
Ⅰ．2020年度事業報告 

 

（１）学術集会等（研究発表）の開催 

 

●第106回総会（広島） 

会長：茶山 一彰（広島大学大学院医系科学研究 科消化器・代謝内科学） 

会期：2020年8月11日（火）～ 8月31日（月） 

会場：Web開催 

内容：会長講演（1） 

・肝臓に関する研究のこれまでとこれから 

   理事長講演（1） 

・迷走する専門医制度と消化器病学会 

特別講演（2） 

・癌免疫ネットワークと免疫療法の最先端 

・がんゲノム解析の将来展望 

招請講演（3） 

・虎の門病院で培われた肝臓臨床医としての生き方―肝炎治療と向

き合って48年― 

・自己免疫性膵炎：新たな展開 

・ピロリ菌による「Ｈit‐and‐Ｒun」胃発がん機構 

学術賞受賞講演（1） 

・NASHの臨床・研究の進歩と今後の課題 

メディカルスタッフ特別企画：中止 

・「働き方改革におけるチーム医療」（6） 

キャリア支援委員会特別企画：中止 

・消化器病医の働き方を考える：働き方改革とキャリアデザイン 

・パネルディスカッション：働き方改革とキャリア支援 

・第3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（10）（演題：111題） 

・消化器疾患に対する再生医療の現状と展望（7） 

・消化器癌に対する免疫療法の現状と展望（12） 

・消化器癌化学療法における個別化医療の現状と課題（9） 

・消化器疾患におけるバイオマーカーの探索（15） 

・消化器疾患における最先端のトランスレーショナルリサーチ（12） 

・Ｂ型肝炎治療の進歩と現時点での問題点（14） 

・肝癌薬物療法の最前線（10） 

・ヘリコバクター・ピロリ除菌後胃癌の本質に迫る（8） 

・消化器がん検診の課題と将来展望（13） 

・肝門部胆管癌診療の現状と課題（11） 

パネルディスカッション（12）（演題：147題） 

・消化器疾患における移植医療の現状と問題点（10） 

・消化器疾患における共生微生物叢研究の新たな知見（12） 

・Ｃ型肝炎治療 -全例治癒のために残された課題-（13） 

 ・NAFLD診療の最前線（16） 

・Ｂ型肝炎根治を目指した創薬研究（8） 

・肝硬変患者のQOL・予後の改善と基盤研究の最前線（16） 

・肝癌局所治療における内科と外科の住み分けと連携（12） 

・治療内視鏡における抗血栓薬内服患者のリスクマネージメント（15）                                                                           

・高齢者消化管ESDにおけるトータルマネージメント（11） 

・ IBDの最新治療新規薬剤登場により何が変わったか（11） 

・慢性膵炎の診断と治療戦略（12） 

・切除可能膵癌に対する術前治療の可能性（11） 

ワークショップ（15）（演題：185題） 

・消化器癌一次予防の新たなコンセンサス（11） 

・肝疾患の疫学と自然史（14） 

・Ｃ型肝炎SVR後の諸問題とその対策（16） 

・NASH基盤研究の最前線（13） 

・急性肝不全の病態と治療（13） 

・臨床応用に向けた肝癌の病態解明（8） 

・非Ｂ非Ｃ肝硬変・肝癌の成因と実態（12） 

・自己免疫性肝疾患 -発症機序と治療の最前線-（11） 

・大腸Ｔ1癌治療後の転移・再発と至適サーベイランス（14） 

・機能性消化管疾患に対する新しい治療戦略（14） 

・上部消化管における低侵襲治療の現状と将来展望（12） 

・小腸疾患の病態解明と治療の進歩（14） 

・膵神経内分泌腫瘍に対する集学的治療戦略（9） 

・自己免疫性膵胆道疾患診療の課題と展望（12） 

・膵癌早期発見のための新戦略（12） 

    ハンズオンセミナー：中止 

    ポストグラデュエイトコース（5） 

Ⅰ. 基礎研究 

・人口知能の医療への応用 

・Liquid biopsyを用いた大腸癌Precision Medicine 

Ⅱ．上部消化管 

・ピロリ菌感染状態に基づいた胃スクリーニング 

・食道がんの最新知見 

Ⅲ. 下部消化管 

・直腸肛門機能障害による排便障害 

・炎症性腸疾患の診断と治療 

Ⅳ. 肝 

・自己免疫性肝疾患の現状と課題 

・NAFLD/NASH肝硬変 

     Ⅴ. 胆膵 

