
セッション名 セッション日 セッション時間 発表会場 司会 演者氏名 演者所属

会長講演 3月5日（木） 15：30～16：00 A会場（TFT西館2階ホール1000） 高橋　俊雄（東京都病院経営本部） 山口　俊晴 （財団法人　癌研究会有明病院　消化器外科）
招待講演 3月6日（金） 11：30～12：00 A会場（TFT西館2階ホール1000） 北島　政樹（国際医療福祉大学） Tadeusz POPIELA （1st Department of General and GI Surgery, Jagiellonian University）

教育講演１ 3月5日（木） 11：00～11：30 A会場（TFT西館2階ホール1000） 田尻　孝   （日本医科大学　外科） 藤崎　順子 （財団法人　癌研究会有明病院　消化器内科）
教育講演2 3月5日（木） 11：30～12：00 A会場（TFT西館2階ホール1000） 大津　敦   （国立がんセンター東病院） 陳　勁松 （財団法人　癌研究会有明病院　化学療法科）
教育講演3 3月6日（金） 10：30～11：00 A会場（TFT西館2階ホール1000） 上西　紀夫（公立昭和病院） 梨本　篤 （新潟県立がんセンター新潟病院　外科）
教育講演4 3月6日（金） 11：00～11：30 A会場（TFT西館2階ホール1000） 服部　隆則（滋賀医科大学　病理学講座） 椙村　春彦 （浜松医科大学　医学部　医学科 　病理学第1講座 ）

落合　淳志 （国立がんセンター東病院臨床開発センター　臨床腫瘍病理部）
夏越　祥次 （鹿児島大学医学部 第1外科）
小泉　和三郎 （北里大学東病院）
荒井　邦佳 （東京都立墨東病院）
谷川　允彦 （大阪医科大学　 一般・消化器外科）
島田　安博 （国立がんセンター中央病院　消化管内科）
小野　裕之 （静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科）
円谷　彰 （神奈川県立がんセンター）
梨本　篤 （新潟県立がんセンター 新潟病院　外科）
瀧内　比呂也 （大阪医科大学　化学療法センター）

石黒　信吾 （PCL大阪病理･細胞診センター）
中村　常哉 （愛知県がんセンター 消化器外科）
土井　俊彦 （国立がんセンター 東病院内視鏡部）
石倉　聡 （国立がんセンター　がん対策情報センター　多施設臨床試験・診療支援部）
鈴宮　淳司 （福岡大学筑紫病院　 内科第二）
小寺　泰弘 （名古屋大学医学部 消化器外科）

落合　淳志 （国立がんセンター 東病院臨床開発センター　臨床腫瘍病理部）
小野　裕之 （静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科）
北川　雄光 （慶應義塾大学 医学部 外科）
瀬戸　泰之 （東京大学医学部附属病院 胃食道外科）
瀧内　比呂也 （大阪医科大学 化学療法センター）
古河　洋 （市立堺病院）

北川　雄光 （慶應義塾大学　医学部　外科）
藪崎　裕 （新潟県立がんセンター新潟病院　外科）
藤原　義之 （大阪大学医学部大学院　消化器外科）
滝口　伸浩 （千葉県がんセンター 消化器科）
大村　健二 （厚生連高岡病院　外科）

兵頭　一之介 （筑波大学大学院 人間総合科学研究科　消化器内科）
小寺　泰弘 （名古屋大学 医学部 消化器外科）
室　　 圭 （愛知県がんセンター中央病院　薬物療法部）
吉川　貴己 （神奈川県立がんセンター 消化器外科）
藤谷　和正 （国立病院機構大阪医療センター　外科）

福島　紀雅 （山形県立中央病院）
才川　義朗 （慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科）
片井　均 （国立がんセンター中央病院 外科）
大山　繁和 （財団法人　癌研究会有明病院　消化器外科）
寺島　雅典 （静岡県立静岡がんセンター　胃外科）
小寺　泰弘 （名古屋大学医学部 消化器外科）
稲木　紀幸 （石川県立中央病院 消化器外科）
市川　大輔 （京都府立医科大学 消化器外科）
辻仲　利政 （国立病院機構　大阪医療センター 外科）
栗田　啓 （国立病院四国がんセンター）
永井　英司 （九州大学医学部　第一外科）

