お知らせ

千葉県診療放射線技師会第 9 回勉強会
市民公開講座

第 67 回学術大会開催について

第 67 回学術大会、市民公開講座ならびに第 9 回勉強会を京葉銀行文化プラザにて開催いたします。
会員の皆様におきましてはご多用とは存じますが、お誘い合わせの上ご参加くださいますようお願い申し上げます。

開催名：第 9 回勉強会
テーマ：放射線技師が知って得する乳房検査・治療について
開催日：平成 29 年 2 月 12 日（日） 9:30 〜 10:50
場

所：京葉銀行文化プラザ
千葉市中央区富士見 1 丁目 3-2

参加費：会員・学生は無料、非会員 500 円
開催名：第 9 回市民公開講座
講

演：あなたが乳がんと診断されたら
～薬物療法、外科的手術、再建術って何？～

開催日：平成 29 年 2 月 12 日（日） 11:00 〜 12:00
場

所：京葉銀行文化プラザ
千葉市中央区富士見 1 丁目 3-2

参加費：無料
開催名：第 67 回学術大会
内

容：会員の学術研究発表

開催日：平成 29 年 2 月 12 日（日） 13:30 〜 15:30
場

所：京葉銀行文化プラザ
千葉市中央区富士見 1 丁目 3-2

参加費：会員・学生は無料、非会員 500 円

勉強会
勉強会

9 時 30 分～ 10 時 50 分
放射線技師が知って得する乳房放射線治療に関して
アイビー千葉（乳癌体験者の会）

齋藤 とし子

放射線技師さんが知って得する化学療法のいろは
亀田京橋クリニック

看護室

大谷木 靖子

画像診断室

齋田 愛

放射線技師が知って得するトモシンセシスのいろは
亀田京橋クリニック

放射線技師さんが知って得する超音波所見
亀田総合病院

臨床検査部

磯部 幸子

市民公開講座
市民公開講座

11 時～ 12 時

あなたが乳がんと診断されたら

～薬物療法、外科的手術、再建術って何？～
亀田総合病院 乳腺科 部長

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー

12 時～

（仮）乳房検査（トモシンセシス・超音波装置）について
GE ヘルスケアー・ジャパン

坂本尚美先生

一般社団法人

千葉県診療放射線技師会第 67 回学術大会

総合司会
セッション１

伊藤

等

13：30 ～ 14：20
座長

独立行政法人

国立病院機構

東埼玉病院

永井 優一

演題 1
演題名：MMG における MLO 撮影角度についての検討
所属施設名：医療法人

協友会

柏厚生総合病院

発表者：杉山 瑞紀 (61236)
共同演者：原田 かおり (59584)

𠮷田  咲樹 (62351)　  高橋  奈緒子 (61232)

演題 2
演題名：当院におけるドック乳腺短縮 MRI の初期報告
所属施設名：鉄焦会 亀田京橋クリニック
発表者：原田 磨梨江 (cart:831)
共同演者：町田 洋一

嶋内 亜希子

齋田 愛 (46715)

島田 舞 (53829)

新宮 冨美香 (63215)

演題 3
演題名：当院マンモグラフィにおける CAD(Computer aided detection) の有用性の検討
所属施設名：聖隷佐倉市民病院
発表者：石橋 知子 (63403)
共同演者：渡邉 強 (57451)

佐藤 美帆 (58192)

戸塚 大輔 (40152)

永友 秀樹 (33800)

演題 4
演題名：腰椎側面骨密度測定におけるポジショニング不良が与える影響についての基礎的検討
所属施設名：聖隷佐倉市民病院
発表者：栗原 康希 (63502)
共同演者：佐藤 美帆 (58192)

石田 拓未 (55694） 高石 真人 (46414)

永友 秀樹 (33800)

演題 5
演題名：FPD 搭載型長尺システム導入による、待ち時間調査
所属施設名：聖隷佐倉市民病院
発表者：竹之内 充 (61996)
共同演者：園田 優 (43157) 高石 真人 (46414) 向井 拓也 (57024) 林 翔太 (61108) 小川 安曇 (61235) 永友 秀樹 (33800)

セッション 2

14：30 ～ 15：20
座長

放射線医学総合研究所

臨床研究クラスタ病院

演題 6
演題名：トモシンセシス導入に伴う運用の検討
所属施設名：順天堂大学附属浦安病院
発表者：田頭 環輝 (63652)
共同演者：山崎 信 (50219)

稲葉 年久 (56333)

豊田 美咲 (50582)

演題 7
演題名：FPD 導入後の線量測定と診断参考レベルとの比較
所属施設名：千葉市立海浜病院
発表者：梅田 隆太郎 (60994)
共同演者：高木 卓 (49217)

坂田 昌一 (27489)

演題 8
演題名：当院血管撮影装置における透視条件最適化の検討
所属施設名：千葉市立青葉病院
発表者：三谷 晃弘 (65314)
共同演者：伊藤 等 (35247)

大塚 泰通 (27490)

演題 9
演題名：放射線治療分野における膀胱用超音波画像診断装置の精度検証
所属施設名：千葉大学医学部附属病院
発表者：古山 良延 (61549)
共同演者：黒川 正行 (27513)

阿部 幸直 (55925)

梅澤 哲郎 (58624)

桝田 喜正 (57241)

演題 10
演題名：頭頸部放射線治療用患者固定具の固定位置精度向上のための検討
所属施設名：千葉大学医学部附属病院
発表者：梅澤 哲郎 (58624)
共同演者：黒川 正行 (27513)

阿部 幸直 (55925)

古山 良延 (61549)

桝田 喜正 (57241)

谷 俊明

