
第 103回日本消化器内視鏡学会 総会抄録集 訂正のお知らせ 
 

「日本消化器内視鏡学会雑誌 Vol. 64, No. Supplement1」に掲載の、第 103 回日本消化器内視鏡学会総会プロ

グラム・抄録集につきまして、掲載内容に誤りがございました。 

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 

 

第 103 回日本消化器内視鏡学会総会 運営事務局 

 

■P364 9.会期中の総会に関するお問い合わせについて 

電話番号追加 

変更前：電話番号掲載なし 

変更後：075-705-2002 

 

■P389 教育講演 5 司会 福田 眞作 

所属変更 

変更前：弘前大学 

変更後：弘前大学 学長 

 

■P399 JGES Core Session 1 CS01-前回報告 

演題名変更 

変更前：人工知能による内視鏡検査動画中の食道扁平上皮癌の拾い上げ診断能の検討 

変更後：第 102回内視鏡学会総会 JGES Core Session：Advanced diagnostic endoscopy for treatment 報告 

 

■P405・585 シンポジウム 3 司会 加藤 元嗣 

所属変更 

変更前：国立病院機構函館病院 消化器内科 

変更後：公益財団法人 北海道対がん協会 

 

■P430 ワークショップ 4 

セッションテーマ名変更 

変更前：Diagnosis and treatment strategies Barrett’s esophageal adenocarcinoma - cutting edge from all over the world 

変更後：Diagnosis and treatment strategies for Barrett’s esophageal adenocarcinoma – cutting edge from all over the 

world 

 

■P441・721 ワークショップ 13 司会 岡田 裕之 

所属変更 

変更前：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学 

変更後：姫路赤十字病院 院長 

 

■P490 ランチョンセミナー10 司会 松本 主之 

所属変更 

変更前：岩手医科大学内科学講座 消化器内科消化管分野 

変更後：岩手医科大学 内科学講座消化器内科分野 

 

■P491 ランチョンセミナー17 司会 大宮 直木 

所属変更 

変更前：藤田医科大学病院 消化器内科 

変更後：藤田医科大学医学部 先端光学診療学 

 

■P491 ランチョンセミナー19 

演題名変更 

変更前：機能性ディスペプシア診療ガイドライン第 2 版の改訂ポイント～漢方薬の今の位置づけも含めて～ 

変更後：機能性ディスペプシア診療ガイドライン第 2 版の改訂ポイント～漢方薬の今の位置づけを含めて～ 

 

 

 



■P492 ランチョンセミナー24 

演題名変更 

変更前：正しく理解してますか？～慢性胃炎と機能性ディスペプシアの関係～ 

変更後：正しく理解していますか？～慢性胃炎と機能性ディスペプシアの関係～ 

 

■P493 コーヒーブレイクセミナー5 演者 竹中 健人 

所属変更 

変更前：東京医科歯科大学 消化器内科 

変更後：東京医科歯科大学 消化器内科寄附講座 

 

■P495 コーヒーブレイクセミナー14 

演題名、特別発言 渡辺  守 掲載順変更 

変更前： 

日本発の経口（α 4）インテグリン阻害薬がもたらす潰瘍性大腸炎治療の新たな選択肢 

司会：福岡大学医学部 消化器内科学講座 平井 郁仁 

特別発言：東京医科歯科大学 渡辺  守 

演者：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 小林  拓 

演者：防衛医科大学校 消化器内科 穗苅 量太 

共催：EA ファーマ株式会社／キッセイ薬品工業株式会社 

変更後： 

日本発の経口α 4 インテグリン阻害薬がもたらす潰瘍性大腸炎治療の新たな選択肢 

司会：福岡大学医学部 消化器内科学講座 平井 郁仁 

演者：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 小林  拓 

演者：防衛医科大学校 消化器内科 穗苅 量太 

特別発言：東京医科歯科大学 渡辺  守 

共催：EA ファーマ株式会社／キッセイ薬品工業株式会社 

 

■P497 モーニングセミナー1 

演題名変更 

変更前：基礎研究から腸管炎症のメカニズムを紐解く。 

変更後：臨床・基礎研究から腸管炎症のメカニズムを紐解く。 

 

■P526 教育講演 3 

図の掲載 

変更前：図の掲載なし 

変更後：下記の図を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■P692 ワークショップ 6 WS06-9 神谷 友康 

