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謹啓 向暑の候、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、下記日程におきまして
「第 14回広島国際フォーラム」を開催する運びとなりました。国内にいながら国際学会講演を聴講出来る
またとない機会です。ご多忙中とは存じますがご参加下さいますようご案内申し上げます。 謹 白

時

場
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日
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: 平成 28年 8月 6日 (土)13:00～ 17:50

: 広島インテス 14F大会議室 (裏面の地図をご参照下さい)

広島市中区橋本町 10‐ 10(TEL:082‐ 221‐ 8866)

: 1,000円   学生無料

総合司会  : 呉医療センター  小鷹狩 賢司 先生
=

《 情報提供 》 「X線線量管理の一元管理システム～Radimet五 cs～」

日本メドラッド株式会社 /バイエル薬品株式会社 上村しづ香 13:00～ 13:30

く プログラム >
代表世話人挨拶 広島大学病院  藤岡 知加子

座長 JA広島総合病院   田丸 隆行 先生

JA広島総合病院 心臓血管外科

呉共済病院  森本 章

13:30～ 13:40

13:40～ 14:00

15 :40-16 :40

「 前立腺癌の診断のための MRI:基本知識、最適なスキャンプロトコル、解釈、および新しいアプリケーション」

広島大学病院 秋田 隆司 先生

座長 県立広島病院 稲田 智 先生 14: 00-14: 20

「 末梢動脈疾患を有する透析患者における軌道同期サブトラクション CTAの有用性 」

土谷総合病院 野田 典孝 先生

座長 広島大学病院 横町 和志 先生 14:20～ 14:50

長野中央病院 竹内 和幸 先生

「 下肢CTAにおける造影剤注入方法の最適化 」

座長 土谷総合病院 舛田 隆則 先生 14:50～ 15:20

「 脳疾患に対する術前3DCTの最適撮像方法 一動静脈分離を目的とした撮像法について一 」

佐賀県医療センター好生館 三井 宏太 先生

〈 Co e Break 〉

座長 広島大学病院 桝本 佳史 先生

研究を志す方に伝えたい 5つの提言 一私と同じ轍を踏まないために一 」

広島国際大学 保健医療学部 診療放射線学科

准教授 川下 郁生 先生

座長 」A広島総合病院 山口 裕之 先生 16 :40-17 :40

主任部長 小林 平 先生

17:40～ 17:50

「 末梢動脈性疾患に対する画像診断 」

世話人挨拶

「 研究の進め方 :

尚、会終了後情報交換の場を設けております

※当研究会は、下記の各認定機構の認定団体および研究会として登録されています。

聴講者として参加された方は認定単位が付加されます。

日本救急撮影技術認定機構 2単位、肺がん CT検診認定機構 5単位

日本X tt CT専 門技師認定機構 単位取得申請中

事務局 広島大学病院 放射線部門

共 催 広島国際フォーラム

バイエル薬品株式会社
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「 Thinking globally!」

ChairpersOn   Kure NIedical Center   K.Kodakari

Sponsor greeting   Hiroshillna University Hospital C.Fujioka

ChairIIlan JA IIirOshima General Hospital   T Tamaru

MRI for the Diagnosis of PrOstate Cancer:Basic Knowledge,Optimal Scan Protocols,Interpretations,and New

Applications  」

iroshilna University Hospital   Takashi Akita

Chairman Hiroshilna Prefectural Hospital   S.Inada

「 Usefulness ofthe synchronism subtraction method at CT Angiography for dialysis patients with
peripheral arte五 al diseases  」

Tsuchiya General Hospital  No五 taka Noda

Chairman Hiroshilna University Hospital   K Yokomachi

「 Optimization ofiniectiOn method in Pe五pheral CT‐ Angiography」

Nagano Chuo Hospital

Chairlnan  Kure 171edical Center   T.Masuda

Kazuyuki Takeuchi

「 Cerebral Disease:Optimalimaging lnethod for preoperative 3DCT Ärteriovenous separation

scanning lnethod‐ 」
Saga‐Ken Medical Centre Hospital   Kota Mitsui

・ ィi3rot ttltt・ tt,

Chairllnan Hiroshima University Hospital  Y ⅣIasullnoto

「 How to proceed wlth research:Five ofthe proposals want to tellthose who asp士 e to study ‐In order

not to repeat rny failure‐ 」
Departlnent of Clinical Radiology2 Faculty of Health Sciences,Hiroshilna lnternational University

Associate Professor lkuo Kawashita,Ph.D in lnformation Englneering

Chairman 」A HirOshima General Hospital   H.Yamaguchi

「 Diagnostic imaging for peripheral arterial disease」

Director,Cardiovascular Surgery of Hiroshilna General Hospital

Talra Kobayashi

Sponsor greeting   Kure KyOSai Hospital A.Morimoto

交通案内

・広島電鉄 :銀山町電停 徒歩 1分

・広島交通バス :八丁堀パス停 徒歩 5分


