学術講演プログラム
JSRT-JSMP Joint Sessions
JSRT-JSMP 合同特別企画
JSRT-JSMP Joint Symposium
 月  日(金)：〜：()

司会

熊本大学大学院

白石

順二

帝京大学 川村

慎二

シカゴ大学 土井

邦雄

医用原子力技術研究振興財団 遠藤

真広

RPT 誌 10 周年特別企画
Radiological Physics and Technology ―物理・技術の協調と将来―
. 5DGLRORJLFDO 3K\VLFV DQG 7HFKQRORJ\ %ULHI +LVWRU\ &XUUHQW 6WDWXV DQG )XWXUH
基調講演「537 誌のこれまでとこれから」
. &LWHG DQG 1RQFLWHG $UWLFOHV )URP WKH $QDO\VLV RI $UWLFOHV 3XEOLVKHG LQ 537
教育講演「引用される論文を書くために」
. 0HGLFDO 3K\VLFV 

'XNH 8QLYHUVLW\

(KVDQ 6DPHL

九州大学大学院

有村

JSRT-JSMP Joint Session Plenary Lecture 1
 月  日(土)：〜：()

司会

「5DGLRPLFV 7KH 1HZ )URQWLHU LQ 4XDQWLWDWLYH ,PDJH 0RGHOLQJ」

8QLYHUVLW\ RI 0LFKLJDQ

秀孝

,VVDP (O 1DTD

JSRT-JSMP Joint Session Plenary Lecture 2【英→日 同時通訳】
 月  日(日)：〜：()

司会

北海道科学大学

谷川

琢海

香川大学医学部附属病院 西本

尚樹

「&XUUHQW 7UHQGV RI 3DWLHQW 5DGLDWLRQ 'RVH 0RQLWRULQJ DQG 7UDFNLQJ 6\VWHPV」
3DUW , 7HFKQLFDO $VSHFW
3DUW ,, 2SHUDWLRQDO ,QIUDVWUXFWXUH

9LUJLQLD &RPPRQZHDOWK 8QLYHUVLW\ 0HGLFDO &HQWHU

3HL-DQ 3DXO /LQ

9LUJLQLD &RPPRQZHDOWK 8QLYHUVLW\ 0HGLFDO &HQWHU

6KHOLD 5HJDQ

Expert Lectures
宿題報告
Expert Lecture 1／宿題報告 1
 月  日(金)：〜：() + )

司会

副代表理事

船橋

正夫

「,QWHJUDWHG 4XDOLW\ $VVXUDQFH RI +LJK3UHFLVLRQ 5DGLRWKHUDS\ IRU 5DGLRWKHUDS\ 7HFKQRORJLVW」
放射線治療専門放射線技師に求められる高精度放射線治療における物理・技術的品質保証
近畿大学医学部附属病院 奥村

雅彦

Expert Lecture 2／宿題報告 2
 月  日(金)：〜：()

司会

代表理事

小倉

明夫

山梨大学医学部附属病院 坂本

肇

「5DGLDWLRQ 6DIHW\ 0DQDJHPHQW IRU $QJLRJUDSK\ DQG ,QWHUYHQWLRQDO 5DGLRORJ\」
血管撮影領域での放射線安全管理
Segi Award Winner's Lecture (Best Paper in 2016)
瀬木賞講演(2016 年優秀論文賞)
 月  日(土)：〜：()

司会

表彰委員長

西出

裕子

-657 9RO，1R
「,PDJH 'DWD 0LQLQJ IRU 3DWWHUQ &ODVVLILFDWLRQ DQG 9LVXDOL]DWLRQ RI 0RUSKRORJLFDO &KDQJHV LQ %UDLQ 05
,PDJHV」
脳形態変化のパターン分類と可視化のための画像データマイニング



熊本大学大学院 村川

彩希

RPT Doi Awards Ceremony and Winner's Lectures
RPT 誌優秀論文土井賞表彰・受賞講演
 月  日(日)：〜：( + )

総合司会 537 誌編集委員長

土井

邦雄

司会 537 誌副編集委員長 桂川

茂彦

)'LDJQRVWLF ,PDJLQJ
診断分野
537 9RO，1R
「$ &RPSXWHU 6LPXODWLRQ 0HWKRG IRU /RZ'RVH &7 ,PDJHV E\ 8VH RI 5HDO +LJK'RVH ,PDJHV $ 3KDQWRP
6WXG\」

東京大学医学部附属病院 竹永

智美

)05, 1XFOHDU 0HGLFLQH DQG ,QIRUPDWLFV
05・核医学分野
537 9RO，1R

司会 537 誌副編集委員長 長谷川智之

「$XWRPDWLF 52, &RQVWUXFWLRQ IRU $QDO\]LQJ 7LPH6LJQDO ,QWHQVLW\ &XUYH LQ '\QDPLF &RQWUDVW(QKDQFHG 05
,PDJLQJ RI WKH %UHDVW」

山口大学医学部附属病院 藤本

昂也

司会 537 誌副編集委員長 遠藤

真広

)5DGLDWLRQ 7KHUDS\ 3K\VLFV
防護・治療分野
537 9RO，1R

「(QHUJ\ 'HSHQGHQFH 0HDVXUHPHQW RI 6PDOO7\SH 2SWLFDOO\ 6WLPXODWHG /XPLQHVFHQFH 26/ 'RVLPHWHU E\
0HDQV RI &KDUDFWHULVWLF ;UD\V ,QGXFHG ZLWK *HQHUDO 'LDJQRVWLF ;UD\ (TXLSPHQW」
山口大学医学部附属病院 竹上

和希

Symposia
シンポジウム
Symposium 1／シンポジウム 1
 月  日(土)：〜：()

座長

熊本大学大学院

白石

順二

「How to Assist Radiologists' Interpretation in Terms of Radiological Technology and Sciences」
放射線技術科学としてとらえる “読影の補助”
. -657 V (IIRUW IRU WKH 6WXGLHV RI 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJLVWV 5HSRUWLQJ DQG $VVLVWDQFH LQ 5DGLRORJLFDO
6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\
日本放射線技術学会としての³読影の補助´に対する取り組み

