
2020スポンサードイベント一覧 2020.8.26現在

◆ブレックファーストセミナー　（8：00-8：45）
※順不同

日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

ブレックファーストセミナー1 消 武田薬品工業(株)
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 ホール北 第1会場
The treatment goal of Crohn’s disease based on the new
therapeutic strategy

安藤　朗 仲瀬裕志

ブレックファーストセミナー2 消 日本イーライリリー(株)
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場 新たな時代における肝癌薬物療法の治療戦略を考える 泉　並木 森口理久、相方　浩

ブレックファーストセミナー3 肝
シーメンスヘルスケア・ダイアグノス
ティクス(株)

8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 肝疾患での非侵襲的診断法 池嶋健一 杉本和史、浪崎　正

ブレックファーストセミナー4 肝 シスメックス（株）
8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田A 第5会場 肝疾患の病態モニタリングを地域医療連携へ応用する 八橋　弘 黒崎雅之

ブレックファーストセミナー5 内 センチュリーメディカル(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場 明日から使えるOTSCのコツと治療戦略 森　宏仁 大圃　研、小原英幹

ブレックファーストセミナー6 検
日立化成ダイアグノスティックス・シ
ステムズ（株）

8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場 大腸がん検診の受診率向上を目指して 鈴木康元 野崎良一

ブレックファーストセミナー7 肝 MSD(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場 感染症治療における新たな選択肢 河田則文 中嶋一彦、藤村　茂

ブレックファーストセミナー8 内 ミヤリサン製薬（株）
8：00-
8：45

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場 脳と腸をつなぐ腸内細菌の話し 池内浩基 金井隆典

ブレックファーストセミナー10 肝 塩野義製薬(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル トパーズ 第11会場 拡がる肝疾患治療の選択肢 ～血小板減少症を中心に～ 斎藤　聡 近藤泰輝、日高　央

ブレックファーストセミナー11 肝 ヤンセンファーマ(株)
8：00-
8：45

神戸国際会議場　メインホール 第12会場
門脈圧亢進症に伴う肺動脈性高血圧症（PoPH）を見逃さないた
めに

川口　巧、
田原宣広

田原宣広、川口　巧

ブレックファーストセミナー12 消 マイランEPD(同)
8：00-
8：45

神戸国際会議場　国際会議室 第13会場 膵疾患の診断と治療のこれから 岡崎和一 蘆田玲子、清水京子

5日
（木）
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2020スポンサードイベント一覧 2020.8.26現在

日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

ブレックファーストセミナー13 外 センチュリーメディカル(株)
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 ホール北 第1会場 大腸ステントの新しいカタチ 斉田芳久 齊藤修治、桑井寿雄

ブレックファーストセミナー14 肝 武田薬品工業(株)
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場 大腸癌両葉多発肝転移に対する肝切除の現状と展望 石上雅敏 山下洋市

ブレックファーストセミナー15 検 アルフレッサ ファーマ（株）
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 UC診療における便中カルプロテクチンのベストユース 大塚和朗 小林　拓

ブレックファーストセミナー16 内 (株)メディコスヒラタ
8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田A 第5会場
明日から使えるスネアリングテクニックの極意－Dualoopを活用し
た、Cold Polypectomyの基礎からEMRへの応用まで－

大圃　研 村元　喬、和田祥城

ブレックファーストセミナー17 消
ヤンセンファーマ(株)・田辺三菱製薬
(株)

8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場 潰瘍性大腸炎治療を極める 平井郁仁 渡辺憲治、飯島英樹

ブレックファーストセミナー18 内 川澄化学工業（株）
8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場 遠位胆管狭窄はこう攻めろ！ 糸井隆夫 岡部義信

ブレックファーストセミナー19 肝 ブリストル・マイヤーズ スクイブ(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場 B型肝炎について 茶山一彰 柘植雅貴

ブレックファーストセミナー20 消 エーザイ(株)・MSD(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場 レンバチニブによる集学的治療 坂本直哉 新関　敬、葛谷貞二

