
 

令和元年度 

近畿地域診療放射線技師会学術大会 
 
 
 
 
 

「信頼・感謝・そして未来へ」 
Trust ・ Thank ・ and the Future 

 
～画像技術が果たす役割と新たな可能性をめざす～ 

～Aiming at the role and new possibilities of image technology～ 

 
 

2020 年 2 月 9 日(日) 9:50～17:00 於 京都テルサ 
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京都テルサ周辺見取図 

 

・近畿日本鉄道京都線「東寺駅」より東へ 300m、南へ 200m 
・京都市営地下鉄烏丸線「九条」駅より西へ 250m、南へ 200m 
・「京都駅」より室町通りを南へ 500m、西へ 100m、南へ 200m 
（西側の新町通りは狭いので室町通りがお勧めです）  

会場ご案内 
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会場ご案内  
 
 

京都テルサ内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2階 
 
 
 

 
 1階 
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近畿地域放射線技師会学術大会タイムテーブル 

  

 第 1 会場 
(テルサホール) 

第 2 会場 
(セミナー室 2、3) 

第 3 会場 
(中会議室) 

第 4 会場 
(視聴覚室) 

第 5 会場 
(第 10 会議室) 

 

9:00 9:00～ 
開場／受付開始 

9:10～9:40 
骨分科会打合せ 

 

9:50～10:00  
開会宣言・開会の辞 

    
9:55～11:05 
一般演題発表 1 
「CT」 

10:00 10:00～11:00 
教育講演 
「将来の診療放射線技師像を求めて」 
 日本診療放射線技師会 

副会長 佐野 幹夫 

10:00～12:00 
骨撮影分科会 
「荷重関節である下肢に対する

立位撮影の有用性」 
大阪ハイテクノロジー 

専門学校 安藤 英次 
 

「正しい撮影法で読み撮る肩複

合体」 
とうかい整形外科かわげ 

難波 一能 

10:00 

企 

業 

展 

示
（
テ
ル
サ
ホ
ー
ル
横
） 

10:50～11:50 
特別講演 
「医療安全を法的視点から

考える」～診療放射線技師が

医療現場で遭遇するトラブル

への事前、事後の対処法～ 
北浜法律事務所 
医師・弁護士 長谷部 圭司 

11:00 11:00～11:45 
・日本診療放射線技師会 

近畿地域理事 髙嶋敏光 挨拶 
・ソウル特別市放射士会紹介 
・地方功労者表彰 
・衆議院議員 畦元将吾 挨拶 
・第 36 回全国大会案内 

11:10～12:00 
一般演題発表 2 
「RI、 

放射線治療、 
教育」 

  
12:00    12:00～12:50 

近畿教育委員会 
会議 

12:10～12:50 
ランチョンセミナー 
キャノンメディカルシステムズ 
「Vantage Galan3T ZGO の使用経験」 

12:10～12:50 
ランチョンセミナー 
富士フイルム 

「富士フイルムが目指す 
画像診断の未来」 

12:10～12:50 
ランチョンセミナー 
島津製作所 
「島津製作所 

X 線システムの最新技術」 
    

13:00 13:00～14:40 
府民公開講座 
「元気に楽しく生きよう」 

～食べて延ばそう健康寿命～ 
講演 I 
「明日からできる食事健康法」 

～食べて延ばそう健康寿命～ 
京都医療センター栄養管理室 西田博樹 
講演 II 
「広げよう！メタボ撲滅の輪」 

～健康長寿を目指した食事・運動療法～ 
京都医療センター臨床研究センター 
内分泌代謝高血圧研究部 浅原 哲子 

13:00～14:00 
一般演題発表 3 
「MR、接遇」 

13:00～13:30 
女性活躍推進班 
準備作業 

13:00～14:30 
読影分科会 
「医療安全の確保に向けた

読影補助の体制整備につい

て」 
りんくう総合医療センター 

坂下 惠治 
兵庫県立こども病院 

前田 啓明 
りんくう総合医療センター 

藤村 一郎 

 

