
第「ゴ2J″ 6るたろ夕θrイメージングをミオー

И刀焼
“

θr な 2g&血滋Fr』ゐ堕θαπを ヾオー

謹啓

新春の候、先生方におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、この度岡山 CTテクノロジーは研究会名をMomOCTIセミナーと改め、開催させて頂くことになりました。

ご多用中の所誠に恐縮とは存じますが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

日時:平成29年 3月 4日 (土)14:30～ 18100
場所:岡山大学病院 マスカットキューブ

岡山市北区鹿田町2-5-1

会費:500円

テーマ『 見直そう被ぱく被ばく低減のヒント』

総合司会  岡山中央病院 アライドヘルス支援部 池田 夏葉 先生

《情報提供》14:30～14:40              コニカミノルタ株式会社 学術情報担当

開会の挨拶   岡村―心堂病院 医療技術部 常清 裕美 先生

【基礎評価】14:50～ ほ10

座長  倉敷成人病センター 放射線技術科 木下 琢実 先生

『 被ぱく低減のための basic 』
岡山大学病院 放射線部門 西岡 早紀 先生

【臨床評価】1■lo～ 16:00

座長     岡山大学病院 放射線部門 森光 祐介 先生

『 CT装置導入時の経験 ～被ばく低減技術と画質について～ 』

赤磐医師会病院 放射線科 中村 光希 先生

『 検診における被ばく低減の取り組み 』

倉敷成人病センター 放射線技術科 松田 祐司 先生
一一一 体憩 一―一

【特別講演 I】 16:10～ 17100

座長      赤磐医師会病院 放射線科 永安 良徳 先生

『 Full IR FIRS丁 の実際 ―さらなる高画質・低線量を目指して一 』

広島大学病院 画像診断部門 木寺 信夫 先生

【特別講演Ⅱ】17:10～ 18:00

座長      岡山大学病院 放射線部門 赤木 憲明 先生

『 使つてみよう I Size―specific Dose Estimates(SSDE)の世界 』

東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線部 庄司 友和 先生

閉会の挨拶   岡山済生会総合病院 画像診断科 西山 徳深 先生

* 日本救急撮影技師認定機構 認定団体      2ポ イン ト
* 日本 XttC T専 門技師認定機構 認定講習会   3単 位
* 肺がんCT検診認定機構 認定団体       5単 位

当日はご参加頂いた確認のため、ご施設名・ご芳名のご記帳をお願い致します。
なお、ご記帳頂いた、ご施設名。ご方名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供のために利用させて頂くこ

とがございます。 ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

共催 :岡 山CT技術研 究会 /コニカミノルタ株式会社



第2条 目的

岡山県内CTユーザーの高い知識の習得と技術を研鑽する事により社会貢献するとともに、学術

の発展に寄与することを目的とする。

第3条 研究会の開催

本会は目的を達成するために、原則として年 3回の研究会を開催する。

第4条 会員

本会の主旨に賛同した、診療放射線技師および医療関係者を会員とする。

第5条 研究会の構成および運営

1)本会は、代表世話人、副代表世話人、世話人曜汗名 )、 会員で構成する。

2)代表世話人は世話人の中から1名選出する。

3)副代表世話人は世話人の中から2名選出する。

4)広報担当を世話人の中から若千名選出しホームページの作成をつ。

5)世話人会は岡山CT技術研究会の運営方針を決定する。

6)世話人会から会計監事を選出する。

第6条 役員およびその決定事項

1)代表世話人は本会の運営の責任を負う。任期は 1年とするが、再任は妨げない。

2)会計監事は事務局の行う会計処理が適切であるか否かを監杏し、世話人会に報告する。

任期は 1年とする。

3)世話人会は本会が開催する研究会の議決機関とし、少なくとも年 1回開催する。

第7条 会計

1)本研究会の会計年度は毎年 1月 1日 から12月 31日 までとし、世話人会は会計監事の監杏

報告を受ける。

2)参加費は一人当たり500円順]とし、研究会運営費等に使用する。なお、参カロ費は研究会

開催時に徴収する。

第8条 事務局

本会の事務局は、岡山済生会総合病院 画像診断科内に置く。

〒700-8511佃所 岡山県岡山市北区国体町 2番 25号

第9条 会則の変更

本研究会の会則は、世話人会の過半数の議決を得て改正することができる。

第10条 その他

本会則は、平成25年 5月 1日 よ嚇断す る。

付則

平成28年 7月 13日 二部改訂



「岡山 C丁 技術研究会」

代表

倉敷中央病院

副代表

岡山大学病院

津山中央病院

世話人

倉敷成人病センター

倉敷中央病院

津山中央病院

岡山医療センター

岡山市民病院

川崎医科大学付属川崎病院

岡村一′い堂病院

岡山中央病院

岡山労災病院

岡山旭東病院

川崎医科大学附属病院

岡山赤十字病院

金光病院

赤磐医師会病院

高梁中央病院

岡山大学病院

岡山済生会総合病院

心臓病センター榊原病院

岡山済生会総合病院

世話人名簿 H28.12

山本 浩之

赤木 憲明

藤田 卓史

木下 琢実

福永 正明

光岡 由企夫

亀田 賢治

水上 洋

藤井 隼人

常清 裕美

池田 夏葉

森植 晋介

上江洲 美緒

池長 弘幸

都能 和俊

田淵 真弘

永安 良徳

川上 真司

森光 祐介

中川 潤一

庄野 僚志

西山 徳深

広報 (HP担当)

広報 (HP担当)

会計監査

事務局


