
                                                                                             

大 会 日 程 表        （2016/05/14現在） 
 

月日 日時 
第 1 会場【1階講堂】 

座学会場 

第２会場【２階ホワイエ】 

撮影補助具作成体験会場 

〈鹿児島 X線察性研究会企画〉 

ポスター展示 

機器展示 

【1 階ロビー】 

 

 

 

 

 

7 

月 

16 

日 

（土） 

 

第 

1 

日 

目 

 

 

 

 

 

 

12:30 （開場・受付）  展示準備 

13:30 開会式 代表世話人 市川 秀男 （市川外科）   

13:10 講演 1：矢野雅昭先生 （神戸平成病院） 

「使って欲しい患者さんに優しい撮影法・撮影技術」 

撮影補助具作成体験１ 

『手根管用』『膝関節軸位用』 

13:40 企画 1：『撮影技術トピックス』 

演者：川端潤 白川裕一 湯山浩 

14:10 講演 2：小田敍弘先生 （京都医療科学大学） 

「肺結節（GGO）検出のための胸部 FPD撮影について」 

撮影補助具作成体験２ 

『手根管用』『膝関節軸位用』 

14:40 話題提供 1：横内悟朗先生 （㈱三田屋製作所） 

15:05 特別講演 1： 

前園恵慈先生 （今村病院分院 整形外科医師） 

「スポーツ診療における X線写真の有用性（仮）」 

撮影補助具作成体験３ 

『手根管用』『膝関節軸位用』 

16:05 （休憩） 

16:20 講演 3：榊和弘先生 （片井整形外科・内科病院） 

「器具で技術の定量化と底上げ」 

撮影補助具作成体験４ 

『手根管用』『膝関節軸位用』 

17:00 講演 4：馬場隆行先生 （今村病院分院） 

「もっと活用しよう撮影補助具  

～知って、使って、作って得する撮影技術～」 

17:30 

 

 (18:30) 

シンポジウム： 

『今、あらためて考えてみる、“撮影補助具とは？”』 

下川孝司 竹下洋平 山下正一 釘宮慎次郎 

撮影補助具作成体験５ 

『手根管用』『膝関節軸位用』 

19:３0 《情報交換会》 ふぁみり庵別亭 

 

 

7 

月 

17 

日 

（日） 

 

第 

２ 

日 

目 

 

08:30 （開場・受付）  

09:00 話題提供 2：田中修二先生 ㈱島津製作所 撮影補助具作成体験 6 

『手根管用』『膝関節軸位用』 09:25 講演 5：川村義彦先生 （元日本医科大学千葉北総病院） 

「撮影技術組み立ての共通なきまりからみた、補助

具とその活用法についての分析・評価」 

09:55 企画 2：『撮影補助具に関する研究』 

演者：岩崎隆史 今吉楓 

撮影補助具作成体験 7 

『手根管用』『膝関節軸位用』 

10:15 話題提供 3：網本直也先生（富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱） 

10:40 （休憩） 

10:55 特別講演 2： 

白尾泰宏先生 （今村病院分院 理学療法士） 

「姿勢に基づく解剖運動学的基礎知識」 

撮影補助具作成体験 8 

『手根管用』『膝関節軸位用』 

11:35 講演 6：高井夏樹 （三菱神戸病院） 

「肘関節 X線撮影 ２方向の再考 （前腕偏位角を

考慮した肘関節側面撮影法 と 専用角度計）」 

12:05 講演 7：安藤英次 （奈良県立医科大学附属病院） 

「足・足関節立位荷重撮影の挑戦」 

 （撤収） 

12:35 

 

閉会式  



                                                                   

大 会 プ ロ グ ラ ム         （2016/05/14 現在） 

 

 

