
第1日目　2022年11月11日（金）

第33回日本消化器癌発生学会総会プログラム

第１会場（一橋講堂）
※イブニングセミナー、ランチョンセミナーは1F 特別会議室で行います 第２会場（２F 中会議場1～ 4）
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09:50～ 11:20 （1:30）　講演7分質疑2分
シンポジウム1『免疫を考慮した消化器癌研究』
09:50 豊住　武司 （千葉大学）
09:59 丸山　　傑 （がん研有明病院）
10:08 石本　崇胤 （熊本大学）
10:17 Wan-Ying Du（東京大学）
10:26 谷口　浩二 （北海道大学）
10:35 山田　康太 （神戸大学）
10:44 大原　利章 （岡山大学）
10:53 中尾　寿宏 （徳島大学）
11:02 宮本　裕士 （熊本大学）
11:11 進士　誠一 （日本医科大学）

9:50～ 11:20 （1:30）　講演7分質疑2分
シンポジウム2『臨床応用を意識した消化器癌研究』
09:50 向所　賢一（滋賀医科大学）
09:59 田中　晃司（大阪大学）
10:08 西村星多郎（岡山大学）
10:17 増田　寛喜（東京大学）
10:26 仲山　　孝（山梨大学）
10:35 芝本　　純（京都府立医科大学）
10:44 徳永　卓哉（徳島大学）
10:53 本藤　奈緒（信州大学）
11:02 脇坂　和貴（北海道大学）
11:11 上原　将大（金沢大学）

14:40～ 16:10 （1:30）　講演7分質疑2分
シンポジウム4『癌の病態と予防、診断』
14:40 足立　　靖 （札幌しらかば台病院）
14:49 黒川　幸典 （大阪大学）
14:58 臼井　源紀 （千葉大学）
15:07 竹内　千尋 （国立がん研究センター）
15:16 清水　孝洋 （京都大学）
15:25 沖元謙一郎 （千葉大学）
15:34 寺奥　大貴 （徳島大学）
15:43 柳　　　昭 （熊本大学）
15:52 島垣　智成 （九州がんセンター）
16:01 松本　伸行 （聖マリアンナ医科大学）

11:40～ 12:40 （1:00） 〈1F 特別会議室〉
ランチョンセミナー 2
共　催：第一三共株式会社
座　長：大辻　英吾（京都府立医大）
講　演：神田　光郎（名古屋大学）

11:40～ 12:40 （1:00）
ランチョンセミナー 1
共　催：ビオフェルミン製薬株式会社/大正製薬株式会社
座　長：野村　幸世（東京大学）
講　演：内藤　裕二（京都府立医大）

16:50～ 17:50 （1:00）
ポスター発表コアタイム　モニター 4台×8～ 9演題
座　長：
豊田　武士（国立医薬品食品衛生研究所）
八木　浩一（東京大学）
金田　篤志（千葉大学）
神田　光郎（名古屋大学）

13:30～ 15:00 （1:30）　講演7分質疑2分
シンポジウム3『多様性を持った癌細胞の制圧』
13:00 村上健太郎 （千葉大学）
13:09 辻尾　　元 （大阪公立大学）
13:18 丸尾　晃司 （大阪公立大学）
13:27 金田　篤志 （千葉大学）
13:36 西　　正暁 （徳島大学）
13:45 下野　洋平 （藤田医科大学）
13:54 高橋　　剛 （大阪大学）
14:03 高須　千絵 （徳島大学）
14:12 堂本　貴寛 （金沢大学）
14:21 青山　里佳 （大阪公立大学）

15:20～ 16:40 （1:20）ワークショップ2（胃胆）
15:20 呉　　美喬 （大阪大学）
15:27 杉本　　亮 （岩手医科大学）
15:34 入江　宇大 （国立がん研究センター）
15:41 蓮田　博文 （九州医療センター）
15:48 久下　恒明 （東京大学）
15:55 溝田　和弘 （中津市民病院）
16:02 松本　陽介 （静岡がんセンター）
16:09 小野山温那 （東京大学）
16:16 古川健一朗 （静岡がんセンター）
16:23 古市　ゆみ （国立がん研究センター）
16:30 山本百合恵 （大阪公立大学）16:30～ 17:30 （1:00）

研究奨励賞発表
1.中村　俊介（名古屋大学）
2.坂本　　譲（北海道大学）
3.谷合　智彦（東京医科歯科大学）
4.河合　裕成（東京慈恵会医科大学）
5.小澤　直也（群馬大学）

17:35～ 18:25 （0:50） 〈1F 特別会議室〉
イブニングセミナー『胃癌治療の最新情報から治療戦略を考える』 
共　催：日本イーライリリー株式会社
座　長：金沢　義一（日本医科大学）
講演①：川添　彬人（国立がん研究センター）
講演②：山下　裕玄（日本大学）

13:30～ 14:30 （1:00）
特別講演①
座　長：James R. Goldenring（Vanderbilt University Medical 
　　　　Center and the Nashville VA Medical Center）
講　演：Benjamin Beck（WELBIO/FNRS）

12:50～ 13:20（0:30）　会長講演
基調講演：大原　毅（名誉理事長）
講　演：野村　幸世（東京大学）

09:40～　開会式 

座　長：
大辻　英吾（京都府立医科大学）
市川　大輔（山梨大学）

座　長：
島田　光生（徳島大学）

座　長：
掛地　吉弘（神戸大学）
高須　千絵（徳島大学）

座　長：
調　　　憲（群馬大学）
五井　孝憲（福井大学）

座　長：
八代　正和（大阪公立大学）
愛甲　　丞（東京大学）

座　長：
牛島　俊和（星薬科大学）
汐田　剛史（鳥取大学）

座　長：
沖　　英次（九州大学）
副島　雄二（信州大学）

奥村　康弘（東京大学）
佐伯　浩司（群馬大学）
吉川　幸造（徳島大学）
田中　浩明（大阪市立大学）
（→演題は4、5ページ参照）



第１会場（一橋講堂）
※ティータイムセミナー、ランチョンセミナーは1F 特別会議室で行います 第２会場（２F 中会議場1～ 4）
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第2日目　2022年11月12日（土）