13:30～15:00 
女性活躍推進班 
パネルディスカッション 
「出産前後どーしては

りましたか？」 
～産休・育休・復職 

について～ 
日本赤十字社 和歌山医療 
センター 森下瞳 
市立長浜病院 嶋津美和子 
第一東和会病院 濱野美穂 
京都民医連中央病院

 馬淵淳子 

13:30～14:10 
シンポジウム 
打ち合わせ 

14:00  
14:05～14:55 
一般演題発表 4 
「一般撮影」 

14:10～14:40 
国際セッション 
打合せ  

 14:40～15:40 
管理士分科会 
「診療用放射線の適正管

理に関する医療法施行規

則改正について」 
JIRA 経済部会 部会長 

鍵谷 昭典 

 
14:50～16:30 
シンポジウム 
「技師教育について」 
近畿大学病院 奥村 雅彦 
神戸市立医療センター西市民病院 
 酒井 慎治

JCHO 大和郡山病院  髙谷 道和 
和歌山県立医科大学附属病院 
 宮崎 雄司 
大津赤十字病院 平田 誠 
京都大学医学部附属病院 姫路 早紀子 
日本診療放射線技師会理事 
  中村 勝 

 15:00 
15:00 15:00～15:50 

国際セッション 
15:00～15:30 
女性活躍推進班 
打合せ会議 

 

 15:30～16:00 
近畿会長会議 

（学術奨励賞審査） 15:40～16:10 
近畿地域放射線管理士会 

連絡会議 

 

16:00  
 

 
16:40～17:00 閉会式 
・学術奨励賞 
・近畿地域理事賞表彰 
・次期開催県挨拶 
・閉会の辞 

17:00       
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参加者の皆様へ 
 
入室はエントランスホールからお願いします。参加登録の受付は 9:00 から開始です。 
 
《 受付手順 》下記の事項をお読みになり、該当する受付をしてください。 

1． 会員(診療放射線技師－座長・演者なども含む)：参加費 1,000 円 
記帳台に備え付けの参加登録用紙に必要事項を記入し、所属する各府県技師会受付

にて参加登録費を支払い、参加証を受け取りご記名してください。 
  
2． 非会員(診療放射線技師)：参加費 2,000 円 

記帳台に備え付けの参加登録用紙に必要事項を記入し、京都府技師会受付にて参加

登録費を支払い、参加証を受け取りご記名してください。 
   
3． 学生：参加費 無料 

記帳台にて備え付けの参加登録用紙に必要事項を記入し、京都府技師会受付にて学

生用参加証を受けとりご記名してください。 
尚、本大会において社会人学生は学生扱いとしません。ご了承ください。 

 
4． 賛助会員：参加費 1,000 円  賛助会員でない企業参加者 2,000 円 

記帳台にて備え付けの参加登録用紙に必要事項を記入し、京都府技師会受付にて参

加登録費を支払い、参加証を受け取りご記名してください。 
 
5．一般府民来場者：参加費 無料 (府民公開講座のみ対象) 

一般来場者受付にて芳名録に記帳して、一般参加証をお受けとりください。 
 
◎ ランチョンセミナーについて 

ランチョンセミナーは受付後に交換券の配布場所にて希望セミナーの交換券を 1 人

につき 1 枚配布します。在庫がなくなり次第終了となります。お弁当は原則 1 枚に

つき 1 個で配布し、キャンセル待ちはありません。 
各セミナーは会場の準備が整い次第入場となります。 

 
◎ 一般演題発表者は参加登録終了後、PC 受付でスライドチェックをお願いします。 
 
 

【 特記事項 】 
・建物およびその周辺は禁煙となっています。喫煙は所定の場所でお願いします。 
・クロークは用意していません。各自で管理してください。 
・ゴミなどは各自で処分してくださるようにお願いします。 
・会場内でのビデオ・写真撮影（携帯電話も含む）・録音は固くお断りさせていただきます。 
・忘れ物や落とし物には対応しかねますので各自の責任でご注意ください。 
・体調不良などによる一時休憩コーナはありませんのでご了承ください。 
・会場内の Wi-Fi に関する問い合わせには対応しかねますのでご了承ください。 
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演者の皆様へ 
 

本大会の一般演題、国際セッションはすべて口述発表です。 
 

1． 発表時間 
発表 7 分 + 討論 3 分となっています。発表時間は厳守してください。 
発表の際には、タイムキーパーからの指示がありますが、発表時間を超過した場合

