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巻頭⾔ 

 中部支部の新たな飛躍に向けて 

 
 
 

    中部支部支部長 國友 博史 

( 名古屋市立大学病院 ) 

2021、2022 年度の中部支部長として拝名いたしました國友博史です。支部長としては 2 期 3 年目にな

り、今後その責務を果たすことにより、支部の更なる発展に尽くしていきたいと考えております。 

2020 年からの世界的な新型コロナウイルス感染拡大により、昨年度は開催を計画していた CCRT（中部

放射線医療技術学術大会）を始め多くの事業を中止せざるを得ませんでした。このような従来通りの対面

での学術活動が十分に行えないなか、年度後半からは少しずつですが、web を利用したセミナーを開催す

ることができるようになりました。今期以降はさらに中部支部として web も活用しながら、会員の皆様に十分

な情報提供や研究成果の情報発信の場を提供できるよう学術機会の確保に努めてまいります。 

この 2 年間には新たな学術活動の形態の確立が進み、対面に比べ web 開催の併用などにより、遠方で

参加し難かった方や、開催日時の自由度が増し、平日の業務終了後に開催することが出来るため、参加し

やすくなる会員の方も多くいるのではと思われます。対面で開催できないことを前向きに捉えて、さまざまな

制約で参加が出来なかった会員の方々にも、web をひとつのツールとして、上手く活用することで新たな学

術機会を提供できるのではないかと考えています。 

また、日本だけでなく国際的にもジェンダーフリーが唱えられており、このような学会の場でも学術の振興

や学会の発展の観点から、女性の活躍が不可欠な時代となっております。支部レベルではありますが、女

性会員が新たな研究を始めることが出来るようなサポートを企画していきたいと思います。女性だけでなく

若手の新たな研究者を育成し続けることが出来ることが放射線技術学の持続的な発展ができると信じてお

ります。会員の皆様に最も近い存在である中部支部の活動を通して人材育成を進め、放射線診療を通し

て社会に還元できるようにしたいと考えています。皆様には中部支部の活動に積極的に参加して頂き、盛

り上げて頂ければ幸いです。 

最後に会員の皆様のより一層のご指導とご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。 
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第 13 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）のお知らせ 
 

第 13 回中部放射線医療技術学術大会 
第 55 回 公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部学術大会 

 副大会長  松浦 幸広 
   

開催概要 
 
名 称  第 13 回中部放射線医療技術学術大会 

第 55 回日本放射線技術学会中部支部学術大会 
第 29 回中日本地域放射線技師学術大会 

 
大会テーマ 見つけよう。新時代に向けたベストプラクティス 

 - Finding best practice – 
 
会 期  2021 年 11 月 20 日(土)・11 月 21 日(日) オンデマンド配信予定 
 
開催形式     オンデマンド形式で調整中 
   
演題募集期間     未定 （できるだけ早急にご案内します） 
 

大会長：森下毅（社会医療法人董仙会 恵寿総合病院） 
 副大会長：松浦幸広（金沢大学附属病院） 
 実行委員長：堂下雅雄（特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター） 
 副実行委員長：高田忠徳（金沢大学附属病院） 
 事務局（財務）：坂倉正樹（公益社団法人石川勤労者医療協会 城北病院） 
 
大会ホームページ https://square.umin.ac.jp/ccrt2020/company.html 
 
参加人数 ５００名（予定）  

 

参加費 

 会員 3,000 円 非会員 4,500 円  

 学生無料（変更の可能性あり）  

 

学会業者 

株式会社ネクステージ（石川県金沢市示野町南 45 番地 TEL 076（216）7000） 
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2020 年度 中部支部事業報告 

 

１．２０２０年度第１回中部支部学術セミナーを開催した。 

開催日：２０２１年１月２３日（土）     開催方式：web 

内容：「医療放射線の正当化と最適化」     参加者：１８７名 

２．支部技術セミナーを開催した。 

（１）第１回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

  開催日：２０２０年３月２９日（土）        開催方式：メール 

  内容：「ＣＴ関連論文の抄読会」     参加者：１６名 

（２）第２回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

  開催日：２０２０年１１月２５日（水）    開催方式：web 

  内容：「2020 ビギナーズセミナー # リローデッド」   参加者：２８９名 

（３）第３回技術セミナー（アンギオ研究会） 

  開催日：２０２１年１月９日（土）     開催方式：web 

  内容：「アンギオ室の安全運用」     参加者：３０２名 

（４）第４回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

  開催日：２０２１年２月４日（木）     開催方式：web 

  内容：「ＣＴ関連論文の抄読会」     参加者：６２名 

（５）第５回技術セミナー（放射線治療研究会） 

  開催日：２０２１年２月６日（土）     開催方式：web 

  内容：「画像診断と放射線治療の融合，他」    参加者：２６４名 

 

３．刊行物を発刊した。 

（１） タイトル：中部支部誌 V0L.２２ 

 発刊日：２０２０ 年４ 月２２ 日（web 版のみ） 

 

４．功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行った． 

（功労賞） 

  澤田 通文 （浜松医科大学医学部附属病院） 

  服部 真澄 （東海学院大学） 

（奨励賞） 

  加藤 豊大 （豊橋市民病院） 

  西原 裕盛 （藤田医科大学病院） 

  街道 亮斗 （福井大学医学部附属病院） 

  笹本 耕平 （福井大学医学部附属病院） 

  酒井 彩加 （藤田医科大学病院） 

  中村 登紀子 （順天堂大学医学部附属静岡病院） 

  富田 哲也 （静岡県立静岡がんセンター） 
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2020 年度 中部支部収支計算書 
2020 年 3 月 1 日から 2021 年 2 月末日まで 
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日本放射線技術学会中部支部 2020 年度研究会活動報告 

 

放射線防護研究会 

代表世話人     小林 正尚   藤田医科大学  （東海ブロック） 

 上野 博之   高岡市民病院  （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

 臨床業務に有益な医療放射線防護関連の情報提供，放射線管理に必要な線量測定技術の実技指導を行

い，「現場で活（い）きる」知識，技術の向上に貢献する。 

 

2. 年度内の活動記録 

 2020 年度は法令改正に伴う医療放射線管理に関してのセミナーを 7 月予定していたが、Covid-19 に

関する感染対策により中止することとした。 

 

3. 最近のトピックス 

 2021 年 1 月 12 日に米国放射線防護審議会（National Council on Radiation Protection and 

Measurements: NCRP）が，腹部骨盤部単純 X線撮影の際の生殖腺防護に関する声明が発表され、生殖腺

防護に関して関心が高まっている。 

 

4. 今後の研究会の予定 

 放射線防護を考える上で線量を正しく評価する必要がある。線量評価法には種々あるが，線量計を

用いた実測定が基本である。近年，測定器の技術進歩により廉価で高精度，一度の照射で複数種類の

測定値が得られるものが普及しつつある。本研究会では現在までに様々な線量計の特性や取り扱い・

測定値の意味などを考え，適切な取り扱いと測定法を理解していただくための実習形式のセミナーを

実施してきた。2021 年度は，小児における放射線防護に関して有識者に解説をしていただくセミナー

を企画している。開催時期は，北陸ブロック、東海ブロックともに講演予定の有識者と調整してお

り，決定次第ホームページなどで紹介する。 

 

