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Global standardを目指した

上部消化管疾患におけるエビデンス
近年、消化管がんの内視鏡診断技術は目覚ましい発展を遂げており、先達の教えを学びつつ新しい
知見の科学的妥当性を評価し、国内のみならず世界標準の消化器内視鏡医療の発展と普及に広く
貢献していく事が肝心です。本セミナーでは上部消化管における最新の学術動向について、エキス
パートの先生方からご講演をいただきます。

会 場

2020年9月3日（木）8：00〜8：50
第6会場（スワン）

司 会

京都大学大学院 医学研究科 腫瘍薬物治療学講座

日 時

司会

武藤 学 先生

武藤 学 先生

演 者

NBIは胃癌の拾い上げに有効か？

〜最新エビデンスを踏まえて〜
石川県立中央病院
消化器内科

胃病変に対するNBIは、拡大内視鏡を併用したNBI併用拡
大内視鏡検査による質的診断と範囲診断における有用性
が証明されています。今回はNBI非拡大内視鏡検査による
胃癌拾い上げにおける有用性について、
「早期胃癌の存在
診断におけるNBIと白色光観察のランダム化比較試験」の

吉田 尚弘 先生

結果を踏まえてご講演をいただきます。

Endocytoは食道扁平上皮癌の
診断に有効か？

リアルタイムに核や細胞を生体内観察可能な超拡大内視
鏡（Endocyto）の登場により、食道領域の内視鏡診断学は

〜エビデンスを踏まえて〜

新たな時代を迎えています。食道表在癌診断において約

神戸市立医療センター中央市民病院
消化器内科

断に匹敵するのか？有効な使用方法とは？多施設共同前向

森田 周子 先生

オリンパス
関連イベントのご案内
学会会期：2020.9.2（水）〜3（木）
会場：国立京都国際会館

500倍の拡大能を有するEndocytoは従来の生検組織診
き試験結果を交えながらご講演をいただきます。

国立京都国際会館 会場案内図
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【 第4会場 】
アネックスホール1
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【 第6会場 】
スワン
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喫煙所

今回感染対策のため、展示会場には実機・現物を展示いたしません。

JGES会員の方はWEB配信の視聴にて本セミナーをご覧いただくことも可能です。
視聴方法については、第99回日本消化器内視鏡学会総会ホームページ

http://www.coac.jp/99jges/ をご確認ください。
N8601807-072020

イベントのご案内
ランチョンセミナー2

サテライトセミナー3

上部スクリーニングの最前線 〜極細径と高画質がもたらす可能性〜

Trend of Colonoscopy

対策型胃がん検診での内視鏡の推奨によりスクリーニング検査における極細径内視鏡の果たす役割は
大きくなってきており、
「苦痛軽減の為の細径化と診断精度向上の両立」が求められております。そうした
医療現場の思いに応えるべく、面順次式の新しい極細径内視鏡が誕生しました。本セミナーでは、挿入経
路を問わず使用できる、新たなスクリーニングスコープとしての可能性についてご講演いただきます。

会 場

2020年9月2日（水）10：40〜11：30
第2会場（さくら）

司 会

弘前大学大学院 医学研究科 消化器血液内科学講座

日 時

〜現状から最新の知見まで〜
司会

福田 眞作 先生

福田 眞作 先生

上部スクリーニング検査の増加とともに、患者様の受容性が高い極細

Stage

東京医科大学
消化器内視鏡学

径内視鏡も進化してまいりました。また、対策型胃内視鏡検診が実施

2020年9月2日（水）16：20〜18：20

会 場

第4会場（アネックスホール1）

されて以降、質の高いスクリーニング検査の重要性も増してきており

司会・特別発言
司 会

スクリーニング検査においてどのような価値をもたらすのかについ
て、精度の高い検査のコツと共にご講演いただきます。

スクリーニングスコープとしての
新型極細径内視鏡

極細径内視鏡の進化により、極細径スコープの課題の１つであった、

澁川 悟朗 先生

日 時

ます。河合先生には、新型極細径内視鏡によるワンランク上の画像が、

河合 隆 先生

福島県立医科大学 会津医療センター
消化器内科学講座

司会・特別発言

司会

田中 信治 先生

松田 尚久 先生

※医療品医療機器等法未承認の内容を含みます

演 者

新型がもたらす
極細径内視鏡のNew

大腸疾患への関心が高まる中、近年ますます大腸内視鏡の必要性や重要性が求め
られる一方で、大腸内視鏡の普及や精度には課題が残されております。
本セミナーでは大腸内視鏡における検診から操作方法・診断・治療の手技に至るま
での知見と、新製品や将来技術の紹介による大腸内視鏡の更なる発展の可能性に
ついて、エキスパートの先生方にご講演いただきます。

