
みらいホール A会議室 B会議室 C会議室 ホワイエ
306～504名 180名 108名 108名

　

時間　15：00　～　16：00　

場所　電気ビル共創館5階　控室4

21:30

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00
翌日準備

20:15

20:30

20:45

21:00

15:30
15:30～16：20　（50分）

【教育講演-1】

検診発見胃癌症例から学ぼう～進行癌から早期癌まで

～

講師：小田 丈二 先生（東京都がん検診センター）

司会：吉本　勝（淀川キリスト教病院）

情報交換会準備

ケータリング

（16：00～18：00）

17:15

17:30

17:45

ハンズオン設営

18:00

情報交換会

18:00～20：00

18:15

18:30

18:45

16：10～17：30　（80分）

　　　　CTC前処置を極める！：ディスカッション

「腸管洗浄剤」

　　若王子 みのり（千葉大学附属病院）

「刺激性下剤と腸管拡張度」

　　中村 祐二朗（慶応義塾大学病院）

「造影剤「

　　堀米 英樹（銚子市立病院）

「今、考えられる前処置の提案」

　　三原 嵩大（東京メディカルクリニック）

司会：鈴木 雅裕（イーメディカル東京）

解説：森本　毅先生（聖マリアンナ病院）

16:30
16：30～17：50　（80分）

【特別講演-1】

「胃癌病理対比：

消化管腺癌浸潤の定石とピロリ除菌による新展開」

講師：市原 真先生

（JA北海道厚生連 札幌厚生病院）

司会：石本 裕二

（福岡国際総合健診センター：大会長）

16:45

17:00

13:00
13：00～15：20　（140分）

　　　　　大会長特別企画～胃X線撮影の流儀～

　　　　　　　　　LIVE Demonstration

原田　淳也（JCHO高岡ふしき病院）

水町　寿伸（佐賀県医師会成人病予防センター）

高橋　伸之（船員保険 北海道健康管理センター）

溝上　直矢（福岡労働衛生研究所）

富樫　聖子（東京都予防医学協会）

宮崎　武士（立川北口健診館アネックス）

司会

吉田　諭史 先生

（慶応義塾大学病院 予防医療センター）

佐藤  慎祐

（浜松南病院：28回大会長）

機器展示

12：30～17：00

13：10～14：40　（90分）

　　　　　　　　　超音波セミナー

　　　　　　　　【肝胆膵腎脾描出のコツ】

「肝胆の走査法と描出のテクニック」

講師：江藤 芳浩

　　　　　　　（西田病院）

「膵腎脾の走査法と描出のテクニック」

講師：西小野 昭人

　　　　　　　（熊本赤十字病院）

司会：川地 俊明　（大垣市市民病院）

13：10～14：50　（110分）

　　　　　　　レクチャー・フォーラム

　　　　　【理解を深めるCT・MR検査】

 「CT検査（肝・胆・膵）」

講師：加来 直樹

（北九州市立医療センター）

「MRI検査（肝・胆・膵）」

講師：新谷 優二

（戸畑共立病院画像診断せセンター）

司会：山本晃義

（戸畑共立病院画像診断せセンター）

13：10～14：30　（80分）

　　　　　　　　　パネルディスカッション

　　【小腸・大腸バリウム検査のプロを目指して】

座長：安藤　健一（東葛病院）

演者

　恵　智徳（今村病院分院）

　蒔田　鎮靖（藤枝市立総合病院）

　鵜沼　清仁

　　　（JCHO東京山手メディカルセンター）

　竹内金枝

　　　（国家公務員共済組合連合会立川病院）

13:30

13:45

14:00

14:30

15:45

16:00

16:15

15:00
14：40～16：00　（80分）

　　CTC所見入力マスター：ディスカッション

「VGPを併用した大腸解析」

　　村田 浩毅（みたき総合病院）

「注腸検査における技師レポートの有用性」

　　入口 陽介 先生（東京都がん検診センター）

「CTCにおける技師レポートとは」

　　満崎 克彦 先生

　　（済生会熊本病院予防医療センター）

司会：平野雄士（小樽掖済会病院）

15:20
14：50～16：20　（90分）

【特別講演-2】

「膵管癌に挑む

ー膵管癌の発生から拾い上げ・鑑別診断までー」

講師：岡庭 信司 先生（飯田市立病院）

司会：平賀 真雄

（霧島市立医師会医療センター）

14:45
15：20～16：20　（60分）

【教育講演-2】

「CTとMRIで診る肝病変の成分と形態」

講師：福倉　良彦 先生

（鹿児島大学大学院）

司会：貞末 和弘

（北九州市立医療センター）

第29回　日本消化器画像診断情報研究会　福岡大会プログラム

平成29年2月11日(土)：1日目

12：00　受付開始

12:45
開会式

12：45～12：55
12:55

世話人・常任世話人会

【参 加 費】

事前登録 3500円（受付期間は、HPで2017年1月16日まで）

当日登録 4000円

学生当日登録 1000円

日本消化器がん検診学会胃がん検診専門技師 資格更新付与

Ｘ線CT認定技師付加ポイント申請中

肺がんCT検診認定技師付加ポイント申請中

【後 援】
九州地域放射線技師会 （公財）日本放射線技術学会九州支部

（公財）福岡県医師会 （一社）福岡市医師会 （一社）福岡県臨床衛生検査技師会

（公社）大分県放射線技師会 （一社）熊本県放射線技師会