ブレックファーストセミナー21 肝 アッヴィ（同）
8：00-
8：45

ポートピアホテル 和楽 第10会場 C型肝炎撲滅への挑戦と今後の課題 持田　智 池上　正、丸澤宏之

ブレックファーストセミナー22 外 塩野義製薬(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル トパーズ 第11会場
がん疼痛のマネジメント～患者背景に応じた各種オピオイド鎮痛
薬の使い分け～

小柳和夫 上野博司

ブレックファーストセミナー23 消 ギリアド・サイエンシズ(株)
8：00-
8：45

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 IBD病態におけるJAK-STAT pathwayと新規薬剤の展望 日比紀文 長堀正和

ブレックファーストセミナー24 肝 アストラゼネカ(株)
8：00-
8：45

神戸国際会議場　国際会議室 第13会場 肝癌・膵癌におけるcancer board最前線 奥坂拓志 小笠原定久、上野　誠

6日
（金）
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2020スポンサードイベント一覧 2020.8.26現在

日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

ブレックファーストセミナー25 内 アステラス製薬(株)
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 ホール北 第1会場 Clostridioides(Clostridium) difficile 感染症の 診断と治療 大川清孝 大宮直木、三鴨廣繁

ブレックファーストセミナー26 内 大塚製薬(株)・武田薬品工業(株)
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場 逆流性食道炎治療の最近のトピックス 藤原靖弘 竹内利寿、岩切勝彦

ブレックファーストセミナー27 内 (株)パソネット
8：00-
8：45

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 実運用されているデジタルパソロジーの現状と未来 春間　賢 八尾隆史

ブレックファーストセミナー28 内 ガデリウス・メディカル(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田A 第5会場 胆膵内視鏡治療の最前線 潟沼朗生 井上匡央、石井健太郎

ブレックファーストセミナー29 消 アステラス製薬(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場
わが国の便秘診療の現状と課題～エビデンスに基づいた治療戦
略～

村上和成 春日井邦夫

ブレックファーストセミナー30 内 杏林製薬(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場 明日からの診療に役立つ潰瘍性大腸炎治療のコツ 久松理一 松岡克善

ブレックファーストセミナー31 外 第一三共(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場 胃癌化学療法の新展開 吉川貴己 牧山明資

ブレックファーストセミナー32 外 武田薬品工業(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場 クローン病に合併した短腸症候群の現状と対策 日比紀文 杉田　昭

ブレックファーストセミナー33 内 大塚製薬(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル 和楽 第10会場
胃がんリスク層別化と除菌による胃がん予防対策に求められる
ヘリコバクター・ピロリ感染診断について

河合　隆 加藤勝章

ブレックファーストセミナー34 外 中外製薬(株)
8：00-
8：45

ポートピアホテル トパーズ 第11会場 消化器癌における遺伝子ゲノム医療 山本聖一郎 若井俊文

ブレックファーストセミナー35 消 ノーベルファーマ(株)
8：00-
8：45

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 膵NET の治療方法を再考する 肱岡　範 坂本康成、工藤　篤

ブレックファーストセミナー36 内 EAファーマ(株)・持田製薬(株)
8：00-
8：45

神戸国際会議場　国際会議室 第13会場 適剤適所の便秘診療～エビデンスが導く新たなアプローチ～ 三輪洋人 中島　淳

7日
（土）
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2020スポンサードイベント一覧 2020.8.26現在

◆ランチョンセミナー　（12：30-13：40）

日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

ランチョンセミナー37 消
ヤンセンファーマ(株)・田辺三菱製薬
(株)

12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場
UNIFI試験から考える潰瘍性大腸炎治療におけるウステキヌマブ
の役割

久松理一 猿田雅之

ランチョンセミナー38 肝 コヴィディエンジャパン(株)
12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 マイクロウェーブアブレーション治療の新たな展開 椎名秀一朗 谷木信仁、建石良介

