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巻頭言 

 

第6回  中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって    大会長挨拶 

第6回  中部放射線医療技術学術大会  大会長 

第48回 日本放射線技術学会中部部会学術大会 大会長  

松浦 幸広 

 

平成24年11月3日(土)・4日(日)に静岡県浜松市で開催されました第5回中部放射線医

療技術学術大会が、第21回中日本地域放射線技師学術大会 和田健 大会長、第47回  

公益社団法人日本放射線技術学会中部部会学術大会 竹田浩康 大会長の両先生方

のご尽力により大変な成功裏にて終えられましたこと、心よりお慶び申し上げます。 

 第6回中部放射線医療技術学術大会は平成25年11月9日(土)、10日(日)金沢市の石川

県地場産業振興センターを会場とし、開催テーマ「放射線技術の伝承と探求」、サブテー

マに「七色の糸を紡いで未来への架け橋を築く」を掲げ開催する運びになりました。 大会

長を第48回 公益社団法人日本放射線技術学会中部部会学術大会長 松浦幸広、第22

回 中日本地域放射線技師学術大会大会長 飯田泰治で努めさせていただきます。 

 大会プログラムとしては、特別講演に金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 経血管

診療学 教授 蒲田敏文先生に「膵の画像診断」と題しご講演いただきます。特別企画で

は、「リーダーに訊く 診療放射線技師の成長戦略」と題し、JSRT,JART,JIRAからの代表の

先生方と参加者での討論を企画しました。また従来行われていた各研究会は、会員にタイ

ムリーな情報を提供する教育セミナーにリニューアルしました。市民公開講座には、上尾

総合中央病院 栄養サポートセンター長 大村健二先生に「専門医がすすめるホントに身

体にいい食事」と題し、ご講演いただきます。シンポジウムでは、「いまからできる読影補

助」をテーマに、平成22年4月4日付け医政局通知「医療スタッフの協働・連携によるチー

 
 



 
 

ム医療の推進について」に掲載された「画像診断における読影の補助」と明記された、そ

の読影の補助の在り方を考える場としました。 一般研究発表も、120演題となり、熱い討論

が期待されます。その他、ランチョンセミナーや実機に触れられる機器展示も開催します。

11月9日（土）には、各県から参加していただいた会員の皆様と親睦を深め、情報を交換で

きる意見交換会を企画しました。ぜひ、多くの皆様にご参加いただければ幸いです。 この

大会で、サブテーマに掲げた七色（7県）の糸を皆様の熱い思いで、この中部中日本から

日本へまた世界へ、大きな架け橋を築ける会にしたいと夢をみています。 

 11月の金沢は、景観の美しさもさることながら、おいしい食が豊富な季節です。またすこ

し足をのばせば、和倉温泉、加賀温泉など日頃の疲れがとれて“ほっこり”できる温泉もあり

ます。放射線技術、特に学術に優れたこの中部７県の先生達と、おいしいものを食べ、未

来を語り、明るく前向きな気持ちになるひと時を一緒に過ごしましょう。皆様のご参加を心よ

りお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第6回  中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって    副大会長挨拶 

第6回  中部放射線医療技術学術大会  副大会長  

第22回 中日本地域放射線技師学術大会 大会長 

飯田 泰治 

 

