
2019年度事業報告 

 

（１）学術集会等（研究発表）の開催 

 

●第105回総会（金沢） 

会長：金子 周一（金沢大学消化器内科） 

会期：2019年5月9日（木）～ 5月11日（土） 

会場：石川県立音楽堂・ANA クラウンプラザホテル金沢・ホテル日航金沢・

ポルテ金沢・ホテル金沢 

内容：会長講演（1） 

・アンマンの思い出から 

   理事長講演（1） 

・これからの消化器病学と日本消化器病学会の使命 

特別講演（3） 

・インベンションとイノベーション 

・世界における日本経済と，金融における新技術 

・グローバルヘルス：課題先進国日本の挑戦と機会 

    招請講演（3） 

・腸管IgA抗体による腸内細菌制御 

・肝疾患治療のこれまでとこれから 

・NBIの開発と今後の内視鏡イノベーション 

学術賞受賞講演（2） 

・ウイルス性肝炎に関する研究 

・肝細胞増殖因子（HGF）の発見と臨床展開 

メディカルスタッフ特別企画（1） 

・消化器がん患者の適切な栄養管理に向けたチーム医療～栄養管理

の行き届いた退院，外来治療を目指して～（6） 

キャリア支援委員会特別企画 

・消化器病医の働き方を考える：老若男女 皆で頑張ろう 

・パネルディスカッション：そろそろ，本気で医師の働く環境を考

えよう 

・第2回若手優秀演題カンファレンス―症例に学ぶ 

シンポジウム（12）（演題：134題） 

・技術革新がもたらした消化器研究のパラダイムシフト（11） 

・消化器がんにおけるゲノム医療の現状と未来（9） 

・消化器疾患におけるサルコペニア（13） 

・消化器領域における免疫療法の開発と未来（9） 

・ヘリコバクター・ピロリ感染症の残された課題（12） 

・難治性潰瘍性大腸炎の治療戦略における外科と内科のコラボレー

ション（8） 

・B型肝炎治療におけるベストエフォートの現状と課題（12） 

・NASH，NAFLDにおける基礎と臨床の最前線（11） 

・進行肝癌に対する新たな治療戦略（11） 

・肝硬変の診断と治療の最前線（18） 

・胆道腫瘍に対する診療の進歩（8） 

・予後改善をめざした膵癌治療の戦略（12） 

パネルディスカッション（13）（演題：172題） 

・消化器領域における幹細胞研究とその応用（13） 

・超高齢社会における消化器疾患診療（16） 

・消化器疾患におけるPrecision medicineへの対応（12） 

 ・消化器がん検診最適化を目指して（14） 

・消化器がん診療における内科と外科のコラボレーション（11） 

・Immuno-Oncology時代の消化器がん診療（11） 

・炎症性腸疾患診療のリアルワールド～生物学的製剤に対するクリニ

カルクエスチョンを解決する（12） 

・C型肝炎ウイルス駆除後の肝発癌の現状と対策（12）                                                                           

・肝炎ウイルス感染者の効果的な診療体制の確立（16） 

・門脈圧亢進症診療の新しい潮流（19） 

・メタボリックシンドロームとしての脂肪肝（12） 

・EUS-FNAの現状と課題（12） 

・Borderline resectable膵癌に対する治療戦略（9） 

ワークショップ（14）（演題：183題） 

・人工知能（AI）とロボット時代における消化器病学（14） 

・消化器領域における腸内細菌研究と臨床応用（15） 

・消化器疾患のバイオマーカー研究（16） 

・消化管神経内分泌腫瘍の最前線（12） 

・食道ESD適応外病変の治療方針 PDTを含めて（9） 

・拡大内視鏡・超拡大内視鏡の最新の知見（12） 

・機能性消化管障害診療の科学エビデンス（13） 

・小腸疾患診療の現状と今後の展望（18） 

・B型肝炎の根治を目指した臨床及び創薬研究最前線（14） 

・難治性C型肝炎の病態解明と治療戦略（12） 

・肝疾患における画像診断の新展開（12） 

・肝線維化研究の展開と臨床応用（9） 

・膵臓に対する早期診断の戦略（13） 

・ERCP・EUS関連手技のトラブルシューティング（14） 

    ハンズオンセミナー（2） 

     ・胃・大腸の動物モデルを用いた粘膜下層剥離術の実技指導 

     ・ファントムモデルを用いたEUS-FNAの実技指導 

    ポストグラデュエイトコース（5） 

Ⅰ. 基礎研究 

・炎症性腸疾患の病態と腸内細菌の関わり 

・基礎研究（上皮幹細胞を用いた粘膜再生医療） 

Ⅱ．上部消化管 

・上部消化管出血に対する内視鏡治療 

・生活習慣病に対する外科的治療 

Ⅲ. 下部消化管 

・炎症性腸疾患の診断と治療 

・大腸腫瘍の拡大内視鏡診断と治療―基礎から応用 

Ⅳ. 肝 

・急性肝不全 治療の実際 

・肝がん：変化する高危険群と今後の課題 

     Ⅴ. 胆膵 

      ・慢性膵炎診療の現状と課題 

      ・胆嚢腫瘍の診断と治療 

The 8th International Forum 

         Frontiers in Cancer Medical Treatment in Gastrointestinal 



 