 

アンギオ研究会 

代表世話人       石崎宗一郎    済生会富山病院  （北陸ブロック） 

       水 井 雅 人    鈴 鹿 回 生 病 院  （東海ブロック） 

 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

本研究会は、会員の皆さんと共に学び合える会を目指しています。 IVR を中心に日進月歩の手技か
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ら、機器の管理・医療被ばくの最適化に必要とされる知識の普及、被ばく低減につながる診療補助が行

えるよう、情報発信を行っています。 診療放射線技師だからこそできる役割の普及に加え、各研究会

とも連携してより良い医療の提供を目的としています。 

 

2. 年度内の活動記録 

『Angio 室の安全運用を考える』 をテーマに、2021 年 1 月 9日(土)に Zoomを利用した Web.セミナ

ーを開催しました。 第１部は「DRLsを用いた安全運用」と題して 2施設から運用紹介を受け、教育講

演は 「DRLｓ2020 IVR 担当（循環器分野）に関わり学んだこと」 と題し、土谷総合病院 石橋徹先生に

ご講演を戴きました。 第２部は「COVID-19に対する安全運用」と題して 2施設から貴重な運用紹介を

受け、特別講演は 「COVID19 感染拡大下における Angio 室での感染対策から学ぶこと」 と題し、愛知

医科大学病院循環器内科 後藤礼司先生にご講演戴きました。 富山・愛知・三重・大阪・広島をオンラ

インで結び、全国から 302 名の診療放射線技師・INE(ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽ)の皆さんにご参加戴きま

した。 

 

3. 最近のトピックス 

昨年４月に施行された「診療用放射線の安全管理に関する医療法施行規則の改正」と、7 月に更改さ

れた DRLs2020 の活用方法がホットな話題です。 データを集積するに留まらず、各モダリティ/手技ご

とに DRLs と比較を行い〝最適化〟を行う事が、我々診療放射線技師に求められています。 加えて電

離則の改正に伴い、本年４月から医療従事者の水晶体等価線量引き下げられ、各施設に於いて他職種へ

の防護教育と対策も必要であると考えます。 

 

4. 今後の研究会の予定 

・ 水晶体防護に関する運用の工夫 （仮題） … (2021 年７月を予定) 

・ 急性期脳血管障害に関するテーマ（仮題） … (2022 年 1 月を予定) 

◆いずれも今年度は Web.を利用したオンライン開催を想定しています。詳しくは決まり次第、支部ホ

ームページ・メールマガジン等でお知らせ致します。!
 

 

放射線治療研究会 

代表世話人       山田 薫      聖隷浜松病院     （東海ブロック） 

 小島 礼慎      金沢大学附属病院   （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

・放射線治療の最新情報、精度向上をはじめとして、現場で役立つ内容の研究会を目指す 

・地方で個別開催することで、より会員各位の参加しやすい研究会を目指し、時代のニーズに即した内

容を選択することで、放射線治療研究をバックアップする 

・会員相互の放射線治療に関する情報交換を活発にする 
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2. 年度内の活動記録 

第 35 回 静岡県放射線治療研究会 開催延期 

中部支部放射線治療研究会 Web セミナー 264 名 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため年度初頭の 3 月に予定していた研究会が延期になった後、1

年を通して各県（地区）単位での研究会ができませんでしたが、2 月に 7 県合同で初めての web セミナ

ーを企画し無事に開催することができました。支部を超えて多くの方にご参加いただきました。ご協力

ありがとうございます。 

 

3. 最近のトピックス 

COVID-19 パンデミックにおける放射線治療 JASTRO 提⾔（第 1.5 版）が 3 月に発表されました。

現時点で注意すべき点がまとめられています。 

 

4. 今後の研究会の予定 

今年度も各地域での対面式研究会の開催は難しいと考えています。皆様の参加しやすい環境に配慮し、

Web セミナーを企画する予定です。 

 

 

超音波画像研究会 

代表世話人       江端清和     福井大学医学部附属病院  （北陸ブロック） 

 秋山敏一     藤枝市立病院       （東海ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

超音波検査における技術の習得と知識の向上、トピックス的話題の提供をビギナーレベルから熟達者

レベルまで対応できる実技講習会と座学による講習会の開催 

 

 

 

2. 年度内の活動記録 

2020 年度はコロナ渦による感染の蔓延によって外出禁止、県を跨いでの移動の制限があった。例年金

沢大学医学部附属講義棟にて開催していた実技講習会は開催中止とした。今年度はこの事業のみの計画

であったため活動は行っていない。 

 

3. 最近のトピックス 

  ２０MHz を超える超高周波プローブの開発により距離・方位分解能の向上、浅い領域でのより明瞭

な描出が可能となってきた。皮膚、神経、腱、血管、小関節などが主な対象部位。自動的・他動的に目

的部位を評価出来るため検査を施行する側の力量がより求められてくる。 

  高機能化ばかりではなく、機器本体の小型化、プローベ（探触子）のケーブルレスも各社より発売
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され普及が進んでいる。十分診断レベルの使用に耐えうる性能を持っていながらポケットに入るサイズ

もあり、ベッドサイドや被災地検診、在宅などにも利用される事が期待される。 

 

4. 今後の研究会の予定 

 例年開催していた実技講習会を本年も企画する。毎年７〜９月を開催の目途としているが感染状況

によって時期の変更もあり得る。しかし、実技講習会はマスクやフェイスシールドをしたとしても近

接した実技指導とならざるを得ず、状況を勘案しながら web による講義講習会の形式をとることも選

択肢として検討している。 

web 開催についてはスタッフ一同熟達しているので、参加された方に満足してもらえるような企画を

練っていきたい。 

 超音波検査は個々の技術に依るところが大きいので以前のような実技講習会開催が可能になる状況

に早く戻れることを願っている。 

 
 

画像研究会 

代表世話人      東出 了        鈴鹿医療科学大学  （東海ブロック） 

 市川 勝弘        金沢大学     （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

・ 医用画像に関わる放射線技術学の基礎や応用の研究，および勉強会の開催． 

・ これらの，臨床現場へのフィードバック． 

・ 学問の進歩・普及に貢献し，学術の発展に寄与する． 

 

2. 年度内の活動記録 

2020 年 9月 26 日（名古屋），2020 年 11 月 21 日（金沢）にて研究会の開催を予定していたが，対

面での研究会開催が困難と判断したため，開催を２０２１年度に延期した． 

このため，年度内の活動はなし． 

 

 

3. 最近のトピックス 

近年，散乱 X 線除去用グリッドを効果的に使用することで被ばく線量低減に有効となる報告がさ

れている．このため，秋冬に開催予定の第６７回 画像研究会では 「散乱 X線除去用グリッド使用

による被ばく線量低減の有効性について（仮）」を企画している． 

 

4. 今後の研究会の予定 

・ 5 月 20 日  第 65 回 「X線画像の成り立ちと画質（仮）  －基礎編－」 Web 開催 

・ 6 月 10 日  第 66 回 「臨床における X線画像の成り立ちと画質（仮）  －実践編－」 Web

開催 
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・ 秋冬を予定  第 6７回 「散乱 X線除去用グリッド使用による被ばく線量低減の有効性について

（仮）」  Web 開催!
 

