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会 長 挨 拶

　令和元年　月29日（日曜日）に、前橋テルサにおいて第79回日本消化器がん検診学会関東甲信9
越支部地方会を開催させていただきました。前橋市は夏の暑さが厳しいうえ、新幹線もなく不便
なことから、参加者が少ないのではと心配しておりましたが、459名もの多くの皆様にお越しい
ただきました。本当にありがとうございました。
　今回のテーマは、「これからの消化器がん検診を考える」とさせていただきました。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」では、精度管理や受診率向上のための各
自治体の取り組みについて発表いただき、教育講演では、上部消化管検診における見逃しのない
内視鏡観察･撮影法はどうすべきか、大腸がん死を減らすために、大腸内視鏡検診や大腸CT検診
の導入は実現可能なのかについて、各分野のエキスパートの先生にご講演いただくことが出来ま
した。また、放射線部会と超音波部会でも、エキスパートの先生に教育講演いただき、パネル
ディスカッションでは活発な討論が繰り広げられました。昨年より始まったアンサーパッドを用
いた胃症例検討会も非常に勉強になったものと思います。更に今回は、保健衛生部会のシンポジ
ウムを企画させていただき、自治体、検診施設、事業所での消化器がん検診における保健師さん
の取り組みをご報告いただきました。消化器がん検診において保健師さんが非常に重要な役割を
果たされていることを、再認識させていただいた次第です。この企画は来年以降も長く継続され
ていくことを望んでやみません。
　今回の地方会は個人医院が事務局で、実質的な事務局員は会長一人だったために、ご参加いた
だきました皆様には大変ご迷惑をおかけしたことと思いますが、多くの学会員の方からのご協力
とご指導をいただきまして、無事に会を終えることが出来ました。また、会場の設営と当日の運
営に際しましては、群馬県健康づくり財団の技師･保健師の皆様に大変ご協力をいただきました。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。
　最後に、来年度の第80回地方会（山口和也会長）の盛会と、消化器がん検診の更なる広がりを
祈念して、御礼のご挨拶とさせていただきます。

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回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会を終えて
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第12回　2019年
ザ・ベストイメージング・コンテスト優秀作品

【最優秀賞】

【優秀賞】
　武井　章矩　（日本大学病院　消化器内科）

　片山　和弥　（医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター）

診 断 名：消化管穿孔
患　　者：70歳代　男性
使用機種：GE Healthcare　LOGIQ E10
周 波 数：9.0MHz
コメント（術者の一言）
　魚骨が原因でした。

診 断 名：SS胆嚢がん
患　　者：40歳代　男性
使用機種：Canon　Aplio 300
周 波 数：7.5MHz
コメント（術者の一言）
　胆嚢底部の広基性の病変がキレイ
に描出出来ました！
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【特別賞】
　松本　知子　（医療法人社団　せいおう会　鶯谷健診センター）

診 断 名：右側臥位での正常膵尾部
患　　者：50歳代　男性
使用機種：Canon　Aplio 300
周 波 数：3.5MHz
コメント（術者の一言）
　体位変換を数回繰り返しました。
手間を惜しまないと脾門部まで膵尾
部が鮮明に描出できました。
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会　　　　　　告

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11月29日（日）

会　場：オークラ千葉ホテル（千葉市中央区中央港　-13-　）1 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：　https://jsgcs-kanto-80th.wixsite.com/jsgcs-kanto-80th
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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11月29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。胃集団検診から始まり、大腸がん検診、腹部超音波検査、内視鏡2 5

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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第15回　超音波セミナー in 新潟　開催のご案内新新新新新新潟潟潟潟新潟潟　開 案内内内内内内内内内内内内内内開開開 案ご開催のののののののののごご開 ののののののののご案ご開開開開催の開催 ごセセセセセセセセセセセセセセセセミミミミミミミナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーー超超超超超音波波セセ超超音超超超超超第第第 回　第 回第第 5回回555回回11111111111111111111111第 nn  inn第15回　超音波セミナー in 新潟　開催のご案内
実行委員長　関根　厚雄（新潟県労働衛生医学協会）実実実実実実実実行行委員員員長長長　長長長長長 厚厚厚雄（新潟県労働衛 会）））））））医医医学学学学学学学協協会会医医医学学学学学衛生生医生 学医学衛生生新新潟県県労労労働衛労県労県労働労働労働衛労働厚厚厚雄関関関根根根根　実行委員長　関根　厚雄（新潟県労働衛生医学協会）