Cancer   

  ・Esophageal and Gastric Cancer（2） 

   ・Liver Cancer（2） 

   ・Pancreatic and Biliary Tract Cancer（2） 

   ・Colorectal Cancer（2） 

       The 14th JSGE-AGA Joint Meeting 

 Diagnosis and prediction of GI diseases 

  ・Artificial intelligence (AI) in endoscopic GI diagnosis

（2） 

 ・Innovative biomarker of GI cancer（2） 

The 6th JSGE International Topic Conference 

    Lifestyle-related Diseases in Gastroenterology 

・Gastrointestinal tract (role of gut microbiome and diet)

（2） 

・Liver (role of gut microbiome and diet) （2） 

The 5th JSGE-UEG Rising Stars Session 

The 2nd JSGE Asian Session 

 Endoscopic detection of gastrointestinal cancer in my country

（7） 

一般演題（口演）      演題：270題 

 一般演題（ポスター）    演題：500題 

  参加：5,712名 

 

●第61回大会（神戸）（JDDW2019に参加） 

会長：三輪 洋人（兵庫医科大学内科学消化管科） 

会期：2019年11月21日(木)～11月23日(土)（JDDW期間：21日～24日） 

会場：神戸コンベンションセンター 

内容：会長講演（1） 

    ・胃はなぜ痛くなるのか－腹部症状研究の進歩とその最前線－ 

特別講演（4） 

    ・JDDWの国際展開 

  ・愛の生理学 －視床下部オキシトシンと愛－ 

  ・ディープラーニングの進展と医療における可能性 

 ・エクソソーム診断と治療 

   招待講演（9） 

        ・ The evolving relationship between GERD and functional 

esophageal disorders 

 ・Inflammation and extracellular matrix regulation of liver 

fibrosis 

 ・The microbiome: Disease, diet and drugs 

 ・Clinical trials in gastroesophageal cancer: Optimizing target 

selection for maximum patient benefit 

 ・Monitoring of IBD treatment response 

 ・Lessons from global health 

 ・Functional dyspepsia: Gastric or duodenal disorder? 

 ・Advances in irritable bowel syndrome 

 ・Common mistakes in the treatment of the hospitalized patient 

with UC 

第61回日本消化器病学会大会会長賞（1） 

 ・食道癌における腫瘍内 Fusobacterium nucleatumと腫瘍免疫の関

連解析 

教育講演(JDDW)（8） 

・十二指腸腫瘍に対する内視鏡的治療の適応と実際 

・膵癌治療の進歩 

・肝疾患における画像診断の進歩：腹部超音波，CT，MRIまで 

・我が国におけるIBDの動向と治療の最前線 

・胃がん内視鏡検診の現状と課題 

・消化器診療におけるAIの応用とその将来 

・NAFLD/NASH：ガイドライン改定を踏まえた最新の治療 

・急性膵炎に対する治療の進歩 

第19回医療セミナー（JDDW）(6) 

どうなる日本の臨床研究－「臨床研究法」の検証 

 ・アカデミアにおける臨床研究法への対応－研究支援の立場から－ 

・臨床研究法‐認定臨床研究審査委員会事務局の視点から－ 

・アカデミアにおける研究への臨床研究法の影響 

・臨床研究法適用研究における生物統計家の役割 

・臨床研究法における経済的利益相反の管理 

・臨床研究法施行後の課題と取組－行政の立場から－ 

JDDW2019女性医師・研究者プログラム（JDDW）(2) 

女性医師・研究者のキャリアアップに関して  

・消化器内科女性医師のキャリアアップについて 

・消化器外科女性医師のキャリアアップ 

メディカルスタッフプログラム(JDDW)（2）（演題：13題） 

 ・在宅医療における多職種連携の在り方（9）  

・癌患者の就労継続に向けた取り組み（6） 

統合プログラム（6） (演題：58題)    

・消化器領域の難治癌の臨床《携帯アナライザー》（10） 

  ・低侵襲内視鏡治療の今後の展開《携帯アナライザー》（11） 

 ・肝移植と肝再生の現状と展望（7） 

・食と消化器疾患（7） 

 ・AIと消化器診療の将来（13） 

・消化器疾患と再生医療《携帯アナライザー》（10） 

    International Session（Symposium）（8）（演題：53題） 

・胆汁うっ滞の病態から新治療への展開（7） 

・クローン病治療の現状とこれから（6） 

・バイオマーカー，遺伝子解析の消化器がん診断・治療への応用（9） 

・ディスペプシア－病態と治療の最新知見－（8） 

・肥満外科の現状と将来展望（3） 

・進行直腸癌に対する治療戦略 JSGS・SSAT Joint Symposium（4） 

・クローン病術後再発予防に向けた取り組みについて（8） 

・カプセル内視鏡診療の現状評価と近未来像（8） 

         International Session（Workshop）（1）（演題：12題） 

         ・胆膵内視鏡における新たな診断・治療のモダリティー(12) 

        シンポジウム(7)（演題：65題） 

・バレット腺癌の診断と治療の諸問題（9） 

・肝臓病学におけるウイルス肝炎診療の歩みと今後の展望（10） 

・高齢者消化器病の特徴と対策（10） 

・胆汁酸研究の新たな臨床展開：自己免疫性肝疾患からウイルス肝

炎，生活習慣病まで（9） 

・膵癌/胆道癌における早期診断の進歩（10） 



 

