
第 10回 消化管先進画像診断研究会

Gastrointestinal Advanced lmaging Academy:GAIA

謹啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

この度、第 10回消化管先進画像診断研究会を平成 29年 3月 12日

<テ  ー

<日

(日 )東京にて堀井薬品工業株式会社

と共催致します。

本研究会は医師および医療従事者の方々を対象に、今後、急速な発展・普及が予想される消化管先進画像診断

に対する理解を深め、実際の診療に取り入れることを目標としております。今回は「精度の高い大腸 CTを行うため

に」をテーマとして、広く普及してきた「大腸CT検査」を中心に、大腸CTにおける偽陰性病変とその対策を議論す

るとともに、オピニオンリーダーの先生方による「広角視野の内視鏡 FUSE」 、「大腸カプセル内視鏡」、「大腸がん

検診」の講演を企画致しました。なお、世話人がコアメンバーとして実施した2つの大規模臨床試験が英文誌に公

表されましたので第 1部でご案内致します。

つきましては、万障お繰 り合わせの上、何卒ご参集賜 りますようご案内申し上げます。

謹  白

平成 28年 12月 吉日

第 10回消化管先進画像診断研究会

当番世話人 :馬嶋 健一郎

(亀 田メディカルセンター 健康管理科)

マ> 精度の高い大腸 CTを行 うために

程> 平成 29年 3月 12日 (日 ) 9時 00分 -16時 00分
*開 場  : 8時 30分
*モーニングセ ミナー  : 9時 00分 -10時 00分

*研究会  : 10時 00分 -16時 00分

場 > イイノホール&カンファレンスセンター 4階  Room

東京都千代 田区内幸町 211飯 野ビルディング

2】   03-3506-3251

<会

<当番世話人> 馬嶋健一郎 (亀 田メディカルセンター 健康管理科)

<参加対象者> 医師及び診療放射線技師、看護師などの医療従事者

<参 カロ 費 > 1,000円

<共 催> 消化管先進画像診断研究会/堀井薬品工業株式会社



「精度の高い大腸 GTを行うために」

モーニングセミナー 9時 00分-10時 00分

司会 :福島県立医科大学 会津医療センター Jヽ腸大腸肛門科 遠藤俊吾

1)大腸癌死亡/発生の抑制をめざして 新しい内視鏡 FUSE colonoscopeの 有用性と限界

9時 00分 -9時 30分

静岡県立がんセンター 内視鏡科 今井健一郎

2)大腸カプセル内視鏡検査について 9時 30分 -10時 00分

若官渡部医院 渡部宏嗣

開会挨拶 10時 00分 -10時 05分      亀田メディカルセンター 健康管理科 馬嶋健一郎

第 1部 パネルディスカッション1 10時 05分 -11時 15分

「本邦における大腸CTの精度検証JANCT、 UMIN6665の 結果から施設の状況をみる」

～本邦初の2つの大規模精度試験がトップジャーナルに掲載。大腸CT検査の標準化の大切さを共有しよう!～

司会 :斗南病院 消化器内科 平山員章

松田病院 放射線部 岩月建磨

1)Japanese Nadonal CT Colonography Tri」 (JANCT)の結果が意味すること

国立がん研究センター 社会と健康研究センター 検診開発研究部 永田浩一

2)下剤の減量と検査精度 (UMIN6665よ り)

福島県立医科大学 会津医療センター 放射線科 歌野健一

3)大腸 CTで異常を指摘し、大腸内視鏡が行われた症例についての検討

市立砺波総合病院 放射線科 龍 泰治

4)任意型検診 目的の大腸 CT検査の妥当性について

一検査陽性率,精検受診率,および陽性適中率の検討―

榊原サピアタワークリニック 放射線部 伊山 篤

5)」ANCTからみた当施設の大腸 CT精度

亀田メディカルセンター幕張 診療放射線部 藤原正則

[休 憩 ]11時 15分-11時 25分

第 2部 大腸CT検査 ワークステーシヨン (WS)を使いこなす  11時 25分-12時 45分

初級～上級編まで、実際の症例をみて学ぶ !

