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◇ 会 場 案 内 ◇ 

会場：久留米大学（旭町キャンパス）・基礎３号館１階 セミナー室 他 
住所：〒830-0011福岡県久留米市旭町 67  電話：0942-31-7540 

 

 

１ 医学部学生部室棟 ２ 石橋正二郎記念体育館 

３ 筑水会館 ４ 医学部 C棟 

５ 医学部 B棟 ６ 医学部教育 1号館 

７ 医学図書館 ８ 大学本館 

９ 医学部教育 2号館 
（医学部附属臨床検査専門学校） 

10 病院北館 
（総合複合棟･放射線腫瘍センター） 

11 医学部基礎 2号館 12 医学部基礎 1号館 

13 医学部基礎 3号館（会場） 14 医学部臨床研究棟 

15 病院本館 16 総合診療棟 

17 医学部看護学科校舎 A棟 18 医学部看護学科校舎 B棟 
認定看護師教育センター 

19 医学部看護学科校舎 C棟 医学部前バス停：４,５の中間 

 

基礎3号館（会場） 



 

＜交通のご案内＞ 
 

● 航空機をご利用の場合 

福岡空港国内線バスターミナル北から久留米行き高速バスへ乗車 → ＪＲ久留米駅下車 

ＪＲ久留米駅からは路線バス（下記参照）またはタクシーをご利用ください。 

高速バスは座席定員制（予約不要）   

運行本数：30往復／1日   所要時間：65分   運行間隔：30分間隔 

運賃（大人片道）：1,230円  往復乗車券：2,210円 

● 西鉄天神大牟田線をご利用の場合 

西鉄久留米駅下車  

西鉄バス系統番号 8（大学病院，高専方面行にて大学病院または医学部前下車） 

  所要時間：17分   運賃（大人片道）：230円 

● ＪＲをご利用の場合 

ＪＲ久留米駅下車 

西鉄バス系統番号 18（高専方面行にて大学病院または医学部前下車） 

  所要時間：7分   運賃（大人片道）：170円 

● お車でお越しの場合 

    会場（基礎３号館）周辺に駐車スペースを確保していますが、数に限りがありますので、

満車の場合は受診者用駐車場（総合診療棟に隣接 有料）をご利用ください。 

 

 

研究会会場 



 

◇ ご 案 内 ◇ 

◆ 参加者の皆様へ 
 
    総 合 受 付  １階 学生ラウンジ      ク ロ ー ク  １階 学生ラウンジ 
    口 演 受 付  １階 学生ラウンジ 
    世 話 人 会  １階 ミーティングルーム   懇 親 会  １階 学生ラウンジ 
    企 業 展 示  １階 学生ラウンジ 
 

１．総合受付・クロークおよび口演受付は、8時 00分より開始します。 
 

２．事前に参加申込みをされている方は、総合受付・事前申込みでネームプレートを 
お受け取りください。 

 
３．当日参加申込みの方は、総合受付・当日申込みにて参加費等をお支払いください。 

研究会参加費：5,000円  懇親会費：4,000円 
 

４．喫茶部が営業します。ご利用ください。 
 
◆ 世話人会の皆様へ 

12時 10分よりミーティングルームにて世話人会を開催します。昼食を準備いたします。 
 
◆ ランチミーティングについて 
  12時 10分よりセミナー室にてランチミーティングを開催します。お弁当を準備しますの 
  で、奮ってご参加ください。 
 
◆ 懇親会について 

17時 30分より、１階 学生ラウンジにて懇親会を行います。 
当日参加も受け付けておりますので、奮ってご参加ください。 

 

学生ラウンジ 

喫茶部 

セミナー室 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 



 

座長・演者へのご案内 

1．発表時間 
一般演題：10分（発表７分，質疑応答２分，機器類入れ替え１分） 

2．座長の皆様へ 
担当セッション開始予定時刻の 10分前までに、総合受付までお越しの上、会場内前方「次
座長席」にご着席ください。 
進行は、座長に一任いたしますが、時間厳守にご協力をお願いいたします。 

3．演者の皆様へ 

1）発表形式 

・発表形式は、PCプレゼンテーションのみとさせていただきます。 
   ・演者ご自身で、演台上に設置されたモニター・キーボード・マウスを使用し、操作をお

願いいたします。 
※「発表者ツール」のご使用はお控えください。 
・スムーズな進行のためにランプによる警告をいたします。終了時間１分前に黄色ランプ
終了時間になりましたら赤色ランプが点灯いたします。時間厳守でお願いします。 

2）発表データ受付 

・PC受付にて、発表セッションの開始約 30分前までに試写をお済ませください。 
PC受付：久留米大学医学部 基礎３号館１階 学生ラウンジ 

3）発表データについて 

・口演発表は、PCプレゼンテーションソフトを用いた PC発表のみとなります。  
・ご自身の PC（Windows・Macintosh）またはメディア（USBメモリ）をご持参くださ
い。 