瀧口　修司 （大阪大学医学部消化器外科）
小嶋　一幸 （東京医科歯科大学医学部附属病院　食道・胃外科）
能城　浩和 （九州厚生年金病院 外科（消化器））
金谷　誠一郎 （藤田保健衛生大学病院　上部消化管外科）
Han-Kwang Yang （Soul National University Hospital）

三島　利之 （財団法人仙台厚生病院　消化器内視鏡センター）
藤城　光弘 （東京大学医学部附属病院 消化器内科）
今枝　博之 （慶應義塾大学 内視鏡センター）
小田　一郎 （国立がんセンター　中央病院　内視鏡部）
菊池　大輔 （虎の門病院消化器科）

16：00～18：00 A会場（TFT西館2階ホール1000）

Ｂ会場（TFT西館2階ホール500）

3月5日（木）

コンセンサスミーティング2
悪性リンパ腫

テクニカルセミナー１
腹腔鏡下胃切除技術認定
のために知っておくべき基本手

技

3月4日（水） 14：30～18：30

3月5日（木）

3月6日（金） 8：30～10：15 Ｂ会場（TFT西館2階ホール500）

コンセンサスミーティング１
胃癌取扱規約と
ガイドライン

特別企画４
胃癌外科診療
コンセンサス

テクニカルセミナー２
ESDのコツ

特別企画１
学会のあり方

－10年の評価と提言

特別企画２
胃癌化学療法コンセンサス１

-術前化学療法

特別企画３
胃癌化学療法コンセンサス２

-セカンドライン
3月6日（金） 10：15～12：00 Ｂ会場（TFT西館2階ホール500）

3月6日（金）

A会場（TFT西館2階ホール1000）

3月6日（金） 10：15～12：00 C会場（TFT西館2階ホール300）

3月5日（木） 8：30～11：00

大辻　英吾（京都府立医科大学　消化器外科）

坂井　義治（京都大学医学部附属病院　消化管外科）

宇山　一朗（藤田保健衛生大学医学部上部消化器外科）

小野　裕之（静岡県立静岡がんセンター）

Ｂ会場（TFT西館2階ホール500）

山村　義孝（愛知県がんセンター中央病院　消化器外科）

柳澤　昭夫（京都府立医科大学大学院　人体病理学）

山口　俊晴（財団法人　癌研有明病院　消化器外科）

前原　喜彦（九州大学大学院　消化器・総合外科）

馬場　秀夫（熊本大学医学薬学研究部　消化器外科学）

辻仲　利政（国立病院機構　大阪医療センター　外科）

坂田　   優   （三沢市立三沢病院）

瀧内　比呂也（大阪医科大学　化学療法センター）

14：30～17：00

愛甲　孝　（鹿児島大学）

佐野　武　（財団法人　癌研有明病院　消化器外科）

山口　俊晴（財団法人　癌研有明病院　消化器外科）

島田　安博（国立がんセンター中央病院　消化管内科）

16：00～18：00 Ｂ会場（TFT西館2階ホール500）

北川　雄光（慶應義塾大学医学部外科）

矢作　直久（虎の門病院　消化器内科）
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野村　尚 （山形大学　医学部　消化器・一般外科）
斎浦　明夫 （財団法人　癌研究会有明病院　消化器外科）
木下　平 （国立がんセンター東病院）

益澤　徹
（大阪大学 大学院 医学系研究科
外科系臨床医学専攻　外科学講座　消化器外科学 ）

神田　浩明 （財団法人　癌研有明病院　病理部）

鈴鴨　よしみ
（東北大学大学院　医学系研究科
障害科学専攻 肢体不自由学分野）

勝部　隆男 （東京女子医科大学 東医療センター　外科）
掛地　吉弘 （九州大学大学院 消化器・総合外科）
河野　浩二 （山梨大学医学部　第1外科）
中田　浩二 （東京慈恵会医科大学附属青戸病院　外科）