      ・IPMNの診療 

      ・自己免疫性胆膵疾患 

The 9th International Forum：中止 

        The 7th JSGE International Topic Conference：中止 

The 7th JSGE-UEG Rising Stars Session：中止 

The 11th Asian-Pacific Topic Conference：中止 

    プレナリーセッション       演題：15題 

一般演題（口演）      演題：179題 

     一般演題（ポスター）    演題：517題 

  参加：6,993名 

 

●第62回大会（神戸）（JDDW2020に参加） 

会長：窪田 敬一（獨協医科大学第2外科） 

会期：2020年11月5日(木)～11月7日(土)（JDDW期間：5日～8日） 



 

会場：神戸コンベンションセンター 

内容：会長講演（1） 

    ・胆管内乳頭状腫瘍に関する私の研究の歩み 

特別講演（3） 

    ・やれる理由こそが着想を生む －はやぶさ式思考法－ 

  ・JDDWの現状と新たな取組 

  ・再生医療のリスクとベネフィット 

   招待講演（4） 

        ・Update in eosinophilic esophagitis 

 ・Hereditary colorectal tumors 

 ・Risk stratification of patients improve pancreatic cancer 

detection 

 ・Histopathologic spectrum and recent update of intraductal 

neoplasm of pancreas and bile duct 

第62回日本消化器病学会大会会長賞（1） 

 ・胃粘膜下腫瘍に対する人口知能併用超音波内視鏡画像診断の有用

性 

教育講演(JDDW)（8） 

・胆嚢・胆管感染症の診断と治療 

・肝不全の概念と治療：ACLFの位置づけ 

・小腸腫瘍・ポリープの診断と治療 

・バレット食道・バレット腺癌をめぐって 

・早期の膵癌に対する診断的アプローチ 

・アルコール関連肝疾患の病態と治療 

・下部消化管出血の原因とその対応 

・ピロリ菌と胃癌 

第20回医療セミナー（JDDW）(7) 

働き方改革への取り組み 

 ・医師の働き方改革の制度設計 

・大学病院における医師の働き方改革について 

・地方の大学病院、消化器病診療科の立場から 

・外科医の働き方改革に向けての取り組み 

・消化器内視鏡学会の立場から -女性内視鏡医キャリアサポート 

WGの活動を含めて- 

・肝臓学会の立場、および女性医師の立場から 

・公的病院・研究所運営および産業保健推進の立場から 

JDDW2020特別企画（JDDW）(9) 

 新型コロナ感染症と消化器診療 

 ・COVID-19の我が国における疫学状況と対応 

 ・日本におけるCOVID-19の臨床 

 ・日本人におけるCOVID-19重症化が少ない理由 

 ・SARS Cov2 virusワクチン開発の現況と将来 

 ・COVID-19パンデミックにおける消化器専門医の役割 

 ・COVID-19への対応 -日本肝臓学会の立場から- 

 ・COVID-19拡大下における消化器内視鏡診療 

 ・COVID-19と消化器外科診療 

・消化器がん検診にあたっての新型コロナウイルス感染症 

  (COVID-19)への対策について 

JDDW2020女性医師・研究者プログラム（JDDW）(6) 

女性医師の選択、ジェネラリストかスペシャリストか -新専門医制

度に向けて- 

・GeneralityとSpecialtyとの有機的連携 

・憧れの消化器外科専門医・スペシャリストを目指して 

・新専門医制度での女性スペシャリスト育成の課題 

・消化器内科のジェネラリストを目指して 

・食道内視鏡医を目指して 

・女性医師キャリア形成における専門医取得の意義～開業医の立場 

 より～ 

メディカルスタッフプログラム(JDDW)（2）（演題：15題） 

 ・消化器疾患における医療安全と多職種連携（6）  

・多様化した患者背景に対する医療連携の取り組み（9） 

統合プログラム（6） (演題：57題)    

