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　日頃より、日本消化器がん検診学会　関東甲信越支部の運営にご協力を賜り誠にありがとうご

ざいます。この度、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大に伴い、お亡くなりになられ

ました方々に慎んで哀悼の意を捧げますとともに、罹患されました方々に心よりお見舞い申し上

げます。また、COVID-19との危険な闘いの最前線に身を置き、昼夜を問わず患者さんの診療に

全力を注いでおられます医療スタッフの皆様に心から敬意を表し感謝申し上げます。　 日も早い1

終息と穏やかな日常が戻ってくることを願ってやみません。

　本学会は、「消化器がん検診の普及によるがん死亡率の減少」という社会的使命のもとに、医師、

診療放射線技師、超音波検査士、保健師、内視鏡技師、自治体担当者の連携を大切に取り組んで

まいりました。関東甲信越支部では、支部の学術集会である地方会を年に１回、各県持ち回り方

式で開催し、支部活動を構成する研修委員会は、分野ごとに日本を代表するスペシャリストの委

員が、精度の高い検診の実現、普及を目的に活動しております。例えば、放射線研修委員会、超

音波研修委員会は、講習会、セミナー、ハンズオンセミナーなどを積極的に行なっております。

また、保健衛生研修委員会は、自治体や検診・健診施設の保健師や行政の担当者と連携した組織

を構築して、組織型検診の実現を目指しているところでございます。内視鏡研修委員会は、昨今、

内視鏡検診を対策型に導入している自治体が増えておりますことから、地域医師会、自治体担当

者と協力して導入前、導入後の課題に取り組んでおります。さらに、関東甲信越支部だけが持つ

編集委員会はホームページやNews letterによる広報活動を行い、会員・会員施設間の情報を共有

しております。

日本消化器がん検診学会　関東甲信越支部

支部長　　入　口　陽　介
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　以上、関東甲信越支部では地域の実情を考慮した検診の実現に向けた活動を行なってまいりま

したが、今回の新型コロナ感染症の影響に関して支部幹事会で検討した結果、完全な終息を認め

るまで、地方会やセミナーなどの活動を延期させて頂くことといたしました。今後もソーシャル

ディスタンスが必要な時期が長く続くようでしたら、Web開催など新しい開催方法を工夫して積

極的に取り入れていく予定でございます。関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますこ

とを深くお詫び申し上げます。新型コロナ感染症が終息した際には、今まで以上に魅力ある支部

活動を再開できますように、また、よりスムーズな運営ができますように準備してまいります。

今後とも、ご協力、ご指導の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

　

　石川勉前支部長から支部長を継承させて頂き、早　年間が過ぎてしまいました。これまで支部5

の運営に関しまして、運営資金が不足していた時期もあり、講演料もお支払いすることもできず、

大変ご迷惑をおかけいたしました。とくに手弁当でご協力いただきました会員の皆様に深く感謝

申し上げます。

　支部事務局は、丸山晶子様の後、昨年11月から梶原美乃様にご協力を頂いておりましたが、

　月から横山祐子様に事務局をお願いすることにさせていただきました。4

　今後とも、ご指導の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　年　月　日2 5 7
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【JDDW事務局】

〒105－0004　東京都港区新橋2－6－2　新橋アイマークビル6F

TEL：03－6550－8751

E-mail：kobe2020@jddw.jp（学会に関する内容）

E-mail：endai-jddw2020@convention.co.jp（演題に関する内容）

会　長：入口　陽介

　　　　（東京都がん検診センター消化器内科）

会　期：2020年11月　日（木）から　日（日）5 8

会　場：神戸コンベンションセンター

参加費：15,000円

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知 らららららららららららららららららららららららららららららららららお　知　ら　せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

　原稿を書いております、　 月初めの段階で、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が5
続いています。　 波が落ち着いても、　 波、　 波が来る可能性があります。この感染拡大に伴い、1 2 3
学会、研究会、講習会の中止、延期が相次いでいます。現時点で明らかになっている情報をこち
らに掲載いたします。以後に明らかになった情報は随時、関東甲信越支部ホームページに掲載し
てまいります。診療の中での感染対策はみなさんが考えていただいて、これからの時代に対応し
て進んでいただきたく存じます。

・令和　年11月29日に予定していました、第80回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会2
は、令和　年10月　日に延期となりました。3 3

・令和　年　月27日、28日に予定していました、令和　年度中級者腹部超音波実技講習会は中止2 6 2
とさせていただきます。
・第52回放射線研修委員会学術集会は、当初の予定より約　年延期させていただき、令和　年　1 4 2
月頃開催予定とさせていただきます。
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会 長 挨 拶