熊本大学大学院 白石

順二

. $VVLVWDQFH RI 0DPPRJUDSKLF 'LDJQRVLV E\ 5DGLRJUDSKHUV WKH 3RLQW RI 9LHZ IURP %UHDVW 6XUJHRQ
乳腺科外科医から見た診療放射線技師による「読影補助」について
名古屋医療センター 森田

孝子

. +RZ WR $VVLVW 5DGLRORJLVWV ,QWHUSUHWDWLRQ LQ 7HUPV RI 'LDJQRVWLF ,PDJLQJ
一般撮影・&7 領域における³読影の補助´

東千葉メディカルセンター 梁川

範幸

. 7KH (IIHFW RI ,PDJH 'LDJQRVLV $VVLVWDQFH E\ 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJLVWV LQ 1HXURHQGRYDVFXODU 7KHUDS\
脳神経外科医からみた診療放射線技師による³読影の補助´
神戸市立医療センター中央市民病院 坂井

信幸

. &RQVWUXFWLRQ RI 0HGLFDO ,QIRUPDWLRQ 'DWD IRU $VVLVWLQJ 5DGLRORJLVWV ,QWHUSUHWDWLRQ
³読影の補助´のためのデータ構築法

東北大学病院 坂本



博

Symposium 2／シンポジウム 2
 月  日(金)：〜：()

座長

岐阜大学大学院

藤田

岐阜大学大学院 原

広志
武史

「Integration of Medical Engineering and Radiological Technology: Expected New Technology」
医用工学と放射線技術科学との融合：期待される新技術
. )RU 1HZ 0RGDOLW\ 8VLQJ 6FDWWHUHG ;UD\
散乱 ; 線を用いる新たなモダリティに向けて

愛知県立大学 戸田

尚宏

. 2SWLFDOO\ 3XPSHG $WRPLF 0DJQHWRPHWHU DQG 8OWUD/RZ )LHOG 05,
光ポンピング原子磁気センサと超低磁場 05,

京都大学

小林

哲生

放射線医学総合研究所

山谷

泰賀

熊本大学大学院 内山

良一

九州大学大学院 有村

秀孝

. 7KH )XWXUH RI %UDLQ 3(7 6\VWHPV
頭部専用 3(7 装置の未来

量子科学技術研究開発機構

. 'LDJQRVWLF $VVLVW DQG 3URJQRVWLF 3UHGLFWLRQ %DVHG RQ 5DGLRJHQRPLFV
5DGLRJHQRPLFV による診断支援と予後予測
. )URP ,PDJH%DVHG &RPSXWDWLRQDO 5DGLRWKHUDS\ WR 5DGLRPLFV
画像ベース計算機支援放射線治療からレディオミクスへ

. 1HZ +RUL]RQ RI 0HGLFDO ,PDJH 3URFHVVLQJ %DVHG RQ 0XOWLGLVFLSOLQDU\ &RPSXWDWLRQDO $QDWRP\
多元計算解剖学が拓く新たな医用画像処理技術

名古屋大学 森

健策

Symposium 3／シンポジウム 3
 月  日(日)：〜：()

座長

金沢大学

田中

利恵

3KLOLSV (OHFWURQLFV 6LQJDSRUH 森岡

茂晃

「Steps to be Taken to Create a World Trend in "Radiological Science and Technology"」
リーディングウーマンと考える放射線技術学
. 7KH 2SSRUWXQLW\ RI :RPDQ LQ (GXFDWLRQ 5HVHDUFK DQG 3URIHVVLRQ LQ 5DGLRORJLFDO 6FLHQFHV
&KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\

$QFKDOL .ULVDQDFKLQGD

. ,QWHUQDWLRQDOL]DWLRQ 0RELOL]DWLRQ LQ 5DGLRORJLFDO (GXFDWLRQ
<XDQSHL 8QLYHUVLW\ RI 0HGLFDO 7HFKQRORJ\

&KLXQJ:HQ .XR

. 7RZDUG %HWWHU ,PDJH 4XDOLW\ LQ &RQH %HDP &7 $ 7DLZDQHVH 5HVHDUFKHU V ([SHULHQFH
7]X &KL 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\
. 0\VHOI DQG 5DGLRORJ\ &DUHHU

&KLQJ&KLQJ <DQJ

北海道大学大学院 .KLQ .KLQ 7KD

Executive Committee Session Symposium
実行委員会企画シンポジウム
Challenge of AI in Radiology and Radiological Technology: IBM Watson and Deep Learning／AI の放
射線医学・技術学への挑戦 ―IBM ワトソンとディープラーニング―
 月  日(土)：〜：()

座長

岐阜大学大学院

藤田

広志

岐阜大学大学院 村松千左子
. ,QWURGXFWLRQ
イントロダクション

岐阜大学大学院 藤田

広志

. $, DQG 'HHS /HDUQLQJ IRU &RPSXWHU $LGHG 'LDJQRVLV 3UHVHQW DQG )XWXUH
医療診断支援技術に向けての $, とディープラーニング：現状と将来
電気通信大学大学院 庄野

逸

. 0HGLFDO 6LHYH 7KH 5DGLRORJ\ *UDQG &KDOOHQJH *LYLQJ (\HV WR :DWVRQ
,%0 $OPDGHQ 5HVHDUFK &HQWHU

7DQYHHU 6\HGD0DKPRRG

. &DVH  ,PSOHPHQWDWLRQ RI 'HHS /HDUQLQJ DQG $SSOLFDWLRQ RI &$'
研究事例 ：ディープラーニングの実装方法と &$' への応用

藤田保健衛生大学

寺本

篤司

. ,PDJH 6HJPHQWDWLRQ 2QO\ %DVHG RQ 'HHS /HDUQLQJ
研究事例 ：ディープラーニングによるセグメンテーション



岐阜大学 周

向栄

Education Committee Session Symposium
教育委員会企画シンポジウム
Updates on MR Imaging Diagnosis of the Brain: Focused on Demyelinating and White Matter
Diseases／脳を診る：最新の脳 MRI 診断