・消化器疾患診療におけるパラダイムシフト：第4次産業革命と20

年後の消化器学（8） 

  ・胆道・膵管の上皮内腫瘍（2019年WHO消化器腫瘍分類改訂をうけて）（7） 

 ・高齢者の消化器病診療の適応と妥当性（12） 

・ゲノムを用いた消化器疾患の治療戦略（13） 

 ・マイクロバイオータ（腸内細菌）と全身疾患（8） 

・胃・食道接合部領域の諸問題（9） 

    消化器内視鏡学会特別企画 

内視鏡AIの臨床的意義と開発の課題（12） 

International Session（Symposium）（10）（演題：68題） 

・NAFLD/NASH：病態解明を目指した最新情報2020（10） 

・アルコール性肝障害の最先端（3） 

・炎症性腸疾患の治療：現在と未来（9） 

・直腸癌に対する内視鏡下手術とロボット支援手術、taTMEの利点

とは（8） 

・切除可能境界膵癌に対する術前補助療法の進歩（6） 

・膵癌治療の最新の進歩（9） 

・進行消化器癌に対する内視鏡下手術（4） 

・アジアにおける上部・下部消化器診療の最前線（10） 

          ・胆膵領域における診断・治療の進歩(9) 

  International Session（Panel Discussion）（1） 

         ・B型肝炎診療の最先端2020(10) 

  International Session（Workshop）（1）（演題：8題） 

         ・細胞内分子機作（オートファジー、ER stress、EV）が拓く肝障害

機序解明(8) 

  Strategic International Session（Symposium）（3）（演題：15題） 

         ・疾患病態における腸内細菌の役割(4) 

          ・肝癌：サーベイランスと治療(5) 

          ・大腸癌に対する新たな診断、治療戦略(6) 

Strategic International Session（Panel Discussion）（1） 

（演題：8題） 

         ・日米における内視鏡医療の相違 -日本の消化器内視鏡学会に期待

すること-(8) 

シンポジウム(5)（演題：53題） 

・炎症性疾患における最先端の内視鏡診療 -IBD関連腫瘍の診断と 

 治療（12） 

・消化器疾患に対する再生医療の応用（10） 

・肝癌診療の現状と未来（10） 



 

・肝炎ウィルス制御後の肝癌の実情と治療戦略（10） 

・遺伝性大腸腫瘍に対する診断と治療（11） 

パネルディスカッション(14)（演題：129題） 

・Helicobacter Pylori除菌後胃癌の諸問題（12） 

・新たなフェーズに進んだC型肝炎治療（11） 

・肝画像診断の新潮流（13） 

・肝硬変のトータルマネージメント：合併症対策から先進医療まで 

（13） 

・胃がんX線・内視鏡検診の精度管理（7） 

・大腸がん検診の精密検査における精度管理（7） 

・進行肝癌に対する外科治療戦略（9） 

・死亡数減少を目指した胃がん内視鏡検診のエビデンス（経鼻内視 

 鏡も含めて）（9） 

・高齢者の外科治療（10） 

・消化器外科周術期の栄養療法（9） 

・慢性便秘治療の新展開（9） 

・GERD診断・治療の最適化（11） 

・炎症性疾患における最先端の内視鏡診療 -急性胆嚢炎に対する内視鏡

の役割（10） 

ワークショップ(22)（演題：274題） 

・大腸鋸歯状腫瘍の内視鏡診断と治療の現状（15） 

・肝臓を基軸とした臓器関連（13） 

・食道良性疾患に対する内視鏡診断・治療の最前線（10） 

・U45 Endolympic 2020 Kobe（動画で見せる達人の技：内視鏡治療 

 関連）≪ビデオ≫(14) 

