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お知らせ 
近畿支部 第 62回学術大会 

 
大 会 長   南部 秀和 
実行委員長   中前 光弘 
副実行委員長   林  秀隆 

開催テーマ：『LinK 〜学べる、つながる〜』 
開催日：平成 30年 11月 24日（土）〜25日（日） 
会  場：奈良春日野国際フォーラム 甍 〜I・RA・KA〜 

住所：〒630-8212 奈良県奈良市春日野町 101 
ホームページ：http://www.i-ra-ka.jp/ 

参加登録費：会員 3,000円 非会員 6,000円 学生 無料 
学術大会ホームページ：http://jsrtkinki.jp/guid/62th 
 

[講演プログラム] 
○特別講演         11月 25日（日） 13：30〜14：30 
 「身体にやさしい放射線治療に貢献する線量分布と位置精度は 50年祟る」 

近畿大学医学部奈良病院 放射線科 教授 岡嶋 馨 
   

○シンポジウムⅠ 【命をつなぐ】      11月 24日（土） 16：00〜17：40 
 「当直に活かす救急の読影補助」    
司会 りんくう総合医療センター  西池 成章 
 市立奈良病院 前原 健吾 

1. 頭部撮影領域 −脳卒中疑い患者の場合−        京都第一赤十字病院 澤  悟史 
2. 胸部撮影領域 −胸痛・呼吸苦患者の場合−   大阪府三島救命救急センター 渡辺 博也 
3. 腹部撮影領域 −腹痛患者の場合−           近畿大学医学部附属病院 角森 靖弘 
4. 全身撮影領域 −全身外傷患者の場合−         りんくう総合医療センター 藤村 一郎 
5. 総合討論 

 
○シンポジウムⅡ 【モダリティをつなぐ】     11月 25日（日） 14：40〜16：20 
 「異なるモダリティでの CBCT線量評価」   

司会     彩都友紘会病院  福西 康修 
都島放射線科クリニック  辰己 大作 

1. CT検査における線量評価 藤田医科大学病院 羽場 友信 
2. 歯科撮影領域       愛知学院大学歯学部附属病院 後藤 賢一 
3. 血管撮影領域           姫路医療センター 山田 雅亘 
4. 放射線治療領域 大阪急性期・総合医療センター 谷  正司 
5. 総合討論 

  



○学術セミナーⅠ 【聞き手とつなぐ】     11月 24日（土） 13：40〜14：40 
 司会 京都市立病院  前田 富美恵 
「達人に聞く！私の考える学術研究発表のコツ」  

大阪滋慶学園   星野 貴志  
都島放射線科クリニック   辰己 大作   

 

○学術セミナーⅡ 【論理をつなぐ】      11月 25日（日）  9：30〜10：30 
司会 大阪急性期・総合医療センター  樫山 和幸 
「倫理規程・論文塾成果発表」    

1. 学会の倫理規程について     大阪大学医学部附属病院   松澤 博明   
2. 論文塾成果発表 

①頭蓋内ステントに発生する磁化率および RF遮断効果によるアーチファクトを低減するための 
3D Phase Contrast MRAの撮像条件の検討 

兵庫医科大学病院   桐木 雅人   
②放射線治療計画における金属アーチファクト低減処理による CT 画像の改善 
−輪郭抽出精度と線量計算の基礎的検討−    滋賀県立総合病院   西谷 拓也 

 

○基礎セミナーⅠ 【知識をつなぐ】      11月 24日（土） 14：50〜15：50 
 司会 大阪市立大学医学部附属病院  岸本 健治 
「DQEをはじめから理解しよう！」         名古屋市立大学病院   國友 博史 
    

○基礎セミナーⅡ 【経験をつなぐ】      11月 25日（日）  9：30〜10：30 
司会 大阪医科大学附属病院  山村 憲一郎  
「MRIで測定してみよう−CNR,SNR,T1T2値−」     箕面市立病院   山城 尊靖    
 

○基礎セミナーⅢ 【信頼をつなぐ】      11月 25日（日）  9：30〜10：30 
 司会 京都第二赤十字病院  辻本 武志 
「画像モニタを管理しよう」     獨協医科大学埼玉医療センター   諏訪 和明 

 

○ランチョンセミナー       11月 24日（土） 12：30〜13：30 
11月 25日（日） 12：00〜13：00 

[情報交換会] 
 会場：奈良国立博物館「カフェ 葉風泰夢」       11月 24日（土） 18：30〜21：30 
 

                  ※講演プログラム・情報交換会の時間は変更になる可能性があります 
 [一般演題発表について] 
○申込方法：オンライン登録で演題を募集します．下記にアクセスしてください． 
近畿支部 第 62回学術大会ホームページ内 「演題募集について」 
http://jsrtkinki.jp/guid/62th 

○申込期間：平成 30年 6月 1日（金）〜平成 30年 8月 31日（金） 



[交通案内] 
○徒歩 
近鉄奈良駅 2番出口より徒歩 20分 

○バス 
① 近鉄奈良駅 5番出口より奈良交通バス 1番のりば 
② JR奈良駅より奈良交通バス東口 2番のりば 

 
①、②とも 
「春日大社本殿」行き「奈良春日野国際フォーラム甍前」下車すぐまたは， 
「市内循環（外回り）」バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車、大仏殿交差点東へ徒歩 3分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           問い合せ先： 

奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 
   近畿支部 第 62回学術大会            

実行委員会事務局  中前 光弘 
  〒634-8522 奈良県橿原市四条町 840番地 

  TEL 0744-22-3051（代表） 
E-mail  kinki-taikai62@jsrtkinki.jp 
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