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2019年度 事業報告

【自：2019年 3月 01日】 
【至：2020年 2月 29日】 

１．学術集会（総会）等

・第 97回総会・春（参加者数：7,529名）
会 長：井上 晴洋（昭和大学江東豊洲病院 消化器センター）
会 期：2019年 5月 31日（金）～  2019年 6月 2日（日）
会 場：グランドプリンスホテル新高輪

・第 98回総会・秋〔第 27回日本消化器関連学会週間 JDDW2019〕
会 長：福田 眞作（弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座）

会 期：2019年 11月 21日（木）～  2018年 11月 24日（日）
会 場：神戸コンベンションセンター

・支部例会（各支部単位で年 1回～2回開催）

支 部 回 数 開 催 日 会  長 所  属 参加者

北海道
117回 2019年 3月 2,3日 丹野 誠志 イムス札幌消化器中央総合病院 602名 

118回 2019年 9月 7,8日 久居 弘幸 伊達赤十字病院 546名 

東 北
163回 2019年 7月 6日 飯島 克則 秋田大学大学院医学系研究科消化器内科学・神経内科学講座 314名 

164回 2020年 1月 31日,2月 1日 辻 剛俊 市立秋田総合病院消化器内科 718名 

関 東
108回 2019年 6月 8,9日 北川 雄光 慶應義塾大学医学部外科学 1,088名 

109回 2019年 12月 14,15日 田邉 聡 北里大学医学部新世紀医療開発センター 1,139名 

甲信越
86回 2019年 6月 9日 宮坂 芳明 山梨県立中央病院外科 171名 

87回 2019年 11月 2,3日 依田 芳起 山梨県厚生連健康管理センター 355名 

東 海 62回 2019年 12月 21日 堀木 紀行 三重大学医学部附属病院 光学医療診療部 492名 

北 陸
113回 2019年 6月 23日 小栗 光 厚生連滑川病院 内科 217名 

114回 2019年 12月 8日 渕﨑 宇一郎 恵寿総合病院 消化器内科 301名 

近 畿
102回 2019年 7月 6日 中村 志郎 兵庫医科大学炎症性腸疾患講座内科部門 859名 

103回 2020年 1月 18日 𠮷𠮷治 仁志 奈良県立医科大学 内科学第三講座 840名 

中 国
122回 2019年 6月 30日 花田 敬士 JA尾道総合病院 451名 

123回 2019年 11月 30日,12月 1日 北台 靖彦 県立広島大学 737名 

四 国
122回 2019年 6月 29,30日 井上 秀幸 香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院 448名 

123回 2019年 11月 2,3日 並川 努 高知大学医学部外科学講座 外科 1 321名 

九 州
107回 2019年 5月 24,25日 青柳 邦彦 福岡赤十字病院 925名 

108回 2019年 11月 8,9日 河上 洋 宮崎大学医学部内科学講座 612名 



・附置研究会

1. ポリグリコール酸シートとフィブリン糊を併用した被覆法の有効性評価と手技標準化に
むけた研究会 （3年目・第 3回） 

2.十二指腸腫瘍の診断および低侵襲治療に関する研究会 （3年目・第 3回） 
3.小児消化器内視鏡医育成のための研究会 （2年目・第 2回） 
4.A型胃炎の診断基準確立に関する研究会 （1年目・第 1回） 

２．学会機関誌の刊行

・GASTROENTEROLOGICAL ENDOSCOPY
電子媒体：J-STAGE登載・電子書籍（KaLib）登載 
Vol.61 №3 ～ Vol.62 №2 他臨時増刊号 2回（第 97回、第 98回総会抄録号） 

・Digestive Endoscopy 発行部数：約 3,000部（隔月発行）
電子媒体：Wiley Online Library登載・電子書籍（KaLib）登載 
Vol.31 №2 ～ Vol.32 №2 他臨時増刊号 

３．生涯教育セミナー

・学会セミナー（年 1回）
1. 第 43回学会セミナー（参加者数：1664名（岡山会場/741名、横浜会場/923名））
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）

