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会　長　伊藤 高広　 奈良県立医科大学 
放射線医学教室

　この度、第46回日本消化器がん検診学会近畿地方会を担当させていただくことになり、

誠に光栄に存じております。ここに、ご参加くださる皆様に心より歓迎の意を表し、ご挨拶

申し上げます。

　今回のテーマは「消化器がん検診の未来予想図」といたしました。がん検診をめぐる状

況は日々変化しております。近年、がん対策として検診による早期発見・早期治療（二次予

防）を目指すとともに、一次予防を見据えた視点も重要であるという機運が高まり、本学会

の診断基準にハイリスク群の概念が導入されました。近未来には遺伝子要因も考慮した個別

化検診への流れも予想され、背景を考慮した消化器がん検診の時代を迎えたと考えます。一

方、今後の人口減少と高齢化、近年注目されている過剰診断などに対し本学会として真剣に

取り組むべき時期にきております。今、先輩方が築かれてきた実績を振り返り、消化器がん

検診の現状・近未来を見据えたとき、今回のプログラムをご参加の皆様が次世代に希望を残

す未来予想図を描いていただけるようなものにしたいと考え、各方面に造詣が深く、未来に

対する熱い思いを持たれている先生方をお招きし、「消化器がん検診の未来予想図を語る」

企画を予定しました。特別講演として大阪大学の祖父江友孝先生より「がん対策における

消化器がん検診の方向性」、教育講演として住友病院の西村重彦先生より「消化器がん発見

のための腹部超音波」を拝聴いたします。主題「胃がん検診新指針後の現状と展望」では

多彩な職種の方々が一堂に会する本学会の特色を生かした活発な討論を期待しております。

一般演題は多数ご応募をいただきました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、

昨年にひきつづき近未来の検診法として有力な大腸 CT のトレーニングコースを開催いたし

ます。

　今回の近畿地方会は二日間の開催とさせていただき、二日目の午前中にエキスパートの先

生方を講師として研修会を開催いたします。医師研修会ではがん検診の基礎をはじめ、胃・

大腸・肝に関する最新の知見についてご講演を拝聴します。超音波研修会では腹部超音波検

診マニュアルに沿った実践的な症例検討と胆・膵に関する最新の知見についてご講演を拝聴

します。

　奈良県は古代にわが国の中心であり、当教室と奈良県庁が共同で1950年代から先駆的に

胃がん X 線検診に取り組んだ土地柄でもあります。今回、奈良県庁と合同での県民公開講

座も併催いたしますので会員外の一般の方もお誘いいただきたく存じます。

　皆様にはぜひ古都奈良で英気を養っていただき、先人の足跡に思いを馳せながら、多くの

世界遺産に囲まれた会場にてがん検診の未来を共に語り合いたいと思います。ご参加を心よ

りお待ち申し上げます。
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8月26日土1日目
第 1 会 場