ランチョンセミナー39 肝 大塚製薬(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田A 第5会場 肝硬変のトータルマネジメント & OTSUKA Award 2020 吉治仁志 沖田　極、黒崎雅之

ランチョンセミナー40 内 ガデリウス・メディカル(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場 胆膵ステントフォーラム2020　進化するプラスチックステントPart6 岡部義信 向井俊太郎、小倉　健

ランチョンセミナー41 検 (株)日立製作所
12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場 胃X線診断　精度向上への取り組み 石川　勉 加藤勝章、小田丈二

ランチョンセミナー42 内 (株)アムコ
12：30-
13：40

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場 進化した電気メスVIO3で変わるEST、EP、APC治療 伊佐山浩通 山本健治郎、良沢昭銘

ランチョンセミナー43 内 マイランEPD(同)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場
慢性便秘症診療の温故知新－エビデンスから最善の治療を考え
る－

菅野健太郎 中島　淳

ランチョンセミナー44 消 武田薬品工業(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 和楽 第10会場 IBD新時代を考える 中村志郎 緒方晴彦、本谷　聡

ランチョンセミナー45 肝 アッヴィ（同）
12：30-
13：40

ポートピアホテル トパーズ 第11会場
C型肝炎のアンメット・メディカルニーズに挑む－ 第5回 AbbVie
Award 授賞式

熊田博光 加藤直也

ランチョンセミナー46 肝 あすか製薬(株)
12：30-
13：40

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 肝硬変診療ガイドライン2020を踏まえた新しい肝性脳症治療 日野啓輔 寺井崇二、上野義之

ランチョンセミナー47 消 (株)ツムラ
12：30-
13：40

神戸国際会議場　国際会議室 第13会場
困った上腹部症状への対応 ～GERD治療における漢方薬の位
置づけ～

藤城光弘 竹内利寿

5日
（木）
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2020スポンサードイベント一覧 2020.8.26現在

日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

ランチョンセミナー48 消
ヤンセンファーマ(株)・田辺三菱製薬
(株)

12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 ホール北 第1会場 長期寛解維持を見据えたウステキヌマブによる治療戦略 金井隆典 角田洋一、松本主之

ランチョンセミナー49 肝 エーザイ(株)・MSD(株)
12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場 新たな展開を迎える肝細胞癌治療 熊田博光 相方　浩、持田　智

ランチョンセミナー50 外 オリンパス(株)
12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場
腹腔鏡手術：合併症回避のbest practice～胃切除術・結腸切除
術における膵周辺の攻略法～

内藤　剛 植村　守、赤川　進

ランチョンセミナー51 外 武田薬品工業(株)・大塚製薬(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田A 第5会場 胃食道接合部に対する内科・外科アプローチ 小澤壯治 鈴木秀和、黒川幸典

ランチョンセミナー52 消 持田製薬(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場
潰瘍性大腸炎治療の最適化を目指して～基本治療とモニタリン
グの重要性～

鈴木康夫 髙木智久、安藤　朗

ランチョンセミナー53 内 武田薬品工業(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場
すべての消化器専門医に見つけてほしい、命に関わる希少疾患
HAE（遺伝性血管性浮腫）

仲瀬裕志 堀内孝彦、富永圭一

ランチョンセミナー54 肝 ギリアド・サイエンシズ(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場
肝硬変から肝癌へ ～今、アンメットメディカルニーズへ挑む～ 第
5回 Gilead Sciences Award授賞式

吉治仁志 瀬崎ひとみ、玄田拓哉

ランチョンセミナー56 内
ボストン・サイエンティフィック ジャパ
ン(株)

12：30-
13：40

ポートピアホテル 和楽 第10会場
大腸癌時代の内視鏡治療　－アカデミックセンターの役割、市中
中核病院の役割－

田中信治 今井健一郎、千葉秀幸

ランチョンセミナー57 消
ノバルティス ファーマ(株)・富士フイ
ルム富山化学(株)

12：30-
13：40

ポートピアホテル トパーズ 第11会場 臨床医が考える！NEN集学的治療における画像診断の重要性 青木　琢 肱岡　範、水野智哉

ランチョンセミナー58 外 ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)
12：30-
13：40

