） 

・（JGES Core Session）Innovative therapeutic endoscopy大腸T1

（SM）癌に対する内視鏡治療－適応拡大をめぐる諸問題（13） 

・（JGES Core Session）Innovative therapeutic endoscopy 上部

消化管腫瘍に対する内視鏡治療の新展開（15） 

・生存期間延長を目指す分子機構に立脚した肝癌診療の基礎と臨床

（13） 

・傷害肝の修復を目指す抗線維化・肝再生研究の展望（11） 

・HBV関連肝癌の完全制御をめざすB型肝炎の基礎と臨床（14） 

・長期予後改善をめざす自己免疫性肝疾患の基礎と臨床（13） 

・大腸がん検診における内視鏡と大腸CTの役割（7） 

・分子生物学から臨床への還元（13） 

・Colitic cancer 早期診断と治療の問題点（13） 

・薬剤による消化管傷害と消化管出血（9） 

・（JGES Core Session）Innovative therapeutic endoscopy 良性胆

管・膵管狭窄に対する内視鏡治療（14） 

・膵神経内分泌腫瘍の治療戦略（12） 

・HCV感染の根絶をめざすC型肝炎診療の現状と展望（12） 

・非ウイルス性肝癌の完全制御をめざす脂肪肝炎の基礎と臨床（9） 

・ガイドライン出版後の下部機能性消化管疾患（過敏性腸症候群，

慢性便秘症）の診療（10） 

     ・大腸癌診療の新たな展開－新しい診断・治療法を目指して－（12） 

・胆膵領域におけるIgG4関連疾患の研究と診療の進歩（11） 

・拡大視効果がもたらす外科解剖新知見（8） 

・薬物性肝障害の現状と対策（10） 

     ・Hp未感染胃癌の現状（12） 

・Interventional EUSのトラブルシューティング（11） 

・内視鏡診断と治療の新潮流―粘膜から筋層の時代へ（14） 

    一般演題（デジタルポスター）  演題：494題 

    一般演題（International Poster）演題：121題 

 ブレックファーストセミナー 

 ランチョンセミナー 

 サテライトシンポジウム 

参加：22,218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122回例会（札幌） 

会長：古家 乾（独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院） 

会期：2018年3月3日（土）～3月4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：105名 

演題：173題 

参加：559名 

備考：第116回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催 

第123回例会（札幌） 

会長：武冨 紹信（北海道大学大学院 消化器外科学教室Ⅰ） 

会期：2018年9月22日（土）～9月23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：70名 

演題：192題 

参加：603名 

備考：第117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204回例会（仙台） 

会長：佐々木 章（岩手医科大学 外科学講座） 

会期：2018年2月2日（金）～2月3日（土） 

会場：仙台国際センター 

内容：特別講演 

   教育講演 

シンポジウム 

専門医セミナー 

特別企画 

女性医師の会セッション 

一般演題 

専門医セミナー：83名 

演題：163題 

参加：751名 

第205回例会（仙台） 

会長：海野 倫明（東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野 教授） 

会期：2018年7月6日（金） 

会場：フォレスト仙台 

内容：特別講演Ⅰ・Ⅱ 

特別講演 

パネルディスカッション 

シンポジウム 

ランチョンセミナー1・2 

一般演題 

専門医セミナー:44名 

演題：93題 

参加：370名 
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【関東支部】 

第348回例会（東京） 

会長：谷中 昭典（筑波大学医学医療系日立社会連携教育研究センター教授） 

会期：2018年2月17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 

専門医セミナー：60名 

演題：105題 

参加：351名 

第349回例会（東京） 

会長：青木 琢（独協医科大学第二外科 学内教授） 

会期：2018年4月28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 

ハンズオンセミナー 

演題：98題 

参加：397名 

第350回例会（東京） 

会長：岩切 勝彦（日本医科大学 消化器内科学 教授） 

会期：2018年7月14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 

ハンズオンセミナー 

演題：94題 

参加：497名 

第351回例会（東京） 

会長：金井 隆典（慶應義塾大学医学部内科学（消化器）教授） 

会期：2018年9月22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：79名 

演題：88題 

参加：582名 

第352回例会（東京） 

会長：遠藤 格（横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学 主任教授） 

会期：2018年12月1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 

ハンズオンセミナー 

演題：81題 

参加：516名 

 

