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参加申込要項
参加費
テキストなど準備の都合上，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

15,000

10,000

5,000

15,000

30,000

当日登録

20,000

15,000

10,000

20,000

35,000

〈資格〉 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……専門医取得前の放射線科医（専門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
非 会 員……上記以外の方

参加申込み及び支払い方法
○JCR会員の方：同封の払込用紙で，郵便局またはコンビニで参加費をお振り込みください。
○会員以外の方：参加ご希望の場合は，事務局までお知らせください。指定の郵便振替用紙を郵送します。
※払込金受領証の控えは保管しておいてください。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。
振込後 1 〜 2 週間経っても受講受付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。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。

研 修 医

・所属科上司の役職
・氏

お申込みの際，所属科上司の証明
書を郵送か Faxでお送りください。
※ 研修医証明書記入例

名

S
Seminar

ミッドサマーセミナー
Do radiologists know
what physicians want to know

?

医学部学生（医師免許のない方）

・施設名

＊臨床研修指定病院で前期研修中
の医師

2013

日本放射線科専門医会・医会

印

次の者を前期研修医
であることを証明し
ます。
研修医氏名

参加費：1,000 円（当日お支払いください）
参加ご希望の方は事務局にメールか Fax で氏名，大学
名，学年をお知らせください。当日は必ず学生証を提示
してください。ご提示いただけない場合は非会員扱い
となります。

ご入会手続きについて（正会員・準会員）
セミナー参加と同時にご入会いただけます。指定の郵便振替用紙にて参加費，入会金，年会費をお振り込みくだ
さい。また当会 HP から入会申込書をダウンロードして，必要事項をご記入の上，ファクシミリにて事務局まで
お送りください。入会案内のページ：http://www.jcr.or.jp/nyukai/nyukai.html
・ 準会員ご入会について 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。

事前登録締切日：2013 年 7 月 5 日（金）振込厳守
締切日を過ぎてからのお振込は当日登録扱いとなりますのでご注意ください。
差額はセミナー当日に受付にてお支払いいただきます。

問い合せ先
〒 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
・ キャンセルの場合 7 月 5 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
7 月 20 日 ㈯ 午前 11 時より行います。

出席証明書について
日医放の会員カードで出席登録しますので，当日は必ず
ご持参ください。出席証明書は当日お渡しするネーム
カードにも記載いたします。押印の必要はありませんの
で，そのままお使いいただけます。
＊ご宿泊に関しての案内は，ホームページをご覧ください。

2013 年

一時保育のご利用について
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，2 週間
以内に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。
ポートピアホテルにはチャイルドルーム・
ファンタジックアリスがございます。利用
ご希望の方は直接お申し込みください。

ファンタジックアリス
TEL：078−303−5247
※定員を超えた場合にはご利用いただけません
ので , お早めにお申し込みください。

日

時

会

場

世話人

日医放の会員カードで
出席登録します。
当日は必ずご持参ください。
お問い合わせ 日本放射線科専門医会・医会事務局
〒355ー0055 埼玉県東松山市松風台4ー62

7 月 20 日 土
21 日 日
神戸ポートピアホテル
大西 洋（山梨大学）
兵頭秀樹（札幌医科大学）
渡邉嘉之（大阪大学）

TEL. 0493ー35ー4649 FAX. 0493ー35ー4587
ホームページ：http://www.jcr.or.jp/ E-mail : ky2s-mtsm@asahi-net.or.jp

