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ランチョンセミナー１ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第２会場（会議センター/メインホール）
今後のウイルス肝炎治療戦略

座長 東京大・消化器内科　小俣政男
新たな抗ウィルス剤の開発について●B型肝炎 東京大大学院・消化器内科　加藤直也
新たな抗ウィルス剤の開発について●C型肝炎 東京医歯大・消化器内科　榎本信幸
C型肝炎治療戦略「Advance in the Treatment of Chronic Hepatitis C」

Tronto General Hospital,Department of Medicine,Canada Sherman Morris
C型肝炎治療戦略「C型慢性肝炎治療の現状と今後の展開] 岡山大･１内科　白鳥康史

共催：中外製薬（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー２ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第３会場（会議センター/３０１+３０２）
LCAP療法は活動期UCのprimary therapyとなりうるか?

座長 東京医歯大大学院・消化・代謝 内科　渡辺　守
潰瘍性大腸炎におけるLCAP療法の位置付けについて 慶應義塾大・内科　日比紀文
ステロイド未併用の活動期UCに対するLCAPの有効性について 神戸大・光学医療診療部　青山伸郎
LCAP療法が著効を示した難治性潰瘍性大腸炎症例 名古屋大・１内科　楠神和男
LCAP療法が奏効したmegacolonを伴った潰瘍性大腸炎の１例 東京大・消化器内科　矢作直久

共催：旭メディカル（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー３ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第５会場（会議センター/小ホール）
C型慢性肝炎における抗ウイルス療法の新たな展開

座長 東京慈恵会医大・消化器・肝臓内科　戸田剛太郎
川崎医大川崎病院・肝臓消化器病センター 山田剛太郎

共催：山之内製薬（株）・アムジェン（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー４ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第６会場（会議センター/５０１）
B型慢性肝炎に対するラミブジン投与戦略－長期投与の問題点と短期投与の可能性－

司会 国立病院長崎医療センター名誉院長　矢野右人
久留米大・２内科　神代龍吉

国立病院長崎医療センター・臨床研究部　八橋　弘

共催：グラクソ・スミスクライン（株）・味の素ファルマ（株）（提携）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー



｜ 140 ｜

ランチョンセミナー５ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第７会場（会議センター/５０２）
肝癌対策としての難治性C型慢性肝炎の治療

座長 信州大・２内科　清澤研道
虎の門病院・消化器科　荒瀬康司

共催：エーザイ（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー６ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第８会場（会議センター/３１１+３１２）
星細胞機能に対するTJ-１３５茵 湯の効果

司会 山形大･２内科　河田純男
大阪市立大大学院・肝胆膵病態内科　河田則文

共催：（株）ツムラ
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー７ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第９会場（会議センター/３１３+３１４）
劇症肝炎、肝移植に関する最近の話題

座長 久留米大・２内科　佐田通夫
埼玉医大・３内科　持田　智

共催：三菱ウェルファーマ（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー８ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第１０会場（会議センター/４１４+４１５）
消化性潰瘍とCOX－２

座長 京都府立医大・１内科　吉川敏一
大阪大・保健学科病態生体情報学　川野　淳

共催：第一製薬（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー９ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第１１会場（会議センター/４１６+４１７）
モデル動物を用いた肝炎研究の話題

座長 聖マリアンナ医大客員教授　飯野四郎
東京大・感染症内科　小池和彦

共催：（株）ミノファーゲン製薬
第６回日本肝臓学会大会

第４４回日本消化器病学会大会
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ランチョンセミナー１０ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第１２会場（アネックス/F２０１+F２０２）
消化器癌化学療法の現状と将来展望

司会 都立駒込病院・化学療法科　佐々木常雄
国立病院四国がんセンター・内科・消化管腫瘍研究室　兵頭一之介

共催：大鵬薬品工業（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー１１ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第１３会場（アネックス/F２０３+F２０４）
「肝病態栄養とEBM-糖代謝面からの栄養改善」-就寝前投与は有用か

