
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。）
閲覧には事前ダウンロードが必要です。
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。

※研修医証明書記入例

○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
を証明いたします。

　　研修医氏名

◆ 事前登録締切日：2018 年 1 月 9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：ky2s-mtsm@asahi-net.or.jp
       ※キャンセルの場合：1月9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
　  2018年1月27日（土）午前11時より行います。

◆ 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）にも記載いたします。
　　そのままお使いいただけます。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。

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。

※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。

http://www.jcr.or.jp/nyuukai/nyuukai.html

◆ 参加申込み及び支払い方法

ご入会手続について（正会員・準会員）

事前登録
当日登録

JCR会員
正会員
13,000
16,000

準会員
6,000
10,000

賛助会員
13,000
16,000

非会員
前期研修医
3,000
5,000

医学部学生
1,000
1,000

その他
27,000
32,000

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）

一時保育の
ご利用について

上記 “非会員の方” で手続き ・ 入金後、証明書（研修医は前期研修医証明書、学生は学生証）を
FAXまたはメールでお送りください。確認ができましたら、受講ハガキを送ります。
※身分証明書では不可です。 
※当日登録の場合は証明書を必ずご持参ください。提示いただけない場合はその他扱いとなります
　のでご注意ください。

※前期研修医・医学部学生は下記
【参加申込み及び支払い方法】をご参照ください。

●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。 
●非会員の方 ： JCR会員サイト（http://jcr.smartcore.jp/）へ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。
●備　　　  考 ： 事務局で申込 ・ 入金の確認ができましたら、受講ハガキをお送りします。2018年1月21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。

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。
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  肺がん知識のブラッシュアップ

  タレントではない医師のためのマスコミ対策



第31回JCRミッドウィンターセミナー / 中面

第 31回 JCRミッドウィンターセミナー
第 1会場 ：3F メインホール
第 2 会場 ：2F 多目的ホールガイドラインに基づく放射線科診療

１月２７日（土） １月２8日（日） 
第 1会場 第 1会場

第 2 会場 第 2 会場

12:00～12:45 ◆ランチョンセミナー１　共催：バイエル薬品株式会社 座長：山下康行（熊本大学）
 　EOB-MRI 肝細胞相で検出される非多血性結節 伊東克能（山口大学）
 　（high risk nodule）をどのように診断するのか？ 

 ◆開会挨拶
 
13:00～14:30 ◆脳腫瘍 座長：渡邊嘉之（大阪大学）
 　診断から治療まで 2016 年の病理改定を踏まえて  
 　・病理 平戸純子（群馬大学 病理部）
 　・画像診断 増本智彦（筑波大学）
 　・治療（放射線治療を中心に） 前林勝也（日本医科大学）

14:40～16:10 ◆肝胆膵　 座長：入江裕之（佐賀大学）
 　明日から役立つ肝胆膵診療 
 　・LI-RADS を用いた肝癌カテゴリー分類 五島　聡（岐阜大学）
 　・膵癌取扱い規約と診療ガイドラインに即した画像診断 福倉良彦（鹿児島大学）
 　・肝臓（肝癌）の IVR 南　哲弥（金沢大学）

16:20～17:50 ◆心臓　 座長：北川覚也（三重大学）
 　目からウロコの心臓画像診断 
 　・心臓 CTがなくっちゃ始まらない 城戸輝仁（愛媛大学）
 　・心臓 MRI のイケてる活用術 田所導子（高知大学）
 　・心臓核医学の凄い実力 木曽啓祐 ( 国立循環器病研究センター )

18:00～18:40 ◆イブニングセミナー　共催：第一三共株式会社 座長：山門亨一郎（兵庫医科大学）
 　IVR と基礎研究 髙木治行（兵庫医科大学）

9:00～10:00 ◆肺癌　 座長：生島仁史（徳島大学）
 　肺がん知識のブラッシュアップ
 　・ 肺がんの画像診断：CT で遺伝子診断を紐解く？ 遠藤正浩（静岡県立静岡がんセンター）
 　・肺がん薬物療法の最前線 加藤晃史（神奈川県立がんセンター 呼吸器内科）

10:10～11:10 ◆核医学（内照射）　 座長：菅　一能（セントヒル病院）
 　今や花形のＲＩ（内照射）治療を知ろう 
 　・ゼヴァリン治療の実際 澤本博史（九州がんセンター）
 　・みんなでやろう内用療法ーこれからが旬だぜい 絹谷清剛（金沢大学）

