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放射線科の業務
（診療と研究が密接に関連しているのが特徴です）
PET/CTによる形態と機能の総合診断
MRIによる形態診断と血流評価

リザーバー、大動脈ステントなどの低侵襲治療（IVR）
CTを使った高精度線量集中照射（放射線治療）

研究を極めたいならば、留学もOK！
放射線科ってこんなところです（今年の新入医局員からひと言）
放射線科は画像の読影はもちろんですが、放射線治療では患者さんと直接関わることができ、IVR の様
な手技や核医学の様な最先端の検査、治療も行えるなど選択肢が多岐に渡るのが魅力です。一つを極め
たい人にも、
色々興味が広がって決めかねる人にもおすすめ出来ます。
（小辻知広、卒後 4 年目。現在、松波総合病院で研修中）
診断・治療の professional の仕事を肌で感じながら、日々新しいことを学んでいくのがとても楽しく、
自然に技術が身に付いていくように思います。また、on/off もはっきりしており、ワークライフバラン
スのとれたとても働きやすい科です。指導医の先生や同期にも恵まれており、とても魅力ある科だと自
信を持って勧められます！
（佐々木陽子、卒後 4 年目。現在、福井赤十字病院で研修中）
放射線科に入局してはや４ヶ月。
毎日画像を１つ読むたびに色々なことを調べ、反省の日々です。間違っ
た所見を書いて学び、上の先生の技をみて学び、発見と様々な科と関わり、様々な臓器の正常、異常を見
極めるために勉強することが尽きません。
（下條紋季、卒後 4 年目。現在、福井赤十字病院で研修中）

みなさまの入局をお待ちしております 教室員一同
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木村 浩彦
科
長
（研修統括者）
出身大学 福井医科大学（昭和62年卒）
専門分野

診療内容

教室の特色

神経放射線診断、MRI/MRSによる脳組織障害の評価

放射線診断学、核医学、血管内治療、放射線治療

PET、超高磁場MRIなどの最先端診断機器を応用した最新の画像診断、臨床教育にも力を注い
でいる。

診療の特色

1. CT、MRI、RI、PETの総合画像診断
2. CT-PET

を使用した先端画像

3. 超高磁場（3.0T）のMRI診断
4. 腹部疾患、大動脈疾患の血管内治療
5. 放射線治療

教室員に
ついて

在院教室員数：16名

主な
研究内容

FDG-PET、MRIによる悪性腫瘍の早期治療効果予測

（スタッフ12名、医員4名）

MRI・MRSを用いた脳組織障害の特性付け
MR perfusion画像による脳神経疾患の診断、腹部領域への応用
放射線治療領域での基礎及び臨床研究
画像自動認識に関する研究（パナソニック医工連携講座との共同研究）
Ai画像（CT, MRI）の死後画像変化の基礎的な検討
医学部学生教育のための総合的先進イメージングシステムの開発と画像教育法の確立

教室員募集
について

定

員：な

し

申込締切：随

時

選考方法：面

接

説明会の日時、場所、申し込みの締め切り：
希望者には適宜連絡します。 連絡先をご参照下さい。
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専門医研修
カリキュラム

放射線科の専門分野として、以下の4分野を含む最新の画像診断機器を適切に利用できる画像
診断学の専門医及び、放射線治療専門医のための専門医研修コースを組んでいます。
1．画像診断一般、（CT・MRI・US・単純XP）
2．核医学（RI・PET）
3．IVR（インターベンショナルラディオロオジー：血管内治療や透視・
CTガイド下での診断・治療手技）
4．放射線治療
研修の概略
研修期間1年目は画像診断の基礎、2年目は各分野の研修をさらに深めるよう計画されている。
当初は、いずれの検査も放射線専門医につきマンツーマン体制がとられる。3〜6年目は各自の
専門分野に即した関連病院での研修を含め計画されている。

