
栃診放技    第 97号 

                      平成 31(2019)年 1月 24日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人栃木県診療放射線技師会 

会 長           小黒 清 

   【公印省略】 

第 2 地区理事    木村友昭 

   

 平成 30(2018)年度第 2回第 2地区卒後教育講座の開催について 

 

謹啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本会の為にご協力、 

ご鞭撻賜わり厚くお礼申し上げます。 

さて、平成 30(2018)年度第 2回第 2地区卒後教育講座を下記のとおり開催いたしますの

で、万障お繰り合わせのうえご出席下さいますようご案内申し上げます。  

                                                                      敬具 

記 

 

日 時  平成 31(2019)年 2月 23日（土） 午後 2時 30分～ （受付 2時～） 

 

場 所  獨協医科大学病院 臨床医学棟 10階講堂 

     下都賀郡壬生町大字北小林 880 TEL 0282-86-1111 

 

内 容   

テーマ  わかりやすい CT・MRの大学病院の方法 

『どんな風に撮影しているの？』 

会員発表 1  診療放射線技師の目線から MRI編  

獨協医科大学病院 半澤 堅治 

会員発表 2  診療放射線技師の目線から CT編      

獨協医科大学病院 遠藤 崇文 

講師発表  放射線科医師の目線から      

獨協医科大学放射線科助教 稲村 健介 

討 論 会  なぜ？どうすればいいの？ 

 第 2地区理事 木村 友昭 

メーカ発表  RSNA2018 第 104回北米放射線学会報告 

         シーメンスヘルスケア㈱ ＭＲ事業本部    大澤 勇一 

GEヘルスケア・ジャパン㈱  

モダリティー・セールス・スペシャリスト 核医学担当  三宅 泰士 

       キヤノンメディカルシステムズ㈱ 関東支社営業推進部  今泉 裕行  

         フィリップスジャパン㈱ MR Modality Specialist  森脇 聡 

                                                                             

＊参加費：会員（無料）、非会員(3,000円) 

＊車で来られる方は、外来駐車場に止め、駐車券を受付に提出して下さい。 

日放技の社会活動ポイントが付与されますので、技師格カードを持参ください。 

※講演会終了後、午後 5時 30分より情報交換会を開催します（会費 4,000円） 

たくさんの方々と語らいたいと思います。参加される方は施設単位で参加人数を 

2月 8日までに獨協医大病院の木村までお知らせください。お待ちしています。 

（Tel：0282-87-2177、E-mail:tomo-k@dokkyomed.ac.jp） 



タイムスケジュール 

 

 

マップ  

臨床医学棟 10階講堂の経路 

 

時間 内容 所属 担当者

14:30 ～ 14:30 0:00 開会の言葉 栃木県診療放射線技師会　第2地区理事 木村
キムラ

　友昭
トモアキ

14:30 ～ 14:40 0:10

会員発表1
　わかりやすいCT・MRの大学病院の方法
～どんな風に撮影しているの？～
診療放射線技師の目線からMRI編

獨協医科大学病院 半澤
ハンザワ

　堅
ケン

治
ジ

14:40 ～ 14:50 0:10

会員発表2
　わかりやすいCT・MRの大学病院の方法
～どんな風に撮影しているの？～
診療放射線技師の目線から　CT編

獨協医科大学病院 遠藤
エンドウ

　崇文
タカ フミ

14:50 ～ 15:20 0:30

講師発表
　わかりやすいCT・MRの大学病院の方法
～どんな風に撮影しているの？～
放射線科医師の目線から

獨協医科大学放射線科助教 稲村　健介
イ ナムラ 　　　　ケンスケ

15:20 ～ 15:30 0:10
討 論 会
わかりやすいCT・MRの大学病院の方法
～なぜ？どうすればいいの？～

栃木県診療放射線技師会　第2地区理事 木村
キムラ

　友昭
トモアキ

15:30 ～ 15:40 0:10 休憩

15:40 ～ 15:55 0:15 RSNA2018　第104回北米放射線学会報告1
シーメンスヘルスケア㈱
ＭＲ事業本部 大澤　勇一

オオサワ　　　ユウイ チ

15:55 ～ 16:10 0:15 RSNA2018　第104回北米放射線学会報告2
GEヘルスケア・ジャパン㈱
モダリティー・セールス・スペシャリスト　核医学担当 三宅 泰士

ミヤケ　　　　　ヤスシ

16:10 16:25 0:15
RSNA2018　第104回北米放射線学会報告3
キヤノンの医療AI技術　～Deep Learning
Reconstruction in RSNA 2018～

キャノンメディカルシステムズ㈱
関東支社　営業推進部 今泉　裕行

イ マイ ズミ　　　ヒロユキ

16:25 ～ 16:40 0:15 RSNA2018　第104回北米放射線学会報告4
フィリップスジャパン㈱
MR Modality Specialist 森脇 聡

モリワキ　　　サトシ

16:40 16:40 0:00 閉会の挨拶 栃木県診療放射線技師会　第2地区理事 木村
キムラ

　友昭
トモアキ

時刻

本館 2 階マップ 

本館 2 階から北側の臨床医学棟へ移動し、 

エレベーターで 10 階へ移動してください 

至臨床医学棟 

エレベーターホール 



平成31(2019)年 2月 23日（土）
14時30分～ 16時40分 （受付14時～）

獨協医科大学病院【臨床医学棟10階講堂】
〒321-0293 下都賀郡壬生町大字北小林880 TEL 0282-86-1111（代）

お問い合わせ

●第１部 14時30分～15時30分
わかりやすいCT・MRの大学病院の方法
『どんな風に撮影しているの？』
会員発表1
診療放射線技師の目線から MRI編 獨協医科大学病院 半澤 堅治

会員発表2
診療放射線技師の目線から CT編 獨協医科大学病院 遠藤 崇文

講師発表
放射線科医師の目線から 獨協医科大学放射線科助教 稲村 健介

討 論 会
なぜ？どうすればいいの？ 第2地区理事 木村 友昭

●第2部 15時40分～16時40分
メーカ発表
RSNA2018 第104回北米放射線学会報告
シーメンスヘルスケア㈱ 大澤 勇一
GEヘルスケア・ジャパン㈱ 三宅 泰士
キャノンメディカルシステムズ㈱ 今泉 裕行
フィリップスジャパン㈱ 森脇 聡

＊参加費：会員（無料）、非会員(3,000円)
＊車で来られる方は、外来駐車場に止め、駐車券を受付に提出して下さい。
＊講演会終了後、午後5時30分より情報交換会を開催します（会費4,000円）
たくさんの方々と語らいたいと思います。参加される方は施設単位で参加人数を
2月8日までに獨協医大病院の木村までお知らせください。お待ちしています。

一般社団法人 栃木県診療放射線技師会

平成30年度第2回
第2地区卒後教育講座

第2地区 理事 木村友昭（獨協医科大学病院）
電話 0282-87-2177（放射線部直通）
Email tomo-k@dokkyomed.ac.jp