―脱髄疾患・白質病変を中心に―

 月  日(土)：〜：() + )

座長

大阪赤十字病院

高津

安男

大阪医科大学附属病院 山村憲一郎
大阪市立大学医学部附属病院 市田

隆雄

大阪市立大学大学院 三木

幸雄

. 'HP\HOLQDWLQJ 'LVHDVHV DQG /HXNRDUDLRVLV
脱髄疾患・加齢性白質病変
. $FTXLVLWLRQ RI %UDLQ 0HWDEROLVP 8VLQJ 056
056 で診る脳内代謝情報

筑波大学

磯辺

智範

熊本大学大学院 米田

哲也

. 'HYHORSPHQW RI 3$'5(6:,S IRU 1HXURGHJHQHUDWLYH 'LVRUGHUV
変性疾患のための 3$'5(6:,S の開発

. 6HOHFWLRQ DQG /LPLWDWLRQ RI 05 0HDVXUHPHQW 0HWKRG %DVHG RQ 3DWKRSK\VLRORJ\
病態に基づく 05 測定法の選択と限界

福島県立医科大学 久保

均

. 7KH 5HFHQW 7HFKQRORJLHV IRU %UDLQ 05,
『脳を診る』ための 05 新技術のご紹介

シーメンスヘルスケア(株)

今井

広

国立がん研究センター東病院 村松

禎久

広島大学大学院 粟井

和夫

Educational Lectures
教育講演
Educational Lecture 1 (Diagnostic Imaging)／教育講演 1[撮影部会 B]
 月  日(金)：〜：()

司会

「&OLQLFDO $SSOLFDWLRQ RI ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ DW &7」
逐次近似画像再構成の臨床応用

Educational Lecture 2 (Radiation Protection)／教育講演 2[放射線防護部会]
 月  日(金)：〜：( + )

司会

セントメディカル・アソシエイツ //& 広藤

喜章

「&OLQLFDO 3UDFWLFH DQG 5DGLDWLRQ 'RVH IRU &RQH%HDP &7 LQ ,QWHUYHQWLRQDO 5DGLRORJ\」
血管撮影領域におけるコーンビーム &7 の臨床と被ばく線量

名古屋第二赤十字病院

瀬口

繁信

坂本

博

福井大学医学部附属病院 山下

芳範

Educational Lecture 3 (Medical Informatics)／教育講演 3[医療情報部会]
 月  日(金)：〜：()

司会

東北大学病院

「$FWXDO 'HVLJQ DQG 0DQDJHPHQW RI 1HWZRUNV LQ WKH 0HGLFDO )LHOG」
ネットワークの構築と管理
Educational Lecture 4 (Image Sciences)／教育講演 4[画像部会]
 月  日(金)：〜：()

司会

「7KH %URDG 5HOHYDQFH RI 6DIHW\ &XOWXUH LQ 0HGLFDO ,PDJLQJ」

金沢大学

'XNH 8QLYHUVLW\

田中

利恵

(KVDQ 6DPHL

「/HW V /HDUQ (QJOLVK 6LPXOWDQHRXVO\ ZLWK WKH 2SWLPL]DWLRQ RI 3DWLHQW 'RVH」
英語と医療被ばくの最適化の基本を両方一緒に学んじゃいましょう！ 熊本大学大学院 白石

順二

Educational Lecture 5 (Diagnostic Imaging)／教育講演 5[撮影部会 C]
 月  日(土)：〜：()

司会 -&+2 仙台病院

伊藤由紀子

「&OLQLFDO 'HPDQGV RI 05, LQ 3HGLDWULF 1HXURVXUJHU\」
脳神経外科医が求める小児 05, 検査

東北大学大学院／宮城県立こども病院



白根

礼造

Educational Lecture 6 (Measurement)／教育講演 6[計測部会]
 月  日(土)：〜：( + )

司会

稲城市立病院 落合幸一郎

「'RVH (VWLPDWLRQ IRU WKH /HQV RI WKH (\H LQ 0HGLFLQH」
医療における眼の水晶体に対する線量評価
量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 赤羽

恵一

Educational Lecture 7 (Nuclear Medicine)／教育講演 7[核医学部会]
 月  日(土)：〜：()

司会

国際医療福祉大学

三輪

建太

国立国際医療研究センター 南本

亮吾

「3(705, DQG 3(7&7 LQ 2QFRORJ\ 5HFHQW 3URJUHVV DQG )XWXUH 3HUVSHFWLYH」
腫瘍 3(7 検査の最前線と将来展望：3(705, を中心に

Educational Lecture 8 (Diagnostic Imaging)／教育講演 8[撮影部会 A]
 月  日(日)：〜：()

司会

帝京大学

岡本

孝英

「3RVVLELOLWLHV LQ +\EULG RU 7KH %HQHILW RI 6SLQH DQG 6FROLRVLV 6XUJHU\」
さらなる +\EULG 25 の可能性を求めて 〜脊椎手術および脊椎側彎症手術における有用性〜
湘南藤沢徳洲会病院 江原

宗平

Educational Lecture 9 (Radiotherapy)／教育講演 9[放射線治療部会]
 月  日(日)：〜：(国立大ホール)

司会

都島放射線科クリニック

辰己

大作

「5HLUUDGLDWLRQ」
再照射

都島放射線科クリニック 呉

隆進

Scientific Divisions
専門部会プログラム
81st. Image Sciences Division／第 81 回画像部会
 月  日(金)：〜：()

司会

大阪市立大学医学部附属病院

岸本

健治

名古屋市立大学病院 國友

博史

「7KH 0LQLPXP 7KLQJV 7KDW :H 6KRXOG .QRZ $ )XQGDPHQWDO .QRZOHGJH RI ,PDJH (YDOXDWLRQ LQ 5DGLRORJLFDO
7HFKQRORJ\ 5HVHDUFK」
,QWHOOHFWXDO 'LVFXVVLRQ「これだけは最低限知っておきたい！放射線技術学研究における画像評価の基礎
の基礎」
. $ )XQGDPHQWDO .QRZOHGJH RI ,PDJH (YDOXDWLRQ LQ 'LJLWDO ,PDJH (YDOXDWLRQ 5HVHDUFK
ディジタル画像研究に必要な画像評価の基礎知識

