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「中部支部会ミッション」 

         中部支部 支部長  松浦幸広 
 
このたび、平成 27・28 年度「日本放射線技術学会（JSRT）

中部支部」の支部長を務めることになりました金沢大学附

属病院の松浦幸広です．HP 挨拶にも書かせていただきま

したが、いままでの歴代部会長が築いてこられた素晴らし

い業績と非常に活発なセミナー・研究会活動を引き継ぎ、

より多くの会員の知的欲求に応える情報発信機能の充実、また本部主催学会や国際

学会参加への登竜門としての機能の充実に、力点を置いた運営に努めたいと考えて

います。 
さて、日本放射線技術学会は、国際化、学際化に取り組み、さらなる向上をめざ

しております。当然、その傘下である中部支部も、その流れを継承し、英語による

プレゼンテーションスキルおよび論文投稿を全力でバックアップしたいと考えてお

ります。しかしながら、地方支部には、学術と同等もしくはそれ以上に日常診療へ

の対応も重要であります。診療放射線技師の業務拡大は記憶に新しくインパクトの

ある改正ではありますが、技術習得のプロセスと技術の担保に課題があります。中

部支部会としては、学術によるエビデンスの確立・蓄積、各種セミナーや研究会に

より、今後増加することが予想されます医療情勢の変革にも対応したいと思ってお

ります。 
幸いにも、当支部には支部会主催のセミナーや９つの研究会が開催する技術セミ
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ナーなどのイベントが年に 40 回近く開催されております。今後も、これらを充実

させ会員皆様のニーズや社会・医療情勢を反映した企画運営に努めてまいります。 
学術と診療がリンクし、 “自ら考えて行動できる医療人と研究者の育成”が、こ

の中部支部のミッションであると信じております。このことが公益社団法人の社会

的責務であり国民医療への貢献・発展のために最重要と考えております。そのため

に、微力ながら中部支部会の運営に最善の努力を尽くす所存でございますので、今

後とも、まずは１期２年間一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます 
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第 8回中部放射線医療技術学術大会開催に向けて 

 

 第 50 回日本放射線技術学会中部支部学術大会  

大会長 安達登志樹 

 

 第 8 回中部放射線医療技術学術大会を、平成 27 年 11
月 7 日（土）8 日（日）の 2 日間にわたり、福井県福井

市の「AOSSA」を会場として開催いたします。本学術大

会は公益社団法人日本放射線技術学会中部支部と、中部

地区７県の各公益社団法人県放射線技師会による合同学術大会として平成 20 年に

第１回大会がこの「AOSSA」で開催されました。今年の大会は二巡目の出発点とし

て、放射線医療術のさらなる発展と国民への貢献を目指して、「挑む！さらなる高み

へ、その先へ」をテーマに大会実行委員で準備を進めております。 
 プログラムとしては、特別講演として長年放射線技師の教育にご尽力いただいて

います福井大学名誉教授 伊藤春海先生に「胸部Ｘ線画像の立体的理解」という

Key Word でご講演いただく予定です。シンポジウムは、テーマに沿って、装置を

問わずどの施設でも創意工夫によって出来るワンランク上の臨床技術を紹介し、大

いにディスカッションしていただきたいと思います。また、今回は日本放射線技術

学会中部支部の 50 周年に当たり記念講演を企画しています。さらに放射線技師の 
国際化に向けての日本放射線技術学会や日本診療放射線技師会の取組を報告してい

ただく予定です。一般公開講座は、参議院議員の三原じゅん子氏と福井大学医学部

産科婦人科学講座の吉田好雄教授をお招きして、最近罹患率や死亡率が年々増加し

ている子宮頸がんをテーマにご講演と参加者を交えた討論会を開催したいと思いま

す。 
 最後に、福井で生息していたフクイラプトル、フクイサウルス、フクイティタン

の実物大の３体の恐竜モニュメントが福井駅前でお出迎えいたしますので、中部地

区の会員皆様や学生の皆様の多数のご参加をお待ちしております。 
 

会告 
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・演題申込資格 

発表者は、日本放射線技術学会正会員および学生会員、日本診療放射線技師会員、

中日本地域の技師会員に限ります。非会員の方が発表される場合には、あらかじめい

ずれかの団体への会員登録が必要です。 

 

・募集期間 

平成 27 年 7 月 1 日（水）～ 平成 27 年 8 月 31 日（月） 

 