【甲信越支部】 

第62回例会（松本） 

会長：池野 龍雄（南長野医療センター篠ノ井総合病院 外科） 

会期：2018年5月26日（土）-27（日） 

会場：キッセイ文化ホール 

内容：一般演題 

   ランチョンセミナー 

   合同ワークショップ 

専門医セミナー：277名 

演題：68題 

参加：277名 

第63回例会（松本） 

会長：武川 建二（諏訪赤十字病院消化器科） 

会期：2018年11月17日（土）～11月18日（日） 

会場：信州大学医学部附属病院外来棟4階会議室 

内容：研修医セッション 

   一般演題 

   合同ワークショップ 

ランチョンセミナー 

合同シンポジウム 

   専門医セミナー：78名 

演題：108題 

参加：356名 

 

【北陸支部】 

第126回例会（福井） 

会長：五井 孝憲（福井大学医学部第一外科）  

会期：2018年6月10日（日） 

会場：富山県医師会館 

内容：一般演題 

専門医セミナー：272名 

演題：67題 

参加：309名 

第127回例会（金沢） 

会長：元雄 良治（金沢医科大学腫瘍内科学）  

会期：2018年11月18日（日） 

会場：金沢医科大学北辰講堂、大会議場、E41講義室 

内容：一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：213名 
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演題：44題 

参加：243名 

 

【東海支部】 

第128回例会（津） 

会長：三木 誓雄（伊賀市立上野総合市民病院） 

会期：2018年6月16日（土） 

会場：三重大学 

内容：シンポジウム 

一般演題 

ランチョンセミナー 

アフタヌーンセミナー 

専門医セミナー：149名 

演題：135題 

参加：585名 

第129回例会（名古屋） 

会長：佐野 力（愛知医科大学 消化器外科） 

会期：2018年11月17日（土） 

会場：ウインクあいち 

内容：シンポジウム 

一般演題 

専門医セミナー：130名 

演題：138題 

参加：726名 

 

【近畿支部】 

第108回例会（京都） 

会長：安藤 朗（滋賀医科大学医学部消化器内科） 

会期：2018年3月17日（土） 

会場：京都テルサ 

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：55名 

演題：260題 

参加：1,071名 

第109回例会（大阪） 

会長：吉治 仁志（奈良県立医科大学 内科学第三講座） 

会期：2018年9月29日（土） 

場所：大阪国際交流センター 

内容：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 

Freshman Session 

Young Investigator Session 

専門医セミナー：63名 

演題：217題 

参加：1,008名 

 

【中国支部】 

第109回例会（岡山） 

会長：塩谷 昭子（川崎医科大学 消化管内化学） 

会期：2018年6月9日（土） 

会場：岡山コンベンションセンター 

内容： 特別講演 

教育セミナー 

一般演題 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

ワークショップ 

専門医セミナー：98名 

演題：52題 

参加：428名 

第110回例会（出雲） 

会長：足立 経一（島根県環境保健公社 総合健診センター） 

会期：2018年12月1日（土）～12月2日（日） 

会場：ビッグハート出雲/パルメイト出雲 

内容：特別講演 

   一般演題 

ワークショップ 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：78名 

演題：106題 

参加：511名 

 

【四国支部】 

第109回例会（松山） 

会長：髙田 泰次（愛媛大学大学院医学系研究科肝胆膵・乳腺外科学 教授） 

会期：2018年6月23日（土）～ 6月24日（日） 

会場：松山市総合コミュニティセンター 

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：119名 

演題：68題 

参加：453名 

備考：第120回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催 

第110回例会（松山） 

会長：二宮 朋之（愛媛県立中央病院 消化器病センター長） 

会期：2018年11月17日（土）～ 11月18日（日） 

会場：松山市総合コミュニティセンター 

内容：会長講演 

      特別講演 

女性医師の会特別講演 

合同シンポジウム 
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一般演題 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

