
8888月月月月21212121日日日日（（（（月月月月））））第第第第1111日目日目日目日目　　　　午後午後午後午後

14:0014:0014:0014:00

～～～～14141414::::05050505

14:0514:0514:0514:05

～～～～16:0016:0016:0016:00

山崎茂樹山崎茂樹山崎茂樹山崎茂樹　　（　　（　　（　　（JFEJFEJFEJFE　　　　PPPP＆＆＆＆SSSS））））

日朝俊一日朝俊一日朝俊一日朝俊一　　（　　（　　（　　（住友重機械住友重機械住友重機械住友重機械））））

関川克巳関川克巳関川克巳関川克巳　　（　　（　　（　　（島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所））））

新井教郎新井教郎新井教郎新井教郎　　（　　（　　（　　（GEGEGEGE横河横河横河横河MSMSMSMS））））

小田川哲郎小田川哲郎小田川哲郎小田川哲郎　（　（　（　（SIEMENSSIEMENSSIEMENSSIEMENS ））））

斎藤斎藤斎藤斎藤　　　　聡聡聡聡　　（　　（　　（　　（東芝東芝東芝東芝））））

新田浩一新田浩一新田浩一新田浩一　　（　　（　　（　　（PHILIPSPHILIPSPHILIPSPHILIPS ／／／／日立日立日立日立））））

佐藤俊彦佐藤俊彦佐藤俊彦佐藤俊彦　　（　　（　　（　　（ドクターネットドクターネットドクターネットドクターネット））））

泉田龍男泉田龍男泉田龍男泉田龍男　　（　　（　　（　　（日立製作所日立製作所日立製作所日立製作所））））

金野正晴金野正晴金野正晴金野正晴　　（（　　（（　　（（　　（（株株株株））））フジタフジタフジタフジタ））））

16:0016:0016:0016:00

～～～～17:3017:3017:3017:30 ((((名古屋放射線診断名古屋放射線診断名古屋放射線診断名古屋放射線診断クリニッククリニッククリニッククリニック))))

((((大雄会病院大雄会病院大雄会病院大雄会病院))))

秋山一義秋山一義秋山一義秋山一義　　　　他他他他

小野光弘小野光弘小野光弘小野光弘　　　　他他他他

相澤信行相澤信行相澤信行相澤信行　　　　他他他他

土田康久土田康久土田康久土田康久　　　　他他他他

高見元敞高見元敞高見元敞高見元敞　　　　他他他他

中西加代中西加代中西加代中西加代　　　　他他他他

大塚信昭大塚信昭大塚信昭大塚信昭　　　　他他他他

井上井上井上井上　　　　武武武武　　　　他他他他

17:3017:3017:3017:30

～～～～18:1018:1018:1018:10

18:1018:1018:1018:10 部屋部屋部屋部屋：：：：ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン名古屋名古屋名古屋名古屋　　　　4F4F4F4F「「「「桜園桜園桜園桜園のののの間間間間」」」」

～～～～19:3019:3019:3019:30 　　　　　　　　　　　　運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会（（（（夕食夕食夕食夕食））））

日時日時日時日時 会場会場会場会場：：：：ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン名古屋名古屋名古屋名古屋（（（（名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル＝＝＝＝受付受付受付受付・・・・夕食夕食夕食夕食))))　　　　セッションセッションセッションセッション（（（（演題演題演題演題・・・・所属所属所属所属・・・・発表者等発表者等発表者等発表者等））））

21212121日日日日（（（（月月月月））））
部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F扇扇扇扇のののの間間間間

開講挨拶開講挨拶開講挨拶開講挨拶　　　　大会長大会長大会長大会長　　　　西尾正美西尾正美西尾正美西尾正美（（（（名古屋放射線診断名古屋放射線診断名古屋放射線診断名古屋放射線診断クリニッククリニッククリニッククリニック））））

部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F扇扇扇扇のののの間間間間

ワークインプログレスワークインプログレスワークインプログレスワークインプログレス　　　　司会司会司会司会　　　　　　　　    井戸達雄井戸達雄井戸達雄井戸達雄（（（（福井大福井大福井大福井大））））

　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　        飯田昭彦飯田昭彦飯田昭彦飯田昭彦（（（（名古屋総合名古屋総合名古屋総合名古屋総合リハリハリハリハ））））

＜＜＜＜薬剤合成薬剤合成薬剤合成薬剤合成、、、、機器機器機器機器＞＞＞＞

1111．．．．JFEJFEJFEJFEのののの小型分注装置小型分注装置小型分注装置小型分注装置

2222．．．．住重住重住重住重ののののPETPETPETPETシステムシステムシステムシステム

＜＜＜＜PETPETPETPETカメラカメラカメラカメラ＞＞＞＞

3333．．．．島津島津島津島津PET-CTPET-CTPET-CTPET-CT のののの最新情報最新情報最新情報最新情報

4444．．．．GEGEGEGE社社社社PET-CTPET-CTPET-CTPET-CT のののの将来展望将来展望将来展望将来展望とととと最新技術最新技術最新技術最新技術

5555．．．．シーメンスシーメンスシーメンスシーメンス社製社製社製社製Hybrid SystemHybrid SystemHybrid SystemHybrid System 最新情報最新情報最新情報最新情報

6666．．．．東芝製東芝製東芝製東芝製PET-CTPET-CTPET-CTPET-CT 装置装置装置装置AquiduoAquiduoAquiduoAquiduo のののの最新情報最新情報最新情報最新情報