・GERD治療の進歩と問題点（7） 

・アルコール性肝障害－研究の進歩と臨床における問題点－（10） 

パネルディスカッション(12)（演題：110題） 

・NAFLD，NASH診療の最前線と今後の展開（9） 

・上部消化管腫瘍における各種内視鏡分類の検証（8） 

・大腸T1（SM）癌の内視鏡診断と治療の今後の課題（12） 

・切除不能・再発消化管癌に対する薬物療法の進歩（8） 

・潰瘍性大腸炎治療の現状とこれから（12） 

・除菌後胃癌・Hp未感染胃癌診断の現状と課題（10） 

・胆道ドレナージ法 up-to-date（12） 

・早期乳頭部癌に対する治療戦略（6） 

・内視鏡治療後消化管出血への対策（11） 

・肝硬変の新しい治療戦略（10） 

・消化器がんのconversion therapyの現状（12） 

ワークショップ(23)（演題：271題） 

・膵胆道結石に対する診断・治療の最前線（11） 

・薬物性肝障害：臨床・研究のUp to Date（12） 

・長期生存を目指した肝がん診療の最前線（11） 

・自己免疫性肝疾患診療の最前線：現状の課題と今後の展開（11） 

・消化器内視鏡検診の現状と将来（10） 

・不利益最小化を目指した消化器がん検診（10） 

・内視鏡検体（組織，粘液，内容物など）を用いた消化管疾患の病態の解

明（12） 

・さあ，どうする？治療内視鏡におけるトラブルシューティング（胆

膵編）≪ビデオ≫（15） 

・(JGES Core Session) クローン病の内視鏡診療の課題と新展開

（10） 

・B型肝炎診療；未来への展望を踏まえた現在の在り方（15） 

・腸内細菌と消化器疾患－研究の進歩と治療への応用－（11） 

・(JGES Core Session) 急性膵炎後の諸問題に対する内視鏡の役割

（12） 

・消化器疾患におけるバイオマーカーとその応用（がん以外）（12） 

・(JGES Core Session) 酸非関連食道疾患に対する内視鏡診療の課

題と新展開（9） 

・肝炎の疫学と自然病態：今後の課題と展望（13） 

・我が国における腸管感染症治療の現状と展望（10） 

・全身性疾患に関連した下部消化管疾患の診断（13） 

・十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡治療の現状と課題克服のた

めの工夫（10） 

・高齢者に対するがん治療の在り方（14） 

・消化器がん患者におけるサルコペニア対策について（12） 

・下部機能性消化管障害の診療と研究の進歩（11） 

 ・さあ，どうする？治療内視鏡におけるトラブルシューティング（下

部編）≪ビデオ≫（12） 

・さあ，どうする？治療内視鏡におけるトラブルシューティング（上

部編）≪ビデオ≫（15） 

    一般演題（デジタルポスター）  演題：474題 

    一般演題（International Poster）演題：115題 

 ブレックファーストセミナー 

 ランチョンセミナー 

 サテライトシンポジウム 

参加：22,444名 

 

●支部例会 

全国10支部で学術集会（講演、研究発表、症例報告など）を開催。 

【北海道支部:2回】 

第124回例会（札幌） 

会長：前田 征洋（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院） 

会期：2019年3月2日（土）～3月3日（日） 

会場：札幌コンベンションセンター 

内容：特別講演 

シンポジウム 

一般演題 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

女性医師の会 

専門医セミナー：117名 

演題：174題 

参加：602名 

備考：第118回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催 

第125回例会（札幌） 

会長：竹政 伊知朗（札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座） 

会期：2019年9月7日（土）～9月8日（日） 

会場：かでる2・7 

内容：特別講演 

シンポジウム 

一般演題 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

モーニングセミナー 

専門医セミナー：43名 

演題：100題 

参加：546名 

備考：第119回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催 

 

【東北支部:2回】 

第206回例会（仙台） 

会長：亀井 尚（東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座 消化器外

科学分野） 

会期：2019年2月9日（土） 

会場：フォレスト仙台 

内容：特別企画 

   特別講演 

パネルディスカッション 

シンポジウム 

ランチョンセミナー 

一般演題 

専門医セミナー：73名 

演題：136題 

参加：524名 



 

第207回例会（秋田） 

会長：山本 雄造（秋田大学大学院医学系研究科消化器外科学講座） 

会期：2019年7月5日（金） 

会場：秋田市にぎわい交流館AU 

内容：特別講演 

シンポジウム 

一般演題 

ランチョンセミナー 

特別企画 

専門医セミナー:62名 

演題：81題 

参加：309名 

 

【関東支部:5回】 

第353回例会（東京） 

会長：後藤田 卓志（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野） 

会期：2019年2月23日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：60名 

演題：103題 

参加：459名 

第354回例会（東京） 

会長：長谷 和生（防衛医科大学校長） 

会期：2019年4月13日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専修医セッション 

研修医セッション 

演題：105題 

参加：569名 

第355回例会（東京） 

会長：加藤 直也（千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学） 

会期：2019年7月13日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専修医セッション 

研修医セッション 

ハンズオンセミナー 

演題：108題 

参加：611名 

第356回例会（東京） 

会長：徳重 克年（東京女子医科大学 消化器内科） 

会期：2019年9月21日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般演題 

ランチョンセミナー 

「女性医師の会」特別企画 

専門医セミナー：66名 

演題：88題 

参加：407名 

第357回例会（東京） 

会長：木田 光広（北里大学医学部 消化器内科学） 

会期：2019年12月7日（土） 

会場：海運クラブ 

内容：特別講演 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専修医セッション 

研修医セッション 

演題：98題 

参加：394名 

 

