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参加者の方へ 

 参加受付は午前8時30分より、１階ロビー内総合受付にて行います。 

 参加費は2,000円です。 

 ネームカードに所属・氏名を記入の上、会場内では必ず着用して下さい。 

 プログラム・抄録集は学会当日ご持参下さい。 

 会場内は全面禁煙となっております。喫煙は指定された場所のみでお願いいたします。 

 本会ではクールビズを推奨いたします。ノーネクタイでお越し下さい。 

発表者の方へ 

 一般演題は、発表時間：7分、討論時間：3分です。 

 シンポジウムの発表は各10分以内でお願いいたします。 

 発表形式はPCプレゼンテーションのみです (詳細は次項をご覧下さい)。 

 スライド枚数に制限はありませんが、発表時間内におさまるように作成して下さい。 

 最終抄録を学会当日に、受付にWORD形式のファイルで提出して下さい (学会誌に掲載されま

す)。 

座長の先生方へ 

 担当セッションの開始予定時刻の10分前までに次座長席にご着席下さい。 

 担当セッションのまとめを学会終了後、2週間以内に事務局までメール

(houshasenka@med.miyazaki-u.ac.jp)で、ご送付下さいますようお願いいたします。

ご案内とお願い 



 

  

発表形式 

 発表は、コンピュータ(PowerPoint)を使用した発表形式のみになります。 

 発表用のコンピュータは Windows PC のみ事務局でご用意いたします。 

 発表用のデータをメディアでお持ち頂く場合は、CD-R もしくは USB フラッシュメモリーでお

願いします(USB フラッシュメモリーはデータの保証ができませんので必ずバックアップを

ご準備下さい)。 

データ形式 

 事務局にて用意するコンピュータは Windows PC、ソフトは PowerPoint2003、2007、解像度

は 1024×768 です。 

 また、PowerPoint のデータ作成においては、Windows 標準のフォント(MS ゴシック・MS 明朝

等)をご使用下さい。(それ以外では、正しく表示されない場合があります) 

 アニメーション・動画の制限はありませんが、PowerPoint に貼り付けている動画は、どの動

作環境の Windows Media Player でも再生できるように作成して下さい。(拡張子.WMV 推薦) 

 PowerPoint のファイルと動画のファイルは必ず同じフォルダにお入れ下さい。また、念のた

めご自身のノートパソコンもご持参いただくことをお薦めいたします。 

 音声は対応しておりません。(持込 PC も含みます) 

 ファイル名は、「演題番号_演者名 w2003.ppt」として下さい。 

 (例:胃 1_山田太郎 w2003.ppt/シンポ)_田中二郎 w2003.ppt) 

※ w2003 は WindowsPowerPoint2003 で作成の意味です。 

 お持込データによるウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフトでチェ

ックして下さい。 

 学会発表会前に必ず、他のコンピュータにて動作確認をお願いいたします。(特にアニメー

ション、動画を用いる場合) 

コンピュータ持込の注意事項 

 発表データが Macintosh の場合は本体をお持ち込み下さい。(サイズの大きな動画を使用さ

れる Windows の先生方もお持ち込み下さい) 

 付属の AC アダプターを必ずお持ち下さい。 

PC発表の詳細 



 会場でご用意する PC ケーブルコネクターの形状は D-sub15 ピンです一部の薄型ノートパソ

コンで、モニタ出力端子が D-sub15 ピンでないものがあります。この端子がないものは本体

のみではプロジェクターにつなぐことが出来ません。別売りのアダプターもしくは付属のア

ダプターが必要となりますので必ずご用意下さい。 

 スクリーンセイバーならびに省電力設定は予め解除して下さい。 

 コンピュータにパスワードが必要な場合はオペレータにその旨を伝え事前に解除をお願い

します。 

発表 

 当日は、40分前までにPC受付(１階ロビー)にてデータ・コンピュータ受付及び確認を必ず行

って下さい。(ご不明な点がありましたら、専任スタッフが対応いたします) 

 発表時は、演台上にディスプレイ・レーザーポインタがあります。ご自身での操作をお願い

いたします。 

 データお持込による演者の方はPCセンターにて受付の際データを複写しメディアをご返却

いたしますが、バックアップ用としてお持ち下さい。複写した発表データは、発表終了後消

去いたします。



 

 

 

 

総会 

 日時： 平成２４年９月８日（土）１３：００~１３：１５ 

 場所： １階大ホール（第１会場） 

評議員会 

 日時： 平成２４年９月８日（土）１２:００～１２:３０ 

 場所： ２階中研修室（第３会場） 

放射線技師部会・保健衛生部会 

 日時： 平成２４年９月８日（土）１２：００～１２：３０  

 場所： ２階大研修室（第２会場） 

製品展示・ドリンクコーナー 

 場所： １階小研修室 

クローク 

   １階総合受付奥 

ランチタイム協賛セミナー 

 日時： 平成２４年９月８日（土）１２：００～１２：４０ 

 場所： １階大ホール（第１会場） 

   (株)カイゲン、堀井薬品工業(株)、伏見製薬(株)の３社協賛により 

昼食をご用意いたします。 

 

お知らせ 



 
 
 