7777．．．．フィリップスフィリップスフィリップスフィリップス最新最新最新最新PET-CTPET-CTPET-CTPET-CT

＜＜＜＜関連産業関連産業関連産業関連産業＞＞＞＞

8888．．．．PACSPACSPACSPACS＆＆＆＆PMSPMSPMSPMS＆＆＆＆Tele RadiologyTele RadiologyTele RadiologyTele Radiology

9999．．．．日立製作所日立製作所日立製作所日立製作所ののののPETPETPETPETビジネスビジネスビジネスビジネスのののの紹介紹介紹介紹介とととと実績実績実績実績

10.10.10.10.コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート遮蔽体遮蔽体遮蔽体遮蔽体のののの低放射化設計低放射化設計低放射化設計低放射化設計

部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F扇扇扇扇のののの間間間間

新施設紹介新施設紹介新施設紹介新施設紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会司会司会司会　　　　　　　　西尾正美西尾正美西尾正美西尾正美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山根登茂彦山根登茂彦山根登茂彦山根登茂彦

１１１１．．．．あんしんあんしんあんしんあんしん会四谷会四谷会四谷会四谷メディカルキューブメディカルキューブメディカルキューブメディカルキューブ

２２２２．．．．湘南厚木病院湘南湘南厚木病院湘南湘南厚木病院湘南湘南厚木病院湘南あつぎあつぎあつぎあつぎクリニッククリニッククリニッククリニック

３３３３．．．．静岡徳洲会病院静岡徳洲会病院静岡徳洲会病院静岡徳洲会病院ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴセンターセンターセンターセンター

４４４４．．．．トヨタトヨタトヨタトヨタ記念病院記念病院記念病院記念病院

５５５５．．．．大道会森之宮大道会森之宮大道会森之宮大道会森之宮クリニッククリニッククリニッククリニック

６６６６．．．．兵庫県立成人病兵庫県立成人病兵庫県立成人病兵庫県立成人病センターセンターセンターセンター

部屋部屋部屋部屋：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル

　　　　　　　　　　　　3F3F3F3F「「「「富士富士富士富士」　」　」　」　及及及及びびびび　　　　5F5F5F5F「「「「鶴鶴鶴鶴｣｣｣｣

　　　　　　　　　　　　夕食夕食夕食夕食（（（（クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルごごごご宿泊者様宿泊者様宿泊者様宿泊者様））））

７７７７．．．．葵会広島平和葵会広島平和葵会広島平和葵会広島平和クリニッククリニッククリニッククリニック

８８８８．．．．国立病院機構四国国立病院機構四国国立病院機構四国国立病院機構四国がんがんがんがんセンターセンターセンターセンター

休憩休憩休憩休憩（（（（会場移動会場移動会場移動会場移動））））



8888月月月月21212121日日日日（（（（月月月月））））第第第第1111日目日目日目日目　　　　午後午後午後午後

19:3019:3019:3019:30 夜夜夜夜のののの学校学校学校学校－－－－臨床臨床臨床臨床１１１１　　　　部屋部屋部屋部屋：：：：7F7F7F7F「「「「欅欅欅欅」」」」 夜夜夜夜のののの学校学校学校学校－－－－臨床臨床臨床臨床２２２２　　　　部屋部屋部屋部屋：：：：6F6F6F6F「「「「木曽木曽木曽木曽」」」」

～～～～21:3021:3021:3021:30 －－－－PETPETPETPETのののの管理管理管理管理、、、、看護看護看護看護、、、、被曝低減被曝低減被曝低減被曝低減－－－－ －－－－FDG-PETFDG-PETFDG-PETFDG-PET はははは     がんをがんをがんをがんを診断診断診断診断できるのかできるのかできるのかできるのか？－？－？－？－

司会司会司会司会　　　　　　　　佐佐佐佐々々々々木將博木將博木將博木將博（（（（姫路中央姫路中央姫路中央姫路中央）））） 司会司会司会司会　　　　　　　　小口和浩小口和浩小口和浩小口和浩((((相澤相澤相澤相澤))))

　　　　　　　　　　　　　　　　山下英二山下英二山下英二山下英二　（　（　（　（名古屋放射名古屋放射名古屋放射名古屋放射））））                                                     加古伸雄加古伸雄加古伸雄加古伸雄((((木沢記念木沢記念木沢記念木沢記念))))

1111．．．．PETPETPETPETクリニッククリニッククリニッククリニックにおけるにおけるにおけるにおける職員被曝職員被曝職員被曝職員被曝　－　－　－　－第第第第2222報報報報－－－－ 1111．．．．右上腹部右上腹部右上腹部右上腹部ににににリングリングリングリング状高集積状高集積状高集積状高集積をきたしたをきたしたをきたしたをきたした症例症例症例症例

川畑健悟川畑健悟川畑健悟川畑健悟（（（（宮崎鶴田宮崎鶴田宮崎鶴田宮崎鶴田）　）　）　）　他他他他 中條正豊中條正豊中條正豊中條正豊（（（（厚地記念厚地記念厚地記念厚地記念）　）　）　）　他他他他

2222．．．．浜松浜松浜松浜松PETPETPETPET検診検診検診検診センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける従事者被従事者被従事者被従事者被ばくのばくのばくのばくの現状現状現状現状 2222．．．．PET/CTPET/CTPET/CTPET/CT をををを用用用用いたがんいたがんいたがんいたがん検診検診検診検診のののの結果結果結果結果についてについてについてについて

二二二二ツツツツ橋橋橋橋　　　　昌実昌実昌実昌実（（（（浜浜浜浜ホトホトホトホト）　）　）　）　他他他他 奥村奥村奥村奥村     能啓能啓能啓能啓（（（（岡山旭東岡山旭東岡山旭東岡山旭東）　）　）　）　他他他他