TIME TABLE

※プログラムは変更になる場合がございます。最新版はホームページでご確認ください。

2013 年 7 月 20 日 土
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ポートピアホール

Ａ会場

13：00～14：30

15：00～16：30

17：00～18：00

開会挨拶

頭頸部悪性腫瘍の診断から治療まで

肺癌診療に役立つ画像診断

腹部腫瘍画像診断

水沼仁孝

座長：山田

座長：大西

惠（京都府立医科大学）

1. 頭頸部癌の画像診断

掛田伸吾（産業医科大学）

2. PET に基づく頭頸部癌の治療

猪原秀典（大阪大学）

3. 頭頸部癌の動注化学療法

吉田大介（北海道大学）

洋（山梨大学）

12：00～12：50

大輪田A

B会場

ランチョンセミナー 1
FDG-PET の基礎と読影
FDG-PET の読み方

演者：御前

隆

（近畿大学高度先端総合医療センター）
（天理よろづ相談所病院

RI センター）

共催：日本メジフィジックス株式会社

12：00～12：50

大輪田C

C会場

ランチョンセミナー 2
造影剤の安全性
適正使用のためのガイドライン
～副作用の理解～
座長：長縄慎二（名古屋大学）
演者：桑鶴良平（順天堂大学）
共催：テルモ株式会社

永田

14：30～16：00
心臓画像診断

座長：渡邉嘉之（大阪大学）

座長：高瀬

1. 究極の出生前超音波診断
－胎児から学ぶ発生の不思議－
夫 律子（クリフム夫律子マタニティクリニック）

1. 虚血性心疾患における CT、核医学検査の位置付け
吉村宣彦（新潟大学）

2. 胎児 MR
山村

3. 内科医が必要とする心臓画像検査
平野雅春（東京医科大学）

2. CT colonography の時代における注腸検査による
大腸腫瘍性病変の診断
石川 勉（獨協医科大学）
3. 食道・小腸の画像診断：Learning from the museum cases
杉本英治（自治医科大学）

18：20～
18：30

急性期脳梗塞の診断から治療まで

座長：石藏礼一（兵庫医科大学）
1. 急性期脳梗塞の CT、MRI（初級編）
松末英司（鳥取県立中央病院）

圭（東北大学）

2. 心臓 MRI 入門

13：00～14：30
そうだったのか！ X 線画像診断入門
座長：松本俊郎（大分大学）
1. バリウムでわかる胃がんリスク診断＋α
伊藤高広（奈良県立医科大学）

隆（那覇市立病院）

16：30～18：00

基礎から臨床まで

JCR
からの
お知らせ

2. 急性期脳梗塞の画像診断（中・上級編）
木下俊文（秋田県立脳血管研究センター）
3. 急性期脳梗塞の再開通療法 IV rt-PA と血管内治療
山上 宏（国立循環器病研究センター）

大田英揮（東北大学）

14：45～15：45

16：00～17：00

17：15～18：15

死後画像診断読影講座

加齢画像と最近の治療

遠隔画像診断に求められること

座長：高野英行（千葉県がんセンター）

座長：杉村和朗（神戸大学）

座長：金澤

1. 形成外科医のアプローチ
一瀬晃洋（神戸大学）

受信側

大西

2. 顔面加齢に対する画像診断的解析
奥田逸子（国際医療福祉大学三田病院）

読影側

林

経営側

1. 死後画像上の死因、死後変化、
蘇生術後変化
塩谷清司（筑波メディカルセンター）
2. 救命救急領域の死亡時 CT 診断（Ai）
高橋直也（新潟市民病院）

19:30

2. 胆道悪性腫瘍の画像診断
竹原康雄（浜松医科大学）

靖（広島大学）

胎児の画像診断

19:00

1. 肝腫瘤画像診断 overview
市川新太郎（山梨大学）

2. 呼吸器外科医からみた肺癌診療に役立つ画像診断
とは？
坪井正博（横浜市立大学）

13：00～14：00

仁（ハンブルグ大学）

座長：又吉

1. 肺癌診療のための画像検査報告書に記載すべきこと
－胸部 CT を中心に
南部敦史（帝京大学溝の口病院）

3. 放射線治療

眞

18:00

12：55

（那須赤十字病院）

座長：細野

17:00

18：30～19：30
イブニングセミナー 先達に聞く：私のモットー
座長：水沼仁孝（那須赤十字病院）
1. 画像診断医としての私の（人の）モットー
左合 直（福井赤十字病院）
2. 放射線医学と医療のはざま
西尾正道（北海道がんセンター）
3. 眠くならない被曝の話 ～IVR における実践的な
従事者被曝防護～
米虫 敦（関西医科大学）
共催：エーザイ株式会社

