
座長：第14回中部放射線医療技術学術大会 実行委員長 大橋 一也 

 

『脳腫瘍画像診断における最近のトピックス -神経膠腫と転移性脳腫瘍を中心に-』 

名古屋市立大学大学院 医学研究科放射線医学分野 教授 樋渡 昭雄 

 

 

 

テーマ：診療放射線技師教育のリテラシー 

座長：第14回中部放射線医療技術学術大会 大会長 國友 博史 

第14回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 水口  仁 

 

『診療放射線技師の卒後教育と放射線技術学研究～JARTとJSRTの役割分担について～』 

公益社団法人 日本放射線技術学会 代表理事 白石 順二 

『社会の変化と求められる診療放射線技師』 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 会長 上田 克彦 

 

テーマ：放射線診療における最適化への探求 

座長：第14回中部放射線医療技術学術大会 大会長 國友 博史 

福島県立医科大学 広藤 喜章 

 

『実診療に役立つX線画像形成と画質の基礎』 

金沢大学 市川 勝弘 

『個々の患者に合わせた線量評価および最適化に向けた取り組み』 

金沢大学 松原 孝祐 

『臨床現場における最適化の実際 （X線CT検査を中心に）』 

藤田医科大学病院 井田 義宏 

 

テーマ：従事者被ばく管理への探究（電離則にかかる従事者被ばく管理の現状と課題） 

座長：高岡市民病院 上野 博之 

 

『水晶体被ばくに関わる法令改正の動向と測定技術』 

名古屋共立病院 松永 雄太 

『臨床現場における施設での取り組み』 

シンポジスト： 総合大雄会病院 則竹 隆広 

富山県立中央病院 廣澤 文香 

済生会富山病院 石崎宗一郎 

 

企 画 プ ロ グ ラ ム 

特別講演        11月 5日（土）13:10～14:00 小ホール 1 

特別企画        11月 5日（土）14:10～15:00 小ホール１ 

シンポジウム        11月６日（日）11:00～12:20 小ホール１ 

教育セミナー１ （放射線防護研究会）     11月 5日（土）15:10～16:20 小ホール１ 

 



テーマ：うまくいかなかった検査を基本から学びなおして明日に活かそう 

座長：岐阜大学医学部附属病院 三好 利治 

藤田医科大学病院 放射線部 後藤 光範 

国立がん研究センター中央病院 瓜倉 厚志 

 

『うまくいかなかった検査とそのリカバリー方法』 

市立四日市病院 医療技術部中央放射線室 倉谷 洋佑 

 

磐田市立総合病院 放射線診断技術科 八重樫 拓 

 

藤田医科大学病院 放射線部 片岡 由美 

 

テーマ：圧縮センシングを学ぼう！ 

座長：岐阜大学医学部附属病院 放射線部 梶田 公博 

岐阜県立多治見病院 中央放射線部 西尾 広明 

 

『基礎編』 

名古屋大学医学系研究科総合保健学専攻 菅  博人 

『頭頚部編』 

聖隷浜松病院 放射線部 小出 若葉 

『上腹部編』 

岐阜大学医学部附属病院 中央放射線部 大橋 佑介 

『心臓編』 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山畑 経博 

 

テーマ：血管内治療技術支援への探究-アンギオワークステーションを活用した支援に関して- 

座長：名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 植村 武司 

鈴鹿回生病院 放射線課 水井 雅人 

 

『頭頚部領域を中心に』 

愛知医科大学病院 中央放射線部 大澤 充晴 

『腹部領域を中心に』 

福井県済生会病院 放射線技術部 山田 裕大 

 

 

 

 

 

 

教育セミナー２ （CT研究会）      11月 5日（土）16:30～17:10 小ホール１ 

 

教育セミナー３ （MR研究会）      11月 6日（日）9:30～10:20 小ホール２ 

 

教育セミナー４ （アンギオ研究会）     11月 6日（日）10:30～11:20 小ホール２ 

 



テーマ：前立腺癌寡分割照射への第一歩 －心構えと実践－ 

座長：トヨタ記念病院 放射線治療品質管理グループ 松永 卓磨 

 

『前立腺癌 －中程度寡分割照射はじめました－』 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 坂本 昌隆 

 

『前立腺癌 －超寡分割照射はじめました－』 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 川端 文隆 

 

テーマ：検査説明のリテラシー 

座長：第14回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 水口  仁 

 