3333．．．．FDGFDGFDGFDG自動注入装置導入自動注入装置導入自動注入装置導入自動注入装置導入にににに伴伴伴伴うううう個人被曝線量低減個人被曝線量低減個人被曝線量低減個人被曝線量低減についてについてについてについて 3333．．．．当院当院当院当院におけるにおけるにおけるにおけるFDG PET-CTFDG PET-CTFDG PET-CTFDG PET-CT 診療診療診療診療－－－－肺肺肺肺がんがんがんがん症例症例症例症例のののの検討検討検討検討－－－－

小林貴博小林貴博小林貴博小林貴博（（（（大雄会大雄会大雄会大雄会）　）　）　）　他他他他 小笠原小笠原小笠原小笠原     伸彦伸彦伸彦伸彦（（（（福岡和白福岡和白福岡和白福岡和白）　）　）　）　他他他他

4444．．．．自動注入装置自動注入装置自動注入装置自動注入装置((((ＭＭＭＭ130)130)130)130)のののの漏洩線量漏洩線量漏洩線量漏洩線量にににに対対対対するするするする追加遮蔽追加遮蔽追加遮蔽追加遮蔽のののの検討検討検討検討 4444．．．．FDG PETFDG PETFDG PETFDG PET がんがんがんがん検診検診検診検診におけるにおけるにおけるにおける大腸大腸大腸大腸のののの偽陽性例偽陽性例偽陽性例偽陽性例のののの検討検討検討検討

望月芳和望月芳和望月芳和望月芳和（（（（西台西台西台西台クククク）　）　）　）　他他他他 村野剛志村野剛志村野剛志村野剛志（（（（国立国立国立国立がんがんがんがん）　）　）　）　他他他他

5555．．．．PETPETPETPETセンターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける看護師看護師看護師看護師のののの被曝低減被曝低減被曝低減被曝低減のののの試試試試みみみみ

阿部千恵子阿部千恵子阿部千恵子阿部千恵子（（（（仙台厚生仙台厚生仙台厚生仙台厚生））））　　　　他他他他 以後以後以後以後　　　　討論討論討論討論　　　　症例検討症例検討症例検討症例検討などなどなどなど

6666．．．．PETPETPETPETセンターセンターセンターセンター内内内内のののの環境環境環境環境　－　－　－　－看護師看護師看護師看護師のののの被曝被曝被曝被曝－－－－

中野真理子中野真理子中野真理子中野真理子（（（（名古屋放射名古屋放射名古屋放射名古屋放射）　）　）　）　他他他他

7777．．．．PETPETPETPETってってってって何何何何？？？？というというというという発言発言発言発言００００をををを目指目指目指目指してしてしてして

　　　　－　　　　－　　　　－　　　　－PETPETPETPET研修研修研修研修をををを導入導入導入導入したしたしたした経緯経緯経緯経緯とととと効果効果効果効果－－－－

辰巳早百合辰巳早百合辰巳早百合辰巳早百合（（（（済生会中津済生会中津済生会中津済生会中津）　）　）　）　他他他他

8888．．．．PETPETPETPET検査受診者検査受診者検査受診者検査受診者のののの不安軽減不安軽減不安軽減不安軽減

　　　－　　　－　　　－　　　－看護師看護師看護師看護師のののの立場立場立場立場からからからから－－－－ ソフトソフトソフトソフト提供提供提供提供::::ＧＥＧＥＧＥＧＥ横河横河横河横河メディカルシステムメディカルシステムメディカルシステムメディカルシステム株式会社株式会社株式会社株式会社

金山裕子金山裕子金山裕子金山裕子（（（（西台西台西台西台クリクリクリクリ）　）　）　）　他他他他

9999．．．．PETPETPETPET健診受診者健診受診者健診受診者健診受診者のののの追跡調査追跡調査追跡調査追跡調査とそのとそのとそのとその実態実態実態実態

吉田吉田吉田吉田ひとみひとみひとみひとみ（（（（大雄会大雄会大雄会大雄会）　）　）　）　他他他他

10101010．．．．仙台厚生病院仙台厚生病院仙台厚生病院仙台厚生病院におけるにおけるにおけるにおけるPETPETPETPETセンターセンターセンターセンターのののの運用方法運用方法運用方法運用方法

石川石川石川石川　　　　泉泉泉泉（（（（仙台厚生仙台厚生仙台厚生仙台厚生）　）　）　）　他他他他

21:3021:3021:3021:30

～～～～23232323：：：：30303030

日時日時日時日時 夜夜夜夜のののの学校学校学校学校　　　　会場会場会場会場：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル((((４４４４部屋部屋部屋部屋にてにてにてにて))))

21212121日日日日（（（（月月月月））））

部屋部屋部屋部屋：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル　　　　４４４４FFFF「「「「竹竹竹竹」　」　」　」　二次会二次会二次会二次会



8888月月月月21212121日日日日（（（（月月月月））））第第第第1111日目日目日目日目　　　　午後午後午後午後

19:3019:3019:3019:30 夜夜夜夜のののの学校学校学校学校－－－－脳脳脳脳　　　　部屋部屋部屋部屋：：：：7F7F7F7F「「「「橘橘橘橘」」」」 夜夜夜夜のののの学校学校学校学校－－－－化学化学化学化学　　　　部屋部屋部屋部屋：：：：7F7F7F7F「「「「葵葵葵葵」」」」

