
第 4回福 岡県診療放射線技師会学術大会概要

大会長 中村

実行委員長 」り||

第 4回福岡県診療放射線技師会学術大会 (http:〃 4th¨ congress.fart― subicom/)

「原点回帰、放射線診療の質の向上をめざして」

平成 30年 6月 16日 (土 )、 17日 (日 )

開会式、式典、特別講演、教育請演、シンポジウム、一般研究発表

ランチョンセミナー、市民公開講座、放射脚 ミネル展、閉会式

アクロス福岡 〒810¨0001 福岡市中央区天神 1-1-l TEL 092-725-9111

URL http://www.acros,onjp

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会

福岡県、福岡市 (市民公開講座 )、 公益社団法人日本診療放射線技師会

正会員¥3′000円  りF会員¥5′ 000円

学生¥1′000円 (学生証提示、社会人大学院生を除く)(全て当日受付のみ )

※総合受付に」ART会員カードをご
｀
持参して頂き、参加登録をお願いします。

※参加登録をしていただいた方には、予稿集をお渡しします。
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※学術大会に参加されますと、「救急撮影技師認定機構 認定 2ポイン ト」、「日本 X tt CT専 門技師認定

機構 認定 6単位」が取得できます。 (予定)

※磁気共鳴 (MR)専門技術者セミナーに参加されますと、磁気共鳴 (MR)専門技術者の更新ポイン トが取

得できます。

※放射線治療専門放射線技師セミナーおよび教育講演に参カロされますと、「日本放射線治療専門放射線技師

認定機構 認定 1単位」が取得できます。 (予定)

学術講演プログ ラム

特別請演

6月 16日 (土)17:30～ 18:30 第 1会場 (国際会議場 )

「ケアイノベーシ∃ンに挑む ―褥謄学から看護理工学」

講師 東京大学大学院医学系研究科教授

真田 弘美 先生

シンポジウム I

6月 16日 (土)15:00～ 17:20 第 1会場 (国際会議場 )

基調講演「読影のネ甫助 8年の軌跡 ～我々に求められていること～」

講師 昭和大学大学院保健医療学研究科診療放射線領域教授

昭和大学統括放射線技術部部長 加藤 京― 先生

(1)「診療放射線技師は見た !～マンモグラフイ技術屋 2代目の悩み～」

北九州市立医療センター 村上 典子

(2)「′い臓 C丁 検査での診療放射線技師の役害J ～画像解析・読影補助業務について～」

平成紫川会小倉記念病院 松崎 静信

(3)「付加価イ直のある超音波レポー トを目指して」

社会医療法人天神会新古賀クリニック (臨床検査技師) 倉重 康彦 先生



シンポジウムI

6月 17日 (日 )14:00～ 16:00 第 1会場 (国際会議場)

基調講演 「膝関節を中心とした荷重撮影の重要1生について」

講師 奈良県立医科大学附属病院 安藤 英次 先生

(1)「変形1劃奈関節症の術式に必要な撮影法」

産業医科大学病院 川端 潤

(2)「変形性膝関節症に対する手術と姿勢 (アライメント)から考える運動療法」

福岡整形タト科病院 (理学療法士) 藤田 1真矢 先生

市民公開講座

6月 17日 (日 )13:00～ 14:00 第 1会場 (国際会議場 )

「膝靭帯・半月板損傷の治療」

教育請演               
講師 久留米大学医学部整形外科学講座 田淵 幸祐 先生

6月 16日 (土 )16:20～ 17:30 第 2会場 (大会議室)

「YDK～やれば出来る高精度放射線治療計画」

言青自T 大阪国際がんセンター 放射線腫瘍科/医学物理室

副診療放射線技師長/医学物理室長 宮崎 正義 先生

放射線治療専門放射線技師セミナー

6月 16日 (土)15:00～ 16:20 第 2会場 (大会議室)