司会 :福 島県立医科大学会津医療センター 放射線科 歌野健一

北海道消化器科病院 放射線科 高林 健

※WS各社によるプレゼンと経験豊富な診療放射線技師による読影の実演

[昼食 口休憩 ]12時 45分-13時 35分  *協賛会社によるCMビデオの上映



第 3部 教育講演 13時 35分 -14時 20分

司会 :大腸肛門病センター高野病院 消化器内科 野崎良一

大腸がん検診 最近の話題

官城県対がん協会 がん検診センター副所長 島田剛延

[休 憩 ]14時 20分-14時 30分

第 4部 パネルディスカッション214時 30分 -15時 55分

「大腸CTにおける偽陰性病変とその対策」

～貴重な偽陰性症例の経験を共有し、見逃しを減らそう!～

司会 : 自治医科大学 放射線科 木島茂喜

長崎県上五島病院 放射線科 安田貴明

1)長崎みなとメディカルセンター市民病院 消化器内科 本田徹郎

2)まつおかクリニック 放射線科 清水徳人

3)斗南病院 ツ肖化器内科 平山員章先生

4)亀 田総合病院 画像診断室 神子枝里子

5)市立稚内病院 内科 力日藤貴司

6)国立がん研究センター 社会と健康研究センター 検診開発研究部 永田浩一

開会検拶 15時 55分 -16時 00分               山陽病院 外科 池原貴志子

世話人 :[北海道地区]力日藤 貴司 (市立稚内病院 内科)

高林  健 (北海道消化器科病院 放射線科)

平山 員章 (斗南病院 消化器内科)

[東 北 地 区]歌野 健一 (福島県立医科大学会津医療センター 放射線科)

遠藤 俊吾 (福島県立医科大学会津医療センター 小腸 '大腸・肛門科)

[関 東 地 区]木 島 茂喜 (自 治医科大学 放射線科 )

永田 浩一  *代 表世話人

(国立がん研究センター 社会と健康研究センター 検診開発研究部 )

藤原 正則 (亀 田メディカルセンター幕張 診療放射線部 )

馬嶋健一郎 (亀 田メディカルセンター 健康管理科)

[東 海 地 区]岩 月 建磨 (松 田病院 放射線部)

[近 畿 地 区]清水 徳人 (ま つおかクリニック 放射線科)

[中 国 地 区]池原貴志子 (山陽病院 外科)

松本 啓志 (り |1崎医科大学 食道・胃腸内科)

[四 国 地 区]岩 野 晃明 (徳島健生病院 放射線科)

[九 り11地 区]野 崎 良一 (大腸肛門病センター高野病院 消化器内科)

本田 徹郎 (長崎みなとメディカルセンター市民病院 消化器内科)

安田 貴明 (長崎県上五島病院 放射線科 )

※地区別・50音順



会場案内図

所在地 :東京都千代田区内幸町 211 電話番号 :0335063251
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【利用可能路線】

○東京メ トロ

○東京メ トロ

○東京メ トロ

○都営地下鉄

日比谷線・千代田線 「霞ヶ関J tt C4出 口直結

丸ノ内線 「霞ヶ関」駅 B2出 口 徒歩 5分

銀座線 「虎ノ門J駅 9番出口 徒歩 3分

三田線 「内幸町J ttA7出 口 徒歩 3分

●事前参加申込み

受付専用 E―mail:gaia10.tokyoOgmail.com

当日は混雑が予想されますので、事前参加申込み (締切 3月 3日 )をおすすめします。

*事前参加申込みの方には昼食弁当 (無料)を優先的にお渡しします。

*施設名、住所、所属、氏名、同伴者ありの場合は同伴者の氏名を記載 してください。

堀井薬品工業株式会社 学術推進課

E―mail :kikaku@horii― pharm.co.jp  TEL:06 (6942) 3485