～～～～21:3021:3021:3021:30
「「「「PETPETPETPETのののの原原原原点点点点－－－－脳脳脳脳ののののPETPETPETPETをををを見見見見直直直直そそそそうううう」」」」～～～～現現現現状状状状分分分分析析析析とととと
最近最近最近最近のののの話題話題話題話題～～～～

司会司会司会司会　　　　籏野健太郎籏野健太郎籏野健太郎籏野健太郎（（（（長寿研長寿研長寿研長寿研））））

司会司会司会司会　　　　千田道雄千田道雄千田道雄千田道雄（（（（先端医先端医先端医先端医））））

　　　　　　　　　　　　伊藤健吾伊藤健吾伊藤健吾伊藤健吾（（（（長寿研長寿研長寿研長寿研））））

１１１１．．．．脳脳脳脳ののののＰＰＰＰＥＥＥＥＴＴＴＴははははどどどどれれれれくくくくららららいいいい実実実実施施施施さささされれれれてててていいいいるるるるかかかか？？？？――――
全国全国全国全国アンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果結果結果結果からからからから――――（（（（25252525分分分分））））

1111．．．．フッフッフッフッ素素素素－－－－18181818

伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　浩浩浩浩（（（（放医研放医研放医研放医研）））） 籏野健太郎籏野健太郎籏野健太郎籏野健太郎（（（（長寿研長寿研長寿研長寿研）　）　）　）　他他他他

２２２２．．．．最最最最近近近近ののののＰＰＰＰＥＥＥＥＴＴＴＴ（（（（PET/CTPET/CTPET/CTPET/CT ））））装装装装置置置置やややや３３３３ＤＤＤＤ専専専専用用用用機機機機
でででで、、、、O-15O-15O-15O-15ガスガスガスガスができるかができるかができるかができるか？（？（？（？（20202020分分分分））））

2222．．．．ヨウヨウヨウヨウ素素素素－－－－124124124124､､､､臭素臭素臭素臭素－－－－76767676

岡沢秀彦岡沢秀彦岡沢秀彦岡沢秀彦　（　（　（　（福井大福井大福井大福井大）））） 福村利光福村利光福村利光福村利光（（（（放医研放医研放医研放医研）　）　）　）　他他他他

３３３３．．．．ＰＰＰＰＥＥＥＥＴＴＴＴカカカカメメメメララララのののの機機機機種種種種とととと収収収収集集集集法法法法にににによよよよっっっってててて脳脳脳脳FDGFDGFDGFDG
のののの分布分布分布分布がががが変変変変わるわるわるわる奇怪奇怪奇怪奇怪（（（（20202020分分分分））））

3333．．．．炭素炭素炭素炭素－－－－11111111

石井賢二石井賢二石井賢二石井賢二（（（（都老研都老研都老研都老研）））） 加藤孝一加藤孝一加藤孝一加藤孝一（（（（放医研放医研放医研放医研）　）　）　）　他他他他

４４４４．．．．アアアアルルルルツツツツハハハハイイイイママママーーーー病病病病にににに対対対対すすすするるるる脳脳脳脳FDGFDGFDGFDGののののエエエエビビビビデデデデンンンン
ススススをめざしてをめざしてをめざしてをめざして（（（（20202020分分分分））））

4444．．．．動脈硬化動脈硬化動脈硬化動脈硬化イメージングイメージングイメージングイメージング

千田道雄千田道雄千田道雄千田道雄（（（（先端医先端医先端医先端医）））） 小川美香子小川美香子小川美香子小川美香子（（（（浜医大浜医大浜医大浜医大）　）　）　）　他他他他

５５５５．．．．ＰＰＰＰＥＥＥＥＴＴＴＴ脳脳脳脳検検検検診診診診はははは成成成成りりりり立立立立つつつつかかかか？？？？――――（（（（１１１１））））全全全全国国国国アアアアンンンン
ケートケートケートケートのののの結果結果結果結果からからからから――――（（（（11110000分分分分））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤健吾伊藤健吾伊藤健吾伊藤健吾（（（（長寿研長寿研長寿研長寿研））））

６６６６．．．．ＰＰＰＰＥＥＥＥＴＴＴＴ脳脳脳脳検検検検診診診診はははは成成成成りりりり立立立立つつつつかかかか？？？？――――（（（（２２２２））））先先先先駆駆駆駆的的的的施施施施
設設設設からのからのからのからの報告報告報告報告――――（（（（25252525分分分分））））

西澤貞彦西澤貞彦西澤貞彦西澤貞彦（（（（浜松浜松浜松浜松PETPETPETPET））））

21:3021:3021:3021:30

～～～～23:3023:3023:3023:30

日時日時日時日時 夜夜夜夜のののの学校学校学校学校　　　　会場会場会場会場：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル((((４４４４部屋部屋部屋部屋にてにてにてにて))))

21212121日日日日（（（（月月月月））））

部屋部屋部屋部屋：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル　　　　４４４４FFFF「「「「竹竹竹竹」　」　」　」　二次会二次会二次会二次会



8888月月月月22222222日日日日（（（（火火火火））））第第第第2222日目日目日目日目　　　　午前午前午前午前

日時日時日時日時

7:30(7:00)7:30(7:00)7:30(7:00)7:30(7:00) 部屋部屋部屋部屋：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル 部屋部屋部屋部屋：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル

～～～～9999::::00000000 　　　　　　　　3F3F3F3F富士富士富士富士 　　　　　　　　　　　　5F5F5F5F鶴鶴鶴鶴

　　　　朝食朝食朝食朝食バイキングバイキングバイキングバイキング7777::::00000000～～～～((((クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルごごごご宿泊者宿泊者宿泊者宿泊者
様様様様))))

