参加申込要項
■参加費

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

13,000

6,000

3,000

13,000

27,000

当日登録

16,000

10,000

5,000

16,000

32,000

＜資格＞
□正会員……JCR 正会員

□準会員……JCR 準会員（日医放会員で専門医取得前の放射線科医）

□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（注）を申込と同時に事務局に FAX 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。
ご入会手続について（正会員・準会員）
ご入会手続きについて（正会員・準会員）
JCR 新会員管理サイトからご登録ください。【JCR 会員サイト URL：http://jcr.smartcore.jp/】
会員資格確認後に承認メールをお送りいたしますので、ログインの上セミナー参加のお申し込みをしてください。
＊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。
○会員以外の方

JCR 会員サイト（http://jcr.smartcore.jp/）から新規登録してください。

承認メールが届きましたら、ご案内したパスワードでログインしてセミナー参加のお申し込みをしてください。
※事務局で申込・入金の確認ができましたら、受講ハガキをお送りします。手続き後3 週間経ってもハガキが届かな
い場合は事務局までお問い合わせください。

■事前登録締切日：2014 年 12 月31日 振込まで

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：JCR 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
2014 年 12 月 31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

2015 年 1 月 24 日（土）午前11時 より行います。
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証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。

（注）前期研修医

証明書見本

※身分証明書では不可
※提示頂けない場合は
非会員扱いとなります。
※申込、入金と証明書の
確認ができましたら、
受講受付ハガキを送り
ます。

当日登録の場合は
必ずご持参ください。

○施設名
○所属科上司の役職
○氏名

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

第28回 JCR ミッドウィンターセミナー
- 名人に学ぶ放射線診療 -

１5：2０〜１6：2０

1 月 24 日（土）

座長：高瀬

◆ランチョンセミナー１（共催：第一三共株式会社）
骨粗鬆症の画像診断と治療の最近の知見

１３：００〜１４：００ ◆頭頸部腫瘍
画像解剖に基づく腫瘍と正常臓器の位置・線量情報
「頭頸部癌における治療後画像評価」

「頭頸部癌治療 update 〜 IMRT の現在とこれから〜」

座長：玉川光春（札幌医科大学）

田邉

第一会場

座長：平田秀紀（九州大学）

古平

昇（中村・平田・田邉法律事務所 / JCR 顧問弁護士）

佐野久美子

1 月 25 日（日）

演者：伊東昌子（長崎大学男女共同参画推進センター）

尾尻博也（東京慈惠会医科大学）

圭（東北大学）

佐野久美子（佐野・法常法律事務所）

「この事例、勝訴？敗訴？」

第一会場
１２：００〜１２：45

◆医療訴訟問題

「裁判なんかしたくない」

９：００〜１０：３０

◆婦人科腫瘍

座長：木戸

知っていますか？分類・規約・ガイドラインの改定

毅（愛知県がんセンター中央病院）

「婦人科腫瘍の WHO 分類第 4 版 変更のポイント：病理編」

柳井広之（岡山大学）

「取り扱い規約・ガイドライン改定のポイント：治療編」

生島仁史（徳島大学）

「婦人科腫瘍の WHO 分類第 4 版 変更のポイント：画像編」

１４：１０〜１５：4０ ◆肺腫瘍
肺癌キャンサーボードに必要な知識を習得しよう！
「画像診断に役立つ肺腺癌の病理」

座長：芦澤和人（長崎大学）
蔦

幸治（国立がん研究センター中央病院）

「個別化治療を考慮した肺癌画像診断 〜肺腺癌を中心に〜」 負門克典（がん研有明病院）
「肺癌キャンサーボードで役立つ放射線治療の知識と技術」

大西

１０：４0 〜１１：40

◆小児腫瘍

「30 分で詰め込む小児腫瘍の Key points ！」
「小児腫瘍

１５：5０〜１7：2０

◆肝腫瘍

- 放射線治療」

分かりやすい肝腫瘍の病理と画像診断、そして放射線治療

内田克典（三重大学）

１２：００〜１２：45

永田

◆イブニングセミナー（共催：バイエル薬品株式会社）

Fetal MR Imaging of Central Nervous System

１2：5０〜１3：5０

◆骨軟部疾患

座長：江原

名人に学ぶ骨軟部画像診断の極意

「関節疾患の画像診断：単純 X 線写真と MRI」

演者：Wan-Yuo Guo（台湾）

「骨軟部腫瘍の画像診断 〜撮像・読影のポイント〜」

茂（岩手医科大学）

上谷雅孝（長崎大学）

青木隆敏（産業医科大学）

第二会場

◆細かすぎて伝わらない胸部単純 X 線写真の読影：師弟の漫才

座長：松尾義朋（イーサイトヘルスケア）
演者：＜師匠として＞

＜弟子として＞

◆次世代人材育成＋自己機能評価

◆救急

治療戦略につなげる救急画像診断

一色彩子（日本医大武蔵小杉病院）

座長：ウッドハムス玲子（北里大学）

「治療方針につなげる救急循環器画像診断」

宇都宮大輔（熊本大学）

「スタンフォード B 型大動脈解離に対する IVR」

西巻

「肝胆膵領域における救急疾患の画像診断」

谷掛雅人（京都市立病院）

博（聖マリアンナ医科大学）

座長：井田正博（荏原病院）
１0：40〜１1：40

〜 chairmanship のための minimum requirement 〜

＜次世代人材育成＞「放射線科医がメジャーであり続けるために」 水沼仁孝（那須赤十字病院）
＜自己機能評価＞「JCR による accreditation について」

９：００〜１0：３０

佐藤秀一（横浜旭中央総合病院）

次世代の人材育成のために何をすべきか

＜次世代人材育成＞「放射線腫瘍医の育成」

演者：田中利洋（奈良県立医科大学）

靖（広島大学）

座長：渡邉嘉之（大阪大学）

右（岡山大学）

〜 DC Bead を含めた最近の話題について〜

第二会場

１4：1０〜１5：1０

正木英一（亀田メディカルセンター）

◆ランチョンセミナー２ （共催：エーザイ株式会社） 座長：金澤
肝細胞癌に対する TACE

上田和彦（信州大学）

「肝腫瘍の画像診断」

「肝腫瘍に対する放射線治療」

１3：0０〜１4：0０

北見昌広（東北大学）

座長：山門亨一郎（三重大学）

「肝腫瘍の病理」

１7：４０〜１8：2０

田中優美子（筑波大学）

座長：石藏礼一（兵庫医科大学）

日常臨床で必要な小児腫瘍の診断から治療まで

洋（山梨大学）

晶（京都大学）

永田
山田

靖（広島大学）

惠（京都府立医科大学）

◆がん治療効果判定のレポートをどう書くか

押さえておきたいがんの治療効果判定法あれこれ

座長：三村秀文（聖マリアンナ医科大学）

「臨床試験における治療効果判定」

渡辺裕一（国立がん研究センター中央病院）

「核医学を用いた治療効果判定」

土田龍郎（福井大学）

「造影剤を用いたがん治療効果判定」

佐藤洋造（愛知県がんセンター中央病院）

