
第 22 回 NTRT 全国 X 線撮影技術読影研究会 in 兵庫 

大会テーマ：「X 線撮影の匠が用いる撮影・読影テクニック」 

 

■日時：2021 年 6 月 5（土）〜6 日（日） 

        受付 5 日 9：20〜 開会式 9：50〜 

        講演 5 日 10：00〜17：45  ／6 日 9：00〜12：55 

■会 場：神戸大学医学部附属病院 シスメックスホール 3 階 

        神戸市中央区楠町 7-5-2 （JR 神戸駅より徒歩 15 分） 

■参加費：現地参加 2,000 円（養成校学生 無料） ・ Web 参加 1,000 円 

【6 月 5 日（土）】   

  9:20〜受付開始  

 9 : 50    開催の挨拶 NTRT 全国 X 線撮影技術読影研究会代表世話人     市川 秀男   

      歓迎の挨拶 兵庫県放射線技師会会長               後藤 吉弘 

 

講演 1 10:00〜12:25（120 分質疑応答 15 分） 座長：増田 豊 

岐阜ワークショップ 

リウマチの概論 松波総合病院 小寺 史浩/リウマチの実践評価 松波総合病院 寺倉 正祥/ 

骨折(外力の作用方向による分類)圧迫骨折 大垣市民病院 浅野 友希/  

裂離骨折 まつながファミリークリニック 大岩 研/ 捻転骨折 郡上市民病院 中野 雄太/ 

陥没骨折 山内ホスピタル 金森 誠/ 屈曲骨折 山内ホスピタル 竹中 将/  

剪断骨折 岐阜病院 増田 豊 

 

休憩 12:30〜14:00（90 分） ランチョンができないので各自にて食事休憩 

 

講演 2 14:00〜14:45（40 分質疑応答 5 分） 座長：大川 剛史 

X 線撮影が変わる         大阪ハイテクノロジー専門学校  安藤 英次 

 

講演 3 14:50〜15:25（30 分質疑応答 5 分） 座長：安藤 英次 

人工膝関節（TKA）X 線撮影攻略テクニック   明石市立市民病院    岩井 良太 

 

講演 4 15:30〜16:05（30 分質疑応答 5 分） 座長：矢野 雅昭 

股関節 〜低エネルギー外傷時のアプローチ〜     野瀬病院     伊藤 寿之 

 

講演 5 16:10〜16:55（40 分質疑応答 5 分） 座長：萩野 英俊 

医療経営とリスクマネジメントにおける撮影技術 

 グローバルヘルスコンサルティング 筑後 孝夫 

 

講演 6 17:00〜17:45（40 分質疑応答 5 分） 座長：日下 亜起子 

正常異常画像を読影する           尼崎総合医療センター 矢野 雅昭 

 17：50  初日 終了挨拶 

【6 月 6 日（日）】   

 9:00〜受付開始  



講演 7  9:30〜10:15（40 分質疑応答 5 分） 座長：辻井 貴雄 

一般撮影にエコーをプラスして楽しんで活用しよう！！ 四万十大正診療所 大川 剛史 

 

講演 8 10:20〜10:55（30 分質疑応答 5 分） 座長：矢野 雅昭 

肩関節 X 線撮影                 下田メディカルセンター 鈴木 義曜 

 

講演 9 11:00〜11:45（40 分質疑応答 5 分） 座長：川端 潤 

   胸部 FPD 撮影における最適線質 90kV，Cu フィルタの標準化 

 京都医療科学大学名誉教授  小田 敍弘 

 

講演 10 11:50〜12:05（15 分）       座長：中川 英之 

   新しい撮影法・補助具の募集案内          三菱神戸病院     高井 夏樹 

 

講演 11 12:10〜12:55（40 分質疑応答 5 分）座長：原 正和 

   胸部画像読影の実践               NTRT 代表世話人   市川 秀男 

 

 13：00〜  閉会の挨拶 NTRT 全国 X 線撮影技術読影研究会 副代表世話人  矢野 雅昭 

        次回開催実行委員挨拶 第 23 回宮城県仙台市  

 

主催 ：NTRT 全国 X 線撮影技術読影研究会 

後援：公益社団法人 日本診療放射線技師会 

   一般社団法人 兵庫県放射線技師会 

 

参加申し込みおよび問い合わせ先： 

 4 月 15 日 6 時より，事前参加登録を下記フォームで受け付け致します． 

 

現地参加（限定 100 名）以下の URL にて登録（会場と感染 

症対策の観点で「先着 100 名」とさせていただきます） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGRCmgxbLKJ 

cSpZ8CredCK5LKsuJwgehdHUstt1W3uNJqdMg/viewform 

 尚，当日参加登録の混雑緩和にご協力をお願い致します（※当日参加登録は受け付けません） 

①都道府県名②所属先③お名前・ふりがな④診療放射線技師会会員番号 

※以前に一度ご登録いただいた方も再度登録をお願いします。 

 

Web 参加（限定 500 名）以下の URL にて登録 

https://peatix.com/event/1861348 

＊会場での飲食は禁止です。 

※お問い合わせは下記メールアドレスへよろしくお願いします。 

第 22 回 NTRT 全国 X 線撮影技術読影研究会兵大会：ntrt.hyogo@gmail.com 

■NTRT 研究会ホームページ：http://ntrt-ntrt.wixsite.com/ntrt 

現地参加登録 
4 月 15 日 

6 時から開始 

Web 参加登録 
4 月 1 日 

0 時から開始 