座長の権限において途中で発表終了することもございますので、ご注意願います。 
 
2． 発表スライドについて 

スライドは、ウインドウズ版のマイクロソフト社パワーポイント 2016 で行います。 
音声出力はいたしません。 
動画は、再生できない可能性がございます。ご了承願います。 
発表ファイルは USB メモリのみ受け付けさせていただきます。ただし、バックア

ップとして CD-R にてデータ をご持参願います。 
スライドサイズは、標準サイズ（4：3）です。 
PC プロジェクタの映像解像度は XGA（1024 ×768）です。 

 
3． 発表者の受付及びスライド確認について 

一般演題演者は下記の時刻までに「各府県受付」にて参加登録をして頂いた後、「PC
受付」までお越しください。一般演題発表会場は、第 2 会場（セミナー室 2、3）
です。発表者は発表スライドの動作確認のため、PC 受付に下記の時間までに必ず

お越しください。 
 

一般演題 1【CT】          ～ 9:20 
一般演題 2【RI・放射線治療・教育】 ～10:00 
一般演題 3【MRI・接遇】      ～12:00 
一般演題 4【一般】       ～13:00 
国際セッション            ～14:00 

 
4． 発表について 

発表の 15 分前までに会場入りし、左前方の演者席までお越しください。セッショ

ン開始のアナウンス、座長の進行にご注意ください。座長が演題を申し上げる際に

は発表者席までお進みください。発表時には座長の指示に従ってください。操作は

ご自身でお願い致します。登録された演題名・発表者の変更は特別な理由がない限

り認めません。 
  

5．その他 
担当座長から発表内容についての問い合わせがあった場合にはご協力をお願い致

します。 
尚、発表に使用したデータは本学術大会のみでの使用として、その目的以外で使用

することなく、消去いたしますことをお約束いたします。 
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プログラム 
第 1 会場（テルサホール） 
 9:50～10:00  
開会宣言 公益社団法人 京都府放射線技師会 副会長 原口 隆志 
開会の辞 公益社団法人 京都府放射線技師会 会長 河本 勲則 

 

 10:00～11:00  
教育講演「将来の診療放射線技師像を求めて」 

座長 公益社団法人 京都府放射線技師会 会長   河本 勲則 
講師 公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長  佐野 幹夫 

 

 11:00～11:45  
挨拶 公益社団法人日本診療放射線技師会近畿地域理事 髙嶋 敏光 
紹介 ソウル特別市放射線士会  
表彰 地方功労者表彰 
挨拶  衆議院議員 畦元 将吾 
案内 第 36 回日本診療放射技師会学術大会案内 
 公益社団法人 宮城県放射線技師会 会長 立花 茂 

 

 12:10～12:50  
ランチョンセミナー1 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

 「Vantage Galan3T ZGO の使用経験」 
 －短時間撮像と高分解能画像の両立を目指して－ 

座長 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 池 和秀 
演者 京都大学大学院医学研究科 沼元 瞳 

 

 13:00～14:40  
府民公開講座「元気に楽しく生きよう」 
 ～食べて延ばそう健康寿命～ 

座長 公益社団法人 京都府放射線技師会副会長  久保田 裕一 
 公益社団法人 京都府放射線技師会副会長  原口 隆志 

講演 I「明日からできる食事健康法」 
 ～食べて延ばそう健康寿命～ 

講師 国立病院機構京都医療センター 臨床栄養科 
 栄養管理室 栄養管理室長 西田 博樹 

講演 II「広げよう！メタボ撲滅の輪」 
 ～健康長寿を目指した食事・運動療法～ 

講師 国立病院機構京都医療センター 
 臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部長 
 帝京大学医学部臨床研究医学講座 特任教授  浅原 哲子  
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 14:50～16:30  
シンポジウム 「技師教育について」 

座長 京都大学医学部附属病院  中川 政幸 
 松下記念病院 松元 誠 

 シンポジスト 
大阪府 近畿大学病院 奥村 雅彦 
兵庫県 神戸市立医療センター西市民病院 酒井 慎治 
奈良県 JCHO 大和郡山病院  髙谷 道和 
和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 宮崎 雄司 
滋賀県 大津赤十字病院 平田 誠 
京都府 京都大学医学部附属病院 姫路 早紀子 
日放技 日本診療放射線技師会理事  中村 勝 