・Translational researchを目指した下部消化管研究（14） 

・Interventional EUSの現状と将来展望（16） 

・上部消化管ガイドラインを検証する（12） 

・下部消化管ガイドラインを検証する（対象：小腸内視鏡診療ガイドライ

ン、大腸ESD/EMRガイドライン）（15） 

・急性膵炎およびその合併症治療の最前線（12） 

・好酸球性上部消化管疾患の基礎と臨床（9） 

・胃癌のスペクトラム-未感染胃癌と自己免疫性胃炎合併胃癌の最前線- 

 （14） 

・門脈圧亢進症：分子機構・診断・治療の進歩（11） 

・消化器悪性疾患に対するconversion surgery（11） 

・NAFLD/NASH治療の展望（14） 

・胆膵領域における炎症と発癌（13） 

・（JGES Core Session）炎症性疾患における最先端の内視鏡診療 

-H.pylori関連胃炎（胃炎の京都分類改訂を踏まえて）（13） 

・IPMNに対する最新の外科治療戦略（8） 

・ナビゲーション手術の臨床応用（10） 

・肝疾患と免疫（15） 

・消化器領域から見たIgG4関連疾患研究の進歩（13） 

・再発クローン病の外科治療戦略（10） 

・大腸内視鏡スクリーニング -挿入法から病変の拾い上げまで 

           （12） 

The 4th Joint Session between JDDW-KDDW-TDDW(4)（演題：24題） 

・Lower Gl:Lower gastrointestinal functional disorders in Asia 

 (6) 

・Upper Gl:Treatment strategy for gastroesophageal junction  

  Tumor（6） 

・Biliary,Pancreas:Endoscopic biliary stenting-40th 

 anniversary memorial symposium（6） 

・Liver:Changing Paradigm in Treatment Strategy for HCC:2020  

  Update（6） 

一般演題（デジタルポスター）  演題：4389題 

    一般演題（International Poster）演題：73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：20,953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】 

第126回例会（札幌） 

会長：宮城島 拓人（釧路ろうさい病院内科） 

会期：2020年3月7日－8日（開催中止） 

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 

女性医師の会 

内視鏡プレナリー 

専門医セミナー 

備考：第120回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会と合同開催 

第127回例会（札幌） 

会長：仲瀬 裕志（札幌医科大学医学部消化器内科学講座） 

会期：2020年9月5日－6日（ハイブリッド開催） 

会場：TKPガーデンシティPREMIUM 

内容：特別講演 

シンポジウム 

スペシャルシンポジウム 

一般演題 

ランチョンセミナー 

内視鏡プレナリー 

医学生のための消化器病ことはじめ 

専門医セミナー：194名 

演題：180題 

参加：670名 

備考：第121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】 

第208回例会（仙台） 

会長：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） 

会期：2020年1月31日－2月1日 



 

会場：フォレスト仙台 

内容：特別企画 

   特別講演 

合同シンポジウム 

合同パネルディスカッション 

消化器病シンポジウム 

ランチョンセミナー 

イブニングセミナー 

第20回プレナリーセッション 

女性医師の会セッション 

一般演題 

研修医セッション 

専門医セミナー：65名 

演題：230題 

参加：750名 

備考：第164回日本消化器内視鏡学会東北支部例会と合同開催 

第209回例会（青森） 

会長：袴田 健一（弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座） 

会期：2020年7月10日（開催中止） 

会場：弘前文化センター 

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 

特別企画 

専門医セミナー 

 

【関東支部】 

第358回例会（東京） 

会長：中島 淳（横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学） 

会期：2020年2月22日 

会場：シェーンバッハ・サボー 

内容：特別講演 

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 

一般演題 

専門医セミナー：66名 

演題：105題 

参加：357名 

第359回例会（東京） 

会長：浦岡 俊夫（群馬大学大学院医学系研究科内科学講座消化器・肝臓 

内科学分野） 

会期：2020年4月11日 

会場：Web開催（2020年5月11日－29日） 

内容：特別講演 

研修医セッション 

専修医セッション 

一般演題 

ランチョンセミナー 

演題：94題 

参加：1203名 

第360回例会（東京） 

会長：入澤 篤志（獨協医科大学内科学（消化器）講座） 

会期：2020年7月4日 

会場：Web開催（2020年8月3日－31日） 

内容：特別講演 

一般演題 

専修医セッション 

研修医セッション 

スポンサードセミナー 

演題：81題 

参加：953名 

第361回例会（東京） 

会長：永原 章仁（順天堂大学医学部消化器内科） 

会期：2020年9月12日（土） 

会場：順天堂大学（Webライブ開催） 

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：121名 

演題：80題 

参加：669名 

第362回例会（東京） 

会長：吉田 寛（日本医科大学 消化器外科教授） 

会期：2020年12月5日 

会期：Web配信（2020年12月5日－25日） 

会場：Web開催 

内容：スペシャルレクチャー 

一般演題 

共催セミナー 

専修医セッション 

研修医セッション 

演題：101題 

参加：888名 

 

