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8月24日土 第48回日本消化器がん検診学会近畿地方会プログラム時間表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
西館1F テルサホール 東館2F セミナー室 東館2F 中会議室 東館2F 視聴覚研修室

9：２５
9：30

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

1７：00

13：10～13：20 幹事会報告

開会の辞 阪上 順一
9：30～11：30

シンポジウム１
「内視鏡検査は
大腸がん検診の
modalityとなり得るか？」
司会：西田 博

（アムスニューオータニクリニック）

吉田 直久
（京都府立医科大学 消化器内科）

基調講演：松田 一夫
（公益財団法人 福井県健康管理協会・
県民健康センター）

12：00～13：00

ランチョン
セミナー1

「膵臓癌に挑む：現状と展望」

13：30～16：30

医師研修会＆
放射線研修会
司会：中島 滋美

（JCHO滋賀病院 総合診療科）

講演1． 水野 雅之
（大阪府済生会吹田医療福祉センター
健都健康管理センター）

講演2． 伊藤 高広
（奈良県立医科大学 放射線医学教室）

講演3． 西大路 賢一
（京都第二赤十字病院 健診部）

講演4． 田中 順子
（地方独立行政法人 市立大津市民
病院 健診センター・消化器内科）

閉会の辞 阪上 順一

9：30～11：30

特別企画1
「大腸CTの実際1
～前処置から撮影まで～」
司会：松木 充

（近畿大学医学部 放射線科）

松岡 正樹
（まつおかクリニック）

13：05～13：45
特別企画2

「大腸CTの実際2
～画像解析～」
司会：宮地 和明

（社会医療法人中央会 尼崎中央病院）

12：00～13：00

ランチョン
セミナー2

「大腸CTの現状」

14：00～16：00

市民公開講座
「消化器がんの検診
および最新の治療」
司会：吉田 直久

（京都府立医科大学 消化器内科）

講演1． 土肥 統
（京都府立医科大学 消化器内科）

講演2． 保田 宏明
（京都府立医科大学 消化器内科）

講演3． 吉田 直久
（京都府立医科大学 消化器内科）

9：30～11：30

特別企画3
「近畿2府4県の消化器
がん検診の業務フロー」
司会：水田 和彦

（公益財団法人 滋賀県健康づくり財団）

上原 里程
（京都府立医科大学 地域保健医療疫学）

13：00～15：00

特別企画4
「地域連携を推進するための
地域の役割分担に関する
多施設合同会議」
司会：三宅 隼人

（市立奈良病院 消化器内科）

服部 聖子
（滋賀医科大学医学部附属病院 腫瘍
センター）

ミニレクチャー
ケースカンファレンス

15：10～17：10

産業医研修会
「事業所からみた産業医が
消化器がん検診に
期待すること」

司会：佐野 敦
（近畿健康管理センター 大阪事業所）

10：30～11：30

Debate on the Dais Session
「超音波検診後の精検法」

司会：諏訪 兼敏
（京都府立医科大学 消化器内科）

12：00～13：00

ランチョン
セミナー3

「AIを含めた富士通の最新の
取り組み ～個別化（ゲノム）
医療、バイオバンクについて～」

15：10～17：10

産業医研修会
中継会場
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第5会場 第6会場 第7会場 展示会場
東館3F 大会議室 東館3F D会議室 西館3F 第2会議室 西館2F テルサホールロビー