平成25年11月9日（土）・10日（日）の両日、第6回中部放射線医療技術学術大会を石川

県地場産業振興センター（金沢）にて開催いたします。本学術大会は中日本地域の診療

放射線技師会、日本診療放射線技師会および日本放射線技術学会中部部会の共催と言

う開催形式で行い中部地区に定着し、若手研究者等の発表の場として必要不可欠な大会

となっております。しかし、会員からの「さらに融合した学術大会を」という多くのご意見に呼

応すべく各共催団体が会議を進めた結果、第6回大会よりさらに融合した大会を開催する

運びとなりました。 

大会テーマを「放射線技術の伝承と探求 －七色の糸を紡いで未来への架け橋を築く

―」と題して、現状に満足せず、日々専門技術を磨き、患者の未来を創り、診療放射線技

師の未来を明るいものとするため、その方向性を確立する学術大会を目指して準備を進

めて来ました。   

昨今、JR北海道をはじめ様々な分野でgeneration gapが叫ばれております。そこには「技

術の伝承と探求」の欠如が指摘されています。放射線技術に目を転じれば、アナログ時代

の撮影条件はフィルム・増感紙の感度や鮮鋭度で決定しました。そのため、技師は伝承さ

れた技術を使い、患者の体型等から瞬時に管電圧・管電流・撮影時間を決定し最良な画

像を提供していました。それはまさに職人（技術）でした。さらに、職人と言われる技師がフ

ィルム整理室で写真を厳しく検像し品質を保証していました。現在はどうでしょうか。フィル

ム・増感紙からCR・FPDに変化しデジタル時代となった現在、撮影条件の過不足・不備は

コンピュータの画像処理により処理（カバー）され、画像はそれなりに最適化されて診療に

供されているのが実情です。アナログ時代からデジタル時代へ、そこには技術の探求に没

頭したため、技術の伝承は薄らぎ、検像を中心とした品質保証が衰退してきた現状がある

ように思われます。便利な時代の今だからこそ、画像を代表とする製品に対してアナログ

時代のように品質管理を導入し責任を持つことが望まれています。 

技術とは物や道具ではありません。技術とは我々が提供する画像やサービスなどの製

品への品質を保証するものだと考えます。常に患者さんの未来を創るとの責任を自覚し目



 
 

的意識を持って、技術に裏打ちされた画像を提供できる仕事をしなければなりません。本

大会が、診療放射線技師が過去から現在、現在から未来に向かって技術を探求し続け、

そして伝承することを考える大会としたいと考えています。 

また、医療制度の変化の中でチーム医療が叫ばれています。そこで、特別企画では「未

来技師」をテーマに、診療放射線技師が診療報酬等の制度や経営学等を積極的に学び、

常に経営的視点や考え方に基づいた判断で業務を進め、業務の効率化や省力化に努め

ることの必要性や、チーム医療における医師の診断や治療の補助力をアップさせ、チーム

医療・連携医療におけるリーダーシップを発揮し、良好なチームワークを構築することを討

論したいと考えております。 

11月の金沢は美味しい食が豊富な季節です。大会に参加された会員皆様が美味を食

しながら「未来技師」を語っていただきたいと思います。そこで、市民公開講座では上尾中

央総合病院 大村健二先生から「専門医がすすめるホントに身体にいい食事」と題して、

健康で長生きする食事について講演していただきます。 

本大会に参加する会員の皆様が「放射線技術の伝承・探求」に役立つことを一つでも多

く持ち帰り、診療放射線技師が「未来技師」として脱皮成長していくために役立てていただ

けることを期待します。多くの会員の皆様方の参加を心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



： 第6回中部放射線医療技術学術大会
第22回中日本地域放射線技師学術大会
第48回日本放射線技術学会中部部会学術大会

： 放射線技術の伝承と探求　－七色の糸を紡いで未来への架け橋を築く－

： 2013年(平成25年) 11月9日(土)・10日(日)

： 石川県地場産業振興センター
〒920-8203 石川県金沢市 鞍月２丁目１番地
Tel:076-268-2010　Fax:076-268-2859
URL：http://www.isico.or.jp/jibasan/index

： http://square.umin.ac.jp/ccrt2013/

： 公益社団法人 日本診療放射線技師会
公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会
公益社団法人 石川県診療放射線技師会
公益社団法人 富山県診療放射線技師会
公益社団法人 福井県診療放射線技師会
公益社団法人 静岡県放射線技師会
公益社団法人 愛知県診療放射線技師会
公益社団法人 岐阜県診療放射線技師会
一般社団法人 三重県診療放射線技師会

