
2007年9月20 日

第36回断層映像研究会開催にあたって

第36回断層映像研究会

大会長 大友邦 (東京大学大学院医学系研究科放射線医学講座)

このたび、第36回断層映像研究会を東京都千代田区秋葉原コンペンションホール

で開催させていただくにあたり、ご挨拶を申しあげます。

昭和48年に断層撮影法研究会としてスタートした歴史をもっ本研究会ですが、残

念な事に近年一般演題の申し込み、並びに参加者が減少する傾向にあります。 そこで、

今回は若手 ・中堅の方々を主な対象に、 一般演題・シンポジウムをなくし、教育講演

を充実させたセミナー形式として、「学問の秋 ・ 画像スペクトラムを極める」をテー

マに企画させていただきました。

全体を脳神経 ・ 骨軟部 ・ 胸部・頭頚部・生殖器/消化管 ・ 肝胆騨の6つのセッショ

ンに分け、日常の臨床で必要性の高いテーマ・疾患を選ぶように心がけました。 そ

れぞれの領域のエキスパートのお話を堪能していただければ幸です。 教育講演以外

には、初日夕方のイブニングスペシャルレクチャーで荒木力先生に独創的な切り口

でMRIの過去・現在 ・ 未来についてお話いただきます。 また2日目のランチョンセミ

ナーでは似鳥俊明先生に冠動脈を中心にした循環器領域の画像診断をわかりやすく

解説していただきます。

今回の企画は、ミ ッドサマーセミナーとミ ッ ドウインターセミナーの隙聞をうめ

るミ ッ ドオータムセミナーとして位置づける試みです。 ご多忙中にもかかわらず、

座長並びにご講演をお引き受け頂いた皆様に心より感謝申し上げます。 なおご制改貢

にあたっては地域性を考慮させていただき、全国区である日本医学放射線学会秋季

臨床大会とは異なる役割をもたせるように致しました。

会場の都合もあり、研究会HPから事前登録をしていただくシステムを採用致しま

した。 宿泊等の手配も リンクされております。

一人でも多くの方がご参加下さいますように、そして“学問の秋"を東京秋葉原で

満喫していただきますように、心から願っております。

何卒よろしくお願い申しあげます。
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参加者へのご案内

1.会場(秋葉原コンペンションホール)への交通

]R秋葉原駅より 徒歩 1 分

2. 受付

断層映像研究会雑誌第34巻第2号

・研究会参加には事前登録が必要となります。 下記ホームページよりお申込み下さい。

| HPアドレス : h悦山ww_36danso.jp/ 

・参加受付: 2007年10月 12 日(金) 12: ∞より

秋葉原コンペンションホール2階研究会会場前総合受付にて行います0

.参加費: 5000円

- 研究会入会・年会費の受付も行います。

3 . 軽食・昼食

大会1 日目に研究会会場にてイブニングレクチャ (16: 40-17 : 30) 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. 宿泊

研究会HPの「宿泊のご案内」をご参照下さい。 htゆゾ./www.36danso.jp/

5. その他

ご不明の点は事務局までお問い合わせ下さい。

第36回断層映像研究会事務局

大会長:大友邦

実行委員長 : 赤羽正章

事務担当者 : 白井明子

干 113-8655 東京都文京区本郷7ふ1 東京大学医学部放射線科

TEL: 03-3815-5411 (内線33663) FAX: 03-5800-8935 

E-mai l: utrad-admin@umin.ac.jp 

研究会当日:秋葉原コンペンションホール

〒 101・0021 東京都千代田区外神田1-18-13

TEL : 03-5297 -0230 

http・//www .akibahalLjp / 

演者へのご案内

PCの受付は 2 階コンペンションホール前にございます。 発表の 30 分前にまでにご自身のPCをご持参頂き、動作環
~、~、~、~、~、，ぃ

境をご確認下さいますようお願い致します。

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

務局パソコンはご用意しておりません。

0 ご持参頂く 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

ーをご用意ください。

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。



2007年9月20 日

1.研究会会場毛模原コンベンションホール

〒 101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13

TEL: 03-5297-0230 

htt旬p:ゾ//www_aki王übaha叫all.♂/

研究会会場 :2階 コンペンションホール

事務局 :5階 5D 

講師控室 : 5階 5A-2 

2. 編集委員会

2007年10月 12 日(金 10: OO-ll : 15 

秋葉原コンペンションホール5階 5A -1 

3. 世話人会

2007年10月 12 日(金 II : 15-12 : 10 

秋葉原コンペンションホール5階 5A-1 
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会場のご案内

4. 総会

2007年10月 12 日(金 12: 20-12 : 50 

秋葉原コンペンションホール2階 コンペンショ

ンホール

-秋葉原へは、都心を結ぶ JR山手線の他、京浜東北線、

総武線及び東京メトロ日比谷線、銀座線(末広町駅)、

つくばエクスプレスが接続しています。

]R秋葉原駅より

東京メトロ銀座線末広町駅より

東京メトロ日比谷線秋葉原駅より

つくばエクスプレス秋葉原駅より

くお車でお越しの方>

徒歩1分

徒歩3分

徒歩4分

徒歩3分

地下に112台収容の駐車場を完備しております。 (有料)

