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8月26日（土）
 第1会場
  8：55～   9：00 開会挨拶
  9：00～ 10：50 シンポジウム1「各種がん検診の現状と課題」 
 司会： 麦島秀雄（川越予防医療センター・クリニック 所長） 
  山田耕三（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）
 「タイトル未定」 

学会からのTOPICS

第25回日本がん検診・診断学会総会開催のご案内

■ プログラム

会　長： 片岡　健（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 統合健康科学部門 成人健康学教授）
会　期： 平成29年8月26日（土）、27日（日）
会　場： 広島大学霞キャンパス内 広仁会館・保健学研究科棟
 （〒734-8551　広島県広島市南区霞一丁目2番3号）
参加費： 医師・一般（会員） 10,000円 

 医師・一般（非会員） 11,000円（抄録代込み） 
 コメディカル   5,000円（抄録代込み） 
 学生 　　無料（抄録購入希望の場合、1,000円）
第25回日本がん検診・診断学会総会HP：http://npo.jacdd.org/soukai25/

■ 開催概要
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 演者： 一瀬雅夫（帝京大学医学部附属新宿クリニック）
 「乳がん検診の現状と展望―早期発見・早期治療と乳がん死亡を減少させる取り組み―」 
  玉城研太朗（那覇西クリニック乳腺科）
 「肺がん検診について―岡山県での取り組みを踏まえて―」 
  西井研治（岡山県健康づくり財団附属病院）
 「子宮頸がん検診の現状と課題」 
  寺本勝寛（山梨県厚生連健康管理センター）
 「小児がん領域の検診の現状と課題」 
  檜山英三（広島大学病院小児外科）
11：00～ 12：00 教育講演「がん検診における医学統計学的・疫学的アプローチ」 
 司会： 金子昌弘（東京都予防医学協会 保険会館クリニック 所長） 
 演者： 田中純子（広島大学大学院医歯薬保健学研究院疫学・疾病制御学 教授）
12：10～ 13：10 ランチョンセミナー 1「胃がんリスク層別化検査（ABC分類）の新しい運用法の提案」 
 座長： 井上和彦（淳風会健康管理センター） 
 演者： 笹島雅彦（認定NPO法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構） 
 共催： 栄研化学株式会社
13：20～ 15：00 パネルディスカッション 

 「各種がん検診の精度管理と今後への課題―特に過剰診断・過剰治療について」 
 司会： 森本忠興（徳島大学 名誉教授） 
  井上登美夫（横浜市立大学大学院医学研究科放射線医学）
 基調講演「がん検診は過剰診断時代においてもがん死亡の30％を救命できる可能性がある」 
 演者： 渡辺　泱（渡辺記念長命研究所 所長、京都府立医科大学・明治国際医療大学 名誉教授）
 「便潜血検査による大腸がん検診の利益と不利益～現状と課題を含めて～」 
  松田一夫（福井県健康管理協会 県民健康センター）
 「タイトル未定」 
  中山富雄（大阪国際がんセンター がん対策センター疫学統計部）
 「子宮頸がん検診に関する精度管理―八王子市の事例から―」 
  新藤　健（八王子市医療保険部成人健診課 主査）
 ディスカッション
15：10～ 16：10 特別講演1「大規模ランダム化比較試験J-START：日本のがん対策を推進するために」 
 座長： 片岡　健（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 教授） 
 演者： 大内憲明（東北大学大学院医学系研究科 客員教授）
16：20～ 17：20 イブニングセミナー 1 

 座長： 大段秀樹（広島大学消化器・移植外科） 
 演者： 田原栄俊（広島大学大学院医歯薬保健学研究院） 
 共催： HiSCO

 第2会場
  9：00～   9：45 一般演題「乳がん」 
 司会： 丹黒　章（徳島大学大学院医歯薬学研究部医科学部門外科系胸部・内分泌・腫瘍外科）
 「マンモグラフィにおける乳腺濃度と病変の検知に関する検討」 
 演者： 野間　翠（県立広島病院消化器・乳腺・移植外科）
 「当院検診発見乳癌の予後についての検討」 
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  春田るみ（医療法人社団朋仁会 広島中央健診所、広島大学病院乳腺外科）
 「比較読影により早期に発見しえた triple negative乳癌の1例」 
  村上千佳（呉医療センター・中国がんセンター乳腺外科）
  9：50～ 10：35 一般演題「肺がん」 
 司会： 濱田泰伸（広島大学大学院医歯薬保健学研究科生体機能解析制御科学）
 「肺癌における区域切除や胸腔鏡下（VATS）手術前の 