『そもそもの成り立ちから理解する』 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 理事 江端 清和 

『患者経験価値（Patient eXperience：PX）の視点から』 

社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 医療部放射線科 小林 聖子 

 

テーマ：育児も！介護も！ 柔軟に働くために ～働きやすい環境を作ろう～ 

座長：鈴鹿医療科学大学 放射線技術科学科 武藤 裕衣 

金沢大学附属病院 放射線部 米山 寛人 

 

特別講演 

 横井寿史社会保険労務士事務所 社労士 横井 寿史 

シンポジウム 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線科 統括部長 北瀬 正則 

聖隷三方原病院 画像診断部 課長補佐 田光 史浩 

医療法人豊田会 高浜豊田病院 診療放射線技師 森 佐知子 

 

 

テーマ：やさしく学ぼう 心筋梗塞の予防・診断・治療 

司会（進行役）： 碧南市民病院 荒武 利男 

座長：トヨタ記念病院 大橋 洋一 

 

『心筋梗塞の画像検査って何をするの？診療放射線技師が解説します！』 

名古屋大学医学部附属病院 診療放射線技師 酒井  崇 

『冠動脈の病気について』 

碧南市民病院 循環器内科 部長 服部 晃左  

 

県民公開講座        11月６日（日）14:45～16:15 小ホール１ 

教育セミナー５ （放射線治療研究会）     11月 6日（日）13:40～14:30 小ホール２ 

 

JART検査説明委員会企画      11月５日（土）10:20～11:20 小ホール１ 

JART業務改善推進委員会企画     11月６日（日）9:30～10:50 小ホール１ 



共催：エーザイ株式会社 

座長：名古屋市立大学大学院 医学研究科放射線医学分野 教授 樋渡 昭雄 

 

『Dual energy CT時代に再考する腹部CTの至適造影法』 

浜松医科大学放射線診断学講座 准教授 市川新太郎 

 

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

座長：碧南市民病院 荒武 利男 

 

『高精細CT装置を用いた頭部CT-angiographyの有用性』 

愛知医科大学病院 中央放射線部 桐生 和馬 

『循環器領域における高精細画像の有用性 ～高精細CTから超解像技術へ～』 

中部国際医療センター 放射線技術部 酒向 健二 

 

共催：日本メジフィジックス株式会社 

座長：藤田医科大学病院 放射線部 石黒 雅伸 

 

『核医学における線量管理の最新事情』 

豊橋市民病院 放射線技術室 市川  肇 

『タスクシフト/シェアで何が変わるのか？ ～診療放射線技師の新たな挑戦～』 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 青木  卓 

 

共催：PSP株式会社 

座長：名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 中央放射線部 人見 栄一 

 

『PSP ARIStation』 

国立大学法人 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 浅沼 源示 

 

共催：バイエル薬品株式会社 

座長：名古屋大学大学院医学系研究科 革新的生体可視化技術開発産学協同研究講座 特任教授  

田岡 俊昭 

 

『日常診療で役立つ頭部CT・MR画像診断』 

藤田医科大学医学部 放射線医学教室 准教授 村山 和宏 

ランチョンセミナー 

ランチョンセミナー１       11月 5日（土）12:00～13:00 小ホール１ 

ランチョンセミナー２       11月 5日（土）12:00～13:00 小ホール２ 

ランチョンセミナー３        11月 5日（土）12:00～13:00 大会議室 90１ 

 

ランチョンセミナー４        11月 5日（土）12:00～13:00 大会議室 902 

ランチョンセミナー５       11月 6日（日）12:30～13:30 小ホール１ 



共催：シーメンスヘルスケア株式会社 

座長：豊橋市民病院 放射線技術室 市川  肇 

 

『AIを用いた新しいMR画像再構成技術“Deep Resolve”の使用経験』 

安城更生病院 診療放射線室 鈴木 昌弘 

 

共催：富士フイルムヘルスケア株式会社 

座長：名古屋大学大学院 医学系研究科 助教 菅  博人 

 

『最新の高速撮像技術・ノイズ処理技術を搭載した1.5T MRI装置の使用経験』 

富士フイルムヘルスケア株式会社 京谷 勉輔 

医療法人 安形医院 統括部長 安形  司  

ランチョンセミナー６       11月 6日（日）12:30～13:30 小ホール２ 

ランチョンセミナー７        11月 6日（日）12:30～13:30 大会議室 902 

 


