
第７回福岡県診療放射線技師会学術大会概要 
 

大会長 中村 泰彦 

実行委員長 塩谷 正貴 

 

○ 名    称：第７回福岡県診療放射線技師会学術大会（http://7th-congress.fart-sub.com/） 

○ テ ー マ：「SELF INNOVATION ～あなたの知識、臨床で活かせてますか？～」 

○ 会 期：令和 3年 6月 26日（土）、27日（日） 

開会式、一般研究発表、式典、特別講演、シンポジウム、市民公開講座、ハンズオンセミナー、 

機器展示、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 9－30 TEL 093-541-5931 

URL httpｓ://hello-kitakyushu.or.jp/kokusai-kaigi/ 

○ 主    催：公益社団法人福岡県診療放射線技師会 

○ 後   援：福岡県、（公社）日本診療放射線技師会 

○ 協   賛：北九州市、（公財）北九州観光コンベンション協会 

 

 

※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現地参加されますと、磁気共鳴（MR）専門技術者の更新ポイントが取得できます。 

※放射線治療シンポジウムおよび放射線治療専門技師セミナーに現地参加されますと、「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。 

磁気共鳴（MR）専門技術者の更新ポイントと、日本放射線治療専門放射線技師認定機構 認定 １単位は現地参加のみで

取得できます。 

 

※学術大会のWeb視聴には事前参加登録及び、参加費決済が必要となります。 

※当日の現地参加は可能ですが、事前参加登録なしのWeb 視聴はできません。 

※現地参加の方へは予稿集を配布いたします。 

 

※ランチョンセミナー、情報交換会は、COVID-１９感染防止の観点より中止となりました 

  

 

 

学術講演プログラム 
 

特別講演 

  6 月 26 日（土） 14:40～15:40 第 1 会場（メインホール） 

「COVID-19 の画像診断」 

講師  九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野  松浦 由布子 先生 

                                                   司会  純真学園大学 中村 泰彦 

 

シンポジウムⅠ 

  6 月 26 日（土） 15:50～17:30 第 1 会場（メインホール） 

テーマ「CT どう撮ればいい？知っておきたい救急実践撮影法！」 

座長  久留米大学病院 中村 忍 

・頭頸部領域について                                       青木 崇祐（北九州総合病院） 

・腹部領域について                                    井手口 大地（熊本再春医療センター） 

・今さら聞きにくい救急 CT の基礎～胸部・大動脈編～                    服部 直弥（小倉記念病院） 

 

畦元将吾先生の活動報告 

6 月 26 日（土） 17:30～18:00 第 1 会場（メインホール） 



シンポジウムⅡ 

  6 月 27 日（日） 14:10～16:10 第 1 会場（メインホール） 

テーマ「目からうろこ、準備で差がつく!!一般撮影」 

座長  産業医科大学病院 高木 剛司、神戸常盤大学 倉本 卓 

【基調講演】 骨・関節X線画像を極め、広げるために〜読みかたと撮りかたと診かた〜 JCHO久留米総合病院 白石 政弘 

 

・誰が撮っても同じ上肢撮影                                     江口 慎一郎（JCHO 九州病院） 

・再現性を高める補助具の活用～膝関節術後編～                       藤田 裕樹（産業医科大学病院） 

・荷重、小児撮影について                                         鬼塚 泰裕（九州大学病院） 

 

市民公開講座 

6 月 27 日（日） 13:00～14:00 第 1 会場（メインホール） 

「新型コロナウイルス対策 これまでとこれから」 

講師  国際医療福祉大学 医学部公衆衛生学/医学研究科 教授 和田 耕治 先生 

司会  九州鉄道記念病院 塩谷 正貴 

 

磁気共鳴（MR）専門技術者セミナー 

 6 月 27 日（日） 9:00～10:00 第 1 会場（メインホール） 

テーマ「MRI の安全性」                                              北九州市立医療センター 柴田 淳史 

テーマ「脊椎MRI検査のテクニック」                                    北九州市立医療センター 長島 利一郎 

司会  九州大学病院 西川 啓 

 

放射線治療専門放射線技師セミナー  

6 月 27 日（日） 9:00～10:00 第２会場（１１会議室）  

「TG-100 について」         講師 帝京大学福岡医療技術学部 川村 愼二 先生 

6 月 27 日（日） 10:00～10:30 第２会場（１１会議室） 

「IGRT の線量測定」       講師 東洋メディック株式会社  高橋 亙 先生 

司会  浜の町病院 宮原 克樹 

 

放射線治療シンポジウム 

6 月 27 日（日） 10:40～12：10 第２会場（１１会議室） 

テーマ「放射線治療装置の選び方」 

座長  九州がんセンター 大浦 弘樹 

           北九州市立医療センター 高見 将彦  九州中央病院 西畑 嘉人  九州医療センター 寺崎 浩一 

 

                                                                                           

ハンズオンセミナー  

6 月 26 日（土） 13：30～15：00 イベントホール 

「MRI 撮影における注意点（ノウハウ）教えちゃいましょう！！」          新潟大学医歯学総合病院 金沢 勉 先生 

6 月 26 日（土） 15：30～17：00 イベントホール 

「CT 撮影における注意点（ノウハウ）教えちゃいましょう！！」        埼玉県済生会川口総合病院 富田 博信 先生 

 

 



3DWS セミナー     

6 月 27 日（日） 10：00～11：00 イベントホール 

「テラリコン社の３D ワークステーション，他社と何が違うの？」   

講師 テラリコン・インコーポレイテッド Clinical Solutions Advisor 平瓦 雄飛 先生 

 司会  九州大学病院 加藤 豊幸 

 

一般研究発表 

口述発表：１８題 

 

 

 

第７回福岡県診療放射線技師会学術大会 

問い合わせ先 

  第７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：7th-congress@fukuoka-rt.or.jp 

  代  表：中村 泰彦（純真学園大学） 

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

       


