
The 53rd Annual Meeting of the Japanese Society of Gastrointestinal Cancer Screening

日程表

１日目　6 月 6 日（金）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
大ホール 小ホール 地下大会議室 映像ホール

特別講演 
「がん登録の法制化とがん検診」

 　　西本　寛   　   　松田　一夫

9：00-11：30

パネルディスカッション

「大腸がん検診における中間期
　がんの現状と位置付け」

 西田　　博
 島田　剛延司 会

12：10-13：10

ランチョンセミナー1
「大腸がん治療の進歩～早期から進行まで～」

         　大場 大           西村 元一
共催：栄研化学㈱

司 会講 師

14：15-15：15

教育講演    
「受診者のための消化器がん検診とは？
　　　　　　　　～組織型検診の必要性～」

       斎藤　博             渡邊　能行司 会

司 会

15：20-16：25

特別企画 
「これからの胃がん対策をどう考えるか　
　　　　　 ～一次予防、リスク評価、検診～」

 深尾 彰、一瀬雅夫   　   渋谷 大助、吉原 正治司 会

16：30-17：30

12：10-13：10

代議員会
12：10-13：10

ランチョンセミナー２
「高野病院における大腸がん検診の取り組み」
「大腸CT検査の実際」
         日隈 忍、野崎 良一            石川　勉

共催：東芝メディカルシステムズ㈱

司 会講 師

11：35-12：00

会長講演 司 会松田 一夫　　     深尾　彰

9：00-11：30

ワークショップ

「腹部超音波カテゴリー分類と   
　二次精査」

 乾　　和郎
 岡庭　信司司 会

14：00-16：30

シンポジウム

「個別検診の現状とあるべき姿」

 西村　元一
 平川　克哉
司 会

9：00-11：30

附置研究会３
「胃Ｘ線読影基準研究会」

「胃がん検診におけるＸ線判定
　区分（カテゴリー分類）の判
　定基準について」

 渋谷　大助

 渋谷　大助

代表世話人

当番世話人

9：00-11：30

一般演題（胃）

14：00-16：30

一般演題（胃、肝胆膵）

 

14：00-17：30

一般演題（大腸）

 

「がん検診における実態把握の重要性
～がん登録との記録照合を含めて～」

13：30-13：40
13：40-14：00

学会賞・学術奨励賞授与式
学会賞受賞講演

司 会加藤 勝章　　     芳野 純治

「胃がんリクス評価（ABC分類）の
有効性と精度管理の課題」

18：30-20：30

会員懇親会

ホテルフジタ福井
（参加費5,000円）

8：30-　受付開始
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２日目　6 月７日（土）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
大ホール 小ホール 地下大会議室 映像ホール

第５会場
301 号室

9：00-12：00

胃合同症例検討会 

 石川　　勉
 大野　健次
司 会

12：10-13：10

ランチョンセミナー３
「大腸内視鏡医の育成法」

         鈴木 康元            須田 健夫
共催：ゼリア新薬工業㈱

司 会講 師

12：10-13：10

ランチョンセミナー４
「日本から発信する究極の胃がん対策：
　除菌治療と胃がん検診」
         間部 克裕            井上 和彦

共催：エーザイ㈱

9：00-12：00

超音波フォーラム
教育講演 (9:00-10:00)
「腹部超音波検診の現状と展望
―ガイドラインの活用法を含めて―」        
　三原 修一            小島 正久

症例検討会 (10:00-12:00)
 水間　美宏
 長尾　顕一

　

9：00-12：00

第29回医師認定研修会
１．総論（病理）　　　
海崎　泰治　　　細川　　治

２．胃　　　　　　　　　    
入口　陽介　　　北川　晋二

３．大腸　　　　　　　　
金岡　　繁　　　樋渡　信夫

４．肝胆膵　　　　　　 
飯島　尋子　　　森山　光彦

9：00-12：00

大腸ＣＴ実践トレー
ニングコース
　　　永田　浩一
       　加藤　貴司
       　木島　茂喜
       　高林　　健
       　安田　貴明
       　藤原　正則
共催：㈱ＡＺＥ、テラリコン・インコーポレイテッド
協賛：東芝メディカルシステムズ㈱、堀井薬品工業㈱

8：30-　受付開始

13：30-　
市民公開講座受付開始

司 会

司 会

司 会

司 会

司 会

司 会

13：30-17：00

放射線フォーラム
一般演題
 北本　哲也
 宮田　和則

シンポジウム 
「学会専門技師認定制度
　の在り方」 
 水口　昌伸
 川地　俊明

　

14：00-16：00

市民公開講座
主催：福井県立病院がん医療センター
共催：第53回日本消化器がん検診学会総会
｢早く見つけて しっかり治そう｣
１．「大腸がんに対する３本の矢！！！」
２．「ピロリ菌と胃がん」
３．「がんをみつける。がんをなおす。
　　～PET/CTと陽子線治療」

9：00-12：00

附置研究会2
「胃がんリスク評価に関
　する研究会」

「H.pylori感染胃炎を考
　慮した胃がんリスク評
　価とその運用法」
 吉原　正治
 安田　 貢
　　　　小林　正夫

 受講料10,000円（要事前申込）

14：00-17：00

第3回胃Ｘ線読影講習会
１．｢基準撮影法について」
　　小田　丈二
２．「胃癌のX線的悪性
　　所見について」
　　吉田　諭史
３．読影演習と解説
　　渋谷　大助

 受講料5,000円（要事前申込）

 受講無料（要事前申込）

代表世話人

当番世話人

司 会

13：30-16：00

附置研究会1
「大腸がん検診精度管理
　検討研究会」

「大腸内視鏡検診の実施
　方法と成績―標準化へ
　向けて―」
 斎藤　　博
 島田　剛延
代表世話人

当番世話人

13：20-16：20

大腸ＣＴ自由体験

司 会

12：10-13：10

ランチョンセミナー5
「胃Ｘ線撮影法“虎の巻”」

       　中原 慶太           西川 孝
共催：カイゲンファーマ㈱、伏見製薬㈱、堀井薬品工業㈱

講 師 司 会講 師

 受講無料（要事前申込）

座 長

司 会


