
2022年 2月28日現在

会  員  数 34,977名 　　休　　会 460名
(入　    会 999名 ) 　　復　　会 68名

　　退　　会 774名 （内　　訳） 自主退会 248名
逝　  　去 47名
会費滞納 479名

支  部  名 都道府県別 会  員  数 男性会員数 女性会員数 支  部  名 都道府県別 会  員  数 男性会員数 女性会員数

北海道 1,445 1,266 179 滋　賀 330 278 52

計 1,445 1,266 179 京　都 810 667 143

青　 森 277 242 35 大　阪 2,606 2,152 454

岩 　手 271 241 30 奈　良 444 375 69

秋 　田 246 211 35 和歌山 415 354 61

山 　形 273 237 36 兵　庫 1,575 1,308 267

宮　 城 589 521 68 計 6,180 5,134 1,046

福　 島 425 372 53 鳥　取 186 157 29

計 2,081 1,824 257 島　根 207 169 38

茨　 城 580 503 77 岡　山 675 569 106

栃　 木 601 509 92 広　島 858 703 155

群 　馬 525 445 80 山　口 362 301 61

埼 　玉 1,397 1,222 175 計 2,288 1,899 389

千 　葉 1,319 1,099 220 香　川 332 272 60

東 　京 5,219 4,131 1,088 徳　島 234 167 67

神奈川 2,317 1,924 393 愛　媛 447 368 79

計 11,958 9,833 2,125 高　知 225 173 52

新　 潟 439 392 47 計 1,238 980 258

長　 野 556 486 70 福　岡 1,639 1,429 210

山　 梨 229 195 34 佐　賀 244 207 37

計 1,224 1,073 151 長　崎 403 345 58

静 　岡 867 775 92 熊　本 568 477 91

愛　 知 1,488 1,281 207 大　分 438 385 53

岐　 阜 429 369 60 宮　崎 291 257 34

三　 重 359 310 49 鹿児島 459 408 51

計 3,143 2,735 408 沖　縄 284 243 41

富　 山 323 293 30 計 4,326 3,751 575

石 　川 436 388 48 77 63 14

福　 井 258 234 24

計 1,017 915 102

一般会員異動状況

関  　東

東　  北

北 海 道

九　  州

四　  国

中  　国

近　  畿

5,504

北  　陸

東  　海

甲 信 越

海 外 会 員

合　 　　計 34,977 29,473

一般会員異動状況一般会員異動状況



22002211年年度度 事事業業報報告告  

【自：2021年 3月 01日】 
【至：2022年 2月 28日】 

１．学術集会（総会）等

・第 101回総会・春（参加者数：現地とWEBを合わせて 8,307名）
会 長： 田中 信治（広島大学大学院 医系科学研究科 内視鏡医学）
会 期： 2021年 5月 14日（金）～2021年 5月 16日（日） 
会 場： リーガロイヤルホテル広島、NTT クレドホール、 

広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）＋WEB配信 

・第 102回総会・秋〔第 29回日本消化器関連学会週間 JDDW2021〕
会 長：山本 博徳（自治医科大学 消化器内科）

会 期：2021年 11月 4日（木）～ 2021年 11月 7日（日） 
会 場：神戸コンベンションセンター＋WEB配信 

・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
122回 2021年 3月 6,7日【ハイブリッド開催】 平野 聡 北海道大学大学院医学研究院 消化器外科学教室Ⅱ 745名 

123回 2021年 9月 4,5日【Web開催】 太田 智之 札幌東徳洲会病院 744名 

東 北
166回 2021年 7月 3日【Web開催】 河野 浩二 福島県立医科大学 消化管外科学講座 442名 

167回 2022年 2月 4,5日 引地 拓人 福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部 1,067名 

関 東
112回 2021年 6月 12,13日【Web開催】 斎藤 豊 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 1,413名 

113回 2021年 12月 4,5日【Web開催】 糸井 隆夫 東京医科大学 消化器内科 1,311名 

甲信越
90回 2021年 6月 12~28日【Web開催】 宮林 秀晴 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 353名 

91回 2021年 10月 23,24日【Web開催】 小島 英吾 長野中央病院 消化器内科 361名 

東 海 64回 2021年 12月 4日【Web開催】 三好 広尚 藤田医科大学ばんたね病院 409名 

北 陸
116回 2021年 6月 27日【ハイブリッド開催】 安田 一朗 富山大学 第三内科 362名 

117回 2021年 11月 28日 北村 和哉 金沢大学附属病院 消化器内科 156名 

近 畿
106回 2021年 7月 10日【ハイブリッド開催】 竹原 徹郎 大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 952名 

