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会 期

2016年5月14日（土）～15日（日）

会 場

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

テーマ

消化器内視鏡診療・基本から応用まで

定 員

1,000名

受講料

日本消化器内視鏡学会 会員 20,000円，非会員 30,000円

応募要領

定員となりましたので、受け付けを締め切りました。キャンセル待ちの募集は行いません。

申し込みボタンより、 Web登録フォームにて本学会会員番号、氏名、フリガ ナ、勤務先（ご施設とご所属）、 区分、勤務先郵便番

号、勤務先住所、勤務先電話番号、勤務先FAX番号、メール、専門医資格の有無、連絡先住所（テキスト発送先が所属先住所

と異なる場合）をご入力ください。

受講料の払い込み方法は、仮登録の自動返信メールにてご連絡申し上げます。

携帯電話のメールを利用される場合は、迷惑メール設定を解除等願います。

第40回 日本消化器内視鏡学会セミナー

セミナーのご案内

第40回 日本消化器内視鏡学会セミナーを下記の要領で開催いたします。

席数に限りがございますので、ご参加の際は必ず事前申し込みをお願い申し上げます。

ホームページ上で参加登録を行いますので、セミナー参加登録フォームのボタンよりご入力をお願い申し上げます。

なお、本セミナーは2016年度より指導医更新のための必須科目となっておりますのでご留意ください。

 

http://www.princehotels.co.jp/newtakanawa/access/
http://jges.coac.jp/


お申し込み時の不具合やお申し込み後、返信がない場合には応募先までお問い合わせください。

なお、募集人数になり次第、締め切らせていただきます。

事前登録制となりますので、当日の受付はございません。

天候事情・交通事情などのいかなる理由においても、受講料のご返金はいたしかねます。

尚、託児サービスのご利用を希望される方は、第91回日本消化器内視鏡学会総会

ホームページの無料託児所のご案内よりお申し込みいただけます。

（託児申し込み締め切り： 2016年4月21日木曜日 午後５時）

受講証

従来発行をしておりました受講証は廃止いたしました。

当日、参加証に付帯している「出席証明カード」を受付時・プログラム終了後にご提出いただきます。

（詳しくは事前発送のテキストにご案内を同封させていただきます。）

提出された受講者の方は後日（2週間程度）、会員ログインページより受講記録の確認が可能です。

受講時間が不足した場合、単位として認められない場合がございますので予めご了承願います。

【応募先/受講に関するお問い合わせ先】

日本消化器内視鏡学会 第40回学会セミナー係

〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UC ビル4 階

株式会社コンベンションアカデミア内 担当：丹沢，佐藤

E-mail：jges-seminar@coac.co.jp

℡：03-5844-6700 Fax：03-3815-2028

プログラム

2016年5月14日（土） （敬称略）

時間 演題名 講師氏名・所属 司会者氏名・所属

13：30 開会の挨拶  

13：35 細径内視鏡の役割

河合 隆

（東京医科大学病院

内視鏡センター）

貝瀬 満

（虎の門病院 消化器内科）

14：15 下咽頭、食道表在癌の診断

有馬美和子

（埼玉県立がんセンター

消化器科）

門馬久美子

（都立駒込病院 内視鏡）

14：55 下咽頭、食道癌治療

大森 泰

（川崎市立井田病院

内視鏡センター）

井上晴洋

（昭和大学江東豊洲病院

消化器センター）

休憩15分

15：50 画像強調による早期胃癌診断

上堂文也

（大阪府立成人病センター

消化管内科）

八尾建史

（福岡大学筑紫病院

内視鏡部）

http://www.congre.co.jp/jges91/contents/nursery.html
tel:03-5844-6700
tel:03-3815-2028


