第１回日本メディカルイラストレーション学会（JSMi）
学術集会・総会
日時：平成 28 年 12 月 4 日（日）

プログラム
8 時 50 分〜16 時 30 分

第 1 回学術集会会長：レオン佐久間（川崎医療福祉大学）
会場：川崎医科大学現代医学教育博物館（岡山県倉敷市松島 577）
当日ご連絡先：川崎医科大学

病理学 2 森谷（もりや）卓也

E-mail：tmoriya@med.kawasaki-m.ac.jp
TEL：(086) 462-1111（代表）内線 33221（現代医学教育博物館受付）

【会場へのアクセス】
会場：川崎医科大学現代医学教育博物館（メディカル・ミュージアム）
〒701-0192

岡山県倉敷市松島 577

【電車をご利用の方】
（注：新幹線の場合、岡山駅でお乗換えください。特に下りの場合新倉敷駅は不便です）
山陽本線・伯備線

中庄（なかしょう）駅

（岡山駅より12-13分、倉敷駅より5分）

岡山駅から：1番または2番ホーム発です。山陽本線または伯備線の、普通列車にお乗り
ください。倉敷駅から：岡山方面行きの普通列車にお乗りください。
なお、快速サンライナーや特急列車は中庄駅に停車しません。
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ＪＲ時刻表 岡山発（下り）
中庄駅まで12-13分
7時
13 24 34 49 57
8時
20 24 40
倉敷発（上り）
中庄駅まで5分
7時
16 32 46 54
(注：7時23分発は中庄駅に停車しません)
8時
03 10 26 43 50
中庄発（岡山方面） 1番ホーム
16時
03 08 21 39 43 53
17時
05 10 35 41 46 52
18時
03 15 23 38 43
19時
03 08 21 39 43 53
中庄発（倉敷方面） 3番ホーム
16時
01 21 26 30 45 52
17時
00 22 26 30 52 58
18時
04 23 32 38 52 57
19時
06 22 28 45 55
【飛行機をご利用の方】
岡山空港からは岡山駅または倉敷駅行きの高速バスが運行しています。
【自家用車をご利用の方】
川崎医科大学附属病院（併設）の外来駐車場（１時間 100 円）をご利用ください。
【タクシーご利用の方】
岡山市内からは 40 分（4,000～5,000 円）
、倉敷市内からは 20 分（1,500～2,000 円）,
最寄りの中庄駅からは 3 分です。

【中庄駅から会場まで】
中庄駅北口（大学の建物が右前方に見えます）の道を直進し、駐車場の入り口から（その
先の、信号の手前に交番があります）からキャンパスにお入りください。なお、小高い丘
の側からは、キャンパスに入ることができませんのでご注意ください。
キャンパスの最も東側（駅から一番奥）の、時計台がある5階建ての茶色の建物が会場（現
代医学教育博物館）です。
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会場は 2 階です。階段をお上がりください。
車いすの方はお手数ですが階段の後ろに 1 階入り口がありますので、呼び鈴を押してくだ
さい（事前にお電話いただけましたら対応します。086-462-1111 でメディカルミュージア
ム受付とお申し付けください）。

【現代医学教育博物館のご案内】
入館無料で、どなたでも予約なしに見学していただけます。
土・日の開館時間は 9:00～16:00 です（祝日は閉館）。
2 階は一般向け、3 階と 4 階は医療従事者向けの展示です。
（皆様は是非それらもご観覧ください）
特に 3 階は肉眼標本を多数展示しておりますので、前日や会期中にぜひご覧ください。
なお、実物臓器の写真撮影は固くお断りしております。
お問い合わせ：副館長 森谷卓也（学会事務局）
ホームページ：http://www.kawasaki-m.ac.jp/mm/html/
前日、当日は一般来館者もおられますので、ご理解のほどお願いいたします。

【宿泊のご案内】
・会場から徒歩 10 分のところにベッセルホテル倉敷（山陽本線中庄駅下車、
電話 086-461-0101
www.vessel-hotel.jp/sp/hotel/kurashiki/ ）があります。
・他には倉敷駅または岡山駅周辺のホテルをご利用下さい（所要時間等は、会場へのアクセ
スをご覧ください）
。