会 期：2019年 8月 18日（日）
会 場：ホテルグランディア岡山（本会場）

 パシフィコ横浜（中継会場）

・重点卒後教育セミナー（年 2回）
1. 第 46回重点卒後教育セミナー（参加者数：816名）
会 長：高山 哲治 （徳島大学大学院医師薬学研究部 消化器内科学分野）

 会 期：2019年 10月 6日（日） 
 会 場：パシフィコ横浜 会議センター1Fメインホール 
2. 第 47回重点卒後教育セミナー（参加者数：717名）
会 長：藤崎 順子（がん研究会有明病院 内視鏡診療部）

 会 期：2020年 2月 16日（日） 
 会 場：パシフィコ横浜 会議センター1Fメインホール 

・支部セミナー（関東支部、近畿支部は年 2回開催、その他 8支部は年 1回開催）
1. 第 33回北海道支部セミナー（参加者数：166名）
会 長：小野 尚子（北海道大学病院 消化器内科）
会 期：2019年 12月 1日（日） 

 会 場：札幌医科大学講堂

2.第 31回東北支部セミナー（参加者数：278名）
会 長：正宗 淳（東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野）

会 期：2019年 12月 1日（日）
会 場：仙台国際センター展示棟

3.第 38回関東支部セミナー（参加者数：843名）
会 長：松﨑 靖司（代行 岩本淳一）（東京医科大学茨城医療センター消化器内科）

会 期：2019年 7月 21日（日）
会 場：幕張メッセ

4.第 39回関東支部セミナー（参加者数：637名）
会 長：森山 光彦（日本大学消化器肝臓内科）

会 期：2020年 1月 19日（日）
会 場：埼玉会館

5.第 31回甲信越支部セミナー（参加者数：140名）
会 長：寺井崇二（新潟大学医歯学総合病院消化器内科分野）

会 期：2020年 1月 19日（日）
会 場：朱鷺メッセ

6.第 30回東海支部セミナー（参加者数：328名）
会 長：妹尾 恭司（名古屋市立西部医療センター）

会 期：2020年 1月 26日（日）
会 場：名古屋コンベンションホール

7.第 28回北陸支部セミナー（参加者数：111名）
会 長：辻 宏和（黒部市民病院 消化器内科）

会 期：2020年 2月 2日（日）
会 場：ボルファートとやま

8.第 36回近畿支部セミナー（参加者数：450名）
会 長：根引 浩子（大阪市立総合医療センター 消化器内科）

会 期：2019年 8月 25日（日）
会 場：大阪国際交流センター

9.第 37回近畿支部セミナー（参加者数：450名）
会 長：八隅 秀二郎（北野病院 消化器内科）

会 期：2019年 12月 8日（日）
会 場：大阪国際交流センター

10.第 29回中国支部セミナー（参加者数：264名）
会 長：塩谷 昭子（川崎医科大学）

会 期：2020年 1月 13日（月）
会 場：岡山コンベンションセンター
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11.第 29回四国支部セミナー（参加者数：85名） 
 会 長：木村 哲夫（クリニックグリーンハウス）

 会 期：2019年 1月 26日（日） 
 会 場：ちよテラホール 

12.第 33回九州支部セミナー（参加者数：527名） 
  会 長：野崎 良一（大腸肛門病センター髙野病院）

 会 期：2020年 1月 26日（日） 
 会 場：アクロス福岡 

・教育講習会（各支部単位で必要に応じ開催）

1. 第 13回 Sapporo Therapeutic Endoscopy Practice seminar (STEPs)（参加者数：50名） 
主 催：北海道支部

開催日：2019年 10月 26日（土） 
会 長：中川 学（北海道大学病院 消化器内科）
会 場：北海道大学大学院 医学研究院 クリニカルシミュレーションセンター

2. 第 3回山梨県ハンズオンセミナー（参加者数：15名） 
主 催：甲信越支部 
開催日：2019年 3月 23日（土） 
会 長：佐藤 公（山梨大学第 1内科） 
会 場：山梨大学 