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 LECSは高齢化胃がんに対する新しいオプションとなるか 山口俊晴 田邉　聡、比企直樹

6日
（金）
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2020スポンサードイベント一覧 2020.8.26現在

日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

ランチョンセミナー59 内 武田薬品工業(株)
12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 ホール北 第1会場
胃酸分泌抑制による胃粘膜の変化 -機能と形態から正しく説明
できますか？-

上村直実 春間　賢

ランチョンセミナー60 消 ギリアド・サイエンシズ(株)
12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場
肝がん抑止をめざした核酸アナログ治療－注目すべきポイントと
は？－

加藤直也 黒崎雅之

ランチョンセミナー61 内 川澄化学工業（株）
12：30-
13：40

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 新しい大腸ステント～カバードステントの可能性～ 猪股雅史 隅田頼信

ランチョンセミナー62 外 (株)アムコ
12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田A 第5会場
肝胆膵外科領域における手技の工夫と視野確保～サージカルス
モークの危険性も踏まえて～

平野　聡 松山隆生、藤本康弘

ランチョンセミナー63 外
ブリストル・マイヤーズ スクイブ(株)・
小野薬品工業(株)

12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場 食道がんについて（仮） 掛地吉弘 本山　悟

ランチョンセミナー64 内
アステラス製薬(株)・ゼリア新薬工業
(株)

12：30-
13：40

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場 機能性消化管障害の最前線－主役は十二指腸なのか－ 三輪洋人 二神生爾

ランチョンセミナー65 外 コヴィディエンジャパン(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場
尖ったGENERAL SURGEONをめざして  －消化器外科の再建
体腔内デルタ吻合－

坂井義治 長山　聡、木下敬弘

ランチョンセミナー66 内 第一三共(株)・アストラゼネカ(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場
Multi-Disciplinary Management ～Life-threatening GI Bleeding
～

木下芳一 上村史朗、樋口和秀

ランチョンセミナー67 消 大鵬薬品工業(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル 和楽 第10会場 膵癌に対する集学的外科治療戦略 佐田尚宏 元井冬彦

ランチョンセミナー68 消 ロート製薬(株)
12：30-
13：40

ポートピアホテル トパーズ 第11会場
他家脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた肝臓再生療法　～基
礎研究から治験へ～

竹原徹郎 寺井崇二

ランチョンセミナー69 内 オリンパス(株)
12：30-
13：40

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 結石治療の最前線～デバイスを使いこなす～ 糸井隆夫 木暮宏史、岩下拓司

ランチョンセミナー70 消 ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)
12：30-
13：40

神戸国際会議場　国際会議室 第13会場
直腸癌に対する腹腔鏡手術～豚を用いたサバイバル試験と臨
床におけるデバイスの選択と有用性～

沖　英次 長嵜寿矢、堀江久永

7日
（土）
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2020スポンサードイベント一覧 2020.8.26現在

◆サテライトシンポジウム　（17：30-19：30）

日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

サテライトシンポジウム71 内 富士フイルムメディカル(株)
17：30-
19：30

神戸国際展示場2号館 ホール北 第1会場
直視ラジアル・高運動性コンベックスによるEUSの新展開～消化
管疾患から胆膵疾患まで～

伊佐山浩通
炭山和毅

赤星和也(基調講演)、本田徹郎
牛尾　純、中井陽介

サテライトシンポジウム72 内 コヴィディエンジャパン(株)
17：30-
19：00

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場 大腸カプセル内視鏡検査がもたらす消化器診療の今後 大宮直木 中村正直、岡　志郎

サテライトシンポジウム73 肝 大日本住友製薬(株)・東レ(株)
17：30-
18：30

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 これからの肝臓病学 熊田博光 瀬古裕也、平岡　淳

サテライトシンポジウム74 肝 ギリアド・サイエンシズ(株)
17：30-
19：00

ポートピアホテル ポートピアホール 第4会場 肝／消化器疾患をAIでどのように評価するか 岡上　武 中本安成、斎藤　豊

サテライトシンポジウム75 肝 大塚製薬(株)
17：30-
18：30

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場 アルコール依存症の診断・心理社会的治療に関する講習 堀江義則 寺井崇二、齋藤利和