「演題等発表における欠席等の取り扱い規定」に基づき演題削除 



■主題演者名

ページ 演題番号 筆頭演者 共同演者1 共同演者2 演題番号 筆頭演者 共同演者1 共同演者2

565 CS01-4 渡邊　嘉行 阿川　周平 松尾　康正 CS01-4 渡邊　嘉行 二神　生爾 多田　智裕

565 CS01-5 五嶋　敦史 西川　潤 合馬　若那 CS01-5 五嶋　敦史 西川　潤 高見　太郎

565 CS01-6 山田　真善 寺田　愛花 Calvin Davey CS01-6 山田　真善 山﨑　嵩之 小田　一郎

565 CS01-7 新倉　量太 山田　篤生 河合　優佑 CS01-7 新倉　量太 河合　優佑 杉本　光繁

569 CS02-4 松原　三郎 中川　慧人 須田　健太郎 CS02-4 松原　三郎 岡　政志 名越　澄子

569 CS02-6 奥薗　徹 中掘　昌人 平澤　大 CS02-6 奥薗　徹 中掘　昌人 松田　知己

572 CS03-3 内藤　達志 平松　活志 野阪　拓人 CS03-3 内藤　達志 平松　活志 中本　安成

573 CS03-4 山田　真善 高丸　博之 坂本　琢 CS03-4 山田　真善 炭山　和毅 斎藤　豊

576 S01-2 弓場　孝郁 島谷　昌明 光山　俊行 S01-2 弓場　孝郁 光山　俊行 島谷　昌明

577 S01-8 岩橋　優美 田村　崇 田村　崇祥 S01-8 岩橋　優美 田村　崇 北野　雅之

578 S01-10 林　伸彦 松野　潤 中村　佳史 S01-10 林　伸彦 安藤　孝将 安田　一朗

580 S02-1 田丸　弓弦 桑井　寿雄 菅田　修平 S02-1 田丸　弓弦 桑井　寿雄 高野　弘嗣

580 S02-2 中嶋　紀元 竹内　利寿 川口　真平 S02-2 中嶋　紀元 竹内　利寿 樋口　和秀

582 S02-10 久岡　和彦 正岡　建洋 松田　諭 S02-10 久岡　和彦 正岡　建洋 北川　雄光

586 S03-3 鈴木　海人 古本　洋平 山田　優里奈 S03-3 鈴木　海人 野坂　崇仁 古本　洋平

587 S03-8 井田　智則 山田　恵爾 西口　貴則 S03-8 井田　智則 千葉　秀幸 後藤　亨

588 S03-10 内田　久美子 福澤　誠克 班目　明 S03-10 内田　久美子 福澤　誠克 糸井　隆夫

588 S03-11 土岐　真朗 渡邉　俊介 三好　潤 S03-11 土岐　真朗 渡邉　俊介 久松　理一

589 S03-13 大塚　充 引地　拓人 中村　純 S03-13 大塚　充 引地　拓人 大平　弘正

593 S04-5 山本　安則 古川　慎哉 神田　正敏 S04-5 山本　安則 池田　宜央 日浅　陽一

593 S04-6 小島　健太郎 志水　和麻 横山　恵子 S04-6 小島　健太郎 河合　幹夫 渡辺　憲治

593 S04-8 大森　鉄平 佐々木　優 高鹿　美姫 S04-8 大森　鉄平 野中　康一 徳重　克年

594 S04-10 中岡　宙子 千葉　秀幸 山田　恵爾 S04-10 中岡　宙子 千葉　秀幸 後藤　亨

597 S05-5 與那嶺　圭輔 越田　真介 菅野　良秀 S05-5 與那嶺　圭輔 越田　真介 伊藤　啓

597 S05-6 野口　賢作 中井　陽介 水野　卓 S05-6 野口　賢作 中井　陽介 藤城　光弘

598 S05-10 伊藤　嵩志 池浦　司 中丸　洸 S05-10 伊藤　嵩志 池浦　司 長沼　誠

600 S06-1 林　智之 竹村　健一 酒井　明人 S06-1 林　智之 竹村　健一 金子　周一

601 S06-5 永嶌　裕樹 三方　林太郎 磯野　史朗 S06-5 永嶌　裕樹 三方　林太郎 加藤　直也

602 S06-12 菅野　良秀 大平　哲也 原田　喜博 S06-12 菅野　良秀 大平　哲也 伊藤　啓

603 S06-13 田邊　万葉 浦上　尚之 年森　明子 S06-13 田邊　万葉 浦上　尚之 井上　晴洋