 

医療情報システム研究会 

代表世話人       法橋 一生    静岡県立こども病院    （東海ブロック） 

 大谷 友梨子   福井大学医学部附属病院  （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

医療情報は単なる“IT機器とデータの管理”だけでなく、理想的なシステムを構築し理想的なワーク

フローを実現する、業務の根幹を司る領域です。これまで RIS/PACS を中心に業務の効率化と安全性の

向上が進み、その範囲は地域連携まで広がりました。今年度から医療法施行規則の改正で始まった線量

管理では、DICOMの RDSRを用いた線量管理システムが多く導入されました。また、高度なデータの利活

用として、いわゆるビッグデータを利用した臨床研究、業務分析、経営分析なども期待されています。

さらに自由度の高い領域ゆえに、個人情報保護などの法の理解を深めることも大切です。業務の根幹で

あるがゆえに災害等の BCP でも重要な役割を求められます。このように医療情報の学術領域は幅広く、

工学などの自然科学だけでなく社会科学も含みます。当会では、入門者から実務に深く関わる方を対象

としたセミナーを毎年企画し、有益な情報を発信しています。 

 

2. 年度内の活動記録 

新型コロナウィルスの影響により、セミナーは開催されませんでした。 

 

3. 最近のトピックス 

コロナ禍によりオンラインセミナーや Web 会議が一般的になり、生活や仕事のスタイルが大きく変わ

りました。このオンラインビデオ会議の技術は何年も前からありましたが、これまで広く一般的に活用

されてきませんでした。もしかすると古い考え方にとらわれて、活用できていなかったのかもしれませ

ん。コロナ禍で DX（Digital Transformation）という、IT により変革を起こす考え方が注目され、世の

中の風潮として IT 化と IT 利用が加速すると言われています。診療放射線技師の領域に DX が起こるの

か、起こせるのか、DXによりもたらされる IT 化と IT利用、その結果となる変革に注目です。 

 

4. 今後の研究会の予定 

来年度は Web 開催のセミナーを計画しています。内容についてはあらためてお知らせします。 

 

 

MR 研究会 

代表世話人     村中 良之   福井県立病院       （北陸ブロック） 

 梶田 公博   岐阜大学医学部附属病院  （東海ブロック） 
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1. 研究会の活動方針・活動目的 

・ MR に関する基礎知識および撮像技術を習得すること。 

・ 装置、検査方法に関する最新情報の収集と、その情報を会員に提供すること。 

・ MR 検査に携わる者に、情報・意見交換の場を提供すること。 

・ MR に関する安全情報を提供すること。 

 

2. 年度内の活動記録 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で研究会は開催できませんでした。 

 

3. 最近のトピックス 

今年度は全国で Web 形式にて開催される研究会が多く、自宅にいながら最新の情報が得られることが

できた年でした。今後も研究会のこの流れは続くと思われます。MRのトピックスとしては、コイルの軽

量化・ワイヤレス化であり、撮像に関してはさらなる高速化や定量 MRIの実現などを挙げることができ

ます。 

 

4. 今後の研究会の予定 

第 76 回ＭＲ研究会  8月頃 （北陸） 

第 77 回ＭＲ研究会  1 月頃 （北陸） 

第 78回ＭＲ研究会  1 月頃 （北陸）!
 

 

CT 研究会 

代表世話人       永澤 直樹    三重大学医学部附属病院  （東海ブロック） 

 高田 忠徳    金沢大学病院       （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

CT 研究会では多くの会員が容易に参加できるように東海ブロック、北陸ブロックと地域ごとに活動し

ています。もちろん、会員はブロック関係なく参加可能です。東海ブロックでは４月の総会学術大会の 

CT 部門の研究発表や同時開催されている国際医用画像総合展(ITEM)での企業発表を再現するような企

画として「CT 研究の最前線報告会」を開催しています（コロナ禍の影響で昨年は中止となりました）。

また、「英文論文抄読会」も開催しています。北陸ブロックでは「定例研究会」の他、コロナ禍で延期と

なっていましたが 2022 年度から日本 CT 技術学会との共催企画「CT technical boot camp」を開催予定

です。中部支部の CT 研究会が開催する企画は、X線 CT認定技師、肺がん CT検診認定技師、救急撮影

認定技師のポイントも付きます。CT 研究会では会員の皆さんの研究への参加、研究発表、論文執筆のお

助け研究会です。企画の希望など大歓迎です。よろしくお願いします。 

 

2. 年度内の活動記録 
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東海ブロックではコロナ禍により Web 開催で、「CTビギナーズセミナー」、「英文論文抄読会」を開催

しました。「CTビギナーズセミナー」では日本の CT の最先端をリードされるスペシャリスト講師陣によ

り CT 最新情報、物理評価の基本、腹部 CT における臨床技術の解説が行われ、多くの方にご参加いただ

きました。「英文論文抄読会」では冠動脈 CT に関する論文、COVID-19に関する論文、心筋遅延造影に関

する論文を抄読しました。また、海外学会の内容を紹介する SPECIAL LECTUREがありました。 

北陸ブロックではコロナ禍により今年度の研究会開催を見送りましたが、次年度は定例研究会を web

にて開催する予定です。なお、日本 CT 技術学会との共催企画「CT technical boot camp」は 2022 年度

以降に開催の予定です。 

 

3. 最近のトピックス 

CT は診療放射線技師の業務の中でも多くの会員が携わっているモダリティであります。技術学会中

部支部でも CT関連の研究会を多く開催して多くの会員の参加を期待しています。最近の CT分野の注目

は Dual Energy CT や Photon counting CT等の X線エネルギーを利用したもの、再構成法に AI技術を

利用した Deep Learning (Image) Reconstruction等があります。CT 研究の幅は拡大を続けているのが

現状です。日常で役に立つ撮影技術も開発も多く発表されています。CT 研究会では全国、世界の CT 研

究を紹介して多くの会員が学会発表、論文執筆をされるようにサポートをしていきたいと思っています。 

 

4. 今後の研究会の予定 

東海ブロックでは「CT 研究の最前線報告会」のほかに、「ビギナーズセミナー」や「英語論文抄読会」

を開催します。また、いろいろな研究会、学会での発表についても紹介していきます。是非ご参加くだ

さい。 

北陸ブロックでは「立山セミナー」が名物セミナーとして続けられてきましたが、2022 年度からは日

本 CT 技術学会との共催企画「CT technical boot camp」として生まれ変わります。是非ご参加くださ

い。 

!

