
― お知らせ － 

第 25回核医学技術セミナー開催のお知らせ 

 

                                     理 事 長    片渕 哲郎 

担当理事   松本 圭一 

実行委員長   高畑  明 

 

この度、第 25回核医学技術セミナーを、広島県ではじめて開催させていただくこ

ととなりました。 

近年の核医学技術は、核医学診断装置の多様な進化や、客観的な検査結果の

提示など、大きく変化しており、書籍からの知識の習得では不十分なほど、高度な

ものとなっています。今回の核医学技術セミナーのテーマは、今までの知識をさら

に極めるという思いで、「核医学技術を極める」といたしました。 

セミナーの内容は、骨・腫瘍検査にスポットをあて、その基礎から応用まで一貫

した講演を用意いたしており、モダリティとしてもガンマカメラ・SPECT/CT、

PET/CT を網羅したものとなります。新しく核医学検査に従事された方や、ステップ

アップを考えておられる方に、少しでもお役に立てていただけるセミナーにしたいと

いう熱き想いで、「来てみんさい！広島」を合言葉に実行委員一同準備を進めてお

ります。 

3 月の広島は、海の幸も美味しい時期となりますので、広島の食を満喫していた

だけると思います。ご多忙とは存じますが万障お繰り合わせの上、是非ご参加頂

けますよう、ご案内申し上げます。 

 

記 

 

日 時 ： 2018年 3月 10日（土）9:15～15:10 

会 場 ： 広島大学医学部 広仁会館 

〒734-8551 広島市南区霞 1丁目 2番 3号 

テ ー マ ： 『 核医学技術を極める ～来てみんさい！広島～ 』 

定 員 ： 100名（先着順） 

受 講 費 ： 会員 5,000円  非会員 8,000円  学生 2,000円 

申込み期間 ： 2017年 12月 18日～2018年 2月 2日 

申込み方法 ： 核医学技術学会ホームページより 

受講ポイント ： 核医学専門技術者（新規受付は無し）30単位 

核医学専門技師 15単位 



プログラム内容 

8：45～9：15 受付  

9：15～9：30 開会式  

  

午前 骨 「撮像技術から定量まで」 

9：30～09：50  

「骨シンチ撮像の基礎 」 

     JCHO徳山中央病院 放射線部 深見 光葉 先生 

9：50～10：20  

「SPECT SPECT/CTの基礎」 

 岡山済生会総合病院 画像診断科 長谷川 大輔 先生 

10：20～11：00  

「骨領域の定量」 

 島根大学医学部附属病院 放射線部 山本 泰司 先生 

休憩(10分) 

11：10～12：00  

「骨代謝から見た骨核医学」    

川崎医科大学 放射線医学（核医学）教授 曽根 照喜 先生 

 

12：00～13：00（昼食・休憩） 

  

午後 腫瘍 「PET撮像技術と腫瘍診断」 

13：00～13：30   

「FDG-PET/CTの基礎」 

香川大学医学部附属病院 放射線部 森本 真壽 先生 

13：30～14：00   

「FDG-PET/CTの応用」  

広島大学病院 診療支援部 高内 孔明 先生 

休憩(10分) 

14：10～15：00   

「PET 分子イメージングによる腫瘍診断」 

香川大学医学部 放射線医学講座 准教授 山本 由佳 先生 

 

15：00～15：05 受講証授与  

15：05～15：10 閉会式  



お問い合わせ先 

実行委員長  

JA広島総合病院 中央放射線科  高畑 明 

〒738-8503 広島県廿日市市地御前 1-3-3  TEL：0829-36-3111 

E-mail：ayumakotasu@yahoo.co.jp 

セミナー事務局  

広島大学病院 診療支援部 画像診断部門  安部 伸和 

〒734-8551 広島市南区霞 1-2-3  TEL：082-257-5560 

E-mail：abebe@hiroshima-u.ac.jp 

 

 

会場へのアクセス 

広島大学医学部 広仁会館 

〒734-8551 広島市南区霞 1丁目 2番 3号 

 

