
第37回断層映像研究会開催にあたって

第37回断層映像研究会

大会長本田浩

(九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野)

第37回断層映像研究会を福岡市中央区アクロス福岡にて開催させていただくに

あたり、ご挨拶を申し上げます。

断層撮影法研究会として発足以来37年の歴史をもっ本研究会は、昨年より教育

講演を中心とした新しい形式で再スタートしました。 今回は『いま必要な画像診断

学講座 m 福岡:リフレッシュから最新情報まで』をテーマとし、脳神経、骨軟部、

頭頚部、胸部、心臓、上腹部、下腹部の各分野で、臨床上重要な領域をテーマとして

構成しております。

専門医資格更新のために必要となる「安全管理のための講習会」をイブニング

セミナーとし、中村仁信先生に rCT、 IVRにおける被曝 一発がんリスクとホルミ

シス効果 -J をご講演いただき、参加者には受講証明書を発行します。 ランチョン

セミナーでは、佐久間肇先生に「心臓と冠動脈の画像診断: CT&MRIJ をお話いた

だきます。 各づワ哩子は3名の演者により構成さ札最初の先生に鑑別診断としての総論を、

その後2名の先生方にそれぞれの領域のトピックスをお話いただきます。

Generalな知識が求められる放射線科医の皆様に、知識をリフレ ッ シュし、さらに

は専門領域以外の最新情報もお持ち帰りいただきたいと，思っています。 座長、講演

ともに、それぞれの分野で我が国をリードしておられる先生方にお願いいたしま

したが、ご多忙にもかかわらず快くお引き受け頂きましたことに心より感謝申し

上げます。

多くの皆様にご出席いただき、明日からの診療にぜひお役立ていただきたいと

願っております。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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参加者へのご案内

1.会場 (アク ロス福岡)への交通

地下鉄空港線天神駅より 徒歩 3分 / 西鉄福岡天神駅より 徒歩10分

2. 受付

・研究会参加には事前部材t必要となります。

右記ホームページよりお申し込み下さい。
HPアドレス: http://www.secretariat.ne.jp/danso37 / 

イブニングセミナー(医療安全講習会)のみにご参加の場合、事前登録は不要です。

当日会場前総合受付に直接お越し下さい。

- 参加受付 ・ 2008年10月 3 日(金) 12: 00よりアクロス福岡4階 国際会議場前総合受付にて行います0

・ 参 加 費 ・ 5.000円

・研究会入会 ・ 年会費の受付も行います。

イブニングセミナー(医療安全講習会)のみのご参加については無料です。

受付は 16:00 より 国際会議場前総合受付にて行います。

3. 軽食・昼食

大会 1 日目に研究会会場にてイブニ ングセミナー (16: 50-17: 40) を

大会2 日目にランチョンセミナー (12: 10-12: 55) を共催いたします。

4. その他

ご不明の点は事務局までお問い合わせ下さい。

第37回断層映像研究会事務局

大会長 ・ 本田浩

実行委員長 : 吉浦敬

事務担当者 : 粟屋理恵

干812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学

TEL: 092-642-5695 FAX: 092-642-5708 E-mail: clinrad@radiol.med.kyushu-u.ac.jp 

研究会当日 : アクロス福岡

干810 - 0001 福岡市中央区天神1丁目 1番l号

TEL 092-725-9113 http://www.acros.or.jp/ 

演者へのご案内

PCの受付は4階国際会議場前にあり ます。 発表の30分前までにご自身のPCをご持参頂き、動作環境をご確認
、〆、J町v'"、〆\J、J、/、ノ、./'、r、〆、J内v"、〆

下さいますようお願いいたします。

0液晶プロジ、エクター、スクリーン、その他関連機器(モニター、ケーブル)は会場に用意しております。 事務局

で、はパソコンは用意いたしません。

0ご持参いただく PCは、 D-SUB15pinの端子がついたものでお願いします。 PCに端子が無い場合は、必ず

アダプターをご用意下さい。

0なお、パックアップメディアも持参されることをお勧めします。
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会場のご案内

1.研究会会場アクロス福岡

〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目 1番1号

TEL 092-725-9113 

http://www.acros.or.jp/ 

研究会会場 :4階国際会議場

事務局 :4階特別控室1

講師控室 :4階特別控室2

2. 編集委員会

2008年10月 3 日(金 10: 30-11: 15 

アクロス福岡6階 607会議室

3. 世話人会

2008年 10月 3 日(金 11 : 15-12: 10 

アクロス福岡6階 607会議室

福岡市宮地下級
七阻棉

2008年9月10 日

4. 総会

2008年10月 3 日(金 12:20-12: 50 

アクロス福岡4階国際会議場

. 天神へは、 ]R博多駅や福岡空港から は地下鉄

空港線が便利です。 久留米方面からは西鉄大牟田

線でお越しいただけます。

地下鉄空港線天神駅 (16番出口)より徒歩 3分

西鉄福岡天神駅より 徒歩10分

くお車でお越しの方>

地下に124台収容の駐車場があります(有料)。

※最初の1時間400円、以降30分毎200円です。

詳細はホームページをご覧下さい。

(http://www.acros.or.jp/) 

