
第５回 福岡県診療放射線技師会 学術大会（http://5th-congress.fart-sub.com/） 
大会長 中村 泰彦 

実行委員長 中原 博子 
 

○ テ ー マ：「未来の医療を拓く放射線診療のあり方」 

○ 会 期：平成 31 年 6 月 29 日（土）、30 日（日） 

開会式、一般研究発表、式典、ランチョンセミナー、特別講演、シンポジウム、市民公開講座、放射線パネル展、閉会式 

○ 会 場：北九州国際会議場  〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目 8-1  TEL 093-541-5931 

URL http://www.convention-a.jp/kokusai-kaigi/ 

○ 主    催：公益社団法人福岡県診療放射線技師会 

○ 後   援（予定）：福岡県、北九州市、日本診療放射線技師会 

○ 協   賛（予定）：（公財）北九州観光コンベンション協会 

○ 参加登録費：正会員 3,000円  非会員 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 JART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。 

 

 ※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線 CT 専門技師認定機構 認定 ６単位」 が取得できます。 

 ※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。 

※教育講演および放射線治療専門放射線技師セミナーに参加されますと、「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。 

 （上記いずれも予定） 

 

○情報交換会：6 月 29 日（土） 19：00～21：00  リーガロイヤルホテル小倉 

              参加費：当日 7,000 円 

                事前登録 6,000 円：大会 HP http://5th-congress.fart-sub.com/ にて受付予定 
 

学術講演プログラム 
特別講演 

  6 月 29 日（土） 14：00～15：00 第 1 会場（メインホール） 

「最新のがんゲノム医療について（仮）」 

   九州大学大学院 臨床・腫瘍外科 講師（乳腺チーフ）  久保 真 先生 

                      司会   純真学園大学 中村 泰彦 

シンポジウムⅠ 

  6 月 29 日（土） 15：00～17：30 第 1 会場 （メインホール） 

テーマ 「放射線診療における AI・Deep Learning」  

                            座長  久留米大学病院 長渕 康祐 

基調講演 「AI・Deep Learning・Radiomics の基礎と現状」 

                         熊本大学大学院生命科学研究部医用理工学 内山 良一 先生 

（1）CT 画像再構成への応用（仮）               キャノンメディカルシステムズ株式会社 津島 総 

（2）放射線領域への応用（仮）                  産業医科大学病院             村上 誠一 

（3）診療放射線技師の関わり方（仮）             小倉記念病院                佐保 辰典 

 

教育講演 

6 月 29 日（土） 16：20～17：20 第 11 会議室 

 「血液疾患への放射線治療（仮）」                浜の町病院 血液内科部長       衛藤 徹也 先生 

司会 浜の町病院    宮原 克樹 

シンポジウムⅡ  



  6 月 30 日（日） 14：00～16：30 第 1 会場 （メインホール） 

テーマ 「院内感染対策の基礎知識」  

座長 小倉記念病院 松崎 静信、聖マリア病院 井上  真由美 

(1) 医療安全の基礎知識                      飯塚病院                  石田 直久 

(2) 血管外漏出事例の要因検討                 北九州市立八幡病院           満園 裕樹 

(3) 造影剤副作用発生時の対応                 久留米大学病院              小野 有加 

(4) 院内感染対策の基礎知識                北九州総合病院 感染管理認定看護師  山中 直子 先生 

(5) アウトブレークを経験して                  福岡大学病院                森本 祥一 

 

ランチョンセミナー 

  6 月 30 日（日） 12：00～12：50 第 1 会場（メインホール） 

     「内容未定」  GE ヘルスケアにご協力いただく予定 

 

市民公開講座 

  6 月 30 日（日） 13：00～14：00 第 1 会場（メインホール） 

「泌尿器がんとロボット支援手術（仮）」                        

                                      講師  久留米大学医学部泌尿器科学講座 井川 掌 先生 

                                        司会   福岡ゆたか中央病院  中原 博子 

磁気共鳴（MR）専門技術者セミナー 

6 月 30 日（日） 9：00～10：00 第 1 会場（メインホール） 

「MRに関する安全性（仮）」                                   九州大学病院  徳永 千晶 

「肝臓疾患に対するMRIのアプローチ（仮）」                       福岡大学筑紫病院  三尾 素平 

 

放射線治療専門放射線技師セミナー 

6 月 29 日（土） 15：00～16：20 第２会場（11 会議室） 

「装置更新によるビームデータの取得」                         久留米大学病院  大倉 順 

「障害防止法改正への対応」                          北九州市立医療センター  演者未定 

 

施設報告 「TBI の変遷」 

6 月 29 日（土） 13：00～14：00 第２会場（11 会議室） 

     「水を用いた補正」               九州大学病院   福永 淳一 

     「トモセラピー」               原三信病院    福山 幸秀 

     「スライディング」               浜の町病院    宮原 克樹 

 

一般研究発表 

  一般研究発表：18 演題 

 インターナショナルセッション：3 演題 

 

 

 

第５回福岡県診療放射線技師会学術大会 

問い合わせ先 

  第５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 放射線部門内 

〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1 

TEL 092-642-5801  E-mail：congress@fart-sub.upper.jp 

  代  表：中村 泰彦（純真学園大学） 

〒815-8510 福岡市南区筑紫丘 1-1-1   TEL 092-554-1255 