【甲信越支部:2回】 

第64回例会（山梨県中巨摩郡） 

会長：小嶋 裕一郎（山梨県立中央病院） 

会期：2019年6月8日（金） 

会場：アピオ甲府 

内容：一般演題 

   ランチョンセミナー 

   会長講演 

   イブニングセミナー 

   合同シンポジウム 

   合同ワークショップ 

専門医セミナー：247名 

演題：80題 

参加：316名 

第65回例会（山梨県中巨摩郡） 

会長：依田 芳起（山梨県厚生連健康管理センター） 

会期：2019年11月2日（土）～11月3日（日） 

会場：アピオ甲府 

内容：研修医・専修医セッション 

   一般演題 

   合同ワークショップ 

ランチョンセミナー 

合同シンポジウム 

   専門医セミナー：346名 

演題：98題 

参加：391名 

 

【北陸支部:2回】 

第128回例会（富山） 

会長：桐山 正人（黒部市民病院）  



 

会期：2019年6月9日（日） 

会場：富山県医師会館 

内容：一般演題 

   ランチョンセミナー 

専門医セミナー：227名 

演題：45題 

参加：264名 

第129回例会（金沢） 

会長：卜部 健（公立松任石川中央病院 消化器内科）  

会期：2019年11月17日（日） 

会場：金沢大学 Ｇ棟 第3・4講義室  

内容：一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：178名 

演題：44題 

参加：176名 

 

【東海支部:2回】 

第130回例会（浜松） 

会長：鈴木 昌八（磐田市立総合病院） 

会期：2019年6月8日（土） 

会場：アクトシティ浜松コングレスセンター 

内容：シンポジウム 

   ランチョンセミナー 

   アフタヌーンセミナー 

一般演題 

専門医セミナー：92名 

演題：126題 

参加：519名 

第131回例会（名古屋） 

会長：大宮 直木（藤田医科大学 消化器内科） 

会期：2019年12月7日（土） 

会場：名古屋国際会議場 2号館 

内容：シンポジウム 

ランチョンセミナー 

一般演題 

専門医セミナー：104名 

演題：104題 

参加：665名 

 

【近畿支部:2回】 

第110回例会（京都） 

会長：吉田 憲正（京都第一赤十字病院 消化器内科） 

会期：2019年2月23日（土） 

会場：京都テルサ 

内容：シンポジウム 

 パネルディスカッション 

ワークショップ 

一般演題 

Freshman Session 

Young Investigator Session 

専門医セミナー：60名 

演題：235題 

参加：982名 

第111回例会（大阪） 

会長：掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科外科学講座 食道胃腸外科学） 

会期：2019年10月5日（土） 

場所：大阪国際交流センター 

内容：シンポジウム 

パネルディスカッション 

ワークショップ 

一般演題 

Freshman Session 

Young Investigator Session 

専門医セミナー：53名 

演題：215題 

参加：1,030名 

 

【中国支部:2回】 

第111回例会（米子） 

会長：磯本 一（鳥取大学医学部機能病態内科学） 

会期：2019年6月15日（土） 

会場：米子コンベンションセンターBIGSHIP 

内容：特別講演 

教育講演 

エキスパートセミナー 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

エキスパートセミナー 

ワークショップ 

研修医奨励賞 

専修医奨励賞 

一般演題 

専門医セミナー：97名 

演題：89題 

参加：337名 

第112回例会（広島） 

会長：吉原 正治（広島大学保健管理センター） 

会期：2019年11月30日（土）～12月1日（日） 

会場：県立広島大学広島キャンパス 

内容：特別講演 

   一般演題 

   ワークショップ 

研修医奨励賞 

専修医奨励賞 

ランチョンセミナー 

エキスパートセミナー 

専門医セミナー：108名 

演題：91題 

参加：737名 



 

【四国支部:2回】 

第111回例会（高松） 

会長：稲葉 知己（香川県立中央病院 消化器内科） 

会期：2019年6月29日（土）～ 6月30日（日） 

会場：かがわ国際会議場 サンポートホール高松 

内容：特別講演 

   会長講演 

女性医師の会 特別講演 

合同シンポジウム 

一般演題 

ランチョンセミナー 

専門医セミナー：150名 

演題：79題 

参加：448名 

備考：第122回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催 

第112回例会（高知） 

会長：小林 道也（高知大学医学部医療学講座医療管理学分野） 

会期：2019年11月2日（土）～ 11月3日（日） 

会場：高知城ホール 

内容：特別講演 

      会長講演 

女性医師の会特別講演 

合同シンポジウム 

合同ワークショップ 

一般演題 

モーニングセミナー 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

専門医セミナー：40名 

演題：79題 

参加：311名 

備考：第123回日本消化器内視鏡学会四国支部例会と合同開催 

 

【九州支部:2回】 

第113回例会（福岡） 

会長：中村 雅史（九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科） 

会期：2019年5月24日（金）～ 5月25日（土） 

会場：アクロス福岡 

内容：特別講演 

   特別企画 

シンポジウム 

ワークショップ 

一般演題 

専修医発表 

研修医発表 

専門医セミナー：82名 

演題：368題 

参加：1,105名 

備考：第107回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催 

 

第114回例会（宮崎） 

会長：七島 篤志（宮崎大学医学部外科学講座 肝胆膵外科学分野） 

会期：2019年11月8日（金）～ 11月9日（土） 

会場：シーガイアコンベンションセンター 

内容：特別講演 

   シンポジウム 

ワークショップ 

特別企画スイーツセッション 

一般演題 

研修医発表 

専修医発表 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

専門医セミナー：67名 

演題：390題 

参加：890名 

 備考：第108回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催 

 

