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11
月
12
日
（
金
）
◆
大
会
一
日
目

会場 会議室 収容 
人数 用途 8：30 9：00 9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30 17：00 17：30 18：00

総合受付 7階ロビー 受付

第1会場 国際会議場 500 開会式 
講演会 骨関節撮影分科会 JCRT開会式 チーム医療推進事業 放射線治療分科会

第2会場 605 144 シンポジウム 日本放射線カウンセリング学会 災害対策委員会・
災害支援認定診療放射線技師分科会

第3会場 606 144 シンポジウム  日本放射線公衆安全学会 ランチョン① 
キヤノンメディカルシステムズ 放射線管理士分科会

第4会場 607 144 Web口述発表 放射線治療1（5） 放射線治療2（5） 災害対策1（5） ランチョン② 
日本メジフィジックス 医療安全1（5） 医療安全2（5） 医療安全3（5）

第5会場 608 144 会場口述発表 CT1（6） CT2（7） ランチョン③ 
エレクタ CT3（6） CT4（7）

第6会場 609 100 会場口述発表 MR1（5） MR2（6） ランチョン④ 
富士フイルムメディカル X線撮影1（6） X線撮影2（4）

第7会場 610 100 会場口述発表 教育1（6） 教育2（6） ランチョン⑤ 
島津製作所 教育3（7）

第8会場 701＋702 120 会場口述発表 放射線管理1（8） 放射線管理2（6） ランチョン⑥ 
千代田テクノル 永年勤続表彰式 MR3（6）

第9会場 801 40 ハンズオンセミナー
ハンズオンセミナー 
画像等手術支援分科会

ハンズオンセミナー 
画像等手術支援分科会

第10会場 802 60 AACRT/EACRT AACRT/EACRT

企業展示会場 703 展示 セレモニー 機器展示　　　　　　

企業展示会場 7階ロビー 展示 機器展示（一部）

会場 会議室 収容 
人数 用途 8：30 9：00 9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30 17：00 17：30 18：00

11
月
13
日
（
土
）
◆
大
会
二
日
目

総合受付 7階ロビー 受付

第1会場 国際会議場 1000 講演会 画像等手術支援分科会 （TART）教育講演 会長講演 特別企画 
JART-JSRT合同シンポジウム （TART）シンポジウム東日本 （TART）市民公開講座 

語りべ

第2会場 605 144 シンポジウム 臨床実習指導教員分科会 口腔・顎顔面領域撮影分科会 日本放射線技師教育学会 放射線被ばく相談員分科会 放射線機器管理士分科会

第3会場 606 144 シンポジウム 
Web口述発表 Ai分科会 超音波検査･乳房撮影

（7）
ランチョン⑦ 

GEヘルスケア・ジャパン CT5（8） CT6（7） CT7（7）

第4会場 607 144 Web口述発表 X線撮影3（8） X線撮影4（8） ランチョン⑧ 
富士フイルムヘルスケア MR4（8） MR5（8） MR6（7）

第5会場 608 144 会場口述発表 モーニング① 
バイエル 核医学1（5） 核医学2（6） ランチョン⑨ 

シーメンスヘルスケア COVID1（8） COVID2（8） ティーセミナー① 
エムテック

第6会場 609 100 会場口述発表 モーニング② 
コニカミノルタジャパン 災害対策2（4） 医療画像（7） ランチョン⑩ 

バイエル薬品 学生発表1（6） 学生発表2（7） ティーセミナー② 
イーメディカル東京 

第7会場 610 100 会場口述発表 モーニング③ 
フィリップス／メディタクス 放射線治療3（5） 放射線治療4（5） ランチョン⑪ 

コニカミノルタジャパン 放射線治療5（6） 放射線治療6（6） 医療安全6（6） ティーセミナー③ 
伊藤忠商事

第8会場 701＋702 120 会場口述発表 医療安全4（5） 医療安全5（5） ランチョン⑫ 
バリアンメディカルシステムズ 血管撮影1（7） 超音波検査・乳房撮影・

骨密度・消化管（8）
ティーセミナー④ 

Sansei

第9会場 801 40 ハンズオンセミナー
ハンズオンセミナー 
骨関節撮影分科会

ハンズオンセミナー 
骨関節撮影分科会

第10会場 802 60 AACRT/EACRT 　　　　　　　　　　　　AACRT/EACRT
企業展示会場 703 展示 機器展示
企業展示会場 7階ロビー 展示 機器展示

