
※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： 2017 年 1 月 10 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
　　  日本般射線科専門医会・医会（JCR）事務局　　　　電   話：  0493-35-4649   FA×：  0493-35-4587
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail :  ky2s-mtsm@asahi-net.or.jp
        ※キャンセルの場合：1月10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
　　2017年1月28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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

口正  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。 
口準  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。) 
口賛助 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※

口そ  の  他・・・・上記以外の方

※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。

◆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/nyuukai.html

※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。 
　　●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。2017年1月18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
正会員
1 3 , 0 0 0
1 6 , 0 0 0

準会員
6 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0

賛助会員
1 3 , 0 0 0
1 6 , 0 0 0

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。

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。

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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日本放射線科専門医会・医会(JCR) 
〒355－0055  埼玉県東松山市松風台4-62
TEL：0493-35-4649   FAX：0493-35-4587

　URL :  http://www.jcr.or.jp/　E-mail：ky2s-mtsm@asahi-net.or.jp

日本放射線科専門医会・医会(JCR) 
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TEL：0493-35-4649   FAX：0493-35-4587
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2017年1月28日（土）

2017年1月29日（日）

ー知識と技術で貢献する放射線科医実力向上委員会ー

◆ 第一会場　　　　　　　　　　　　　　● 第二会場

◆ 第一会場　　　　　　　　　　　　　　● 第二会場



開会挨拶

17:20-18:20
◆治療
　ベテラン治療医の技術を盗め！
　・ケロイド放射線治療の奥義     　 栗林茂彦（日本医科大学）
　・万子相伝”緊急照射の心得”     　 松浦寛司（市立広島市民病院）

座長:生島仁史（徳島大学）

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
　・”人工知能”の発展とコンピュータ支援診断の開発 　　　　  林　直人（東京大学）

座長:松尾義朋（イーサイトヘルスケア）　

9:00-10:00
◆核医学
　実はこんなに役に立つ！泌尿器腫瘍におけるFDG-PET
　・腎腫瘍診断におけるPETの有用性    　金田朋洋（横浜市立大学）　
　・尿路、膀胱、前立腺癌におけるPETの有用性   　北島一宏（兵庫医科大学）

座長:村上康二（順天堂大学）

※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。

第30回JCRミッドウィンターセミナー 知識と技術で貢献する放射線科医実力向上委員会

◆ランチョンセミナー1　共催：第一三共株式会社
　 腎障害患者に対するヨード造影剤の使用について
　　　  ～より安全な造影検査のために～

12:00-12:45
座長:興梠征典（産業医科大学）

林　宏光（日本医科大学）

1月28日（土） 1月29日（日）

第一会場 第一会場

第二会場

第二会場

13:00-14:00
◆肝胆膵
　治療に役立つ肝胆膵画像診断
　・最新の肝画像診断法と治療への応用　　　　　　　　　　　　 村上卓道（近畿大学）
　・胆膵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小坂一斗（金沢大学）　

座長:平川雅和（九州大学別府病院）

◆治療
　これで迷わない！照射野の決め方
　・肺癌リンパ節領域の照射野設定　　　　　　　　　　　　　     小宮山貴史（山梨大学）
　・悪性リンパ腫の照射野と線量分割　　　　　　　　　　　　　  下田絵美子（市立東大阪医療センター）
　・乳房温存術および乳房切除後の術後照射の適応と照射野設定     中島直美（市立宇和島病院）
　・原発部位の違いや所属リンパ節転移の有無に応じた喉頭癌、　　 吉村亮一（東京医科歯科大学）
       中下咽頭癌の照射野設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14:10-15:50 

座長:永田　靖（広島大学）

16:00-17:30 

◆乳腺
　画像の背景にある病理像を知ろう
　・超音波　　　　　　　     　 桜井正児（聖マリアンナ医科大学）
　・MRI       　 印牧義英（聖マリアンナ医科大学）
　・画像の背景にある病理像を知ろう    　 前田一郎（聖マリアンナ医科大学病理学）

座長:松林(名本)路花（九州医療センター）

17:40-18:20 
◆イヴニングセミナー　共催：バイエル薬品株式会社
　 前立腺癌のMRI診断 －過小評価されがちな造影検査の
      再検証を含めて－ 
　

座長:吉満研吾（福岡大学）

片平和博（熊本中央病院）

◆胸部
　胸部画像診断：目の付け所
　・胸部エックス線写真：異常所見の見つけ方　　　　　　　　　　 鈴木　滋（北里大学）
　・胸部CT：異常所見の取り方、考え方     　黒﨑敦子（複十字病院）

13:00-14:00

◆女性医師のキャリアパス　 共催：日本医師会
　        　加藤聖子（九州大学大学院医学研究院
              生殖病態生理学（産婦人科））　

14:10-15:00
座長:井田正博（荏原病院）

座長:ｳｯﾄﾞﾊﾑｽ玲子（北里大学）

15:10-16:00
◆救急疾患の画像診断とIVR
　・IVR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             ｳｯﾄﾞﾊﾑｽ玲子（北里大学）
　・画像診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 演者未定

16:10-17:10
◆心血管+ステントグラフト
　心血管診療最前線
　・MRIを用いた病的心筋の評価：見る、そして測る  　 天野康雄（日本大学）
　・大動脈ステントグラフト治療と関連する画像診断  　 本郷哲央（大分大学）

座長:高瀬　圭(東北大学）

9:00-10:00
◆中枢神経
　神経放射線 最近の話題 2017
　・画像診断         日野田卓也（京都大学）
　・Neuro IVR         清末一路（大分大学）

座長:渡邉嘉之（大阪大学）

10:10-11:40

◆治療・診断
　放射線治療と画像診断
　・Dual-energy CTによる限局性肺癌の画像解析      青木昌彦（弘前大学)　
　・PETによる肺癌放射線治療の効果判定         高橋紀善（東北大学）
　・頭頸部癌　-治療方針を左右する画像所見を見極めよう-    浮洲龍太郎（北里大学）

座長:大西　洋（山梨大学）

12:00-12:45
◆ランチョンセミナー２　共催：エーザイ株式会社
　・肝臓癌に対する薬剤溶出性ビーズを用いたTACE     田中利洋（奈良県立医科大学）　
　  ～現況と今後の展望～

座長:平川雅和（九州大学別府病院）

12:55-13:55
◆核医学・治療
　治療医なら避けて通れない治療薬の知識
　・Ra-223＋今後国内導入されるであろうRI治療   　絹谷清剛（金沢大学）
　・放射線治療医に必要な分子標的薬の知識   　中村聡明（関西医科大学）

座長:永倉久泰（KKR札幌医療センター）

10:10-11:40

◆スペシャルレクチャーセッション　共催：東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
　＜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

　　①泌尿生殖器       小山　貴(倉敷中央病院）
　     ②胸部        山城恒雄（琉球大学）

座長･司会:古川　顕（首都大学東京）

第一会場：3Fメインホール
第二会場：2F多目的ホール

座長：三村秀文(聖マリアンナ医科大学)