・演題申込方法 

演題登録は、UMIN オンライン演題登録システムを使用して行います。第 8 回中部放

射線医療技術学術大会 HP（http://www.fukui-rt.jp/2015CCRT/top.html）の『演題登

録』からオンライン登録ページへお進み下さい。 

登録時の注意事項等、演題登録画面上に記載してありますので、ご参照下さい。 

また、演題登録は日本語で登録してください。 

 

・発表抄録 

発表抄録は、400 字以内です。図表は使用せず、目的・方法・結果・考察の各項目に、

わかりやすく記述して下さい。 

 

・研究倫理の確認 

今大会より、演題登録時に研究倫理の確認を行います。（詳細は、日本放射線技術学

会の倫理規定および倫理規定ガイドラインをご覧ください） 

 

 研究発表は、生命倫理への配慮および個人情報（患者およびボランティア、観察者等

の研究協力者を含む）の保護がなされていなければなりません。特に臨床データ（画像

データ，検査結果，診断名，個人情報を含む）を用いた研究、観察者実験（視覚評価）、

またはアンケート調査が含まれる研究の場合には十分にご注意ください。 

第 8 回中部放射線医療技術学術大会演題応募要項 

http://www.fukui-rt.jp/2015CCRT/top.html
http://www.jsrt.or.jp/data/wp-content/uploads/2012/10/guideline-rinri_ver4_0.pdf
http://www.jsrt.or.jp/data/wp-content/uploads/2012/10/guideline-rinri_ver4_0.pdf
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【研究倫理の確認】 

 ・当該施設の倫理委員会で承認、または申請中である 

 ・当該施設に倫理委員会が存在しないので，同等の役割を持つ責任者あるいは施設長

から承認を得た 

 ・倫理委員会の承認を必要としない（臨床画像を使用していない、ファントム画像を用い

た物理測定である、ファントム画像による観察者実験である、回答者が同定されないア

ンケート調査である） 

 ・倫理委員会の承認を得ていない 

 

 現時点では研究倫理に関する情報が不足し判断に困る可能性ありますので、研究内

容によっては、プログラム委員から確認の連絡をさせていただく場合があります。 

 

・利益相反の確認 

 今大会より、演題登録時に利益相反の確認を行います。研究者や研究内容の中立性

を担保し、研究結果が特定の企業や個人の利益を生まないことを証明するものです。

主に企業からの支援や協力があった場合は「あり」を選択してください（科研費や公的

機関の助成金等は対象となりません）。 

 大会当日の発表スライドには、タイトルの次に利益相反の有無を記載したスライドを追

加してください。利益相反が「あり」の場合は、そのスライドに詳細を記載してください。 

 

・演題の採否、発表日時 

応募演題の採否、発表日時の決定は、プログラム委員会を経て大会長に一任させて

いただきます。演題採用通知は、10 月初旬ごろまでにメールにて通知いたします。 

 

・演題登録に関する間い合わせ 

第 8 回中部放射線医療技術学術大会事務局プログラム委員 

ccrt-office@umin.ac.jp 

 

 

mailto:ccrt-office@umin.ac.jp
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The European Society of Radiology (ESR) @Viene 
 

金沢大学附属病院 放射線部 峰広 香織 
 

ESR は，毎年 3 月の初旬頃にウィーン（オ

ーストリア）にて開かれる，ヨーロッパ最大

級の放射線学会です．ヨーロッパ諸国からの

参加が大多数を占めますが，日本・中国・韓

国を初めとするアジア圏からの参加も増加し，

多種多様な国々の放射線科医・技師による発

表が行われます． 
ESR と言うと，馴染みがないかもしれませんが，一般的には The European 
Congress of Radiology (ECR)と呼ばれています．2005 年に ECR と The European 
Association of Radiology (EAR)が 1 つになり，ESR になりました．丁度，今年 2015
年に 10 周年となります． 
 
 われわれは，ドイツのミュンヘン経由・ミ

ュンヘン入国にて国内線からウィーン空港に

降り立ちました．空港からウィーン中心地ま

での地下鉄には ESR のポスターが至る所に

張ってあり，大きな学会だということが見て

取れ，雰囲気はさながら技術学会総会@横浜

に似ています．今年は，ESR 創設 10 周年と

うことで，会場のエントランスには ESR 10
年間の歴史を描いた大きな看板が立てられて

いました．そこに国籍と名前を書いた星のシ

ールを自分の生まれた西暦の近くに張ってい

国際研究集会発表報告 
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くというイベントも行われており，シールの数から 1980 年付近の参加者が多く，

