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1/18 sat 12:00-18:50 1/19 sun 8:15-14:20 

第１会場 

会場：福岡国際会議場
　　　〒812-0032
　　　 福岡県福岡市博多区石城町2-1

世話人：淡河恵津世(久留米大学)

　　　 加藤勝也（川崎医科大学総合医療センター）

　　　 松本俊郎（大分大学）

　　　 

第１会場 

第２会場 第２会場 

2020.1.18 sat / 1.19 sun 

＊ランチョンセミナー１

＊特発性間質性肺炎の画像診断アップデート

＊胆道・膵嚢胞性病変のアップデート

＊乳癌診療のアップデート

＊イブニングセミナー

＊消化管への放射線療法のアップデート

＊腫瘍核医学の最前線：診断～治療まで

＊女性医師支援

＊あなたのCTガイド下手技、満足されてる？
　満足しているだけじゃないの？

＊神経 / 放射線科医が知っておくべき最新技術

＊小児画像診断：頻度の高い病態の知識、再確認

＊ランチョンセミナー２　

＊骨盤部腹膜外腔の解剖と画像診断を知ろう

＊モーニングセミナー

＊腎臓・尿管・膀胱疾患の診断を極める

＊スポンサードセミナー
JCR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2週間以内に、
ご利用になった一時保育の領収書コピーを
事務局までお送りください。
半額を補助としてお振込みいたします。

◆ 事前登録締切日： 2019 年 12 月 24 日（火）振込日厳守
　   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。

◆ 問い合せ先
　　 日本放射線科専門医会・医会（JCR）事務局
　　電話：0493-35-4649   FAX：0493-35-4587　E-mail：office@jcr.or.jp
        ※キャンセルの場合：12月24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。

◆ 当日登録受付について
　　2020年1月18日（土）午前10時30分より行います。（※大変混雑いたしますので、できるだけ事前登録をお願いいたします。）

◆ 出席証明書について
　　出席証明書は当日お渡しするネームカード （兼領収書）に記載いたします。
　　日医放の会員カ ー ドで出席登録される方は、当日は必ずご持参ください。

◆ 領域講習について
　　日本専門医機構認定放射線科領域講習を実施します。（計４セッション、各１単位）
　　日時等はプログラム中面をご確認ください。

※宿泊に関しての案内は、ホームページをご覧ください。

一時保育のご利用について

参加申込要項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

□正  会  員・・・・JCR会員。日本医学放射線学会とは
 　　　 別組織ですのでご注意ください。 
□準  会  員・・・・診断または治療専門医取得前の放射線科医
 　　　（取得後は正会員に移行します。) 
□賛助会員・・・・日本放射線科専門医会 ・ 医会の賛助企業
□前期研修医・・・臨床研修指定病院で前期研修中の医師
□医学部学生・・・医師免許のない方
□そ  の  他・・・・上記以外の方

◆ 参加費
　  準備の都合上、できるだけ事前登録をお願いいたします。

ホームページの「入会案内」をご参照ください。
http://www.jcr.or.jp/nyuukai/
※資格審査が必要になるため、セミナー当日はご入会
いただけませんので、ご注意ください。

◆ 参加申込み及び支払い方法
　　●JCR会員の方：JCR 会員サイト（http://jcr.smartcore.jp/）からお申込みいただくか、同封の払込み用紙で郵便局・コンビニで
　　　　　　　　　参加費をお振込みください。 

　　●賛助会員・非会員の方：JCRホームページ、ウィンターセミナーのページにボタンを設置しますので、
   （http://www.jcr.or.jp/seminor/mw/）事前登録申込フォームへ入力をしてください。
    後日メールにて参加費のご請求をお送りしますので、webからお支払の手続きをお願い致します。

　　●備考：事務局で申込 ・ 入金の確認ができましたら、受講ハガキを年末年始頃に発送いたします。
　　　　　 1月10日までにハガキが届かない場合は事務局までお問い合わせください。

ご入会手続について（正会員・準会員）

事前登録
当日登録

J C R会員 J C R賛助
企業会員

非会員

正会員
1 4 , 0 0 0
1 7 , 0 0 0

準会員
7 , 0 0 0
1 1 , 0 0 0

賛助会員
1 4 , 0 0 0
1 7 , 0 0 0

前期研修医
3,000
5,000

医学部学生
1,000
1,000

その他
28,000
33,000

抄録集は電子シラバスのみとなります。（冊子はありません。）
詳細はホームページおよび受講ハガキにてお知らせいたします。

研修医（臨床研修指定病院で前期研修中の医師）・医学部学生（医師免許のない方）
事前登録申込とお支払の手続きと同時に、証明書（研修医は前期研修医証明書、学生は学生証コピー）を
FAXまたはメールでお送りください。確認できましたら、受講ハガキを送ります。
※身分証明書では不可です。（研修医は、word or PDFをホームページに用意しましたので、ご利用ください。）
※当日登録の場合は、証明書を必ずご持参ください。
　ご持参いただけない場合は「その他」の参加費を頂戴しますので、ご注意ください。
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会場：福岡国際会議場

世話人：淡河恵津世 ( 久留米大学 )、加藤勝也（川崎医科大学総合医療センター）、松本俊郎（大分大学）

TIME TABLE TIME TABLE

共催：バイエル薬品株式会社

共催：第一三共株式会社

※プログラム内容や演者は変更となる場合がございます。
最新プログラムはホームページをご覧ください。

HP : http://jcr.or.jp/seminor/mw/

※【領域講習】：日本専門医機構認定　　　　  
放射線科領域講習（各１単位）

共催：日本医師会

共催：エーザイ株式会社

共催：ゲルベ・ジャパン株式会社

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

1/18 sat 12:00-18:50 1/19 sun 8:15-14:20 
第１会場 / メインホール 第２会場 / 多目的ホール 第１会場 / メインホール 第２会場 / 多目的ホール