2F　レセプションホール
第 2 会場

1F　能楽ホール
第 3 会場

1F　会議室1・2

開　会　式
9：15～9：36　一般演題1　O1-1～3
座長：藤村 和代（JCHO大和郡山病院）

9：30～11：30

パネルディスカッション

胃がん検診
新指針後の現状と展望

司会： 小林 正夫
（京都第二赤十字病院）

山本 兼右 
（大阪がん循環器病予防センター）

9：30～12：00

第1部　大腸 CTの基礎
司会：松本 啓志（川崎医科大学）
講師： 松本 啓志（川崎医科大学）

歌野 健一
（福島県立医科大学会津医療センター）
清水 徳人（まつおかクリニック）

第2部　WSを用いた症例解析
司会： 歌野 健一

（福島県立医科大学会津医療センター）
松岡 孝明 （中井記念病院）

企業プレゼンテーション
　 株式会社 AZE
富士フイルムメディカルズ株式会社
アミン株式会社／ザイオソフト株式会社

特別発言： 西田 博
（アムスニューオータニクリニック）

9：36～10：11

一般演題2　O2-1～5

座長：武輪 　恵（奈良県西和医療センター）

10：20～11：00　教育講演
消化器がん発見のための腹部超音波

司会：水間 美宏（東神戸病院）
演者：西村 重彦（住友病院）　

11：15～12：15　ランチョンセミナー1
超音波ライブデモ

肝胆膵の超音波スクリーニング
～見えにくい部位の描出法～
司会：西村 重彦（住友病院）
講師：川端 　聡（住友病院）

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

11：30～12：12

一般演題3　O3-1～6

座長：松尾 祥弘（飯島クリニック）

12：15～13：25　ランチョンセミナー3
実践大腸CT

司会：高濱 潤子（奈良県立医科大学）
1  大腸CT検査でこんな症例ありました
演者：清水 徳人（まつおかクリニック）
2  大腸CT検査における前処置～最近の話題～
演者：歌野 健一（福島県立医科大学会津医療センター）

12：25～13：25　ランチョンセミナー2
これからの胃がん検診

～  X線検診と内視鏡検診の棲み分けを
水戸市胃がん検診から考える～

司会：小林 正夫（京都第二赤十字病院）
演者：齋藤 洋子（茨城県メディカルセンター）
共催：富士フイルムメディカル株式会社

12：25～13：15
企業プレゼンテーション
（超音波・CT）

東芝メディカルシステムズ株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社

（昼食提供なし）

13：30～13：40　幹事会報告

13：45～14：25　特別講演
がん対策における消化器がん検診の方向性
司会：田中 幸子（大阪がん循環器病予防センター）
演者：祖父江 友孝 （大阪大学）

14：00～16：20

県民公開講座
消化器がんの予防と早期発見
共催：奈良県健康づくり推進課

基調講演
大石 　元（奈良県健康づくりセンター）
1  講師：奥田 真珠美（愛知医科大学）
司会：中島 滋美（JCHO滋賀病院）

2  講師：小山 文一（奈良県立医科大学）
司会：藤井 久男（平和会吉田病院）
3  講師： 赤羽 たけみ（奈良県立医科大学）
　司会： 大石 　元

（奈良県健康づくりセンター）

14：30～16：30

シンポジウム

消化器がん検診の
未来予想図を語る

司会：渡邊 能行（京都府立医科大学）　
　　　平井 都始子（奈良県立医科大学）

14：30～16：00

第3部　大腸 CT読影自由演習

（事前申込制）

症例解説・ナビゲーター：
　 清水 徳人（まつおかクリニック）
奥田 晃英（中井記念病院）

16：30～ 閉　会　式

9：10～9：15　
8：45～ 受付開始

共催： 堀井薬品工業株式会社・
株式会社 AZE

共催： 消化管先進画像診断研究会
奈良県消化管撮影技術研究会 ほか

大腸 CTトレーニングコース



― 9 ―

 

9：00

10：00

11：00

12：00
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8月27日日2日目
平成29年度近畿支部医師研修会

別館2F　会議室6
第32回近畿支部超音波研修会

別館2F　会議室5

9：20～11：40

司会：平井 都始子（奈良県立医科大学）
　　　伊藤 高広（奈良県立医科大学）　

1）がん検診の理論と過剰診断
講師：西田 　博 （アムスニューオータニクリニック）

2） 内視鏡によるHp未・現・既の鑑別診断
－内視鏡は最後の砦－
講師：寺尾 秀一（加古川中央市民病院）

3）大腸がん検診と大腸がんをめぐる最新の話題
講師：藤井 久男（平和会吉田病院）

4） 肝がん・肝炎検診における超音波検査の
位置づけ
講師：飯島 尋子（兵庫医科大学）

9：30～11：45

1）症例検討
司会：西村 重彦（住友病院）

「症例から学ぶカテゴリー分類」

2）教育講演
司会：川崎 靖子（大阪市立総合医療センター）

「胆膵超音波診断の現状と課題」
講師：岡部 純弘 （加古川中央市民病院）

9：00～ 受 付 開 始 9：00～ 受 付 開 始

注：	対象は日本消化器がん検診学会正会員医師です。
事前にホームページからお申込みください。当
日参加は空席があれば可能ですが終了証はお渡
しできません。参加費は無料です。