<アクセス> ・福岡空港から天神まで地下鉄空港線で ・・・・・ 11分

・]R博多駅から天神まで地下鉄空港線で ・ ・・ ・・ 5分

・西鉄福岡天神駅から ・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・ 徒歩10分

・地下鉄空港線天神駅東口から・・ ・・ ・・・ ・ 徒歩 3分

・地下鉄七際線天神南駅5番出口から ・・ ・徒歩 3分

戸市役所北口 ・・・・・・・・・ 0分

・バス停から徒歩ー斗一天神4丁目 ・・・・・・・・・・ 3分

」天神郵便局前 ・ ・・・ ・・ ・ 5分

※地下鉄空港線天神駅16番出口から、アクロス福岡地下2階へ直接入館できます。

※地下に有料駐車場(約100台)があります。 (7 ・ 00-22:30) [入り口は市役所側でも]
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第37固断層映像研究会

日程表

回盟Ir!l!目白

研究会会場: 4F (国際会議場)

(6陪編集60委7会員鎌会蜜)

世話人会
(6階 607会磁室)

'金幡公 a宮e2hr 

「脳神経J
座長:小川敏英
講師:前田正幸

:ltt亘
三木幸雄

「骨軟部」
座長:上谷雅孝
講師:青木隆敏

徳田 {彦
森川 実

イブニングセミナー (医療安全講習会)1
バイエル薬品株式会社
座長:本田 ごJtロ

講師:中村仁信

8:00 

9:00 

10:10 
10:15 

12:00 

12:10 

12:55 
13:00 

14:45 
14:55 

16:40 

17:00 

18:00 

E璽盟血亙己亙亘=ーーーー~

研究会会場: 4F (国際会議場)

「頭頚部」
座長:興椙征典
講師:小島和行

小玉隆男

「胸部」
座長:村山貞之
講師:芦津和人

藤本公則
田中伸幸

フンチョンセミナー/東芝メテrイカルシステムスr株式会社

座長:田村正三
講師:佐久間 肇

「上腹部j
座長:吉満研吾
講師:入江裕之

松本俊郎
廃橋伸治

「下腹部」
座長:山下康行
講師:松尾義朋

小山 貴
i度遅祐司
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第37回断層映像研究会

メインテーマ:いま必要な画像診断学講座 in 福岡:リフレッシュから最新情報まで

プログラム

L 第 1 日目 IE叩年iDJ月3日(金)川)………………一
13 : 00-14 : 45 

脳神経 座長:小川 敏英 鳥取大学

. I脳卒中」画像診断の進め方 前田 正幸 三重大学

- 認知症:画像でここまで言える 北垣 島根大学

-成人脱髄性疾患の画像診断 三木幸雄 京都大学

14 : 55-16 : 40 

骨軟部 座長:土谷雅孝 長崎大学

「軟部腫蕩J 鑑別診断の進め方 青木 隆敏 産業医科大学

- 肩関節のMRI : A to M 徳田 イ|多 山口大学

- 脊椎疾患(非腫傷)の画像診断 森川 実 長崎大学

16: 50-17 : 40 

イブニングセミナー(医療安全講習会) 座長:本田 ,ZK 回 九州大学

. CT、 IVRにおける被曝 発がんリスクとホルミシス効果一

中村仁信 大阪大学
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L 第2自国 1&句集rn:J月4日(土} 一

9 : 00-10 : 10 

頭頚部

・傍咽頭間隙と周囲疾患の画像診断

.側頭骨の画像診断

10: 15-12 : 00 

座長:輿椙征典

小島和行

小玉隆男

産業医科大学

久留米大学

宮崎大学

胸部 座長:村山貞之 琉球大学

. Iびまん性のすりガラス影・コンソリデーションを来たす疾患J の鑑別診断の進め方

芦津 和人 長崎大学

. 急性呼吸障害を来たす非感染性疾患の画像診断

(特にARDS、 AIP、慢性間質性肺炎の急性増悪) 藤本公則 久留米大学

. 急性、亜急性呼吸障害を来たす非感染性疾患の画像診断

(COP、 CEP、 AEP、 Drug toxicity、 HPなど) 田中伸幸 山口大学

12 : 10-12 : 55 

ランチョンセミナ一 座長:田村正三 宮崎大学

・ 心臓と冠動脈の画像診断 : CT & MRI 佐久間 肇 三重大学

13 : 00-14 : 45 

上腹部 座長:吉満研吾 福岡大学

- 醇嚢胞性病変の画像診断 入江裕之 佐賀大学

- 腹部間膜の画像解剖と診断のポイント 松本俊郎 大分大学

-肝特異性造影剤時代のSPIO造影MRI 贋橋 伸治 大阪暁明館病院

14: 55-16 : 40 

下腹部 座長:山下康行 熊本大学

- 骨盤腫蕩の鑑別診断:読影の心構え 松尾 義朋 六本木ヒルズクリニッ ク

- 子宮疾患のMR画像診断 小山 貴 京都大学

- 前立腺と精巣の画像診断 渡遁祐司 倉敷中央病院
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