
第5回 中国SOMATOM研究会
第4回 全国SOMATOM研究会

謹 啓

時下ますますご
｀
清栄のこととお慶び申し上げます。

私共は中国地区のシーメンスユーザーを中心に1青報の共有、技術・知識の向上を目的とした、発表および意見交換を

行う場として、年1回中国SOMATOM研究会を開催させていただいております。

今回は第5回中国SOMATOM研究会を第4回全国SOMATOM研究会として開催させていただくことになりました。

テーマは『救急 』です。救急は迅速かつ正確な対応が求められ、画像診断が担う役害]も大きくなってきています。

各施設でイテわれている取り組みを様々なお立場からご講演いただく予定となつております。

本石丹究会はシーメンスユーザー以外の方も参加可能ですので、お誘い合わせの上、是りF、 ご参力日くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。

なお、本研究会は                  。「肺がんCT検診認定機構認定団体」 。

となりますため、認定ポイント・単位が付与されます。
謹 白

中国SOMA丁 OM研究会 代表幹事   岡山大学病院 赤木 憲明

:2017年 7月 29日 (土)11:00～ 18:00(予定)

:TKP岡 山会議室 ホーリレ2A
:中国SOMA丁OM研究会 シーメンスヘルスケア株式会社

:1000円 (学生無料 *社会人院生は除く)

(11:00～ 11:30 開場 。受付 )

(11:00～ 18100 機器展示 )

(11:30～ 18:00 本会 )

I.中国SOMAttOM研究会企画  (11:30～ 12:00)

「Forceの使用経験 ―スズフィルタによるspectral

Ⅱ.ラ ンチ ョンセミナー  (12115～ 13:00)

開催日時

会場

共催

参カロ費

「CTにおける造影斉」分害」注入の安全性と医療経済効果」

「SOMAttOM C丁が実現する救急医療へのSoluUon」

「S/r7gο,viaが実現する救急医療へのSoluUon」

総合司会 :山口大学医学部附属病院 久冨 庄平 先生

座長 :東京慈恵会医科大学附属病院 樋口 壮典 先生

shapingの威カ ー」

山口大学医学部附属病院 竹上 和希 先生

座長 :市立大洲病院 菊池 信― 先生

株式会社インテグラル

シーメンスヘルスケア株式会社

シーメンスヘルスケア株式会社

座長 :宮城県立がんセンター 後藤 光範 先生

八尾総合病院 星野 貴志 先生

製鉄記念広畑病院 林 圭吾 先生

魚沼基幹病院 松本 一員」先生

(Exceeding Expected Performance 20-64音β『日)

「脳色図 :VRカ ラーマップ画像」

(General Single Source音 口Fl)

「高度腎機能低下患者に対する低管電圧撮影を駆使 した緊急造影検査」

(Dual Energy Dua!Source吉 FF5)

「絞掘性イレウスの鑑別診断におけるヨー ドマップの有用性」 昭和大学横浜市北部病院 中丼 雄― 先生

(4D Spiral Duai Sourcettβ Pl)

「少量造影剤と4D撮像で達成した肺動脈および心臓、大動脈評価」 神戸大学医学部附属病院 関谷 俊範 先生

(Best Overall)

「心電図同期 Sequenceモー ドによるノJヽ児心臓2beat撮影」 金沢医科大学病院 南 汐里 先生

(裏面に続 く⇒ )



Ⅳ.]召イ寺言青,寅  (14:40～ 15:20) 座長 :名古屋市立大学病院 大橋 ―也 先生

「地域医療の最前線 における最新型 Dual Source C下の優位性 ―SOMAttOM Dttveの使用経験 ―」

天草君F市医師会立 天草地域医療センター 緒方 隆昭 先生

V.教 育 講演    (15:35～ 16:59 座長 :埼玉県済生会り|1口総合病院 富田 博信 先生

「救急 C丁画像で放射線技師がみるべきポイン ト」

「丁ime is Life ―初療一体型C丁検査室のポテンシャル ー」

Ⅳ.特別講演  (17:00～ 18:00)

Tフ 00¨ 0826
岡山県岡山市北区磨屋町 (と ぎやちょう)1-6
岡山磨屋町ビル 2F

大垣市民病院病院 高田 賢 先生

大阪大学医学部附属病院 東 丈雄 先生

座長 :金沢大学

「変化する救急医療 に対する当院の取 り組み」  岡山市立市民病院救急センター センター長

【交通のご案内】

市り|1勝弘 先生

桐山 英樹 先生
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【中国SOMA丁OM研究会】

代 表 幹 事  赤木 憲明   岡山大学病院

めく,iF J

幹 事 森本 章 呉共済病院

久冨 庄平   山口大学医学部附属病院

梶谷 尊有β   島根大学医学部附属病院

中川 忍 倉敷中央病院

田原 義成   岡山市立市民病院

当日は時節柄、クールビズでお越しくださいますようお願い致します。また、ご参加頂いた確認のため、こ施設名 こ芳名のご記帳を調頭い致します。           Stt E輔 匡劉辱 ,G
ご記帳頂いた、ご施設名 ご芳名は医薬品および医学 栞学に関する情報提供のために利用させて頂くことがございます。こ理解とご協力をよろしくお願い致します。 卜ξξttitttiF漣 モォギ :・
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