3. 第 5回新潟県ハンズオンセミナー（参加者数：75名） 
主 催：甲信越支部 
開催日：2019年 6月 29日（土） 
会 長：寺井 崇二（新潟大学医歯学総合病院） 
会 場：新潟大学医歯学総合病院 

4. 第 19回ガイドライン研修会（参加者数：129名） 
主 催：東海支部 
開催日：2018年 7月 7日（日） 
会 長：西脇 伸二（JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院） 
会 場：じゅうろくプラザ 

5. 第 6回ハンズオンセミナー（参加者数：27名） 
主 催：北陸支部 
開催日：2019年 9月 15日（土） 
会 長：平松 活志（福井大学医学部附属病院 光学医療診療部）

会 場：石川県地場産業振興センター新館

6. 第 56回北陸内視鏡外科研究会（参加者数：78名）
第 57回北陸内視鏡外科研究会（参加者数：76名） 
主 催：北陸支部 
開催日：第 56回 2019年 6月 22日（土） 
    第 57回 2019年 10月 5日（土） 

会 長：第 56回 奥村 知之（富山大学医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科）

第 57回 佐藤 就厚（恵寿総合病院 消化器外科）

会 場：第 56回 富山大学杉谷キャンパス 医薬イノベーションセンター１階 日医工オ

ーディトリアム

第 57回 恵寿総合病院 講堂

7.ハンズオンセミナー①（参加者数：25名）
ハンズオンセミナー②（参加者数：24名）
主 催：近畿支部

開催日：① 2019年 7月 6日（土）
② 2020年 1月 18日（土）

会 長：① 中村 志郎（兵庫医科大学炎症性腸疾患講座内科部門）

② 𠮷𠮷治 仁志（奈良県立医科大学 内科学第三講座）

会 場：① 大阪国際交流センター

② 大阪国際交流センター

４．業績等の表彰

・﨑田賞受賞者：狩野 敦（岩手県がん協会 いわて健康管理センター）

・丹羽賞受賞者：工藤 進英（昭和大学）

・学会賞受賞者一覧

氏 名 所 属 論 文 名 掲 載 誌

岩井 直人

京都府立医科大学

大学院医学研究科

消化器内科

Impact of the Charlson comorbidity index and 
prognostic nutritional index on prognosis in patients
with early gastric cancer after endoscopic submucosal
dissection

Dig. Endosc.
30-5
616-623

鈴木 晴久

国立がん研究セン

ター中央病院 消

化器内視鏡グルー

プ

Short-term outcomes of multicenter prospective cohort
study of gastric endoscopic resection: ‘Real-world 
evidence’in Japan

Dig. Endosc.
31-1
30-39

岩館 峰雄
佐野病院 消化器

センター

Validation study for development of the Japan NBI
Expert Team classification of colorectal lesions

Dig. Endosc.
30-5
642-651

関口 正宇

国立がん研究セン

ター中央病院 検

診センター・内視

鏡科

Cost-effectiveness analysis of postpolypectomy
colonoscopy surveillance using Japanese data

Dig. Endosc.
31-1
40-50

山本 健治郎
東京医科大学病院

消化器内科

Expanding the indication of endoscopic papillectomy 
for T1a ampullary carcinoma

Dig. Endosc.
31-2
188-196

宮里 賢

地方独立行政法人

那覇市立病院 消

化器内科

総胆管結石性胆管炎における菌血症の検討

Gastroenterol. 
Endosc.
60-11
2377-2386
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会 期：2020年 1月 26日（日）
会 場：アクロス福岡

・教育講習会（各支部単位で必要に応じ開催）
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5.第 6回ハンズオンセミナー（参加者数：27名）
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6.第 56回北陸内視鏡外科研究会（参加者数：78名）
第 57回北陸内視鏡外科研究会（参加者数：76名）
主 催：北陸支部

開催日：第 56回 2019年 6月 22日（土）
第 57回 2019年 10月 5日（土）

会 長：第 56回 奥村 知之（富山大学医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科） 
第 57回 佐藤 就厚（恵寿総合病院 消化器外科） 