専門医セミナー：70名 

演題：64題 

参加：367名 

備考：第121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111回例会（北九州） 

会長：野村 秀幸（国家公務員共済組合連合会 新小倉病院） 

会期：2018年6月8日（金）～ 6月9日（土） 

会場：北九州国際会議場、西日本総合展示場ＡＩＭビル 

内容：特別講演 

   シンポジウム 

ワークショップ 

一般演題 

研修医発表 

専修医発表 

特別企画 

共催セミナー 

専門医セミナー：55名 

演題：362題 

参加：1,055名 

備考：第105回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催 

第112回例会（鹿児島） 

会長：井戸 章雄（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活

習慣病学） 

会期：2018年11月9日（金）～ 11月10日（土） 

会場：SHIROYAMA HOTEL kagoshima 

内容：特別講演 

   シンポジウム 

ワークショップ 

一般演題 

研修医発表 

専修医発表 

特別企画 

共催セミナー 

専門医セミナー：74名 

演題：387題 

参加：939名 

 備考：第106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 

・消化器臓器間ネットワーク研究会 

・アレルギー消化器疾患研究会 

●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 

・Gut Microbiota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（電子書籍サービスMED PORTAL） 

第115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. 53（No. 1～12） 

●Clinical Journal of Gastroenterology（Bimonthly） 

年間6回発行（Online Journal） 

Vol. 11（No. 1～6） 

掲載内容 

●日本消化器病学会雑誌（第115巻） 

掲載論文の種類 論文数 頁 数 

総説（投稿） 3 29 

総説（依頼）*115巻2号まで 2 17 

今月のテーマ*115巻2号まで 8 83 

今月のテーマ（総論）*115巻3号から 10 88 

今月のテーマ（総説）*115巻3号から 36 299 

原著 8 77 

症例報告 48 377 

特別寄稿 2 12 

Letter to the Editor 0 0 

症例に学ぶ 2 11 

速報 0 0 

小計 119 993 

座談会 4 69 

Q & A 12 39 

特別企画 0 0 

総会抄録号（プログラム、抄録、索引）  551 

大会抄録号（プログラム、抄録、索引）  679 

小計 16 1,338 

総会・大会プログラム  309 

専門医規則・合格者  115 

事業計画・報告  73 

研究助成  13 

関連研究会  3 

日本医師会  0 

日本医学会  10 

支部会告  91 

他学会案内  11 
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査読者一覧  1 

編集後記  12 

住所変更  12 

投稿規定  108 

その他  137 

総目次  20 

    索引  10 

小計  925 

総数 135 3,256 

 

●Journal of Gastroenterology（Volume 53） 

Contents Articles Pages 

    Review 24 306 

    Alimentary Tract 44 463 

    Liver, Pancreas, and Biliary Tract 46 470 

    Letters to the Editor 12 22 

    Announcements & Others 13 26 

Total 139 1,287 

2017年(平成29年)のImpact Factor: 5.561 

 

●Clinical Journal of Gastroenterology（Volume 11） 

Contents Articles 

    Clinical Reviews 7 

    Case Reports 86 

    Letters to the Editor 4 

    Correction (Erratum) 2 

Total 99 

 

投稿論文の審査状況 

●日本消化器病学会雑誌（投稿総数：105編／採否済数：86編） 

    採 用 率： 64.0%（55編） 

   不採用率： 36.0%（31編） 

※審査中論文があるため、採否率は変動の可能性がある。 

●Journal of Gastroenterology（投稿総数：1,228編／採否済数：1,215編） 

    採 用 率： 07.1 %（86編） 

  不採用率： 92.9 %（1,129編） 

●Clinical Journal of Gastroenterology（投稿総数：299編／採否済数：288編） 

    採 用 率：  38.2 %,（110編） 

  不採用率： 61.8 %,（178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（03.17） 20 
炎症性腸疾患治療薬の作用機序を紐

解く、他 
297 

東 北 仙 台（11.25） 20 好酸球性食道炎の診断と治療、他 297 

関 東 

東 京（02.12） 

 

東 京（06.24） 

32 

 

33 

消化器疾患、最新の病態・診断・治

療 

消化器専門医のための最新の知見 

448 

 

502 

甲信越 

松 本（05.26） 

 

松 本（11.17） 

39 

 

40 

消化器と免疫チェックポイント阻害

薬、他 

十二指腸病変の内視鏡診断学、他 

243 

 