●附置研究会 

・消化器臓器間ネットワーク研究会 

・アレルギー消化器疾患研究会 

・がんゲノム医療時代におけるLynch症候群研究会 

●関連研究会 

 ・消化器ポリポーシス研究会 

 ・慢性便秘の診断・治療研究会 

・肥満と消化器疾患研究会 

・Gut Microbiota研究会 

 

 

（２）学会機関誌等の刊行  

 

機関誌の名称 

●日本消化器病学会雑誌（月刊） 

年間12回発行（電子書籍サービスMED PORTAL） 

第116巻1号～12号 

●同 臨時増刊号（総会、大会抄録号） 

年間2回発行（各5,000部） 

●Journal of Gastroenterology（Monthly） 

年間12回発行（各4,400部） 

Vol. 54（No. 1～12） 

●Clinical Journal of Gastroenterology（Bimonthly） 

年間6回発行（Online Journal） 

Vol. 12（No. 1～6） 

掲載内容 

●日本消化器病学会雑誌（第115巻） 

掲載論文の種類 論文数 頁 数 

総説（投稿） 1 11 

今月のテーマ（総論）*115巻3号から 12 109 

今月のテーマ（総説）*115巻3号から 48 430 



 

原著 4 37 

症例報告 52 419 

特別寄稿 2 9 

Letters to the Editor 1 2 

症例に学ぶ 2 7 

速報 1 3 

小計 123 1,027 

座談会 2 22 

Q & A 12 37 

特別企画 0 0 

総会抄録号（プログラム、抄録、索引） 

 

690 

大会抄録号（プログラム、抄録、索引） 

 

696 

小計 14 1,445 

総会・大会プログラム  325 

専門医規則・合格者 

 

152 

事業計画・報告  83 

研究助成  12 

関連研究会  4 

日本医師会  0 

日本医学会  3 

支部会告  95 

他学会案内  7 

査読者一覧  1 

編集後記  12 

住所変更  12 

投稿規定  108 

総説（投稿） 1 11 

その他  645 

総目次  19 

   索引  10 

小計 1 1,488 

総数 137 3,960 

 

●Journal of Gastroenterology（Volume 54） 

Contents Articles Pages 

    Review 17 173 

    Alimentary Tract 52 531 

    Liver, Pancreas, and Biliary Tract 37 371 

    Letters to the Editor 8 13 

    Announcements & Others 7 18 

Total 121 1,106 

2018年Impact Factor: 5.130 

 

●Clinical Journal of Gastroenterology（Volume 12） 

Contents Articles 

    Clinical Reviews 6 

    Case Reports 105 

    Letters to the Editor 0 

    Correction (Erratum) 0 

Total 111 

 

投稿論文の審査状況 

●日本消化器病学会雑誌（投稿総数：101編／採否済数：78編） 

    採 用 率： 62.8%（49編） 

   不採用率： 37.2%（29編） 

※審査中論文があるため、採否率は変動の可能性がある。 

●Journal of Gastroenterology（投稿総数：1,369編／採否済数：1,385編） 

    採 用 率： 07.2 %（100編） 

  不採用率： 92.8 %（1,285編） 

●Clinical Journal of Gastroenterology（投稿総数：387編／採否済数：388編） 

    採 用 率：  40.2 %,（156編） 

  不採用率： 59.8 %,（232編） 

※審査中論文があるため、採否率は変動の可能性がある。 

 

 

（３）教育講演会等の開催 

 

消化器疾患の診断、治療に関する医師補修教育講演会等の開催および専門医育

成のための講習の実施ならびに講演会等の開催。 

地区別 開催地（月 日） 回 テーマ、演題名 参加 

北海道 札 幌（03.16） 21 消化器病診療：Up To Date 263 

東 北 仙 台（10.20） 21 
消化管リンパ腫の診断と治療：最近

の話題を含めて、他 
162 

関 東 

東 京（06.30） 

 

東 京（11.10） 

34 

 

35 

消化器診療update 

－診断・治療の現状と展望－ 

最新の消化器疾患の診断と治療 

504 

 

510 

甲信越 

山 梨（06.08） 

山 梨（11.02） 

41 

42 

肝臓癌に対する外科切除の現状、他 

慢性肝疾患の自然史を俯瞰した治療と

病態モニタリング、他 

259 

319 

北 陸 

富 山（06.09） 

 

金 沢（11.17） 

41 

 

42 

今後の C 型肝炎治療とこれからの

NASH治療、他 

腸内細菌研究の10年、他 

198 

 

203 

東 海 
浜 松（06.08） 

名古屋（12.07） 

41 

42 

食道癌集学的治療の現状と展望、他 

早期胃癌に対する内視鏡診療、他 

326 

475 

近 畿 

京 都（02.23） 

 

京 都（06.30） 

 

大 阪（10.05） 

59 

 

60 

 

61 

胃癌に対するロボット支援手術の現状と

展望、他 

消化器癌化学療法のパラダイムシフ

ト、他 

表在型食道癌に対する治療戦略、他 

272 

 

474 

 

286 

中 国 
米 子（06.16） 

広 島（12.01） 

29 

30 

消化器癌の克服 

消化器疾患の最近のトピックス 

124 

189 

四 国 

松 山（07.07） 

 

高 知（11.10） 

35 

 

36 

消化器疾患 

～ここまで進んだ診断と治療～ 

消化器疾患診療の最前線 

147 

 