注：	地方会参加登録された方は無料です。参加証を
忘れずにお持ちください。前日非参加の方は会
場整理費として2,000円を申し受けます。
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プログラム

第1日目　8月26日土

第1会場（2F レセプションホール）

受付開始　8：45～　

開 会 式　9：10～9：15

一般演題1　9：15～9：36 座長：藤村 和代（JCHO大和郡山病院）

O1-1 がん登録データから見たがん検診の有効性
田中 一史（滋賀県立成人病センター 疾病・介護予防推進室）

O1-2 大腸がん検診コール・リコールの効果検証と検診受診者アンケートから 
検診に対する意識を知る

巳波 郁子（川西町保健センター）

O1-3 CT colonography（CTC）と cold snare polypectomy（CSP）を考慮した 
大腸内視鏡検査による大腸がん検診の実際

佐野村 誠（社会医療法人仙養会 北摂総合病院）

一般演題2　9：36～10：11 座長：武輪 恵（奈良県西和医療センター）

O2-1 姫路市肝炎ウイルス検診の現状と今後の課題
菅原 祥太（一般社団法人 姫路市医師会）

O2-2 腹部超音波検診判定マニュアルの使用経験
馬場 昭好（医療法人社団石鎚会 田辺中央病院 臨床検査科）

O2-3 胆嚢癌との鑑別が困難であった検診発見慢性胆嚢炎の一例
森 亘平（住友病院 超音波検査部）

O2-4 人間ドック検診で胆嚢壁肥厚の経過観察中に壁肥厚の増大が見られ 
胆嚢癌を疑った一例

細川 倫之（西奈良中央病院 放射線科）

O2-5 多房性嚢胞の経過中に充実部分が出現した腎細胞癌の1例
杉本 安莉（大阪がん循環器病予防センター）
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教育講演　10：20～11：00 司会：水間 美宏（東神戸病院）

消化器がん発見のための腹部超音波

西村 重彦（住友病院）

ランチョンセミナー1　11：15～12：15 司会：西村 重彦（住友病院）

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

超音波ライブデモ 

　肝胆膵の超音波スクリーニング　～見えにくい部位の描出法～

川端 聡（住友病院 診療技術部 超音波技術科）

ランチョンセミナー2　12：25～13：25 司会：小林 正夫（京都第二赤十字病院）

	 共催：富士フイルムメディカル株式会社

これからの胃がん検診 
～ X 線検診と内視鏡検診の棲み分けを水戸市胃がん検診から考える～

齋藤 洋子（茨城県メデイカルセンター）

幹事会報告　13：30～13：40  近畿支部長：平井 都始子（奈良県立医科大学）

特別講演　13：45～14：25 司会：田中 幸子（大阪がん循環器病予防センター）

がん対策における消化器がん検診の方向性

祖父江 友孝（大阪大学大学院医学系研究科 環境医学）
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 司会：渡邊 　能行（京都府立医科大学） 
シンポジウム　14：30～16：30 平井 都始子（奈良県立医科大学）

［ 消化器がん検診の未来予想図を語る ］

S-1 腹部超音波がん検診（肝胆膵検診）のあゆみと未来への期待
平井 都始子（奈良県立医科大学付属病院 総合画像診断センター）

S-2 腹部超音波がん検診の未来予想図
水間 美宏（東神戸病院 内科）

S-3 未来の大腸がん検診に向けて
松本 啓志（  川崎医科大学 消化管内科、 

国立がん研究センター 社会と健康研究センター 検診開発研究部）

S-4 市町村との関わりから考える今後の胃・大腸がん検診のあり方
池宮城 賀恵子（公益財団法人 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター）

S-5 胃がん X線検診の過去・現在・未来
山本 兼右（公益財団法人 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター）

S-6 胃がん検診の未来　―胃がん死ゼロ達成への道のり―
青木 利佳（公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構 徳島県総合健診センター 診療部）