11:20～12:10 ◆スポンサードセミナー　共催：エーザイ株式会社 座長：中塚豊真（三重大学）
 　あなたの TACE は延命を期待できますか？
 　－肝癌ガイドラインに基づくTACE 治療ー 
 　・TACE と分子標的薬の併用療法：今後の展望 佐藤洋造（愛知県がんセンター中央病院）
 　・TACE―理論と実践― 宮山士朗（福井県済生会病院）

12:30～13:15 ◆ランチョンセミナー2　共催：富士製薬工業株式会社 座長：村田喜代史（滋賀医科大学） 
 　放射線科医が知っておきたい基礎から臨床
 　・肝細胞癌の CT・MRI 診断：早期肝細胞癌を理解するために 岡田真広（日本大学） 
 　・Gd 造影剤の副作用理解のための基礎 粟井和夫（広島大学）

13:30～14:30 ◆腎癌　 座長：松尾義朋（イーサイトヘルスケア株式会社）
 　腎癌の画像と病理 
 　・ちょっと ” 珍しい ” 腎腫瘍の画像診断 加茂実武（聖路加国際病院）
 　・腎腫瘍の病理 河野眞司（原三信病院 病理診断科）

8:20～8:50 ◆モーニングセミナー　共催：イーサイトヘルスケア株式会社 座長：松尾義朋（イーサイトヘルスケア株式会社）
 　進化したびまん性肺疾患診療 江頭玲子（佐賀大学）
 　- これがなくっちゃ始まらない遠隔多科合同カンファレンス - 

9:00～10:30 ◆特別企画 座長：永倉久泰（KKR 札幌医療センター）
 　このままでいいのか？放射線科（診断、IVR、治療） 
 　・診断 井田正博（荏原病院）
 　・IVR の立ち位置 稲葉吉隆（愛知県がんセンター中央病院）
 　・放射線腫瘍学の将来 永田　靖（広島大学）

10:40～12:10 ◆スペシャルレクチャーセッション 座長：青木隆敏（産業医科大学）
 　　　　　　　共催：キャノンメディカルシステムズ株式会社 
 　アナライザーシステムを用いた双方向性レクチャー 
 　含蓄ある症例　あなたならどう考える？ 
 　※先着 200 名回答権 
 　・骨関節 橘川　薫（聖マリアンナ医科大学）
 　・軟部 藤本　肇（沼津市立病院）

13:00～14:00 ◆IVR（救急) 座長：近藤浩史（帝京大学）
 　緊急IVRが上手くなる救急IVRのコツを知り、救命する喜びを分かち合おう 
 　・救急の IVR（非外傷） 渋谷　圭　（群馬大学）
 　・外傷患者を救うために放射線科医が知っておきたい６つのこと 一ノ瀬嘉明（災害医療センター）

14:10～15:00 ◆女性医師支援　共催：日本医師会 座長：松林（名本）路花（九州医療センター）
 　タレントではない医師のためのマスコミ対策 村中璃子（医師・ジャーナリスト　
  　　　　　　 京都大学医学研究科 非常勤講師）

15:10～16:10 ◆核医学（診断）　 座長：陣之内正史（厚地記念クリニック
 　腫瘍診断における PET/CTと PET/MR の有用性 　　　　　　　　・PET 画像診断センター）
 　・腫瘍診断における PET/CT 診断のキーポイント 中谷航也（倉敷中央病院）
 　・腫瘍診断における PET/MRI の使い方 栗原宏明（国立がん研究センター中央病院）

16:20～17:20 ◆TNM 分類　 座長：永田　靖（広島大学）
 　放射線診療に重要な最新 TNM 分類について 
 　・頭頸部癌 中村聡明（関西医科大学）
 　・肺癌 中山優子（国立がん研究センター中央病院）

17:30～18:20 ◆特別講演　 座長：大西　洋（山梨大学）
 　がん診療連携拠点病院をめぐる話題
  佐々木昌弘（厚生労働省健康局 がん・疾病対策課） ※演者や開始時間等、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。



Womens’ Radiologists 座談会 
～子育て中の放射線科医と語ってみよう～ 

 

 

日常の小さな悩みや大きな悩み、 

その解決方法….etc…何でも！ 

今、まさに子育て真っ最中の女性の

Radiologistsと語ってみませんか？ 

勤務先にこんな 
制度があったら 

 仕事を続けられる/た 
かも・・・・ 

○△のようなシス
テムがあったら、、 

ミッドウィンターセミナー1日目 
1月27日（土） 15:10～ 
福岡国際会議場内 

高校受験？進路相談は？ 

病児保育はみんな
どうしてる？ 

Tea time talk 
お茶を片手に 
ゆるりと。 

周りにできるだけ
迷惑をかけたく 
ないけど・・・ 