サテライトシンポジウム76 外 MSD(株)
17：30-
19：30

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場 消化器癌がん免疫治療up-to-date
朴　成和
小寺泰弘

原　浩樹、室　圭、沖　英次

サテライトシンポジウム77 内
ボストン・サイエンティフィック ジャパ
ン(株)

17：30-
19：30

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場
困難疾患に立ち向かう消化器内視鏡診断と治療－現状と今後の
可能性

五十嵐良典
山本博徳

滝沢耕平、内藤　格、引地拓人
肱岡　範、前畑忠輝

サテライトシンポジウム78 内 (株)JIMRO
17：30-
19：00

ポートピアホテル 和楽 第10会場 20周年を迎えたアダカラムとIBD診療の進歩 渡辺　守 平岡佐規子、渡辺憲治

サテライトシンポジウム79 検 栄研化学(株)
17：30-
19：00

ポートピアホテル トパーズ 第11会場
日本における大腸がん検診の現状と将来展望～新型コロナ
時代を迎えて～

松田一夫 松田尚久

サテライトシンポジウム80 消 アッヴィ（同）・EAファーマ(株)
17：30-
18：40

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 炎症性腸疾患における診断と治療 仲瀬裕志 松本主之、安藤　朗

5日
（木）
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日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

サテライトシンポジウム81 外 ゼオンメディカル(株)
17：30-
19：30

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場 内視鏡手術イノベーション～蛍光と縫合が切り拓く新たな未来～
吉田　昌
伊東文生

佐藤隆幸（基調講演）、熊谷厚志
柳　舜仁、森　宏仁（基調講演）
大圃　研、千葉秀幸

サテライトシンポジウム82 外 (株)ツムラ
17：30-
18：40

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 術後合併症対策を考える－縫合不全・腸管血流・漢方薬－ 北川雄光 河田健二

サテライトシンポジウム83 内 オリンパス(株)
17：30-
19：30

ポートピアホテル ポートピアホール 第4会場 Change the Future！～革新的システムが可能にする新未来～
斎藤　豊
炭山和毅

矢野友規、上堂文也、玉井尚人
渡辺憲治、浦岡俊夫

サテライトシンポジウム84 肝
ノーベルファーマ(株)・（株）メディパ
ルホールディングス

17：30-
18：30

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場 慢性肝疾患と亜鉛の深い関係 徳重克年 川村祐介、岩佐元雄

サテライトシンポジウム85 外 大鵬薬品工業(株)
17：30-
18：30

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場 切除不能・再発胃癌の治療戦略 土岐祐一郎 鍋島一仁、町田　望

サテライトシンポジウム86 検 富士フイルムメディカル(株)
17：30-
19：30

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場 H.pylori陰性時代の胃がん内視鏡診断
藤崎順子
鈴木秀和

春間　賢、吉村理江
浅香正博（特別講演）

サテライトシンポジウム87 肝 日本イーライリリー(株)
17：30-
18：30

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場
生存期間延長を目指した肝細胞癌治療戦略～施設での取り組
みを中心に～

加藤直也 小笠原定久、鈴木貴明

サテライトシンポジウム88 肝 日本ライフライン(株)
17：30-
19：00

ポートピアホテル 和楽 第10会場 肝癌RFA治療に関するわたしの最新のコツ！ 椎名秀一朗 狩山和也、寺谷卓馬

サテライトシンポジウム89 肝 日本製薬(株)
17：30-
18：30

ポートピアホテル トパーズ 第11会場
肝疾患と血液凝固異常:急性肝不全，ACLFおよび門脈血栓症に
おける留意点

坂井田功 持田　智

サテライトシンポジウム90 内 ガデリウス・メディカル(株)
17：30-
19：30

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 胆膵内視鏡治療～基礎から応用までPart2～
糸井隆夫
良沢昭銘