　この度、JDDW2020　神戸の一環として開催される、第58回日本消化器がん検診学会大会の大
会長を拝命いたしました、東京都がん検診センターの入口陽介でございます。伝統ある本学会の
会長を務めさせて頂きますことを大変光栄に存じますとともに、将来に向けて実りある学会にな
りますよう、当センターのスタッフ全員で、誠心誠意、準備を務めてまいる所存でございます。
　我が国の死因順位の第　位が悪性新生物で、年間罹患数：約100万人、死亡数：約37万人で、1
まさに、　 人に　人が悪性新生物に罹患し、　 人に　人が亡くなられています。そのうち消化器2 1 3 1
系がんが半数以上を占め、これまでも、がん対策は急務とされてきました。しかしながら、我が
国のがん診療レベルは、世界的にみて極めて高いことを考えますと、救命可能な状態で、いかに
効率的に確実に発見し治療に結びつけていくかが重要であります。2017年に発表されました、が
ん対策基本計画では、がん検診の受診率50％以上に加えて、精検受診率90％以上が達成目標とさ
れました。
　したがって、がん検診から精密検査、治療そして治療後の経過観察までの一連のシステムを構
築し、我が国においても、治療までの精度管理を整えた組織型検診の実現が、死亡率減少効果だ
けでなく医療費削減において必要です。そのためには、がん検診に携わる全ての職種が連携して、
精度管理体制構築への意識向上が重要であると日々痛感しております。さらに、刻々と変化する
がん検診を取巻く環境に対しても、最新技術の開発・投入の研究も進めていかなければなりませ
ん。
　そこで、第58回日本消化器がん検診学会大会のメインテーマは、「多職種連携・精度向上への
挑戦」とさせて頂き、海外招待講演にはWHO　IARCのBeatrice先生、特別講演には、国立がん
研究センターの中山富雄先生、また主題演題には、「胃がんX線・内視鏡検診の精度管理」と「大
腸がん検診の精密検査における精度管理」といたしました。そのほか、JDDWとして合同で開催
するプログラムなども多数ございます。是非、医師だけでなく、がん検診に携わる保健師、診療
放射線技師、超音波検査士、臨床検査技師、自治体・検（健）診施設関係者など、すべての職種
の皆様にもご発表頂きたく、さらにスポンサードイベントでも興味あるテーマの講演を予定して
おりますので、ご期待ください。
　JDDW構成　学会と連携して、日本消化器がん検診学会としての独自性を維持しながら、実り4
ある学会運営に務めてまいります。JDDWの参加を通じて、消化器疾患の診断・治療だけでなく、
今後ますます重要性を増していく消化器がん検診に興味を持って頂ける機会になればと考えてお
ります。多くの皆様のご発表とご参加を心よりお願い申し上げます。

第58回日本消化器がん検診学会大会

会　長　　入　口　陽　介
（東京都がん検診センター）
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会　長：松浦　隆志

　　　　（公益財団法人福岡県すこやか健康事業団福岡国際総合健診センター）

会　期：2020年　月30日（水）、10月　日（木）9 1

会　場：九州大学医学部百年講堂　（福岡県福岡市東区馬出3−1−1）

各種研修会（医師研修会、大腸CT検査教育研修会、大腸CT検査実践トレー

ニング）はWeb配信のみ（事前参加登録要）

【お問い合わせ先・事務局】

第59回日本消化器がん検診学会総会運営事務局

（株）JTBコミュニケーションデザイン　CO2局　CO6課

担当：北原　真理子／小野　龍矢

〒810−0072　福岡市中央区長浜1−1−35　新KBCビル4F

TEL：092−751−3244　FAX：092−751−3250

E-mail：59jsgcs@jtbcom.co.jp

ホームページ：https://jsgcs59.org
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会　長：小川　眞広

　　　　（日本大学病院消化器肝臓内科）

会　期：2021年　月　日（金）から　月　日（日）（　日は研修会のみ）6 4 6 6 6

会　場：ステーションコンファレンス東京

　　　　（東京都千代田区丸の内1−7−12サピアタワー4−6F）
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【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

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：2021年10月　日（土）　日（日）2 3

　　　　　日は、第　回大腸CT検査教育研修会および2 2

　　　　第　回大腸CT検査実践トレーニングコースのみ開催2

会　場：　日；オークラ千葉ホテル（千葉市中央区中央港　-13-　）3 1 3

　　　　　日；ちば県民保健予防財団（千葉市美浜区新港21-14）2

参加費：3,000円

　　　　　第　回大腸CT検査教育研修会　　　　　　　受講料　5,000円2

　　　　　第　回大腸CT検査実践トレーニングコース　受講料　5,000円2
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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、2021年10月　日（日）にオー3

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

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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会　長：濱島　ちさと

　　　　（帝京大学医療技術学部看護学科保健医療政策分野）

会　期：2021年11月4日（木）から7日（日）

会　場：神戸コンベンションセンター
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　今号は、第58回大会、第59回総会、第60回総会、第80回地方会のご案内をいたしました。お知

らせに記載しました様に、　 月末の段階では、新型コロナウイルス（COVID−19）の感染拡大は4

継続しています。学会、研究会、講習会の中止、延期が相次いでいます。消化器検診・診療に関し

て、当日本消化器がん検診学会から新型コロナウイルス（COVID−19）への対応について提言が

ホームページに掲載されています。日本消化器内視鏡学会や他学会からも提言が各学会ホーム

ページに掲載されています。地域の実情、施設の状況も合わせ十分検討して、最善の方法を選び、

前にお進みください。検診は利益と不利益のバランスを十分考える必要があります。

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　　神宮寺　広明　　山本　美穂　　
　　　　　　石井　崇雄　　渡邉　綾子

（非売品）