司会 岐阜大・消化器病態学　森脇久隆
肝硬変患者における就寝前エネルギー投与の意義 岐阜大・消化器病態学　三輪佳行
就寝前投与での血糖管理 山口大・消化器病態内科　坂井田功
就寝前投与の是非（総括） 岩手医大・１内科　加藤章信

共催：大塚製薬（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー１２ １０月２４日（木）１２:２０～１３:３０ 第１４会場（アネックス/F２０５+F２０６）
「日常診療に役立つ実践造影超音波」

座長 近畿大・消化器内科　工藤正俊
消化管領域における造影超音波診断の意義 公立三次中央病院　畠　二郎
造影超音波による肝癌の局所治療の評価 －Vascular imaging と delayed parenchymal imaging－

東京医大・４内科　飯島尋子

共催：日本シエーリング（株）・田辺製薬（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー１３ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第３会場（会議センター/３０１+３０２）
B型慢性肝炎の新たな治療戦略

座長 広島大大学院・分子病態制御内科　茶山一彰
大阪市大大学院・肝胆膵病態内科　西口修平

共催：持田製薬（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー１４ １０月２５日（金）１２:３０～１３:３０ 第４会場（会議センター/３０３＋３０４）
RFA治療と超音波造影剤による効果判定について

座長 近畿大・消化器内科　工藤正俊
東京大・消化器内科　椎名秀一朗

久留米大医療センター・消化器内科　田中正俊

共催：（株）東芝・東芝メディカル（株）
第６４回日本消化器内視鏡学会総会
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ランチョンセミナー１５ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第５会場（会議センター/小ホール）
C型慢性肝炎に対するIFN長期投与

座長 京都府立医大・３内科　岡上　武
IFN治療と樹状細胞機能 大阪大大学院・分子制御治療学　考藤達哉
C型慢性肝炎・肝硬変に対するIFN長期投与の有用性 虎の門病院・消化器科　池田健次

共催：住友製薬（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー１６ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第７会場（会議センター/５０２）
GlaxoSmithKline Award授賞式

司会 昭和大・２内科　三田村圭二
Current topics about Hepatitis B treatment -from APASL Consensus Update-

University of Hong Kong, Department of Medicine, Queen Mary Hospital, Hong Kong Ching Lung Lai

共催：グラクソ・スミスクライン（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー１７ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第８会場（会議センター/３１１+３１２）
高齢者の消化性潰瘍の特徴と対応

座長 北里大・１内科　西元寺克禮
川崎医大・２消化器内科　春間　賢

共催：大鵬薬品工業（株）・ユーシービージャパン（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー１８ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第９会場（会議センター/３１３＋３１４）
膵炎合併症に対する内視鏡治療の現況

司会 杏林大・１外科　跡見　裕
千葉大大学院・腫瘍内科　山口武人

共催：鳥居薬品（株）
第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー１９ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第１０会場（会議センター/４１４+４１５）
肝癌検診と肝癌診断の最前線

座長 日本赤十字社熊本健康管理センター 三原修一
肝癌検診の現状と展望 日本赤十字社熊本健康管理センター 三原修一
超音波による最新の肝癌診断法 奈良県立医大・腫瘍放射線医学　平井都始子

共催：第一製薬（株）
第４０回日本消化器集団検診学会大会
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ランチョンセミナー２０ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第１１会場（会議センター/４１６+４１７）
新しいHCVコア蛋白測定法の臨床応用への可能性

座長 豊橋市民病院・消化器内科　瀬川昴生
高感度HCVコア蛋白測定法と遺伝子検査法との比較－測定する立場から－ 東京大・検査部　横田浩充
HCV検診からC型肝疾患治療のモニタリングへの応用について 国立病院長崎医療センター・臨床研究部　八橋　弘

共催：栄研化学（株）
第４０回日本消化器集団検診学会大会

ランチョンセミナー２１ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第１２会場（アネックス/F２０１+F２０２）
肝硬変の消化管機能と栄養治療 －患者がご飯を食べる時　口からおしりまでの諸問題－

