
2019年 10月 15日現在 

第 49回日本消化器がん検診学会東海北陸地方会（医師研修会） 

第 28回日本消化器がん検診学会東海北陸支部 放射線研修委員会 

第 16回日本消化器がん検診学会東海北陸支部 超音波研修委員会 

主題： 消化器がん検診の科学と実践」 

会期： 2019年 11月 30日（土） ９時～１６時 

会場： 石川県文教会館（金沢市） 

 第１会場：メインホール（1F, 2F） 第二会場：大会議室（4F: 401 + 402） 
小会議室 

（4F: 403） 

9:00 ~ 開会式 

会長あいさつ：源 利成 

支部長あいさつ：乾 和郎 

9:00~9:50教育講演 

講師：秋山敏一（藤枝市立総合病院） 

司会：元地 進（浅ノ川総合病院） 

 

9:10 ~ 

9:50 
一般演題Ⅰ（I-1 ~ I-5）発表 6分、質疑 2分 

司会：魚谷知佳（石川県予防医協） 

  

9:55 ~ 

10:45 
一般演題Ⅱ（II-1 ~ II-6）発表 6分、質疑 2分 

司会：川浦 健（金沢医大消化器内視鏡） 

9:50~10:40特別講演 

講師：山下竜也（金沢大学先進予防

医学研究センター） 

支部代議員会 

（10:15 ~ 10:45） 

10:50 ~ 

11:45 
【消化器がん検診の科学】  

膵がんのバイオマーカー探索と検診への展望 

講師：本田一文（国立がんセ研） 

司会：小林 隆（藤田医大 消内） 

司会：西 克機（石川県医師会検査）  

11:55 ~ 

12:50 
共催セミナー 協賛：栄研化学（株）  

遺伝性／家族性大腸がんの診療と検診への

取りくみ 

講師：石田秀行（埼玉医大総医療セ 外） 

司会：金岡 繁（浜松医療セ 消内） 

 11:50~放射線研修

委員会世話人会 

13:00 ~  主題企画：シンポジウム   

13:00 ~ 

13:55 
【消化器がん検診の実践（１）】  

膵がん早期発見への取りくみ：地域医療連携

システムの構築 

講師：花田敬士（尾道総合病院 消内） 

司会：小島孝雄（朝日大病院 消内） 

  

13:55 ~ 

14:50 
【消化器がん検診の実践（２）】  

消化器がんの血液細胞にみられる生体反応

と癌スクリーニング法開発研究 

講師：酒井佳夫（金沢大 消内） 

司会：丹羽康正（愛知県がんセ中央病院） 

  

14:50 ~ 

16:00 
【公募・要望演題】S-1 ~ S4  

司会：松田一夫（福井県健康管理協会）  

若林泰文（富山県健康増進センター） 

  

16:00 ~ 閉会式 

あいさつ：金岡 繁（第 50回会長） 

会長あいさつ：源 利成 
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第一会場（ホール） 

午前 プログラム 演題、講演など 

9:00~ 開会式 会長あいさつ   源 利成 

支部長あいさつ 乾 和郎 

   

9:10~ 一般演題 I 司会 魚谷知佳 石川県予防医学協会  発表 6分、質疑 2分 

9:50 I-1 小山 卓、ほか 北陸予防医学協会 

当協会における胃Ｘ線検診ダブルチェックの現状および胃がん検診専門技師

の役割について 

 I-2 福田智都、ほか 愛知消化器撮影技術研究会 

バリウムの十二指腸流出防止への検討 

 I-3 池田大平、ほか 石川県予防医学協会 診療放射線グループ 

高齢化社会における胃集団検診 

 I-4 鳥井 淑敬、ほか 藤田医科大学ばんたね病院 消化器内科 

検診の便潜血検査を契機に診断に至った条虫症の 1例 

 I-5 斎藤健一郎、ほか 福井県済生会病院外科 

検診で発見された盲腸扁平上皮癌の 1例 

   

9:55~ 一般演題 II 司会 川浦 健 金沢医科大学消化器内視鏡学  発表 6分、質疑 2分 

10:45 II-1 田中 努、ほか 愛知県がんセンター 内視鏡部、消化器内科部 

胃がん手術症例における ABC分類 A群の検討 

 II-2 高田翔平、ほか 聖隷健康診断センター 放射線課、医務課 

大腸 CT と大腸内視鏡の上皮性腫瘍における比較検討 

 II-3 高嶋吉浩、ほか 福井県済生会病院 外科 

当院における大腸 CT導入への取り組 

 II-4 黒川雄太、ほか 藤田医科大学ばんたね病院 消化器内科 

腹部超音波検診で発見され、経過観察後に外科切除を行った膵管内乳頭粘液

性腫瘍 

 II-5 西川 孝、ほか 鈴鹿医療科学大学大学院医療科学、ほか 

胃Ｘ線像における粘膜萎縮の変化に及ぼす生活習慣の影響（性差、年齢）：第

一報 －12年間に亘る胃Ｘ線像の経年観察から－ 

 II-6 西川 孝、ほか 鈴鹿医療科学大学大学院医療科学、ほか 

胃Ｘ線像における粘膜萎縮の変化に及ぼす生活習慣の影響（喫煙、飲酒）：第

二報 －12年間に亘る胃Ｘ線像の経年観察から－ 

   

10:50~ 消化器がん 司会 小林 隆 藤田医科大学消化器内科 

11:45 検診の科学 講師 本田一文 国立がん研究センター研究所早期診断バイオマーカー開発

部門 

血液バイオマーカーを利用した効率的な膵がん検診法の臨床開発 

膵がんリスク疾患層別化による 2次予防を目指して 
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午後 プログラム 演題、講演など 

11:55~ 共催セミナー 司会 金岡 繁 浜松医療センター 消化器内科 

12:50 協賛：（株）栄

研化学 

講師 石田秀行 埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科 

遺伝性/家族性大腸がんの診療と検診への取り組み 

   

13:00~ 消化器がん 司会 小島孝雄 朝日大病院 消化器内科 

13:55 検診の実践

（１） 

講師 花田敬士 JA 広島厚生連尾道総合病院 消化器内科膵がん早期発見

への取りくみ： 地域医療連携システムの構築 

   

13:55~ 同上（２） 司会 丹羽康正 愛知県がんセンター中央病院 

14:50  講師 酒井佳夫 金沢大学医薬保健研究域医学系・附属病院消化器内科・

検査部 

消化器がんの血液細胞にみられる生体反応と癌スクリーニング法開発研究 

   

14:50~ シンポジウム 東海北陸地域の特色のある検診システム 

16:00  司会 松田一夫 福井県健康管理協会 

    若林泰文 富山県健康増進センター 

 S-1 長崎真士、ほか 医療法人社団聡誠会 池田病院 健康管理センター 

企業からの提案で実現した、経鼻内視鏡検診車による胃がん検診 

～富士フィルム各工場における出張内視鏡検診の実際～ 

 S-2 堀部陽平、ほか JA岐阜厚生連岐北厚生病院 消化器内科 

内視鏡バスを利用した胃内視鏡検診の有用性について 

 S-3 山崎幸直、ほか 福井赤十字病院 消化器内科 

福井県における全県下統一した対策型胃内視鏡検診システム 

 S-4 山口泰志、ほか 金沢市医師会 

金沢市における対策型胃がん内視鏡検診の精度管理 

   

16:00~ 閉会式 次期会長あいさつ 金岡 繁 第 50回東海北陸地方会会長 

会長あいさつ 源 利成 

   
 