広島大学大学院 医系科学研究科 内視鏡医学

田中 信治 先生

国立がん研究センター中央病院 検診センター／内視鏡科

松田 尚久 先生

ミニレクチャー

左手が導く内視鏡スキル

暗さや解像力不足による観察時のストレスは解消されつつあります。

〜新型内視鏡システムと
改良操作部の使用経験を踏まえて〜

その為、挿入経路を問わず苦痛軽減に貢献できるスクリーニングス
コープとして使用され始めています。澁川先生には、極細径ながらHD
画質化を実現させた新型極細径スコープのスクリーニングスコープと

NTT東日本関東病院

しての実力についてご講演いただきます。

大腸内視鏡の診断から治療に至る手技において、内視鏡の左手の使
い方は最も基本的なポイントとなります。そして、スコープ操作部の
扱いやすさは、その操作性の向上に大きく寄与します。本講演では大
圃先生より大腸内視鏡における左手操作のコツについて、改良され

消化管内科

たスコープ操作部の紹介を交えてご講演いただきます。

大腸がん検診における
内視鏡への期待

が、大腸内視鏡がその効果を最大限に発揮するためには、高い病変

大圃 研 先生

今回共催セミナーの整理券配布はございません。

演 者

ランチョンセミナー13

0.018ガイドワイヤーが切り拓く新たな可能性
近年、増加の一途を辿る治療的 ERCP の成功率を上げる一要因として、デバイスの発展は欠かせませ
ん。その中でもガイドワイヤーは大切な要素であり、特徴を把握した上で、いかに使いこなすかが重要で
す。本セミナーでは、0.018inchガイドワイヤーを用いた手技の実際やアプローチテクニック、また手技
に応じた適切なガイドワイヤーの使い分けポイントについてエキスパートの先生方に解説いただきます。

会 場

2020年9月3日（木）11：40〜12：30
第2会場（さくら）

司 会

獨協医科大学医学部 内科学（消化器）講座

日 時

国立がん研究センター中央病院
検診センター／内視鏡科

司会

入澤 篤志 先生

入澤 篤志 先生

演 者

0.018ガイドワイヤーによるERCP
〜パラダイムシフトへの挑戦〜

仙台市医療センター仙台オープン病院
消化管・肝胆膵内科

胆膵疾患に対するERCPにおいて、それぞれの施設で多種多様なデ
バイスが用いられており、安全確実に実施するための治療戦略を立て
る必要があります。
今回伊藤先生にはERCPにおけるガイドワイヤーの役割を中心に、現
状のストラテジーと新しい0.018inchガイドワイヤーの使用経験を踏

伊藤 啓 先生

まえ、
ご講演いただきます。

0.018ガイドワイヤーが導く

ガイドワイヤーの選択はしばしば難度の高い症例において重要な要

新たな世界

愛知県がんセンター
消化器内科部

原 和生 先生

今回共催セミナーの整理券配布はございません。

素となります。原先生には今回新しい0.018inchガイドワイヤーの使
用経験に基づく、具体的な活用シーンや使用上のコツをご提示いただ

発見能と優れた診断精度が必須となります。本講演では関口先生よ
り大腸がん検診の現状と課題、さらには大腸がん検診における大腸
内視鏡についての知見を、新技術による大腸内視鏡スクリーニング

