CMSジャパンユーザー会 実施プログラム一覧
日程

会場

第二回

4/5/2002

ホテルオークラ神戸

第三回

4/12/2003

横浜ロイヤルパークホテル

第四回

7/3/2004

東京第一ホテル福岡

第五回

9/25/2004

金沢ニューグランドホテル

演題

演者

第一回

第六回 10/16/2004

札幌プリンスホテル

第七回 10/10/2005

ソラリア西鉄ホテル

第八回

第九回

第10回

2/19/2006

2/25/2006

7/8/2006

第11回 7/29/2006

ホテルグランヴィア大阪

サンシャインシティプリンスホテル

三井アーバンホテル仙台

札幌プリンスホテル

IMRTの臨床応用にむけたＱＡ
CMS Path to the Future − A Product Roadmap
CMS Roadmap update
IMRTプラニングの最適性を如何に判断する〜EUD編〜
前立腺小線源治療システム（ IGD）
放射線治療における測定と検証
放射線治療計画装置XiOに登録するビームデータについて
放射線治療における測定と検証
放射線治療計画装置XiOに登録するビームデータについて
放射線治療における測定と検証
放射線治療計画装置XiOに登録するビームデータについて
DCATの開発における技術的背景と展望
XVMCモンテカルロ線量計算
ブロードバンド活用の実例と今後の展開
DCATの開発における技術的背景と展望

札幌医科大学医学部附属病院 放射線部 舘岡邦彦様
CMS, Inc. Vice President Marketing C.B. Stone
CMS, Inc. Vice President Vince OʼConnell
千葉県がんセンター 放射線治療部 成田 雄一郎様
CMS Inc. Tripp Manheimer
群馬県立医療短期大学 診療放射線学科 教授 保科正夫様
CMSジャパン カスタマーサポート 佐藤清香
群馬県立医療短期大学 診療放射線学科 教授 保科正夫様
CMSジャパン カスタマーサポート 佐藤清香
群馬県立医療短期大学 診療放射線学科 教授 保科正夫様
CMSジャパン カスタマーサポート 佐藤清香
CMS Inc. Senior Principal Design Engineer 高橋一廣
CMSジャパン 取締役 金子勝太郎
CMSジャパン 取締役 鈴木一之
CMS Inc. Senior Principal Design Engineer 高橋一廣