・学会で準備している PCは以下の仕様です。 
＜ OS ＞ Windows10 
＜アプリケーション＞ Windows 版 PowerPoint 2007／2010／2013／2016 

・画像の解像度は XGA（1024 × 768）です。 
・動画データはWindows Media Player（WMV 形式を推奨）で再生可能なデータのみに
対応可能です。 
MPEG2 形式のデータに関しては、圧縮形式によっては再生できない場合がありますの
で、WMV 形式を推奨します。 



 

メディア（USBメモリ）を持参される方 
・メディアはウイルス定義データを最新のものに更新されたセキュリティソフトを用い
て、ウイルスに感染していないことを必ず確認した上でお持ち込みください。 

・発表データ作成後、作成したPC以外のPCで正常に作動するかチェックしてください。 
・文字化けの恐れがありますので、発表スライドは OSの標準フォントをご利用ください。 
・動画や音声をご使用になる場合は、PC受付にて必ずお申し出ください。 
・不測の事態に備えて、必ずバックアップデータをご持参ください。 
・お預かりした発表データは、学会終了後、主催者側で責任を持って削除いたします。 

ご自身の PC を持参される方 
・ご自身の PCの外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は接続用のアダ
プターを必ずご持参ください。接続は Mini D-sub15ピン 3列コネクター（通常のモニ
ター端子もしくは HDMI）となります。 

・スクリーンセーバー，省電力設定，起動時のパスワード設定は、事前に解除しておいて
ください。 

・念のためバックアップデータを保存したメディアを必ずお持ちください。 
・PC 受付にて試写した後は、発表会場内の左手前方演台付近にあるオペレーター席まで

PCをお持ちください。 
・必ず ACアダプターをご持参ください。 
・講演終了後は、できるだけ速やかに会場内のオペレーター席にて、ご自身の PCをお引
き取りください。 

  



 

◇ プログラム ◇ 

08:00～09:00 受付・登録  ≪学生ラウンジ≫ 
 
09:00～09:10 開会の挨拶  ≪会場：セミナー室≫ 

        山木 宏一（久留米大学 医学部 解剖学講座 肉眼･臨床解剖部門） 
 
09:10～10:00 ＜Session１：心血管系 演題番号１～５＞  ≪会場：セミナー室≫ 

座長： 荒川 高光（神戸大学 大学院 保健学研究科） 

09:10～09:20 右心房内結節間伝導路の肉眼観察と PAS染色を用いた組織学的検討 
        荒川 高光（神戸大学 大学院 保健学研究科） 

09:20～09:30 単純 CTによる SFJ、SPJの破格の検討 
        桜井 日直子（久留米大学 医学部 外科学講座 心臓血管外科） 

09:30～09:40 極めて稀な Superficial radial artery術前検出の臨床解剖学的意義  
－血管穿刺用可視化装置 MillSussⓇの有用性について－ 
内野 哲哉（大分大学 医学部 麻酔科学講座） 

 09:40～09:50 房室結節貫通動脈の解剖学的評価 
         川島 友和（東邦大学 医学部 解剖学講座 生体構造学分野） 

 09:50～10:00 生理的髄液漏出に関わる脊髄膜-脈管外通液路の臨床解剖学的検討 
－走査型電子顕微鏡学的解析－ 

         三浦 真子（大分大学 医学部４年生 生体構造医学講座 研究室配属学生） 
 
10:00～10:10 休憩 
 
10:10～11:00 ＜Session２：消化器系 演題番号６～10＞  ≪会場：セミナー室≫ 

座長： 衣袋 健司（日本大学 医学部 放射線医学系 放射線医学分野） 

 10:10～10:20 右側肝円索の外科解剖 – Fusion画像からの検討 
         酒井 久宗（久留米大学 医学部 外科学講座 肝胆膵外科） 

 10:20～10:30 Hepatomesenteric trunk typeの総肝動脈の走行経路による分類 
         酒井 久宗（久留米大学 医学部 外科学講座 肝胆膵外科） 



 

 10:30～10:40 肝被膜動脈とその臨床的意義について 
         衣袋 健司（日本大学 医学部 放射線医学系 放射線医学分野） 

 10:40～10:50 右肝動脈後枝に動脈硬化性狭窄を認め動脈ステント留置後に左三区域切除 
術を行うも術後肝膿瘍を発症した肝門部胆管癌の 1切除例 
後藤 祐一（久留米大学 医学部 外科学講座 肝胆膵外科） 

 10:50～11:00 Muscular architecture of the abdominal part of the esophagus and 
stomach 