 3次元CT画像を用いた画像評価の有用性」 
 演者： 矢ヶ﨑秀彦（神奈川県立がんセンター呼吸器科）
 「肺がん検診における2重読影を利用した各読影者の感度／特異度分析と振返り支援の試み」 
  加藤　剛（公益財団法人 宮城県結核予防会）
 「胸部X線写真の読影感度／特異度およびROC曲線による読影傾向の分析」 
  坂本周三（公益財団法人 宮城県結核予防会）
12：10～ 13：10 ランチョンセミナー 2「非小細胞肺癌治療の最新情報および 

 治療方針決定のための診断の現状と課題」 
 座長： 服部　登（広島大学大学院 医歯薬保健学研究科分子内科学） 
 演者： 倉田宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科） 
 共催： アストラゼネカ株式会社
13：20～ 14：05 一般演題「前立腺がん・腎腫瘍」 
 司会： 高橋　悟（日本大学医学部泌尿器科）
 「前立腺がん検診受診者における低用量フィナステリド内服のPSA値への影響」 
 演者： 大木　亮（群馬大学大学院医学研究科泌尿器科学）
 「品川区における前立腺がん検診10年間の成績と問題点」 
  深貝隆志（昭和大学医学部泌尿器科学講座）
 「腎血管筋脂肪腫の自然史」 
  林　有美子（一般財団法人 京都工場保健会）
14：10～ 14：55 一般演題「がんのリスク・予防」 
 司会： 吉原正治（広島大学保健管理センター）
 「血清ABC分類と内視鏡ABC分類による「ハイブリッドABC」を用いた胃がんリスクの層別化」 
 演者： 乾　正幸（乾内科クリニック、高崎市医師会）
 「胃がんリスク層別化検査（ABC分類）を基盤とした地域胃がん検診 

 ―ヘリコバクターピロリ未感染者以外のA群への混入を避ける方策も含めて―」 
  井上和彦（淳風会健康管理センター）
 「福井県における対策型検診にHPV（Human Papillomavirus）検査同時併用検診導入の試み 

 ―HPV16型・HPV18型に着眼した取り組み―」 
  黒川哲司（福井大学産科婦人科学教室）
16：20～ 17：20 イブニングセミナー 2 

 座長： 田中信治（広島大学大学院医歯薬保健学研究科内視鏡医学） 
 演者： 岡　志郎（広島大学病院 消化器・代謝内科） 
 共催： コヴィディエン ジャパン株式会社

8月27日（日）
 第1会場
  8：50～ 10：20 シンポジウム2「各種がん検診の医療行政・医療政策について」 
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 司会： 青木大輔（慶應義塾大学医学部産婦人科） 
  齋田幸久（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科画像診断・核医学分野）
 「子宮頸がん検診の最近の動向と展望」 
 演者： 伊藤　潔（東北大学災害科学国際研究所災害産婦人科学分野）
 「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診の取り組み：鳥取県・伯耆町における試み」 
  八島一夫（鳥取大学機能病態内科学）
 「本邦における前立腺がん検診と福岡市前立腺がん検診の現状」 
  古賀寛史（福岡市泌尿器科医会前立腺がん検診委員会）
 「広島県のがん検診受診率向上対策」 
  菊間秀樹（広島県健康福祉局長）
10：30～ 11：30 特別講演2「安全で精度の高い胃内視鏡検診のコツ」 
 司会： 吉原正治（広島大学保健管理センター保健管理センター 教授） 
 演者： 成澤林太郎（新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター長）
11：40～ 12：10 日本がん検診・診断学会総会
12：20～ 13：20 ランチョンセミナー 3「タイトル未定」 
 座長： 岡田守人（広島大学原爆放射線医科学研究所） 
 演者： 粟井和夫（広島大学大学院医歯薬保健学研究科放射線診断学） 
 共催： 東芝メディカルシステムズ株式会社
13：30～ 15：10 ワークショップ2「乳癌診断における新しいモダリティと個別化検診」 
 座長： 遠藤登喜子（国立病院機構 東名古屋病院乳腺外科） 
  横江隆夫（国立病院機構 渋川医療センター）
 「乳癌診断におけるcomprehensive ultrasound」 
 演者： 中島一毅（川崎医科大学総合医療センター総合外科学）
 「乳癌ハイリスクグループに対するMRI検診について」 
  戸崎光宏（相良病院附属ブレストセンター放射線科）
 「乳がん検診におけるABUSとハンドヘルドUSの比較」 
  何森亜由美（香川医療生活協同組合高松平和病院乳腺外科）
 「デジタルマンモグラフィ（DMG）とデジタルブレストトモシンセシス（DBT）の 