 
 16:40～17:00  
学術奨励賞表彰 
近畿地域理事賞表彰 
次期開催県挨拶 公益社団法人 奈良県放射線技師会 会長 水野 吉将 
閉会の辞 公益社団法人 京都府放射線技師会 副会長 久保田 裕一 
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第 2 会場（セミナー室 2、3） 
 9:55～11:05  
一般演題発表 1 CT 

座長 三菱京都病院 多冨 仁文 
1．造影 CT での年齢による造影剤減量の妥当性の評価 

 関西医科大学香里病院 柳下 明奈 
2．CTC における一次読影のための補助シートの作成 

 神戸市立医療センター西市民病院 岩佐 順平 
3．大腸 CT における深部結腸の固形残渣軽減についての検討 

 中井記念病院 奥田 晃英 
4．消泡剤を用いた大腸 CT の消泡効果の検討 

 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 池田 雄士 
5．当院における Dual Energy CT を使った大血管造影検査の造影剤減量の検討 

 京都第一赤十字病院 安藤 大貴 
6．生体弁置換術後患者における造影 CT 検査撮影法の最適条件に関する検討 

  －初期検討 
 京都府立医科大学附属病院 小坂 滋 

7．心電図同期 3D-CTA による大動脈－肺動脈短絡血管の描出 
 京都桂病院 芝本 昂平 

 
 11:10～12:00  
一般演題発表 2 RI、放射線治療、教育 

座長 京都医療センター 若畑 旬弥 
 姫路医療センター 大西 孝志 

8．連続寝台移動型 PET 装置を用いた 
 全身ダイナミック撮影における SUV 値の変化とその考察 

 京都府立医科大学附属病院 田畑 梓 
9．ドーパミントランスポータ SPECT における撮像時間短縮の基礎的検討 

 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 兵藤 康弘 
10．国家戦略特区におけるフレキシブル PET と MRI,複合化への取り組み 

 京都大学医学部附属病院 中川 政幸 
11．頭部血管肉腫照射におけるボーラスの検討 

 京都府立医科大学附属病院 大北 哲也 
12．Virtual reality coaching system を用いた職業紹介は有用か？ 

 京都大学医学部附属病院 上田 克彦 
 
 12:10～12:50  
ランチョンセミナー2 富士フイルムメディカル株式会社 
「富士フイルムが目指す画像診断の未来」 

演者 富士フイルムメディカル株式会社 営業部 IT ソリューション事業部 

 大島 俊介 
 
 13:00～14:00  
一般演題発表 3 MRI、接遇部門 

座長 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 小川 武 
13．VAT 併用による広視野撮像の検討 

 地方独立行政法人 奈良県立病院機構奈良県総合医療センター 
  阪本 由夏 
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14．頭部 1.5T 非造影 3DTOF-MRA における Compressed SENSE の検討 
 京都第一赤十字病院 藤井 翔伍 

15．2D 撮像を用いた頭部 MRA の撮像時間短縮の検討 
 京都岡本記念病院 玉置 遼平 

16．垂直磁場タイプ MRI 装置における X 方向の SNR 測定に関する追加報告 
 風早会 外科野﨑病院 須賀 龍也 

17．MRI による脳梗塞体積測定の試み 
 橋本市民病院 三木田 正夫 

18．医療現場における外国語通訳の事例報告からみた 
 診療放射線技師の接遇についての考察 

 大阪はびきの医療センター 山村 好映 
 
 14:05～14:55  
一般演題発表 4 一般撮影部門 

座長 京都岡本記念病院 三浦 健一 
19．整形外科医から依頼があった手関節側面 関節面撮影についての検討 

 独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院 
  谷口 雅基 

20．長尺撮影における一回照射法と X 線管回転法の測定精度の比較 
 奈良県立医科大学附属病院 樫田 直樹 

21．TKA 直後の膝関節正面撮影における X 線入射角の検討 
 独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院 
  田中 翼 

22．2 種類の検出器を用いた散乱線含有率の測定 
 大和高田市立病院 土井 康平 

23．マンモグラフィにおける超音波検査用ゼリーのアーチファクトの確認 
 三菱京都病院 桑原 奈津美 

 
 15:00～15:50  
国際セッション 

座長 徳島文理大学 高津 安男 
 京都府立医科大学附属病院 太田 誠一 

24．Clinical examination of the CT brain surface image 
 Department of Radiology, Meimai central hospital Yasutaka Hada 