!

乳房画像研究会 

代表世話人       西出 裕子   岐阜医療科学大学  （東海ブロック） 

 高森 美保   石川県立中央病院  （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

乳房の画像診断に関わるモダリティにおいて、最新の話題や会員が関心を持っている内容について

取り上げ、講演や会員発表などを行います。 

 

2. 年度内の活動記録 

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、すべての研究会を次年度に延期としました。 
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3. 最近のトピックス 

DRLs 2020が 6 月に発表されました。今回は、2,014 年 4 月からの 5年間に NPO法人日本乳がん検診

精度管理中央機構の施設画像評価で認定でを受けた 2,777 題のデータを基に算出され、PMMA 40ｍｍに

おける平均乳腺線量は 2.4mGy (95％)で DRLs 2015 と同じ値となりました。今回算出に用いたシステム

では、FPD搭載システムが約半数で、 

平均乳腺線量の平均が最も低かったことから、今後 FPDシステムの増加に伴い、DRL の低下が予想され

るため、各施設で一層の最適化を図っていただきたいと考えています。 

 

4. 今後の研究会の予定 

 ・第 54 回乳房画像研究会  

日時：6月中旬(予定) 

内容：DRLs 2020 について 

        マンモグラフィの読影 

   開催方法：web（オンライン開催） 

 ・第 55 回乳房画像研究会  

日時：12 月中旬(予定) 

内容：トモシンセシスを用いたマンモトーム生検の使用経験 

     施設の日常管理紹介 

開催方法：富山県内の施設または web（オンライン開催） 

 

核医学研究会 

代表世話人       市川 肇     豊橋市民病院       （東海ブロック） 

 北 章延     福井大学医学部附属病院  （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

中部支部核医学研究会は地域に密着して多様化したニーズに対応した活動を目指しております．特

に研究支援を通して核医学技術の発展に尽力いたします．また，核医学部会と連携して核医学技術のボ

トムアップおよび地域のリーダーの育成に努めます． 

 

2. 年度内の活動記録 

本年度予定していたファントム製作セミナーおよび核医学部会と共催し研究支援を目的とした核医

学技術セミナーはコロナウイルス感染症対策のため残念ながら中止としました． 

 

3. 最近のトピックス 

近年，S P E C T /C T装置を利用した定量検査が注目を集めつつあります．その理由として核医学

治療を目的に新規薬剤の開発が進んでいることや S P E C T /C T装置の普及が進みつつあることが挙

げられます．今後，ますます核医学担当技師の技術が問われることになります．また，P E T装置，S P 
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E C T装置の検出器に半導体を用いた装置が各社から販売され始めました．核医学検査の画質向上が楽

しみになっております． 

 

4. 今後の研究会の予定 

第 3回中部支部核医学セミナー 

「これで完璧!! 学会発表のいろは（仮）」 

2021 年 6 月 20 日予定 

愛知県・石川県・web を予定 

 

第 23 回核医学画像セミナー（核医学部会・教育委員会共催） 

「図表デザインを学ぶ -取得したデータをどう見せるか?-（仮）」 

2021 年 9月 11 日予定 

愛知県を予定 

 

内容等，決定次第ホームページでご案内いたします． 

  http://chubu-nm-technology.kenkyuukai.jp/special/?id=30847 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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2021 年度 中部支部事業計画 

1．第５５回日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１３回中部放射線医療技術学術大会）を開催す

る。 

会期：２０２１ 年１１ 月 ２０ 日（土）～ 

開催方式：web 開催 

2．２０２１年度第１ 回中部支部学術セミナーを開催する。 

会期：２０２１ 年６ 月２４日  

開催方式： web 開催 

内容：「小児」 

3．２０２１年度第２ 回中部支部学術セミナーを開催する。 

会期：２０２２ 年１ 月（予定）  

会場：未定 （名古屋市）または web 開催 

 

4．２０２１年度支部学術セミナー（Deep Learning 活用セミナー）を開催する。 

会期：２０２１ 年８ 月（予定）  

会場：藤田医科大学 （豊明市） 

定員：１０名 

5．支部技術セミナーの開催（年２０ 回程度開催予定）の開催； 

ＣＴ研究会，ＭＲ研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究会， 

放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究会，核医学研究会， 

全１０研究会による開催． 

6．刊行物の発刊； 

（１）タイトル：中部支部誌 Ｖ０Ｌ．２３ 

（２）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０２１年，第１ 号 ＣＣＲＴ演題募集

号” 

  発刊日：２０２１年６月 

（３）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０２１年，第２ 号 ＣＣＲＴプログラ

ム号” 

  発刊日：２０２１年１０月 

7．支部表彰について； 

規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う． 

8．国際学会発表者支援事業について； 

国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する． 
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2021 年度 中部支部収支予算書 
2021 年 3 月 1 日から 2022 年 2 月末日まで 
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2020 年度中部支部役員名簿 

 

支部長 國友 博史  （名古屋市立大学病院） 

副支部長 森 光一   （富山大学附属病院） 

  大橋 一也  （名古屋市立大学病院） 

支部監事 松浦 幸広  （金沢大学附属病院） 

  小山 修司  （名古屋大学 大学院医学系研究科） 
  

理 事 

・庶務 高田 忠徳  （金沢大学附属病院） 

・庶務 加藤 勝也  （名古屋市立大学病院） 

・庶務 小林 正尚  （藤田医科大学） 

・財務 木戸屋 栄次 （福井大学医学部附属病院） 

・財務 小林 謙一  （藤田医科大学病院） 

・愛知県 西本 卓矢  （名古屋大学医学部附属病院） 

・岐阜県 廣田 真   （岐阜大学医学部附属病院） 

・三重県 永澤 直樹  （三重大学医学部附属病院） 

・静岡県 澤田 通文  （浜松医科大学医学部附属病院） 

・福井県 村中 良之  （福井県立病院） 

・石川県 能登 公也  （金沢大学附属病院） 

・富山県 藤本 勝明  （富山県済生会富山病院） 

・研究会 村中 良之  （福井県立病院） 

・研究会 法橋 一生  （静岡県立こども病院） 
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2020 年度中部支部研究会世話人名簿 

 

研究会代表世話人 

CT 研究会 永澤 直樹  （三重大学医学部附属病院） 

  高田 忠徳  （金沢大学附属病院） 

MR 研究会 村中 良之  （福井県立病院） 

  梶田 公博  （岐阜大学医学部附属病院） 

医療情報システム研究会 法橋 一生  （静岡県立こども病院） 

  大谷 友梨子 （福井大学医学部附属病院） 

画像研究会 東出 了   （鈴鹿医療科学大学） 

  市川 勝弘  （金沢大学医薬保健研究域） 

放射線治療研究会 山田 薫   （聖隷浜松病院） 

  小島 礼慎  （金沢大学附属病院） 

乳房画像研究会 西出 裕子  （岐阜医療科学大学） 

  高森 美保  （石川県立中央病院） 

放射線防護研究会 小林 正尚  （藤田医科大学） 

  上野 博之  （高岡市民病院 ） 

アンギオ研究会 石崎 宗一郎 （富山県済生会富山病院） 

  水井 雅人  （鈴鹿回生病院） 

超音波画像研究会 江端 清和   （福井大学医学部附属病院） 
 

秋山 敏一   （藤枝市立総合病院） 

核医学研究会 市川 肇    （豊橋市民病院） 

 北 章延    （福井大学医学部附属病院） 

サーバの管理 高田 忠徳   （金沢大学附属病院） 

事務局 加藤 勝也  （名古屋市立大学病院） 
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2020 年度中部支部会員動向 