座長 福岡大・３内科　向坂彰太郎
久留米大・２内科　神代龍吉

共催：味の素ファルマ（株）
第６回日本肝臓学会大会

第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー２２ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第１３会場（アネックス/F２０３+F２０４）
B型肝炎ウイルス検査をめぐる最近の話題～ウイルス量とウイルス変異を中心に～

座長 虎の門病院・消化器科　熊田博光
病態解明への新しいアプローチ 信州大・２内科　田中栄司
B型肝炎におけるHBVgenotype,Core Promoter,PreCoreの測定意義 虎の門病院・消化器科　熊田博光

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス（株）
第６回日本肝臓学会大会

ランチョンセミナー２３ １０月２５日（金）１２:２０～１３:３０ 第１４会場（アネックス/F２０５+F２０６）
胆道内視鏡治療の実際とリスクマネジメント

司会 東京慈恵会医大・内視鏡科　田尻久雄
手稲渓仁会病院・消化器病センター 真口宏介

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン（株）
第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー２４ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第２会場（会議センター/メインホール）
炎症性腸疾患治療における顆粒球吸着療法の位置付け －本療法は、ステロイド療法に代わり得るか－

座長 慶應義塾大・内科　日比紀文
慶應義塾大・内科　炎症性腸疾患センター 日比紀文
慶應義塾大・内科　炎症性腸疾患センター 長沼　誠

兵庫医大・消化器内科　澤田康史
千葉大・２内科　鈴木康夫

共催：（株）日本抗体研究所
第４４回日本消化器病学会大会
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ランチョンセミナー２５ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第３会場（会議センター/３０１+３０２）
上部内視鏡検査における新しい展開

座長 虎の門病院・消化器科　星原芳雄
EG-４７０Nの臨床的経験 出雲中央クリニック 宮脇哲丸
EG-４７０Nの臨床的意義 JA長野厚生連佐久総合病院・胃腸科　小山恒男

共催：フジノン東芝ESシステム（株）
第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー２６ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第４会場（会議センター/３０３+３０４）
GERDの治療　症状に焦点をあてて

司会 京都大大学院・消化器病態学　千葉　勉
免疫・病態 群馬大・光学医療診療部　草野元康
診断・治療 島根医大・２内科　足立経一

共催：アストラゼネカ（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー２７ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第６会場（会議センター/５０１）
脂肪吸収と小腸粘膜免疫

座長 新潟大名誉教授　朝倉　均
防衛医大・２内科　三浦総一郎

共催：味の素ファルマ（株）
第３３回日本消化吸収学会総会

ランチョンセミナー２８ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第７会場（会議センター/５０２）
苦痛軽減とより安全を目指した新しいスタイルの内視鏡検査

司会 浜松医大・光学医療診療部　花井洋行
極細スコープによる上部消化管内視鏡検査の苦痛軽減の提案 昭和伊南総合病院　堀内　朗
超軟性大腸スコープによる安全な大腸内視鏡検査の追求 高橋病院　宇野良治

共催：オリンパスプロマーケティング（株）
第４０回日本消化器集団検診学会大会

ランチョンセミナー２９ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第８会場（会議センター/３１１+３１２）
H.pylori の抗原性と免疫反応

司会 大分医大・総合診療部　藤岡利生
杏林大・感染症学　神谷　茂

共催：大塚製薬（株）
第４０回日本消化器集団検診学会大会
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ランチョンセミナー３０ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第９会場（会議センター/３１３＋３１４）
潰瘍性大腸炎：内科、外科における治療戦略

司会 滋賀医大　馬場忠雄
胃潰瘍性大腸炎－内科からみた治療戦略 外来における治療戦略　－難治例を中心として－

大阪市立大大学院・消化器器官制御内科　松本譽之
潰瘍性大腸炎における外科的治療戦略 横浜市立市民病院　福島恒男

共催：三菱ウェルファーマ（株）・ファルマシア（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー３１ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第１０会場（会議センター/４１４+４１５）
NUDの診断と治療