： 石川県

金沢大学附属病院　放射線部内　第6回中部放射線医療技術学術大会事務局

〒920-8641　石川県金沢市宝町13-1

TEL : 076-265-2000 (7231) FAX : 076-234-4311

Mail : ccrt-office@umin.ac.jp

主 催

後 援

大 会 HP

名 称

大 会 テ ー

会 期

会 場

大会概要

第６回　中部放射線医療技術学術大会事務局



参加登録受付

１） 本学術大会では、事前参加登録を行わず、当日登録のみとします。

２） 日本診療放射線技師会生涯学習実績記録を希望する方は必ず技師会会員カード(BASICカード
もしくは技師格カード)をお持ちください。

３） 日本放射線技術学会参加実績記録を希望する方は技術学会会員カードをお持ちください。

４） 参加申込書に必要事項をご記入のうえ、該当の参加登録費をお支払いください。
引き換えに参加証(ネームカード)と領収書をお渡しします。

参加登録費

正会員(日本診療放射線技師会・中日本地域放射線技師会・日本放射線技術学会) ：3,000円
非会員：4,500円
日本放射線技術学会学生会員(社会人学生除く) ：無料（会員カードを必ず持参のこと）
その他学生：1,000円

参加登録受付時間

第1日目 11月9日(土) 8:30～17:00
第2日目 11月10日(日) 8:30～11:00

両日とも会場本館１階総合案内にて受付を行います。

ネームカード着用について

ネームカード未着用者は入場をお断りします。

ランチョンセミナー

ランチョンセミナーではお弁当とお茶をお配りします。
*参加登録受付にて配布する入場引換券が必要です

録音・撮影

発表会場内での、写真撮影、ビデオ撮影、録音は固くお断りいたします。
ただし、広報などのために許可を受けたものについてはこの限りではありません。

携帯電話や時計のアラームなど

発表会場内での携帯電話の使用は固くお断りいたします。あらかじめ電源をOFFにするか、
マナーモードに設定してください。アラーム機能も解除してご入場ください。

： 11月9日(土) 18:15～

： 金沢都ホテル（会場よりシャトルバスが出ます）

： 5,000円 *参加登録受付にて申し受けます

日 時

場 所

参加費

参加される皆様へのご案内とお願い

意見交換会



発表時間

一般演題： 発表7分＋質疑応答3分

受付

１） 発表用PowerPointファイルは、Windows上でPowerPoint2003, 2007, 2010のいずれかで作成して
下さい。（フォントは文字化けやズレを防ぐためWindows標準搭載のものをお使い下さい。）

２） 当該セッション開始60分前（2日目最初のセッションは30分前）までに会場本館1FのPCデータ受付に
データファイル（USBストレージ、CD-R）を持参して下さい。

３） PCデータ受付に設置してある映写チェック用PCで発表データの登録および内容・動作のチェックを
行って下さい。
なお、コピーしたファイルは、大会終了後に主催者側が責任を持って消去いたします。

４） 持参いただいたデータメディアは、予備として発表終了までお持ち下さい。

５） 混乱を避けるため、原則、当日発表の演題のみ受け付けますが、2日目の最初のセッションについて
は前日でも受け付けます。

映写形式

１） PCによる発表（1面）のみとさせていただきます。ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ませんので
ご注意下さい。