●2020 年度 月別会員数推移 
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2020 年度学会表彰者 

中部支部で以下の方々が表彰されました。 

おめでとうございます。 

 

2020 年度本部表彰者 

学術業績賞 川崎賞           小山 修司           名古屋大学 
学術業績賞 土井賞（診断物理分野）   大西 佑弥    浜松ホトニクス中央研究所 

 論文支援功労賞             松原 孝祐            金沢大学 
 研究奨励賞 

技術奨励賞（計測分野）     中村 登紀子  学校法人順天堂大学医学部附属静岡病院 
  技術新人賞（撮影分野（MR））     笹本 耕平     福井大学医学部附属病院 

技術新人賞（画像分野）        酒井 彩加        藤田医科大学病院 
技術新人賞（防護分野）        西原 裕盛        藤田医科大学病院 

 

2020 年度中部支部表彰者 

功労賞                 服部 真澄          東海学院大学 
澤田 通文   浜松医科大学医学部附属病院 

 

 

技術奨励賞 

   画像分野                  酒井 彩加         藤田医科大学病院 

MRI分野                  笹本 耕平      福井大学医学部附属病院 

核医学分野               加藤 豊大          豊橋市民病院 

防護分野                西原 裕盛        藤田医科大学病院 

計測分野          中村 登紀子  学校法人順天堂大学医学部附属静岡病院 

放射線治療分野           街道 亮斗     福井大学医学部附属病院 

富田 哲也    静岡県立静岡がんセンター 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2020年 5月 29 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

会 議 名 2020年度 第 2 回 総務委員会（Web 形式） 

開催日時 
2020年 5 月 20 日(水）  

18 時 00分～20時 00分 
開催場所 Web形式 

出席者名 國友博史、松浦幸広、小山修司、森 光一、大橋一也、木戸屋栄次、小林謙一、高田忠

徳、小林正尚，加藤勝也      合計  10 名 

       

議長･司会 大橋一也 報告者名 加藤勝也 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

 1-1. 2020年度 総会 web開催と秋季大会の中止決定 

 1-2. その他 

2 今後の活動計画について 

 2-1. 13th CCRTの状況報告と共催契約書の改定 

 
2-2. 中部支部主催事業および「CT technical boot camp 2020」、「Deep learning 活用

セミナー 」の開催可否について 

 2-3. 集会形式で企画が開催できない場合の学会活動の支援 

3 学術委員会報告 

 3-1. 中部支部セミナー 

4 編集委員会報告 

 4-1. 中部支部会誌 発刊報告 

 4-2. ビーム中部 6月号 （演題募集号） 

5 代議員選挙について 

6 中部支部役員意向調査について 

 6-1. スケジュール確認と運営細則の改定について 

 6-2. 意向調査委員長の候補者 

7 予算執行状況と予算計画 

8 その他 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 1 本部報告（國友支部長） 

・コロナウイルス対策での緊急案件を生じた場合は、運営企画会議のみで理事会後日承認と

する 

・本部運営企画会議で緊急的な案件は審議する． 

・日数が待てる案件は理事会にて審議． 

・日本放射線技術学会の会員や非会員を集めて開催する研究会、10月までセミナー等中止． 

・49回の熊本の秋季はそのまま 

・第 50回秋季大会は北海道開催で調整。（50回記念等を企画しているため） 

・51回の中部の当番の前に 48回の東京開催分が入りそう． 

・今年度の学生会員は無料 

・DRL2020が 6月に刊行される． 

・2020年度の事業計画に関して，会員に何が還元できるか，案を考えている． 

・来年度水晶体 放射線ガイドライン看護職編 

 

≪質疑等≫ 

特になし． 

 

 

議題 2 今後の活動計画について（國友支部長） 

2-1. 13th CCRTの状況報告と共催契約書の改定（國友支部長） 

2020年度 CCRTの金沢大会はおそらく延期． 

資料 5 共同主催契約書で「8、自然災害等不測の事態により、大会を開催できない場合は、甲

乙にて設けた運営委員会で協議し当該年度の大会の中止または延期等の措置を決定する。

また、これによる損害については、甲乙で協議し解決するものとする。」を追加することを理事

会に提案． 

 

≪質疑等≫ 

特になし． 

 

 

2-2. 「CT technical boot camp 2020」について（高田理事） 

8 月開催は延期、11 月に開催予定。JSCT の HP には 7 月に募集開始の案内を掲載。支部と

しては本部からの 11月開催の許可を得た段階で載せる予定であることが報告された。  

 

≪質疑等≫ 

（國友支部長）7 月に募集開始をすることは社会情勢的に厳しいかもしれない．本部との案件と

足並みをそろえる必要もあるかもしれない． 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

（大橋副支部長）途中で中部支部主催（2日目開催分）は難しいということは大丈夫か？ － 

（高田委員）可能と考えます． 

（國友支部長）若手育成事業の初回の案件なので可能な限り中部支部としても開催したい．募

集段階で一言断りを入れる必要性もある．また参加者が全国から集まるので職場等が許可し

ない可能性もある．（高田委員） web開催は考えていない． 

「Deep learning 活用セミナー ：藤田医科大寺本先生と協議している．画像部会で web形式で

2－3時間で行っている企画もある．なるべくなら対面で行いたい．状況によっては今年度はス

キップしてもよいのではないかと思っている．まだ最終的な判断は行っていない． 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

 

2-3. 集会形式で企画が開催できない場合の学会活動の支援について（國友支部長） 

各研究会代表の方は少しでも情報を発信できるようにしてほしいとの報告がされた。 

 

≪質疑等≫ 

特になし． 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 3 学術委員会報告（大橋副支部長） 

第１回中部セミナーは中止し、第１回の医療被曝テーマ企画を第 2回に順延する予定． 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

議題 4 編集委員会報告（森副支部長） 

4-1. 中部支部会誌が 4/24発刊完了した報告がされた。 

4-2. ビーム中部 6月号（演題募集号）、11月号ビーム中部の発刊時期について審議したいと

の報告がされた。 

 

≪質疑等≫ 

（森副支部長）掲載内容があまりに多く容量過多．－（國友支部長）編集委員会で審議して内

容をスマートに変更していただければよいのではないか－（森副支部長）今年度中に編集委員

で審議します． 

（大橋副支部長）ビーム中部載せる内容も特にないので延期でよいのではないか．今週末の実

行委員会で CCRTの延期が決定されれば，ビーム中部の発刊は延期でよいのではないか． 

 