（公社）福岡県診療放射線技師会 （一社）沖縄県放射線技師会

（一社）佐賀県放射線技師会 （公社）鹿児島県診療放射線技師会

九州大腸ＣＴ研究会 消化管ＣＴ技術研究会 福岡消化管造影懇話会 六角会

筑後消化管画像研究会



みらいホール A会議室 B会議室 C会議室
306～504名 180名 108名 108名

17:00

解散
18:00

閉会式

15：45～16：00

16:00

16:15

16:30

16:45

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

13：00～13：50（50分）

一般演題4：CTC

座長：坂本　崇（済生会熊本病院）13:15
13：10～15：40　（150分）

　　　　　　　　　　USハンズオンセミナー

　　　　　　　共催：東芝・日立・GE

ハンズオン募集（30名限定）

①上部消化管：装置（GE-

古藤 文香（福岡市医師会成人病センター）

②虫垂：装置（東芝-

崎田 靖人（メディカルサポート）

③下部消化管：装置（東芝-

倉重 佳子（古賀クリニック）

④下部消化管：装置（日立-

平賀 真雄（霧島市立医師会医療センター）

13:30

13:45
13：40～15：40　（120分）

VS 読影胃X線症例検討～アンサーパッド使用～

　　　　　　　　　　協力：カイゲンファーマ

症例検討；２例

司会：

中原 慶太先生

（佐賀県医師会成人病予防センター）

水町　寿伸

（佐賀県医師会成人病予防センター）

コメンテータ

入口 陽介先生

吉田 諭史先生

市原 真 　先生

長浜 孝   先生

13：40～15：20　（100分）

　　　　　　　　　　　公開セミナー

「胃がんリスク層別化検査（ABC分類）

の正しい理解と運用」

講師：井上 和彦先生

（淳風会健康管理センター/旭ヶ丘病院）

司会：松浦 隆志先生

（国家公務員共済組合連合会浜の町病院）

14:00
14：00～15：40　（100分）

　　　　　　みんなでCTCin福岡

講師：服部 昌志先生

（医療法人山下病院）

司会：小倉 敏裕先生

（群馬県立県民健康科学大学）

12:00

飲食不可会場

12：00～12：50　（50分）→150名

　　　　　　　　　　ランチョンセミナー

　　　　　共催：日立製作所ヘルスケア

「消化管領域における日立新型画像処理 NS-

1+について」

講師：大森　幹之

（日立製作所ヘルスケア マーケティング本部）

司会：

（）

12：00～12：50　（50分）→100名

　　　　　　　　　　ランチョンセミナー

「食道X線撮影と読影の基本」

講師：高木 靖寛先生

（芦屋中央病院）

司会：石黒 徹也

（ブラザー記念病院）

12：00～12：50　（50分）→100名

　　　　　　　　　　　ランチョンセミナー

　　　　　　　共催：東芝メディカルシステムズ

講師

有馬浩美（大腸肛門病センター高野病院）

山﨑通尋（山下病院）

司会：淵脇崇史（南風病院）

機器展示

9：00～14：00

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30
10：30～11：50　（80分）

【特別講演-3】

「胃Ｘ線撮影・読影の極意（仮）」

講師：馬場　保昌先生

（オーバルコート健診クリニック）

司会：村岡　勝美

（亀田総合病院附属幕張クリニック：日消研会長　）

10：30～11：50　（80分）

　　　　　　　　　 レクチャーセミナー

　　　　　　　　　　消化管疾患

「超音波で診る感染性腸炎」

崎田 靖人（メディカルサポート）

「超音波で診る炎症性疾患」

古藤 文香（福岡市医師会成人病センター）

「超音波で診る消化管腫瘍性病変」

倉重 佳子（古賀クリニック）

司会：西憲文 （鹿児島厚生連病院）

10:45

12:15

12:30

12:45

13:00

13：00～13：30　（30分）

総会

11:00

11:15

8:45
8:45～11：15　（150分）

　　　　　　　　　CTCハンズオン

ハンズオン募集（30名限定）

司会：

藤原 正則（亀田メディカルセンター幕張）

松田 勝彦（済生会熊本病院予防医療セン

ター）

症例解説

富松 英人（岐阜大学）

サポート

安田 貴明（上五島病院）

三原 嵩大（東京メディカルクリニック）

9:00
9：00～10：20　（80分）

　　　　　　　　　　モーニングセミナー

「早期胃癌の内視鏡診断と治療のすべて」

講師：長浜　孝先生（福岡大学筑紫病院）

司会：西川　孝（四日市健診クリニック）

9：00～9：55　（55分）

一般演題1

　座長:久保田憲宏（岩手予防医学協会）

9：55～10：50　（55分）

一般演題2

　座長:鷲見和幸（倉敷成人病センター）

10：55～11：50　（55分）

一般演題3

　座長：森岡祐平（宮崎江南病院）

9：00～10：20　（80分）

　　　　　　　　　　モーニングセミナー

　　　　　　　　共催：東芝メディカル

「消化管エコーの撮影像～実機使用～」

講師：崎田 靖人（メディカルサポート）

司会：重森 慎司（福岡大学病院）

11:30

11:45

第29回　日本消化器画像診断情報研究会　福岡大会プログラム

平成29年2月12日(日)：2日目

ホワイエ

8:30 8：30受付開始