【甲信越支部】 

第66回例会（新潟） 

会長：須田 剛士（新潟大学医歯学総合病院地域医療教育センター・魚沼 

基幹病院消化器内科） 

会期：2020年6月6日－7日（開催中止） 

会場：誌上開催 

内容：特別企画（Clinical Question） 

一般演題 

   合同ワークショップ 

専門医セミナー 

演題：17題 

第67回例会（新潟） 

会長：岩井 俊文（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器・一般外科分野） 

会期：ハイブリッド開催（2020年11月21日－22日） 



 

会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター 

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：270名 

演題：68題 

参加：361名 

備考：第89回日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会と合同開催 

 

【北陸支部】 

第130回例会（福井） 

会長：橋爪 泰夫（福井県立病院外科） 

会期：2020年11月1日 

会場：福井商工会議所 

内容：一般演題 

   ランチョンセミナー 

   キャリアアップセミナー（女性医師の会） 

専門医セミナー：147名 

演題：50題 

参加：194名 

 

【東海支部】 

第132回例会（岐阜） 

会長：清水 雅仁（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学） 

会期：2020年6月20日（開催中止） 

会場：誌上開催 

内容：シンポジウム 

   女性医師の会 

一般演題 

専門医セミナー 

演題：57題 

第133回例会（名古屋） 

会長：片野 義明（藤田医科大学ばんたね病院消化器内科） 

会期：2020年11月28日（開催中止） 

会場：ウインクあいち 

内容：専門医セミナー 

 

【近畿支部】 

第112回例会（京都） 

会長：伊藤 義人（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学） 

会期：2020年2月29日（開催中止） 

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 

ランチョンセミナー 

アフタヌーンセミナー 

めざせ！消化器病マスター 

専門医セミナー 

演題：196題 

第113回例会（大阪） 

会長：樫田 博史（近畿大学医学部消化器内科） 

会期：2020年10月3日 

場所：大阪国際会議場 

内容：パネルディスカッション 

シンポジウム 

女性医師の会 

ワークショップ 

一般演題 

ランチョンセミナー 

アフタヌーンセミナー 

Freshman Session 

Young Investigator Session 

専門医セミナー：22名 

演題：188題 

参加：1110名 

 

【中国支部】 

第113回例会（宇部） 

会長：檜垣 真吾（医療法人聖比留会セントヒル病院消化器内科） 

会期：2020年6月13日（開催中止）  

会場：誌上開催 

内容：支部長講演 

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 

ワークショップ 

一般演題 

専門医セミナー 

演題：84題 

第114回例会 

会長：水野 元夫（倉敷中央病院消化器内科） 

会期：2020年12月5日－6日（ライブ配信） 

会期：2020年12月5日－2021年1月8日（オンデマンド配信） 

会場：Web開催 

内容：特別講演 

   会長講演 

   一般演題 

ワークショップ 

共催セミナー 

専門医セミナー 

演題：134題 

参加：586名 

備考：第125回日本消化器内視鏡学会中国支部例会と合同開催 



 

 

【四国支部】 

第113回例会（徳島） 

会長：六車 直樹（徳島大学大学院医歯薬学研究部消化器内科学） 

会期：開催中止 

会場：誌上発表 

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 

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 

演題：53題 

第114回例会（松山） 

会長：渡部 祐司（愛媛大学大学院医学系研究科消化管・腫瘍外科学教授） 

会期：2020年12月19日－20日 

会場：松山市総合コミュニティセンター 

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 

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：38名 

演題：87題 

参加：228名 

 

【九州支部】 

第115回例会 

会長：下田 慎治（九州大学医学研究院病態修復内科学／九州大学病院 

臨床教育研修センター） 

会期：2020年6月19日－20日（開催中止） 

会場：誌上開催 

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 

研修医発表 

専修医発表 

専門医セミナー 

演題：224題 

備考：第109回日本消化器内視鏡学会九州支部例会と合同開催 

第116回例会（大分） 

会長：兒玉 雅明（大分大学福祉健康科学科） 

会期：Web開催（2020年12月4日－5日） 

会場：誌上開催 

内容：特別講演 

   緊急特別企画 

シンポジウム 

ワークショップ 

女性医師の会特別企画：女性医師交流会 

一般演題 

研修医発表 

専修医発表 

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：222名（会場：ホテル日航大分オアシスタワー） 

演題：293題 

参加：1089名 

備考：第110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 

・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 

 ・消化器臓器間ネットワーク研究会 

・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117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4,300部） 