岐阜医療科学大学 篠原

範充

. $ )XQGDPHQWDO .QRZOHGJH RI ,PDJH (YDOXDWLRQ 1HFHVVDU\ IRU '5  &5 5HODWHG 5HVHDUFK
'5・&5 関連研究に必要な画像評価の基礎知識

東海大学医学部付属八王子病院 由地良太郎

. %DVLF .QRZOHGJH RI ,PDJH (YDOXDWLRQ 1HFHVVDU\ IRU WKH 'LVSOD\5HODWHG 6WXG\
ディスプレイ関連研究に必要な画像評価の基礎知識

名古屋第二赤十字病院 新美

孝永

. $ )XQGDPHQWDO .QRZOHGJH RI &RPSXWHU 3URJUDPV IRU 'LJLWDO ,PDJH 5HVHDUFK
プログラミングを用いた画像研究に必要な基礎知識



岐阜大学 福岡

大輔

74th. Nuclear Medicine Division／第 74 回核医学部会
 月  日(土)：〜：()

司会

部会報告

帝京大学

横塚

記代

核医学部会長 對間

博之

「$SSURDFK WR .H\ 3RLQWV IRU 1XFOHDU 0HGLFLQH ([SHULPHQW」
ミニシンポジウム「核医学実験の核心に迫る：63(&7 実験編」

司会

市川

肇

(株)日立製作所 近藤

豊橋市民病院

正司

豊橋市民病院 市川

肇

島根大学医学部附属病院 山本

泰司

熊本大学医学部附属病院 中村

祐也

福井大学医学部附属病院 北

章延

. %DVLF .QRZOHGJH RI ([SHULPHQW RQ *DPPD &DPHUD ,PDJLQJ
ガンマカメラ実験を始めるための基礎知識
. 6WXG\ 7HFKQLTXHV RI WKH &HUHEUDO %ORRG )ORZ 63(&7
脳血流 63(&7 領域での研究法
. 6WXG\ 7HFKQLTXHV RI WKH 0\RFDGLDO 3HUIXVLRQ 63(&7
心筋 63(&7 領域での研究法
. 6WXG\ 7HFKQLTXHV RI WKH 7XPRU 63(&7
腫瘍 63(&7 領域での研究法
74th. Radiotherapy Division／第 74 回放射線治療部会
 月  日(日)：〜：(国立大ホール)

司会

北海道科学大学

山形大学医学部がんセンター

八重樫祐司
鈴木

幸司

遠山

尚紀

「&XUUHQW 7UHQGV DQG )XWXUH 'LUHFWLRQV RI $GYDQFHG 5DGLRWKHUDS\」
先端放射線治療の動向と未来
. 7KH )XWXUH 7UHQGV RI ,057
,057 の動向と未来

東京ベイ先端医療・幕張クリニック

. )XWXUH 'LUHFWLRQV LQ ,RQ %HDP 7KHUDS\
重粒子線治療普及，世界戦略

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 森

慎一郎

. &XUUHQW 6WDWXV DQG )XWXUH 3HUVSHFWLYHV RI %1&7
%1&7 の最近の動向と将来展望

南東北 %1&7 研究センター

加藤

貴弘

逆井

達也

市田

隆雄

神戸大学医学部附属病院 甲山

精二

. 7KH 7UHQG DQG )XWXUH RI WKH ,QWHJUDWHG 05 5DGLDWLRQ 7KHUDS\ 6\VWHP
05 装置一体型放射線治療装置の動向と未来
68th. Diagnostic Imaging Division／第 68 回撮影部会
 月  日(日)：〜：()

国立がん研究センター中央病院
テーマ A(一般)

司会

大阪市立大学医学部附属病院

「3XUVXLQJ %HWWHU ,PDJLQJ 7HFKQLTXHV LQ 5DGLRORJ\ 1R $WWHQWLRQ 3RLQW RI 2SHUDWLRQ 6XSSRUW (QYLURQPHQW
%DVHG RQ 2XU ([SHULHQFH RI +\EULG 25 %XLOGLQJ」
ワークショップ−より良い撮影技術を求めて(その )−「+\EULG 25 構築の使用経験に基づく手術
支援環境の留意点について」
. 1RWHV RQ 6XUJHU\ 6XSSRUW (QYLURQPHQW IRU (QGRYDVFXODU $RUWLF 5HSDLU
ステントグラフト内挿術

東京慈恵会医科大学附属病院 山下

慎一

大阪市立大学医学部附属病院 高尾

由範

. 7UDQVFDWKHWHU $RUWLF 9DOYH ,PSODQWDWLRQ
経カテーテル的大動脈弁留置術
. 7KH &HUHEURYDVFXODU 7UHDWPHQW
脳血管治療

兵庫医科大学病院

松本

一真

. :KDW LV +DSSHQLQJ LQ +\EULG 25
+\EULG 25 の最新トピックス

シーメンスヘルスケア(株)



岩花永以子

68th. Diagnostic Imaging Division／第 68 回撮影部会

テーマ B(CT)

 月  日(金)：〜：()

司会

千葉市立海浜病院

高木

卓

藤田保健衛生大学病院

井田

義宏

「3XUVXLQJ %HWWHU ,PDJLQJ 7HFKQLTXHV LQ 5DGLRORJ\ 1R ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ 7HFKQLTXHV &OLQLFDO
,QWURGXFWLRQ」
ワークショップ−より良い撮影技術を求めて(その )−「逐次近似再構成画像の臨床導入」
. 3K\VLFDO 3URSHUWLHV RI +\EULG 7\SH ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ
物理特性

