
 
主催：公益社団法人埼玉県診療放射線技師会 第一・二・三・四・五・六支部 

平成30年度 支部合同勉強会 in 熊谷 
日時：平成30年11月10日(土)～11日(日) 
 12:30 受付開始 
場所：ホテルヘリテイジ 四季の湯温泉 
会費：勉強会のみ・・・500円 
   勉強会+懇親会 ・・・5,000円 
   勉強会+懇親会+宿泊・・・12,000円 

開会挨拶 (13:00～13:05)  埼玉県診療放射線技師会 第二支部 大西 圭一    

休憩 (15:15～15:40) 

① 支部合同症例検討会 (13:05～15:15) 

④ 技師討論会 (16:50～17:50) 

 
座長 : 内海 将人 埼玉県済生会栗橋病院 

③ 技師講演 (16:10～16:40) 

座長 : 仲西 一真   上尾中央総合病院 

総合司会: 高橋 忍 埼玉医科大学病院  

コメンテーター : 高井 太市 小川赤十字病院 

座長 

講師：佐々木 健 上尾中央総合病院  

『発表スライドの作り方』 

第一支部 
第二支部 
第三支部 
第四支部 
第五支部 
第六支部 

中野 雄太    
山浦 良太    
西村 明香     
登坂 崇史    
長坂 純       
井田 篤 

講師 

『身に着けたい読影力』 

さいたま市立病院                  
埼玉石心会病院                 
埼玉医科大学病院     
深谷赤十字病院          
三郷中央総合病院            
上尾中央総合病院 

さいたまっち＆コバトン 

さいたまっち＆コバトン 

『若いうちに身に着けたいグロースマインドセット 
         ～「失敗」と書いて「せいちょう」と読む～』 

第一支部:石田 貴志         さいたま市立病院  
第二支部:小田島 明子   イムス三芳総合病院   

第三支部:林 洋希              埼玉医科大学病院  
第四支部:坂本 里紗         深谷赤十字病院  

第五支部:村本 圭佑       越谷市立病院  

第六支部:安川 絋平      指扇病院 

 合同勉強会懇親会 (19:00～21:00) 

是非お誘いあわせの上ご参加ください 

閉会挨拶 (17:55～18:00)   埼玉県診療放射線技師会  第三支部 山岸 正和    

森 一也  埼玉県済生会川口総合病院  

② エコーハンズオンセミナー (15:40～16:10) 

座長 : 舘林 正樹 AIC八重洲クリニック 

『見て・聞いて・触ってみよう！心・血管エコーの勘所』 

講師：内海 将人 埼玉県済生会栗橋病院  

内田 瑛基 上尾中央総合病院  

講師：谷川 浩史 所沢ハートセンター 検査課  

コバトン 

申込み 
問合せ 

第一支部 新堀 隆男 さいたま市立病院             shimbori.takao[at]gmail.com 
第二支部 栗原 真      飯能靖和病院                            chestnuts_fieldnote.585[at]rb3.so-net.ne.jp 
第三支部 市川 隆史 埼玉医科大学病院                    ichikawadaijin[at]hotmail.co.jp 
第四支部 大野 渉      羽生総合病院                            xray[at]fureihosp.or.jp 
第五支部 長坂 純      三郷中央総合病院                   ragikevsdiptakajp[at]yahoo.co.jp 
第六支部 藤畑 将理  埼玉県立小児医療センター fujihata.shori[at]scmc.pref.saitama.jp 

※[at]は@に変換してご連絡してください 



＊アクセス案内＊ 

四季の湯温泉 
ホテルヘリテイジ 

お車で・・・東松山ICより約15分 
電車で・・・東武東上線「森林公園駅」/JR高崎線「熊谷駅」より無料シャトル便あり 

 
 
 

  
・シャトル便 

熊谷駅南口 及び 森林公園北口⇒ヘリテイジ行きのシャトル特別便をご用意致します。 

各駅とも12:00出発(希望者は申込時に支部担当者までご連絡下さい) 
※帰りのシャトル便(ホテル⇒各駅)もございます。詳細は施設HPをご覧下さい。 

 施設内駐車場について 
・収容台数 約450台(一般車両) 
・駐車料金 500円(宿泊者は駐車場無料) 

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会 
第一・二・三・四・五・六支部 合同勉強会実行委員(順不同) 

大西 圭一 所沢ハートセンター  
新堀 隆男  さいたま市立病院 
八木沢 英樹 JCHO埼玉メディカルセンター 
土田 拓治 埼玉県済生会川口総合病院 
志藤 正和  埼玉県済生会川口総合病院 
森 一也 埼玉県済生会川口総合病院 
戸澤 僚太 埼玉県済生会川口総合病院 
内藤 完大 埼玉県済生会川口総合病院 
西田 衣里 埼玉県済生会川口総合病院 
傳田 亜巳 埼玉県済生会川口総合病院 
近藤 忠晴  防衛医大医科大学校病院 
山岸 正和 埼玉医科大学国際医療センター 
大友 正人 埼玉医科大学国際医療センター 
森下 勝 埼玉医科大学国際医療センター 
高瀬 正人 埼玉医科大学総合医療センター 
轟 圭介 埼玉医科大学総合医療センター 
橋本 利恵子 埼玉医科大学病院 
市川 隆史 埼玉医科大学病院 
齋藤 幸夫 深谷赤十字病院 
柏瀬 義倫 深谷赤十字病院 
坂本 里紗 深谷赤十字病院 
登坂 崇史 深谷赤十字病院 
清水 理乃  熊谷総合病院 
亀山 枝里 熊谷総合病院 
吉田 敦 熊谷総合病院 

田中 達也 小川赤十字病院 
高井 太市 小川赤十字病院 
大野 渉 羽生総合病院 
横田 文克 秩父市立病院 
村本 圭祐 越谷市立病院 
長坂 純 三郷中央総合病院 
山口 明 埼玉県立小児医療センター 
藤畑 将理 埼玉県立小児医療センター 
田中 里奈 さいたま赤十字病院   
内海 将人 埼玉県済生会栗橋病院 
脇谷 正行 埼玉県済生会栗橋病院 
舘林 正樹 AIC八重洲クリニック 
茂木 雅和 上尾中央総合病院 
金野 元樹 上尾中央総合病院 
仲西 一真  上尾中央総合病院 
内田 瑛基 上尾中央総合病院 
吉澤 俊佑 上尾中央総合病院 
茂木 大哉 上尾中央総合病院 
天早 崚 獨協医科大学越谷病院 
栗原 真        飯能靖和病院 

肥沼 武司 国立リハビリテーションセンター 
小田島 明子 イムス三芳総合病院 
邨井 優大 埼玉石心会病院 
小野寺 将真 彩の国東大宮メディカルセンター
石田 仁子 白岡中央総合病院 

※バス/ホテルに関する問い合わせ 斎藤 幸夫 深谷赤十字病院 houshasen[at]fukaya.jrc.or.jp  

住所・・・〒360-0103 埼玉県熊谷市小江川228 TEL・・・・048-536-1212    
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