●Journal of Gastroenterology（Monthly） 

年間12回発行（各4,500部） 

Vol. 55（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117巻） 

掲載論文の種類 論文数 頁 数 

総説（投稿） 2 23 

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 51 414 

原著 8 71 



 

症例報告 51 382 

特別寄稿 2 11 

Letters to the Editor 0 0 

症例に学ぶ 0 0 

速報 0 0 

小計 126 1010 

座談会 2 29 

Q & A 12 45 

特別企画 0 0 

総会抄録号（プログラム、抄録、索引）  395 

大会抄録号（プログラム、抄録、索引）  0 

小計 14 74 

総会・大会プログラム  323 

専門医規則・合格者  161 

事業計画・報告  75 

研究助成  18 

関連研究会  1 

日本医師会  0 

日本医学会  0 

支部会告  93 

他学会案内  2 

査読者一覧  1 

編集後記  12 

住所変更  24 

投稿規定  108 

その他  712 

総目次  19 

   索引  10 

小計  1559 

総数  2643 

 

●Journal of Gastroenterology（Volume 55） 

Contents Articles Pages 

    Review 022 0296 

    Alimentary Tract 033 0352  

    Liver, Pancreas, and Biliary Tract 045 0498  

    Letters to the Editor 006 0012  

    Announcements & Others 015 0032  

Total 121 1190  

2019年のImpact Factor: 6.132 

 

●Clinical Journal of Gastroenterology（Volume 13） 

Contents Articles 

    Clinical Reviews 008 

    Case Reports 245 

    Letters to the Editor 004 

    Correction (Erratum) 000 

Total 257 

 

投稿論文の審査状況 

●日本消化器病学会雑誌（投稿総数：110編／採否済数：100編） 

    採 用 率： 70.0 %（70編） 

   不採用率： 30.0 %（30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：1762編／採否済数：1746編） 

    採 用 率： 04.6 %（80編） 

  不採用率： 95.4 %（1665編） 

※審査中論文があるため、採否率は変動の可能性がある。 

●Clinical Journal of Gastroenterology（投稿総数：687編／採否済数：644編） 

    採 用 率：  37.6 %（242編） 

  不採用率： 62.4 %（402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（03.21） 22 
Advances and challenges in 

gastroenterology 
中止 

東 北 Web（10.25） 22 
対策型胃がん検診としての上部消化

管内視鏡検査について、他 
346 

関 東 

東 京（06.21） 

 

東 京（11.15） 

36 

 

37 

肝性脳症の治療：海外のガイドライ

ンと比較して、他 

消化器病疾患診療の進歩と展望 

中止 

 

963 

甲信越 

新 潟（06.06） 

新 潟（11.21） 

43 

44 

消化器における再生医療の新展開、他 

間葉系幹細胞を用いた肝硬変に対す

る再生医療、他 

中止 

320 

 

北 陸 福 井（11.01） 43 肝細胞癌への治療 最近の話題、他 167 

東 海 

岐 阜（06.20） 

 

Web（11.28） 

43 

 

44 

ポストピロリ時代の上部消化管疾患

の治療、他 

食道癌診療の現状、他 

中止 

 

179 

近 畿 

京 都（02.29） 

 

大 阪（06.07） 

大 阪（10.03） 

62 

 

63 

64 

非アルコール性脂肪性肝疾患の病態と

治療、他 

消化器癌 内視鏡治療、他 

ピロリ菌陰性の胃がんの現状、他 

中止 

 

中止 

514 

中 国 

宇  部（06.14） 

Web（12.06） 

31 

32 

膵胆道疾患における治療内視鏡の進歩 

ピロリ菌感染を考慮した上部消化

管診療、他 

中止 

150 

四 国 
高 松（07.19） 

Web（11.29） 

37 

38 

がん治療の幕開け -消化器領域- 

進化を遂げる消化器疾患治療 

69 

91 

九 州 福 岡（02.16） 25 
早期胃癌診療の「これまで」と「こ

れから」、他 
382 

参加者計  3,181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（1名） 

・岡上  武（大阪府済生会吹田病院） 

非アルコール性脂肪性肝疾患の病態解明、非侵襲的診断法（NIT)および予後

予測法の開発と治療法開発に関する研究 

 