12:00-12:45
ランチョンセミナー 1
座長：吉満研吾（福岡大学）

▶肝細胞癌の画像バイオマーカーとしての EOB-MRI
　北尾梓（金沢大学）

14:20-15:20
腫瘍核医学の最前線：診断～治療まで
座長：菅一能（セントヒル病院）

▶腫瘍核医学イメージングのアップデート
　中條正豊（鹿児島大学）

▶最新の PET 画像診断と核医学セラノスティクス
　渡部直史（大阪大学）

12:50-13:00
開会挨拶

13:00-14:00
消化管への放射線療法のアップデート
座長：若月優（自治医科大学）

▶食道癌の放射線治療法
　鈴木弦（京都府立医科大学）

▶肛門扁平上皮癌の化学放射線療法
　唐澤克之（がん・感染症センター都立駒込病院）

13:00-14:30
特発性間質性肺炎の画像診断アップデート
座長：氏田万寿夫（立川メディカルセンター 立川綜合病院）

▶特発性肺線維症の ATS / ERS / JRS / ALAT
　 2018 ガイドラインのポイント
　藤本公則（久留米大学）

▶UIP の画像診断
　澄川裕充（堺市立総合医療センター）

▶NSIP の CT 画像診断
　冨永循哉（東北大学）

14:40-16:10
胆道・膵嚢胞性病変のアップデート
座長：入江裕之（佐賀大学）

▶胆道嚢胞性病変の画像診断
　 ー胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) を中心にー
　松原崇史（福井県立病院）

▶膵嚢胞性病変の画像診断
　石神康生（琉球大学）

▶胆道・膵嚢胞性病変の病理
　相島慎一（佐賀大学医学部附属病院 病因病態科学）

16:20-17:50
乳癌診療のアップデート
座長：淡河恵津世（久留米大学）

▶乳癌の MRI 診断：基本的事項と最近の知見
　田上秀一（久留米大学）

▶画像診断に役立つ 乳癌サブタイプと乳腺病理
　山口倫（久留米大学医学部附属医療センター 病理診断科 臨床検査室）

▶乳癌に対する放射線療法の現況と問題点
　山内智香子（滋賀県立総合病院）

18:10-18:50
イブニングセミナー
座長：石藏礼一（神戸市立医療センター中央市民病院）

▶筋膜・間隙解剖から読み解く頭頸部画像診断
　浮洲龍太郎（北里大学）

15:40-17:40
女性医師支援
座長：井田正博（水戸医療センター）
　　　松林（名本）路花（九州医療センター）

▶外科医として生きてきた道
　田中眞紀（久留米総合病院 院長）

▶放射線科医の未来の働き方 ー多様性の時代にー
　出口治明（立命館アジア太平洋大学 学長）

▶質疑・ディスカッション

8:50-9:50
あなたの CT ガイド下手技、満足されてる？
満足しているだけじゃないの？
座長：中塚豊真（鈴鹿中央病院）

▶押さえておくべき基本
　宇賀麻由（岡山大学）
▶応用とその先の展開
　平木隆夫（岡山大学）

9:00-10:30
腎臓・尿管・膀胱疾患の診断を極める
座長：福倉良彦（鹿児島大学）

▶腎臓疾患の画像診断
　本田有紀子（広島大学）

▶尿管・膀胱疾患の画像診断
　竹内充（ラジオロネット東海）

▶放射線科医が知ってほしい尿管・膀胱疾患の病理
　都築豊徳（愛知医科大学病院 病理診断科）

8:15-8:45
モーニングセミナー
座長：稲岡努（東邦大学佐倉病院）

▶股関節の画像診断　ー臼蓋関節唇・インピンジメントー
　川原康弘（長崎労災病院）

10:00-11:00
放射線科医が知っておくべき最新技術
座長：山田惠（京都府立医科大学）

▶神経放射線領域の MRI 最新技術
　掛田伸吾（弘前大学）

▶脳卒中の CT 画像診断最新技術
　野口京（富山大学）

11:10-12:10
小児画像診断：頻度の高い病態の知識、再確認
座長：相田典子（神奈川県立こども医療センター）

▶脳梁形成不全と後頭蓋窩嚢胞性奇形
　宇都宮英綱（帝京大学）

▶神経芽腫の画像診断
　野澤久美子（神奈川県立こども医療センター）

12:25-13:10
ランチョンセミナー 2
座長：木戸晶（京都大学）

▶婦人科悪性腫瘍における画像診断の役割
　麻谷美奈（新潟県立がんセンター新潟病院）

13:20-14:20
骨盤部腹膜外腔の解剖と画像診断を知ろう
座長：松本俊郎（大分大学）

▶膀胱前腔～仙骨前腔
　高司亮（大分大学）

▶鼠径管・大腿管・閉鎖管・坐骨孔
　田中絵里子（昭和大学藤が丘病院）

10:50-12:10
スポンサードセミナー
インタラクティブセッション
画像診断の心得
～症例を通してスペシャリストに学ぶ～ 
座長：加藤勝也（川崎医科大学総合医療センター）

▶知っていると日常診療が楽しくなるかも ( ？ ) しれない画像診断の Tips
　金子揚（岐阜大学）

▶General Radiology 診断演習　ー考えろ、感じろー
　木口貴雄（一宮西病院）

【 領域講習】

【 領域講習】

【 領域講習】

【 領域講習】