94 

九 州 福 岡（03.24） 24 
急性胆管炎胆嚢炎ガイドライン2018

を読み解く、他 
444 

参加者計  5，249名 



 

 

（４）研究助成及び業績の表彰 

 

消化器病学の基礎及び臨床において優れた業績をあげると共に、本学会の発展

に貢献した研究者に対し授与しその業績を顕彰した。 

学術賞（2名） 

・茶山 一彰（広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 消化器・代謝内科学） 

肝炎、肝癌の病態と治療に関する研究 

・坪内 博仁（鹿児島市立病院） 

肝細胞増殖因子（HGF）の発見と臨床展開 

 

消化器疾患の研究者に対する研究助成。 

研究助成者（8名） 

2017年度から（3年目） 

・伊藤 清顕（愛知医科大学 肝胆膵内科） 

B型肝炎における遺伝子型分布の変遷および分子生物学的検討 

・児玉 裕三（神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 消化器内科学分野） 

IgG4関連疾患患者における新規自己抗体測定についての多施設共同前向き 

臨床研究 

2018年度から（2年目） 

・川口 和紀（金沢大学附属病院 消化器内科） 

HBV関連肝細胞癌における細胞間シグナル伝達機構の解明 

・谷口 博昭（筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター） 

 PRDM14分子を標的とした革新的核酸医薬による膵がん治療法の開発研究 

・山道 信毅（東京大学医学部附属病院 消化器内科） 

 全遺伝子発現解析に基づく早期胃癌データベースの構築と胃発癌機構の解明 

2019年度から（1年目） 

・大宮 直木（藤田医科大学医学部 消化管内科学）） 

 クローン病に対する糞便バンクを用いた糞便移植の有効性に関する 

多施設無作為割付対照比較試験 

・白羽 英則（岡山大学病院 消化器内科） 

REIC遺伝子導入アデノウイルスベクターを用いた肝癌遺伝子治療 

・七島 篤志（宮崎大学医学部外科学講座 肝胆膵外科学分野） 

胆管癌治療を目的としたレザフィリンを用いた光線力学的療法の開発研究 

 

会員の研究を助成する目的（学術研究助成金制度により）で、消化器病学の発

展に寄与する研究を発表し、なお将来の発展を期待しえる者に対し「日本消化

器病学会奨励賞」を授与し表彰した。 

第32回奨励賞受賞者（10名） （五十音順） 

・青木 悠人（日本医科大学付属病院 消化器外科） 

  Telomere length of gallbladder epithelium is shortened in patients with   

congenital biliary dilatation: measurement by quantitative  

fluorescence in situ hybridization     

(Journal of Gastroenterology2018; 53:291-301) 

・梅野 淳嗣（九州大学大学院 病態機能内科学） 

Clinical features of chronic enteropathy associated with SLCO2A1 gene:  

a new entity clinically distinct from Crohn’s disease 

 (Journal of Gastroenterology 2018; 53:907-915) 

 

・塩﨑 敦（京都府立医科大学外科学教室 消化器外科学部門） 

Esophageal cancer stem cells are suppressed by tranilast, a TRPV2 

channel inhibitor       

(Journal of Gastroenterology 2018; 53:197-207) 

・鈴木 康平（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 消化器病態学） 

Single cell analysis of Crohn’s disease patient-derived small  

intestinal organoids reveals disease activity-dependent  

modification of stem cell properties  

 (Journal of Gastroenterology 2018; 53:1035-1047) 

・瀬古 裕也（京都府立医科大学 消化器内科） 

Combination of PNPLA3 and TLL1 polymorphism can predict advanced  

fibrosis in Japanese patients with nonalcoholic fatty liver disease  

 (Journal of Gastroenterology 2018; 53:438-448) 

・多田 俊史（大垣市民病院 消化器内科） 

Long-term natural history of liver disease in patients with chronic 

hepatitis B virus infection: an analysis using the Markov chain  

model        

(Journal of Gastroenterology 2018; 53:1196-1205)              

・中原 隆志（広島大学大学院医歯薬保健学研究科医歯薬学専攻 消化器・

代謝内科学） 

Involvement of Porphyromonas gingivalis in the progression of  

non-alcoholic fatty liver disease  

                    (Journal of Gastroenterology 2018; 53:269-280)      

・西野 恭平（滋賀医科大学医学部附属病院 消化器内科）    

Analysis of endoscopic brush samples identified mucosa-associated  

dysbiosis in inflammatory bowel disease 

 (Journal of Gastroenterology 2018; 53:95-106) 

・花岡 まりえ（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 消化器外科学） 

Expression of ATF6 as a marker of pre-cancerous atypical change in     

ulcerative colitis-associated colorectal cancer: a potential role in 

the management of dysplasia 

 (Journal of Gastroenterology 2018; 53:631-641) 

・柳川 雅人（関西医科大学附属枚方病院 消化器肝臓内科） 

  Basophils activated via TLR signaling may contribute to pathophysiology 

of type 1 autoimmune pancreatitis  

(Journal of Gastroenterology 2018; 53:449-460) 

 

Journal of Gastroenterology High Citation Award（4名） 

・大島 忠之（兵庫医科大学 消化管内科） 

Gastrointestinal mucosal barrier function and diseases 

(Journal of Gastroenterology 2016; 51: 768–778)  

・須田 剛生（北海道大学 消化器内科） 

Efficacy and safety of daclatasvir and asunaprevir combination 

therapy in chronic hemodialysis patients with chronic hepatitis C 

(Journal of Gastroenterology 2016; 51: 733–740) 