会 場：第 56回 富山大学杉谷キャンパス 医薬イノベーションセンター１階 日医工オ
ーディトリアム

第 57回 恵寿総合病院 講堂 
7. ハンズオンセミナー①（参加者数：25名）
ハンズオンセミナー②（参加者数：24名）
主 催：近畿支部

開催日：① 2019年 7月 6日（土） 
② 2020年 1月 18日（土）

会 長：① 中村 志郎（兵庫医科大学炎症性腸疾患講座内科部門）

② 𠮷𠮷治 仁志（奈良県立医科大学 内科学第三講座）
会 場：① 大阪国際交流センター

② 大阪国際交流センター

４．業績等の表彰

・﨑田賞受賞者：狩野 敦（岩手県がん協会 いわて健康管理センター）

・丹羽賞受賞者：工藤 進英（昭和大学）

・学会賞受賞者一覧

氏  名 所  属 論 文 名 掲 載 誌

岩井 直人

京都府立医科大学

大学院医学研究科 

消化器内科

Impact of the Charlson comorbidity index and 
prognostic nutritional index on prognosis in patients 
with early gastric cancer after endoscopic submucosal 
dissection 

Dig. Endosc.
30-5
616-623

鈴木 晴久

国立がん研究セン

ター中央病院 消

化器内視鏡グルー

プ

Short-term outcomes of multicenter prospective cohort 
study of gastric endoscopic resection: ‘Real-world 
evidence’in Japan 

Dig. Endosc.
31-1
30-39

岩館 峰雄
佐野病院 消化器

センター

Validation study for development of the Japan NBI 
Expert Team classification of colorectal lesions 

Dig. Endosc.
30-5
642-651

関口 正宇

国立がん研究セン

ター中央病院 検

診センター・内視

鏡科

Cost-effectiveness analysis of postpolypectomy 
colonoscopy surveillance using Japanese data 