606 S07-4 出島　彰宏 北村　和哉 金子　周一 S07-4 出島　彰宏 北村　和哉 林　智之

607 S07-5 深田　憲将 鈴木　亮 西紋　周平 S07-5 深田　憲将 鈴木　亮 長沼　誠

608 S07-10 宮津　隆裕 大澤　恵 淺井　雄介 S07-10 宮津　隆裕 大澤　恵 杉本　健

610 S08-1 山口　隼 松本　将 山西　文門 S08-1 山口　隼 福澤　誠克 糸井　隆夫

610 S08-2 劉　博 佐和田　力丸 木本　義明　 S08-2 劉　博 木本　義明 大圃　研

610 S08-4 加藤　恒孝 引地　拓人 中村　純 S08-4 加藤　恒孝 引地　拓人 大平　弘正

611 S08-6 豊島　治 吉田　俊太郎 渡邉　英伸 S08-6 豊島　治 渡邉　英伸 西澤　俊宏

612 S08-11 渡海　義隆 堀内　裕介 並河　健 S08-11 渡海　義隆 堀内　裕介 藤崎　順子

616 S09-1 Shuhei Hosomi Hiroaki Okuda Noriyuki Kurimoto S09-1 Shuhei Hosomi Hiroaki Okuda Yasuhiro Fujiwara

620 S10-1 Haruo Miwa Kazuya Sugimori Yuto Matsuoka S10-1 Haruo Miwa Kazuya Sugimori Shin Maeda

625 S11-5 小塚　和博 小原　英幹 多田　尚矢 S11-5 小塚　和博 小原　英幹 安田　貢

625 S11-8 依光　展和 小田　丈二 園田　隆賀 S11-8 依光　展和 小田　丈二 入口　陽介

628 PD01-2 石井　重登 笹平　直樹 松原　三郎 PD01-2 石井　重登 笹平　直樹 伊佐山　浩通

628 PD01-4 寺部　寛哉 牛島　知之 岡部　義信 PD01-4 寺部　寛哉 岡部　義信 牛島　知之

629 PD01-8 福田　麟太郎 石垣　和祥 中井　陽介 PD01-8 福田　麟太郎 中井　陽介 藤城　光弘

630 PD01-12 丸田　明範 吉田　健作 岩下　拓司 PD01-12 丸田　明範 岩下　拓司 岩田　圭介

632 PD02-4 藤井　佑樹 加藤　博也 姫井　人美 PD02-4 藤井　佑樹 加藤　博也 岡田　裕之

633 PD02-7 池田　恵理子 菅野　敦 坂口　美織 PD02-7 池田　恵理子 菅野　敦 福嶋　敬宜

636 PD03-3 渡邊　崇 村野　竜朗 高島　健司 PD03-3 渡邊　崇 村野　竜朗 矢野　友規

638 PD03-9 芦苅　圭一 田村　繁樹 高津　智弘 PD03-9 芦苅　圭一 三澤　昇 中島　淳

638 PD03-10 水谷　悟 辻　陽介 久田　浩之 PD03-10 水谷　悟 辻　陽介 藤城　光弘

638 PD03-12 谷内田　達夫 小原　英幹 多田　尚矢 PD03-12 谷内田　達夫 小原　英幹 正木　勉

640 PD04-2 河村　玲央奈 山田　真善 高丸　博之 PD04-2 河村　玲央奈 山田　真善 斎藤　豊

640 PD04-4 尾関　雄一郎 平澤　欣吾 澤田　敦史 PD04-4 尾関　雄一郎 平澤　欣吾 前田　愼

641 PD04-5 田島　知明 地主　龍平 寺田　里絵 PD04-5 田島　知明 地主　龍平 良沢　昭銘

645 PD05-7 岡村　喬之 落合　頼業 早坂　淳之介 PD05-7 岡村　喬之 菊池　大輔 布袋屋　修

649 PD06-8 岡野　春香 越田　真介 菅野　良秀 PD06-8 岡野　春香 越田　真介 伊藤　啓

650 PD06-9 宮口　和也 谷坂　優樹 勝田　景統 PD06-9 宮口　和也 谷坂　優樹 良沢　昭銘

650 PD06-10 三浦　義史 大山　広 杉山　晴俊 PD06-10 三浦　義史 大山　広 加藤　直也

652 PD07-3 大塩　香織 辻　陽介 大木　大輔 PD07-3 大塩　香織 辻　陽介 藤城　光弘

653 PD07-4 辻　重継 土山　寿志 小林　望 PD07-4 辻　重継 小林　望 斎藤　豊