どこの病院においても 30-40 歳の若手から中堅が積極的に学会に参加していること

が見て取れました． 
 

 学会の内容としては，  新規性の高い

RSNA とは異なり，症例検討や報告，教育講

演が多く行われていた印象です．私自身の発

表は，口述ではなく EPOS といわれる電子ポ

スターでの発表であり，ESR の EPOS は事

前登録のみで，当日時間指定の duty はあり

ません．演題も比較的通りやすく，海外学会

初心者の登竜門といった感じです．今回は金沢大学附属病院 整形外科との共同研

究 で あ る 「 Dose reduction using, Cu- Filter for full-spine radiographic 
examination of patients with adolescent idiopathic scoliosis」について発表してき

ました．全文は EPOS から見ることができますので，詳細は省かせて頂きます． 
 
機器展示の会場は横浜の総会よりも大きく(2-3 倍ほど)，日本では見慣れないメー

カも多数見受けました． SAMSUNG をはじめとした，韓国や中国メーカも進出し

ており，かつ，展示面積も大きく，この 2 国の勢いをまじまじと感じる展示スペー

スでした．中でも半分を地中に埋め込んだ形の縦型 open MRI は異彩を放っていま

した．イタリアメーカの Observer が「地面を掘っちゃえばいいんだよ !! 
Interesting!!」と陽気に説明してくれたことに，日本との文化の違いを感じ，メー

カの方との英語のやり取りに自分のうすっぺらな英語力を痛感しました．今回の学

会参加において，一番感じたのは「会話する勇気」と「英会話力」の必要性です．

今回の国際学会において，帰国後の motivation が上がり，大変有意義な経験になり

ました． 
 

最後にウィーンでの学会の醍醐味は，やは

り観光地であることです．地下鉄の路線も少

なく，ドイツ語が読めなくても簡単に利用す
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ることが可能です．学会会場へも市街地のホテルから地下鉄で 10 分程度の距離に

あり，毎日，シュテファン大聖堂を横目に会場に足を運んでいました．公用語はド

イツ語ですが，基本的に観光地は英語が通じます．物価は日本と同等か少し高いく

らいです．この時期の市街地のホテルは，学会価格で値が張りますが，郊外に行く

と 1 泊 8,000 円程で宿泊可能なところもあるようです．食事は生野菜を食す習慣が

ウィーンにはあまりないため，ウィナーシュニッツェルやソーセージなどのお肉メ

インの料理が多く，日本食が恋しくなるかもしれませんが，ビールやワインは安く

て絶品です． 
忘れてはならないのは，ホテル・ザッハー発祥の「ザッ

ハトルテ」．各々のカフェにそれぞれオリジナルのザッハト

ルテが存在するので，学会の休憩時間にカフェのはしごを

するのも一興です． 
最後になりましたが、この度は、研究助成を賜りました

こと、心より御礼申し上げます。 
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「中部支部会員の国際研究集会等の発表者への補助」に関するお知らせ 

 

日頃から会員の皆さまには、中部支部の活動にご理解とご協力をいただき、感謝申し上

げます。会員の皆さんの日々の努力により、最近では国内学会のみならず、海外学会へ

の発表の機会が多くなり、日本放射線技術学会本部（以下学会本部）からも高く評価され

ているところです。学会本部には、海外の学会に採択され発表する場合の補助制度があ

りますが、その採用基準は技術学会誌への投稿や発表回数等によるポイント制となってお

り、比較的狭き門となっております。そこで中部支部でも、海外の学会に採択された会員

の応援を行うべく、「中部支部会員の国際研究集会等の発表者への補助」制度を設けまし

た。まだ多くの医療施設では、放射線技師の海外出張を認めておらず、経済的に大きな

負担となっています。補助金額は５万円と少額なことと、前後期でそれぞれ２人と少ない人

数ですが、少しでも会員の助けになればと考えています。この制度の採用基準の詳細は

別紙「国際研究集会等の発表への補助に関する規定」の通り、厳正な審査を行うことにな

りますが、初めて海外学会で発表する会員を優先したいと考えていますので、多くの方の

応募をお待ちしています。 

応募方法は、中部支部ホームページの「概要」をクリックし、「様式類 Form」⇒「国際研究

集会発表における補助金申請書」をク リックし必要事項を記載して事務局

raddiv@med.kanazawa-u.ac.jp までメールでお申込みください。学会本部も国際化に向け

て様々な事業を展開していますが、中部支部でもより多くの会員の方が海外学会での発

表に挑戦していただき、「中部支部から国際舞台へ」をスローガンに情報を発信していた

だきたいと思います。 

今後も会員一人一人のご理解とご協力により、中部支部の運営をより活発に推し進めて

いきたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

 