10:00～10:05     
　　開会の辞　　4F国際会議室
10:10～12:00（ハンズオンは9:30～）　
　　ハンズオン　会場　3F中会議室301　　　
　  ライブデモ　会場　4F国際会議室
　　「見えにくい部位の描出法（肝・腎）」
　　講師：川端　聡（住友病院診療技術部超音波技術科）
　　「領域別走査を意識した膵胆道の描出」　　
　　講師：岡庭　信司（飯田市立病院消化器科）
12:00～13:00　休憩
※4F国際会議室におきまして超音波装置メーカーに
　よる情報提供を行います
13:00～13:10　　
　　実行委員長挨拶　
　　関根　厚雄（新潟県労働衛生医学協会）
13:10～14:10　   
　　「急性腹症の超音波診断～パニック像の取り扱いを含め～」
　　講師：川端　聡（住友病院診療技術部超音波技術科）
　　座長：若林　佳美（新潟県労働衛生医学協会）
14:20～15:20　 
　  「胆管のスクリーニングを極める」
　　講師：岡庭　信司（飯田市立病院消化器科）
　　座長：筑前　明栄（新潟県保健衛生センター）
15:30～16:30　 
　　「超音波でびまん性肝疾患の臨床に生きる」
　　講師：住野　泰清（JCHO東京蒲田医療センター）
　　座長：塩路　和彦（新潟県立がんセンター新潟病院）
16:30～       
　　 閉会の辞　
17:20～
　　情報交換会　　ホテル日航新潟        ※敬称省略

プログラム

参加申込み方法

主催：超音波セミナー in 新潟 実行委員会　共催：日本消化器がん検診学会　後援：新潟県臨床検査技師会
問合せ先：新潟セミナー実行委員会事務局　新潟県労働衛生医学協会 プラーカ健康増進センター　小笠原・齋藤
〒950-0917 新潟市中央区天神1－1 プラーカ3　5F　　TEL：（025）247-4101　 FAX：（025）245-4104

＊超音波検査士資格更新指定（出席5単位）
　出席単位は午後の講演に参加することにより付与とな
ります。　
　新潟県臨床検査技師会生涯教育認定（専門教科10点）
＊機器展示(12:00～13:00)：機器展示のみは無料です
　（機器展示の参加申込みは不要です）

セミナー

ライブデモ・セミナー

ハンズオン・セミナー

参加費

2,500円

5,000円

6,000円

会員（日本消化器がん検診学会） 非会員

3,500円

6,000円

7,000円

日　時：2020年3月28日（土）
　　　　9:30～17:00（受付　9:00～4Fホワイエ　4F国際会議室　開場　9：30～）
会　場：朱鷺メッセ　4F　国際会議室　　　3F　中会議室　301　　
　　　　〒950－0078　新潟市中央区万代島6番1号　　TEL 025-246-8400

　申込み期間：令和2年2月　1日～2月29日
　申込み期間以前のメールは受付いたしません。
①新潟県臨床検査技師ホームページ（下記参照）より、申
込みファイルをダウンロードし、必要事項を入力

②申込受付アドレスにメールにて申込みファイルを貼付
し、お申込み下さい。

③件名に“超音波セミナー in 新潟　申込み”と記入
④1通のメールにつき1名の申込みとなります。      
　1通のメールで複数の申込みの場合、その申込みは受付
できません。  

新潟県臨床検査技師会検査研究部門超音波分野のページ
『 http://sinringi.or.jp/research/ultrasonic.html 』
申込受付アドレス『 choonpa2020@niwell.or.jp 』
　受付完了後、申込み時のメールアドレスに返信致しま
す。当日ご持参いただく受講票を添付致しますので、添付
ファイルを受け取れるアドレスで申込みください。

【申込み問合せ先】
新潟県労働衛生医学協会　岩室健康増進センター
　　　　　　　　　　　　久保田 （0256-82-5244）
ライブデモ：肝臓・腎臓・膵臓・胆道系（中・上級者）
ハンズオン：腹部（初級者）・乳腺（乳腺・領域リンパ節）
ランチョンセミナーはありませんが、お弁当（1000円）を
用意しますので必要な方は申込時にご記入ください。 
セミナー終了後、情報交換会を企画しております。
是非ご参加ください。
会場　ホテル日航新潟　　　17:20分開始
会費　5000円
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日本消化器がん検診学会関東甲信越支部日本消化器がん検診学会関東甲信越支部日日日 器が化器化器がんがん検診本消本 診 東甲関東関東甲信甲信越支学会学 支部部部部日本消化器がん検診学会関東甲信越支部

テーマ 『超音波でどこまでわかるのか』

第22回超音波セミナー第22回超音波セミナー
会　期：R2年4月18日（土）
　 　　午後1時～4時30分（受付開始12時30分）
会　場：東医健保会館　大ホール　東京都新宿区南元町4番地