宮城県立がんセンター 後藤

光範

. ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ RI +HDG &7
頭部

秋田県立脳血管研究センター

大村

知己

木口

雅夫

静岡県立静岡がんセンター 瓜倉

厚志

. &OLQLFDO $SSOLFDWLRQ RI ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ 7HFKQRORJ\ LQ &KHVW
胸部

広島大学病院

. $EGRPHQ
腹部
68th. Diagnostic Imaging Division／第 68 回撮影部会

テーマ C(MR)

 月  日(土)：〜：()

司会

新潟大学医歯学総合病院 金沢

群馬県立県民健康科学大学 林

勉
則夫

「3XUVXLQJ %HWWHU ,PDJLQJ 7HFKQLTXHV LQ 5DGLRORJ\ 1R %ORRG )ORZ ,PDJLQJ RI 05, %DVLF 3ULQFLSOHV DQG
&OLQLFDO $SSOLFDWLRQV」
ワークショップ−より良い撮影技術を求めて(その )−「05, の血流イメージング：基礎から臨床
まで」
. 7LPH2I)OLJKW 0DJQHWLF 5HVRQDQFH $QJLRJUDSK\  %DVLF 3ULQFLSOHV DQG &OLQLFDO $SSOLFDWLRQV
72)05$ の基礎と臨床

上山

毅

札幌医科大学附属病院 鈴木

淳平

彩都友紘会病院

. %DVLF 3ULQFLSOHV DQG &OLQLFDO $SSOLFDWLRQV RI 3KDVH&RQWUDVW 6HTXHQFH
3& 法(05$，059)の基礎と臨床

. 7KH (IIHFWLYH 7HFKQLTXH RI $UWHULDO 6SLQ /DEHOOLQJ  :KHQ DQG +RZ WR 8VH LQ &OLQLFDO 
$6/ の使い処

―いつ，どう使うのか？―
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

福澤

圭

秋田県立脳血管研究センター 豊嶋

英仁

. 7R 'HWHFW %UDLQ ,VFKHPLD E\ 6XVFHSWLELOLW\ :HLJKWHG ,PDJH 6:,
6:, の基礎と臨床
49th. Measurement Division／第 49 回計測部会
 月  日(土)：〜：( + )

司会

稲城市立病院

落合幸一郎

名古屋大学 小山

修司

トーレック(株) 中沢

洋

山梨大学医学部附属病院 坂本

肇

「/HW V /HDUQ $ERXW 'RVH $UHD 3URGXFW 0HWHU」
シンポジウム「面積線量計について学ぼう」
. %DVLFV RI 'RVH$UHD3URGXFW 0HWHU
面積線量計の基礎
. $SSOLFDWLRQ RI '$3 LQ $QJLRJUDSK\ DQG ,QWHUYHQWLRQDO 5DGLRORJ\
血管撮影領域での面積線量計の活用

. 0HDVXUHPHQW DQG (YDOXDWLRQ RI 'RVH $UHD 3URGXFW LQ 2UDO ;UD\ ([DPLQDWLRQV
口腔領域の ; 線撮影における面積線量の測定と評価

創聖健康保険組合診療所

遠藤

敦

川崎市立川崎病院

三宅

博之

. 8WLOL]DWLRQ RI WKH 'RVH $UHD 3URGXFW LQ *HQHUDO 5DGLRJUDSK\
一般撮影部門における面積線量計の活用法



44th. Radiation Protection Division／第 44 回放射線防護部会
 月  日(金)：〜：( + )

司会

浜松医科大学医学部附属病院 竹井
藤田保健衛生大学

林

泰孝
直樹

「&RQVLGHUDWLRQ RI 5DGLDWLRQ ([SRVXUH RQ &RQH %HDP &RPSXWHG 7RPRJUDSK\」
シンポジウム「コーンビーム &7 の被ばくを考える」
. 'HQWDO &RQH %HDP &7 &XUUHQW 6WDWXV DQG 'RVLPHWU\
歯科用 &%&7 の現状と線量評価

群馬大学医学部附属病院 鑓田

和真

. 3DWLHQW ([SRVXUH RI &RQH %HDP &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ LQ $QJLRJUDSK\
血管撮影領域における &%&7 の被ばく線量について
. &XUUHQW $SSURDFK IRU 'RVLPHWU\ IRU $UHD 'HWHFWRU &7

国立循環器病研究センター病院 山田

雅亘

東京慈恵会医科大学附属柏病院

庄司

友和

広島大学病院 日置

一成

みやぎ県南中核病院 坂野

隆明

. 5DGLDWLRQ ([SRVXUH IURP &RQH %HDP &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ LQ 5DGLDWLRQ 7KHUDS\
放射線治療における &%&7 の被ばくについて
29th. Medical Informatics Division／第 29 回医療情報部会
 月  日(金)：〜：()

司会

福井大学医学部附属病院 大谷友梨子
「0DQDJHPHQW DQG ,VVXHV RI WKH :LUHG DQG :LUHOHVV /$1 LQ WKH 5DGLRORJ\ 'HSDUWPHQW」
シンポジウム「放射線部門における有線・無線 /$1 の管理と課題

〜導入から活用まで〜」

. 1HWZRUN 0DQDJHPHQW LQ WKH 5DGLRORJ\ 'HSDUWPHQW DQG 2SHUDWLRQ DQG ,VVXH RI +RVSLWDO :LUHOHVV 1HWZRUNV
放射線部門におけるネットワーク管理と院内無線ネットワークの運用と課題
東北大学病院 志村

浩孝

公立西知多総合病院 山田

篤人

. $Q ([DPSOH RI 1HWZRUN &RQVWUXFWLRQ RI WKH ,QWHJUDWHG +RVSLWDO
統合病院におけるネットワーク構築の実例
. 5HTXLUHG 6HFXULW\ IRU 1HWZRUN 8VH DQG 2SHUDWLRQ
ネットワークの利用・運用に求められるセキュリティについて

(株)島津製作所 西田慎一郎

Basic Courses
入門講座
Basic Course 1 (Medical Informatics)／入門講座 1(医療情報)
 月  日(金)：〜：()