　　　　　　　　　　　　施設代表会議施設代表会議施設代表会議施設代表会議（（（（朝食朝食朝食朝食）　）　）　）　7777::::30303030～～～～

9:109:109:109:10 部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F金扇金扇金扇金扇のののの間間間間 部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F銀扇銀扇銀扇銀扇のののの間間間間（（（（9:109:109:109:10～～～～12:0012:0012:0012:00））））

～～～～11111111::::00000000 シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 【【【【分子分子分子分子イメージングイメージングイメージングイメージング－－－－研究研究研究研究、、、、薬効評価薬効評価薬効評価薬効評価】】】】

司会司会司会司会　　　　井上登美夫井上登美夫井上登美夫井上登美夫（（（（横浜市大横浜市大横浜市大横浜市大）））） 司会司会司会司会　　　　菅野菅野菅野菅野　　　　巌巌巌巌（（（（放医研放医研放医研放医研））））

【【【【PETPETPETPET検診検診検診検診にににに未来未来未来未来はあるかはあるかはあるかはあるか】】】】 　　　　　　　　　　　　渡辺恭良渡辺恭良渡辺恭良渡辺恭良（（（（大阪市大大阪市大大阪市大大阪市大））））

アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果　　　　南本亮吾南本亮吾南本亮吾南本亮吾（（（（横浜市大横浜市大横浜市大横浜市大))))

　　　　　　　　以下講演以下講演以下講演以下講演 　　　　渡辺恭良渡辺恭良渡辺恭良渡辺恭良　（　（　（　（大阪市大大阪市大大阪市大大阪市大））））

寺内隆司寺内隆司寺内隆司寺内隆司　（　（　（　（国立国立国立国立がんがんがんがん）））） 　　　　藤林靖久藤林靖久藤林靖久藤林靖久　（　（　（　（福井大福井大福井大福井大））））

宇野公一宇野公一宇野公一宇野公一　（　（　（　（西台西台西台西台クリニッククリニッククリニッククリニック）））） 　　　　西村伸太郎西村伸太郎西村伸太郎西村伸太郎（（（（先端医学薬学研究先端医学薬学研究先端医学薬学研究先端医学薬学研究））））

陣之内正史陣之内正史陣之内正史陣之内正史（（（（厚地記念病院厚地記念病院厚地記念病院厚地記念病院））））

【【【【医療関係新聞記事掲載医療関係新聞記事掲載医療関係新聞記事掲載医療関係新聞記事掲載のののの流流流流れれれれ】】】】

片岡片岡片岡片岡　　　　太太太太（（（（読売新聞中部支社読売新聞中部支社読売新聞中部支社読売新聞中部支社　　　　編集委員編集委員編集委員編集委員））））

11:0011:0011:0011:00 部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F金扇金扇金扇金扇のののの間間間間

～～～～12121212::::00000000 フィルムリーディングフィルムリーディングフィルムリーディングフィルムリーディング

司会司会司会司会　　　　岡村光英岡村光英岡村光英岡村光英（（（（済生会中津済生会中津済生会中津済生会中津））））

　　　　　　　　　　　　加藤隆司加藤隆司加藤隆司加藤隆司（（（（長寿研長寿研長寿研長寿研））））

出題出題出題出題　　　　山根登茂彦山根登茂彦山根登茂彦山根登茂彦（（（（大雄会大雄会大雄会大雄会））））

　　　　　　　　　　　　山口慶一郎山口慶一郎山口慶一郎山口慶一郎（（（（仙台厚生仙台厚生仙台厚生仙台厚生））））

　　　　　　　　　　　　加藤克彦加藤克彦加藤克彦加藤克彦（（（（名大名大名大名大））））

　　　　　　　　　　　　岡村光英岡村光英岡村光英岡村光英（（（（済生会中津済生会中津済生会中津済生会中津））））

ソフトソフトソフトソフト提供提供提供提供::::ピーピーピーピー････エスエスエスエス････ピーピーピーピー株式会社株式会社株式会社株式会社

12:0012:0012:0012:00 部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F金扇金扇金扇金扇のののの間間間間、、、、銀扇銀扇銀扇銀扇のののの間間間間 部屋部屋部屋部屋：：：：4444FFFF「「「「竹園竹園竹園竹園」」」」

～～～～13131313::::00000000 昼食昼食昼食昼食 臨床臨床臨床臨床PETPETPETPET推進会議推進会議推進会議推進会議　　　　理事会理事会理事会理事会（（（（昼食昼食昼食昼食））））

13:0013:0013:0013:00

～～～～14141414::::00000000

司会司会司会司会　　　　千田道雄千田道雄千田道雄千田道雄（（（（先端医療先端医療先端医療先端医療））））

((((21212121日日日日14141414::::00000000～～～～22222222日日日日10101010::::00000000までまでまでまで6666FFFF欅欅欅欅のののの間間間間ををををﾌｨﾙﾑﾘｰﾃﾌｨﾙﾑﾘｰﾃﾌｨﾙﾑﾘｰﾃﾌｨﾙﾑﾘｰﾃﾞ゙゙゙ｨﾝｨﾝｨﾝｨﾝ
ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾑﾙｰﾑﾙｰﾑﾙｰﾑにににに開放開放開放開放しておりますしておりますしておりますしております。。。。解答解答解答解答をををを応募箱応募箱応募箱応募箱にににに入入入入れてれてれてれて
くださいくださいくださいください。。。。懇親会懇親会懇親会懇親会にてにてにてにて優秀解答者表彰優秀解答者表彰優秀解答者表彰優秀解答者表彰、、、、記念品進呈記念品進呈記念品進呈記念品進呈
がございますがございますがございますがございます。。。。))))