 乳がん検診における要精検率の比較検討」 
  鯉淵幸生（高崎総合医療センター乳腺・内分泌外科）
 「乳房濃度の重要性」 
  沢田晃暢（昭和大学医学部乳腺外科）
15：15～ 15：20 閉会挨拶

 第2会場
  8：45～ 10：30 ワークショップ1「各領域における内視鏡検査による診断の実際」 
 司会： 芳野純治（医療法人松柏会 大名古屋ビルセントラルクリニック） 
  伊藤一人（群馬大学大学院医学系研究科泌尿器科学）
 「消化管領域における内視鏡による診断」 
 演者： 河合　隆（東京医科大学消化器内視鏡学分野）
 「子宮頸部コルポ所見の見方とその推定組織病変の診断」 
  室谷哲弥（こころとからだの元氣プラザ婦人科）
 「内視鏡検査による大腸腫瘍の診断の実際」 
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■ 第12回試験・講習のスケジュール

時間 科目 講師氏名 講師所属

  9:30～  9:35 開会挨拶 小川　眞広 認定医制度委員長

  9:35～ 10:05
胃・大腸がん検診 日山　亨 広島大学保健管理センター

講義

10:05～ 10:10 試験

10:10～ 10:40
肺がん検診 津谷　康大 広島大学病院腫瘍外科

講義

10:40～ 10:45 試験

10:45～ 11:15
乳がん検診 角舎　学行 広島大学病院乳腺外科

講義

11:15～ 11:20 試験

11:20～ 13:35 昼休憩

13:35～ 14:05
小児がん検診 檜山　英三 広島大学病院小児外科

講義

14:05～ 14:10 試験

14:10～ 14:40
放射線機器によるがん検診 髙橋　雅士 友仁山崎病院

講義

14:40～ 14:45 試験

14:45～ 15:15
婦人科がん検診 坂本　優 杏雲堂病院婦人科

講義

15:15～ 15:20 試験

15:20～ 15:35 15分休憩

15:35～ 16:05
腎・泌尿器がん検診 伊藤　一人 群馬大学医学部泌尿器科

講義

16:05～ 16:10 試験

16:10～ 16:40
腹部超音波検診 小川　眞広 日本大学医学部消化器肝臓内科

講義

16:40～ 16:45 試験

16:45～ 16:50 閉会挨拶 小川　眞広 認定医制度委員長

開催日：2017年8月26日（土）
会　場：広島大学保健学科棟1F会議室

実施日時：2018年1月20日（土）14：00～ 17：20（予定）
会　　場：日本大学病院5階大会議室

がん検診認定制度委員会からのお知らせ
■ 第11回がん検診認定医習熟講習会

  田中信治（広島大学大学院医歯薬保健学研究科内視鏡医学）
 「最新の気管支鏡診断について～ Endobronchial Ultrasonography（EBUS）の手技の追及～」 
  栗本典昭（島根大学医学部呼吸器・臨床腫瘍学）
 「Multiparametric TRUS（経直腸的超音波断層法）を用いた前立腺癌診断～現況と限界～」 
  沖原宏冶（京都府立医科大学泌尿器科）
12：20～ 13：20 ランチョンセミナー 4「客観性を高める超音波の使い方」 
 演者： 舛本法生（広島大学病院乳腺外科） 
  小川眞広（日本大学病院超音波室） 
 共催： シーメンスヘルスケア株式会社
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会　長：髙橋　悟（日本大学医学部 泌尿器科 教授）
会　期：平成30年9月7日（金）、8日（土）
会　場：日本大学会館（〒102-8275　東京都千代田区九段南4-8-24）
テーマ：今、社会が求めるがん検診のかたち
第26回日本がん検診・診断学会総会HP： 
http://npo.jacdd.org/soukai26/

第26回日本がん検診・診断学会総会開催のご案内

関連学術集会等のお知らせ

会　長： 伊藤　潔（東北大学災害産婦人科学分野教授）