司会

広島大学病院 相田

雅道

「6HUYHU &RPSXWHU )URP $UFKLWHFWXUH WR ,PSOHPHQWDWLRQ」
サーバ・コンピュータの仕組みから実装まで

北海道科学大学

谷川

琢海

広島大学病院 中島

健雄

Basic Course 2 (Radiotherapy)／入門講座 2(放射線治療)
 月  日(金)：〜：() + )

司会

「.QRZOHGJH RI 1XUVLQJ 5HODWHG WR 5DGLRWKHUDS\」
放射線治療に関わる看護の知識

広島県立広島がん高精度放射線治療センター 岩波由美子

Basic Course 3 (MR)／入門講座 3(撮影 1：MR 撮影)
 月  日(土)：〜：()

司会

群馬県立県民健康科学大学 林

則夫

「,QWURGXFWLRQ WR 05, $UWLIDFW」
05, アーチファクト入門

新潟大学医歯学総合病院

金沢

勉

石井

里枝

産業医科大学病院 村上

誠一

Basic Course 4 (Image Sciences)／入門講座 4(画像)
 月  日(土)：〜：()

司会

徳島文理大学

「6WUXFWXUH RI WKH 'LJLWDO ;UD\ ,PDJH 6\VWHPV」
ディジタル ; 線画像システムの構築



Basic Course 5 (Measurement)／入門講座 5(計測)
 月  日(土)：〜：( + )

司会

兵庫医科大学病院 源

貴裕

藤田保健衛生大学

浅田

恭生

千田

浩一

九州大学大学院 藤淵

俊王

「5DGLDWLRQ 'RVH DQG 8QLW 6WUHQJWK RI 5DGLDWLRQ )LHOG」
放射線量と単位 

―放射線場の強さ―

Basic Course 6 (Radiation Protection)／入門講座 6(放射線防護)
 月  日(土)：〜：( + )

司会

東北大学

「8QGHUVWDQGLQJ WKH 7\SH RI ([SRVXUH DQG 6WDQGDUG 9DOXHV」
被ばくの種類と基準値の理解
Basic Course 7 (US)／入門講座 7(撮影 3：US)
 月  日(日)：〜：()

司会

新井

敏子

「7KH 3ULQFLSOH RI 8OWUDVRXQG DQG WKH %DVLF 7HFKQRORJ\ RI 8OWUDVRQRJUDSK\ IRU %HWWHU 86 ([DPLQDWLRQ」
より良い 86 検査を行うための 86 の原理と検査技術の基礎

朝日新聞東京本社診療所 松原

馨

Basic Course 8 (Nuclear Medicine)／入門講座 8(核医学)
 月  日(日)：〜：() + )

司会

近畿大学医学部附属病院

花岡

宏平

近畿大学高度先端総合医療センター 細野

眞

「5HJXODWLRQV DQG *XLGHOLQHV IRU &OLQLFDO 8VH RI $OSKD(PLWWLQJ 5DGLRQXFOLGHV」
アルファ線核種の臨床利用における法令と指針
Advanced Course
専門講座
Advanced Course 1 (Measurement)／専門講座 1(計測)
 月  日(金)：〜：()

司会

首都大学東京

加藤

洋

東京慈恵会医科大学附属柏病院 庄司

友和

「&7',」
放射線計測の実際 

―&7',―

Advanced Course 2 (CT)／専門講座 2(撮影 2：CT 撮影)
 月  日(金)：〜：()

司会

東千葉メディカルセンター

梁川

範幸

耳鼻咽喉科麻生病院 宮下

宗治

「3UDFWLFDO 7HFKQLTXHV LQ 2WRUKLQRODU\QJRORJLFDO &7 ,PDJLQJ」
耳鼻咽喉科領域の実践的 &7 撮影技術
Advanced Course 3 (Nuclear Medicine)／専門講座 3(核医学)
 月  日(土)：〜：()

司会

金沢大学

小野口昌久

「5HVSLUDWRU\ 1XFOHDU 0HGLFLQH」
呼吸器核医学の基礎と臨床

東京女子医科大学 阿部光一郎

Advanced Course 4 (Medical Informatics)／専門講座 4(医療情報)
 月  日(土)：〜：()

司会

東京女子医科大学病院

福岡美代子

「',&20 6WDQGDUG  /DWHVW 7UHQG DQG 5DGLRWKHUDS\ )LHOG 」
',&20 規格

―最新動向と放射線治療領域について―

日本画像医療システム工業会 四方田章裕

Advanced Course 5 (Image Sciences)／専門講座 5(画像)
 月  日(日)：〜：()

司会

岐阜医療科学大学

篠原

範充

愛知県立大学 神谷

直希

「' ,PDJH 3URFHVVLQJ」
 次元画像処理



Advanced Course 6 (Radiotherapy)／専門講座 6(放射線治療)
 月  日(日)：〜：(国立大ホール)

司会

藤田保健衛生大学

林

直樹

「5LVN $QDO\VLV DQG $VVHVVPHQW $SSOLHG WR 5DGLRWKHUDS\」
放射線治療におけるリスク解析

大阪大学医学部附属病院 太田

誠一

Advanced Course 7 (Radiation Protection)／専門講座 7(放射線防護)
 月  日(日)：〜：()

司会 177 東日本関東病院 塚本

篤子

「5HVSRQG WR WKH &RQFHUQV RI 0HGLFDO 5DGLDWLRQ ([SRVXUH」
医療被ばくへの不安に向き合うために

総合病院国保旭中央病院 五十嵐隆元

Education Committee Sessions
教育委員会企画
Education Committee Session 1／教育委員会企画 1
 月  日(金)：〜：()

司会

藤田保健衛生大学

林

直樹

「/HW V 6WDUW <RXU /DE /LIH」
研究を始めよう！

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 今岡

達彦

Education Committee Session 2／教育委員会企画 2
 月  日(土)：〜：()