275 

北 陸 

福 井（06.10） 

金 沢（11.18） 

39 

40 

ESD困難例への挑戦、他 

免疫チェックポイント阻害剤に伴う

肝機能障害、他 

233 

203 

東 海 
津（06.16） 

名古屋（11.17） 

39 

40 

大腸癌領域におけるバイオマーカー、他 

IgG4関連胆膵疾患の診断と治療、他 

332 

478 

近 畿 

京 都（03.17） 

 

大 阪（06.17） 

大 阪（09.29） 

56 

 

57 

58 

胃癌外科治療のエビデンスと最新の手術

手技、他 

最新の肝癌治療、他 

食道胃接合部疾患の診断と治療、他 

444 

 

480 

302 

中 国 
岡 山（06.10） 

出 雲（12.02） 

27 

28 

消化器診療の最前線 

最新の消化器疾患診療 

207 

103 

四 国 
高 松（07.22） 

徳 島（11.11） 

33 

34 

消化器疾患診療の最前線 

消化器疾患診療Up-to-date 

163 

110 

九 州 福 岡（03.25） 23 
胃癌の最新の治療戦略と今後の展

望、他 
327 

参加者計  5，444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（1名） 

・小池 和彦（東京大学大学院 医学系研究科 内科学専攻 消化器内科学） 

肝炎から肝癌に至る病態の解明 

 

消化器疾患の研究者に対する研究助成。 

研究助成者（5名） 

平成29年度から（2年目） 

・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（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） 

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 

平成30年度から（1年目） 

・川口 和紀（金沢大学附属病院 消化器内科） 

 HBV関連肝細胞癌における細胞間シグナル伝達機構の解明 

・谷口 博昭（東京大学 医科学研究所） 

   PRDM14分子を標的とした革新的核酸医薬による膵がん治療法の開発研究 

・山道 信毅（東京大学医学部附属病院 消化器内科） 
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  全遺伝子発現解析に基づく早期胃癌データベースの構築と胃発癌機構の解

明 

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31回奨励賞受賞者（10名） （五十音順） 

・上田 佳秀（京都大学大学院医学系研究科 消化器内科学講座） 

   Treatment with sofosbuvir and ledipasvir without ribavirin for 12 weeks  

is highly effective for recurrent hepatitis C virus genotype 1b 

 infection after living donor liver transplantation: a Japanese   

  multicenter experience     

(Journal of Gastroenterology 2017; 52: 986-991) 

・宇都宮 大貴（愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学） 

Upregulated absorption of dietary palmitic acids with changes in  

intestinal transporters in non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 

 (Journal of Gastroenterology 2017; 52: 940-954) 

・角田 洋一（東北大学大学院 消化器病態学分野） 

Increased expression of IL12B mRNA transcribed from the risk haplotype 

for Crohn’s disease is a risk factor for disease relapse in Japanese 

patients      (Journal of Gastroenterology 2017; 52: 1230-1239) 

・川井 翔一朗（大阪大学大学院医学系研究科 内科系臨床医学専攻消化器内

科学） 

Indigo Naturalis ameliorates murine dextran sodium sulfate-induced 

colitis via aryl hydrocarbon receptor activation  

 (Journal of Gastroenterology 2017; 52: 904-919) 

・辻  喜久（京都大学附属病院 消化器科） 

Early diagnosis of pancreatic necrosis based on perfusion CT to predict 

the severity of acute pancreatitis 

 (Journal of Gastroenterology 2017; 52: 1130-1139) 

・長谷部 拓夢（旭川医科大学 消化器・血液腫瘍制御内科学講座） 

Bone morphogenetic protein-binding endothelial regulator of liver 

sinusoidal endothelial cells induces iron overload in a fatty liver 

mouse model       (Journal of Gastroenterology 2017; 52: 341-351)              

・八田 和久（東北大学大学院 消化器病態学分野） 

Is radical surgery necessary in all patients who do not meet the 

curative criteria for endoscopic submucosal dissection in early 

gastric cancer? A multi-center retrospective study in Japan  

                    (Journal of Gastroenterology2017; 52: 175-184)      

・平田 有基（国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ研究所 肝炎・免疫ｾﾝﾀｰ消化器疾患研究

部）    

Fatty acids in a high-fat diet potentially induce gastric parietal-cell 

damage and metaplasia in mice 

 (Journal of Gastroenterology2017; 52: 889-903) 

