開催日

行事名

会場

演題名/講師

徳島文理大学

「英語抄録作成のためのいくつかのヒント」/熊本大学：白石順二先生
「研究者のための効果的な英語プレゼンテーション」/Eglobe 島村東世子
徳島文理大学英語講師

海峡メッセ下関

「放射線技術学における国際化」
西出裕子：技術学会国際交流担当
西田史生：技師会国際交流担当
舛田隆則：あかね会土谷総合病院
宮原善徳：島根大学医学部附属病院
徳禮将吾：山口大学医学部附属病院

岡山コンベンションセンター

「国際化に向けて Making Oral and Poster Presentations at Conferences」
カクタス・コミュニケーションズ 西川Mary

広島国際大学広島キャンパス

「JSRTの国際化への取り組み」
JSRTの国際化の必要性/ 代表理事：眞田茂先生
学会と学会員に国際化に向けた行動について/国際化特別委員長：杜下淳次先生
「海外で活躍する放射線技術者・研究者の現状と彼らから見る国際化」
海外で診療する診療放射線技術者/倉敷成人病センター 藤照正先生
外国人留学生受入の現状－外国人留学生の立場から－ /名古屋大学大学院 閻平先生
診療放射線技術者と国際協力事業/保健医療経営大学 伊達卓二先生
企業人として海外勤務する診療放射線技/Philips 森岡茂晃先生
日米診療放射線技術事情/元スタンフォード大学研究員 松浦由佳先生

2015/2/21 支部国際化推進セミナー

広島大学医学部講義室

「英語口述発表と英語論文作成のために」
英語プレゼンテーションの適切な話し方とスライド作成法 / Eglobe 島村東世子先生
Organizing a Paper in English/ 東京大学医学部講師 Melinda Hull先生

2015/9/27 支部国際化推進セミナー

岡山大学鹿田キャンパス

「英語プレゼンテーションの意義と実際」
中国・四国支部の国際課への取り組み/上田克彦支部長
大学院教育における英語プレゼンテーションの実際/隅田博臣 広島大学病院技師長
学会の国際化に向けて/金沢大学 宮地利明先生
英語アブストラクト作成法/金沢大学 宮地利明先生
英語スライド作成の基礎～実際/金沢大学 小林正和先生

2015/10/17 支部国際化推進セミナー

鳥取大学医学部

実習「Let’s enjoy speaking English」/イングリッシュ・スクール Cian/Gray先生
講演「中国・四国支部の国際化への取り組み」/上田克彦支部長
講演「国際学会へaccept されるための抄録の書き方（体験談から）」/広島大学病院 藤岡知加子先生
講演「英語スライド作成基礎と実践テクニック」/金沢大学 田中利恵先生

2015/11/8 CSFRT－JSRT特別企画

サンポートホール

「英語スライドはどうやって作るの？」
なぜ英語スライドが必要なの/上田克彦支部長
どうしたら英語スライドは作れるの？/山崎明日美先生（理化学研究所）
外国人に“伝わる”スライドって何？/松浦由佳先生（首都大学東京）

2016/6/4 支部国際化推進セミナー

徳島大学医学部

I 部： ジェレミー先生を交えて英会話レッスン
「いざという時に困らない放射線技術者のための英会話」/ 株ステップバイステップ ジェレミー・ラニグ先生
II 部： 国際化の必要性レッスン
国際化の必要性 上田克彦支部長
国際学会発表の実体験 山口大学 竹上和希先生
国際学会等での話し方
土谷総合病院 舛田隆則先生
ISRRT の動向と国際的にみる日本の立場/倉敷中央病院 熊代正行先生

広島大学霞キャンパス

海外招聘講演：「Recent advances of MRI」
講師：アサンメディカルセンターManager/Radiology Team SEO,DAE-KEON