初めて海外学会で発表する会員の皆様へ 
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CT 研究会（東海ブロック）「ＣＴ研究の最前線報告会」 

 

日時 ： 平成 27 年 6 月 13 日（土）14：00～18：50 

場所 ： エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス６階ホール（名古屋市地下

鉄高岳駅の北） 

概要 ： 「ＣＴ研究の最前線報告会」は４月に横浜で開催された第 71 回日本放射線技術

学会総会の研究発表から、特に興味ある CT 関連の演題について講演をしてい

ただきます。また、各 CT 装置メーカーから最近の話題、トピックスを講演してい

ただきます。是非ご参加ください。  

 

第 16 回 CT 立山セミナー 

 

日時 ： 平成 27 年 7 月 11 日（土）・12 日（日） 

場所 ： 立山国際ホテル 

定員 ： 60 名 

概要 ： 今回は「造影剤」にスポットを当て、検査時の至適条件やコントラスト等について

勉強したいと思います。特別講演として大阪物療大学の山口功先生をお迎えし

て、造影剤に関するトレンドをご講演いただきます。なお，本セミナーは X 線 CT

認定技師および肺がん CT 検診認定技師のポイントが付きます。 

 

詳細はホームページをご覧ください 

 

 

 

技術セミナーのお知らせ 

http://jsrt-chubu.org/seminar/seminar.cgi?TEAM=CTK
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《 第 54 回画像研究会 》のお知らせ 
『最新のグリッドレス撮影の活用法 －新しい散乱線除去処理について－ 』 

 
               画像研究会代表世話人  市川勝弘、服部真澄 
 
第 54 回画像研究会は，「最新のグリッドレス撮影の活用法 －新しい散乱線除去

処理について－」の内容で開催いたします．最近，話題になっています「新しい散

乱線除去処理」についてのメーカーからの紹介とユーザーからＣＮＲの検討につい

て報告していただきます．また，リフレッシュ講座としまして「Image J の基礎」，

「医療モニタの現状」も盛り込んだ内容といたしました．なお、技術学会会員・非

会員を問わず，参加可能で，多数の参加をお待ちしています． 
 

日時： 平成 27 年 9 月 26 日（土）14:00～17:30 
会場： 名古屋市立大学病院 ＊ 会場案内は，当日病院入口に掲示いたします． 
       地下鉄桜通線 桜山駅下車 
会費： 正会員、学生会員；会費無料、非会員；500 円 
     ＊ 事前参加登録 不要   

 
第１部 散乱線除去処理に関する最新の話題    
（１） 富士フィルム株式会社   
（２） シーメンス・ジャパン株式会社 
（３） コニカミノルタ株式会社  
（４） フィリップス株式会社 
（５） CNR の検討              
 
第２部 リフレッシュ講座    
（１） Image J の基礎              
（２） 医療モニタの現状                
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第 60 回 MR 研究会（北陸ブロック）のお知らせ 

 

日時  ： 平成 27 年 8 月 29 日(土)14:00～17:00（13:30 受付） 

場所  ： 石川県立中央病院 健康教育会館 

参加費： 500 円（会員） 1，000 円（非会員） 

 

【開催プログラム予定】 

 

メーカー講演 1    14:00～14:40 

『MRI 造影剤の話題－最新の造影剤も含んで－』 （仮題） 

                          バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部  

メーカー講演 2   14:40～15:20 

『上腹部造影検査で使用されるシーケンス』（仮題） 

                        シーメンス・ジャパン株式会社 太田千香子 先生 

 

技術講演      15:30～16:00 

『腹部造影タイミングについて基本的な考え方 －当院における実際－』 

金沢大学附属病院 放射線部 朝野暁大 先生 

  

特別講演            16:00～17:00 

『上腹部 MRI の画像診断』 

 金沢医科大学病院 放射線科 道合万里子 先生 
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第 42 回北陸放射線治療研究会開催のご案内 