11
月
14
日
（
日
）
◆
大
会
三
日
目

会場 会議室 収容 
人数 用途 8：30 9：00 9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00

総合受付 7階ロビー 受付

第1会場 国際会議場 1000 講演会 読影の補助分科会 医療画像情報精度管理士分科会 閉会式

第2会場 605 144 シンポジウム 診療報酬政策立案委員会 検査説明分科会

第3会場 606 144 Web口述発表 核医学3
（3）

血管撮影2
（4） 教育4（6）

第4会場 607 144 Web口述発表 学生発表3
（3） 放射線管理3（6） 放射線管理4（6）

第5会場 608 144 会場口述発表 CT8（7） CT9（6）

第6会場 609 100 会場口述発表 MR7（6） その他（6）

第7会場 610 100 会場口述発表 モーニング④ 
富士フイルム富山化学 X線撮影5（6） X線撮影6（5）

第8会場 701＋702 120 会場口述発表 モーニング⑤ 
キヤノンメディカルシステムズ 医療基礎1（4） 医療基礎2（4）

第9会場 801 40

第10会場 802 60 ハンズオンセミナー 下肢静脈超音波検査実習 放射線サーベイ実習

企業展示会場 703 120 展示 機器展示
企業展示会場 7階ロビー 展示 機器展示 ※Web口述発表■・会場口述発表■で、（  ）内の数字は演題数です。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
・ 会場は予告なく変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
・  最終確定は、JART会誌11月号：コングレス 
ブックでご確認ください。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ワンコインセミナーWeb  in  37th JCRT

Ⅰ 疾患を知り己を知る
─急性期疾患を中心に─ Ⅱ 装置を知り己を知る

─良質な検査を求めて─ Ⅲ 医療を知り己を知る
─患者から信頼される医療職─

Ⅰ-1 脳出血・クモ膜下出血 Ⅱ-1
夜勤で困らないためのCT検査の
基礎知識

Ⅲ-1
技師会（診療放射線技師）の取り組
み・役割・方針

Ⅰ-2 脳梗塞 Ⅱ-2 実践造影CT検査 Ⅲ-2 社会人として

Ⅰ-3 肺炎の基礎を学ぶ Ⅱ-3 MRIの基礎（T1、T2とは） Ⅲ-3 接遇

Ⅰ-4 学び直そう! 大動脈解離の基礎知識 Ⅱ-4 MRI装置（安全管理） Ⅲ-4 感染対策

Ⅰ-5 急性胆のう炎（胆石症） Ⅱ-5 一般撮影（正しい胸部撮影） Ⅲ-5 医療安全（ヒューマンエラーを中心に）

Ⅰ-6 急性膵炎における画像診断の重要性 Ⅱ-6 一般撮影画像処理の基本的な考え方

Ⅰ-7 急性虫垂炎の画像診断 Ⅱ-7 乳腺撮影（患者心理）

Ⅰ-8 改めて知ろう腎結石・尿管結石 Ⅱ-8 超音波検査の基礎

Ⅰ-9
腸閉塞の画像診断と診療放射線技師
の役割

Ⅱ-9 血管撮影室における線量管理の実践

Ⅰ-10 血液検査値 Ⅱ-10 核医学の基礎

Ⅱ-11 放射線被ばく

Webプログラム　2021年11月12日（金）～12月14日（火）

企　画 テ ー マ

医療安全対策委員会 タスク・シフトを医療安全から見る（静脈路確保業務）

業務改善推進委員会 人材育成システムの報告　～働き方改革時代の時間管理のなかで～

広報委員会・放射線治療分科会　合同企画 がん対策の推進について　～IMRT均てん化に向けた技師・物理士の協働～

消化管画像分科会 消化管造影検査が診断に有効であった症例　―検査技術と画像所見―

2021年度 日本医用画像管理学会 第2回学術大会 AIを活用した医用画像管理の未来

東京都診療放射線技師会　学術・教育　合同企画
ワンコインセミナーWeb in 37th JCRT
（26コンテンツからなるショートレクチャー）
※右表のコンテンツを参照

南関東FRT 男性技師が育休・時間休を取得できる未来

※会場プログラムは2021年11月24日（水）〔一部、11月12日（金）〕から12月14日（火）まで閲覧が可能
※閲覧は参加登録後、専用のID/パスワードにより可能