座長 川崎医大・２内科消化器　春間　賢
島根医大・２内科　木下芳一

共催：協和発酵工業（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー３２ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第１１会場（会議センター/４１６+４１７）
消化器愁訴の新しい考え方

司会 東北大・総合診療部　本郷道夫
消化管運動からみた消化器症状 滋賀医大・消化器内科　小山茂樹
脳腸相関からみた消化器症状 愛知医大・総合診療内科　金子　宏

共催：大日本製薬（株）
第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー３３ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第１２会場（アネックス/F２０１+F２０２）
慢性膵炎の内科的治療

座長 東北大大学院・消化器病態学　下瀬川徹
藤田保健衛生大第二教育病院・内科　乾　和郎

共催：小野薬品工業（株）
第４４回日本消化器病学会大会

第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー３４ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第１３会場（アネックス/F２０３+F２０４）
EBMに基づく胃潰瘍診療ガイドライン-NSAIDs潰瘍-

座長 自治医大・消化器内科　菅野健太郎
埼玉医大・３内科　太田慎一

共催：武田薬品工業（株）
第４４回日本消化器病学会大会

第４０回日本消化器集団検診学会大会
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ランチョンセミナー３５ １０月２６日（土）１２:２０～１３:３０ 第１４会場（アネックス/F２０５+F２０６）
H.pylori 感染と胃癌

座長 東京大大学院・臓器病態外科　上西紀夫
国立国際医療センター・１消化器科　上村直実

共催：住友製薬（株）
第４４回日本消化器病学会大会

ランチョンセミナー３６ １０月２７日（日）１２:１５～１３:１５ 第１会場（国立大ホール）
大腸内視鏡検査前処置の現状と展望

総合司会 慶應義塾大・内視鏡センター 熊井浩一郎
パネルディスカッション：司会 慶應義塾大・内視鏡センター 緒方晴彦

大腸内視鏡検査前処置に関するアンケート調査報告から（日本消化器内視鏡技師会アンケート調査）
慶應義塾大・内視鏡センター 緒方晴彦

高野病院　松平美貴子
当院における大腸内視鏡検査前処置の検討 慶應義塾大・内視鏡センター 今枝博之

パネリスト： 慶應義塾大・内視鏡センター 今枝博之
高野病院　松平美貴子

都立大久保病院・薬剤部　渡部クリ子

共催：帝人（株）
第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー３７ １０月２７日（日）１２:２０～１３:３０ 第３会場（会議センター/３０１+３０２）
１.PEG後の早期瘻孔感染の実態 ２．感染防止キットは、PEG後創部感染を抑えることができる｡

座長 東京慈恵会医大・内視鏡科　田尻久雄
大船中央病院　消化器肝臓病センター 上野文昭

PEG後の早期瘻孔感染の実態 鶴岡協立病院・内科　高橋美香子
感染防止キットは、PEG後創部感染を抑えることができる｡ 東京慈恵会医大・外科　鈴木　裕

共催：日本シャーウッド（株）
第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー３８ １０月２７日（日）１２:２０～１３:３０ 第４会場（会議センター/３０３+３０４）
上部消化管癌とEMR －一括切除のコツとpitfall-

座長 東海大・外科　幕内博康
上部消化管癌とEMR －Hooking ナイフ法による一括切除のコツとpitfall－ 佐久総合病院・胃腸科　小山恒男
上部消化管癌とEMR －細径スネアを用いたcutting EMRのコツとpitfall－ 東京大・消化器内科　矢作直久

共催：（株）アムコ
第６４回日本消化器内視鏡学会総会

ランチョンセミナー３９ １０月２７日（日）１２:２０～１３:３０ 第５会場（会議センター/小ホール）
「自信を持って栄養管理ができていますか？」～全国アンケート調査の結果からみた本邦における現状

座長 近畿大・２外科　大柳治正
日本生命済生会日生病院　井上善文

共催：テルモ（株）
第３３回日本消化吸収学会総会




