平成 29 年度 近畿地域診療放射線技師会学術大会
テーマ

Next Move for The Future ～真の“チーム医療”をめざす～
《プログラム》

メイン会場 シスメックスホール
9：50 開会式
開会宣言 （公社）兵庫県放射線技師会 副会長

半蔀 英敏

開会の辞 （公社）兵庫県放射線技師会 会長
（公社）日本診療放射線技師会 近畿地域理事

清水 操

10：00～10：40 特別講演
「日本診療放射線技師会が進める政策と課題」
講師：（公社）日本診療放射線技師会 会長 中澤 靖夫
座長：（公社）兵庫県放射線技師会 会長 清水 操
10：45～11：25 International Session

座長：大阪赤十字病院 高津 安男

1・The new development for stitching method based on Scale Invariant Feature Transform(SIFT)
algorithm: The evaluation for geometric distortion of entire lower extremity examination
Department of Radiology, Kyung Hee University Hospital at Gangdong

Myung-Hyun Park

2・A Study for Reduction of Extravasation Rate Using Infrared Vein Finder Technology
Department of Radiology, Konkuk University Medical Center

Sung-Mo Park

3・Y-View 撮影法における肩甲骨の至適コントロールの検討

三菱神戸病院 高井 夏樹

4・新 Y-View 撮影法における上腕骨頭の適正コントロールの検討

三菱神戸病院 高井 夏樹

11：30～12：10 フレッシャーズセミナー（頭部）
知っておきたい頭部領域の疾患と基礎

司会：吉田病院 森 勇樹
三菱神戸病院 沖本 一輝

13：25～14：35 市民公開講座
「ここまで治るー脳血管内治療の進歩」
講師：神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科部長 坂井 信幸
座長：（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 後藤 吉弘

14：45～16：50 シンポジウム

『“撮る画像”から“読む画像”へ』
― チーム医療の一員としての責任 ―

座長：（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏
北播磨総合医療センター 末廣 克義
消化器検査：大阪府
RI 検査：京都府

育和会記念病院 小豆 誠
市立福知山市民病院 糸井 良仁

一般撮影検査：滋賀県

長浜赤十字病院 篠田 晃宏

超音波検査：奈良県

西奈良中央病院 細川 倫之

MRＩ検査：和歌山県 和歌山南放射線科クリニック 中尾 裕次
CT 検査：兵庫県

兵庫県立姫路循環器病センター 前田 啓明

16：50～16：55 学術奨励賞表彰
（公社）兵庫県放射線技師会 会長 清水 操
16：55〜17：00 次期開催県挨拶
（公社）大阪府診療放射線技師会 会長 牧島 展海
17：00 閉会の辞
（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 後藤 吉弘
第 1 会場 外来診療棟 6 階 大講義室
10：45～11：25 フレッシャーズセミナー（腹部）
読影医に伝えておきたい CT 撮影技術
11：30～12：10 一般演題ＭＲＩ

司会：神戸大学医学部附属病院 島田 隆史
神戸大学医学部附属病院 根宜 典行
座長：京都第一赤十字病院 澤 悟史

1・Synthetic MRI のパラメータが T1 値、T2 値に及ぼす影響の検討
滋賀医科大学医学部附属病院 平塚 真之輔
2・modified Dixon Quant 法を用いたプロトン密度脂肪率測定におけるボクセルサイズの変化による影
響

公立八鹿病院 村尾 友和

3・頭頸部用フェイズドアレイコイルと脊椎用 CTL コイルの比較検討
～救急診療における安全な検査への試み～

郡山青藍病院 須賀 龍也

4・Hyperecho 併用 Fast Dixon 法による腕神経叢描出の撮像条件の検討
兵庫医科大学病院 津田 恵実

第 2 会場 外来診療棟 5 階 Ｂ講義室
10：45～12：15 第 3 回関西 Collection
日本診療放射線技師会 人材育成委員会 女性活躍推進班 近畿地域ｸﾞﾙｰﾌﾟ
13：25～14：15 テーマ演題『卒後・臨床教育』