【参加者へのご案内】
・参加受付
川崎医科大学現代医学教育博物館 2 階にて行います。
参加料：3,000 円（昼食・レセプション代は無料です）。
学部学生は無料です（当日学生証を呈示して下さい）。
（呈示がない場合は通常の参加料をいただきます）。
引き換えに参加証をお渡ししますので、入場の際には必ず着用してください。

・入会手続き
ご希望の方は当日手続きが可能です。この機会にぜひご入会いただきますようお願い致し
ます。推薦者については事務局がご相談に応じます。
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・年会費
個人会員：平成 29 年より年会費 5,000 円を予定しております。可能な方は当日受付で申
し受けますので、ご協力下さい。
学生会員：年会費は無料ですが、後日作成する学会誌送付を希望される方には別途通信費
（1,000 円の予定）を徴収させていただく予定です。

・服装：カジュアルな服装でご参加下さいますようお願いいたします。

・質疑応答：質疑応答は所属（可能な限り）と氏名を述べて行ってください。
講演の際は、質問者は予め通路のスタンドマイクの前にお立ちいただくようお願いします。

・会場における飲食・喫煙について
会場となる現代医学教育博物館は原則飲食禁止となっております。飲食は学会場となる 2
階大講堂と、5 階レセプション会場のみとさせていただきます。
川崎医科大学はキャンパス内全面禁煙です。また、来場者の大学の周囲での喫煙もお断り
いたしておりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

・ランチョンセミナーについて
昼食をご用意いたします。必ず会場内でお召し上がり下さい。終了時にゴミを回収します
のでご協力ください。

・会場内の写真撮影について
現代医学教育博物館の実物臓器の写真撮影はご遠慮ください。
展示、ポスターについては、撮影禁止の場合はその旨を掲示させていただきます。また、
展示作品、ポスター、口演スライドにつきましても、個別に撮影したものを無断で SNS 等
に流布したり、商用に用いることのないようお願い致します。

・携帯電話
お持ちの方は電源を切るか、マナーモードでお願い致します。

・クロークについて
クロークはありませんが、会場近くに荷物置き場をご用意します。ただし、お荷物の監視
は致しませんので取り間違えされませんよう、また貴重品などはご自身で携帯いただきま
すようお願いします。
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【座長・演者へのご案内】
・講演時間は登壇、座長の挨拶、質疑応答などを含み、次の演題開始までの時間です。座
長の先生は時間のコントロールをお願いいたします。
・口演のパソコンは持参いただくか、備え付けの機器（Windows7, PowerPoint2010）をご
利用ください。ご自分のパソコンの場合は念のためバックアップデータをお持ちください。
また、マッキントッシュの場合は 15PINsub 用のコネクタをご持参ください。
・展示発表、ポスターは口頭発表 5 分以内、質疑応答 5 分以内です（複数出題されている
方はまとめてご発表いただきます。発表時間は下記をご覧ください）。
発表演台数
1 演題
2 演題連続
3 演題以上連続

発表時間
5分
8分
10 分

質疑応答
5分
5分
5分

・座長の指示に従って順次ご発表をお願いします。
・展示方法の詳細につきましては、筆頭演者に別途ご案内します。

【設営・受付】
・前日の展示・ポスター設営
平成 28 年 12 月 3 日（前日）設営 10-17 時（ポスター出題・作品出展者）
設営方法の詳細は別途お知らせ申し上げます。
前日も現代医学教育博物館は開館しています（9 時-16 時）
・当日の受付開始：午前 8 時（現代医学教育博物館 2 階）
・当日の展示・ポスター設営：8 時から 10 時 30 分まで

【総会のご案内】
総会は 13 時 15 分から 13 時 35 分までの予定で開催致します。
多数ご参加くださいますようお願いします。
資料は当日配布させていただきます。

【レセプション（終了後〜18 時までの予定）
】
テーマ：「友達になろう！ ドクターとイラストレーター

そしてみんなと」

会場は博物館 5 階です。医療者と表現者が交流できる場にしたいと考えています。お気軽
にご参加ください。
なお、当日自動車を運転される方ならびに未成年者の飲酒は固くお断りします。
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【演題一覧】
会長講演