司会

量子科学技術研究開発機構

放射線医学総合研究所 奥田

保男

岐阜医療科学大学 西出

裕子

「'HVLJQ <RXU 6WXG\ &DUHIXOO\」
研究を始める前に
Basic Lectures of Diagnostic Imaging by Radiologists
放射線科医から学ぶ画像診断の基礎シリーズ
Basic Lecture of Diagnostic Imaging by Radiologist 1／放射線科医から学ぶ画像診断の基礎 1
 月  日(金)：〜：() + )

司会

金沢大学

川嶋

広貴

金沢大学 川島

博子

「)XQGDPHQWDOV RI %UHDVW 'LDJQRVWLF ,PDJLQJ」
乳腺画像診断の基礎

Basic Lecture of Diagnostic Imaging by Radiologist 2／放射線科医から学ぶ画像診断の基礎 2
 月  日(土)：〜：() + )

司会

金沢大学

澁谷

孝行

金沢大学大学院 小林

聡

「%DVLF .QRZOHGJH IRU ,PDJH ,QWHUSUHWDWLRQ RI WKH /LYHU」
肝臓画像診断の基礎

Basic Lecture of Diagnostic Imaging by Radiologist 3／放射線科医から学ぶ画像診断の基礎 3
 月  日(日)：〜：()

司会

金沢大学

大野

直樹

新潟健診プラザ 石川

和宏

「(VVHQWLDO ,PDJLQJ $QDWRP\ IRU 1HXURUDGLRORJLFDO 'LDJQRVLV」
³難しくない´脳神経画像解剖の基礎 ―画像診断医の視点から―
健康医学予防協会
Basic Lectures of Radiological Technology
基礎から学べる放射線技術学シリーズ
Basic Lecture of Radiological Technology 1／基礎から学べる放射線技術学 1
 月  日(金)：〜：()
「%DVLF 7HFKQRORJ\ RI 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ」
05, 撮像技術の基礎

金沢大学



大野

直樹

Basic Lecture of Radiological Technology 2／基礎から学べる放射線技術学 2
 月  日(金)：〜：( + )
「%DVLF &RQFHSW RI 5DGLDWLRQ 3URWHFWLRQ」
セントメディカル・アソシエイツ //& 広藤

放射線防護の基本的な考え方

喜章

Basic Lecture of Radiological Technology 3／基礎から学べる放射線技術学 3
 月  日(金)：〜：() + )
「%DVLFV RI ,PDJH 5HJLVWUDWLRQ 0HWKRG LQ 5DGLDWLRQ 7KHUDS\」
放射線治療における画像レジストレーションの基礎

金沢大学 武村

哲浩

Basic Lecture of Radiological Technology 4／基礎から学べる放射線技術学 4
 月  日(土)：〜：()
「7KH )XQGDPHQWDO .QRZOHGJH RI 1XFOHDU 0HGLFLQH 7HFKQRORJ\」
核医学技術の基礎

金沢大学 小野口昌久

Basic Lecture of Radiological Technology 5／基礎から学べる放射線技術学 5
 月  日(土)：〜：() + )
「7HFKQRORJ\ RI &RPSXWHG 7RPRJUDSK\」
; 線 &7 技術の基礎

金沢大学 市川

勝弘

金沢大学 越田

吉郎

金沢大学 岡本

博之

金沢大学 小林

正和

金沢大学 田中

利恵

東北大学災害科学国際研究所 稲葉

洋平

Basic Lecture of Radiological Technology 6／基礎から学べる放射線技術学 6
 月  日(日)：〜：( + )

「%DVLFV RI 5DGLDWLRQ 0HDVXUHPHQW」
放射線計測の基礎
Basic Lecture of Radiological Technology 7／基礎から学べる放射線技術学 7
 月  日(日)：〜：()
「&RUUHODWLRQ DQG 5HJUHVVLRQ RI 7ZRGLPHQVLRQDO 'DWD」
 次元データの相関と回帰
English Presentation Support Seminar
英語発表支援セミナー
English Presentation Support Seminar 1／英語発表支援セミナー 1
 月  日(金)：〜：() + )
「+RZ WR :ULWH 'UDPDWLF (QJOLVK $EVWUDFW」
英語アブストラクトの作成法
English Presentation Support Seminar 2／英語発表支援セミナー 2
 月  日(土)：〜：() + )
「%DVLF 7HFKQLTXH DQG 3UDFWLFDO 7LS IRU 0DNLQJ :HOORUJDQL]HG (QJOLVK 6OLGHV」
英語スライド作成の基礎と実践テクニック
English Presentation Support Seminar 3／英語発表支援セミナー 3
 月  日(日)：〜：() + )
「7LSV DQG 7ULFNV RI WKH (QJOLVK 3UHVHQWDWLRQ IRU WKH <RXQJHU 0HPEHU」
英語発表のポイントとコツ

―若手会員に向けるメッセージ―



JIRA Workshop
JIRA ワークショップ
Contribution of Japan for Global Society／グローバル社会に向けた日本の貢献
 月  日(金)：〜：()

司会

日本画像医療システム工業会 国際委員会

羽原

淳

東北大学病院 坂本

博

. *OREDO 2UJDQL]DWLRQ ',77$ V $FWLYLW\ &RQWULEXWLRQ IRU &LUFXODU (FRQRP\
画像診断機器工業会の国際的組織 ',77$ の取り組み，循環型社会への貢献
日本画像医療システム工業会 国際部

内山

進

日本画像医療システム工業会 法規・安全部会

古川

浩

-657 国際戦略委員会

森岡

茂晃

京都大学医学部附属病院

東村

享治

国立がん研究センター中央病院 麻生

智彦

. 7KH 5HJXODWLRQ 6\VWHP RI WKH 8VHG 'LDJQRVWLF ,PDJLQJ 0HGLFDO 'HYLFH LQ -DSDQ
日本における中古医用画像診断装置の法規制
. -657 *OREDO 6WUDWHJ\
-657 グローバル戦略
Forums
フォーラム
Patient Safety Forum／医療安全フォーラム
 月  日(土)：〜：() + )