22222222日日日日（（（（火火火火））））

会場会場会場会場：：：：ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン名古屋名古屋名古屋名古屋（（（（名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル＝＝＝＝朝食朝食朝食朝食････施設代表会議施設代表会議施設代表会議施設代表会議))))　　　　セッションセッションセッションセッション（（（（演題演題演題演題・・・・所属所属所属所属・・・・発表者等発表者等発表者等発表者等））））

会場会場会場会場：：：：ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン名古屋名古屋名古屋名古屋　　　　セッションセッションセッションセッション（（（（演題演題演題演題・・・・所属所属所属所属・・・・発表者等発表者等発表者等発表者等））））

部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F金扇金扇金扇金扇のののの間間間間

特別講演特別講演特別講演特別講演【【【【Current Status of PET Current Status of PET Current Status of PET Current Status of PET & & & & Cyclotron in KoreaCyclotron in KoreaCyclotron in KoreaCyclotron in Korea】　】　】　】　MyungMyungMyungMyung----Chul LeeChul LeeChul LeeChul Lee（（（（ソウルソウルソウルソウル大学大学大学大学））））



8888月月月月22222222日日日日（（（（火火火火））））第第第第2222日目日目日目日目　　　　午後午後午後午後

日時日時日時日時

14:1014:1014:1014:10 部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F金扇金扇金扇金扇のののの間間間間 部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F銀扇銀扇銀扇銀扇のののの間間間間（（（（14:1014:1014:1014:10～～～～17:0017:0017:0017:00））））

～～～～15151515::::50505050 教育講演教育講演教育講演教育講演 一般演題一般演題一般演題一般演題

【【【【FDG-PETFDG-PETFDG-PETFDG-PET －－－－臨床臨床臨床臨床のののの立場立場立場立場からからからから】】】】 司会司会司会司会　　　　玉木長良玉木長良玉木長良玉木長良　　（　　（　　（　　（北大北大北大北大））））

　　　　　　　　　　　　日下部日下部日下部日下部きよきよきよきよ子子子子（（（（東京女子医東京女子医東京女子医東京女子医））））

司会司会司会司会　　　　安田聖栄安田聖栄安田聖栄安田聖栄（（（（東海大東海大東海大東海大）））） 1. 1. 1. 1. 脳脳脳脳FDG-PETFDG-PETFDG-PETFDG-PET におけるにおけるにおけるにおける撮像法撮像法撮像法撮像法のののの違違違違いによるいによるいによるいによる画像画像画像画像のののの相違相違相違相違

　　　　　　　　　　　　有澤有澤有澤有澤　　　　淳淳淳淳（（（（ハイメディックハイメディックハイメディックハイメディック）））） 岡崎紀雄岡崎紀雄岡崎紀雄岡崎紀雄（（（（西台西台西台西台クククク）　）　）　）　他他他他

1.1.1.1.頭頚部頭頚部頭頚部頭頚部　　　　　　　　不破信和不破信和不破信和不破信和（（（（愛知愛知愛知愛知がんがんがんがん）））） 2222．．．．転移性脳腫瘍転移性脳腫瘍転移性脳腫瘍転移性脳腫瘍のののの定位放射線治療後定位放射線治療後定位放射線治療後定位放射線治療後のののの増大病変増大病変増大病変増大病変のののの評価評価評価評価：：：：

2.2.2.2.胸部胸部胸部胸部　　　　　　　　　　　　原原原原　　　　眞咲眞咲眞咲眞咲（（（（名市大名市大名市大名市大））））                 再発再発再発再発とととと放射線壊死放射線壊死放射線壊死放射線壊死のののの鑑別鑑別鑑別鑑別

3.3.3.3.肝肝肝肝・・・・膵臓膵臓膵臓膵臓　　　　東東東東　　　　達也達也達也達也（（（（京大京大京大京大）））） 森森森森　　　　美雅美雅美雅美雅（（（（名古屋共立名古屋共立名古屋共立名古屋共立）　）　）　）　他他他他

4.4.4.4.消化管消化管消化管消化管　　　　　　　　中本裕士中本裕士中本裕士中本裕士（（（（京大京大京大京大））））

5.5.5.5.骨盤骨盤骨盤骨盤　　　　　　　　　　　　松尾義朋松尾義朋松尾義朋松尾義朋（（（（西台西台西台西台）））） 3333．．．．3 D-LSO-PET/CT(biograph16)3 D-LSO-PET/CT(biograph16)3 D-LSO-PET/CT(biograph16)3 D-LSO-PET/CT(biograph16) によるによるによるによる15O15O15O15Oガスガスガスガスをををを使使使使ったったったった

                脳脳脳脳PETPETPETPET検査検査検査検査にににに関関関関するするするする基礎的検討基礎的検討基礎的検討基礎的検討

田所匡典田所匡典田所匡典田所匡典（（（（藤田保健大藤田保健大藤田保健大藤田保健大）　）　）　）　他他他他

16:0016:0016:0016:00 部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F金扇金扇金扇金扇のののの間間間間 4. NH34. NH34. NH34. NH3によるによるによるによる脳血流脳血流脳血流脳血流PETPETPETPETにおけるにおけるにおけるにおけるSUVSUVSUVSUV評価評価評価評価のののの試試試試みみみみ

～～～～17:0017:0017:0017:00 パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション１１１１ 安楽弘一安楽弘一安楽弘一安楽弘一（（（（相澤病院相澤病院相澤病院相澤病院）　）　）　）　他他他他

