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会　長：萩原廣明（萩原内科医院）
会　期：2019年　月29日（日）9
会　場：前橋テルサ（群馬県前橋市千代田町2－5－1）
会　費：医師3,000円　その他2,000円

【お問い合わせ先・事務局】

第79回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会事務局

萩原内科医院（千明未佳　萩原廣明　金田佳子）

〒379-2106　群馬県前橋市荒子町1585-2

TEL：027－268－1415

FAX：027－268－1416

E-mail：gankenshin79@fol.hi-ho.jp

ホームページ：http://www.jsgcs-kanto-79th.jp/
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会場案内

交通のご案内

■　JR
　　「JR前橋駅」下車。タクシーまたは、下記バスにて約　分。徒歩約20分。距離約1.2km。5

■　バス
　　群馬バス・関越交通、群馬中央バス・上信電鉄・永井バス等
　　「JR前橋駅」のりば・・・①、②、⑤
　　最寄りのバス停
　　渋川方面より　国道17号「千代田町二丁目」下車、　 分0
　　前橋駅より　国道17号「千代田町二丁目」下車、　 分1
　　前橋駅より　 　国道50号「本町」下車、　 分 3

■　コミュニティサイクル
　　前橋駅・新前橋駅などからテルサまで、乗り捨て可能な貸自転車が利用できます。
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駐車場のご案内
■　駐車場は市営パーク千代田、市営パーク　番街をご利用いただき、駐車券をお持ちください。 5

◆国道17号高崎方面より
「市営パーク千代田」入口よりお入りください。
「市営パーク千代田」と「市営パーク　番街」は5
地下道で連結しております。
「市営パーク千代田」入口より地下道を通り
駐車してください。
◆国道17号渋川方面より
「市営パーク　番街」手前信号を左折し5
矢印の通りお入りください。
テルサ南信号を左折し矢印の通りお入りください。

●「市営パーク城東」駐車場もご利用頂けます。
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会 長 挨 拶

　このたび、第79回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会を平成31年（2019年）　 月299

日（日曜日）に前橋テルサにて開催させていただくことになりました。伝統ある本会の会長を務

めさせていただくことは身に余る光栄に存じます。本学会は、医師、診療放射線技師、臨床検査

技師、保健師等、消化器がん検診に携わる多職種の会員から成り立っているため、すべての会員

にとって有意義な学会となるよう準備を進めさせていただいております。

　今回のテーマは「これからの消化器がん検診を考える」といたしました。胃X線検診は、本学

会より読影判定区分（カテゴリー分類）が策定されたことで、精度向上が期待されています。胃

内視鏡検診は今後全国的に導入されていくと考えられますが、解決すべき課題も残っており、ま

た、見逃しのない胃内標準撮影法を学会として早急に構築する必要があります。胃がんリスク層

別化検診も効率的で有用な検診法ですが、クリアすべき課題がまだありそうです。腹部超音波検

診では検診判定マニュアルが活用されており、その有用性と課題が議論されています。大腸がん

検診は受診率の向上と精検受診率の向上が今後の課題であり、大腸内視鏡検診や大腸CT検診の

可能性も考えていかなければなりません。本学会では、特別講演、教育講演、パネルディスカッ

ションでこの課題を取り上げ、皆さまから忌憚ないご意見をいただき、これからの消化器がん検

診の受診率と精度の向上につながる議論ができるものと考えています。

　会場の前橋市は関東平野の北西、上毛三山の一つである赤城山南麓に位置し、市内を利根川と

広瀬川が流れ、緑も多く水資源に恵まれた街です。会場近くには、群馬県の迎賓館として明治17

年に建てられた臨江閣、緑豊かな前橋公園、広瀬川沿いに萩原朔太郎記念館、群馬のソウルフー

ド「焼きまんじゅう」の元祖の店もございますので、時間があれば足を運んでいただくのもよろ

しいかと存じます。

　多くの会員の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

第79回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会

会　長　　萩　原　廣　明
（萩原内科医院）

第79回地方会開催にあたって
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第1会場（500名）
開会の辞　大会長　萩原廣明

