
機構主催・共催の講習会（平成24年4月1日～令和2年3月31日）

日付 講習会名 場所
平成25年7月13日 JERT講習会（第１６回日本臨床救急医学会） 東京
平成26年5月31日 JERT講習会（第１７回日本臨床救急医学会） 自治医大（宇都宮）
平成27年6月6日 JERT講習会（第１８回日本臨床救急医学会） 富山
平成28年5月13日 放射線合同講習会（第１９回日本臨床救急医学会） 郡山
平成29年5月27日 放射線合同講習会（第20回日本臨床救急医学会） 東京
平成30年6月2日 JERT講習会（第21回日本臨床救急医学会） 名古屋
令和1年6月1日 JERT講習会（第22回日本臨床救急医学会） 和歌山
令和2年8月27日 第23回日本臨床救急医学会WEB参加 WEB

平成24年6月10日 第3回救急撮影セミナー 名古屋
平成24年6月24日 第4回救急撮影セミナー 札幌
平成25年6月9日 第5回救急撮影セミナー 岡山
平成25年9月29日 第6回救急撮影セミナー 埼玉
平成26年6月8日 第7回救急撮影セミナー 大阪
平成26年8月31日 第8回救急撮影セミナー 秋田
平成27年9月13日 第1回救急撮影セミナー（実践編） 東京
平成28年6月12日 第2回救急撮影セミナー（実践編） 博多
平成28年12月4日 第3回救急撮影セミナー（実践編） 大阪
平成29年6月18日 第4回救急撮影セミナー（実践編） 群馬
平成29年12月17日 第5回救急撮影セミナー（実践編） 名古屋
平成30年6月24日 第6回救急撮影セミナー（実践編） 盛岡
平成30年12月16日 第７回救急撮影セミナー（実践編） 高松

平成25年1月26日 第1回読影セミナー 東京
平成25年6月1日 第2回読影セミナー 東京
平成26年1月19日 第3回読影セミナー 大阪
平成26年7月27日 第4回読影セミナー 東京
平成27年1月18日 第5回読影セミナー 兵庫
平成27年7月5日 第6回読影セミナー 東京
平成27年10月4日 第7回読影セミナー 仙台
平成28年2月7日 第8回読影セミナー 大阪
平成28年7月3日 第9回読影セミナー 東京
平成28年12月11日 第10回読影セミナー 大阪　
平成29年2月12日 第11回読影セミナー 福岡
平成29年7月2日 第12回読影セミナー 東京
平成29年11月19日 第13回読影セミナー 大阪
平成30年12月28日 第14回読影セミナー 名古屋
平成30年7月1日 第15回読影セミナー 東京
平成30年11月11日 第16回読影セミナー 大阪
平成31年2月3日 第17回読影セミナー 倉敷

平成24年7月16日 H24年度第2回CTGUMセミナー 千葉
平成25年6月23日 H25年度第2回CTGUMセミナー 水戸
平成26年11月23日 H26年度第３回CTGUMセミナー 宇都宮
平成27年11月22日 H27年度第３回CTGUMセミナー 山梨県中央市
平成28年12月11日 H28年度第３回CTGUMセミナー 群馬
平成29年11月26日 H29年度第３回CTGUMセミナー 松本（信州大学医学部附属病院）
平成30年11月18日 H30年度第３回CTGUMセミナー 神奈川
令和1年9月29日 R元年度第３回CTGUMセミナー 埼玉県川口市

平成27年10月17日 救急撮影講習会in東北 仙台
平成27年11月7日 救急撮影講習会in札幌 札幌
平成28年3月5日 救急撮影講習会in倉敷 倉敷
平成28年5月7日 救急撮影講習会in沖縄 沖縄
平成28年8月20日 救急撮影講習会in名古屋 名古屋
平成28年11月5日 救急撮影講習会in新潟 新潟
平成29年1月15日 救急撮影講習会in兵庫 兵庫
平成29年2月12日 救急撮影講習会in横浜 横浜
平成29年2月26日 救急撮影講習会in熊本 熊本
平成29年7月16日 救急撮影講習会in鹿児島 鹿児島
平成29年8月20日 救急撮影講習会in福島 福島
平成29年11月12日 救急撮影講習会in島根 松江
平成30年1月14日 救急撮影講習会in東京 東京
平成30年2月10日 救急撮影講習会in京都 京都
平成30年5月13日 救急撮影講習会in倉敷 倉敷
平成30年7月22日 救急撮影講習会in札幌 札幌
平成30年8月19日 救急撮影講習会inりんくう 大阪
平成30年11月18日 救急撮影講習会in長野 長野
平成31年1月19日 救急撮影講習会in横浜 横浜
令和1年5月19日 救急撮影講習会in香川 高松
令和1年7月6日 救急撮影講習会in山形 山形
令和1年8月25日 救急撮影講習会in石川 金沢
令和1年12月8日 救急撮影講習会in福岡 福岡



令和1年9月15日 Maniac Seminar 埼玉県上尾市
令和1年10月19日 Brush Up Seminar 大阪

平成27年2月11日 第10回記念大会近畿救急撮影セミナー 大阪
平成27年8月22日 第1１回近畿救急撮影セミナー 大阪
令和2年1月18日 第20回近畿救急撮影セミナー 大阪
令和2年7月11日 愛知＠災害・救急撮影研究会第１８回講演会 名古屋

平成25年2月25日 第1回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成25年3月25日 第2回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成 25 年 5 月 27 日 第3回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成 25 年 6 月 24 日 第4回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成25年 9 月30日 第5回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成25年10月28日 第6回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成26年1月27日 第7回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成26年2月24日 第8回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成26年5月19日 第9回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成26年6月23日 第10回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成26年 9月29日 第11回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成26年10月20日 第12回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成26年11月17日 第13回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成27年2月23日 第14回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成27年3月23日 第15回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成27年6月29日 第16回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成27年9月28日 第17回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成28年1月18日 第18回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成28年3月14日 第19回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成28年6月27日 第20回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成28年9月5日 第21回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成29年1月23日 第22回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成29年3月13日 第23回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成29年6月26日 第24回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成29年9月25日 第25回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成30年2月26日 第27回ナイトセミナー JARTセミナー室
平成30年6月25日 第28回ナイトセミナー JARTセミナー室

平成31年1月28日 第29回ナイトセミナー JARTセミナー室

令和1年10月21日 第30回ナイトセミナー 東京　大阪　名古屋

令和2年12月9日 読影の補助分科会　第1回Master’s eye seminar WEB

令和3年3月10日 読影の補助分科会　第2回Master’s eye seminar WEB

令和1年6月16日 RtARSコース 日本医科大学橘桜会館