【【【【FDGFDGFDGFDG供給供給供給供給

－－－－如何如何如何如何にににに有効利用有効利用有効利用有効利用するかするかするかするか】】】】 5555．．．．慢性硬化性唾液腺炎慢性硬化性唾液腺炎慢性硬化性唾液腺炎慢性硬化性唾液腺炎ののののFDG-PET/CTFDG-PET/CTFDG-PET/CTFDG-PET/CT

宗近宏次宗近宏次宗近宏次宗近宏次（（（（南東北病院南東北病院南東北病院南東北病院）　）　）　）　他他他他

司会司会司会司会　　　　加藤克彦加藤克彦加藤克彦加藤克彦（（（（名大名大名大名大））））

　　　　　　　　　　　　塩見塩見塩見塩見　　　　進進進進（（（（大阪市大大阪市大大阪市大大阪市大）））） ６６６６．．．．気管支腫瘤気管支腫瘤気管支腫瘤気管支腫瘤のののの2222例例例例

永田永田永田永田　　　　保保保保（（（（近江草津近江草津近江草津近江草津）　）　）　）　他他他他

塩見塩見塩見塩見　　　　進進進進（（（（大阪市大大阪市大大阪市大大阪市大））））

松野慎介松野慎介松野慎介松野慎介（（（（滝宮総合滝宮総合滝宮総合滝宮総合）））） ７７７７ . PET-CT. PET-CT. PET-CT. PET-CT におけるにおけるにおけるにおける呼吸制御呼吸制御呼吸制御呼吸制御のののの最適化最適化最適化最適化にににに関関関関するするするする基礎的検討基礎的検討基礎的検討基礎的検討

水谷水谷水谷水谷　　　　優優優優（（（（刈谷豊田刈谷豊田刈谷豊田刈谷豊田）））） 鈴木雅裕鈴木雅裕鈴木雅裕鈴木雅裕（（（（国立国立国立国立がんがんがんがん）　）　）　）　他他他他

8888．．．．HI-REZHI-REZHI-REZHI-REZディテクタディテクタディテクタディテクタをををを搭載搭載搭載搭載したしたしたしたbiograph16biograph16biograph16biograph16 のののの使用経験使用経験使用経験使用経験とととと

    性能評価    性能評価    性能評価    性能評価

井上誠治井上誠治井上誠治井上誠治（（（（岡山画像岡山画像岡山画像岡山画像）　）　）　）　他他他他

9. PET9. PET9. PET9. PET検診施設専用検診施設専用検診施設専用検診施設専用マルチメディアシステムマルチメディアシステムマルチメディアシステムマルチメディアシステムのののの開発開発開発開発

山田山田山田山田　　　　実実実実（（（（埼玉医科埼玉医科埼玉医科埼玉医科）　）　）　）　他他他他

17:1017:1017:1017:10 部屋部屋部屋部屋：：：：4F4F4F4F「「「「竹園竹園竹園竹園」」」」 部屋部屋部屋部屋：：：：4F4F4F4F「「「「竹林竹林竹林竹林」」」」

～～～～18:4018:4018:4018:40 パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション2222 施設管理者連絡会施設管理者連絡会施設管理者連絡会施設管理者連絡会

【【【【遠隔読影遠隔読影遠隔読影遠隔読影－－－－有効活用有効活用有効活用有効活用とととと問題点問題点問題点問題点】】】】

司会司会司会司会　　　　伊藤正敏伊藤正敏伊藤正敏伊藤正敏（（（（東北大東北大東北大東北大））））

山口慶一郎山口慶一郎山口慶一郎山口慶一郎（（（（仙台厚生仙台厚生仙台厚生仙台厚生））））

佐藤俊彦佐藤俊彦佐藤俊彦佐藤俊彦（（（（宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮クリクリクリクリ））））

・・・・診断診断診断診断ミスミスミスミスとととと情報漏洩情報漏洩情報漏洩情報漏洩のののの法的法的法的法的なななな責任責任責任責任のののの

 所在 所在 所在 所在についてについてについてについて

中村勝己中村勝己中村勝己中村勝己((((弁護士弁護士弁護士弁護士))))

19:0019:0019:0019:00

～～～～20:5020:5020:5020:50

21:0021:0021:0021:00

～～～～23:0023:0023:0023:00

22222222日日日日（（（（火火火火））））

会場会場会場会場：：：：ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン名古屋名古屋名古屋名古屋（（（（名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル＝＝＝＝二次会二次会二次会二次会))))　　　　　　　　セッションセッションセッションセッション（（（（演題演題演題演題・・・・所属所属所属所属・・・・発表者等発表者等発表者等発表者等））））

部屋部屋部屋部屋：：：：5F5F5F5F扇扇扇扇のののの間間間間

　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会懇親会懇親会懇親会

部屋部屋部屋部屋：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル　　　　４４４４FFFF「「「「竹竹竹竹」　」　」　」　二次会二次会二次会二次会



8888月月月月23232323日日日日（（（（水水水水））））第第第第3333日目日目日目日目　　　　午前午前午前午前

7:007:007:007:00

～～～～8888::::20202020

8:308:308:308:30

～～～～9999::::30303030

9999：：：：30303030

～～～～11111111::::20202020

　　　　 メーカーメーカーメーカーメーカー ユーザーサイドユーザーサイドユーザーサイドユーザーサイド

PHILIPSPHILIPSPHILIPSPHILIPS／／／／日立日立日立日立 中嶋恭彦中嶋恭彦中嶋恭彦中嶋恭彦 越智伸司越智伸司越智伸司越智伸司（（（（セントラルセントラルセントラルセントラルCICICICI））））