関口 正宇 先生

性能向上の可能性についての話題を含めてご講演いただきます。

大腸スクリーニングにおける
AIの可能性

大腸内視鏡検査によるがんの早期発見や早期治療が進む一方、一定

昭和大学横浜市北部病院
消化器センター

の割合で病変の見落としが発生しており、
この抑制が大腸内視鏡検
査の大きな課題となっておりました。本講演では三澤先生より本邦初
の薬事承認を得た大腸病変検出用AI製品「EndoBRAIN-EYE」によ
るスクリーニングの可能性についてご講演いただきます。

三澤 将史 先生

UC粘膜治癒に向けた
内視鏡診断のbreakthrough

今後更に増加が予測されるUCに対し、粘膜治癒に向けた内視鏡によ
る治癒状態の評価は重要なプロセスになります。一方、評価を行う上
で内視鏡による診断にはまだ課題が残されております。本講演では
細江先生よりこれまでの研究結果をもとに、UCに対する内視鏡診断

慶應義塾大学医学部
内視鏡センター

の可能性についてご講演いただきます。

Cold Polypectomyの適応と実際

内視鏡画質向上やAIによりスクリーニング精度向上が期待される中、

細江 直樹 先生

〜Forceps？ or Snare？〜

近年ポリープ発見後のマネジメントへの関心が高まっています。本講

静岡県立静岡がんセンター
内視鏡科

い分けについての知見と、CFP用新製品EndoJaw Jumboの使用

いた上で、新0.018inchガイドワイヤーの臨床導入に対する期待や、
今後の展望についてご講演いただきます。

大腸がん検診における大腸内視鏡の重要性は広く認知されています

堀田 欣一 先生

演では堀田先生より病院からクリニックまで幅広い先生方の関心を
集めているCold Polypectomyについて、CFP/CSP の適応や使
経験についてご講演いただきます。

JGES2020 KYOTO
モーニングセミナー6

Global standardを目指した

上部消化管疾患におけるエビデンス
近年、消化管がんの内視鏡診断技術は目覚ましい発展を遂げており、先達の教えを学びつつ新しい
知見の科学的妥当性を評価し、国内のみならず世界標準の消化器内視鏡医療の発展と普及に広く
貢献していく事が肝心です。本セミナーでは上部消化管における最新の学術動向について、エキス
パートの先生方からご講演をいただきます。

会 場

2020年9月3日（木）8：00〜8：50
第6会場（スワン）

司 会

京都大学大学院 医学研究科 腫瘍薬物治療学講座

日 時

司会

武藤 学 先生

武藤 学 先生

演 者

NBIは胃癌の拾い上げに有効か？

〜最新エビデンスを踏まえて〜
石川県立中央病院
消化器内科

胃病変に対するNBIは、拡大内視鏡を併用したNBI併用拡
大内視鏡検査による質的診断と範囲診断における有用性
が証明されています。今回はNBI非拡大内視鏡検査による
胃癌拾い上げにおける有用性について、
「早期胃癌の存在
診断におけるNBIと白色光観察のランダム化比較試験」の

吉田 尚弘 先生

結果を踏まえてご講演をいただきます。

Endocytoは食道扁平上皮癌の
診断に有効か？

リアルタイムに核や細胞を生体内観察可能な超拡大内視
鏡（Endocyto）の登場により、食道領域の内視鏡診断学は

〜エビデンスを踏まえて〜

新たな時代を迎えています。食道表在癌診断において約

神戸市立医療センター中央市民病院
消化器内科

断に匹敵するのか？有効な使用方法とは？多施設共同前向

森田 周子 先生

オリンパス
関連イベントのご案内
学会会期：2020.9.2（水）〜3（木）
会場：国立京都国際会館

500倍の拡大能を有するEndocytoは従来の生検組織診
き試験結果を交えながらご講演をいただきます。

国立京都国際会館 会場案内図
【 第2会場 】
さくら

【 第2会場 】
さくら

ランチョンセミナー2 ランチョンセミナー13

1F
【 イベントホール 】

さくら

商業展示

メインホール

イベントホール

Lounge

ニューホール

C-2
C-1

P

スワン

メイン
エントランス

地下鉄

4 -2

【 第4会場 】
アネックスホール1

サテライトセミナー3

【 第6会場 】
スワン

モーニングセミナー6

アネックス
ホール
自動販売機
喫煙所
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視聴方法については、第99回日本消化器内視鏡学会総会ホームページ
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