２） 動画・音声の出力は出来ませんので、ご了承下さい。

講演終了の合図

発表終了時刻１分前に１回、発表終了時刻に２回、ベルを鳴らします。

次演者

少なくとも当該セッション開始15分前までには次演者席にお着き下さい。

１） セッション開始30分前までに会場本館1Fの座長受付までお越しください。

２） セッション開始15分前までに次座長席にお着きください。

３） 進行は時間厳守でお願いいたします。

４） 座長集約の提出はございません。

あらかじめマイクの前で座長の指示に従い、所属氏名を述べた後、簡潔に発言してください。

発表者の皆様へのご案内とお願い

座長の皆様へのご案内とお願い

質疑をされる皆様へのお願い



アクセス

◆タクシー

JR金沢駅西口より約10分

◆バス

JR金沢駅西口より約20分

金沢駅西口6番乗り場「工業試験場行」または「消費生活支援センター行」乗車

◆自家用車

金沢西インターおよび金沢東インターより約20分

車でお越しの方は、下記注意事項をお守り下さいます様、お願い致します。

◎通路での駐停車は、路線バス運行の妨げになりますので、ご遠慮ください。

◎線維・鉄工会館専用駐車場は、私有地につき駐車はご遠慮ください。
（上記地図の「駐車場」と記載されたスペースのみ使用可能です）

交通のご案内



●本館

第２会場 画像工学，MRI，放射線検査
（セッション　１，2，3，14，15）

第３会場 一般撮影，乳房撮影
（セッション　4，16）

第４会場 管理・計測，放射線防護
放射線計測，RI
（セッション　5，6，7，17，18）

第５会場 CT
（セッション　8，9，10，19，20，21）

第６会場 放射線治療
（セッション　11，12，13，22，23）

●新館

会場見取り図

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

医療機器
展示会場

第2会場

第1会場

総合案内

・参加登録受付
・PCデータ、座長受付
・ランチョンセミナー券

総合案内



第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 受付 展示会場 第７会議室 第２０会議室

大ホール 第７研修室 第１研修室 第２研修室 第５研修室 第３研修室
本館１Ｆ

エントランス
ホール

新館１F
コンベンション

ホール

800人 108人 192人 96人 153人 108人
8:30 8:30

9:20

9:50

10:00

10:20 10:20 10:20 10:20
10:30
10:30

10:40

11:00

11:10 11:10 11:10 11:10

11:25

11:45

11:50 11:50 11:50 11:50 11:50

12:00 12:00

12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50

13:00 13:00

13:10

13:20 13:20
13:30 13:30

13:30

13:40 13:40

14:00 14:00
14:00 14:00

14:10
14:10

14:45
14:50 14:50 14:50

15:00 15:00 15:00
15:00

16:20

16:30

17:00 17:00

17:30

技師会
教育担当

会議

セッション3
【MRI】
-機能-
9～13

17:00

14:00
【教育セミナー2】
期待される診療
放射線技師の
今後の戦略

セッション13
【治療】

-モンテカルロ-
63～67

ランチョン
セミナーⅠ

【富士フィルム
RIファーマ】

18:00

セッション2
【MRI】

-安全管理-
5～8

セッション7
【放射線計測】

31～35

【教育セミナー1】
肺癌の治療戦略

早く診つけて
切らずに治す
放射線治療

18:15～　意見交換会
（金沢都ホテル）

15:00

【特別企画】
リーダーに訊く

診療放射線技師の
成長戦略

16:00

【特別講演】
「膵の画像診断」

ランチョン
セミナーⅤ

【日本メジフィ
ジックス】

【市民公開講座】
専門医がすすめる

ホントに身体に
いい食事

12:00

中日本
技師会

会長会議
13:00

部会年会

セッション12
【治療】

-精度管理-
58～62

セッション6
【放射線防護】

24～30

中部部会
理事会

ランチョン
セミナーⅡ
【第一三共】

ランチョン
セミナーⅢ

【GEヘルスケア
ジャパン】

ランチョン
セミナーⅣ
【バイエル】

セッション10
【CT】

-心臓-
44～52

セッション1
【画像工学】

1～4

セッション4
【撮影】
14～18

セッション5
【管理・教育】

19～23

セッション9
【CT】

-その他-
40～43

セッション11
【治療】
-測定-
53～57

開会式

11:00

１１月９日（土）

参加登録
受付

9:00

10:00 セッション8
【CT】

-撮影技術1-
36～39

医療機器
展示

大会スケジュール



第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 受付 機器展示会場 第７会議室 第２０会議室
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12:50

13:20
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閉会式
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【教育セミナー4】
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～臨床に使うため
の基礎知識～

12:00
セッション15

【放射線検査】
-血管-
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医療機器
展示
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【MRI】