放射線治療線量計算におけるモンテカルロ法の役割

京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学講
座 成田雄一郎様

CMS Directの開発
DCATの開発における技術的背景と展望

CMSジャパン エリアセールスマネージャー 香坂浩之
CMS Inc. Senior Principal Design Engineer 高橋一廣

DCATの臨床−照射標的内部や近傍に危険臓器が存在する場合に有用な打
抜き原体照射の臨床経験

東京大学医学部附属病院 放射線科 助教授 中川恵一様

XiOクイックテクニカルガイド

杏林大学 放射線治療室 高木正人様

CMS Directの開発

CMSジャパン エリアセールスマネージャー 香坂浩之

放射線治療線量計算におけるモンテカルロ法の役割

京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学講
座 成田雄一郎様

放射線治療計画装置XiOに登録するビームデータについて

CMSジャパン フィジックスサポートリーダー（医学物理士）
佐藤 清香

CMSジャパンおよびCMS製品の今後の展開

CMSジャパン㈱ エリアセールスマネージャー 池田茂一

DCATの開発における技術的背景と展望

CMSジャパン フィジックスサポートリーダー（医学物理士）
佐藤 清香

放射線治療線量計算におけるモンテカルロ法の役割

京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学講
座 成田雄一郎様

CMSジャパンおよびCMS製品の今後の展開

CMSジャパン㈱ エリアセールスマネージャー 池田茂一

CMSジャパンユーザー会 実施プログラム一覧
日程

会場

演題
放射線治療の最近の話題−医師の立場から

第12回 9/30/2006

第13回 3/11/2007

放射線治療の最近の話題−医師の立場から

京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学講
座 成田 雄一郎 様

CMSジャパンヘルプデスクからのご報告

シー・エム・エス・ジャパン株式会社 宣伝販促マネジャー
岡田さつき

CMSの最新動向

シー・エム・エス・ジャパン株式会社 エリアセールスマネジャー
香坂浩之

４次元放射線治療時代に突入するにあたって

京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学講
座 成田 雄一郎 様

前立腺シード治療
〜Interplant（インタープラント）使用経験から〜

京都府立医科大学 放射線科 小林加奈様

博多全日空ホテル

ホテル阪急インターナショナル

XiO Topic
CMSの最新動向
放射線治療と他のモダリティとの融合-熊本大学の場合
第14回

9/2/2007

博多都ホテル

放射線治療計画装置の入出力とリテラシー
CMS製品に関するご案内

第15回

2/9/2008

大阪第一ホテル

Source File Maintenance概要
XiO引渡し手順について
XiOユーザーコミショニングの現状と問題点
XiO-BrainSCAN/i-Plan 接続プロジェクト
-2nd Machine としてのXiOの活用Biological Modeling

第16回

3/1/2008

東京ステーションコンファレンス

Monacoの実際
4Dプランニングのご紹介
Monacoの実際

第17回

6/21/08

札幌プリンスホテル

XiO−その中身とは？
CMS製品について
Monacoの実際

第18回

7/5/08

ホテルJALシティ仙台

演者
特定非営利活動法人 放射線治療支援センター 国立がんセン
ター東病院放射線部 石倉 聡 様

XiO Inside - 内部動作の詳細理解のために

シー・エム・エス・ジャパン株式会社 カスタマーサポート
今村浩志
シー・エム・エス・ジャパン株式会社 エリアセールスマネジャー
香坂浩之
熊本大学大学院医学薬学研究部
総合医薬科学部門生体上房分析医学講座
放射線治療医学分野 坂本隆吏様
近畿大学医学部奈良病院 放射線部 南部秀和様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社 エリアセールスマネジャー
香坂浩之
シー・エム・エス・ジャパン株式会社 物理部 和田数幸
シー・エム・エス・ジャパン株式会社 物理部 和田数幸
NTT西日本大阪病院 放射線治療科 今井俊治様
都島放射線科クリニック 放射線治療部門 正井範尚様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
プロダクトマネージャー 西郷拓也
千葉県がんセンター 放射線治療部 物理室 小玉卓史様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
プロダクトマーケティングマネージャー 香坂浩之
千葉県がんセンター 放射線治療部 物理室 小玉卓史様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
カスタマーサポート・物理部マネージャー 切山文香
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
プロダクトマーケティングマネージャー 香坂 浩之
千葉県がんセンター 放射線治療部 物理室 遠山尚紀様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
カスタマーサポート・物理部 平井奈々子

CMSジャパンユーザー会 実施プログラム一覧
日程

会場

演題
CMS製品について
放射線治療計画装置に必要な放射線治療装置のビーム
データ取得

第19回

2/14/09

ホテルクリオコート博多

第20回

3/14/09

大阪第一ホテル

第21回

10/17/09

ベルサール八重洲

演者
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
プロダクトマーケティングマネージャー 香坂浩之
国立病院機構九州がんセンター 大浦弘樹様

シー・エム・エス・ジャパン株式会社
カスタマーサポート・物理部 平井奈々子
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
CMS／IMPAC製品のご案内
プロダクトマーケティングマネージャー 香坂浩之
Monacoの実際
千葉県がんセンター 放射線治療部 物理室 小玉卓史様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
XiO Inside
カスタマーサポート・物理部 平井奈々子
新放射線治療システム・マルチベンダー化への対応
群馬大学医学部附属病院 放射線部 射線治療室 宮澤康志様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
CMS／IMPAC製品のご案内
プロダクトマーケティングマネージャー 香坂浩之
Monaco VMATを用いた治療計画
東京大学医学部附属病院 放射線科 寺原敦朗様
Intuity & Symmetry
エレクタ株式会社 磯部徹
XiO Tips 2009 ライブ版
シー･エム･エス・ジャパン株式会社 切山文香
治療医からみた自動輪郭ツール(ABAS)の有用性について 熊本大学医学部附属病院 中央放射線部 坂本隆吏様
シー・エム・エス・ジャパン株式会社
CMS／IMPAC製品のご案内
プロダクトマーケティングマネージャー 香坂浩之
XiO Inside

※演者の所属・役職等は開催時点のもの

