
テーマ タイトル 演者 日時/場所

①ＣＲ機器会社および使用施設からのコメント

・富士フィルム　遠藤洋一朗氏
松戸市立病院　佐藤由美子先生
・コダック　田辺賢司氏
小張総合病院　斉藤憲章先生
・コニカミノルタ　柏木健次氏
新東京病院　前田大樹先生

②ＦＰＤ機器会社および使用施設からのコメント

・ＧＥ横河　福田　篤氏
日本大学付属病院　浅野　恭司先生
・フィリップス　山田　真一氏
国立療養所村山病院　芳田　充博先生
・キャノン　宮原啓示氏
・シーメンス　渡部　一雅氏
東京臨海病院　岡本涼子先生

①マンモグラフィーから見た乳がん ・北九州医療センター　放射線科
畑田俊和先生

②乳がんの超音波検査について
・慈恵医科大学病院　放射線部
時任　かおり先生

③乳腺外来の立場から
・国立がんセンター東病院　乳腺外科
和田徳昭先生

④乳房手術後におけるリハビリ
（理学療法について）

・市川リハビリテーション病院
リハビリテーション部　小林　準先生

⑤乳房手術後における看護について
・国立がんセンター東病院　５Ｂ病棟
山本彩有里先生

⑥怖がらないで生きようよ。
～患者様の立場から～

・平和台病院　耳鼻科医　小倉恒子先生

①医療情報化の現状
・国立がんセンター中央病院　放射線診
断部
若尾文彦先生

②ＲＩＳ　ＰＡＣＳの構築

・株式会社　東京エーアイエス　瀬川将治
先生
・新松戸中央総合病院　石橋則行先生
・国立国際医療センター　直井　国治先
生
「システム担当者の体験談

第１回
デジタルＸ線画像を理解する
一般撮影（胸部・骨整形領

域）

２００３年４月２６日（土）
１５時～

さわやか県民プラザ

第２回 乳がんを理解する
２００３年１０月４日（土）

１５時～
さわやか県民プラザ

第３回 医療情報の動向を探る
２００４年６月４日（金）

１８時～
ホテルサンガーデン柏



①コロナリのＭＲＡについて
・新東京病院　診療部　放射線撮影部
主任技師
小野英雄先生

②血流動態からの造影タイミングとスキャン条件
・独立行政法人国立病院機構　甲府病院
放射線科　石原敏裕先生

③ＭＲＩ用造影剤大量投与の意義
・駒沢大学　医療健康科学部
診療放射線技術科学科　教授　吉川　宏
起先生

①知っておきたい法律
・山之内病院　診療放射線技師　森　信
二先生

②医療訴訟の現状
・ＴＭＩ総合法律相談所　弁護士　長坂
省先生

③パネルディスカッション
「医療現場における問題点について」

・千葉西総合病院　今井　範之先生
蔭山　寛司先生
・ＴＭＩ総合法律相談所　弁護士　長坂
省先生
・山之内病院　診療放射線技師　森　信
二先生
・国立がんセンター東病院　永井優一先
生
・平和台病院　島木　栄佳先生（現柏厚

　①阪神淡路大震災時、現地で活動していた
診療放射線技師の体験談

・千葉県保健予防財団　診療放射線技師
矢部　勤先生

②緊急医療について
・独立行政法人国立病院機構災害予防
センター
中央放射線部　麻生　智彦先生

③被災地で活動した人達と
会場の皆様のフリートーク

・千葉県保健予防財団　矢部　勤先生
・独立行政法人国立病院機構災害予防
センター
中央放射線部　麻生　智彦先生
・平和台病院　島木　栄佳先生（現柏厚
生総合病院）　会場の参加者とのフリー