※ 100円/12分、 最初の24時間まで最大2 ，αゅ円です。

アクセス

各駅から秋葉原駅までの直通の所要時間

です。 乗換時間及び秋葉原クロスフィー

ルドへの徒歩所要時間は含みません。

※成田空港は ]R 上野駅、羽田空港は東京モ

ノレールで]R 浜松町駅での乗換となります。

JR 秋葉原駅

東京メトロ銀座線末広町駅

東京メト口日比谷線秋葉原駅

つくば工クスプレス秋葉原駅

徒歩 1 分

徒歩3分

徒歩4分

徒歩3分
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第36固断層映像研究会日程表

函亘書画誼盃-
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研究会会場: 2F (コンペ・ンションホール)

.集委員会 (5務 5A・1)

世話人会 (5階 5A・1)

企覇量市 a宮』2Z 

「脳神経」
座長:前原忠行
講師:寺田一志

土屋一洋
大場 洋

「骨軟部」
座長:福田国彦
講師:百島祐貴

篠崎健史
新津 !f、

イブニングスペシャルレクチャ
/東芝メデイカルシステムズ株式会社

座長:大友 手目
講師:荒木 カ

EE孟 10P.l 138 国

8:00 

9:00 

10 :4 5 
10 :50 

11 :55 

12 :10 

12:55 
13 :00 

14 :45 
14 :50 

16 :35 

17 :00 

18 :00 

研究会会場: 2F (コンペ・ンションホール)

「胸部」
座長:中島康雄
講師:酒井文和

楠本昌彦
佐藤雅史

「頭頚部j
座長:佐藤典子
講師: 徳丸阿耶

尾尻博也

ランチョンセミナー/バイエル薬品株式会社
座長本国 憲業
講師:似鳥俊明

「生殖器・消化管J
座長:後閑武彦
講師:田中優美子

水沼仁孝
菊田幸久

「肝胆勝」
座長:角谷 真澄
講師:市川智章

衣袋健司
藤永康成



2007年9月20 日

第36固断層映像研究会
メインテーマ:一学問の秋、画像スペクトラムを極めるー

プログラム

第1 日目 2007年10月 12 日(金)

13 : 00 - 14 : 45 

脳神経 座長:前原忠行 順天堂大学

-頭部外傷の画像診断 寺田 一志 東邦大学佐倉病院

. 頭蓋内感染症の画像診断一知っておくべき検査法の選択とその所見一

土屋 一洋 杏林大学

・ 大脳白質脱髄疾患のM阻 大場 洋 帝京大学

14 :日-16 :ぉ

骨軟部 座長 : 福田国彦 東京慈恵会医科大学

・ 脊髄腫療のMRI診断 百島祐貴 慶鷹義塾大学

- 関節リウマチ (RA) と spondyloarthropathy (SpA) の画像診断

篠崎健史 自治医大学

・ 膝関節の画像診断 新津 守 首都大学東京

16: 40-17: 30 

イブニングスペシャルレクチャ

. GRE EVOLUTION 

座長:大友 邦

荒木 力

東京大学

山梨大学
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第2日目 2007年10月 13 日(土)

9:00 -10 :45 

胸部 座長: 中島康雄

酒井文和

楠本昌彦

佐藤雅史

・ 塵肺症の画像診断

-早期の肺癌のCT診断

- 肺結核の画像診断-ABCからZまで一

10 : 50 -ll : 55 

頭頚部

・神経眼科領域の画像診断

. 側頭骨真珠腫の画像診断

12 : 10 - 12 : 55 

座長 : 佐藤典子

徳丸阿耶

尾尻博也

断層映像研究会雑誌第34巻第2号

聖マ リアンナ医科大学

埼玉医科大学国際医療センタ一

国立がんセンター中央病院

東邦大学

国立精神 ・ 神経センター武蔵病院

東京都老人医療センター

東京慈恵会医科大学

ランチョンセミナ一 座長:本田憲業 埼玉医科大学総合医療センター

. Shall We Heart? - CT.MRIによる心臓画像診断へのお誘い一

似鳥俊明 杏林大学

13 : 00 - 14 : 45 

生殖器 ・消化管 座長: 後閑武彦 昭和大学

-妊娠・産祷期の母体の異常 田中優美子 筑波大学

- 急性腹症 水沼仁孝 大田原赤十字病院

-小腸腫蕩 粛田幸久 聖路加国際病院

14 : 50 - 16 : 35 

肝胆醇 座長:角谷異澄 信州大学

-粘液産生胆管腫療の画像診断 市川智章 山梨大学

- 門脈系の解剖 衣袋健司 三井記念病院

. systemic diseaseとしての自己免疫性騨炎藤永康成 信州大学

HPからの参加登録が必要です。

第36回断層映像研究会ホームページ http://www.36danso.jp/