＜広島駅から＞ 

・広島電鉄バス 5号線 

「大学病院」行き → 「大学病院（終点）」下車 〔所要時間：約 15分〕 

・広島バス 26-1号（旭町）線 

「段原・旭町」行き → 「大学病院入口」下車 〔所要時間：約 15分〕 

 

＜広島バスセンターから＞ 

・紙屋町県庁前バス停まで徒歩 

広島バス 23号・23-1号線 

「大学病院」行き → 「大学病院（終点）」下車 〔所要時間：約 20分〕 

 

＜広島港から＞ 

市内電車 広電 5番 

「広島駅」行き → 「比治山橋」下車 〔所要時間：約 15分〕 

⇒乗り換え 

・広島バス 23号線 

「大学病院」行き → 「大学病院（終点）」下車 〔所要時間：約 5分〕 

・広島電鉄バス 10号線 

「大学病院経由旭町」行き → 「大学病院前」下車 〔所要時間：約 9分〕 
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申し込みから受講までの流れ 

 下記の注意事項をご熟読の上、お申し込みください 

 学会ホームページにて申し込み方法の確認を行う  

↓ 

 １）学会ホームページから申し込みを行う  

↓  

 ２）自動返信メールが届く  

↓ 

 ３）期日までに指定口座に受講費を振り込む  

↓ 

４）セミナー事務局から「入金確認・受付完了・受講番号通知」メールが届く 

↓ 

５）受講当日、受付にて「受講決定通知書」を提示し、領収書を受け取る 

↓ 

  受  講   

 

１） 学会HP（http://plaza.umin.ac.jp/jsnmt/）より「セミナーのご案内」に入り、申込

みをして下さい 



２） 自動返信のメールが届きますので、振込期日等注意事項をよくお読み下さい 

３） 期日までに必ず入金をして下さい 

４） 下記の口座に受講費（会員 5,000 円、非会員 8,000 円、学生 2,000 円）を振り

込んで下さい 振込手数料は、申込者の負担でお願いします 

銀行名：住信 SBIネット銀行 

金融機関コード：0038（銀行コード） 

支店名：法人第一支店 

支店コード：106 

預金種類：普通 

口座番号：1038010 

口座名：特定非営利活動法人日本核医学技術学会 

＊受取人（振込宛名）の入力は、トクヒ）ニホンカクイガクギジユツガツ

カイ と入力して下さい 注）受取人名は全て大文字です（×ュッ○ユツ） 

５） 申し込みフォームは申込者ごとに必ずご記入下さい 

６） 受講費を複数人分一括で振り込まれた場合は、それぞれの申込みフォーム

の特記欄にその旨を記入して本部事務局にお送り下さい 

７） 受講受付の確認は、第 25 回核医学技術セミナー事務局から返信する電子メ

ール（受付番号を記載した「受講決定通知書」）をご確認下さい 

８） 返信された「受講決定通知書」をプリントアウトして、当日 会場受付へご提示

ください 受講テキストと受講費の領収書をお渡しします（セミナー開催日まで

に領収書が必要な方は、申込みフォームの特記欄にその旨を記入して下さい 

領収書を郵送させていただきます） 

 

※申込みフォームが何らかの理由で開けない環境の方は、電子メールに下記の

項目を記入してお送り下さい 

１．入金年月日（平成 30年 2月 9日というような形式でお願いします） 

２．参加者氏名（ふりがなもお願いします） 

３．振込口座の名義人（参加者と同一の場合は省略可能です） 

４．会員番号（非会員の場合は「非会員」と記入して下さい） 

５．参加者の施設名（所属部署まで忘れずに記入して下さい） 

６．連絡先住所（※連絡先を所属施設にされた方は、施設名と所属部署名の

記入をお忘れにならないようにお願いします） 

７．連絡先電話番号 

８．連絡先メールアドレス 

※振込期日を過ぎてから受講費を振り込まれても準備の関係で確認ができません 

期日に遅れる場合は必ず核医学技術学会事務局までご連絡下さい 