Ⅰ．専門医研修の到達目標と評価項目：専門医研修1−3年（卒後3−5年）
A．画像診断領域（CT,MRI,US,単純XP)
初年度の到達目標及び評価項目：
1 ）電子画像端末の扱いに習熟する
2 ）CT断層画像の扱いを理解し、適切な検査が行える
3 ）造影検査の適応を理解する
4 ）基本画像解剖を理解し、病変の拾い上げができる
5 ）病変の有無、範囲などの適切なレポート作成ができる
6 ）USの基本手技に習熟する
2年目の目標及び評価項目：
7 ）MRの基本撮像法を理解する
8 ）CT、MR、USなど各種断層画像検査の利点・欠点を理解する
9 ）造影剤副作用の初期対応ができる
10）頻度の高い疾患につき必要な検査や治療法を含む詳細なレポートが書ける。
11）稀な疾患に対し上級医や臨床各科のドクターと適切な議論ができる
12）各種診断装置の特性を理解し、画像情報より総合画像診断ができる。
B．核医学領域（RI, PET）
初年度の到達目標及び評価項目：
1 ）被曝防護に関する十分な知識がある
2 ）放射性医薬品の取り扱いを理解し、適切な検査が行える
3 ）放射性医薬品の特性を理解し、適切な薬剤を選択できる
4 ）一般的な核医学検査における正常像がわかる
5 ）一般的な核医学検査における疾患像がわかる
2年目の目標及び評価項目：
6 ）特殊な核医学検査における正常像がわかる
7 ）特殊な核医学検査における疾患像がわかる
8 ）生理的取り込みについても習熟し、異常を的確に指摘できる。
9 ）他の診断機器（CT, MRI）の所見を含め総合的にPETの所見を説明できる。
C．IVR領域
初年度の到達目標及び評価項目：
1 ）血管造影の基本手技を理解する
2 ）大腿動脈の穿刺・止血ができる
3 ）腹腔動脈の選択ができる
4 ）塞栓物質の扱いに習熟する
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5 ）検査前後の指示ができる
6 ）適切な検査助手ができる
2年目の目標及び評価項目：
7 ）適応判断について上級医と適切な議論ができる
8 ）基本的検査（検査としての血管造影）を術者として施行できる
9 ）マイクロカテーテルの扱いに習熟する
10）肝動脈を選択できる
11）より特殊なIVRについても、その介助ができる。
D．放射線治療
初年度の到達目標及び評価項目：
1 ）放射線治療の適応疾患について理解する。
2 ）放射線治療にかかわる診察手技を習得する。
3 ）放射線治療の基本技術を理解する。
4 ）定型的な治療計画を一人で施行できる。
2年目の到達目標及び評価項目：
5 ）放射線治療に伴う有害事象を理解し、基本的疾患について治療に対するインフォー
ムドコンセントを行うことができる。
6 ）応用的な治療計画を施行できる。
7 ）定位的放射線照射、小線源治療、強度変調放射線治療などの特殊な放射線治療の技
術についても理解し、指導医の元で放射線治療計画が施行できる。
E．研究会、学術活動の目標と評価項目：
抄読会にて興味ある報告について説明する。（1ポイント）
放射線関連の学会、セミナーなどに参加する。（1ポイント）
経験した症例について学会や研究会に発表する。（2ポイント）
経験した症例や興味ある症例について専門誌に投稿する。（3ポイント）
専門医研修プログラム（1−2年目）の評価：
1 ）上記のA、B、C、Dの領域のうち最低2領域において、 それぞれ80%以上の到達目
標項目を習得すること。
2 ）Eの項目については年間5ポイント以上を達成すること。