 

テーマ：IMRTの検証は出力検証の先のステップへ 

IMRTの Plan QAとして行われている電離箱による線量測定，Filmを使用した分布

測定に 2次元や 3次元検出器が導入されてきました．このデジタル測定器はもはや

必然的に出力の評価だけではなく DVH 解析として元プランとの比較を行うことがで

きるようになってきました．そこで今回は現在主流の 4機種における DVH解析の概

要を知るとともに，解析の実例についてユーザーからの症例提示を行い会員の皆様

の参考としていただくように構成しました． 

 

日 時：平成 27年 7月 18 日（土） 14:00～17:00 

場 所：金沢大学医薬保健学域 保健学類 4号館 4111号室 

会 費：会員：500円、非会員：1000円、学生(社会人学生は除く)：無料 

 

 

13:30 受付開始 

  

14:00   第 1部 ユーロメディテック社   

オクタビウス ＆ Delta4について 

 

15:00   第 2部 東洋メディック社 

ArcCHECK & COMPASSについて 

     

16:00   第 3部 ユーザーより症例提示 

金沢大学附属病院における導入目的と解析実例提示 

 

< 問合せ先 >  金沢大学附属病院 放射線部 

上田 伸一 e-mail：sirokuma@med.kanazawa-u.ac.jp 

 

 会場アクセスはこちらを参考にしてください

http://mhs3.mp.kanazawa-u.ac.jp/introduction/guide/ 

 

mailto:sirokuma@med.kanazawa-u.ac.jp
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第 26 回 静岡県放射線治療研究会 

 

開催日：平成 27年 10月 24日 

会場 ：アクトシティ浜松 研修交流センター 

内容 ：テーマ「治療計画 CT」（予定） 

「治療計画に求められる画像」（教育講演） 

「治療計画 CTの特徴（できること）」（メーカー発表） 

「治療計画 CTの現状（特徴、工夫点 、困っている点など）」（会員発表） 

 

平成 27年度 三重県放射線治療研究会（11月開催予定） 

 

開催日：平成 27年 11月中旬予定 

会場：三重大学医学部附属病院 

内容（予定）：IGRT品質管理デバイスの紹介と IGRT品質管理の実際 

 

平成 27年度 愛知県放射線治療研究会 

 

開催日：平成 27年 12月予定 

会場：未定 

内容（予定）：RayStationに関すること 

放射線治療に携わる放射線技師が知って おくべき感染対策 

県内・品質管理の状況 

 

第 58 回 岐阜県放射線治療技術研究会 

開催日：平成 27年 12月予定 

会場：未定 

内容：未定                    

 

第 27 回 静岡県放射線治療研究会 
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開催日：平成 28 年 1～3 月 

会場：静岡県東部地区 

内容：未定 

 

 

 

 

第 45 回中部部会乳房画像研究会 

日時 ： 2015 年 6 月 22 日（月）19：00～21：30 

場所 ： 愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）1201 号室 

概要 ： 今回は，マンモ用 PET に関する教育講演およびアメリカにおける Breast Imaging

の最新動向に関する特別講演を予定しています． 

 

詳細はホームページをご覧ください 

 

 

 

 

平成 27 年度第 1 回超音波画像研究会（腹部エコー実技講習会） 

 

日時 ： 2015 年 6 月 21 日（日） 9：30～16：10 

場所 ： KDX 名古屋ビル ７F （名古屋市中区栄４丁目５－３） 

定員 ： 24 名 

概要 ： 対象者   

 エコー検査初心者 

 これから始める方，エコーに興味のある方 

 

詳細はホームページをご覧ください 

 
 
 
 

http://jsrt-chubu.org/seminar/seminar.cgi?TEAM=NYU
http://jsrt-chubu.org/seminar/seminar.cgi?TEAM=NYU
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CT測定セミナー開催のお知らせ 
 

公益社団法人日本放射線技術学会中部支部 

アンギオ研究会 世話人 竹井 泰孝 指江 浩之 

放射線防護研究会 世話人 小林 正尚 能登 公也 

 