会　費：2,000円（非会員3,000円）※事前の登録は必要ありません。

※このセミナーは、社団法人日本超音波医学会認定「超音波検査士」資格更新指定の対

象になっており、出席5単位が付与されます。

13：00－13：05　開会の辞
13：05－14：05　症例検討　 座長：関口　隆三（東邦大学大橋病院）
14：05－14：15　休憩
14：15－15：05　教育講演1　超音波でどこまでわかるのか　胆道
　　　　　　　　　　　　　　　講師：岡庭　信司（飯田市立病院）
15：05－15：15　休憩
15：15－16：05　教育講演2　超音波でどこまでわかるのか　膵臓
　　　　　　　　　　　　　　　講師：水口　安則（国立がん研究センター中央病院）
16：05　閉会の辞

問合せ先：関東中央病院画像診断科
E－mail：kensa.gazou@kanto-ctr-hsp.com
ホームページURL：http://www.mskanus.org/

プログラム
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日本消化器がん検診学会　関東甲信越支部日本本本本本本本本本消化化化化化化化化器がががががががんんんんんんんんんんんんんんんんんんん検検検検検診診診学学学学学学学学会会会会会会会会会会会会会会会会会会　関東甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲信信越支支支支部部部部日本消化器がん検診学会　関東甲信越支部

第51回　放射線研修委員会
学術集会ご案内

第51回　放射線研修委員会
学術集会ご案内

会長：中島　寛隆（公益財団法人　早期胃癌検診協会）
会期：2020年　2月15日（土）
　　　9：30～16：20（受付開始9：00）
会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1－3－7日経ビル）
　　　https://www.nikkei-hall.com/access/

【お問い合わせ・事務局】
公益財団法人　早期胃癌検診協会
工藤　泰
東京都中央区日本橋茅場町2－6－12
TEL：03－3668－6803
E－mail：kudou@soiken.or.jp
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1．9:30～10:20（50分）
　  大会長講演
　  司会：見本　真一（公益社団法人　神奈川県予防医学協会）
　  演者：中島　寛隆（公益社団法人　早期胃癌検診協会）

2．シンポジウム 10:30～11:50（80分）
　  テーマ「精度の良い画像を撮影するには」
　  ＊第 50回イメージコンテスト入賞者の撮影技術
　  司会　　中村　真（神奈川結核予防会）

　　　安藤健一（東葛病院）
　  演者
　  基準撮影法について（20分）
　  1 中村　清華　（公益社団法人　東京都がん検診センター）
　  2 中村　俊明　（立正佼成会附属校成病院）
　  追加撮影について（20分）
　  3 鍋島　将一　（公益社団法人　神奈川県予防医学協会）
　  4 木村　俊雄　（公益社団法人　神奈川県予防医学協会）
　  討論（40分）

3．スポンサードセミナー 12:00～12：50（50分）
　  協賛：キャノンメディカル
　  司会：村岡　勝美（亀田総合病院　幕張クリニック）

4． 教育講演 1　13:00～13:50（50分）
　  全衛連の画像評価結果とイメージコンテスト結果発表
　  演者：重松　綾　（こころと体の元氣プラザ）

5． 教育講演 2　14:00～14:50（50分）
　  日本消化器がん検診学会の読影補助認定制度について
　  演者：加藤　先生（宮城県対がん協会）
　  司会：見本　真一（公益社団法人　神奈川県予防医学協会）

6．エキスパートセミナー 15:00～16:20（80分）
　  読影補助に必要な日本消化器がん検診学会のカテゴリー分類について（30分）
　  司会：鵜沼　清仁
　  演者：小田　丈二（公益社団法人　東京都がん検診センター）

　  アンサーパットを用いた症例検討（50分）
　  担当：小田　丈二（公益社団法人　東京都がん検診センター）

プログラム
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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、第51回放射線研修委員会学術集会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シンポジウム、パネルディスカッション、教育講演、ランチョ

ンセミナー、症例検討会と例年通り大盛況でした。保健衛生研修委員会も盛況でした。第80回地

方会でも、良い流れを絶やさぬよう引き継いで参ろうと思います。講師、演者は、少しずつ決まり

つつある段階です。前日の令和　年11月28日（土）、大腸CTのハンズオンを企画することが決まり、2

今後準備を進めていきます。期待してお待ちください。日本消化器がん検診学会としても、大腸

CT関係は力を入れています。ホームページを是非ご覧ください。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　

編集後記

■編集委員会■
　
編集委員長　山口　和也
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　　渡邉　綾子

（非売品）