9：２５
9：30

10：00

11：00

12：00

13：00

機

器

展

示

学

生

ポ
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タ

ー

セ

ッ

シ

ョ

ン

14：00

15：00

16：00

1７：00

9：30～11：30

シンポジウム2
「胃内視鏡検診」
司会：小林 正夫

（京都第二赤十字病院 健診部）

趙 栄済
（京都予防医学センター 消化器内科）

12：00～13：00

ランチョン
セミナー4

「膵がん早期発見に
おける超音波の役割」

14：00～16：00

超音波研修会

1．症例検討会
司会：西村 重彦
（住友病院 外科）

16：00～17：00

2．教育講演
「膵疾患における
超音波診療」
司会：平井 都始子

（奈良県立医科大学 総合画像
診断センター）

講師：北野 雅之
（和歌山県立医科大学 消化器内科）

9：30～11：00

特別企画5
「消化器がん検診に
おける看護師／技師／
管理士の役割」
司会：藤山 孝之

（京都予防医学センター 集団検診課）

長坪 由香
（京都工場保健会 診療部）

12：00～13：00

ランチョン
セミナー5

「大腸腫瘍に対する
大腸内視鏡治療の進歩」

「大腸内視鏡診療の進歩
～腫瘍の発見・診断について～」

13：30～15：30

保健衛生研修会
「がん検診
どうやってマネージ
メントしてますか？」
司会：渡邉 能行

（京都先端科学大学 健康医療
学部看護学科）

講師：中山 富雄
（国立がん研究センター 社会と
健康研究センター 検診研究部）

11：30～12：30

幹 事 会
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プログラム
8月24日土

第1会場（西館1F テルサホール）

開会の辞 9：25～9：3０

日本医師会生涯教育制度指定講習会
11．予防と保健／1．0単位
12．地域医療／1．0単位

シンポジウム1 「内視鏡検査は大腸がん検診のmodalityとなり得るか？」 9：30～11：3０

司会：西田 博 （アムスニューオータニクリニック）
吉田 直久（京都府立医科大学 消化器内科）

基調講演
日米における大腸がん検診の現状 －死亡率減少のエビデンスを含めて－
松田 一夫（公益財団法人 福井県健康管理協会・県民健康センター）

S1―1 大腸内視鏡施行歴がある便潜血陽性患者の大腸がんリスク
河村 卓二（京都第二赤十字病院 消化器内科）

S1―2 70歳代の高齢者における便潜血検査による大腸がん検診の現状とその課題
吉田 直久（京都府立医科大学 消化器内科）

S1―3 大腸癌健診における大腸内視鏡検査の現状（開業医の立場から）
岩野 正宏（内科・消化器内科 岩野医院）

S1―4 大腸がん検診を見据えた大腸カプセル内視鏡検査
佐野村 誠（北摂総合病院 消化器内科）

S1―5追加発言 下部内視鏡挿入時におけるアルギン酸ナトリウム溶液散布による挿入性向上効果の検討
奥村 嘉章（いしやま内科整形外科）

総合討論

ランチョンセミナー1 12：00～13：0０

司会：仲 成幸（医療法人社団昂会 日野記念病院）

「膵臓癌に挑む : 現状と展望」
竹山 宣典（近畿大学医学部・大学院医学研究科 外科学教室）

共催：マイラン EPD合同会社
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幹事会報告 13：10～13：20

日本医師会生涯教育制度指定講習会
07．医療の質と安全／1．0単位
11．予防と保健／1．0単位
12．地域医療／1．0単位

医師研修会＆放射線研修会 13：30～16：30

司会：中島 滋美（JCHO滋賀病院 総合診療科）

講演1． カテゴリーをつなぐ －腹部超音波検診判定マニュアルのエンドユーザーから
開始と運用の実際報告－
水野 雅之（大阪府済生会吹田医療福祉センター 健都健康管理センター）

質疑応答

講演2． 胃X線検診の現状・課題・展望
伊藤 高広（奈良県立医科大学 放射線医学教室）

質疑応答

講演3． 健診から明らかになった日本人NAFLD －非肥満NAFLDと遺伝子 PNPLA3の関与－
西大路 賢一（京都第二赤十字病院 健診部）

質疑応答

講演4． 大腸がん検診の現状と課題、将来展望
田中 順子（地方独立行政法人 市立大津市民病院 健診センター・消化器内科）

質疑応答

閉会の辞 16：3０～
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第2会場（東館2F セミナー室）

日本医師会生涯教育制度指定講習会
11．予防と保健／1．5単位

特別企画1 「大腸CTの実際1 ～前処置から撮影まで～」 9：30～11：30

司会：松木 充 （近畿大学医学部 放射線科）
松岡 正樹（まつおかクリニック）

SP1―1 便潜血検査後の大腸CTにて特異な病変形態により残渣との鑑別に苦慮した鋸歯状腺腫の一例
奥田 晃英（中井記念病院）

SP1―2 超低用量の経口腸管洗浄剤（ピコプレップⓇ）を用いた大腸CT検査について
小阪 寿幸（高石藤井病院）

SP1―3 当院における手動送気での大腸CTの現状
谷口 実（愛寿会同仁病院 放射線科）

SP1―4 大腸がん減少を目的とした検診における大腸CT検査の取り組み
矢頭 賢太郎（医療法人 谷口クリニック 放射線科）

SP1―5 過疎地で行う当院の大腸CT検査の現状
榎本 泰三（医療法人 榎本医院）

SP1―6 大腸CT検査（CTC）一般健診施設での取り組みご紹介
中院 達也（中院クリニック）

SP1―7 当センターにおける大腸CT撮影の実際
蓮尾 智之（公益財団法人 大阪がん循環器病予防センター）

SP1―8 市中病院における大腸CT検査の実際
田中 順子（地方独立行政法人 市立大津市民病院 健診センター・消化器内科）

ランチョンセミナー2 12：00～13：0０

司会：松岡 孝明（中井記念病院 放射線科）

「大腸CTの現状」
山﨑 通尋（医療法人 山下病院 放射線部）

共催：アミン株式会社
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日本医師会生涯教育制度指定講習会
09．医療情報／0．5単位