Rungsun Rerknimitr（WEB）、菅野良秀
殿塚亮祐、塩見英之、中井陽介、木田
光広

サテライトシンポジウム91 消 ファイザー(株)
17：30-
18：40

神戸国際会議場　国際会議室 第13会場 明日から役立つ臨床基礎講座 久松理一 山田典一、岩上将夫

6日
（金）
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日程 セミナー 共催 企業名 時間 会場名 会場 タイトル 司会 演者

サテライトシンポジウム92 消 MSD(株)
17：30-
19：30

神戸国際展示場2号館 ホール北 第1会場 腹腔内感染症の治療戦略 平田公一 中村茂樹、渡邉　学、若杉健弘

サテライトシンポジウム93 外 クラシエ薬品（株）
17：30-
18：30

神戸国際展示場2号館 ホール南 第2会場 フレイルへの漢方応用－がん緩和・支持療法を中心に－ 上園保仁 乾　明夫

サテライトシンポジウム94 消
ヤンセンファーマ(株)・田辺三菱製薬
(株)

17：30-
19：00

神戸国際展示場2号館 3A 第3会場 IBD 診療におけるSDM（Shared Decision Making）の実践 上野文昭 中山健夫、本澤有介、松岡克善

サテライトシンポジウム95 内 富士フイルムメディカル(株)
17：30-
19：30

ポートピアホテル ポートピアホール 第4会場 上部・下部消化管領域における内視鏡診療の進歩
田中信治
石原　立

高橋亜紀子、土肥　統、中島寛隆
山本博徳（特別講演）

サテライトシンポジウム96 内 日本製薬(株)
17：30-
19：00

ポートピアホテル 大輪田B 第6会場 内視鏡検査・周術期管理の標準化について 藤城光弘
溝上裕士、田邉　聡、道田知樹
松田浩二、田尻久雄（特別発言）

サテライトシンポジウム97 検 オリンパス(株)
17：30-
18：30

ポートピアホテル 大輪田C 第7会場
最新技術がもたらす可能性 ～上部内視鏡スクリーニングの質と
精度を高める～

岡　政志 小池智幸、間部克裕

サテライトシンポジウム98 消 吉田製薬(株)
17：30-
19：00

ポートピアホテル 偕楽1+2 第8会場 実地臨床に役立つ便秘診療への新たな挑戦－基礎と臨床－ 日比紀文 鈴木秀和、水上　健

サテライトシンポジウム99 外
小野薬品工業(株)・ブリストル・マイ
ヤーズ スクイブ(株)

17：30-
19：00

ポートピアホテル 偕楽3 第9会場 進行再発大腸癌の治療戦略～手術から薬物治療まで～ 関本貢嗣 植村 守、加藤健志

サテライトシンポジウム100 検
EAファーマ(株)・キッセイ薬品工業
(株)

17：30-
18：30

ポートピアホテル 和楽 第10会場 潰瘍性大腸炎　温故知新～基本治療を再考する～ 中村志郎 猿田雅之

サテライトシンポジウム101 検 キヤノンメディカルシステムズ(株)
17：30-
19：00

ポートピアホテル トパーズ 第11会場
予後のいい膵がんを拾い上げるために超音波をどのように活用
すべきか－体位変換と超音波プローブを活用する－

花田敬士 岡庭信司

サテライトシンポジウム102 消
ノーベルファーマ(株)・（株）メディパ
ルホールディングス

17：30-
18：30

神戸国際会議場　メインホール 第12会場 炎症性腸疾患における亜鉛が調節する炎症応答 平井郁仁 内藤裕二

サテライトシンポジウム103 消 第一三共(株)・アストラゼネカ(株)
17：30-
19：00

神戸国際会議場　国際会議室 第13会場 消化器内視鏡診療の最前線 児玉裕三 加藤元彦、浦岡俊夫

7日
（土）
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