座長：大久保病院 内藤 祐介

5・当院における卒後臨床教育の取り組み

大阪市立大学医学部付属病院 阪井 裕治

6・京都大学における診療放射線技師卒後臨床教育
京都大学医学部附属病院 上田 克彦
7・卒後・臨床教育

公益社団法人 滋賀県放射線技師会 学術事業部 佐々木 智恵

8・INCITE SEMINAR－気づき－の活動報告と今後の課題

組合立国保中央病院 市村 賢一

9・卒後・臨床教育

公立八鹿病院 木村 和代

14：25～14：55 一般演題ＣＴ

座長：近畿大学医学部附属病院 河野 雄輝

10・Cone-Beam CT の撮影条件が頭蓋内ステント描出に及ぼす影響
兵庫医科大学病院 藤井 亮輔
11・肺癌の CT による胸膜浸潤・癒着術前評価法の考案

西宮市立中央病院 西田 高大

12・CT 撮影時の管電圧の違いが仮想単色 X 線画像に与える影響

公立八鹿病院 小西 祥太

第 3 会場 外来診療棟 4 階 Ａ講義室
11：15～12：15 テーマ演題『患者対応・検査説明』

座長：加古川中央市民病院 田井 博明

13・当院における検査説明の取り組み

りんくう総合医療センター 池本 達彦

14・当院の核医学検査における説明の取り組み

国立病院機構 京都医療センター 若畑 旬弥

15・心臓 CTA 検査における、よりわかりやすい患者説明を目指して
社会医療法人誠光会草津総合病院 岡田 裕貴
16・乳房検査における患者心理と診療放射線技師の役割

済生会中和病院 北村 未央

17・当院での放射線治療における放射線技師による患者対応・検査説明
18・患者と思いを一つに ～ボタンの掛け違いをなくす～

紀南病院 鳥渕 幸洋

尼崎中央病院 鎌田 照哲

14：45～15：45 テーマ演題『業務拡大に伴う現状と課題』
座長：神戸市立医療センター中央市民病院 竹本 幸志
19・造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血について 当院腹部超音波検査室での実状
市立池田病院 関 康
20・京都府放射線技師会両丹地区の統一講習会に係る現状 市立福知山市民病院 橋岡 康志
21・業務拡大に伴う現状と課題

公益社団法人 滋賀県放射線技師会 学術研修事業部 吉村 雅寛
22・業務拡大に伴う統一講習会受講後の「静脈路の抜針および止血」の安全性について
～当院 MRI 担当診療放射線技師の行動意識調査から見えてきたこと～
独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 辻村 恭平
23・当センターにおける業務拡大に伴う統一講習会受講後の現状報告
日本赤十字社和歌山医療センター 大笹 文靖
24・当院における診療放射線技師による静脈抜針の現状と問題点

明舞中央病院 羽田 安孝

第 4 会場 神緑会館
10：45～12：15 放射線・機器管理士分科会 （多目的ホール）
12：20～13：20 教育委員会議 （研修室）
14：45～16：15 読影分科会 （多目的ホール）
8 年の軌跡からみた読影補助の現状と将来展望

読影分科会 会長 加藤 京一

15：45～16：15 近畿会長会議 （研修室）

12：20～13：10 ランチョンセミナー
① 第 1 会場 日本メジフィジックス株式会社
座長：（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏
「がん専門クリニックにおける PET/SPECT 検査の推進への取り組み」
医療法人 明和病院 明和キャンサークリニック 院長 河 相吉
② 第 2 会場 シーメンスヘルスケア株式会社
「SOMATOM CT 最新情報」
シーメンスヘルスケア（株）DI 事業本部 CT 事業部 桃沢 芳典
③ 第 3 会場 株式会社フィリップス・ジャパン
MRI 最新撮像技術「圧縮センシング」 高速化、高画質化の実現
（株）フィリップス・ジャパン MR モダリティスペシャリスト 松本 淳也