座長 猶本良夫（川崎医科大学 総合外科学）
医描（医を描き、伝え、学ぶ）日本の Mi の今後
レオン佐久間（川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科）

招待講演

座長 佐々木和信（川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科）
「腑分け―江戸時代の解剖学―」
乾 康二 （津山洋学資料館次長兼津山市史編さん室主査）

特別講演 1・2

座長 森田照正（順天堂大学医学部 心臓血管外科）

特別講演 1

日本初！ メディカルイラストレーション教育の現場から
横田ヒロミツ（川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科）

特別講演 2

メディカルイラストレーションで学ぶ 心臓の解剖・発生と手術術式
末次文祥（医療法人末次医院 心臓血管外科・循環器内科）

特別講演 3・4

座長 金井裕也（メディカルイラストレーター）

特別講演 3

メディカルイラストレーション製作の実際～その特殊性と課題
佐藤良孝（有限会社 彩考）

特別講演 4

世界の Mi 事情 と 日本 Mi 学会誕生までの道のり
明石道昭（唐津赤十字病院 病理診断科）

特別講演 5

座長

特別講演 5

医師養成とメディカルイラストレーション：マクロからミクロまで
森谷卓也（川崎医科大学 病理学 2・現代医学教育博物館）

加藤公太（順天堂大学 解剖学・生体構造科学 ）

ランチョンセミナー
座長 明石道昭（唐津赤十字病院 病理診断科）
末次文祥（医療法人末次医院 心臓血管外科・循環器内科）
演題１：アメリカの現状（インタビュー）＋TEDx 講演（ビデオ）
鹿山育美（Studio Kayama, Medical & Scientific illustrator）
演題２

3D･4D-CT イメージング - 立体解剖 ～メディカルイラストレーションとのコラボレーション～
森田照正 （順天堂大学 心臓血管外科）

パネルディスカッション
テーマ「イラストレーションにできること
司会

未来志向で

―可能性は、無限大―」

明石道昭（唐津赤十字病院 病理診断科）
皆さんで一緒に討論していただきます！
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一般演題(ポスター)
第 1 群 座長 佐藤良孝（有限会社 彩考）
1-1（作品展示）
解剖標本 ； ホルマリン浸清標本体による脊髄 原寸モデル 約54cm
高田嘉宏（メディカル・アーチスト ・日本画家）、河田光博(京都府立医科大学)
1-2（作品展示）
義眼作成
光安佐織、光安哲人（有限会社アツザワ・プロテーゼ九州）
1-3（作品展示）
上肢骨格標本レプリカ
井口未菜子（一般財団法人新潟手の外科研究所医局秘書兼メディカルイラストレーター）
1-4（作品展示）
エピテーゼサンプル紹介（足趾／手指（母指）／耳介／乳房）
美平伊都美（美平造形パーソナルケア）
1-5（ポスター）
解剖図などに用いるミックステクニックの有効性
佐藤良孝（有限会社 彩考）
1-6（ポスター）
ポール・リシェの解剖図譜の計画について
加藤公太、岡村太郎（順天堂大学 解剖学・生体構造科学 ）