特別企画2 「大腸CTの実際2 ～画像解析～」 13：05～13：45

司会：宮地 和明（社会医療法人中央会 尼崎中央病院）

SP2―1 大腸CTにおける最新の被ばく低減技術と
AI 技術を応用した大腸CT画像の様々な健診への応用の紹介
折田 齊倫（株式会社日立製作所）

SP2―2 大腸検査におけるCT最新技術
鎌田 歩（キヤノンメディカルシステムズ株式会社）

SP2―3 AZE VirtualPlace 大腸解析ソフトウエアの紹介
中澤 雅美（株式会社AZE）

SP2―4 ZIOSTATION2におけるCT大腸解析
青笹 大典（アミン株式会社）

市民公開講座 「消化器がんの検診および最新の治療」 14：00～16：00

司会：吉田 直久（京都府立医科大学 消化器内科）

講演1． 胃がん検診と内視鏡検査の進歩
土肥 統（京都府立医科大学 消化器内科）

講演2． 膵がん検診の課題と集学的治療の進歩
保田 宏明（京都府立医科大学 消化器内科）

講演3． 大腸がん検診の重要性と最新の大腸内視鏡検査
吉田 直久（京都府立医科大学 消化器内科）
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第3会場（東館2F 中会議室）

日本医師会生涯教育制度指定講習会
06．医療制度と法律／0．5単位 07．医療の質と安全／0．5単位
13．医療と介護および福祉の連携／1．0単位

特別企画3 「近畿2府4県の消化器がん検診の業務フロー」 9：30～11：30

司会：水田 和彦（公益財団法人 滋賀県健康づくり財団）
上原 里程（京都府立医科大学 地域保健医療疫学）

SP3―1 京都府における消化器がん検診体制
十亀 義生（京都府立医科大学 消化器内科）

SP3―2 滋賀県と連携して進める大津市のがん検診事業
中村 由紀子（大津市保健所長、滋賀県がん検診検討会胃がん部会）

SP3―3 がん検診受診率向上強化への取り組み状況について ～受診しやすい環境の整備～
渡辺 ひろこ（堺市健康福祉局健康部健康医療推進課）

SP3―4 兵庫県のがん対策
山下 輝夫（兵庫県健康福祉部（がん対策担当）兼健康局疾病対策課）

SP3―5 姫路市肝炎ウイルス検診の現状と今後の課題
髙橋 佑未（姫路市医師会）

SP3―6 奈良県における対策型胃がん検診（胃内視鏡検診）の取組と精度管理について
大井 久美子（奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課）

SP3―7 和歌山県の胃がん検診の現状と対策
野尻 孝子（和歌山県福祉保健技監）

日本医師会生涯教育制度指定講習会
10．チーム医療／0．5単位 80．在宅医療／0．5単位
12．地域医療／0．5単位 81．終末期のケア／0．5単位

特別企画4 「地域連携を推進するための地域の役割分担に関する多施設合同会議」 13：00～15：00

司会：三宅 隼人（市立奈良病院 消化器内科）
服部 聖子（滋賀医科大学医学部附属病院 腫瘍センター）

SP4 地域連携を推進するための地域の役割分担に関する多施設合同会議
三宅 隼人（市立奈良病院 消化器内科）

テーマ・目的：消化器がん診療において、その発見から治療、そして残念ながら最期を迎える者もいる中
で多種多様の職種が関わっている。今回は様々な施設の多職種で、消化器がんが検診で見つかってから
最期を迎えるまでの過程で現在はどういった段階でどういった職種の関わりがあり、またそこにどう
いった改善点があるのかなどを幅広くディスカッションすることで各自のフィールドにおける消化器が
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ん患者との関わりに更なる発展を期待する。
前半：ミニレクチャー
① 行政としての消化器がん検診に対する取り組み
長岡正尚（京都府健康対策課 主幹兼係長）
② 産業保健における消化器がん患者との関わり
志摩 梓（株式会社平和堂 健康サポート室、滋賀医科大学 客員助教）
③ 消化器がん治療について
三宅隼人（市立奈良病院 消化器内科）
④ 緩和ケアについて
上野博司（京都府立医科大学 疼痛緩和ケア科 准教授）
⑤ 在宅治療・ケアについて
渡辺康介（医療法人社団都会 渡辺西賀茂診療所）