消化器病学の基礎及び臨床分野において優れた業績をあげた女性研究者に

授与し、その功績を顕彰し消化器病研究における女性の地位向上を目指す。 

女性研究者賞（1名） 

・廣野 誠子（和歌山県立医科大学外科学第２講座） 

 膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）に対する悪性予測ならびに切除後成績から導

いた新規治療戦略 

 

消化器疾患の研究者に対する研究助成。 

研究助成者（9名） 

2020年から（１年目） 

・岡田 浩介（筑波大学附属病院 消化器内科） 

ヒト肝癌臨床標本を用いたNonalcoholic steatohepatitis (NASH) におけ 

る肝発癌とその進展機構の解明 -Autophagy調節因子p62と酸化ストレス 

防御因子Nrf2に着目して- 

・古賀 浩徳（久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門） 

膵液中エクソソーム解析による膵癌早期診断法開発 

・西田 勉（市立豊中病院 消化器内科） 

  消化器領域における透視下手技の放射線照射量 多施設前向き観察研究

2019年から（2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 

2018度から（3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（筑波大学ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･ﾒﾃﾞｨｽﾝ開発研究ｾﾝﾀｰ・慶應義塾大学医学部

臨床研究推進ｾﾝﾀｰ） 

   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 

 

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33回奨励賞受賞者（10名） （五十音順） 

・飯尾 悦子（名古屋市立大学病院肝膵臓内科） 

  TLL1 variant associated with development of hepatocellular carcinoma 

 after eradication of hepatitis C virus by interferon-free therapy    

(Journal of Gastroenterology 2019; 54: 339-346) 

・岩崎 弘靖（名古屋市立大学病院消化器内科） 

  A novel urinary microRNA biomarker panel for detecting gastric cancer  

 (Journal of Gastroenterology 2019;54: 1061-1069) 

・大隅 寛木（（公財）がん研究会有明病院消化器センター） 

Epstein–Barr virus status is a promising biomarker for endoscopic 

resection in early gastric cancer:proposal of a novel therapeutic 

strategy      (Journal of Gastroenterology 2019; 54: 774-783) 

・神野 正隆（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科消化器内科） 

Serum aldo–keto reductase family 1 member B10 predicts advanced 

liver fibrosis and fatal complications of nonalcoholic 

steatohepatitis  (Journal of Gastroenterology  2019; 54: 549-557) 

・木下 賢治（北海道大学大学院医学研究院内科学講座消化器内科学教室） 

Usefulness of transabdominal ultrasonography for assessing 

ulcerative colitis: a prospective, multicenter study 

 (Journal of Gastroenterology 2019; 54:521-529) 

・建石 良介（東京大学大学院医学系研究科 がんﾌﾟﾛﾌｪｼｮﾅﾙ養成基盤推進ﾌﾟﾗﾝ

消化器内科） 

A nationwide survey on non-B, non-C hepatocellular carcinoma in Japan: 

2011–2015 update       

 (Journal of Gastroenterology 2019;54: 367-376)              

・中條 恵一郎（（独）国立がん研究センター東病院消化管内視鏡科） 

Impact of the Charlson Comorbidity Index on the treatment strategy and 

survival in elderly patients after non-curative endoscopic submucosal 

dissection for esophageal squamous cell carcinoma: a multicenter 

retrospective study    (Journal of Gastroenterology2019; 54: 871-880)      

・早川 宏（山梨大学医学部附属病院第1内科）    

Carcinoembryonic antigen level in the pancreatic juice is effective in  

malignancy diagnosis and prediction of future malignant transformation 

 of intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas  

 (Journal of Gastroenterology 2019; 54: 1029-1037) 

・弘津 陽介（山梨県立中央病院ゲノム解析センター） 

Molecular subtype switching in early-stage gastric cancers with 

 multiple occurrences  

(Journal of Gastroenterology2019; 54: 674-686) 

・安川 重義（福岡大学筑紫病院消化器内科） 

 Crohn’s disease-specific mortality: a 30-year cohort study at a tertiary 

referral center in Japan  

(Journal of Gastroenterology 2019; 54: 42-52) 

 

 