第 2 群 座長 森谷卓也（川崎医科大学 病理学２）
2-1（ポスター）
病理組織所見の，イラストによる伝承と解説の試み
今山修平（今山修平クリニック＆ラボ）
2-2（ポスター）
海馬の萎縮はアルツハイマー病だけじゃない －鑑別すべき第一は嗜銀顆粒性認知症－
德丸明日香（東京都健康長寿医療センター放射線診断科）、山下典生（岩手医科大学医歯薬総
合研究所超高磁場 MRI 診断・病態研究部門）德丸阿耶、櫻井圭太、下地啓五（東京都健康長
寿医療センター放射線診断科）村山繁雄（東京都健康長寿医療センター神経内科・ブレイン
バンク）藤ヶ崎純子（東京都健康長寿医療センター神経病理・ブレインバンク）齊藤祐子（国
立精神神経研究センター検査科）
2-3（作品展示）
肝炎ウイルス―感染・増殖のメカニズム―
野村憲司、今牧良治、作山依里（トキア企画株式会社）
2-4（作品展示）
メディカルイラストレーションの作成工程
野村憲司、今牧良治、作山依里（トキア企画株式会社）
2-5（作品展示）
2000 年〜2004 年時の解剖スケッチとメディカルイラスト作成手順のチャート
金井裕也（メディカルイラストレーター）
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第 3 群 座長 レオン佐久間（川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科）
3-1 (ポスター)
手術記録のイラスト作成方法におけるアナログ法とデジタル法の比較
田島陽介、亀山仁史、岡村拓磨、中野麻恵、中野雅人、島田能史、若井俊文（新
潟大学 消化器・一般外科）
3-2 （ポスター）
Keynoteによるメディカルイラストレーション −見せる論文から、魅せる論文へ−
小野真平（日本医科大学形成外科）
3-3（ポスター）
平成解体新書～解体新書の現代解釈～
貝原琢磨（式会社大成モナック プロダクトモデル事業部）
3-4 （作品展示）
アトラス、手術手技の図
レオン佐久間（川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科）
3-5（作品展示）
頭蓋骨
馬場元毅（東埼玉総合病院附属清地クリニック脳神経外科）
3-6（作品展示）
前交通動脈瘤クリッピング術
馬場元毅（東埼玉総合病院附属清地クリニック脳神経外科）
3-7（ポスター）
手描き手術イラストの意義 －内頸動脈 - 眼動脈分岐部動脈瘤の手術を通して
馬場元毅（東埼玉総合病院附属清地クリニック脳神経外科）

第 4 群 座長 末次文祥（医療法人末次医院 心臓血管外科・循環器内科）
明石道昭（唐津赤十字病院 病理診断科）
4-1（ポスター）
心拍動下冠動脈バイパス術における内胸動脈の左回旋枝への吻合
―モノクロイラストレーションの作画上の工夫―
末次文祥（医療法人末次医院 心臓血管外科・循環器内科）
4-2（作品展示）
右肺上葉切除後の中間気管支幹の屈曲に対して胸腔鏡下胸腔内隔壁形成術を行った１例の
シェーマ
森真由美（プラネット・フォレスト）
4-3（作品展示・ポスター）
地域住民を対象としたボンドアート活動の試み
冨永久司（ボンド）（西九州大学リハビリテーション学部兼フリーランスアーティスト）
4-4（作品展示・ポスター）
木工用ボンドを用いた独自の画法を作業療法に活かした作家活動報告
冨永久司（ボンド）（西九州大学リハビリテーション学部兼フリーランスアーティスト）
4-5（ポスター）
剖検結果の遺族説明にメディカルイラストレーションを使用した経験
明石道昭（唐津赤十字病院病理診断科）
4-6（ポスター）
佐賀県内で計4回のメディカルイラストレーション展示会の開催経験
明石道昭（唐津赤十字病院病理診断科）
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4-7（作品展示）
メディカルイラストレーション表現のための臓器のテクスチャー、サーフェスレンダリング
の描画
明石道昭（唐津赤十字病院病理診断科）
4-8（作品展示）
稀な心臓疾患のイラストレーション製作過程
明石道昭（唐津赤十字病院病理診断科）

第 5 群（学生発表の部を含む）
コーディネーター 横田ヒロミツ（川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科）
5-1（作品展示）
CGによるメディカルイラストレーション
横田ヒロミツ（川崎医科大学医療福祉デザイン学科）
学-1（ポスター）
佐賀から発信するアールブリュット普及活動
竹内翔祐（佐賀大学医学部医学科４年）、福島 龍三郎・上田 諭・川﨑 美輝(特
定非営利活動法人ライフサポートはる)
学-2（作品展示）
メディカルイラストレーション授業課題作品
山本悠矢、岡部颯太、山本杏奈・岸本尚子・岸本双葉・野々上僚江・濱上真由（川
崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科）
学-3（作品展示）
臓器病理標本スケッチ
川野敬亮、大西遼太郎、小林和馬、斎木 遥、徐 准林、泉福尚紀、竹内ひかる、
徳永進伍、本間拓也、武本麻里（川崎医科大学１年）
学-4（作品展示）
臓器病理標本スケッチ
城戸 傑、宮崎賢二（川崎医科大学3年）
学-5（作品展示）
臓器病理標本スケッチ
土井順仁、切士博仁（川崎医科大学2年）
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