後半：ケースカンファレンス
司会：三宅隼人（市立奈良病院 消化器内科）

服部聖子（滋賀医科大学医学部附属病院 腫瘍センター）

ケースカンファレンスディスカッサント
産業保健
・志摩 梓（株式会社平和堂 健康サポート室、滋賀医科大学 客員助教）
急性期治療
・赤松尚明（近江八幡市立総合医療センター 消化器内科 部長）
病棟看護師
・田島正惠（京都府立医科大学附属病院 看護師長）
外来看護師
・小倉知子（滋賀医科大学医学部附属病院 腫瘍センター がん化学療法看護認定看護師）
地域連携
・井上未希（地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター MSW）
・岡 薫（京都府立医科大学附属病院 地域連携室／緩和ケア病棟 看護師）
・中澤昌子（京都府立医科大学附属病院 地域連携室 看護師）
緩和ケア
・上野博司（京都府立医科大学 疼痛緩和ケア科 准教授）
・吉岡とも子（京都府立医科大学附属病院 がん専門看護師）
在宅ケア
・渡辺康介（医療法人社団都会 渡辺西賀茂診療所）

日本医師会生涯教育制度指定講習会
01．医師のプロフェッショナリズム／1．0単位
06．医療制度と法律／1．0単位

産業医研修会 「事業所からみた産業医が消化器がん検診に期待すること」 15：10～17：10

司会：佐野 敦（近畿健康管理センター 大阪事業所）

IM1 弊社の消化器がん検診の現状・課題・展望 ～健保主導型モデルの紹介～
伊藤 正人（パナソニック健康保険組合 健康管理センター）

IM2 産業保健の特徴と消化器がん検診に期待すること
中西 一郎（東レ株式会社滋賀事業場健康管理センター）

IM3 産業医による職域におけるがん検診およびがん対策の推進
櫻木 園子（一般財団法人 京都工場保健会）
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IM4 膵腺房細胞癌の事例から学ぶ、困難なケースにおける治療と就労の両立支援
阪上 優（京都大学環境安全保健機構健康管理部門健康科学センター）

産業医ワンポイント・レクチャー
「あなたは、もうできますか？ 療養・就労両立支援指導料1000点」
谷口 知子（京都府立医科大学附属病院 地域医療連携室 がん相談支援センター）

第4会場（東館2F 視聴覚研修室）

日本医師会生涯教育制度指定講習会
15．臨床問題解決のプロセス／1．0単位

Debate on the Dais Session 「超音波検診後の精検法」 10：30～11：30

司会：諏訪 兼敏（京都府立医科大学 消化器内科）

DSr1 検診腹部超音波検査にて限局性低脂肪域と判断したが、転移性肝癌であった1症例
新井 英弘（医療法人警和会 第二大阪警察病院）

DSr2 検診USにて発見された十二指腸乳頭部癌の一例
櫻井 沙綾（住友病院 診療技術部）

DSr3 膵癌との鑑別に難渋した自己免疫性膵炎の一例
錦 昌吾（PL 病院 中央臨床検査部 生理機能検査科）

DSL1 肝臓超音波検診後の精査法
森口 理久（京都府立医科大学 消化器内科）

DSL2 超音波検査後の胆膵疾患における精検法
提中 克幸（京都府立医科大学 消化器内科）

ランチョンセミナー3 12：00～13：0０

司会：岡垣 篤彦（独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター）

「AI を含めた富士通の最新の取り組み ～個別化（ゲノム）医療、バイオバンクについて～」
茂櫛 薫 （東京医科歯科大学大学院 分子腫瘍医学講座 非常勤講師・順天堂大学大学院 難治性疾患診断・治療学

非常勤講師・富士通株式会社 公共・地域営業グループ ビジネスクリエーション統括部 共創ビジネス推進部）

田村 憲一（富士通株式会社 公共・地域営業グループ ビジネスクリエーション統括部 共創ビジネス推進部）

共催：富士通株式会社

産業医研修会 中継会場 15：10～17：10
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第5会場（東館3F 大会議室）