-装置・コントラスト-
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セッション16
【乳房撮影】
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-脳・心臓-
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【治療】

-治療計画-
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【CT】

-補助具-
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-SPECT-
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運用管理と活用-
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94～97

10:00

【シンポジウム】
いまからできる

読影補助

11:00

CCRT
運営

委員会



第1会場

司会　　公益社団法人 石川県診療放射線技師会会長 飯田　泰治

「専門医がすすめるホントに身体にいい食事」

座長 　医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院放射線技術科 　　　　桑山　真紀
同 青木 卓

テーマ リーダーに訊く「診療放射線技師の成長戦略」

公益社団法人 日本放射線技術学会代表 真田　茂　先生

公益社団法人 日本診療放射線技師会副会長 小川　清　先生

JIRA 経済部会副部会長 診療報酬対策対応委員会委員長 鍵谷　昭典　先生

司会 　金沢大学附属病院放射線部 　　　　松浦　幸広

「膵の画像診断」
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 経血管診療学 教授 蒲田　敏文　先生

座長　　大垣市民病院医療技術部 診療検査科 　　　　川地　俊明

テーマ 「今からできる読影補助」

りんくう総合医療センター放射線技術部 参事 坂下　惠治　先生

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 経血管診療学 准教授 小林　聡　先生

シンポジウム　　　11月10日（日）　10:20～11:50

市民公開講座　　　11月9日（土）　13:30～14:45

上尾中央総合病院栄養サポートセンター センター長 　　　　大村　健二　先生

特別企画　　　11月9日（土）　15:00～16:20

特別講演　　　11月9日（土）　16:30～17:30

プログラム



日本放射線技術学会中部部会画像研究会、CT研究会、治療研究会合同企画

テーマ 「肺癌の治療戦略　－早く診つけて切らずに治す放射線治療－」

福井大学医学部附属病院放射線部 技師長 安達　登志樹　先生

石川県立中央病院放射線診断科 診療部長
金沢大学大学院医学部 臨床准教授 小林　健　先生

金沢大学附属病院放射線治療科 教授 髙仲　強　先生

テーマ 「期待される診療放射線技師の今後の戦略」

「日本診療放射線技師会の認定制度とその取り組み」

「診療放射線技師の価値評価に向けての新基軸」

テーマ 「画像情報管理の変革時代 －画像情報の運用管理と活用－ 」

「外部保存とクラウドの違い　－メリット・デメリットは？－ 」

「地域画像連携 －ふじのくにネットの実際－ 」

テーマ 「機能MRI　－臨床に使うための基礎知識－」

「評価対象と検査法」

「脳の灌流評価の実際」

教育セミナー１　　　11月9日（土）　9:20～10:40

教育セミナー２　　　11月9日（土）　13:40～15:00

教育セミナー３　　　11月10日（日）　8:50～10:10 第１会場

第３会場

第１会場

座長 　医療法人社団瑞穂会 みずほ病院　　　　　山本友行

座長　　医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院放射線部　　　　　飯田 融

座長 　福井県立病院放射線室　　　　　村中　良之

茨城県立医療大学保健医療学部放射線技術科学科 准教授 　　　　石森　佳幸　先生

福井大学医学部附属病院放射線部 　　　　藤原　康博　先生

高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科 准教授 　　　　児玉　直樹　先生

一般社団法人　日本画像医療システム工業会 経済部会部会長 　　　　野口　雄司　先生

兵庫県立大学大学院看護学研究科 　　　　横濱　則也　先生

地方独立行政法人　静岡県立病院機構 静岡県立総合病院情報管理部 　　　　法橋　一生　先生

教育セミナー４　　　11月10日（日）　11:30～12:40 第３会場

座長 　福井大学医学部附属病院放射線部　　　　　上坂　秀樹



テーマ 「造影CT検査の運用とプロトコル」

座長　　福井大学医学部附属病院放射線部 石田　智一　先生

講師 　富山大学附属病院放射線部 伊藤　一　先生

テーマ 「大腸３次元CTの現状について」

座長 　金沢大学附属病院放射線部 高田　忠徳　先生

講師　　金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 経血管診療学 助教 龍　泰治　先生

テーマ 「GE最新技術の最前線　－SILENT SCANからSpectral CTまで－」

１．Discovery MR 750W Expert 3.0T、Optima MR450W Expert 1.5Tにおける新機能　
 －音のしないMR撮像技術「サイレントスキャン」を中心として－