・豊田 秀徳（大垣市民病院 消化器科） 

Safety and efficacy of dual direct-acting antiviral therapy 

(daclatasvir and asunaprevir) for chronic hepatitis C virus genotype 

1 infection in patients on hemodialysis 

(Journal of Gastroenterology 2016; 51: 741-747) 



 

・入谷 壮一（岐阜県総合医療センター 消化器内科） 

Skeletal muscle depletion is an independent prognostic factor for 

hepatocellular carcinoma 

(Journal of Gastroenterology 2015; 50: 323-332) 

 

日本消化器病学会雑誌特別賞（4名） 

・神尾 知宏（岡山大学病院 消化器内科） 

CTAP と出血シンチグラフィで診断し，経皮的硬化療法で止血し得た小腸静

脈瘤出血の1例 

(日本消化器病学会雑誌 115; 732-738: 2018)  

・小林真理子（筑波記念病院 消化器内科） 

ダサチニブが原因で炎症反応性大腸ポリポーシスをきたした1例 

(日本消化器病学会雑誌 115; 977-984: 2018) 

・疋田 健人（市立大津市民病院 消化器内科） 

肝生検が診断の契機となった肝Mycobacterium avium complex症の1例 

(日本消化器病学会雑誌 115; 818-824: 2018) 

・井上 博之（京都府立医科大学附属北部医療センター 外科） 

直腸転移をともなう進行胆囊癌に対して化学療法が奏効し拡大胆囊摘出術

を施行し得た1例 

(日本消化器病学会雑誌 115; 905-913: 2018) 

 

 

（５）市民公開講座の開催及び市民向け健康情報誌の発行 

 

消化器疾患に対する一般国民の関心を高める目的（研究成果の社会還元）で、

下記の事業を実施。 

①  市民を対象に易しい医学講座「市民公開講座」を全国各地で開催。 

地区別 開催地(月 日) 回 テーマ 参加 

北海道 
函 館（05.18） 

常呂郡（07.23） 

53 

54 

消化器がんの診断と治療 

最近の肝臓疾患の話題 

128 

236 

東 北 

山 形（07.20） 

 

福 島（11.10） 

 

弘 前（11.30） 

79 

 

80 

 

81 

知って安心・胃腸の病気 

～専門医がお答えします～ 

みんなで学ぼう胃癌・大腸癌・肝臓癌 

～最近の治療方法～ 

短命県返上！最近増えている消化器の

病気 

83 

 

60 

 

104 

関 東 

伊勢原（01.19） 

 

土 浦（07.06） 

東 京（09.28） 

久 喜（10.19） 

市 川（11.30） 

横 浜（11.30） 

105 

 

106 

107 

108 

109 

110 

知って得する消化器がんのお話 

－早く見つけて早く治そう！－ 

消化器のがん 知って得する最新情報 

知って安心 消化器最新情報 

予防可能なおなかの病気 

消化器がんのことをもっと知ろう 

高齢社会における消化器がん 

～予防と治療の最前線～ 

174 

 

169 

56 

299 

158 

277 

甲信越 

上 越（10.05） 

 

上 田（11.23） 

75 

 

76 

早く見つけて早く治そう胃・腸や肝

臓の病気 

消化器病の最新治療を知ろう 

78 

 

180 

北 陸 

金 沢（05.26） 

 

 

福 井（08.31） 

 

滑 川（09.28） 

74 

 

 

75 

 

76 

ちゃんと知ればこわくない！ 

～おなかのがんの早期発見・適切な治

療とサポート体制～ 

検診を受けよう！見つかった病気の治療

は？陽子線でどこまで治る？ 

おなかのがんはもう怖くない 

～知って安心、予防と治療～ 

70 

 

 

257 

 

286 

東 海 

磐 田（06.22） 

 

豊 橋（07.15） 

 

半 田（11.09） 

豊 明（12.08） 

112 

 

113 

 

115 

114 

その時あわてないために～学んでお

こう！おなかの病気の最新情報～ 

しっておこう おなかの病気 

～負担の少ない消化器治療～ 

知って得しよう！お腹の病気 

おなかの病気の最新情報！ 

195 

 

168 

 

81 

115 

近 畿 

大 阪（04.13） 

草 津（09.01） 

61 

62 

正しい知識で消化器病に立ち向かおう！ 

まさかの時に備える おなかの病

気、最新治療 

182 

227 

中 国 

米 子（06.16） 

 

広 島（12.01） 

83 

 

84 

おなかのがん ～内科医からのとっ

ておき最新情報 

気をつけたい胃腸・肝臓の病気 

－食生活との関わり－ 

217 

 

78 

四 国 

高 松（02.17） 

 

高 松（09.01） 

徳 島（09.07） 

 

西 条（09.14） 

高 知（09.14） 

82 

 

83 

84 

 

85 

86 

みんなで楽しく学ぼう！いま注目の

消化器の病気 

くわしく学ぼう！おなかの病気 

がんに負けないために！みんなで学

ぼう、消化器がん治療の最前線 

知っ得「おなかのがん」 

元気なおなかにいい話 

141 

 

205 

109 

 

195 

115 

九 州 

那 覇（04.13） 

 

大 分（06.16） 

 

福 岡（10.05） 

久留米（10.20） 

99 

 

100 

 