竹内　正弘 （北里大学　薬学部臨床医学　（臨床統計学・医薬開発学））
江見　泰徳 （九州大学大学院  がん先端医療応用学講座）
瀧内　比呂也 （大阪医科大学　化学療法センター）
藤井　雅志 （駿河台日本大学病院　外科）
福田　治彦 （国立がんセンターがん対策情報センター　多施設臨床試験・診療支援部）

菅井　有 （岩手医科大学医学部病理学講座  分子診断病理学分野）

大上　直秀
（広島大学大学院医歯薬学総合研究科
放射線ゲノム医科学講座　分子病理学研究室）

八代　正和 （大阪市立大学　大学院　腫瘍外科）
山本　智理子 （財団法人　癌研究会有明病院　病理部）
吉川　幸造 （徳島大学　消化器外科）

一瀬　雅夫 （公立大学法人　和歌山県立医科大学　 医学部内科学第二教室）
井上　立崇 （財団法人　癌研究会有明病院　消化器外科）
辻谷　俊一 （鳥取大学医学部　第1外科）
河合　隆 （東京医科大学病院　内視鏡センター）
石山　晃世志 （財団法人　癌研究会有明病院　消化器内科）
三木　一正 （財団法人　癌研究会有明病院　/東邦大学）

小山　恒男 （長野県厚生連 佐久総合病院胃腸科）
小野　裕之 （静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科）
矢作　直久 （虎の門病院　消化器内科）
山本　頼正 （財団法人　癌研究会有明病院　消化器内科）
後藤田　卓志 （国立がんセンター中央病院　消化器内視鏡部）

上村　直実 （国立国際医療センター　戸山病院）
間崎　武郎 （日本大学　練馬光が丘病院　外科）
加藤　元嗣 （北海道大学病院　第3内科・光学医療診療部）
水野　元夫 （広島市立広島市民病院　内科・内視鏡科）
辻本　広紀 （防衛医科大学校　外科）

シンポジウム４
病理学と臨床の接点
-悪性度をめぐって－

シンポジウム５
胃癌検診の問題点

シンポジウム７
ヘリコバクターピロリの臨床

シンポジウム１
胃癌肝転移の治療

シンポジウム２
胃癌術後評価法の標準化

に向けて
 - 術式をどう評価し、術後の
病態をどう見るか -

シンポジウム３
胃癌臨床試験の問題点

シンポジウム６
ESDの適応拡大

藤崎　順子（財団法人　癌研有明病院　消化器内科）

飯石　浩康（大阪府立成人病センター）

安井　弥（広島大学大学院医歯薬学総合研究科分子病理
学）

高橋　寛（財団法人　癌研有明病院　健診センター）

Ｂ会場（TFT西館2階ホール500）

3月5日（木） 8：30～10：15 C会場（TFT西館2階ホール300）

3月5日（木） 8：30～10：15

10：15～12：00 C会場（TFT西館2階ホール300）

3月5日（木） 10：15～12：00

3月5日（木）

草野　満夫（昭和大学病院　消化器一般外科）

山本　順司（防衛医科大学校病院）

Ｂ会場（TFT西館2階ホール500）

3月5日（木）

3月6日（金） 14：30～17：00

16：00～18：00 C会場（TFT西館2階ホール300）

3月6日（金） 8：30～10：15 C会場（TFT西館2階ホール300）

C会場（TFT西館2階ホール300）

小川　健治（東京女子医科大学東医療センター　外科）

東　　 健（神戸大学　大学院医学研究科・消化器内科学分
野）

中島　聰總   （財団法人　癌研有明病院）

北野　正剛（大分大学医学部　第1外科）

榊　信廣（東京都保健医療公社 荏原病院）

今野　弘之（浜松医科大学　外科学第2講座）

笹子　三津留（兵庫医科大学　上部消化管外科）

加藤　洋（獨協医科大学日光医療センター）