II

専門医研修の概略（専門医研修：４年目以降（卒後６年目以降））
関連施設での臨床症例の経験を主体とする。関連施設への赴任は、画像診断、IVR、放射線治

療、それぞれの専門性を十分考慮したうえで、本人の希望により決定される。
3年目以降の到達目標と評価項目：
A．画像診断領域（CT,MRI,US,単純XP)
1 ）各種断層画像検査を一人で担当できる
2 ）各種断層画像検査の適性を判断し、臨床医と議論できる
3 ）自己の判断で、各症例を最終診断に導ける
B．核医学領域（RI, PET）
1 ）核医学検査を一人で担当できる
2 ）核医学検査の適応、画像所見に関し、臨床医と議論できる
3 ）自己の判断で、各症例を最終診断に導ける
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C．IVR領域
1 ）塞栓術を術者として施行できる
2 ）治療手技の適応を理解し、臨床医と議論できる
3 ）超音波ガイド下の穿刺ができる
4 ）胆道系IVRの基本を理解し、適切な助手ができる
5 ）局所ablation療法の基本を理解し、適切な助手ができる
D．放射線治療
1 ）学外の治療患者の多い病院で研修を経験する。
2 ）高線量率腔内照射の手技を行うことができる。
3 ）定位的放射線照射の治療計画を施行できる。
4 ）小線源治療の治療計画を施行できる。
5 ）強度変調放射線治療の治療計画を施行できる。
E．研究会、学術活動の目標と評価項目：
放射線関連の学会、セミナーなどに参加する。（1ポイント）
経験した症例について学会や研究会に発表する。（2ポイント）
経験した症例や興味ある症例について専門誌に投稿する。（3ポイント）

F．専門医研修４年目に放射線科専門医試験に合格すること。

G．専門医試験合格の後、２年間の研修を経て放射線診断専門医、治療専門医試験のいずれか
に合格すること。
専門医研修プログラム（4年目以降）の評価について
1 ）上記A, B, C領域から少なくとも2領域について研修し、それぞれの領域で各項目を習得
する。
2 ）D領域についての研修を行い、評価項目を達成する。
3 ）Eにつき年間5ポイントを達成すること。
4 ）F, Gの項目を達成すること。
大学院について
専門医研修3年目以降は、大学院にての研究を優先したい場合も本人の希望により可能であ
る。臨床研修は研究テーマに即した分野を中心に続ける。本人の希望により決定される。
放射線科専門医試験について
専門医研修3年終了時には放射線科専門医試験、5年終了時には放射線診断専門医もしくは
放射線治療専門医試験の受験資格が得られる。上記カリキュラムは、放射線診断専門医もし
くは放射線治療専門医試験に合格可能な程度の知識技能を取得する事を標準としている。
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常勤医師派遣
福井赤十字病院
（福井市、3名）

福井県立病院
（福井市、2名）

福井県済生会病院
（福井市、1名）

福井総合病院
（福井市、2名）

金沢赤十字病院
（金沢市、2名）

やわたメディカルセンター
（小松市、1名）

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
（敦賀市、1名）

洛和会音羽病院
（京都市、1名）

松波総合病院
（岐阜県、4名）

独立行政法人国立病院機構
杉田玄白記念公立小浜病院
福井病院
（小浜市、2名）
（敦賀市、1名）

洛和会音羽病院
公立丹南病院
（鯖江市、1名）
（京都市、2名）

福井県陽子線がん治療センター
松波総合病院
（福井市、1名）
（岐阜県、3名）

放射線科

関連病院
について

福井勝山総合病院
（勝山市、1名）
非常勤医師派遣
県内の病院中心に多数

留学状況

その他

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yale University（New Haven）
The university of Texas MD Anderson Cancer Center（Houston）
Hospitals of the University of Pennsylvania（Philadelphia）
Stanford University, School of Medicine（Palo Alto）
University of Toronto（Toronto）
National Cancer Institute（Besethda）
など

女性医師の産休について：産休、産後の勤務等もできるだけ考慮いたします。
給与について：外勤も含め国立大学法人の規定によります。
さらに詳しいことが知りたい方や施設の見学を希望される方も歓迎いたします。
ご希望の方は下記までご連絡下さい。
連絡先：木村浩彦（radinfo＠med.u-fukui.ac.jp）、
または医局事務室（TEL 0776-61-3111〈Ex. 2335〉）まで
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