653 PD07-5 金子　由香 井上　雄志 山口　茂樹 PD07-5 金子　由香 井上　雄志 時任　史聡

変更前 変更後



ページ 演題番号 筆頭演者 共同演者1 共同演者2 演題番号 筆頭演者 共同演者1 共同演者2

変更前 変更後

654 PD07-8 井上　健 吉田　直久 小林　玲央 PD07-8 井上　健 吉田　直久 土肥　統

654 PD07-9 柴田　理美 清水口　涼子 高雄　暁成 PD07-9 柴田　理美 飯塚　敏郎 堀口　慎一郎

654 PD07-10 岡田　圭次郎 藤井　茂彦 村上　碧 PD07-10 岡田　圭次郎 藤井　茂彦 日下　利広

656 PD08-3 西尾　匡史 平澤　欣吾 尾関　雄一郎 PD08-3 西尾　匡史 平澤　欣吾 前田　愼

660 PD09-2 水野　裕介 隈井　大介 宮城島　俊 PD09-2 水野　裕介 山田　智則 林　克巳

660 PD09-3 福田　舞 浦上　尚之 加藤　久貴 PD09-3 福田　舞 浦上　尚之 井上　晴洋

660 PD09-4 水口　康彦 高丸　博之 関口　正宇 PD09-4 水口　康彦 高丸　博之 斎藤　豊

664 PD10-3 山口　奈奈子 杉森　聖司 池田　哲也 PD10-3 山口　奈奈子 杉森　聖司 根引　浩子

666 PD10-11 織田　典明 松田　耕一郎 大溝　知英 PD10-11 織田　典明 松田　耕一郎 酒井　明人

666 PD10-12 寺澤　裕之 松本　和幸 小幡　泰介 PD10-12 寺澤　裕之 松本　和幸 加藤　博也

669 WS01-4 北嶋　貴仁 大井　正貴 問山　裕二 WS01-4 北嶋　貴仁 安田　裕美 森本　雄貴

672 WS02-3 小熊　愛 伊藤　貴博 石橋　千愛 WS02-3 小熊　愛 伊藤　貴博 袴田　麻美

675 WS02-13 西澤　俊宏 吉田　俊太郎 松野　達哉 WS02-13 西澤　俊宏 吉田　俊太郎 豊島　治

679 WS03-4 坂口　美織 三浦　義正 関口　裕美 WS03-4 坂口　美織 三浦　義正 山本　博徳

679 WS03-6 原　裕子 古橋　広人 土橋　昭 WS03-6 原　裕子 土橋　昭 炭山　和毅

679 WS03-7 鳥谷　洋右 遠藤　昌樹 永塚　真 WS03-7 鳥谷　洋右 遠藤　昌樹 松本　主之

683 WS04-4 Bo Liu Yohei Minato Rikimaru Sawada WS04-4 Bo Liu Yohei Minato Ken Ohata

687 WS05-8 喜多　絵美里 星　大輔 丸　喜明 WS05-8 喜多　絵美里 星　大輔 筆宝　義隆

690 WS06-2 吉岡　慎一郎 鶴田　耕三 森田　俊 WS06-2 吉岡　慎一郎 竹田津　英稔 光山　慶一

691 WS06-4 中村　理恵子 松田　諭 川久保　博文 WS06-4 中村　理恵子 川久保　博文 北川　雄光

691 WS06-6 藤澤　美亜 松嶋　成志 上田　孝 WS06-6 藤澤　美亜 松嶋　成志 加川　建弘

692 WS06-11 宮崎　啓 土肥　統 瀬谷　真由子 WS06-11 宮崎　啓 土肥　統 小西　英幸

693 WS06-12 野間　絵梨子 飯塚　敏郎 清水口　涼子 WS06-12 野間　絵梨子 飯塚　敏郎 山口　達郎

693 WS06-14 對田　尚 白鳥　航 堀尾　亮輔 WS06-14 對田　尚 加藤　順 加藤　直也

696 WS07-3 船山　陽平 小黒　邦彦 永山　学 WS07-3 船山　陽平 小黒　邦彦 山本　博徳

697 WS07-6 馬場　重樹 WS07-6 馬場　重樹 安藤　朗

700 WS08-2 辻野　誠太郎 藤田　祐司 鈴木　英祐 WS08-2 辻野　誠太郎 藤田　祐司 松橋　信行

700 WS08-3 武田　洋平 松本　和也 坂本　有里 WS08-3 武田　洋平 松本　和也 磯本　一