謹啓、時下ますますご清祥のことと，お慶び申し上げます． 

この度，中部支部アンギオ研究会は放射線防護研究会との共催により、CT線量測

定セミナーを下記の要領にて開催させて頂くこととなりました． 

医療におけるCTの利用頻度はこの10年間でさらに増加し、我が国の国民が１年間

に受ける医療被ばくの約60％を占めるまでになりました。年々増加する医療被ばく

に対応するため、UNSCEARやICRP、IAEA、WHO等の国際機関や団体が協力して

エビデンスベースの医療放射線防護の実現に向けた検討を行っており、その対策の

一つとして医療被ばくの最適化のための診断参考レベル（Diagnostic Reference Level: 

DRL）策定があります。我が国では医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）に

よって策定されたDRLが来月公開の予定ですが、その活用には各医療現場での線量

測定が必要となってきます。 

今回のセミナーでは測定方法を学ぶ機会が比較的少ないCTに特化し、参加者の所

属施設の線量計を用いてCTDIvolや半価層の測定技術を学ぶことを目的としており

ます。なお線量計をお持ちでない施設の参加者には、計測部会の貸出用線量計をご

用意いたしました。 

ご多忙とは存じますが，お誘い合わせの上ご参加下さいますようご案内申し上げ

ます． 

謹白 
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日   時 平成27年6月21日(日) 9:00 – 17:00 （8:30より受付開始） 

場   所 浜松医科大学医学部附属病院 4階シミュレーションセンター 

募集人数 15名（先着順） 

参加費用  3,000円（お茶・お弁当代込） 

申込方法  下記の申し込みフォームへご記入下さい 

http://my.formman.com/form/pc/BDkEneM1dGEUd4kZ/ 

 

日本X線CT専門技師認定機構 単位認定講習会（講師：2単位、受講者：10単位） 

 

 

総合司会 日本放射線技術学会中部支部 放射線防護研究会 小林正尚 

 

【プログラム】 

 

9:00-9:15 開会の挨拶・CT測定セミナーの概要の説明 

  日本放射線技術学会中部支部 アンギオ研究会 竹井 泰孝 

 

9:15-9:45   計測部会 線量計貸出事業、診断領域線量計標準センターの紹介 

金沢大学附属病院 放射線部 能登 公也 

 

9:45-10:15 小型OSL線量計(nanoDot)を用いた室内散乱線測定 

長瀬ランダウア株式会社  小林 育夫先生 

 

10:15-10:35 休憩 

 

10:35-11:05 我が国のX線CTの診断参考レベルとその考え方 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

 

11:05-11:50 X線CTのCTDIvol、半価層の測定方法 

http://my.formman.com/form/pc/BDkEneM1dGEUd4kZ/
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金沢大学 医薬保健研究域 保健学系  松原 孝祐先生 

 

11:50-13:00 お昼休み（昼食をご用意いたします） 

 

13:00-13:30 nanoDotを用いた室内散乱線測定の実演 

（附属病院地下1階 血管撮影室） 

 

13:30-15:30 CTDIvol、半価層測定の実習（附属病院地下1階 CT室） 

 

15:30-16:30 データ整理および質疑応答 

（病院4階 シミュレーションセンター） 

 

16:30-16:40 閉会の挨拶 

      日本放射線技術学会中部支部 放射線防護研究会 能登 公也 

 

 

担当世話人：浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 

電話 053-435-2733 

E-mail ytakei-ham@umin.net 

 

共催 日本放射線技術学会中部支部 アンギオ研究会・放射線防護研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ytakei-ham@umin.net
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 ビーム中部 2015 年 第 1 号 
発行人：松浦 幸広 
編 集：大橋 一也 

第 8 回中部放射線医療技術学術大会では「挑む！さらなる高みへ その先へ」を

テーマで企画いたします。すべての予定は決定次第ホームページにアップしますので、

今しばらくお待ち下さい。研究会の開催案内はメールマガジンで配信されます。これを機

会にメールマガジンに登録されることをおすすめ致します。 

 

住 所 変 更 な ど の 会 員 情 報 の 変 更 は 技 術 学 会 本 部 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.jsrt.or.jp/)の入会案内からお願いします。 

 

中部部会事務局の連絡先 

〒920-8641 金沢市宝町 13-1 金沢大学附属病院 放射線部内 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

TEL: 076-265-2010 FAX: 076-234-4311 

E-mail  raddiv@med.kanazawa-u.ac.jp 

URL ： http://jsrt-chubu.org/index.cgi 

 

事務局からのお知らせ 

mailto:raddiv@med.kanazawa-u.ac.jp
http://jsrt-chubu.org/index.cgi