101 

102 

胃がんと大腸がん ～早期発見で楽

に治して命を守りましょう～ 

お腹のがん、早期発見して最新治療

につなげよう 

お腹のがんをよく知ろう 

2時間で学ぶ大腸がんの基本！！ 

～診断から治療まで～ 

145 

 

161 

 

216 

167 

合計  33回開催／市民の参加合計  5,332名 

② 市民向けの健康情報誌「消化器のひろば」を年2回発行した。 

（第14号：160,000部を発行、1,182施設及び市民公開講座で配布） 

（第15号：156,000部を発行、1,177施設及び市民公開講座で配布） 

③ ホームページ（インターネット）による健康情報の提供。 

 

 

（６）消化器病専門医の認定に関する事業及び認定試験の実施 

 

  消化器病専門医認定試験の実施、並びに審査、認定（専門医、指導医、 

認定施設、関連施設）。 

●第29回専門医試験（2019年8月3日（土）：横浜） 

申請：1,099名、受験：1,084名、合格：947名、合格率： 87.4％ 

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（新規） 

 専門医（試験合格者）： 947名、指導医： 450名、認定施設： 19施設、 



 

関連施設： 30施設、特別関連施設： 1施設 

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（更新） 

 専門医： 4,613名、指導医： 598名、認定施設： 147施設、 

関連施設： 18施設、特別関連施設： 4施設 

●2019年度末における専門医等の数 

 専門医： 21,710名、指導医： 4,598名、認定施設： 1,085施設、 

関連施設： 420施設、特別関連施設： 61施設 

 

 

（７）若手研究者支援事業 

 

●若手研究者のための留学支援事業 

目的： 消化器病学に関する国際学術交流の推進を目的に、若手研究者の留学を

支援する。 

 岡田 泰行（徳島大学病院） 

奥村 雄一郎（大阪大学外科系臨床医学専攻 消化器外科学） 

木村 公一（大阪大学大学院医学系研究科分子病態生化学） 

福田 泰也（大阪大学 消化器外科Ⅰ） 

松田 道隆（国立国際医療研究センター 肝炎免疫センター） 

●若手研究者のための国際学会参加費用の一部助成事業 

目的： 消化器病学に関する国際学術交流の推進を目的に、若手研究者の国際学

会の参加費用の一部を助成する。 

１）DDW（10名） 

石岡 充彬（がん研有明病院 上部消化管内科） 

氏家 直人（東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野） 

岡部 誠 （京都大学大学院消化器内科学講座） 

坂谷 彰彦（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学） 

柴田 淳一（東葛辻仲病院 大腸・肛門外科） 

杉森 慎 （横浜市立大学 消化器内科） 

高嶋 信吾（大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学） 

田中 恵理（東京大学大学院医学系研究科 消化器内科学） 

樋口 友洋（浜松医科大学 第1内科） 

安田 律 （京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学） 

２）APDW（6名） 

今村 健太郎（福岡大学筑紫病院 内視鏡部） 

久場 弘子（長野中央病院 消化器内科） 

平野 昭和（福岡大学筑紫病院 消化器内科） 

藤井 政至（鳥取大学医学部附属病院 第二内科診療科群） 

三浦 晋 （東北大学病院 消化器内科） 

吉田 将雄（静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科） 

３）UEGW（8名） 

 荒木 俊博（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門） 

石田 紹敬（京都府立医科大学 消化器内科学） 

大林 由佳（岡山大学病院 消化器・肝臓内科） 

佐藤 達也（東京大学大学院医学系研究科 消化器内科学） 

林 宏樹 （神戸大学医学部附属病院 消化器内科） 

松野 雄一（九州大学大学院病態機能内科学） 

山口 純治（愛知医科大学 消化管内科） 

山崎 泰史（岡山大学病院 消化器内科） 

 

 

（８）国際協力事業 

 

●JSGE Research Fellowship Program Award（臨床研修制度） 

目 的：国際協力事業として、アジア太平洋地区の医師（37歳以下）に臨床研

修の機会を提供する。 

期 間：3～5ヶ月間（任意（2019年7月～11月）） 

研修医：2019年度、アジア太平洋地区の医師3名を下記施設で受け入れた。 

・Dr. Saurabh KEDIA（36歳） 

Assistant Professor, Department of Gastroenterology,  

All India Institute of Medical Sciences（India） 

研修施設: 東京医科歯科大学 消化器内科 

（指導：渡辺 守 理事・副学長） 

・Dr. Didik PRASETYO（37歳） 

          Junior Staff in Subdivision of Gastroentero-Hepatology 

Internal Medicine Department of RSUD dr. Moewardi Surakarta /  

Medical Faculty Universitas Sebelas Maret (Indonesia) 

          研修施設：新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院  

肝・胆・膵内科 

（指導：須田 剛士 副病院長） 

・Dr. Cameron KMW SCHAUER（30歳） 

      Senior Gastroenterology Registrar (Resident), North Shore 

Hospital, Waitemata District Health Board (New Zealand)          

           研修施設：NTT東日本関東病院 消化器内科・内視鏡部 

（指導：松橋 信行 副院長） 

 

 

（９）その他の事業 

 

●JDDW2019（神戸）（共催） 

 会期：2019年11月21日（木）～ 11月24日（日） 

会場：神戸コンベンションセンター 

 参加：5学会 

日本消化器病学会 

日本消化器内視鏡学会 

日本肝臓学会 

日本消化器外科学会 

日本消化器がん検診学会 

内容：各種演題、主題演題、一般演題、その他 

詳細：「JDDW2019プログラム」、「第61回大会抄録集」に記載 