S-7 中学・高校生に対するピロリ菌検診と除菌治療：胃癌のない未来予想図
奥田 真珠美（愛知医科大学 小児科）

S-8 高齢社会における消化器がん検診の未来予想図
渡邊 能行（京都府立医科大学大学院 地域保健医療福祉行政システム学）

閉 会 式　16：30～
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第2会場（1F 能楽ホール）

 司会：小林 正夫（京都第二赤十字病院）　　　　　 

パネルディスカッション　9：30～11：30 山本 兼右（大阪がん循環器病予防センター）

［ 胃がん検診　新指針後の現状と展望 ］

PD-1 奈良県における対策型胃がん検診（胃内視鏡検診）実施に向けての体制整備
尾島 典子（奈良県健康づくり推進課）

PD-2 奈良県の胃内視鏡検診導入における課題
赤羽 たけみ（奈良県立医科大学 消化器・内分泌代謝内科）

PD-3 京都府久御山町における胃内視鏡検診の現状
丸山 恭平（京都きづ川病院）

PD-4 大阪市の対策型胃内視鏡検診の準備における課題とその対策
辰巳 嘉英（パナソニック健康保険組合 健康管理センター）

PD-5 X線、内視鏡検診を伴わない “明石市胃がんリスク検診 ”の課題
曽我 忠司（そが内科クリニック）

PD-6 加古川ハイブリッド胃検診2年目の報告
鈴木 志保（加古川中央市民病院 消化器内科）

PD-7 ピロリ菌感染を考慮した対策型胃 X線検診 
～草津市胃がん検診精度管理業務について～

大隅 ゆかり（草津市役所 健康福祉部 健康増進課）

PD-8 当財団における胃がん検診新指針後の対策型胃 X線検診の動向
末松 裕之（公益財団法人 兵庫県健康財団 放射線課）

PD-9 胃がんリスク分類を活用した任意型胃がん検診制度の一考察 
―X線検査と内視鏡検査が共存する方法について―

細見 聡（一般財団法人 京都工場保健会）
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一般演題3　11：30～12：12 座長：松尾　祥弘（飯島クリニック）

O3-1 胃がん X線検診における基準撮影法を用いた受診者の実効線量 
―Flat Panel Detector（FPD）デジタル撮影―

末廣 彬人（大阪がん循環器病予防センター）

O3-2 有効な追加撮影を行うことにより、X線的な描出度判定と 
悪性度判定が向上した症例

和田 健太郎（株式会社 メディカル RT 診療技術部）

O3-3 胃上部後壁におけるお辞儀撮影の有用性について
高井 正史（済生会新泉南病院 放射線課）

O3-4 対策型胃集団検診における、当センターの独自撮影について
濵野 晃司（奈良市総合医療検査センター）

O3-5 胃がん X線検診におけるピロリ菌除菌後の背景胃粘膜変化の検討
白坂 今日子（公益財団法人 兵庫県予防医学協会 健康ライフプラザ）

O3-6 平成27年度奈良県20市町村における胃がん X線検診の成績と問題点
森下 健一（医療法人健康支援三恵 三恵診療所）

企業プレゼンテーション　12：25～13：15

「消化器がん検診領域における最新の超音波診断装置について」 

西島 康弘（東芝メディカルシステムズ株式会社 営業推進部 超音波担当） 

「CT Colonography 最前線」

坪内 伸介（GEヘルスケア・ジャパン株式会社 CT営業推進部）
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県民公開講座　14：00～16：20 総合司会：田中 考子（奈良県健康福祉部健康づくり推進課）

共催：奈良県健康づくり推進課

［ 消化器がんの予防と早期発見 ］

14：00～14：05   開会挨拶    伊藤 高広（奈良県立医科大学） 

14：05～14：35   基調講演 

 がん検診のススメ
大石 元（奈良県健康づくりセンター）

14：35～15：10 司会：中島 滋美（JCHO滋賀病院）

　　1 胃癌のない未来をこども達に贈ろう
奥田 真珠美（愛知医科大学 小児科）

15：10～15：45 司会：藤井 久男（平和会吉田病院）

　　2 日本の大腸がん NOW

小山 文一（奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡部）

15：45～16：20 司会：大石 元（奈良県健康づくりセンター）

　　3 肝がんにならないために～いまあなたができること～
赤羽 たけみ（奈良県立医科大学 消化器・内分泌代謝内科）

16：20～   閉会挨拶    村田 理（奈良県健康福祉部健康づくり推進課） 
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第3会場（1F 会議室1・2）