 

議題 5 代議員選挙について（國友支部長） 

2021・2022年度代議員選挙の締め切りが 22日． 

前回の投票結果が芳しくなかったため，理事には立候補をお願いする．2021 年の大会

長に西出先生を押すためにもぜひ代議員を確保したい．研究会代表→研究会世話人→そ

の職場の会員，といった順で投票をお願いする方法をまずは行う． 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

議題 6 中部支部役員意向調査について（國友支部長） 

4.1 スケジュール確認と運営細則の改定について 

4.2 意向調査委員長の候補者 

庶務の高田忠徳・小林正尚・加藤勝也で意向調査委員を行い，意向調査委員長をピック

アップ行う．次回の理事会までに行えるようにしたい． 

 

≪質疑等≫ 

特になし． 
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本部監査について、大きな問題はなく終了した報告がされた。

移動を伴う事業が開催されるようになった際の注意点として、旅費交通費の雑費は上限 3000

円の運用を原則とする。これまで行ってきた、座長・演者等特別な役務への上限 2000円増額

の運用は廃止する。2000円 の増額対応できる例は、交通機関の不具合等で急遠タクシーを使

用したなどの事例のみとの報告された。

今回,研究会会場キャンセル料の発生の報告があった.前期のキャンセル料は前期で清算し

た方が明朗でよいと考える.領収証の日付の前期・後期のまたぎは許容できる。

今年度,予算の多くを執行できない状況のため,支部会員に支部会費等の還元が可能かの問

い合わせもあった.

予算執行状況と予算計画 (小林理事 )

≪質疑等≫

特になし。

上記報告内容において相違がないことを確認した。

支部長
‐移年才冬盗:

・″Jノ＼ェ夢

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部

議題 7

議題 8 その他

6/7開催予定であった中部支部理事会は web開催 .

6/8～ 19の平日業務後の 18時頃開催で調整する.

13th CCRTの 共催契約書の承認はメールで決議する必要が生じる可能性がある.

2020年 6月 30日
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2020年 6月 29 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

会 議 名 2020年度 第 2 回 理事会（Web 形式） 

開催日時 
2020年 6 月 10 日(水）  

18 時 00分～20時 00分 
開催場所 Web形式 

出席者名 

國友博史、松浦幸広、小山修司、森 光一、大橋一也、木戸屋栄次、小林謙一、廣田 

真、西本卓矢、澤田通文、永澤直樹、村中良之、能登公也、藤本勝明、法橋一生、東出

了，山田薫、西出裕子、江端清和、市川  肇、高田忠徳、小林正尚，加藤勝也      

合計  23 名 

（欠席）石崎 宗一郎          合計  1 名 

議長･司会 大橋一也 報告者名 加藤勝也 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

 1-1. 2020年度 総会 web開催と秋季大会の中止決定 

 1-2. その他 

2 今後の活動計画について 

 2-1. 13th CCRTの状況報告と共催契約書の改定 

 
2-2. 中部支部主催事業および「CT technical boot camp 2020」、「Deep learning 活用

セミナー 」の開催可否について 

 2-3. 集会形式で企画が開催できない場合の学会活動の支援 

3 学術委員会報告 

 3-1. 中部支部セミナー 第１回 支部セミナー中止 2回に順延 

4 編集委員会報告 

 4-1. 中部支部会誌 発刊報告 掲載内容について 

 4-2. ビーム中部 6月号 （演題募集号） 

5 代議員選挙について 

6 中部支部役員意向調査について 

 6-1. スケジュール確認と運営細則の改定について 

 6-2. 意向調査委員長の候補者 

7 予算執行状況と予算計画 

8 その他 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 1 本部報告（國友支部長） 

本部理事会について資料を基に報告した。 

第 50回秋季大会は北海道で開催予定で調整。（50回記念等を企画しているため） 

 

≪質疑等≫ 

（市川研究会代表）核医学セミナー中止、チューター養成プログラムは今年度分延期の方向で

調整中と報告。 

議題 2 今後の活動計画について 

2-1. 13th CCRTの状況報告と共催契約書の改定（國友支部長） 

本部の了承が得られれば、今年度は中止し、次年度に順延しすることを審議し、承認した。 

資料 5 共同主催契約書で「8、自然災害等不測の事態により、大会を開催できない場合は、甲

乙にて設けた運営委員会で協議し当該年度の大会の中止または延期等の措置を決定する。

また、これによる損害については、甲乙で協議し解決するものとする。」を追加することを審議

し、承認した。 

 

≪質疑等≫ 

（小林理事）会員から CCRT について問い合わせあり、延長等 HP に情報を載せること

は可能か。  

（國友支部長）本部の委員会結果等を待って了承を得られてから対応。 

 

2-2. 「CT technical boot camp 2020」について（高田理事） 

8 月開催は延期、11 月に開催予定。JSCT の HP には 7 月に募集開始の案内を掲載。支部と

しては本部からの 11月開催の許可を得た段階で載せる予定であることが報告された。  

 

≪質疑等≫ 

（大橋副支部長）本部から 11月開催の許可が出るのは難しい印象。  

（高田理事）許可が出ない場合は JSCT部分の単独開催も考慮。  

（國友支部長）本部は3か月前までには開催等の判断を行う。11月開催予定の分に関しては8

月あたりに結論が出るのではないか。 

 

「Deep learning 活用セミナー 」について（國友支部長） 

藤田医科大・寺本先生と相談中であることが報告され審議し、承認した。 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 
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2-3. 集会形式で企画が開催できない場合の学会活動の支援について（國友支部長） 

各研究会代表の方は少しでも情報を発信できるようにしてほしいとの報告がされた。 

 

≪質疑等≫ 

（大橋副支部長）各研究会で zoom等の有料会員の費用等の負担や、企画時の講師への交通

費が発生しないので謝礼等は可能か。 

（小林理事）謝礼という制度そのものがない。 

（永澤理事）技術学会 HPには集会等は禁止との記載があるが、web形式は開催してよいか。 

（國友支部長）感染の危険性等がない web形式は問題ないので、ぜひ検討を。  

（永澤理事）大橋副支部長の提案にあったような費用負担等の配慮が欲しい。  

（大橋副支部長）会員無料程度しかできないのでは。  

（國友支部長）招待メール等を活用してフィルタリング作業をして行うのはどうか。  

（大橋副支部長）非会員無料、すなわち完全オープンな形でもよいのか。  

（國友支部長）web開催での差別化がどこまで必要か。  

（江端研究会代表）超音波研究会は例年金沢大学にて行っているが、非会員の方が多く参加

している。差別化をどのように行うか議論している。Webex 等のツールを借りることはできるか。 

（國友支部長）100名程度 24時間まで無料個人登録で可能。  

（西出研究会代表）web 推奨。3 つの部会が web開催予定。初回でどのようなことが起こるかわ

からないという事もあり、セミナーは無料開催予定。放医研の Webex Eventsを契約したので使

っていただければよいのではないか、と教育委員会で考えている。また、謝金についても教育

委員会も払えるように議案を出そうとしている。  

（法橋理事）web 開催について、あらかじめ録画等したものを YouTube 等で配信する形でもよ

いか。  

（西出研究会代表）コメント欄を使用して質疑応答を行えるので現在録画形式では行っていな

いが、動画配信のみでよければ YouTubeでもよいのではないか。   

（東出研究会代表）可能ならば開催したいが、延期して後ろに伸ばしていくことが良いのか、

web前提で行っていった方が良いのか。 

（國友支部長）会場を病院に設定して行う場合は開催施設の許可が出ないことも考えられる。  

（西出研究会代表）本部としてはイベントを延期・中止等をしなくてもできる方法を考えておくべ

きという方向である。  
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議題 3 学術委員会報告（大橋副支部長） 