日本医師会生涯教育制度指定講習会
11．予防と保健／1．0単位
12．地域医療／1．0単位

シンポジウム2 「胃内視鏡検診」 9：30～11：3０

司会：小林 正夫（京都第二赤十字病院 健診部）
趙 栄済 （京都予防医学センター 消化器内科）

S2―1 当県における対策型胃内視鏡検診の現状と課題
赤羽 たけみ（奈良県立医科大学 消化器・内分泌代謝内科）

S2―2 和歌山市における対策型胃がん検診の現状と課題
井口 幹崇（和歌山県立医科大学 消化器内科）

S2―3 高槻市における胃がん対策の一環としての内視鏡検診
本郷 仁志（藤田胃腸科病院）

S2―4 大阪市の対策型胃内視鏡検診の課題とその対策
辰巳 嘉英（パナソニック健康保険組合 健康管理センター）

総合討論

ランチョンセミナー4 12：00～13：0０

司会：保田 宏明（京都府立医科大学 消化器内科）

膵がん早期発見における超音波の役割
蘆田 玲子（大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 検診部 消化器検診科）

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

超音波研修会 1．症例検討会 14：00～16：0０

司会：西村 重彦（住友病院 外科）

CD1 カテゴリー判定に苦慮する肝腫瘤
川端 聡（住友病院 診療技術部 超音波技術科）

CD2 肝内多発低エコー結節
関 康（市立池田病院 放射線科）
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CD3 顎下部の腫脹が発見の契機となった膵病変の1例
長田 剛（医療法人善正会上田病院 超音波検査室）

CD4 診断に苦慮した膵病変の1例
坂井 貴光（京都府立医科大学附属病院 医療技術部 臨床検査技術課）

CD5 体位変換が有用であった膵嚢胞性病変の1例
金久保 雄樹（水海道さくら病院 放射線科（エコーライン千葉））

超音波研修会 2．教育講演 16：00～17：0０

司会：平井 都始子（奈良県立医科大学 総合画像診断センター）

「膵疾患に対する超音波診療」
北野 雅之（和歌山県立医科大学 消化器内科）

第6会場（東館3F D会議室）

日本医師会生涯教育制度指定講習会
04．医師－患者関係とコミュニケーション／0．5単位
10．チーム医療／1．0単位

特別企画5 「消化器がん検診における看護師／技師／管理士の役割」 9：30～11：00

司会：藤山 孝之（京都予防医学センター 集団検診課）
長坪 由香（京都工場保健会 診療部）

SP5―1 胃がん検診に関わる看護師としてできること
～医師と看護師の連携から看護師だからできることまで～
玉村 祐美子（一般財団法人 京都工場保健会診療所）

SP5―2 Total colonoscopy における SD弯曲の弯曲分析と用手圧迫の対応
関岡 時子（滋賀医科大学 臨床看護学講座）

SP5―3 これほど違う《健診エコー》と《精査エコー》
北野 智美（京都府立医科大学附属病院 医療技術部 臨床検査技術課）

SP5―4 院内がん登録情報と将来推計人口から計る5大がん患者数予測分析
正木 義朗（大阪医科大学附属病院）

SP5―5 当法人における消化器がん検診への取り組み ～病院と健診センターの協働について～
野村 典子（健診センター・キタデ）
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ランチョンセミナー5 12：00～13：0０

司会：丸山 恭平（京都きづ川病院）

講演1．「大腸腫瘍に対する大腸内視鏡治療の進歩」
井上 健（京都府立医科大学 消化器内科）

講演2．「大腸内視鏡診療の進歩 ～腫瘍の発見・診断について～」
吉田 直久（京都府立医科大学 消化器内科）

共催：EAファーマ株式会社

保健衛生研修会 13：30～15：3０

司会：渡邉 能行（京都先端科学大学 健康医療学部看護学科）

「がん検診 どうやってマネージメントしてますか？」
中山 富雄（国立がん研究センター 社会と健康研究センター 検診研究部）

第7会場（西館3F 第2会議室）

幹事会 11：30～12：3０
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展示会場（西館2F テルサホールロビー）

学生ポスターセッション （発表はございません）

P―1 PET 検診を１０年間うけていたが膵癌にて不幸な転帰をたどった１例
阪上 桃帆（滋賀医科大学医学部医学科２回生）

P―2 初診日から１３日で在宅死亡した膵癌の１例
田中 聡行（京都府立医科大学医学部医学科４回生）

P―3 膵頭部腫瘤による閉塞性膵炎・閉塞性黄疸をきたした急性骨髄性白血病の一例
阪上 嶺（京都大学医学部医学科４回生）

P―4 貧血で発見されスコープ通過不可進行大腸癌の１例～大腸CTの有効性の検討～
多田 浩気（大阪大学医学部医学科６回生）