テーマ「放射線技師による治療計画」

「診療放射線技師に求められる治療計画への関わり方」

久留米大学病院 林田 和也

「放射線治療計画に関連するシステム管理」

磁気共鳴 (MR)専門技術者セミナー

国立病院機構福岡東医療センタ

6月 17日

川崎 年久

(日 )9:00～ 10:00 第 1会場 (国際会議場 )

テーマ「MRIの安全管理と臨床技術」

「MRI検査の安全性について」

国立病院機構九州医療センタ

「ワンステップアップの婦人科領域の MRI」               ~ 
り‖俣 圭輔

ランチョンセミナー (予定)                
北九州市立医療センタ

6月 17日

貞末 不日弘

(日 )12:00～ 12:50 第 1会場 (国際会議場 )

一般研究発表

口述発表 (英語発表可、実行委員会より英語での発表を依頼する場合もあります)

情報交換会

日 時 :平成 30年 6月 16日 (土 )19:15～21:15

会 場 :ソ ラリア西鉄ホテル 8 北斗の間

会 費 :事前登録 ¥6′000円 ′当日 ¥8′000円 (学生の方も同額です)

(大会 HP http://4th― congress.fart― sub.com/にて受付中)



演題募集のお知らせ

1)申込資格

応募者 (演者)は日本診療放射線技師会会員 (福岡県会員および他県会員、平成 29年度分までの会

費が納入済みであること)および入会手続き中の者 。非会員・学生

2)演題募集方法

オンライン登録で演題を募集します。大会 HP内の演題募集要項を良くご確認の上、ご登録くださ

い。英語での発表も可能です。 大会 HP http:〃 4th― congressifart¨ subi∞m/

3)募集期間

平成 30年 1月 9日 (火)から平成 30年 3月 30日 (金)正午まで   ,

第 4回福岡県診療放射線技師会学術大会

問合せ先

第 4回福岡県診療放射線技師会学術大会実行委員会

事務局 :九州大学病院医療技術部放射線部門

〒812…8582 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1

TEL 092-642-5801 E― mail:congress@fart¨ sub.uppenjp~

代 表 :中村 泰彦 (九州大学病院)

〒812…8582 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1 丁EL 092-642… 5801



第4回福岡県診療放射線技師会学術大会プログラム

7:00

7:20

7:30

8:00

8:30

9:15

国 際 会 議 場

受付 開始

会 式

一般研究発表

(6演 題 :C丁 )

13:00-14:00

一般研究発表

(6演題 :一 般その他 )

13:00-14:00

演題数に応 て時間調整

式典・表彰
14:30～ 15:00

【シンポジウム 1】

分野 :読影補助
基調講演 加藤京― (昭 和大

学病院 )

村上典子 (北九州市立医療
センター)

松崎静信 (小倉記念病院 )

倉重康彦 (古賀病院21)

15ЮO～ 17:20(140分 )

放射線治療専門技師セミ

ナー

林田和也 (久留米大学病院 )

川崎年久 (福岡東医療セン

ター)

15:00～ 16:20(80う ))

【教育講演】
分野 :放射線治療

宮崎正義 (大阪国際がんセン

ター)16:20～ 17:30(70分 )

【特別講演】
分野 :看護

真田弘美 (東京大学大学院 )

17:30～ 18:30(60うか)

ル

天 宴 議 軍

ひ付 開 始

1

MR専門技術者セミナー

(60分 )

一般研究発表
(6演 題 :放射線治療 )

一般研究発表
(6演 題 :MRI)

一般研究発表
(6演題 :被ばく、医療安全 )

一般研究発表
(6演 題 :C丁 )

■■予:備●II
■般研究発表
I(6演題)i::

ランチョンセミナー

12:00～ 12:50

市 民 入 場

【市民公開講座】
テーマ:変 形性膝関節症
田渕幸祐 (久留米大学 )

13ЮO～ 14:00(60分 )

【シンポジウム2】

分野 :骨 撮影 (関節 )

基調講演 安藤英次 (奈良医

科大学 )

川端潤 (産業医科大学病院 )

藤田慎矢 (福岡整形外科病
院 )

1400～ 16ЮO(120分 )


