
第 11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 11回消化管先進画像診断研究会を平成 29年 9月 3日 (日 )広島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。今回も大腸 CT検査を中心に、「消化

管画像診断の新しい風」をテーマとして、大腸 CT検査の読影認定医・読影支援技師認定制度に関する報告や、

「AR(augmented real■ y:拡張現実感 )」 、「CT enterocいiS/enterOgraphy」 の講演にカロえ、女性ならではの視点に

よる講演とパネルディスカッションを企画致しました。

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 29年 7月 吉日

第 11回消化管先進画像診断研究会

当番世話人 :池原 貴志子

(山 陽病院 外科)

<テ ー マ> 消化管画像診断の新 しい風

<日   程> 平成 29年 9月 3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

<会   場 > 広島市文化交流会館 3階 銀河

広島市中区加古町 33
だ】  082-243-8881

<当番世話人> 池原貴志子 (山 陽病院 外科 )

<参カロ対象者> 医師及び診療放射線技師、看護師などの医療従事者

<参 力日 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



「消化管画像診断の新しい風」

モーニングセミナー 9時 00 -10時 00分

司会 : 斗南病院 消化器内科 平山員章

1) 「AR (augmented reality: 夕な]艮り見多ヒ疾k)」 (仮題)9時 00分-9時 30分

日立研究所 演者未定

2)「CT enterOclysis/enterOgraphyの 小腸疾患における有用性」 (仮題)

9時 30分 -10時 00分

山口大学医学部附属病院 第 内科 橋本真一

開会挨拶 10時 00分 -10時 05分 山陽病院 外科 池原貴志子

第 1部 一般演題 10時 05分 11日寺 20多)

司会 :り |1崎医科大学 食道・胃腸内科 松本啓志

北海道消化器科病院 放射線科 高林 健

1)大腸 CTにおける大腸がんの深達度診断

広島原爆対策協議会 健康管理・増進センター 品川祐樹

2)大腸 CTが有用であつた症例からみた大腸 CT導入のメリットについて

神戸市立医療センター西市民病院 消化器内科  三上 栄

3)大腸 CT検査を導入した消化器内科医の取り組み

大津市民病院 消化器内科 田中I原子

4)人間ドックにおける大腸CT検査の有用性

愛媛県厚生連 健康管理センタ 検査部診療放射線科 佐藤哲也

[休 憩 ]11時 20分-11時 30分

第 2部 大腸 G 検査 ワークステーション (WS)に慣れ親 しむ 11時 30分 -12時 40分

～導入初期に学ぶべきコツとピットフオール～

司会 :市立稚内病院 内科 カロ藤貴司

長崎県上五島病院 放射線科 安田貴明

※WSメーカー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 40分-13時 30分 *協賛会社によるCMビデオの上映



第 3部 教育講演 13時 30分 -14時 00分

司会 :大腸月工門病センター高野病院 消化器内科 野崎良一

「大腸 CT検査読影認定医・読影支援技師認定制度の準備状況」

埼玉県立がんセンター 放射線診断科 野津 聡

第 4部 特別講演 14時 00分-14時 40分

司会 : 自治医科大学 放射線科 木島茂喜

「女性医師支援と遠隔診断」

世紀医療センター

コンピュ            講座 前田恵理子

[休 憩 ]14時 40分 -14時 50分

第 5部 パネルデイスカツシヨン 14時 40分-15時 55分

「大腸 CT検査における女性被検者への対応 とその工夫」

司会 :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

山陽病院 外科 池原貴志子

1)大腸 CT検査における女性患者に対する男性技師の容認性

まつおかクリニック 放射線科 清水徳人

2)婦人科領域におけるCTコロノグラフィー

倉敷成人病センター 放射線科 木下啄美

3)大腸 CT検査における当院の女性受診者への対応と工夫

徳島健生病院 放射線科 岩野 晃明

閉会挨拶 15時 55分 -16時 00分         市立砺波総合病院 放射線科 龍 泰治

世話人‐J 
「

海¬菫地 区] 加藤 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 小月易・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)

[北 陸 地 区] 龍  泰治   (市立砺波総合病院 放射線科)

[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 州 地 区] 有馬 浩美   (大腸肛門病センター高野病院 放射線科)

野崎 良―   (大腸肛門病センター高野病院 消化器内科)

本田 徹郎   (長崎みなとメデイ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・五十音順)



会場案内図

所在地 :広島県広島市中区力日古町 33 電話番号 :0822438543
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【路面電車】

」R広島駅南口から広島港 (宇品)1番線に乗車して「市役所前」下車、徒歩 10分

レ スヾ】

JR広島駅南口「Aホーム 3番のりば」より24号車バス「吉島営業所または吉島病院行き」

に乗車して「加古町 (広島市文化交流会館前)」 下車すぐ

【タクシー】

JR広島駅南口より約 20分、」R広島駅北口より約 25分

●事前参加申込み

受付専用 E―mail:gaiall.hiroshima@gmail.com

当日は混雑が予想されますので、事前参力日申込み (締切 :8月 25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― pharmocoo ip  TEL: 06 (6942) 3485