・藤井  努（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科） 

Clinical benefits of neoadjuvant chemoradiotherapy for adenocarcinoma 

of the pancreatic head: an observational study using  

inverse probability of treatment weighting 

 (Journal of Gastroenterology 2017; 52: 81-93) 

・好川 謙一（防衛医科大学校 消化器内科／東京慈恵医科大学） 

Psychological stress exacerbates NSAID-induced small bowel injury by 

inducing changes in intestinal microbiota and permeability via 

glucocorticoid receptor signaling 

 (Journal of Gastroenterology 2017; 52: 61-71) 

 

Journal of Gastroenterology High Citation Award（2016 Impact Factor） 

（4名） 

・中尾 一彦（長崎大学 消化器内科学） 

Antitumor function of microRNA-122 against hepatocellular carcinoma 

(Journal of Gastroenterology 2014; 49: 589–593)  

・戸島 剛男（九州大学 消化器・総合外科） 

A novel serum marker, glycosylated Wisteria floribunda 

agglutinin-positive Mac-2 binding protein (WFA+-M2BP), for 

assessing liver fibrosis 

(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 76-84) 

・伊藤 鉄英（九州大学 病態制御内科） 

Epidemiological trends of pancreatic and gastrointestinal 

neuroendocrine tumors in Japan: a nationwide survey analysis 

(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 58–64) 

・阿部 雅則（愛媛大学 消化器・内分泌・代謝内科学） 

Association between Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 

binding protein and the fibrosis stage of non-alcoholic fatty liver 

disease 

(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 776–784) 

 

 

（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 
旭 川（05.19） 

小 樽（09.21） 

51 

52 

痔と便秘の話 

お酒がまずくなる（！？）ためになる話 

278 

133 

東 北 

柴 田（07.21） 

 

大 仙（09.01） 

盛 岡（10.27） 

76 

 

77 

78 

専門医に聞く、お腹のがん：こんな

あなたは要注意！ 

知っていますか？身近なお腹の病気 

生活習慣と消化器疾患―おなかの病気

にならないために― 

231 

 

262 

67 

関 東 

東 京（09.09） 

 

東 京（09.15） 

 

宇都宮（10.20） 

 

高 崎（11.18） 

 

101 

 

102 

 

103 

 

104 

 

知っておきたい消化器がん～予防・早

期発見と治療の最前線～ 

知っておきたいおなかの病気～基礎知

識から最新情報まで 

知って欲しいお腹の病気 肝臓と大

腸 

からだに負担の少ない消化器疾患の

最新治療 

215 

 

73 

 

274 

 

101 
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甲信越 

中 央（10.06） 

 

新 潟（10.21） 

74 

 

73 

生活習慣とおなかの病気 

 

ふえているおなかの病気 

～胆石、大腸ポリープ、脂肪肝～ 

95 

 

84 

 

北 陸 

金 沢（05.19） 

勝 山（09.08） 

 

富 山（10.07） 

71 

72 

 

73 

100歳時代へのおなかのおはなし 

知って得する、おなかの「がん」の予防

と治療 

おなかの癌に注意しよう 予防と早

期発見、そして最新治療 

97 

154 

 

165 

東 海 

伊 賀（06.17） 

 

知 多（08.26） 

 

瑞 浪（11.23） 

 

長久手（11.18） 

108 

 

109 

 

110 

 

111 

もっと知ってほしい、おなかの病気

のこと 

症状がなくても早く見つけて、治そう 

 

毎日を楽しく元気に暮らすために～

検診を受けよう～ 

おなかの「がん」：どう見つけてどう

治すの？ 

107 

 

162 

 

229 

 

77 

近 畿 

神 戸（05.19） 

京 都（09.09） 

59 

60 

メタボとおなかの病気 

消化器専門医と学ぶがん治療のエッ

センス 

425 

196 

中 国 

岡 山（06.10） 

出 雲（12.02） 

81 

82 

おなかの病気を知ろう 

がん患者さんのご家族に知っておい

てほしいこと 

92 

139 

四 国 

松 山（09.01） 

徳 島（09.01） 

 

香 南（09.08） 

高 松（09.30）  

79 

80 

 

81 

82 

知って防ごう！消化器がん 

おなかのがんについて専門医と一緒

に学びましょう 

がんを防ぐ見つける治すために 

みんなで楽しく学ぼう！いま注目の

消化器の病気 

122 

104 

 