 
第１会場  第２会場 第３会場 

 
１階大ホール  ２階大研修室 ２階中研修室 

9：25～ 開会の辞    

9：30～ 一般演題 胃I （１～5） 9：50～ 一般演題 大腸I （11～14）  

 座長 満崎 克彦  座長 宮崎 貴浩  

10：20～ 一般演題 胃II （6～10） 10：30～ 一般演題 大腸II （15～18）  

 座長 平賀 聖久  座長 前田 徹  

11：20～ 会長講演    

 田村正三    

 司会 北川 晋二    

12：00～ ランチタイム協賛セミナー 12：00～ 放射線技師部会・ 幹事・評議員会 

 園田 英人  保健衛生部会  

 司会 尾上 耕治    

13：00～ 総会    

13：30～ 放射線技師部会シンポジウム    

 司会     水口 昌伸    

         松尾 知章    

 特別発言 土亀 直俊    

15：00～ 教育講演１    

 島田 剛延    

 司会 金城 福則    

15：50～ 教育講演２    

 井上 和彦    

 司会 松元 淳    

16：35～ 閉会の辞    

日程表 



 
 
 
 

【教育講演１】 

15：00~15：45 第１会場 １階大ホール 

「大腸がん検診の有効性評価・事業評価・実施上の問題点」 

講師：島田 剛延（宮城県対がん協会 がん検診センター 副所長） 

司会：金城 福則（琉球大学医学部光学医療診療部） 

 
 

【教育講演２】 

15：50~16：35 第１会場 １階大ホール 

「発生リスクに基づいた胃がん検診システムをめざして」 

講師：井上 和彦（川崎医科大学総合臨床医学 准教授） 

司会：松元 淳（鹿児島県県民総合保健センター） 

 
 

【会長講演】 

11：20~11：50 第１会場 １階大ホール 

講師：田村 正三（宮崎大学医学部附属病院 放射線科） 

司会：北川 晋二（日本消化器がん検診学会九州支部長） 

 

 

【ランチタイム協賛セミナー】 

12：00~12：40 第１会場 １階大ホール 

「ニオイによる癌診断、現状と将来展望」 

講師：園田 英人（伊万里有田共立病院 外科） 

司会：尾上 耕治（宮崎市医師会成人病検診センター） 

 
 

プログラム 



【放射線技師部会シンポジウム】 

13：30~14：40 第１会場 １階大ホール 

「ＤＲ撮影の工夫」 

司  会 水口 昌伸（佐賀大学医学部放射線科） 

 松尾 知章（宮崎県健康づくり協会） 

特別発言 土亀 直俊（熊本県総合保健センター） 

 

１．ＤＲ撮影の工夫 ～観察困難部位を減らすために～ 

川野 秀文（宮崎県健康づくり協会） 

２．ＤＲ撮影の工夫 

鳴川 智幸（鹿児島県民総合保健センター） 

３．ＤＲ撮影の工夫 

本郷 靖夫（熊本県総合保健センタ‐） 

４．ＤＲ画像による枕使用の比較検討 

前田 昌宏（長崎県健康事業団） 

５．当施設におけるＤＲ撮影の工夫 

高木 優（福岡労働衛生研究所） 

討 論 



【一般演題】 

第１会場 １階大ホール 

胃 I  9：30~10：20 座長 満崎 克彦（済生会熊本病院予防医療センター） 

１．当協会における平成 22 年度胃がん検診成績について 

‐平成 21 年度全国集計報告との比較‐ 

塩盛 建二（宮崎県健康づくり協会消化器がん検診専門委員会） 

２．平成 23 年度胃がん検診成績について 

大平 哲也（琉球大学医学部光学医療診療部） 

３．佐賀県における胃癌集団検診成績 

山口 俊介（佐賀大学医学部消化器内科） 

４．当センターにおける胃がん検診の特徴検討 

宇土 星香（熊本県総合保健ｾﾝﾀｰ健康指導課） 

５．平成 22 年度発見胃がんの検討 

徳山 耕平（大分県立病院放射線科） 

 

胃 II  10：20~11：10  座長 平賀 聖久（九州厚生年金病院） 

６．九十九胃透視研究会における胃Ｘ線検診への取り組み 

小鷹 新弥（佐世保同仁会病院放射線科） 

７．精検フィルム検討会における検診発見胃癌の見直し診断の検討 

古森 正宏（福岡地区胃集検読影研究会） 

８．人間ドック胃内視鏡検査で発見した H. pylori 除菌後早期胃癌の１例 

宮田 義史（市民の森病院消化器科） 

９．職員検診で早期胃がんが発見された 1 例 

橋本 隆志（霧島市立医師会医療センター） 

１０．上部消化管内視鏡検診にて発見された好酸球性食道炎の 1 例 

満崎 克彦（済生会熊本病院予防医療センター） 



【一般演題】 

第２会場 ２階大研修室 

大腸 I  9：50~10：30 座長 宮崎 貴浩（潤和会記念病院） 

１１．平成 23 年度の沖縄県総合保健協会における大腸がん検診成績について 

與儀 竜治（琉球大学医学部光学医療診療部） 

１２．宮崎県大腸がん検診市町村別精検受診率の検討 

～精検受診率の低い市町村への文書指導は有効か？～ 

尾上 耕治（宮崎県健康づくり協会消化器がん検診専門委員会） 

１３．平成 22 年度佐賀県大腸がん集検結果と過去との比較 

原口 智佳子（佐賀県立病院好生館） 

１４．福岡市大腸癌検診における大腸ポリープ追跡調査の経過報告 

古川 尚志（福岡市消化管検診委員会） 

 

大腸 II、その他  10：30~11：10  座長  前田 徹（大分県立病院） 

１５．CTC における前処置法別 tagging 効果および受容性の検討 

松田 勝彦（済生会熊本病院予防医療センター） 

１６．当院のスクリーニング CT Colonography における受診者アンケート調査報告 

日髙 稔（鹿児島共済会南風病院） 

１７．当センター大腸がん検診における False negative（偽陰性）の状況 

田嶋 伸之（大分県地域保健支援センター） 

１８．がん検診腹部超音波検査と精密検査～当センターでの所見一致率～ 

平賀 真雄（霧島市立医師会医療センター） 