25．Usefulness of non-Gate lower extremity MRA 
 for arterial disease patients with arrhythmia 

Kyoto Prefectural University of Medicine Yasunori Nakamura 
26．A practical approach to prevent gantry–couch collision 

 for linac-based radiation therapy 
 Tane General Hospital Department of Radiation Oncology  

Masayuki Kusawake 
27．Association with clinical features and surgical indication  
 of obstructive sleep apnea patients 

 Konkuk University Medical Center Ki-Jeong Kim 
28．The Study on Combination of Parameters for Optimizing Image Quality 

and Radiation Output of Digital Radiography (DR) - Focusing on Signal 
to Noise Ratio (SNR), Contrast to Noise Ratio (CNR), and Time-to-
Radiation Dose Curve Analysis 

 Kyunghee University Hospital  Jun-Ho Hwang  
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第 3 会場（中会議室） 
 10:50～11:50  
特別講演 「医療安全を法的視点から考える」 

  ～診療放射線技師が医療現場で遭遇するトラブルへの 
事前、事後の対処法～ 

座長 洛和会京都健診センター 林 浩二 
講師 北浜法律事務所 弁護士 長谷部 圭司 

 12:10～12:50  
ランチョンセミナー3  株式会社島津製作所 

 「島津製作所 Ｘ線システムの最新技術」 
演者 株式会社島津製作所 医用機器事業部 塩見 剛 

 13:00～13:30  
女性活躍推進班打合せ 

 13:30～15:00  
女性活躍推進班 パネルディスカッション 
「出産前後どーしてはりましたか？」～産休・育休・復職について～ 

 日本赤十字社 和歌山医療センター 森下 瞳 
 市立長浜病院 嶋津 美和子 
 医療法人東和会 第一東和会病院 濱野 美穂 
 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 馬淵 淳子 

 
第 4 会場（視聴覚室） 
 10:00～12:00  
骨撮影分科会 
講演 I 「荷重関節である下肢に対する立位撮影の有用性」 

 大阪ハイテクノロジー専門学校 安藤 英次 
講演 II 「正しい撮影法で読み撮る肩複合体」 

 とうかい整形外科 かわげ 難波 一能 
 13:00～14:30  
読影分科会 シンポジウム 

「医療安全の確保に向けた読影補助の体制整備について」 
座長 大阪市立大学医学部附属病院 市田 隆雄 

基調講演「医療安全と読影の補助」 
 りんくう総合医療センター 坂下 惠治 

「症例から見る診療放射線技師の読影補助と体制整備の重要性」 
 兵庫県立こども病院 前田 啓明 

「救急医療における画像診断に係る死亡事例の分析を受けた 
診療放射線技師としての取り組み」 

 りんくう総合医療センター 藤村 一郎 
 14:40～15:40  
管理士分科会 
「診療用放射線の適正管理に関する医療法施行規則改正について」 

 座長 京都中部総合医療センター 山根 稔教 
 日本画像医療システム工業会 経済部会 部会長 
  鍵谷 昭典 

 15:40～16:10  
近畿地域放射線管理士会連絡会議  
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第 5 会場（第 10 会議室） 
12:00～12:50 
近畿教育委員会議 

 
13:30～14:10 
シンポジウム 打ち合わせ 

 
14:10～14:40 
国際セッション打ち合わせ 

 
15:30～16:00 
近畿会長会議（学術奨励賞審査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業展示 線量管理ソフト（6 社） 
被ばく線量統合管理システム『FINO.XManage』のご紹介     
 コニカミノルタジャパン株式会社 
 
医療放射線情報一元管理システム―Radimetrics― 
 バイエル薬品株式会社 
 
医療放射線量管理システム【ARIStation iSED】 
PACS・ビューアー【EV Insite シリーズ】のご紹介 
 PSP 株式会社 
 
被ばく線量管理支援システム「INFINITT DoseM」の紹介 
 株式会社インフィニットテクノロジー 
 
医療被ばく線量管理ソリューション MINCADI のご紹介 
 株式会社 A-line 
 
線量管理ソリューション｢DoseAware」「DoseWise Portal」 
 株式会社フィリップス・ジャパン 