107回 2021年 12月 11日【ハイブリッド開催】 児玉 裕三 神戸大学大学院医学研究科 消化器内科学分野 915名 

中 国
126回 2021年 7月 11日【Web開催】 河原 祥朗 岡山大学 実践地域内視鏡学 488名 

127回 2021年 11月 20,21日【Web開催】 河口 剛一郎 鳥取大学 消化器・腎臓内科学 733名 

四 国
126回 2021年 6月 19,20日【ハイブリッド開催】 内多 訓久 高知赤十字病院 消化器内科 275名 

127回 2021年 11月 20,21日【Web開催】 青木 利佳 とくしま未来健康づくり機構 徳島県総合健診センター 399名 

九 州
111回 2021年 6月 18,19日【ハイブリッド開催】 平井 郁仁 福岡大学医学部 消化器内科 947名 

112回 2021年 12月 3,4日【ハイブリッド開催】 竹島 史直 長崎県五島中央病院 980名 
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・附置研究会

1. A型胃炎の診断基準確立に関する研究会 （3年目･第 3回） 
2. 胃粘膜下腫瘍の内視鏡切除に関する研究会 （2年目・第 2回） 
3. Helicobacter pylori未感染と除菌後時代の胃癌発見に役立つ内視鏡診断の構築研究会

（2年目・第 2回） 
4. 内視鏡的胆道ドレナージの評価基準作成に関する研究会 （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.63 №3 ～ Vol.64 №2 他臨時増刊号 2回（第 101回、第 102回総会抄録号） 

・Digestive Endoscopy 発行部数：約 3,100部（隔月発行）
電子媒体：Wiley Online Library登載・電子書籍（KaLib）登載
Vol.33 №3 ～ Vol.34 №2 

・DEN Open
電子媒体：Wiley Online Library登載
Vol.1 №1 

３．生涯教育セミナー

・学会セミナー（年 1回）
・第 45回学会セミナー（参加者数：2,823名）
会 長：八尾 建史（福岡大学筑紫病院 内視鏡部）
会 期：2021年 10月 1日（金）～2021年 10月 10日（日）
2回目オンデマンド配信（2021年度限り）：2022年 1月 14日（金）～2022年 1月 23日（日）
会 場：Web開催

・重点卒後教育セミナー（年 2回）
1．第 49回重点卒後教育セミナー（参加者数：794名）
会 長：矢作 直久(慶應義塾大学医学部 腫瘍センター)
会 期：2021年 4月 4日（日）

2021年 4月 23日（金）～2021年 4月 30日（金）オンデマンド配信 
  会 場：会場＆オンデマンド開催

2．第 50回重点卒後教育セミナー（参加者数：993名） 
会 長：春日井 邦夫(愛知医科大学 消化管内科) 
会 期：2021年 11月 5日（金）～2021年 11月 14日（日） 
会 場：WEB開催 
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・支部セミナー（関東支部、東海支部、近畿支部は年 2回開催、その他 7支部は年 1回開催）
1. 第 35回北海道支部セミナー（参加者数：71名）
会 長：本谷 聡（札幌厚生病院）

会 期：2021年 11月 21日（日） 
会 場：札幌医科大学臨床教育研究棟１F大講堂（札幌市） 

2. 第 33回東北支部セミナー（参加者数：317名）
会 長：松下 弘雄（秋田赤十字病院消化器病センター）

会 期：2021年 11月 21日（日）～2021年 12月 5日（日）オンデマンド配信 
会 場：Web開催 

3. 第 42回関東支部セミナー（参加者数：1,161名）
会 長：河村 修（上牧温泉病院 内科）

会 期：2021年 8月 5日（木）～2021年 8月 31日（火）オンデマンド配信 
会 場：Web開催 

4. 第 43回関東支部セミナー（参加者数：453名）
会 長：斉田 芳久（東邦大学医療センタ－大橋病院 外科）

会 期：2022年 1月 16日（日）会場・Live配信 
会 場：パシフィコ横浜（横浜市）・ハイブリッド開催

5. 第 33回甲信越支部セミナー（参加者数：113名）
会 長：深澤 光晴（山梨大学医学部 消化器内科）

会 期：2022年 1月 23日（日）～2022年 2月 5日（土）オンデマンド配信 
会 場：Web開催 

6. 第 33回東海支部セミナー（参加者数：433名）
会 長：藤城 光弘（名古屋大学大学院 医学研究科）

会 期：2021年 7月 4日（日） 
会 場：Web開催 

7. 第 34回東海支部セミナー（参加者数：326名）
会 長：杉本 健（浜松医科大学病院）

会 期：2022年 1月 30日（日） 
会 場：Web開催 

8. 第 30回北陸支部セミナー（参加者数：67名）
会 長：中本 安成（福井大学医学部 内科学２分野）
会 期：2022年 1月 30日（日） 
会 場：Web開催 