第１回中部セミナーは中止し、第１回の医療被曝テーマ企画を第 2回に順延することが

報告され、審議し承認した。 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

議題 4 編集委員会報告（森副支部長） 

4-1. 中部支部会誌が 4/24発刊完了した報告がされた。 

4-2. ビーム中部 6月号（演題募集号）、11月号ビーム中部の発刊時期について審議したいと

の報告がされた。 

 

≪質疑等≫ 

（國友支部長）6 月末までに中止・延期が決定すると考えられるが、本部の委員会の意見調整

終了後に正式に CCRT中止決定となる。  

（森副支部長）各研究会代表として、web 開催を考えた場合、いつごろから研究会を開催可能

か。11月から開催可能であれば 9月ごろに発刊するか。  

（松浦監事）CCRTの演題募集はしない。話し合いは残っているが、開催は現状あり得ない。研

究会開催に関しては HPに掲載する形がよいのではないか。 

（森副支部長）支部会誌に掲載する内容について、容量も多くなり大変な作業となっている。ど

のような内容まで載せるかについて検討したい。  

（大橋副支部長）総務委員会・理事会の両方の議事録でなく、理事会分のみでよいのではない

か。今後検討する。 

 

議題 5 代議員選挙について（國友支部長） 

研究会世話人リストから、中部支部役員への投票を促すことが報告され、審議し承認した。 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

議題 6 中部支部役員意向調査について（國友支部長） 

今年度は中部支部の役員の改選時期であり、意向調査委員長の候補者を総務委員で調整

し、理事会で審議することが報告され、審議し承認した。 

 

≪質疑等≫ 

（大橋副支部長）年会にて行うとあるが、今年度は開催が難しいので運営細則の改定を行い対

応する。 
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議題 7 予算執行状況と予算計画 (小林理事)

本部監査について、大きな問題はなく終了した報告がされた。

移動を伴う事業が開催されるようになった際の注意点として、旅費交通費の雑費は上限 3000

円の運用を原則とする。これまで行ってきた、座長・演者等特別な役務への上限 2000円増額

の運用は廃止する。2000円 の増額対応できる例は、交通機関の不具合等で急速タクシーを使

用したなどの事例のみとの報告がされた。

≪質疑等≫

特になし。

議題 8 その他

(市川研究会代表)研究会世話人への委嘱状について

(高 田理事)各研究会の世話人への委嘱状は各研究会で対応。

(加藤理事)理事・研究会代表の方で委嘱状必要な先生は加藤まで。

※→理事会後に修正され、世話人へも支部が対応することとなった。

(松浦監事)JARTの 会長等が変更。

(國友支部長)学術研究助成について、コロナの影響で web開催が行われてきており、それに

対応するために交付要項改訂を行いたい。現地開催は従来通り10万 円、web開催は web参

加の場合登録費の半額を上限としたい。

(能登理事)一度しか受けられないが、従来より助成額が下がってしまう可能性があるが

(國友支部長)助成の性格上やむを得ないと考える。

学術研究助成金の交付要項変更について審議し、承認した。

次回の理事会はコロナウィルスの状況等を鑑み、時期等を相談しながら開催することを確認し

て理事会は終了。

上記報告内容において相違がないことを確認した。

2020年 6月 30日

支部長 l須 久脅紫珍

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2020年 10月 12 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

会 議 名 2020年度 第 3 回 総務委員会（Web 形式） 

開催日時 
2020年 10 月 7 日(水）  

18 時 00分～20時 00分 
開催場所 Web形式 

出席者名 國友博史、松浦幸広、森光一、大橋一也、木戸屋栄次、小林謙一、高田忠徳、小林正

尚、加藤勝也      合計  9 名 

 

議長･司会 大橋一也 報告者名 加藤勝也 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 2020年度事業報告および事業計画 

3 第 55回中部支部学術大会（第 13回中部放射線医療技術学術大会）準備報告 

4 支部年会準備について 

 支部表彰者の選出 

5 財務委員報告 

6 その他 

 web会議時における会議費（弁当代等）のルールについて 

 本部表彰 梅谷賞推薦について 

 第７８回総会時（２０２２年４月）シンポジウムについて 

 第７９回総会時（２０２３年４月）宿題報告者について 

 2020年度第 2回中部支部学術セミナー準備報告 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 1 本部報告（國友支部長） 

資料にそって報告がされた． 

・Cisco  WebEx （Enterprise Edition），技術学会で 5つのライセンスあり．本部の方でマニュア

ル作成中． 

・大会ごとで契約していたものを、日本放射線技術学会で契約し，地方大会でも利用できるよう

にし，地方支部は３０万円／大会で使用可能． 

 

≪質疑等≫ 

特になし． 

 

議題 2 2020年度事業報告および事業計画（國友支部長） 

・報告 コロナウィルス感染症の関係で活動少なめ． 

・計画 web で CT 研究会等計画中．中部支部としての web 研究会のルールを次の理事会で

決める予定． 

 

≪質疑等≫ 

特になし． 

 

議題 3 第 55回中部支部学術大会（第 13回中部放射線医療技術学術大会）準備報告（松浦監事） 

日時：2021.11.20-21  

場所：金沢歌劇座 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

議題 4 支部年会準備について（國友支部長） 

・CCRT延期の為，今年度会期中の支部年会は開催できない． 

・2020年度第 2回中部支部学術セミナー（現地でも webでも）の中で開催したい． 

・式次および担当者の決定は後日． 

 

・支部表彰者の選出（加藤委員） 

候補者一覧の中から規約に基づき受賞歴がなく，卒後 15 年程度の方を対象として再度

ファイルを作成し，理事会で確認することとなった 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 
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。中間監査実施 (東海 9/2,北陸 9/4)→特に指摘事項なく無事終了したことが報告された。

財務委員報告 (小林財務 )

≪質疑等≫

特になし。

議題 5

議題 6 ・意向調査→委員長を友田達伸 (名 古屋市立大学病院)

。web会議弁当のルールについて確認 した。

・web研究会等の謝金について,支払えるような方向で準備中

。本部表彰へ梅谷賞推薦 として北陸 CT研究会推薦

。第 78回総会時 (2022年 4月 )シンポジウムテーマ 座長等について理事会を決

定する必要あり.