701 WS08-6 石田　祐介 角田　俊之 土屋　直壮 WS08-6 石田　祐介 角田　俊之 平井　郁仁

701 WS08-8 杉本　充 高木　忠之 鈴木　玲 WS08-8 杉本　充 高木　忠之 大平　弘正

704 WS09-1 吉田　道弘 林　香月 内藤　格 WS09-1 吉田　道弘 内藤　格 林　香月

704 WS09-2 落合　一成 土岐　真朗 山田　貴大 WS09-2 落合　一成 土岐　真朗 久松　理一

704 WS09-3 松野　潤 林　伸彦 中村　佳史 WS09-3 松野　潤 林　伸彦 安田　一朗

705 WS09-8 細野　邦広 八木　伸 佐藤　元一 WS09-8 細野　邦広 佐藤　高光 中島　淳

706 WS09-9 加納　真孝 島谷　昌明 光山　俊行 WS09-9 加納　真孝 光山　俊行 島谷　昌明

706 WS09-10 阿南　秀征 越田　真介 酒井　利隆 WS09-10 阿南　秀征 越田　真介 伊藤　啓

706 WS09-12 高田　良司 池澤　賢治 平尾　建 WS09-12 高田　良司 池澤　賢治 大川　和良

708 WS10-1 齋藤　圭 中井　陽介 有田　淳一 WS10-1 齋藤　圭 中井　陽介 藤城　光弘

708 WS10-4 市川　広直 岩下　拓司 手塚　隆一 WS10-4 市川　広直 岩下　拓司 清水　雅仁

709 WS10-5 長谷川　翔 八木　伸 栗田　裕介 WS10-5 長谷川　翔 窪田　賢輔 中島　淳

709 WS10-7 上村　翔 北郷　実 北川　雄光 WS10-7 上村　翔 北郷　実 八木　洋

712 WS11-2 豊島　治 吉田　俊太郎 豊島　明 WS11-2 豊島　治 吉田　俊太郎 西澤　俊宏

713 WS11-5 笹部　真亜沙 新村　健介 高島　健司 WS11-5 笹部　真亜沙 新村　健介 矢野　友規

713 WS11-6 上垣内　由季 岡　志郎 谷野　文昭 WS11-6 上垣内　由季 岡　志郎 田中　信治

714 WS11-9 古橋　広人 高丸　博之 岸田　圭弘 WS11-9 古橋　広人 石川　秀樹 後藤田　卓志

714 WS11-11 中村　元 勝木　伸一 森田　理恵 WS11-11 中村　元 高梨　訓博 勝木　伸一

715 WS11-13 富田　英臣 田邊　万葉 泉本　裕文 WS11-13 富田　英臣 田邊　万葉 日浅　陽一

715 WS11-14 田口　健一 下立　雄一 上野　真行 WS11-14 田口　健一 下立　雄一 水野　元夫

718 WS12-3 岩崎　丈紘 内多　訓久 小原　英幹 WS12-3 岩崎　丈紘 内多　訓久 小島　康司

718 WS12-4 福地　剛英 平澤　欣吾 佐藤　博紀 WS12-4 福地　剛英 平澤　欣吾 前田　愼

719 WS12-6 大木　亜津子 小島　洋平 鶴見　賢直 WS12-6 大木　亜津子 菅間　博 阿部　展次

722 WS13-2 白鳥　航 加藤　直也 松村　倫明 WS13-2 白鳥　航 松村　倫明 加藤　直也

722 WS13-4 山西　文門 河野　真 松本　将 WS13-4 山西　文門 河野　真 糸井　隆夫

723 WS13-7 小林　亮介 平澤　欣吾 佐藤　博紀 WS13-7 小林　亮介 平澤　欣吾 前田　愼

723 WS13-8 小泉　英里子 後藤　修 土生　亜実 WS13-8 小泉　英里子 後藤　修 岩切　勝彦

726 WS14-4 田中　啓仁 上村　修司 藤野　悠介 WS14-4 田中　啓仁 上村　修司 井戸　章雄

727 WS14-7 鈴木　統大 居軒　和也 樋口　健佑 WS14-7 鈴木　統大 居軒　和也 吉田　仁

728 WS14-9 松本　将 山口　隼 山西　文門 WS14-9 松本　将 福澤　誠克 糸井　隆夫

729 WS14-14 山本　桂子 松本　将吾 西村　友佑 WS14-14 山本　桂子 小野　尚子 坂本　直哉

729 WS14-16 中村　純 引地　拓人 加藤　恒孝 WS14-16 中村　純 引地　拓人 大平　弘正