16：30 早期胃癌の内視鏡治療

藤城光弘

（東京大学

光学医療診療部）

小野裕之

（県立静岡がんセンター

内視鏡科）

17：10 産学官連携、臨床試験、適応外使用の留意点

久津見弘

（滋賀医科大学附属病院

臨床研究開発センター）

高橋信一

（杏林大学医学部 第３内科）

17：40 1日目終了

2016年5月15日（日）

時間 演題名 講師氏名・所属 司会者氏名・所属

9：00 小腸内視鏡診療の進歩

大塚和朗

（東京医科歯科大学

医学部附属病院

光学医療診療部）

山本博徳

（自治医科大学

内科学講座消化器

内科学部門）

9：40 炎症性腸疾患の診断

斉藤裕輔

（市立旭川病院

消化器病センター）

五十嵐正広

（がん研有明病院

内視鏡診療部）

10：20 大腸腫瘍の拡大観察

山野泰穂

（秋田赤十字病院

消化器病センター）

小林清典

（北里大学医学部

新世紀医療開発センター）

11：00 大腸腫瘍の内視鏡治療

斎藤 豊

（国立がん研究センター

中央病院 内視鏡科）

田中信治

（広島大学 内視鏡診療科）

昼食（11：40～12：20）

12：20 胆膵内視鏡の進歩

五十嵐良典

（東邦大学医療センター

大森病院 消化器内科）

向井秀一

（淀川キリスト教病院

消化器病センター

消化器内科）

13：00 EUS-FNA診断

入澤篤志

（福島県立医科大学

会津医療センター

消化器内科学講座）

乾 和郎

（藤田保健衛生大学

坂文種報德會病院

消化器内科）

13：40 EUS下治療

良沢昭銘

（埼玉医科大学

国際医療センター

消化器内科）

真口宏介

（手稲渓仁会病院

消化器病センター）

休憩15分

14：35 内視鏡診療と抗血栓薬

後藤田卓志

（日本大学病院

消化器内科）

峯 徹哉

（東海大学医学部

医学科内科学系

消化器内科）

坂本長逸



次回： 2016.05.14

次回： 2016.09.11

次回： 2016.12.18

次回： 2016.11.27

次回： 2016.07.10

次回： 2017.01.15

次回： 2017.01.15

次回： 2017.01.29

次回： 2016.12.04

次回： 2017.01.09

次回： 2017.01.29

次回： 2017.01.29

15：15
内視鏡研究の発表、

論文化の留意点

藤田直孝

（みやぎ健診プラザ）
（医療法人社団新聖会

ういずクリニック）

15：45 内視鏡診療におけるＩＴ

田中聖人

（京都第二赤十字病院

消化器科）

上村直実

（国立国際医療研究センター

国府台病院）

16：15 閉会の挨拶

※本セミナーは、2016 年度より、指導医更新の際に受講が必須となります 。

また，専門医申請および更新の際の必須セミナー（支部セミナーでも可）に該当しております。

学会セミナー

重点卒後教育セミナー

北海道支部

東北支部

関東支部

甲信越支部

東海支部

北陸支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台3-2-1

新御茶ノ水アーバントリニティビル4Ｆ

本部セミナー

支部セミナー

http://jges.coac.jp/honbu/gakkai/
http://jges.coac.jp/honbu/juuten/
http://jges.coac.jp/hokkaido
http://jges.coac.jp/tohoku
http://jges.coac.jp/kanto
http://jges.coac.jp/koshinetsu
http://jges.coac.jp/tokai
http://jges.coac.jp/hokuriku
http://jges.coac.jp/kinki
http://jges.coac.jp/chugoku
http://jges.coac.jp/shikoku
http://jges.coac.jp/kyushu


TEL：03-3525-4670 FAX：03-3525-4677

mail：info@jges.or.jp
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支部サイト

北海道支部 東北支部 関東支部

甲信越支部 東海支部 北陸支部

近畿支部 中国支部 四国支部

九州支部

http://www.jges.net/index.php/
http://jges-hokkaido.kir.jp/
http://jges-t.umin.ne.jp/
http://www.jges-k.umin.jp/
http://www.jges-kse.jp/
http://www.jges-tokai.jp/
http://www.jges-hokuriku.jp/
http://www.jges-kinki.gr.jp/
http://home.hiroshima-u.ac.jp/giecb09/
http://www.sbh.gr.jp/jges/jgess.htm
http://www.c-shop.net/naisi/
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