保健衛生研修委員会シンポジウム

司会：小川敬子
　　：浦島有希

コメンテーター：小田丈二

9：10-11：10

関東甲信越支部総会
14：15-14：30

閉会の辞　次期会長　山口和也

パネルディスカッション

「これからの胃がん内視鏡検診を考える」

司会：齋藤洋子
　　 中島寛隆

14:35-16:45

第2会場（180名） 第3会場（120名） 第4会場（50名）

「より良い消化器がん検診を目指して
これまでの取り組みと今後の課題」
ｰ受診率向上、事後フォロー、精度管理
安全対策ｰ

放射線研修委員会

パネルディスカッション

9：15-11:10

放射線研修委員会
内視鏡研修委員会合同研修会

アンサーパットを用いた症例検討会

司会：小田丈二
　　　茂木文孝

15:15-16：45

協力：カイゲンファーマ

「読影の補助を生かすための
透視観察・追加撮影の技術とは」

超音波研修委員会

パネルディスカッション

超音波スクリーニング法2019
これで良いのか

超音波スクリーニング
ー記録断面と走査法を見直すー

その3

司会：若杉聡
　　　　岩田良隆 

9：15-11：10

ザ・ベストイメージングコンテスト

11:20-11：50

ザ・ベストイメージングコンテスト表彰
16：25-16：45

一般演題

14：25-15：05

超音波関連

代議員会

13：20-14：00

プログラム委員会

14：25-14：55

超音波研修委員会教育講演

講師　松本直樹

15：15-16：15

教育講演1

講師：鈴木康元
司会：村田　聡
11:15-12:10

スポンサードセミナー
講師：浦岡敏夫

「消化器がん内視鏡治療の最前線」
司会：入口陽介
12：15-13：10

共催：オリンパスメディカル

「がん検診としての大腸内視鏡検診を
考える」

教育講演3

講師：永田浩一
司会：山口和也
11:15-12:10

一般演題

13：05-13：45

放射線関連

放射線研修委員会教育講演会
トピックスレクチャー
講師　小田丈二
14：35-15：10

「がん検診としての大腸CT検診を考える」

教育講演2

講師：成澤林太郎
司会：赤松泰次　
13：15-14：05

「上部消化管検診における見逃しのない
内視鏡観察・撮影法を考える」

第79回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会　プログラム
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会　長：山口和也

　　　　（公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健診センター消化器内科）

会　期：2020年10月18日（日）

会　場：オークラ千葉ホテル（千葉市中央区中央港1－13－3）

参加費：3,000円

【お問い合わせ先・事務局】

第80回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会事務局

公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健診センター　消化器内科

〒261－0002　千葉市美浜区新港32－14

TEL：043－246－8664

大会長　山口和也

E－mail：ka－yamaguchi＠kenko－chiba.or.jp

事務局長　中川由紀

プログラム委員長　稲田麻里

ホームページ： 準備中
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会 長 挨 拶

　この度、第80回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会を、2020年10月18日（日）にオー

クラ千葉ホテル（千葉市中央区）にて開催させていただくことになりました。関東甲信越支部は

1971年に、市川平三郎先生が中心になって設立されました。第　回の関東甲信越地方会は19711

年　月　日に開催されました。ちなみに私の誕生日は1971年　月　日です。胃集団検診から始2 5 2 9

まり、大腸がん検診、腹部超音波検査、内視鏡と対象検査が広がり今日に至ります。千葉県のが

ん検診受診率は決して良い数字ではありません。一部の方が毎回受診されていて、受診しない方

は受診しない現状です。市民の皆様に受け入れていただく検診のありかたを今一度みなさんに考

えていただき、今後の検診の進む道を提案したいと思います。教育講演、医師認定講習会、放射

線研修委員会、超音波研修委員会を予定しています。多くの関係者の参加をお待ちしています。

第80回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会

会　長　　山　口　和　也
（ちば県民保健予防財団　総合健診センター　消化器内科）

第80回地方会開催にあたって
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　今号は、第79回関東甲信越地方会関係、第80回関東甲信越地方会関係、超音波研修委員会セミ

ナーの案内を掲載いたしました。

　第79回関東甲信越地方会関係ではプログラムを掲載いたしました。各会場の朝一番目のセッ

ションは、シンポジウムとパネルディスカッションです。白熱した議論が予想されます。是非朝

一番から来場してください。教育講演、ランチョンセミナー、そして午後にもパネルディスカッ

ション、症例検討会が配置されています。第79回地方会のメインテーマは「これからの消化器がん

検診を考える」です。本学会で胃X線検診読影判定区分が策定され、精度向上につながればよいな

と思っています。地域胃X線検診受診者が年々減少しており、画像閲覧および読影所見入力ソフト

ウェアを利用し行っている施設にとっては、ソフトウェア更新を行う予算をいつ確保できるか先

が見えない現状です。受診者の固定化といいましょうか、内視鏡を毎年受診したい方もいらっ

しゃいますし、胃X線検診は毎年受けたい方もいらっしゃいますし、検診は受けない、受けたくな

いという方もいらっしゃいます。固定観念を打ち破る何かが必要だと思います。内視鏡検診の導

入は、固定観念が変わるきっかけになっていると思っています。

　大腸がん検診、腹部超音波検査についても、まだまだ拡大発展が見込めます。もっと皆さんが勉

強して知識を深めていただきたいです。

　今我々にやれることは、とにかくみんなで力を合わせて、ひとつずつ、着実に安全安心な検診を

行っていくことです。今後ともよろしくお願いいたします。

公益財団法人ちば県民保健予防財団　総合健診センター

　山口　和也　
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編集委員　　小田　丈二　　岡田　義和　　神宮字　広明　　山本　美穂　　
　　　　　　石井　崇雄　　木村　友子　　渡邉　綾子
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