
2018年 10月 16日 

会員各位 

日本医学写真学会 講習会開催のご案内 

【講習１】デジタルカメラ講習会「レンズの種類と特性をふまえて」 

【講習２】画像情報解析講習会 

「交通事故鑑定における写真とシミュレーションの重要性」 

 

日本医学写真学会 

理事長 河村 廣幸 

(公印省略) 

謹啓 

秋冷の候、会員の皆様におかれましては益々のご活躍のこととお慶び申し上げます。 

日本医学写真学会 2018年度の講習会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

今回の講習会は半日ずつ 2日間の日程です。12月 1日と 12月 2日に開催いたします。 

【講習１】は、ニコンカレッジ講師の林先生をお迎えし「レンズの種類と特性をふまえて」と題

してレンズの種類と特性を知り、様々なシーンでの撮影に最適なレンズが選択できるよう解説い

ただきます。 

【講習２】は、新潟県警察本部 科学捜査研究所から物理鑑定官である本宮先生をお迎えし「交

通事故鑑定における写真とシミュレーションの重要性」と題してご講演いただきます。裏面に講

演概要がございますのでご参照ください。 

会員の皆様にはレンズ特性の再確認のため、また見聞を広めるため、ぜひご出席いただきますよ

うご案内申し上げます。 

     敬白 

記 

 日 時 2018年 12月 1日(土) 13:30～17:00（13:00 受付開始）【講習１】 

  2018年 12月 2日(日)  9:00～12:00【講習２】 

 講 師 講習１＝林
はやし

 直
ただし

 先生（ニコンカレッジ講師 林写真館経営） 

  講習２＝本宮
もとみや

 嘉
よ し

弘
ひ ろ

 先生 

 (新潟県警察本部 刑事部 科学捜査研究所 物理鑑定官) 

 場 所 滋賀医科大学 ＪＡＭＬＴ リップルテラス２階 第２会議室(裏面参照) 

   〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

   http://www.shiga-med.ac.jp/ 

 主 催 日本医学写真学会 

 申込み 学会 webページのフォームよりお申し込みください。 

「学会ホーム」→「お知らせ」→「2018年度講習会のお知らせ」 

  http://jamp.umin.ac.jp/oshirase.html(学会 webお知らせのページ) 

 参加費用 会員および会員外とも無料 

  講習会修了証を交付させていただきます(会員のみ)。 



【講習１】レンズの種類と特性をふまえて 

開催日時：2018年 12月 1日（土）13:30〜17:00 （約３時間半） 

講習講師：林
はやし

 直
ただし

 先生 

（ニコンカレッジ講師 林写真館経営 大阪芸大や同志社女子大での講師など） 

[講習内容] 

レンズは単焦点とズーム、広角と望遠など種類も多数あり、それぞれにレンズの特性

もあります。それぞれのレンズの特性を学び、正しいチョイスができるように解説いた

だきます。 

※備考※ 

カメラや交換レンズの持参は必須ではありませんが、質問などがある場合、当該カメ

ラやレンズがあればわかりやすいかも知れません。 

 

【講習２】交通事故鑑定における写真とシミュレーションの重要性 

開催日時：2018年 12月 2日（日） 9:00〜12:00 （約３時間） 

講習講師：本宮
も と み や

 嘉
よ し

弘
ひ ろ

 先生 

(新潟県警察本部 刑事部 科学捜査研究所 物理鑑定官) 

[講演概要] 

交通事故鑑定とは、事故時の車両速度や衝突形態を明らかにすることであるが、鑑定

書作成にあたっては車両の破煩状況や路面痕跡、および突き合わせによる衝突形態の再

現状況等を写真によって提示し証明する必要がある。また、ステレオカメラや３Ｄレー

ザースキャナーを用いた３次元計測も利用している。コンビューターシミュレーション

を用いた事故の再現は、公判廷等において大きな説得力を持つ。近年は防犯ビデオの鮮

明化といった画像解析も発展してきている。 

 

JAMLTリップルテラス 

(キャンパスマップ３３) 

詳しくは滋賀医科大学のキャンパスマップで

ご確認ください。 

バス利用の場合「大学病院」が近いです。 

会場図 



 

日本医学写真学会 2018年度 講習会申込書 

（FAX専用） 

 

 

氏   名 

 

 

 

 

 

所   属 

 

 

 

 

所属住所 

なければ 

連絡先住所 

〒 

 

 

所属連絡先 

なければ 

連絡先 

TEL 

Fax 

 

備   考 

 

 

 

原則 学会 webよりフォームでお申し込み下さい。 

または事務局宛て e-mailでも結構です(上記内容をお知らせください)。 

 

FAX使用の場合は学会 webページから申し込みができない。 

または 

メールアドレスをお持ちで無い方のみ使用してください。 

 

 

 

FAX 番号 046-247-1754 
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