         Mi-Sun Hur（Department of Anatomy Catholic Kwandong University 
College of Medicine） 

 
11:00～11:10 休憩 
 
11:10～12:00 特別講演１  ≪会場：セミナー室≫ 

座長： 渡部 功一（久留米大学 医学部 解剖学講座 肉眼･臨床解剖部門） 

  「Current and Future Trends/Developments in Clinical Anatomy Education/Research 
in the United States」 

Dr. R. Shane Tubbs（Clinical Anatomy Editor in Chief，Seattle Science Foundation） 
 
12:00～12:10 休憩 
 
12:10～13:00 ランチミーティング  ≪会場：セミナー室≫ 

「Clinical Anatomy Research Update」 
       第１部 Clinical Anatomy誌 採択へのヒント 
       第２部 脳神経/頭頸部外科領域における臨床解剖 

岩永 譲（Seattle Science Foundation） 
 
13:00～13:30 休憩 
 
13:30～14:20 ＜Session３：運動器 演題番号 11～15＞  ≪会場：セミナー室≫ 

座長： 田平 陽子（久留米大学 医学部 解剖学講座 肉眼･臨床解剖部門） 

 



 

 13:30～13:40 上腕三頭筋長頭の起始形態 
         那須 久代（東京医科歯科大学 臨床解剖学分野） 

 13:40～13:50 大腿四頭筋における新たな筋頭の検討 
         髙村 敬子（長崎大学 医学部 肉眼解剖学教室） 

 13:50～14:00 外側広筋と股関節前面の関節包との付着について 
         吉田 大地（久留米大学 大学院医学研究科 修士課程） 

 14:00～14:10 ８Kカメラで撮像した Thiel固定遺体剖出から得られた女性骨盤内新知見 
         加藤 友康（国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科） 

 14:10～14:20 骨盤底加齢に対する解剖学的・画像診断的分析 
         奥田 逸子（国際医療福祉大学 三田病院 放射線診断センター） 
 
14:20～14:30 休憩 
 
14:30～15:20 特別講演２  ≪会場：セミナー室≫ 

座長： 嵯峨  堅（久留米大学 医学部 解剖学講座 肉眼･臨床解剖部門） 

  「リンパ系のマクロ解剖学－基幹リンパ管を骨盤腔から胸管まで追跡し、主要位置関係を 
検討する－」 

    佐藤 達夫（東京医科歯科大学 名誉教授） 
 
15:20～15:30 休憩 
 
15:30～16:00 ＜Session４：頭頸部 演題番号 16～18＞  ≪会場：セミナー室≫ 

座長： 秋田 恵一（東京医科歯科大学 臨床解剖学分野） 

 15:30～15:40 Anatomical features of the mentalis muscle and zygomaticus minor  
muscle 

         Mi-Sun Hur（Department of Anatomy Catholic Kwandong University                            
College of Medicine） 

 15:40～15:50 下顎枝矢状分割術に伴う術後知覚障害と下顎管の走行に関する臨床解剖学
的検討 

         篠崎 勝美（久留米大学 医学部 歯科口腔医療センター） 



 

 15:50～16:00 鼻涙管開口部下部に存在する盲嚢の肉眼臨床解剖学的研究 
         田中 謙剛（たなか眼科医院） 

16:00～16:10 休憩 
 
16:10～16:50 ＜Session５：リンパ系 演題番号 19～22＞  ≪会場：セミナー室≫ 

座長： 三浦 真弘（大分大学 医学部 生体構造医学講座） 

 16:10～16:20 鼠径部におけるリンパ管の走行を肉眼解剖学的に追跡する試み 
         表原 拓也（東京医科大学 人体構造学分野） 

 16:20～16:30 顔面部・頸部におけるリンパ系の局所解剖－脊髄硬膜・咽頭後部周辺のリ
ンパ系の分布－ 

         河田 晋一（東京医科大学 人体構造学分野） 

 16:30～16:40 癌血行性転移に必要な乳腺センチネルリンパ節の血管分布様式について  
－臨床解剖学的解析－ 
安部 美幸（大分大学 医学部 呼吸器･乳腺外科学講座 生体構造医学講座） 

 16:40～16:50 Popliteal lymph nodes(PLNs)の臨床解剖学的検討－足部悪性黒色腫の 
         PLNs転移経路を中心として 
         三浦 真弘（大分大学 医学部 生体構造医学講座） 
 
16:50～17:00 閉会の挨拶  ≪会場：セミナー室≫ 

        山木 宏一（久留米大学 医学部 解剖学講座 肉眼･臨床解剖部門） 

        次回当番世話人挨拶 
 
17:00～17:30 休憩 
 
17:30～18:30 懇親会  ≪学生ラウンジ≫ 
 
 
＊世話人会を 12時 10分からミーティングルームで開催します。 