大腸 CTトレーニングコース　9：30～16：00 （修了証あり：事前登録制）

共　催：	消化管先進画像診断研究会・奈良県消化管撮影技術研究会 
堀井薬品工業株式会社・株式会社 AZE・富士フイルムメディカル株式会社 
アミン株式会社／ザイオソフト株式会社

開会挨拶  9：30～    伊藤 高広（奈良県立医科大学） 

第1部　9：35～10：30　［ 大腸 CT の基礎 ］ 司会：松本 啓志（川崎医科大学）

　　1 大腸 CTのエビスンスとガイドライン
松本 啓志（川崎医科大学 消化管内科、国立がん研究センター 社会と健康研究センター 検診開発研究部）

　　2 前処置・タギング・腸管拡張
清水 徳人（医療法人 まつおかクリニック）

　　3 読影法
歌野 健一（福島県立医科大学 会津医療センター 小腸大腸肛門科）

第2部　10：35～12：00 司会：松岡 孝明（中井記念病院）　　　　　　　　　　 

［ ワークステーションによる症例解析 ］ 歌野 健一（福島県立医科大学会津医療センター）

コメンテーター：松本 啓志（川崎医科大学） 

　　1　企業プレゼンテーション　10：35～10：50 

　　　　　　 株式会社 AZE・富士フイルムメディカル株式会社 
アミン株式会社／ザイオソフト株式会社

　　2　症例検討　10：50～11：50

特別発言　11：50～12：00　　　西田 博（アムスニューオータニクリニック）　

ランチョンセミナー3　　12：15～13：25 司会：高濱 潤子（奈良県立医科大学）

　　1 大腸 CT検査でこんな症例ありました
清水 徳人（医療法人 まつおかクリニック）

　　2 大腸 CT検査における前処置～最近の話題～
歌野 健一（福島県立医科大学 会津医療センター 小腸大腸肛門科）

共催：堀井薬品工業株式会社・株式会社AZE

第3部　14：30～16：00　［ 大腸 CT 読影自由演習 ］ （事前申込制）

症例解説・ナビゲーター：	清水 徳人（まつおかクリニック） 
奥田 晃英（中井記念病院） 
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第2日目　8月27日日

医師研修会（別館2F 会議室6）

 司会：平井 都始子（奈良県立医科大学） 
平成29年度 近畿支部医師研修会　9：20～11：40 伊藤 　高広（奈良県立医科大学）

（事前登録制）

　　1 がん検診の理論と過剰診断
西田 博（医療法人城見会 アムスニューオータニクリニック）

　　2 内視鏡によるHp 未・現・既の鑑別診断　―内視鏡は最後の砦―
寺尾 秀一（加古川中央市民病院 ）

　　3 大腸がん検診と大腸がんをめぐる最新の話題
藤井 久男（平和会吉田病院 消化器内視鏡・IBDセンター）

　　4 肝がん・肝炎検診における超音波検査の位置づけ
飯島 尋子（兵庫医科大学 超音波センター）

超音波研修会（別館2F 会議室5）

第32回近畿支部超音波研修会　9：30～11：45

（地方会参加者は無料）

9：30～11：00    司会：西村 重彦（住友病院） 

　　1　 症例検討 

「症例から学ぶカテゴリー分類」
症例提示： 森   雅美（宝生会 PL病院） 

関     康（市立池田病院） 
田中 弘教（宝塚市立病院）

11：00～11：45    司会：川崎 靖子（大阪市立総合医療センター） 

　　2　教育講演 

「胆膵超音波診断の現状と課題」
岡部 純弘（加古川中央市民病院 消化器内科）