【7月 16 日（土）第 1 日目】 

13:00～13:10 開会式  

13:10～13:40 講演 1 『使って欲しい患者さんに優しい撮影法・撮影技術』         神戸平成病院 矢野 雅昭 

13:40～14:10 ≪企画 1≫『撮影技術トピックス』 

13:40～13:50 「壁からの後方散乱アーチファクト改善の試み」     産業医科大学病院 川端 潤 

13:50～14:00 「新生児のポータブル撮影についての検討」   熊本大学医学部附属病院 白川 裕一 

14:00～14:10 「腰椎立位 PA半切撮影法」                             育和会記念病院 湯山 浩 

14:10～14:40 講演 2 『肺結節（GGO）検出のための胸部 FPD撮影について』 京都医療科学大学 小田 敍弘 

14:40～15:05 ≪話題提供 1≫ 『診断能の高い画像提供のためのグリッド理解（仮）』  株式会社三田屋製作所 横内 悟朗 

15:05～16:05 ≪特別講演 1≫ 『スポーツ診療における X線写真の有用性（仮）』 

                               今村病院分院 スポーツ整形外科（医師） 前園 恵慈 先生 

16:05～16:20 （休憩） 

16:20～17:00 講演 3 『器具で技術の定量化と底上げ』       片井整形外科・内科病院 榊 和弘 

17:00～17:30 講演 4 『もっと活用しよう撮影補助具～知って、使って、作って得する撮影技術～』 今村病院分院 馬場 隆行 

17:30～18:30 ≪シンポジウム≫『今、あらためて考えてみる“撮影補助具とは？” 』 座長：九州大学病院  加藤 豊幸 

17:30～17:40 「当院の撮影補助具の紹介（仮）」  熊本整形外科病院 下川 孝司 

17:40～17:50 「当院の撮影補助具の紹介（仮）」  宮崎大学医学部附属病院 竹下洋平 

17:50～18:00 「済生会唐津病院での撮影補助具を利用した撮影方法の紹介」 済生会唐津病院 山下 正一 

18:00～18：10 「当院における撮影固定具の紹介」 福岡整形外科病院 釘宮 慎次郎 

18:10～18：30 シンポジウム 

  

 

【7月 17 日（日）第 2 日目】 

09:00～09:25 ≪話題提供 2≫ 『（進化する X線撮影 -臨床アプリケーション技術の紹介-』  株式会社島津製作所 田中 修二 

09:25～09:55 講演 5 『撮影技術組み立ての共通なきまりからみた、補助具とその活用法についての分析・評価』  

元 日本医科大学千葉北総病院 川村 義彦 

09:55～10:15 ≪企画 2≫ 『撮影補助具に関する研究発表』 

09:55～10:05 「肘関節外反自重ストレス撮影における補助具」    慶友整形外科病院 岩崎 隆史 

10:05～10:15 「撮影補助具素材に関する基礎的研究」   鹿児島医療技術専門学校（学生） 今吉 楓 

10:15～10:40 ≪話題提供 3≫ 『Virtuai Gridの適用範囲の広がりと効果について』 

富士フイルムメディカル株式会社 網本 直也 

10:40～10:55 （休憩） 

10:55～11:35 ≪特別講演 2≫ 『姿勢に基づく解剖運動学的基礎知識』 

          今村病院分院 リハビリテーションセンター（理学療法士） 白尾 泰宏 先生 

11:45～12:15 講演 6 『肘関節 X線撮影 ２方向の再考（前腕偏位角を考慮した肘関節側面撮影法と専用角度計）』  

三菱神戸病院 高井 夏樹 

12:05～12:３5 講演 7 『足・足関節立位荷重撮影の挑戦』     奈良県立医科大学附属病院 安藤 英次 

12:35～12:45 閉会式 
 

 



 

ポ ス タ ー 展 示         （2016/05/14 現在） 

ポスター 

1 撮影補助具素材に関する基礎的研究 今吉 楓 鹿児島医療技術専門学校 
スライド 
発表あり 

2 
当院使用のポジショニングブロックの紹介 -ポリエチレ

ンフォーム素材を中心に- 
松野下 直美 徳久整形外科  

3 撮影補助具(ラウンドフォーム)の使用経験 藤野 直人 鹿児島市立病院  

4 肘関節外反自重ストレス撮影における補助具 岩崎 隆史 慶友整形外科病院 
スライド 
発表あり 

5 手術後肩関節 X線撮影に用いる補助具 松井 誠一 慶友整形外科病院  

6 当院の股関節軸位撮影用テンプレートの紹介 馬場 隆行 今村病院分院  

7 
Y-view 撮影法における肩甲骨の至適コントロールの

検討 
高井 夏樹 三菱神戸病院  

8 腰椎立位 PA半切撮影法 湯山 浩 育和会育和会記念病院 
スライド 
発表あり 

9 実際の腰椎撮影の様子 湯山 浩 育和会育和会記念病院  

10 超～簡単、股関節軸位 45度撮影法 湯山 浩 育和会育和会記念病院  

11 
当院の膝関節側面撮影の撮影法変更の実際と画像評価

による検証 
山神 昭彦 恒心会おぐら病院  

12 足関節座位撮影法の検討 中川 英之 清水赤十字病院  

13 ATFL-viewの有用性 松野下 直美 徳久整形外科  

14 DRL と比較するために自施設の線量を測定してみて 筑後 孝夫 千葉県済生会習志野病院  

15 壁からの後方散乱ｱｰﾁﾌｧｸﾄ改善の試み 川端 潤 産業医科大学病院 
スライド 
発表あり 

16 
放射線技師が術中イメージに携わらないために起こって

いる数々のトラブル 
湯山 浩 育和会育和会記念病院  

17 腰椎立位ＰＡ撮影における腰椎後方傾斜の補正 馬場 隆行 今村病院分院  

18 尺骨神経溝撮影法の最適化を図る 高井 夏樹 三菱神戸病院  

 

 

 