Dig. Endosc.
31-1
40-50

山本 健治郎
東京医科大学病院 

消化器内科

Expanding the indication of endoscopic papillectomy 
for T1a ampullary carcinoma 

Dig. Endosc.
31-2
188-196

宮里 賢

地方独立行政法人

那覇市立病院  消
化器内科

総胆管結石性胆管炎における菌血症の検討

Gastroenterol. 
Endosc.
60-11
2377-2386



・Best Review賞受賞者
氏  名 所  属 論 文 名 掲 載 誌

樫田 博史
近畿大学医学部 

消化器内科

Endoscopic diagnosis of sessile serrated polyp: A 
systematic review 

Dig. Endosc.
31-1
16–23

・支部例会における若手研究者表彰 受賞者一覧
支 部 氏  名 所 属 （受賞時）

北海道

伊藤 亮 製鉄記念室蘭病院 消化器内科・血液腫瘍内科

奥 雄暉 旭川赤十字病院 消化器内科

渡辺 大地 製鉄記念室蘭病院 消化器内科・血液腫瘍内科

東 北

青川 真樹 秋田大学 消化器内科

大場 麻由 みやぎ県南中核病院 消化器内科

小野 義高 東北労災病院 胃腸内科

菅谷 竜朗 福島県立医科大学 消化器内科学講座

亀岡 英介 公益財団法人星総合病院 初期研修医

浜崎 亮 岩手県立磐井病院 初期研修医

関 東

小田倉 里奈 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 消化器内科

須崎 賢 東京都立墨東病院 内科

新井 絢也 三井記念病院

高尾 公美 がん・感染症センター都立駒込病院 消化器内科

島井 智士 東京医科大学 消化器 臨床医学系消化器内科学分野

林 涼子 東京女子医科大学 消化器内科

石崎 あや那 北里大学医学部 消化器内科学

小原 武 聖マリアンナ医科大学 消化器・肝臓内科

鎌田 はるか 国立国際医療研究センター国府台病院 消化器・肝臓内科

工藤 安澄 佼成病院 初期研修医

甲信越

三井田 秀 長岡赤十字病院 消化器内科

大脇 崇史 新潟大学医歯学総合病院 消化器内科

石井敬大 JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 

中島京子 山梨大学医学部第一内科

東 海

三浦 恭資 総合犬山中央病院 消化器内科

竹内 悠祐 安生厚生病院 消化器内科

千住 明彦 岐阜大学大学院医学系研究科 消化器病態学

河俣 真由 伊勢赤十字病院 消化器科

北野 礼奈 愛知医科大学 肝胆膵内科

中村 太二 JA愛知厚生連海南病院 消化器内科 

支 部 氏 名 所 属 （受賞時）

北 陸

荒木 達大 富山県立中央病院 内科（消化器）

秋山 晋一郎 石川県立中央病院 消化器内科

小村 茉穂 石川県立中央病院 消化器内科

伊藤 綾 富山県立中央病院 内科

近 畿

高山 拓也 関西医科大学 内科学第三講座

早田 菜保子 独立行政法人 国立病院機構

大槻 晋士 大阪医療センター 消化器内科"

荒瀬 優希 東近江総合医療センター

野村 健司 北播磨総合医療センター 消化器内科

唐渡 修一郎 近畿大学 医学部 消化器内科

豊田 文興 神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科

池野 貴弘 天理よろづ相談所病院

中 国

中西 彬 独立行政法人国立病院機構福山医療センター

山下 由美子 広島赤十字・原爆病院 消化器内科

矢杉 賢吾 津山中央病院 内科

田嶋 宏一郎 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

矢野 成樹 JA尾道総合病院 消化器内科

坂本 有里 鳥取大学医学部 機能病態内科学

四 国

安富 苗波子 香川県立中央病院 卒後臨床研修センター

三好 彩佳 徳島大学大学院 医師薬学研究部 消化器内科学

首藤 聖弥 愛媛大学医学部付属病院 消化器・内分泌・代謝内科学

門田 美由香 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器内科学

九 州

馬渡 将語 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 消化器内科

平石 瞳美 大分県厚生連鶴見病院

岡村 活揮 公立学校共済組合九州中央病院消化器内科

吉原 崇正 九州大学大学院病態機能内科学 外科

佐々木 啓太 浦添総合病院 消化器病センター内科

森田 茉莉夢 大分県立病院 消化器内科

才木 琢登 製鉄記念八幡病院 消化器内科

宮田 尚幸 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

５．消化器内視鏡専門医及び消化器内視鏡技師の認定に関する事業

・第 25回日本消化器内視鏡学会専門医学術試験
日 程：2019年 7月 27日（土）
会 場：東京ビッグサイト

受 験 者 数：1,028名
合 格 者 数：770名（総専門医数：19,516名）
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５．消化器内視鏡専門医及び消化器内視鏡技師の認定に関する事業

・第 25回日本消化器内視鏡学会専門医学術試験
日 程：2019年 7月 27日（土） 
会 場：東京ビッグサイト

受 験 者 数：1,028名 
合 格 者 数：770名（総専門医数：19,516名） 



・第 38回消化器内視鏡技師認定試験
日 程：2019年 3月 16日（土） 
会 場：東京ビッグサイト

受 験 者 数：1,166名 
合 格 者 数：1,017名 

６．国外の学術研究団体との連携及び国際協力

・国際連携及び協力事業

1. The 16th ESGE-JGES Joint Symposium（2019年 4月 ESGE Days時に開催）
2. The 11th ASGE-JGES Joint Symposium（2019年 5月 DDW時に開催）
3. The 12th JGES-ASGE Joint Symposium（2019年 JGES春総会時に開催）
4. The 17th JGES-ESGE Joint Symposium（2019年 JGES春総会時に開催）
5. The 18th KSGE-JGES（2019年 6月 IDEN時に開催）
6. The 18th ESGE-JGES Joint Symposium（2019年 10月 UEGW時に開催）

７．JED Project 
1. JED参加申請 453件（累計 827件）
2. どこでも JED利用申請 85件（累計 176件）
3. JED Partners認定状況 累計 16企業

以 上