右（岡山大学）
洋（山梨大学）
直人（東京大学）

松尾義朋

（イーサイトヘルスケア）

2013 年 7 月 21 日 日
8:30

9:00

ポートピアホール

Ａ会場

大輪田A

B会場

8：20～8：50
モーニングセミナー 1
脳腫瘍の画像診断入門
座長：高木

亮（日本医科大学）

演者：金柿光憲（京都大学）
共催：マリンクロット
ジャパン株式会社

10:00
9：10～10：10

10：40～11：40

教科書に載っていない泌尿器画像診断

婦人科腫瘍画像診断

座長：兵頭秀樹（札幌医科大学）

座長：松本俊郎（大分大学）

1. 上部編

丸上永晃（奈良県立医科大学）

2. 下部編

髙橋

1. 子宮腫瘍の画像診断
福永 健（鳥取大学）

大輪田C

C会場

9：00～10：30

演者：伊藤高広

2. 子宮・前立腺

（奈良県立医科大学）

共催：イーサイトヘルスケア
株式会社

哲（神戸大学）

9：00～10：30
スポーツ医学における画像診断
座長：福田国彦（慈恵医大）
1. MRI 診断 －膝関節を中心に－
新津 守（埼玉医科大学）
2. スポーツ医学における画像診断の役割 ～スポーツドクターの視点から～
土肥美智子（国立スポーツ科学センター）
3. スポーツ医学への新しい画像診断 ～運動器エコーの時代がやってきた！～
松崎正史（ソニックジャパン）

8：20～8：50
モーニングセミナー 2
学び続けよう、消化管Ｘ線造影
～上部編～
座長：松尾義朋

（イーサイトヘルスケア）

11:00

靖（広島大学）

1. 粒子線治療の現状と今後
不破信和（兵庫県立粒子線医療センター）
生島仁史（徳島大学）

3. 骨転移の早期診断・早期治療
永倉久泰（KKR 札幌医療センター）

13:00

14:00
13：15～14：45
最新装置の話題
座長：兵頭秀樹（札幌医科大学）
1. マルチスライスCTの最新技術
高橋大輔（㈱日立メディコ）
2. MRI の最新アプリケーションと臨床応用
八杉幸浩（㈱日立メディコ）
3. 核医学装置（SPECT.PET）の最新情報 礒島 博（㈱日立メディコ）
4. 最新の高精度放射線治療装置について
－TomoTherapyを中心に－
今村浩志（㈱日立メディコ）

2. 卵巣腫瘤の画像診断
木戸 晶（京都大学）

10：50～11：50

12：10～13：00

13：15～14：45

乳腺診療における画像診断医の役割

ランチョンセミナー 3
心臓が専門でない人のための冠動脈 CT

フィルムリーディング

座長：平田秀紀（九州大学）
1. 診断精度を上げる為の工夫
菊池真理（聖路加国際病院）

座長：松永尚文（山口大学）

2. 乳腺 MRI vs MMG
－MRI から理解する MMG－
山野理子（兵庫医科大学）

共催：第一三共株式会社

11：00～11：50

診断医に知ってもらいたい放射線治療最前線
座長：永田

12:00

〈特別講演〉
医療保険を巡る課題
司会：杉村和朗（神戸大学）
一戸和成

（厚生労働省

保険局

医療課）

演者：吉岡邦浩（岩手医科大学）

本多

修（大阪大学）

佐々木智章（旭川医科大学）

12：10～13：00

13：15～14：15

ランチョンセミナー 4
肝転移診断における造影 CT と
EOB－MRI の役割

サジェストする IVR 治療

座長：大友

邦（東京大学）

演者：粟井和夫（広島大学）
共催：バイエル薬品株式会社

座長

山門亨一郎（三重大学）

1. 産科出血に対する IVR
ウッドハムス玲子（北里大学）
2. 経皮的椎体形成術
谷川 昇（関西医科大学）

15:00