9. 第 40回近畿支部セミナー（参加者数：448名）
会 長：猪熊 哲朗（神戸市立医療センター中央市民病院 消化器内科）

会 期：2021年 8月 29日（日）Live配信 
2021年 9月 10日（金）～2021年 10月 1日（金）オンデマンド配信 

会 場：Web開催 



10. 第 41回近畿支部セミナー（参加者数：333名）
会 長：河南 智晴（大津赤十字病院 消化器内科）

会 期：2021年 11月 28日（日）Live配信 
2021年 12月 10日（金）～2022年 1月 7日（金）オンデマンド配信 

会 場：Web開催 
11. 第 31回中国支部セミナー（参加者数：268名）
会 長：檜垣 真吾（セントヒル病院）

会 期：2022年 1月 10日（月）会場・Live配信 
2022年 1月 18日（火）～2022年 2月 1日（火）オンデマンド配信 

会 場：ANA クラウンプラザホテル宇部（宇部市）・ハイブリッド開催 
12. 第 31回四国支部セミナー（参加者数：151名）
会 長：六車 直樹（高松市立みんなの病院）

会 期：2022年 1月 9日（日）Live配信 
2022年 1月 17日（月）～2022年 1月 31日（月）オンデマンド配信 

会 場：Web開催 
13. 第 35回九州支部セミナー（参加者数：438名）
会 長：江﨑 幹宏（佐賀大学医学部 消化器内科）

会 期：2022年 1月 23日（日）～2022年 1月 31日（月）オンデマンド配信 
会 場：Web開催 

４．業績等の表彰

・﨑田賞受賞者：荒川 哲男（大阪市立大学）

・丹羽賞受賞者：田尻 久雄（東京慈恵会医科大学 先進内視鏡治療研究講座）

・学会賞受賞者一覧

氏  名 所  属 論  文  名 掲 載 誌

玉城 温子
がん研有明病院 

消化器内科

Artificial intelligence-based detection of pharyngeal 
cancer using convolutional neural networks 

Dig. 
Endosc.32-7 
1057-1065 

河野 光泰

大阪市立大学大学

院医学研究科  消

化器内科学

Diagnosis of pharyngeal cancer on endoscopic video 
images by Mask region-based convolutional neural 
network 

Dig. 
Endosc.33-4 
569-576

内海 貴裕

京都大学大学院医

学研究科  消化器

内科学

Short educational video to improve the accuracy of 
colorectal polyp size estimation: Multicenter prospec-
tive study 

Dig. 
Endosc.32-7 
1074-1081 

田中 秀典
広島大学病院  消

化器代謝内科

Salvage endoscopic submucosal dissection for local 
residual/recurrent colorectal tumor after endoscopic 
resection: Large multicenter 10-year study 

Dig. 
Endosc.33-4 
608-615

矢根 圭
手稲渓仁会病消化

器病センター

Non-negligible rate of needle tract seeding after en-
doscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for 
patients undergoing distal pancreatectomy for pan-
creatic cancer 

Dig. 
Endosc.32-5 
801-811

井上 匡央
愛知医科大学内科

学講座肝胆膵内科

Intraductal placement of a fully covered metal stent 
with a long string for distal malignant biliary ob-
struction without endoscopic sphincterotomy: Pro-
spective multi-center feasibility study 

Dig. 
Endosc.32-6 
949-956
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・Best Review賞受賞者
氏  名 所  属 論  文  名 掲 載 誌

三澤 将史 

昭和大学横浜市北

部病院  消化器セ

ンター

Current status and future perspective on artificial 
intelligence for lower endoscopy 