GEGEGEGE横河横河横河横河MSMSMSMS 新井敦郎新井敦郎新井敦郎新井敦郎 塚原真人塚原真人塚原真人塚原真人（（（（仙台厚生仙台厚生仙台厚生仙台厚生））））

SIEMENSSIEMENSSIEMENSSIEMENS 中西哲也中西哲也中西哲也中西哲也 鈴木一史鈴木一史鈴木一史鈴木一史（（（（独協医科独協医科独協医科独協医科））））

島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所 稲岡祐一稲岡祐一稲岡祐一稲岡祐一 阿部阿部阿部阿部　　　　誠 誠 誠 誠 ((((済生会中津済生会中津済生会中津済生会中津))))

東芝東芝東芝東芝 斉藤斉藤斉藤斉藤　　　　聡聡聡聡 大崎洋充大崎洋充大崎洋充大崎洋充（（（（国立国立国立国立がんがんがんがん））））

11:2011:2011:2011:20

～～～～12121212::::20202020

12:2012:2012:2012:20

～～～～12121212::::30303030

PETPETPETPETサマーセミナーサマーセミナーサマーセミナーサマーセミナー2006 2006 2006 2006 in in in in 名古屋名古屋名古屋名古屋　　　　事務局事務局事務局事務局
医療法人医療法人医療法人医療法人　　　　名古屋放射線診断財団名古屋放射線診断財団名古屋放射線診断財団名古屋放射線診断財団

名古屋放射線診断名古屋放射線診断名古屋放射線診断名古屋放射線診断クリニッククリニッククリニッククリニック
〒〒〒〒454454454454----0933093309330933　　　　名古屋市中川区法華一丁目名古屋市中川区法華一丁目名古屋市中川区法華一丁目名古屋市中川区法華一丁目162162162162番地番地番地番地

TelTelTelTel::::052052052052----353353353353----7211721172117211　　　　FaxFaxFaxFax::::052052052052----353353353353----6162616261626162

石守崇好石守崇好石守崇好石守崇好（（（（倉敷中央倉敷中央倉敷中央倉敷中央））））

竹田竹田竹田竹田　　　　寛寛寛寛（（（（三重大三重大三重大三重大））））

部屋部屋部屋部屋：：：：5555FFFF扇扇扇扇のののの間間間間

PETPETPETPETサマーセミナーサマーセミナーサマーセミナーサマーセミナー2007200720072007のごのごのごのご案内案内案内案内　　　　林田孝平林田孝平林田孝平林田孝平（（（（武田病院武田病院武田病院武田病院））））

村上康二村上康二村上康二村上康二（（（（獨協医科獨協医科獨協医科獨協医科））））

会場会場会場会場：：：：ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン名古屋名古屋名古屋名古屋　　　　セッションセッションセッションセッション（（（（演題演題演題演題・・・・所属所属所属所属・・・・発表者等発表者等発表者等発表者等））））

2222....ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ----ＣＴＣＴＣＴＣＴののののＣＴＣＴＣＴＣＴ部分部分部分部分のののの撮影撮影撮影撮影のののの活用活用活用活用

司会司会司会司会　　　　藤井博史藤井博史藤井博史藤井博史（（（（国立国立国立国立がんがんがんがんセンターセンターセンターセンター東東東東））））

部屋部屋部屋部屋：：：：扇扇扇扇のののの間間間間

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション

1111....理想理想理想理想ののののＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ検査実現検査実現検査実現検査実現のためにのためにのためにのために　～　～　～　～メーカーメーカーメーカーメーカーととととユーザーサイドユーザーサイドユーザーサイドユーザーサイドからからからから～～～～

部屋部屋部屋部屋：：：：扇扇扇扇のののの間間間間

臨床臨床臨床臨床PETPETPETPET推進会議推進会議推進会議推進会議　　　　全体会議全体会議全体会議全体会議

鳥塚莞爾鳥塚莞爾鳥塚莞爾鳥塚莞爾

司会司会司会司会　　　　塚本江利子塚本江利子塚本江利子塚本江利子（（（（セントラルセントラルセントラルセントラルCICICICI））））

日時日時日時日時
会会会会場場場場：：：：ヒヒヒヒルルルルトトトトンンンン名名名名古古古古屋屋屋屋（（（（名名名名古古古古屋屋屋屋ククククララララウウウウンンンンホホホホテテテテルルルル＝＝＝＝朝朝朝朝食食食食)))) セセセセッッッッシシシショョョョンンンン（（（（演演演演題題題題・・・・所所所所属属属属・・・・発発発発表表表表者者者者
等等等等））））

閉講挨拶閉講挨拶閉講挨拶閉講挨拶　　　　副大会長副大会長副大会長副大会長　　　　伊藤哲伊藤哲伊藤哲伊藤哲（（（（医療法人大雄会医療法人大雄会医療法人大雄会医療法人大雄会））））

23232323日日日日（（（（水水水水））））
部屋部屋部屋部屋：：：：名古屋名古屋名古屋名古屋クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテル

　　　　　　　　3F3F3F3F富士富士富士富士・・・・5F5F5F5F鶴鶴鶴鶴

　　　　　　　　　　　　松本圭一松本圭一松本圭一松本圭一　（　（　（　（先端医療先端医療先端医療先端医療））））

　　　　朝食朝食朝食朝食バイキングバイキングバイキングバイキング((((クラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルクラウンホテルごごごご宿泊者様宿泊者様宿泊者様宿泊者様))))


