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Are we visible?  Are we visible?  

●救急医が放射線科医に期待するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺澤秀一（福井大学医学部　地域医療推進講座）

12:00～ 12:50 ランチョンセミナー1 （共催：第一三共株式会社） 座長：中島康雄（聖マリアンナ医科大学）

●医師が最低限知っておくべきITの知識 塚本信宏（済生会横浜市東部病院）
●医用画像表示用モニタの品質管理の重要性－画像表示装置の経年変化をふせぐには？－
  比良浄敬（日本画像医療システム工業会　モニタ診断システム委員会）
●電子媒体による画像連携の留意点 安藤　裕（放医研・重粒子医科学センター病院）

13:00～ 14:30 医療の質（IT） 座長：安藤　裕（放医研・重粒子医科学センター病院）

●肺　　癌  辻野佳世子（兵庫県立がんセンター）
●消化器癌  村上祐司（広島大学）
●乳　　癌  小口正彦（がん研究会有明病院）
●頭頸部癌  古平　毅（愛知県がんセンター中央病院）
●前立腺癌  佐々木智成（九州大学）
●婦人科癌  生島仁史（徳島大学）

14:50～ 17:20 最新放射線治療2012（ASTRO2011に参加して） 座長：永田　靖（広島大学）

●統計データからみる画像診断の実施状況～適正か，過剰か～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今村惠子 （聖マリアンナ医科大学）

17:20～ 18:10 イブニングセミナー （共催：バイエル薬品株式会社） 座長：鳴海善文（大阪医科大学）

●外傷の画像診断とIVR　－One for all, All for one－ 
　　　　　　　　　　　　　　　　船曵知弘（済生会横浜市東部病院救命救急センター）

●Diagnosis and Interventional Radiology for Peripheral AVMs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Young Soo Do（Samsung Medical Center)

13:00～ 14:00 第1部　救急とIVR 座長：三村秀文（川崎医科大学）

●放射線科医は乳腺診療にどうかかわるか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東野英利子（筑波メディカルセンター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角田博子（聖路加国際病院）

14:20～ 15:20 第2部　Women's Imaging 座長：川島博子（金沢大学）

●肺・縦隔の感染症 芦澤和人（長崎大学）
●心・大血管の炎症及び感染症 真鍋（大山）徳子（北海道大学）

9 :00 ～ 10:00 第4部　胸部・心大血管の炎症・感染症の画像診断　座長：高瀬　圭（東北大学）

●Cancer board における放射線科医の役割 松枝　清（がん研究会有明病院）
●がんの治療効果判定の画像診断：RECIST and beyond
 中村健一（国立がん研究センター多施設臨床試験支援センター／JCOG運営事務局）
●あなたが創る，腫瘍IVRの未来 PartⅠ 竹内義人（国立がん研究センター中央病院）

10:20～ 11:50 第5部　Imaging & IVR in Oncology  座長：山門亨一郎（三重大学）

●頭頸部CT・MRI読影の基礎
　―咽・喉頭癌読影のポイントと頸部筋膜間隙に基づく質的診断―
  小島和行（久留米大学）

12:10～ 13:00 ランチョンセミナー2　頭頸部（共催：エーザイ株式会社） 座長：興梠征典（産業医科大学）

●わかりやすい（定性的な）放射線被ばくの話 平田秀紀（九州大学）
●福島第一原子力発電所事故から見た放射線被ばく 細井義夫（広島大学）

8:50～ 10:20 安全管理（被ばく） 座長：大西　洋（山梨大学）

●講習の意義と日本医学放射線医学会の遠隔画像診断に対する取り組み
  金澤　右（岡山大学）
●遠隔画像診断に関するガイドラインの具体的解説 藤井正彦（神戸大学）
●ITリスクとセキュリティ 加納裕士（セントメディカル・アソシエイツ合同会社）
●遠隔画像診断に関する法的問題 寺本振透（九州大学大学院法学研究院）

10:30～ 12:00 遠隔画像診断 座長：松尾義朋（イーサイトヘルスケア）
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婦人科画像診断アラカルト
15:40～ 17:10 第3部　Women's Imaging 

座長：曽根美雪（岩手医科大学）

●Clinically-oriented anatomy of the female pelvis 
  Katarzyna J. Macura（Johns Hopkins University）

●子宮内膜症とその関連疾患の画像診断 武輪　恵（平成記念病院）

●婦人科悪性腫瘍の転移と再発の画像診断 田村綾子（お茶ノ水駿河台クリニック）

1月15日 ㈰ 第２日目

1月14日 ㈯ 第１日目
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25th in福岡

▶海外講師ご講演の共催：バイエル薬品株式会社，第一三共株式会社
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