会　期： 平成29年9月2日（土）、3日（日） 
会　場： 仙台国際センター（〒980-0856　仙台市青葉区青葉山無番地）
テーマ： 婦人科がん検診を鳥瞰する
第26回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会HP：http://www.tohoku-kyoritz.jp/jagcs26/

会　長：苛原　稔（徳島大学大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野 教授）
会　期：平成29年11月10日（金）、11日（土）
会　場：あわぎんホール・ホテルクレメント徳島
テーマ：女性ヘルスケアからみた乳癌検診

第26回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会のご案内

第27回日本乳癌検診学会学術総会のご案内

日本がん検診・診断学会では、市民の皆様へのがん検診認定医制度の更なる周知を図るため、今年1月より、
がん検診認定医ホームページ（認定医一覧）のリニューアルを行いました。
当学会の認定医による検診や診療が受けられる医療機関
http://npo.jacdd.org/index.php?page=info_medic2

新しいホームページでは、バナー画像を用いて、がん検診認定医が所属する医療機関ホームページへのリンク
を可能とし、一般の検診者が、当学会の認定医の診察を受けやすくすることを目的としております。
つきましては、当企画に賛同いただき認定医ホームページの維持管理費を負担いただける医療機関様を引き続

き募集しております。
がん検診認定医の会員の方で、認定医ホームページに施設名およびバナー画像の掲載を希望される場合は、維

持管理費に関するご案内をお送りいたしますので、事務局（npojimu@jacdd.org）までお問い合わせください。

■ 認定医ホームページ維持管理費（バナー掲載）のご案内
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編集後記　
メールマガジンVol.6, No1を発行いたします。東京はようやく梅雨が明け夏の日差しに照りつけられてお
りますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ また九州・東北地区での豪雨により被災されました皆様方に
心よりお見舞い申し上げます。
今号は、第25回日本がん検診・診断学会総会の開催概要を掲載させて頂きました。8月下旬で広島は残暑
厳しいとは思いますが、皆様是非参加頂きたいと思います。さらに第12回試験・講習のスケジュールも掲
載しておりますのでご参考にして頂きたいと思います。また関連学術集会等のお知らせも掲載しております。
さて、今月にて第5代理事長の金子昌弘先生が本会規定の定年により退任されます。金子理事長先生にお
かれましては、3期6年間学会の発展に努められ会員一同心より感謝いたしております。ご苦労様でした。
盛夏のおり、皆様体調管理にはより気を配りお過ごし頂きたいと思います。

広報渉外担当理事　森山光彦（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野）

会　期：平成30年4月12日（木）～ 15日（日）
会　場：パシフィコ横浜
テーマ：夢のような創造科学と人にやさしい放射線医学

第77回日本医学放射線学会総会
会　長：今井　裕（東海大学）

第74回日本放射線技術学会総会学術大会
大会長：錦　成郞（天理よろづ相談所病院）

第115回日本医学物理学会学術大会
大会長：小口　宏（名古屋大学）

2018国際医用画像総合展（The International Technical Exhibition of Medical Imaging 2018）
会　期：平成30年4月13日（金）～ 15日（日）

JRC2018のご案内


