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imaging第 12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 12回消化管先進画像診断研究会を平成 30年 3月 11日 (日 )金沢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「大腸 CT検査を当たり前の検査に

するために !Jをテーマとし、大腸 CT検査の基礎的な講義に加え、導入までの過程や、読影などの問題点、啓蒙活

動の工夫などをディスカッションするセッションを企画致しました。大腸 CT検査普及のための一助になればと期待し

ております。

また、「AI(人工知能)を活用した内視鏡診断」、「大腸カプセル内視鏡J、
「大腸がん検診」、「AR:拡張現実感」につい

て、各分野のオピニオンリーダーの先生方による講演も企画致しました。

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 11月 吉日

第 12回消化管先進画像診断研究会

当番世話人 :龍 泰治

(市立砺波総合病院 放射線科 )

<テ ー マ> 大腸 CT検査を当たり前の検査にするために !

<日 程 > 平成 29年 3月 11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> 石川県教育会館 3階ホール

金沢市香林坊 1240
21  076-222-1241

<当番世話人> 龍 泰治 (市立砺波総合病院 放射線科 )

<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 加 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

※ 日本XttC T専門技師認定 :種別Ⅱ-3(6単位 一 日以上)



「大腸 GT検査を当た り前の検査にするために :」

モーニングセミナー 9時 00分-10時 00分

司会 :亀田メディカルセンター 健康管理科 馬嶋健一郎

1)「AIを活用したリアルタイム内視鏡診断」 (仮題 )

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科 山田真善

2)「VR仮想現実/AR拡張現実/MR複合現実が空間画像診断を強化する」

国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 杉本真樹

開会挨拶 10時 00分 -10時 05分           市立砺波総合病院 放射線科 龍 泰治

第 1部 基礎講座「大腸 GT検査の基本に立ち返る」 10時 05分-10時 50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

1)準備 (前処置。タギング)        大腸肛門病センター高野病院 放射線科 有馬浩美

2)検査手技 (腸管拡張・撮影。画像構築)      長崎県上五島病院 放射線科 安田貴明

市立稚内病院 内科 力日藤貴司3)画像診断

[休 憩 ]10時 50分 -11時 00分

第 2部 大腸 GT検査ワークステーシヨンから学ぶ実際の読影技術  11時 00分 -12時 10分

～読影の基本と学ぶべきコツ～

司会 :川 崎医科大学附属病院 食道・胃腸内科 松本啓志

亀田メディカルセンター幕張 診療放射線部 藤原正則

※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・休憩 ]12時 10分 -13時 00分  *協賛会社によるCMビデオの上映

第 3部 教育講演 13時 00分-13時 30分

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

「大腸がん検診」(仮題)

福井県県民健康センター 所長 松田一夫

第 4部 特別講演 13時 30分 -14時 00分

司会 :福島県立医科大学 会津医療センター ガヽ腸 。大腸・肛門科 遠藤俊吾

「大腸カプセル内視鏡の可能性 (CobCamtt study)」 (仮題)

藤田保健衛生大学 消化管内科 大宮直木



第 5部 パネルディスカッション 14時 10分 -15時 55分

「大腸 CT検査を当たり前の検査とするために ～より多くの方に受診いただくには～」

司会 :福島県立医科大学 会津医療センター ガ胡易。大腸・肛門科/放射線科 歌野健一

北海道消化器科病院 放射線科 高林 健

<ディスカッサー>

東近江市 蒲生医療センター 放射線科 西川昭則

舞鶴共済病院 放射線科 Jヒ井孝明

厚生連滑り|1病院 画像診断部 岸 正憲

富山済生会病院 内科 岩本 真也

やわたメディカルセンター 診療技術部 放射線科 宮岸 宗太郎

閉会挨拶 15時 55分 -16時 00分

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

世話人 : [北 海 道 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―    (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 * (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)

和田 幸司    (NTT東 日本 伊豆病院 放射線科)

[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   (川 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 腸月工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 崎みなとメディカルセンター 消化器内科)

安田 貴明   (長 崎県上五島病院 放射線科)

*代表世話人   (地 区別・五十音順)



会場案内図

所在地 :金沢市香林坊 1240 電話番号 :0762221241
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【バス】(片道 200円 、約 5分毎に1本 )

JR金沢駅東国の 3,8～ 10番乗り場から発車のバスに乗車して約 15分、

「香林坊 (ア トリオ前)」 で下車して徒歩約 2分。

【空港リムジンバス】(片道 1,130円 、詳しくは北陸鉄道株式会社のHPを ご覧ください)

小松空港から「香林坊行き」に乗車して約 55分、「香林坊」で下車して徒歩約 2分

【タクシー】(片道 約 1,000円 )

」R金沢駅東口より約 15分

【駐車場】

会場に駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。

●事前参加申込み

受付専用 E―mail:gaia12.kanazawa@gmail.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 2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。

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