第５回
放射線部門における
リスクマネージメント

第４回
最近の造影検査

（ＣＴ・ＭＲＩ）について

２００４年１０月２９（金）
１８時２０分～

ザ・クレストホテル柏

２００５年６月３日（金）
１８時２５分～

ホテルサンガーデン柏

第６回
広域災害時における心構え
～放射線領域に関して～

２００６年１月１７日（火）
１８時４５分～

三井ガーデンホテル柏



①バリウムを用いたＸ線消化管検査
・国立がんセンター東病院　放射線技師
池野　直哉先生

②内視鏡消化管検査について
・国立がんセンター東病院　外来消化管
科医長
武藤　学先生

③大腸画像診断の新しい展開
～直腸Ｘ線検査とＣＴコロノグラフィ～

・国立がんセンター　がん予防検診研究
センター
総合検診室長　飯沼　元先生

①専門医が要求する肩関節単純Ｘ線撮影法
・船橋整形外科病院　診療放射線技師
相馬　俊二先生

②肩関節不安定症のＭＲＩ
・船橋整形外科病院　診療放射線技師
小森　雄樹先生

③肩腱板のＭＲＩ
・松戸整形外科病院　診療放射線技師
佐藤和貴先生

④肩関節の読影ポイント
・船橋整形外科病院　スポーツ医学セン
ター
肩関節・肘関節外科　部長　菅谷　啓之

①ＣＴ造影技術～理論と応用～
・長野赤十字病院　中央放射線部
技術第１課長　八町　淳先生

②胸腹部出血に対するＩＶＲ
・東京女子医科大学　八千代医療セン
ター

　 　 　 　①マンモグラフィに携わる
診療放射線技師が知っておきたい知識

・国立がんセンター　放射線診断部
永井　優一先生

②実践臨床診断学
～胸部異常所見～

・大日方医院　副院長　大日方　研先生

①３．０Ｔ　ＭＲの使用経験
・国立がんセンター東病院　放射線部
秋田経理先生

②３．０Ｔ　ＭＲ　up to date
・㈱フィリップス　エレクトロニクス　ジャパ
ン　ヘルスケア事業部　Ｔ＆Ｃサポート部
ＭＲＩ営業技術　廣瀬　加世子先生

第１０回

２００８年２月１日（金）
１８時３０分～

三井ガーデンホテル柏

③宇宙における人体の変化-骨の不思議-

２００６年６月２日（金）
１８時２５分～

三井ガーデンホテル柏

２００７年２月２３日（金）
１８時３０分～

三井ガーデンホテル柏

２００８年７月４日（金）
１８時３０分～
アミュゼ柏１Ｆ
プラザホール

第１１回

・ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）
有人宇宙技術部宇宙医学グループ
　大島　博先生

第９回 造影剤
２００７年６月８日（金）

２１時２０分～
三井ガーデンホテル柏

第７回 どうなる？消化管検査

第８回
極めよう、肩関節（整形領域）

の検査法



①当院における膝関節MRI ・松戸市立病院　村山　和広　先生
②膝関節のMRI（スポーツ整形） ・船橋整形外科病院　堂後　和彦　先生
③膝関節の検査ポイント・コツ ・鎌ケ谷総合病院　服部　篤彦　先生

④専門医の膝関節読影ポイント
・船橋整形外科病院 スポーツ医学セン
ター長
土屋　明弘　先生

①膝スカイライン撮影のコツ ・柏厚生総合病院　　中西　登志雄　先生
②ＣＴにおけるＭＰＲって何？ ・千葉西総合病院　　鯨井　隆介　先生
③腰椎ＭＲＩ ・習志野第一病院　　布施　隼人　先生
④人工股関節全置換術ＯＰＥ前単純Ｘ線検査に
おける拡大率の検討

・船橋整形外科病院　　松本　和章　先生

⑤教科書では学べない
医療現場での被曝を理解しよう!!

・千葉大学医学部付属病院　　加藤　英
幸　先生

①肝３Ｄ撮像における至適造影法
広島大学病院　診療支援部高次医用画
像部門　部門長　石風呂　実　先生

①膝関節浄化軸撮影の導入報告及び再現性向
上への試み
②当院における股関節手術後の撮影について
③CT下肢静脈撮影時における低管電圧撮影の
検討
④MRIにおけるReference ScanのFOVと厚さが
Parallel imagingに及ぼす影響

①船橋整形外科病院  渡邊　吏希先生
②習志野第一病院　放射線科  熊谷　太
郎先生
③東京女子医科大学八千代医療セン
ター画像検査室  松井　啓介先生
④鎌ケ谷総合病院　放射線科  小田倉
孝典先生

①知っておきたい心臓CTの基礎技術
藤田保健衛生大学病院　放射線部
井田　義宏先生

第１6回 循環器領域の画像診断
２０１１年１月２１日（金）

１８：３０～
クレストホテル柏

②心臓CTを用いた形態解析と機能解析　Up to
Date

桜橋渡辺病院　心臓・血管センター画像
診断科　科長 小山　靖史先生

２００９年１月２３日（金）
１８時３０分～

三井ガーデンホテル柏

２００９年７月１０日（金）
１８時３０分～
アミュゼ柏１Ｆ
プラザホール

２０１０年１月２３日（金）
１８：３０～

クレストホテル柏

２０１０年６月２４日（木）
１８：３０～
アミュゼ柏

ここまで見えるぞ、造影剤
②肝胆膵領域の造影ＣＴ
　－１６slice CTから最新の２５６slice CTまで－

第１２回
極めよう、

膝（整形領域）の検査法

第１３回 フレッシュマンセミナー

久留米大学医学部　放射線医学教室
准教授 内田　政史　先生

第１５回 フレッシュマンセミナー

⑤肺がんCT検診認定技師制度について
独立行政法人　国立がん研究センター東
病院　放射線部　技師長　花井　耕造先

第１４回
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