
日時 :2018年 9月 8日 (土) 14:00～ 18:00 (開場13:30より)

場所 :パピヨン24ガスホール

テ…マ :九州画論～画質に関して振り返ろう～

■■ プログラム ■■
■ 開催挨拶  (14100～ 14110)

福岡徳洲会病院

■ メ…力…情報提供  (14:10-14:30)
【座長】 福岡徳洲会病院

「メーカー最新情報提供」

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

■ 施設発表～画論報告～ (14:30～ 15100)

【座長】 佐世保市総合医療センター

佐賀県医療センター好生館

け ブトラ

η 鶏 編 畢 r鵬
鯛COに 対するTACE後

幕 翼がw生

「右主気

需 長稀鵜優

(気管支月市前腸奇形 :BPFM)留
本 典彦 先生

「3DTttCttVenography症例」

福岡山王病院

「下肢静脈瘤」

熊本機能病院

■ 教育請演 (15:10～ 15:50)
【座長】 大分大学医学部附属病院

済生会熊本病院

「C下の基礎～再構成を中心に～」

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 C丁開発部

■ 特別講演 1(15:50～ 16:40)

【座長】 大分大学医学部附属病院

済生会熊本病院

「キヤノンC丁を用いた体幹部の臨床応用」

静岡がんセンター
…休憩―

■ 特別言青演2(16:50～17:50)

【座長】 福岡徳洲会病院

(画質特性～再構成関数が与える影響～)

福岡山王病院

(画像に関する基本的な考え方 )

産業医科大学若松病院

「総合討論コーナー」

産業医科大学若松病院

静岡がんセンター

■ 次回当番世話人挨拶 (17:50～ 18:00)
大分大学医学部附属病院

―休憩…

鷹尾 祐一 先生

鷹尾 祐一 先生

CT担当者

佐々木 淳一 先生

三井 宏太 先生

坂本 不日翔 先生

岡 浩人 先生

中島 裕介 先生

奥村 秀一郎 先生

塚越 伸介

中島 裕介 先生

奥村 秀一郎 先生

中屋 良宏 先生

鷹尾 祐一 先生

最所 誉 先生

小り|1正人 先生

」り|1正人 先生

中屋 良宏 先生

中島 裕介 先生

*日本XttCT専門技師認定機構 認定講習会 (種別 H…3半日)の単位力取 得できます。

キヤノンメディカルシステムズ株式会社



Kyushu MuⅢ Slice CT Users Mee■ ng 2018

開催のご案内 一 実施要網 一

1  日 日寺 2018年 9月 8日 (二L)14:00～ 18:00 (開場 13:30)

2.会 場 パピヨン24 ガスホール (福 岡市博多区千代 1‐ 17… 1)

3.定 員 200名 (キ ヤノン製 CT装置以外をお使いの方も参加可能です )

4.申込方法 出席申込書を FAXま たは、ホームページにて受け付けます。

5`申 込先 FAX:092…575-2748 夕Lは、

ホームページ :                      ?

("九州 MSCTユ ーザー会"で検索をお願い します。)

6.申 込締切 2018年 9月 5日 (水 )

7内 容 テーマ 九州画論～画質に関して振 り返ろう～

■ 開催挨拶 ・アンケー ト報告 (14:00～ 14:10)

■ メーカー情報提供  (14:10～ 14:30)

演者 :キ ヤノンメディカルシステムズい C丁 担当者

■ 施設発表～画論報告～ (14:30～ 15:00)

「サブ トラクションを用いた肝細胞癌 (HCC)に 対する TACE後 の再発評価 J

演者 :社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 朝倉 一義 先生

「右主気管支食道起始症 (気管支肺前腸奇形 :BPFM)J

演者 :独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院 岡本 典彦 先生

「3D下肢 Cn/enOgraphy症例」

演者 :医療法人社団 高邦会 福岡山王病院 坂本 和翔 先生

「下肢静脈瘤 J

演者 :医療法人社団寿量会 熊本機能病院 岡 浩人 先生

……………………………………… 休憩 (15:00～ 15:10)

■ 教育講演

「CTの基礎～再構成を中心に～」(15:10～ 15:50)

演者 :キ ヤノンメディカルシステムズい CT開発部 システム開発担当

C丁 臨床 R&D担当 塚越 伸介

■ 特別講演 1(15:50～ 16:40)

「キヤノン C丁 を用いた体幹部の臨床応用」

演者 :静岡県立静岡がんセンター 中屋 良宏 先生

休憩 (16:40～ 16:50)

■ 特別講演 2(16:50～ 17:50)

(画質特性～再構成関数が与える影響～)

演者 :医療法人社団 高邦会 福岡山王病院 最所 誉 先生

(画像に関する基本的な考え方)

演者 :産業医科大学若松病院 小川 正人 先生

■ 総合討論コーナー

*皆様の日頃のご質問を世話人、演者の先生より回答させていただきます。

事前に質問を受け付けますので、裏面にご記入ください。・8月 29日 (水 )ま で

■ 次回当番世話人挨拶 (17:50～ 18:00)

8、 その他 ・参加費は無料です。交通費は各自ご負担となります。
・「日本 X tt C丁 専門技師認定機構 認定講習会Ⅱ̈3半 日J取得予定

裏面へ続 く



参加 され る方は以下の欄

事前人数を把握す                                、申し上げます。 (次回よ

にご記入の上、FAX                                ってぉ りますのでご利用

り、開催案内をメー

下 さい。当 日参力日も

cTューザー会 出席申込書

再構成技術 。画質評価に関する質問を以下の枠にご記入ください。総合討論コーサーにて回答 させていただきます。

■会場アクセス (住所 :福岡市博多区千代 lⅡ17‥ 1)

■      掛

繭  増諦 乱 区千代口 珈 バピヨン24'こ ぶ鋼

→妻■:ヽ銹鷲n≪

地

T焉
=鱚

:響 「酬 喘 で乗り換え に スカレーターで 1番ホーム芍 、

貝塚行き (箱崎線)に ご乗車下さい。

o 天神方面からは貝塚行き (箱崎線)にご乗車下さい。

【バスをご利用の方】

西鉄バス停「千代町」前
にご乗車下さい。

o 博多駅からはセンタービル前 E番乗 り場にて
き)に ご乗車下さい。

・  天神からは大和証券前 14番乗 り場にて (九大

基雲見争灌型塁墾套Lご ざぃますが、害1引 等はございません。周囲の駐車場をご利用いただくか、なるべく公共交通

機関をご利用くださいますよう、お願い致 します。

〆̈
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(お問合だ蒋ノンメデイ年生
シ乱乙島1憐飛倉倍_嵩 |


