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 Association of Medical Photography

期日：2022年7月2日（土）～3日（日） 

会場：堺市産業振興センター会館 
 7月2日　セミナー室5 
 7月3日　会議室5 
 （評議委員会会場：セミナー室3） 
 〒591-8025 
 大阪府堺市北区長曽根町183番地5 
　 TEL 072-255-0111（会場問い合わせ） 

大会長　細江さよ子 
                南河内おか病院

＜参加登録について＞ 
参加費は下記の通りです 
 ・正会員 
  事前登録 　5000円 
  当日登録 　6000円 
 ・非会員 　　6000円

事前登録締切 
　2022年6月17日（金）

〒243-0121 
神奈川県厚木市七沢 722-6 
Tel 090-3316-4696 Fax 046-247-1754 
E-mail：jamp-admin@umin.ac.jp

日本医学写真学会事務局

＜交通アクセスのご案内＞ 
新大阪から大阪メトロ地下鉄で43分 
なかもず駅から2番出口から300m 

南海高野線なら 
中百舌鳥駅北出口より300ｍ 

無料駐車場あり

至新大阪

なかもず駅

大
阪
メ
ト
ロ 

御
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線

南海高野線 
中百舌鳥駅

堺市産業振興センター

至堺東

なかもず駅２番出口
階段を上がります。

出たらすぐにUターンし
て、信号の手前（渡ら
ずに）の道を右に進み
ます。

あとはただひたすら
直進します。

堺市産業振興セン
ターに着きます。

N

最寄り駅である大阪メトロ（地下鉄）
なかもず駅からの道順

宿泊は南海高野線堺東駅
周辺が便利です。

mailto:jamp-admin@umin.ac.jp


日本医学写真学会 
2022年年次大会　プログラム7月2日（土） 

大会会場　４階セミナー室5
7月3日（日） 
大会会場　３階会議室5

11：00～12：00 
 第56回評議員会 
 （セミナー室３） 
13：00～ 
 受付開始 
13：30 
 開式 
 　大会長挨拶 
 　理事長挨拶 
13：45～14：45 
 基調講演 
 　椎体圧迫骨折患者　当院での２年間の状況報告 
  大会長　細江さよ子 
  司会　前田　薫 
14：45～15：00 
 休憩 
15：00～16：10 
 特別講演 
 　コメディカルのための画像の見かた 
  南河内おか病院　放射線技師 
  　北川　浩介 先生 
  司会　熊谷洋司 
16：10～16：20 
 出展社プレゼンテーション（杉研商事株式会社） 
16：20～16：35 
  休憩 
16：35～17：55 
 教育講演 
 　骨粗しょう症の評価と治療 
  南河内おか病院　副院長 
  　上野　貢生 先生 
  司会　細江さよ子

９：00～10：00 
 第58回総会 

10：00～11：15　一般演題 
 　　　　　　座長　細谷晃宏 

　大学新入生におけるPC等デジタルデバイスの使用傾向 
 ○角田晃啓、河村廣幸 
 森ノ宮医療大学理学療法学科 

　マクロデジタルイメージ撮影システム MacroPATHの紹介 
 〇草野 豊仁 1) 中川 季子 2) 
 1)白井松器械株式会社 
 2)滋賀医科大学社会医学講座法医学部門 

　改ざん防止機能付きSDカードについて 
 中川 季子  
 滋賀医科大学社会医学講座法医学部門 

　ネガフィルムの簡易デジタルデータ化の一考察 
 ○河村廣幸、前田 薫、角田晃啓 
 森ノ宮医療大学理学療法学科 

　Image Jを用いたピドスコープ画像の解析 
 （光強度に着目して） 
 ○鈴木　順一 
 甲南女子大学理学療法学科 
11：15～ 
 閉会の辞
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