Dig. 
Endosc.33-2 
273-284

・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

飯田 玲一 斗南病院 消化器内科

船橋 咲乃 釧路ろうさい病院 消化器内科

中田 裕隆 旭川医科大学 内科学講座 病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野

菅井 博達 旭川医科大学 内科学講座 病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野

東 北

竹田 悠太郎 一般財団法人太田総合病院付属 太田西ノ内病院 消化器内科

後藤 裕樹 山形大学医学部内科学第二（消化器内科学）講座

工藤 慶祐 公益財団法人 星総合病院

山口 拓斗 健生病院（青森県）

佐藤 賢太郎 公立相馬総合病院 消化器内科

木村 友哉 福島県立医科大学会津医療センター 消化器内科

関 東

久保 雄器 SUBARU健康保険組合太田記念病院  消化器内科 

藤原 美香 東京医科歯科大学医学部附属病院  消化器内科

杉村 峻 東京慈恵会医科大学

水谷 沙織 東邦大学医療センター 大森病院

本多 英仁 東京医科大学病院

松崎 綾音 東京大学医学部 消化器内科

小西 明範 国家公務員共済組合連合会  虎の門病院 消化器内科

相馬 麻利 草加市立病院 臨床研修医

川越 亮承 筑波大学附属病院 消化器内科

山田 優里奈 東京都立墨東病院 消化器内科

甲信越

宮坂 尚樹 佐久総合病院佐久医療センター 消化器内科

三井田 秀 上越総合病院 消化器内科

本間 健太 山梨大学附属病院 臨床教育センター

夏井 大輝 長岡赤十字病院 消化器内科

東 海

亀島 祐貴 刈谷豊田総合病院 内科

浦野 春奈 磐田市立総合病院 消化器内科

馬場 皓大 浜松医科大学医学部附属病院 内科学第一講座

柴田 萌 大同病院 消化器内科

石川 博隆 浜松医科大学 第一内科

下城 宏太 岐阜市民病院 消化器内科

武田 昌大 静岡県立総合病院 消化器内科

島田 康彬 三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科



支 部 氏  名 所  属 （受賞時）

北 陸

臼井 宏二郎 福井大学 医学部 内科学（2）

荻野 万里 富山大学 第三内科

北村 和紀 富山赤十字病院

田畑 和久 富山大学 第三内科

近 畿

林 孝明 京都府立医科大学 卒後臨床研修センター

尾崎 達哉 大阪警察病院 臨床研修指導センター

冨永 真央 北摂総合病院 消化器内科

森久 芳樹 神戸市立医療センター中央市民病院

佐々木 浩太郎 関西医科大学総合医療センター 消化器肝臓内科

加藤 健人 滋賀県立総合病院 消化器内科

住田 真衣子 大阪市立大学大学院 医学研究科 消化器内科学

松井 恒樹 甲南医療センター 消化器内科

黄 宣輔 京都大学医学部附属病院 消化器内科

田中 彩香 甲南医療センター 消化器内科

中 国

都留 裕梨 広島市立安佐市民病院 消化器内科

和田 薫 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 消化器内科

明石 耕生 岡山市立市民病院 消化器内科

吉田 遥 岡山大学病院 卒後臨床研修センター 医科研修部門

山本 一太 山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学

橋本 健志 鳥取大学医学部附属病院 消化器・腎臓内科

四 国

山﨑 めぐみ 徳島大学大学院医歯薬学研究部 消化器内科学分野

重久 友理子 三豊総合病院 内科

南川 容子 松山赤十字病院 胃腸センター

谷 直也 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器内科学

九 州

樋脇 久美 医療法人佐田厚生会佐田病院 消化器内科

山本 翔太 公立学校共済組合 九州中央病院 消化器内科

竹中 嵩博 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

寺田 芳寛 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学

伊達 美典 長崎大学病院 消化器内科

吉富 裕加 佐賀大学医学部内科学講座 消化器内科

柿添 麻由子 長崎大学病院 消化器内科

松元 琢真 鹿児島大学大学院 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

・2020年度・2021年度 日本消化器内視鏡学会専門医学術試験
2022年 2月 27日（日） CBT方式で開催 

・第 39回（2020年度）・第 40回（2021年度）消化器内視鏡技師認定試験 【延期】
2022年 4月 2日（土） CBT方式で開催 

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 22nd ESGE-JGES Joint Symposium（2021年 3月 ESGE Days時に開催）
2. The 15th JGES-ASGE Joint Symposium（2021年 5月 JGES春総会時に開催）
3. The 23rd JGES-ESGE Joint Symposium（2021年 5月 JGES春総会時に開催）
4. The 13th JGES-CSDE Joint Symposium（2021年 5月 JGES春総会時に開催）
5. The 16th ASGE-JGES Joint Symposium（2021年 5月 DDW時に開催）

6. The 20th KSGE-JGES Joint Symposium（2021年 6月 IDEN時に開催）

７．JED Project 
1.JED参加申請施設数 1,311施設（うち指導施設および指導連携施設 1,210施設）
2.JEDデータ受領施設数 450施設
3.JEDデータ登録数 検査数 4,266,713件、明細数 13,724,011件
4.JED Partners認定状況 28企業
※上記の数値はすべて累計値である。

22002211年年度度事事業業報報告告  附附属属明明細細書書  
2021年度事業報告には、附属明細書に記載すべき事項は特になし。 

以上