9:30～ 10:30 （1:00）
特別講演②
座　長：調　　憲（群馬大学）
講　演：James R. Goldenring（Vanderbilt University Medical 
　　　　Center and the Nashville VA Medical Center）

10:40～ 11:40 （1:00） 〈1F 特別会議室〉
ティータイムセミナー
共　催：ノーベルファーマ株式会社
座　長：吉富　秀幸（獨協医大埼玉医療センター）
講演①：深田　俊幸（徳島文理大学）
講演②：松尾　洋一（名古屋市立大学）

13:00～ 13:20 （0:20）理事長講演
座　長：野村　幸世（東京大学）、講　演：島田　光生（徳島大学）

13:30～ 13:55 （0:25）
大原毅賞・田原榮一賞授賞式、大原毅賞受賞講演
田原賞受賞者追悼講演

13:30～ 13:55 （0:25）
大原毅賞・田原榮一賞授賞式、大原毅賞受賞講演
座　長：上西　紀夫（公立昭和病院）
講　演：増田　隆明（九州大学病院別府病院）
田原賞受賞者追悼講演
司　会：田原　榮一（公益財団法人広島がんセミナー）
講　演：水津　　太（香川大学）

11:50～ 12:50 （1:00） 〈1F 特別会議室〉
ランチョンセミナー 4『胃癌治療における現在と今後の展望』
共　催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
座　長：山口　佳之（川崎医科大学）
講演①：川添　彬人（国立がん研究センター）
講演②：中山　厳馬（がん研究会有明病院）

11:50～ 12:50 （1:00）
ランチョンセミナー 3
共　催：ミヤリサン製薬株式会社
座　長：瀬戸　泰之（東京大学）
講　演：袴田　健一（弘前大学）

14:05～ 15:25（1:20）　ワークショップ1（食道） 講演5分質疑2分
14:05 塩見真一郎 （東京大学）
14:12 夏木　誠司 （大阪公立大学）
14:19 野中謙太朗 （九州大学大学）
14:26 中ノ子智徳 （九州大学大学）
14:33 橋本　明史 （金沢医科大学）
14:40 後藤　正和 （徳島大学）
14:47 関口　翔平 （札幌医科大学）
14:54 窪田　寿子 （川崎医科大学）
15:01 出口　惣大 （大阪公立大学）
15:08 井上　博之 （京都府立医科大学）
15:15 阿河　杏介 （神戸大学）

15：35～ 16:59（1:24）　ワークショップ 4（肝膵） 講演5分質疑2分
15:35 宮崎　　暁（信州大学）
15:42 加藤　宏之（藤田医科大学）
15:49 宮上　侑子（徳島大学）
15:56 白石　裕大（熊本大学）
16:03 森　　大樹（徳島大学）
16:10 Batbayar Chingunjav（群馬大学）
16:17 村瀬　寛倫（名古屋市立大学）
16:24 谷　　大輝（藤田医科大学）
16:31 国村　祥樹（藤田医科大学）
16:38 原　　和志（鳥取大学）
16:45 砂口　天兵（鳥取大学）
16:52 土谷　博之（鳥取大学）

17:00～　閉会式 

10:00～ 11:30 （1:30）　講演7分質疑2分
シンポジウム5『消化器癌の発生と進展』
10:00 松尾　洋一 （名古屋市立大学）
10:09 内田真太郎 （群馬大学）
10:18 菓　　裕貴 （鳥取大学）
10:27 木村　沙織 （北海道大学）
10:36 磯村　久徳 （愛知県がんセンター研究所）
10:45 磯村　久徳 （愛知県がんセンター研究所）
10:54 増尾　仁志 （信州大学）
11:03 佐々木拓馬 （千葉大学）
11:12 柳垣　　充 （東京慈恵会医科大学）
11:21 橋本　大輔 （関西医科大学）

14:05～ 15:29（1:24）　ワークショップ3（大腸肝） 講演5分質疑2分
14:05 橘髙　捺実 （大阪大学）
14:12 齋藤　　晶 （自治医科大学）
14:19 藤本　禎明 （九州がんセンター）
14:26 山田　　峻 （岩手医科大学）
14:33 佐田　春樹 （呉医療センター）
14:40 田中　優衣 （慶應義塾大学）
14:47 五十嵐陽介 （東京医科歯科大学）
14:54 冨山　貴央 （九州大学）
15:01 森永　哲成 （九州大学）
15:08 工藤　　渉 （千葉大学）
15:15 赤岡　宗紀 （東京慈恵会医科大学）
15:22 林　　弘賢 （岐阜大学）

各種会議
日時：11/10（木）　会場：一橋講堂
理 事 会  15：20～ 16：20
代議員会 16：30～ 17：30

座　長：
吉住　朋晴（九州大学）
瀧口　修司（名古屋市立大学）

座　長：
渡邊　雅之（がん研有明病院）
塚本　徹哉（藤田医科大学）

座　長：
三森　功士（九州大学病院別府病院）
横崎　　宏（神戸大学）

座　長：
吉田　　寛（日本医科大学）
森根　裕二（徳島大学）