司会

「6DIHW\ 0HDVXUHV LQ &7 DQG 05, ([DPLQDWLRQV ZLWK &RQWUDVW (QKDQFHPHQW」
造影 &7，05 検査における安全対策について
. 1RWHZRUWK\ 5LVN DQG 5LVN 5HGXFWLRQ 0HDVXUHV LQ WKH &OLQLFDO ([DPLQDWLRQV ZLWK &RQWUDVW (QKDQFHPHQW
造影検査における注意すべきリスクとリスク低減対策
国立がん研究センター中央病院 渡辺

裕一

. 6DIHW\ 0DQDJHPHQW LQ ,QWUDYHQRXV &RQWUDVW 0HGLXP $GPLQLVWUDWLRQ
造影検査における安全管理対策

大阪物療大学 山口

功

大分大学医学部附属病院 濱田

智広

. 5LVN 0DS LQ WKH &OLQLFDO ([DPLQDWLRQV ZLWK &RQWUDVW (QKDQFHPHQW
造影検査における 5LVN 0DS
*UHQHUDO 'LVFXVVLRQ
総合討論
Radiation Protection Forum／放射線防護フォーラム
 月  日(金)：〜：()

司会

「/HW V 'LVFXVV $ERXW WKH '5/V $JDLQ」
'5/ についてあらためて考える

総合病院国保旭中央病院

千葉大学医学部附属病院 加藤

英幸

コメンテータ 山梨大学医学部附属病院 坂本

肇

千葉市立海浜病院



五十嵐隆元

高木

卓

藤田保健衛生大学 浅田

恭生

177 東日本関東病院 塚本

篤子

Standardization Forum／標準化フォーラム
 月  日(金)：〜：(ハーバーラウンジ %)

総合司会

小田原循環器病院 宮﨑
司会

小倉

泉

国立がん研究センター東病院 村松

禎久

国家公務員共済組合連合会

首都大学東京

茂

虎の門病院分院

高橋

順士

「6WDQGDUGL]DWLRQ RI 4XDOLW\ $VVXUDQFH DQG 5DGLRORJLFDO (TXLSPHQW IRU 0HGLFDO ,PDJLQJ 'HSDUWPHQWV2Q 7UHQG
RI )XWXUH DQG -,6 -DSDQHVH ,QGXVWULDO 6WDQGDUGV 2ULJLQDO %LOOV 'HEDWHG LQ 」
医用画像機器の品質保証と機器の標準化 ―平成  年度に審議された原案と今後の動向について
. 0HGLFDO (OHFWULFDO (TXLSPHQW3DUW  3DUWLFXODU 5HTXLUHPHQWV IRU WKH %DVLF 6DIHW\ DQG (VVHQWLDO
3HUIRUPDQFH RI ;UD\ 7XEH $VVHPEOLHV IRU 0HGLFDO 'LDJQRVLV
-,6 =  医用電気機器―第  部：診断用 ; 線管装置の基礎安全及び基本性能に関する
個別要求事項

東芝電子管デバイス(株) 三好

邦昌

. ,(&  (G 0(',&$/ (/(&75,&$/ (48,30(17  3DUW  3DUWLFXODU 5HTXLUHPHQWV
IRU WKH %DVLF 6DIHW\ DQG (VVHQWLDO 3HUIRUPDQFH RI ;UD\ (TXLSPHQW IRU &RPSXWHG 7RPRJUDSK\
-,6 =  医用電気機器―第  部：医用 ; 線 &7 装置の基礎安全及び基本性能に関する
個別要求事項

東芝メディカルシステムズ(株)

林原

良

. -,6 7  6WDQGDUG 3UDFWLFH IRU 0DUNLQJ 0HGLFDO 'HYLFHV DQG 2WKHU ,WHPV IRU 6DIHW\ LQ WKH 0DJQHWLF
5HVRQDQFH (QYLURQPHQW
-,6 7  医療機器及びその他品目の 05 環境における安全のための表示に関する標準実施要
*( ヘルスケア・ジャパン(株) 清水

領(制定)

徹

Radiation Safety Management Forum／放射線管理フォーラム
 月  日(土)：〜：(ハーバーラウンジ %)

司会

九州大学大学院

藤淵

俊王

横浜労災病院

渡邉

浩

国立保健医療科学院 山口

一郎

「3UDFWLFDO 0HDVXUHV $JDLQVW 'LVDVWHUV DQG 6HFXULW\ 7KUHDWV IRU 0HGLFDO 5DGLRDFWLYH 0DWHULDOV」
医療機関にある線源の防災とセキュリティ対策を具体的に考える
. 2XWOLQH RI 5HJXODWRU\ 5HIRUP UHJDUGLQJ 5DGLDWLRQ 6DIHW\ DQG 6HFXULW\
放射性同位元素使用施設等の規制見直しの概要
*HQHUDO 'LVFXVVLRQ

コメンテータ 原子力規制庁放射線規制室

総合討論

谷

和洋

北海道科学大学 谷川

琢海

富山大学附属病院 安村

敏

Next Generation Session(学生セッション)
 月  日(日)：〜：( + )

司会

千葉大学医学部附属病院

森本

神戸大学医学部附属病院 谷

良
和紀子

「6SHFLDO /HFWXUH IRU 6WXGHQWV」
学生対象講演
. 7KH 7UDLQLQJ RI 5DGLRORJLFDO 7HFKQLFLDQV LQ &KLQD
3UHVLGHQW RI &KLQHVH 6RFLHW\ RI ,PDJLQJ 7HFKQRORJ\

-LDQPLQJ <X

「5HVHDUFK ,QWURGXFWLRQ &RQWHVW」
研究紹介コンクール

徳島大学大学院 三原

由樹

駒沢大学 水谷

拓也

愛知県立大学大学院 山田

早姫

東北大学大学院 家子

義朗

首都大学東京大学院 西尾

真鈴

九州大学大学院 津留

弘樹

北海道大学大学院 森



諒輔

徳島大学 松元

友暉

金沢大学大学院 平松

勇樹