2013/9/28 支部セミナー

2013/11/17 CSFRTシンポジウム

2014/10/5 CSFRTシンポジウム

2014/12/13 支部国際化推進セミナー

2016/7/2

夏季学術大会・支部国際化推進
セミナー

2016/11/20 CSFRT・支部国際化推進セミナー 島根県民会館

「グローバル化と英語発表へのチャレンジ」白石順二先生

2017/11/20 CSFRTのJSRT企画

「英語口頭発表のシミュレーション研修」
藤岡知加子先生 （広島大学病院）
山本めぐみ先生 （広島国際大学）

2018/1/6 大塚ゼミ・支部国際化セミナー

2018/11/4 CSFRTのJSRT企画

2018/11/10 支部国際化推進セミナー

徳島県郷土文化会館

山口大学病院

JMSアステールプラザ

島根県立中央病院大研修室

「AAPM への軌跡」 藤本昴也子先生 （山口大学）
「そうだSNM に行こう」坪井邦仁先生（倉敷中央病院）
「スペインまでの道のり‐国際学会での研究発表‐」
佐々木 毬子 先生 （名古屋大学大学院）
「ECR からの出発～学会との出会いと投稿のきっかけ～」
竹上和希先生（山口大学）
「アジアの国際化の現状」 小寺吉衞先生（名古屋大学）
「Challenge! Get wings to the world!
～世界を楽しもう～」
My challenge to the International presentation!
～地方から世界へ研究を発信する～
竹上和希先生 （山口大学）
Let’s enjoy English! ～案ずるよりむが易し～
河原大輔先生 （広島大学病院）
Ⅰ部：13:05～15:00司会島根県立中央病院 山田 正雄
1.「学部・大学院教育における国際化の波」
名古屋大学名誉教授 小寺 吉衞 先生
2.「国際学会発表で得たもの」
藤田保健衛生大学病院 岡本 千鶴 先生
3.「中国・四国支部の国際化への取り組み 」
日本放射線技術学会中国・四国支部国際化推進委員会委員長 石井里枝 先生
Ⅱ部：15:00～17:20司会鳥取大学医学部附属病院 山下 栄二郎
4.「国際化へのアクセラレーター」
土谷総合病院 今田 直幸 先生
5.「英語スライド作成の基礎と実践テクニック」
金沢大学医薬保健研究域保健学専攻田中 利恵 先生

第一部：13:10-14:45 司会 徳島文理大学 石井里枝
1．「放射線部門における中国人患者の対応について」
順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線部 富原潤(付潤男)先生

2019/7/27 支部国際化推進セミナー

徳島文理大学香川キャンパス リ 第二部：15:00-17:30 司会 岡山大学病院 医療技術部 赤木憲明
サーチアンドメディアライブラリー3 2．「英語スライド作成時の指導について」 名古屋大学名誉教授 小寺吉衞先生
3．「英語スライド作成の経験談」
香川大学医学部附属病院 植原佑輔先生
階AVホール
4．「英語スライド作成の経験談」
香川大学医学部附属病院 勢川博雄先生
5．「The pitfalls at ECR and RSNA -From registration to presentation-」
土谷総合病院 舛田隆則先生

2020/4/5 支部国際化推進セミナー

2021/9/25 支部国際化推進セミナー

2021/12/18 CSFRT企画

COVID-19のため中止

Web開催

オンデマンド配信

開会の挨拶13:00～ 日本放射線技術学会 中国・四国支部 支部長 西丸英治
第一部（13:05-14:35）司会 愛媛県立中央病院 渡辺真由美
特別講演「放射線領域における英会話と海外研修」 久留米大学病院 川田秀道 先生
休憩 14:35-14:45
第二部 国際化事業 司会 （日本放射線技術学会 中国・四国支部 国際化推進委員）岡山大学病院 大野 誠一郎
I)「アジア（海外）の画像検査の現状（案）」 14:45-15:45 徳島文理大学 高津安男 先生
休憩 15:45-16:00
II)「英語発表の経験談」 16:00-17:00
愛媛大学医学部附属病院 末国 宏 先生
住友別子病院 宮本良仁 先生
愛媛大学医学部附属病院 澤田 峻 先生
III）全体質疑応答（20分程度）終了予定17:30
閉会の挨拶 日本放射線技術学会 中国・四国支部 理事 大元謙二
開会の挨拶（13:00〜）
第一部 （13:05-14:55）
司会 徳島大学病院 山田 健二
講演1． 「国際学会への最初の1歩！-まずはエントリーしてみよう-」 （13:05-13:55）
岡山大学大学院 保健学研究科 放射線技術科学分野 福井 亮平 先生
講演2． 「英文抄録作成のポイント」
（14:00-14:55）
カクタス・コミュニケーションズ（株） 英語論文執筆トレーナー 冨田 洋介 先生
休 憩 ： 14:55～15:00
第二部 英語スライド作成の注意点（15：00-17：30）
司会 徳島文理大学 保健福祉学部 石井 里枝
Ⅰ） 「英語抄録・スライド校正のポイント：校正者のアプローチ」 （15:00-15:50）
カクタス・コミュニケーションズ（株） 英語論文執筆トレーナー 冨田 洋介 先生
Ⅱ） 「英語発表の経験談」
(16:00-17:00)
高知大学医学部附属病院 明間 陵 先生
高知大学医学部附属病院 林 直弥 先生
高知大学医学部附属病院 所谷 亮太朗 先生
閉会の挨拶

司会：徳島文理大学 石井里枝
「放射線技術学の楽しみ方－国際化についてのごっつええ話－」
徳島文理大学 保健福祉学部 診療放射線学科 高津安男 先生