。第 79回総会時 (2ρ 23年 4月 )宿題報告者推薦者を決定する必要あり.

参考 : 2019年度 西出裕子 (2022年度決定)、 小山修司,他にも推薦をしたい.理

事会にて推薦者を募ることが確認された .

。10月 15日 (木)JARTJSRTト ップ会談ライブ配信 .

理事会を 10/9(金)18時から開催することを確認した。

最後に次回の総務委員会はコロナウィルスの状況等を鑑み、時期等を相談しながら開催する

ことを確認して総務委員会は終了

≪質疑等≫

特になし。

上記報告内容において相違がないことを確認した。

2020年 10月 12日

支部長 )銅 久′′′` J́ ′́ ｀

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2020年 10月 16 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

会 議 名 2020年度 第 3 回 理事会（Web 形式） 

開催日時 
2020年 10 月 9 日(金）  

18 時 00分～20時 00分 
開催場所 Web形式 

出席者名 

國友博史、松浦幸広、森光一、大橋一也、木戸屋栄次、小林謙一、高田忠徳、小林正

尚、西本卓矢、永澤直樹、澤田通文、村中良之、能登公也、法橋一生、東出了、山田

薫、西出裕子、石崎宗一郎、江端清和、市川肇、加藤勝也      合計  21 名 

（欠席） 小山修司、廣田真、藤本勝明       合計  3 名 

議長･司会 大橋一也 報告者名 加藤勝也 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 支部役員の意向調査報告 

2 本部報告 

3 2020年度事業報告および事業計画 

4 第 55回中部支部学術大会（第 13回中部放射線医療技術学術大会）準備報告 

5 支部年会準備について 

 支部表彰者の選出 

6 財務委員報告 

7 その他 

 web会議時における会議費（弁当代等）のルールについて 

 本部表彰 梅谷賞推薦について 

 第７８回総会時（２０２２年４月）シンポジウムについて 

 第７９回総会時（２０２３年４月）宿題報告者について 

 2020年度第 2回中部支部学術セミナー準備報告 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題１ 意向調査委員長の友田達伸委員長より下記の通り意向調査報告がされた． 

次期支部長：國友博史 

次期支部監事：小山修司 

次期支部監事：松浦幸広 

 

議題２ 本部報告（國友支部長） 

資料にそって報告がされた． 

・Cisco  WebEx （Enterprise Edition），技術学会で 5つのライセンスあり．本部の方でマニュア

ル作成中． 

・10月 15日（木）JART-JSRT トップ会談ライブ配信が行われる． 

・大会ごとで契約していたものを、日本放射線技術学会で契約し，地方大会でも利用できるよう

にし，地方支部は３０万円／大会で使用可能。次年度秋季大会から使用可能となることが報告

された． 

（西出理事）第 77 回総会学術大会は例年通りの現地開催（web も追加）予定であると報告がさ

れた． 

 

≪質疑等≫ 

（森副支部長）総会参加に関して神奈川へ行った際に富山大学の内規では 14 日間の自宅待

機が必要であるが，そういった声は本部に届いているか？－（西出理事）音声付きの発表のデ

ータで対応可能でペナルティは発生しない方向である． 

（能登理事）会場の入場制限の関係で演題数等の制限もする予定か？－（西出理事）しない．

なるべく発表の機会を作りたい． 

議題３ ・報告 コロナウィルス感染症の関係で活動少なめ． 

・計画 webで CT研究会等計画中．中部支部としての web研究会のルールを次の理事

会で決めたい． 

 

≪質疑等≫ 

（西出理事）まずは質疑応答等は chatを使った形式で徐々に始めて頂きたい．急なト

ラブルに対応することが困難であるため．本部教育委員会が webexサポートを行う． 

（市川研究会代表）ライセンス等の関係で支部の活動を抑えた方が良いか？－（西出理

事）支部の活動を制限するものではないのでぜひ活動を． 

（法橋理事）支部内でのWebex担当だが，どのようにかかわっていけばよいか，認識

の共有をしたい．  

（法橋理事）トラブル対策のためにも事前に録画しておくほうがよいということである

が，他の方法（youtubeなど）でチャット等を用いた方式でも開催してもよいか？－（西

出理事）あくまでも学会がWebexと契約しオフィシャルな方法というだけで各研究会

で工夫して行っていただければと思う． 

（石崎研究会代表）参加者のポイント等の登録などの管理方法について 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 3 第 55回中部支部学術大会（第 13回中部放射線医療技術学術大会）準備報告（松浦監事） 

日時：2021.11.20-21  

場所：金沢歌劇座 

 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

議題 4 支部年会準備について（國友支部長） 

CCRT延期の為，今年度会期中の支部年会は開催できない． 

・2020年度第 2回中部支部学術セミナー（現地でも webでも）の中で開催したい． 

・式次および担当者の決定は後日． 

 

支部表彰者の選出（加藤庶務） 

奨励賞：7－9名 

功労賞：浜松医科大学病院 澤田通文先生，東海学院大学健康福祉学部総合福祉学科 

服部真澄先生 

 

 

≪質疑等≫ 

特になし。 

 

議題 5 財務委員報告（小林財務） 

中間監査実施（東海 9/2，北陸 9/4）→特に指摘事項なく無事終了したことが報告された． 

web会議の会議費について確認した． 

 

≪質疑等≫ 

（石崎研究会代表）講師の先生に対して web 上では現状，雑費等の支給が難しい．本部では

どのようなとらえ方か？－（西出）現状では支給できないが，会議費として弁当代程度は可能と

考える．－（石崎研究会代表）弁当だけでも準備できるのは助かる． 

 

議題 6 その他（國友支部長） 

本部表彰へ梅谷賞推薦として北陸 CT研究会代表の高田忠則先生（金沢大学附属病院）

推薦することが提案され，承認された． 

 

・第７８回総会時（２０２２年４月）シンポジウムテーマ・座長について，テーマ，座

長を来週中に候補をあげる． 
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。第 79回総会時 (2023年 4月 )宿題報告者推薦者を決定する必要あり.

参考 : 2019年度 西出裕子 (2022年度決定)、 小山修司,他にも 2人程度推薦をし

たい.中部支部の発展に寄与した方で推薦者を来週中に,

(大橋副支部長)2020年度第 2回中部支部学術セミナー準備報告

2021年 1月 23日 名古屋市立大学病院で会場は予約 してあるが,開催形式は現状未定 .

(國友支部長)12/5の CCRT会期中の理事会はなし,Wieb形式で平 日に会議を必要に

応 じて行 う

。日本放射線技術史について,松浦監事に連絡を

≪質疑等≫

特になし。

上記報告内容において相違がないことを確認した。

2020年 10月 16日

支部長

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部

)凋 久考輿鰤|‐

)

ヽ
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