（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 
未 定（08.22） 

砂 川（06.14） 

55 

56 

延期：2021年度開催 

延期：2021年度開催 

延期 

延期 

東 北 

久 慈(10.03) 

 

大 館（12.13） 

 

石 巻（10.18） 

 

82 

 

83 

 

84 

 

上部消化管疾患～食道癌・胃癌の内

視鏡治療～、他 

おなかのがんと戦う～消化器がんの

最前線～ 

知ってビックリ！おなかの癌の予防

法と最新治療 

134 

 

73 

 

67 

 

関 東 

さいたま 

(9.26) 

前 橋（10.18） 

 

東 京（11.20） 

Web開催 

宇都宮（11.27） 

Web開催 

八王子（11.27） 

Web開催 

111 

 

112 

 

113 

 

114 

 

115 

 

知って得するおなかの病気 ～予防

から治療まで～ 

知っておきたい癌の治療 ～もしもお

腹のがんと言われたら 

みんなが知りたい消化器疾患の話～

ガンからお酒にまつわる話まで～ 

最近のがん薬物療法、他 

 

大腸ポリープと大腸癌、他 

 

中止 

 

中止 

 

231 

 

128 

 

33 

甲信越 

千 曲（09.19） 

 

中 央（12.19） 

Web開催 

78 

 

77 

あなたのその腫瘍、放っておいてい

いですか？ 

胃癌ならびに直腸癌の最新外科療法 

132 

 

33 

北 陸 

金 沢（05.30） 

高 岡（10.17） 

福 井(12.06) 

77 

79 

78 

忍び寄るがん 

知らなきゃ損するお腹のがん 

下痢や便に血がまじる炎症性腸疾患 

（ケーブルテレビ配信） 

中止 

113 

11 万

世帯 

東 海 

岐 阜（06.21） 

未 定（07.05） 

未 定 

未 定 

116 

117 

118 

119 

開催中止 

延期：2021年度開催 

開催中止 

開催中止 

中止 

延期 

中止 

中止 

近 畿 
京 都（10.18） 

神 戸（09.19） 

63 

64 

よく分かる消化器がん 

延期：2021年度開催 

中止 

延期 

中 国 

宇 部（06.14） 

 

岡 山(12.05） 

85 

 

86 

肝炎・ピロリ菌・便秘の知識を深め

ましょう 

開催中止 

中止 

 

中止 

四 国 

高 知（09.13） 

松 山（09.13） 

徳 島（09.19） 

高 松（09.27） 

87 

88 

89 

90 

延期：2021年度開催 

知らないと損する「すい臓がんの話」 

延期：2021年度開催 

もっと知ってほしい。おなかの病気 

延期 

49 

延期 

45 

九 州 

北九州（02.08） 

都 城（03.14） 

嬉 野（10.10） 

薩摩川内 

（10.24） 

103 

104 

105 

106 

消化器がんの診断と治療 

知って欲しいおなかの病気 

延期：2021年度開催 

延期：2021年度開催 

 

125 

中止 

延期 

延期 

合計  13回開催／市民の参加合計  1,163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。 

（各156,000部を発行、約1,179余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30回専門医試験中止 

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（新規） 

 指導医：400名、認定施設：32施設、関連施設：20施設、 

 特別関連施設：2施設 

●専門医、指導医、認定施設、関連施設の審査（更新） 

 専門医：3,282名、指導医：655名、認定施設：178施設、 

関連施設：17施設、特別関連施設：10施設 

●2020年度末における専門医等の数 

 専門医：22,054名、指導医：5,412名、認定施設：1,092施設、 

関連施設：414施設、特別関連施設：56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。 

 猪子 和穂（北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室Ⅱ） 

 田口 和浩（広島大学大学院 医系科学研究科 消化器・移植外科） 

清島 淳 （金沢大学付属病院 消化器内科） 

●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（開催中止） 

２）APDW（開催中止） 

３）UEGW（開催中止） 

 

 

（８）国際協力事業 

 

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

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（2020年7月～11月）） 

 

 

（９）その他の事業 

 

●JDDW2020（神戸）（共催） 

 会期：2020年11月5日（木）～ 11月8日（日） 

会場：神戸コンベンションセンター、他 

 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：「JDDW2020プログラム」、「第62回大会抄録集」に記載 


