
テキスト等の準備の都合上，できるだけ事前登録をお願い致します。
正会員 準会員 前期研修医 賛助会員 非会員

事前登録 12,000 6,000 3,000 12,000 25,000
当日登録 15,000 10,000 5,000 15,000 30,000

＜資格＞

〒355－0055  埼玉県東松山市松風台 4－62　日本放射線科専門医会・医会事務局
電　話：0493－35－4649　　FAX：0493－35－4587　　E-mail：ky2s-mtsm@asahi-net.or.jp

2010 年 1 月 23 日（土）午前 11 時より行います。

お申込みの際は，同封の郵便振替用紙（参加申込書を兼ねております）で，郵便局にてお振込下さい（払込
金受領証のコピーは送付不要です）。事務局で入金が確認出来ましたら，受講受付ハガキをお送りします。
なお，払込金受領証の控えは保管しておいて下さい。払込後 1～2 週間後に受講受付ハガキが届かない場
合はお問い合わせ下さい。また，他に郵便振替用紙が必要な方は，事務局にお申し出ください。

正 会 員……JCR会員
準 会 員……日医放会員で専門医取得前の放射線科医（JCR準会員登録済みの方）
研 修 医……臨床研修指定病院で前期研修中の医師（所属科上司の証明書※を事務局に郵送して下さい。）
賛助会員……JCRの賛助企業
非 会 員……上記以外の方

※医学部学生（医師免許のない方）……参加費：1,000 円（当日徴収）ご希望の方は氏名，大学名，学年を
メールかFaxで事務局までお知らせ下さい。　　☆当日は必ず学生証をご提示下さい。

締切日を過ぎてのお振込は当日登録扱いとなりますのでご注意下さい。差額はセミナー当日にお支払いい
ただきます。

●キャンセルの場合 2010 年 1 月 8 日までにご連絡頂ければ，事務手数料 2,000 円を差し引いて
ご返金いたします。

●ご入会手続きについて（正会員・準会員）
当会ホームページ（http://www.jcr.or.jp/）に入会手続きのご案内を掲載しております。
セミナー参加申込みと入会手続きは同時にできません。入会手続きが完了してからセミナーにお申込
みください。
・準会員　資格確認が必要なため、セミナー当日には入会手続きができませんので、ご了承ください。

参加費参加費

参加申込み及び支払い方法（記入例参照）参加申込み及び支払い方法（記入例参照）

事前登録締切日：2009年12月27日振込まで事前登録締切日：2010年1月6日振込まで

問い合せ先問い合せ先

当日登録受付について当日登録受付について

参加申込要項

　専門医会ではセミナー参加に伴う乳幼児の保
育について補助を行っております。JCR会員の
方はセミナー終了後，一時保育をご利用になっ
た領収書のコピーを事務局までお送りくださ
い。半額を補助としてお振り込みいたします。

一時保育のご利用について

出席証明書への押印は23日（土）午後4時より行う予定です。出席証明書への押印は23日（土）午後4時より行う予定です。

・施設名

・所属科上司の役職

・氏　名　　　

研修医氏名

印

次の者を前期研修医である
ことを証明します。

● 身分証明書では不可
● 提示いただけない場合は非会員扱いとなります。

※前期研修医証明書見本

第 23回

Bread and Butter Radiologyテーマ 

日　時

会　場

世話人

2010年1月23日（土）・24日（日）2010年1月23日（土）・24日（日）

東京コンファレンスセンター品川

杉本英治（自治医科大学）／高野英行（千葉県がんセンター）

問い合わせ先
日本放射線科専門医会・医会事務局
TEL.0493ー 35ー 4649 　 FAX.0493ー 35ー 4587　
〒355-0055埼玉県東松山市松風台4ー 62   ホームページ　http://www.jcr.or.jp/            ky2s-mtsm@asahi-net.or.jpmail 

日本放射線科専門医会・医会



日　時　2010年1月23日（土）・24日（日）
会　場　東京コンファレンスセンター品川
世話人　杉本英治（自治医科大学），高野英行（千葉県がんセンター）

　　縦隔  高橋康二（旭川医科大学）

　　肺  髙橋雅士（滋賀医科大学附属病院）

　　MRI of bone marrow (covers children and adults)
　　Pediatric bone tumors: plain films to MRI

　　Imaging of Cervical Spine Trauma: emphasis on MR imaging
　　MR of Osseous Trauma: fractures, stress injuries and osteochondritis dissecans

第 1部 胸部 13：00～14：20
座長：井田正博（荏原病院）

座長：高野英行（千葉県がんセンター）

　　代謝性骨疾患 山口哲治（長崎大学）

　　感染症、炎症性疾患 藤本　肇（沼津市立病院）

　　Miscellaneous 江原　茂（岩手医科大学）

第 2部 骨 16：15～18：15
座長：松尾義朋（イーサイトヘルスケア）

■ ランチョンセミナー1 12：00～12：50 （共催：第一三共株式会社）

■ イブニングセミナー 18：35～19：25 （共催：バイエル薬品株式会社）

■ AFIP Lecture 1　 14：35～16：00

 Marilyn J. Siegel, MD（Pediatrics, Mallinckrodt Institute of Radiology）

※ プログラムは変更になる場合もございます。

　　小児腫瘍の画像診断 赤坂好宣（兵庫県立こども病院）
　　児童虐待の画像診断  ～易骨折性を示す疾患や全身疾患の骨病変との鑑別を交えて～
  小熊栄二（埼玉県立小児医療センター）

小児放射線 8：30～9：50
座長：石藏礼一（兵庫医科大学）

座長：杉本英治（自治医科大学）

■ AFIP Lecture 2 10：05～11：30

 Mark W. Anderson, MD（Musculoskeletal, University of Virginia）

　　外傷初期診療と画像診断
　　～外傷初期診療における画像検査の位置づけとポータブル胸部、骨盤読影の実際～
  船曳知弘（済生会横浜市東部病院  救命救急センター）
　　救急領域における胸部単純Ｘ線写真読影の実際 松本純一（聖マリアンナ医科大学  救急・放射線医学）
　　急性腹症と画像診断  ～腹部単純Ｘ線写真とCT～ 山下寛高（聖マリアンナ医科大学　救急医学）

救急放射線 13：00～15：00
座長：水沼仁孝（大田原赤十字病院）

■ ランチョンセミナー2 11：55～12：45 （共催：日本メジフィジックス株式会社）

第 23回
●AFIP Lectureの共催：バイエル薬品株式会社，第一三共株式会社

　　急性大動脈症候群の画像診断
　　～“Gated chest CT angiography”による新たな疾患知見を中心に～
  植田琢也（千葉大学）

座長：中島康雄（聖マリアンナ医科大学）

　　安全な造影検査を実施するための戦略と戦術：造影剤の適正使用推進ガイドFAQ 
  早川克己（京都市立病院）

座長：桑鶴良平（順天堂大学）

　　変わりゆく乳癌の診断と治療　～最近の話題より～
  中村清吾（聖路加国際病院　ブレストセンター）

座長：川島博子（金沢大学）

Bread and Butter Radiology

第 3部

第 4部

2010年 1月23日（土）

2010年 1月24日（日）

ミッドウィンターセミナープログラムミッドウィンターセミナープログラム
テーマ

会場案内図

東京コンファレンスセンター・品川
〒108－0075
東京都港区港南1丁目9－36 アレア品川3F
TEL.03－6717－7000　FAX.03－6717－7001

●品川駅中央改札港南口（東口）より 徒歩2分
　駅からペデストリアンデッキで直結しています。

交通のご案内
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