136 

中止 

九 州 

伊万里（02.25） 

 

熊 本（03.10） 

 

長 崎（07.28） 

 

北九州（09.15） 

95 

 

96 

 

97 

 

98 

知って得する！生活習慣と消化器病

の関係 

おなかの病気をよく知ろう～最近話

題の消化器病治療～ 

がんから生活習慣まで、病気をみつ

める 

大腸がん治療の最前線と緩和医療 

113 

 

137 

 

115 

 

546 

合計  29回開催／市民の参加合計  4,929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165,000部を発行、約1,175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28回専門医試験（2018年8月4日（土）：横浜） 

申請：1,110名、受験：1,087名、合格：963名、合格率： 88.6％ 

●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）： 963名、指導医： 338名、認定施設： 38施設、 

関連施設： 40施設   

 

 

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（更新） 

 専門医： 4,200名、指導医： 623名、認定施設： 369施設、 

関連施設： 313施設 

●2018年度末における専門医等の数 

 専門医： 20,891名、指導医： 3,491名、認定施設： 1,073施設、 

関連施設： 405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。 

 秋山慎太郎（東京医科歯科大学消化器内科） 

井原聡三郎（公益財団法人朝日生命成人病研究所） 

内田 宅郎（広島大学病院消化器・代謝内科） 

堀部 昌靖（慶應義塾大学医学部消化器内科） 

松島  肇（長崎大学大学院医歯薬学総合研究所移植・消化器外科） 

●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 

柏木 里織（京都府立医科大学医学部消化器内科） 

小屋 敏也（名古屋大学医学部附属病院 消化器内科） 

鈴木 康平（東京医科歯科大学 消化器内科） 

鈴木 翔 （日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野） 

中野 貴博（京都府立医科大学 消化器内科） 

西川 義浩（京都大学医学部附属病院 消化器内科） 

濱田 匠平（九州大学大学院 医学研究院 病態制御内科学）  

森田 敏広（京都大学 消化器内科） 

山雄 健太郎（近畿大学 消化器内科） 

吉岡 鉄平（大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学） 

２）APDW 

芦原 典宏（信州大学医学部付属病院 消化器内科） 

出雲 渉 （東京女子医科大学病院 消化器・一般外科） 

杉山 智哉（愛知医科大学 消化管内科） 

須藤 豪太（札幌医科大学 医学部 消化器内科学講座） 

３）UEGW 

 大原 正嗣（北海道大学 大学院医学研究科消化器内科学教室） 

大森 鉄平（東京女子医科大学消化器内科） 

斧山 巧 （鳥取大学医学部 機能病態内科学） 

小畑 泰介（津山中央病院 内科） 

坂田 侑平（大阪市立総合医療センター 消化器内科） 

杉浦 諒 （北海道大学 大学院医学研究科） 

瀧川 有記子（手稲渓仁会病院 消化器病センター） 

田中 雄志（神戸大学医学部附属病院 消化器内科） 
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宮迫 由季（国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター） 

安田 剛士（朝日大学病院 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30年7月～11月）） 

研修医：平成30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. Lancharat CHUNCHARUNEE（31歳） 

Second-year Gastroenterology Clinical Fellowship, Division of 

Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, 

Ramathibodi hospital, Mahidol University 

（Thailand） 

研修施設: 京都府立以下大学附属病院 消化器内科 

（指導：小西 英幸 准教授） 

・Dr. Phuc Vinh LA（30歳） 

          Lecturer, Endoscopist, Gastrointestinal surgeon, 

Gastrointestinal Endoscopic Center -  Can Tho university of 

medicine and pharmacy hospital (Vietnam) 

          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） 

・Dr. Hsing-Chien WU（36歳） 

      Director, Clinical Skill Center; Attending physician, 

 gastroenterology; Endoscopist, endoscopy room; Taipei 

Hospital, Ministry of Health and Welfare, New Taipei City 

  (台湾)          

           研修施設：東北大学大学院医学系研究科 消化器病態学分野 

（指導：正宗 淳 教授） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）その他の事業 

 

●JDDW2018（神戸）（共催） 

 会期：2018年11月01日（木）～ 11月04日（日） 

会場：神戸コンベンションセンター、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：「JDDW2018プログラム」、「第60回大会抄録集」に記載 

 

 