講師　　GEヘルスケア・ジャパン MRセールス&マーケティング部 池田 浩太郎　先生

２．最新技術、スペクトラルCTからフォトンカウンティングCT

講師　　GEヘルスケア・ジャパン 技術本部 CT技術部 CT System Gr. 貫井　正健　先生

テーマ 「乳がん検診　－MRマンモグラフィを中心に－」

講師　　バイエル薬品株式会社　ラジオロジー&インターベンショナル事業部 水内　宣夫　先生

テーマ 「がん治療の効果判定における機能画像の意義」

座長 　金沢医科大学病院診療放射線技術部門 技師長 川嶋　政広　先生

講師　　金沢医科大学放射線科 特任教授 的場　宗孝　先生

ランチョンセミナー　　　11月9日（土）　11:50～12:50

　ランチョンセミナーⅤ　第６会場　提供：日本メジフィジックス株式会社

　ランチョンセミナーⅠ　第２会場　提供：富士フイルムRIファーマ株式会社

　ランチョンセミナーⅡ　第３会場　提供：第一三共株式会社

　ランチョンセミナーⅢ　第４会場　提供：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

　ランチョンセミナーⅣ　第５会場　提供：バイエル薬品株式会社



第1会場

大会長挨拶他

第2会場

1 座長 ： 斉藤　雅之 （ 福井県立病院 放射線室 ）

001 マンモグラフィ画像における乳腺領域の自動測定

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小林美早紀

002 PET/CT画像を用いた肺結節の自動検出手法～集積部位強調処理による検出
 感度の向上～

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 高橋健太

003 乳腺MR画像を用いた乳腺構造の解析に関する基礎的検討

藤田保健衛生大学 医療科学部 柴崎美里

004 眼底画像の経時差分処理を用いた健康モニタリングシステムの開発

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 中西勇介

2 座長 ： 藤本　勝明 （ 富山県済生会富山病院 放射線技術課 ）

005 体内金属のデータベースおよび履歴管理機能を有した新しい問診システム
 の検討

福井大学医学部附属病院 放射線部 賀田智美

006 金属・患者問診情報管理機能を持つMR検査支援システムの運用と支援状況
 評価

富山大学附属病院 放射線部 高澤美和

007 体内金属留置者におけるMRI検査の安全管理に関する取り組み

名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック 築島正拓

008 炭酸ランタン水和物がMRIに及ぼす影響

名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック 山室修

3 座長 ： 市場　義人 （ 社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院　放射線課 ）

009 てんかん症例におけるASL有用性の検討

市立敦賀病院 放射線室 田泉智明

010 3T装置における肝臓‐拡散強調画像(DWI)の腫瘍コントラストの検討

豊橋市民病院 放射線技術室 喜多和真

13：20-14：00

MRI
安全管理

開会式

セッション

画像工学

一般演題　　　　　　　　　　11月9日（土）

セッション
MRI
機能

14：00-14：50

10：20-11：00

セッション

11:25～11:45



011 腹部領域における短時間撮像LAVAFLEX法の検討

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　放射線部 渥美裕

012 opposed phaseにおけるＴＲの変化による微量脂肪検出の検討

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 赤坂正明

013 ADC測定における各撮像パラメータの影響

豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶

第3会場

4 座長 ： 東出　了 （ 名古屋市立大学病院 中央放射線部 ）

014 ディジタルラジオグラフィにおける付加フィルタリングによる被ばく低減
 
金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 服部雅之

015 当院仕様にカスタマイズされたＦＰＤ搭載ポータブル装置のこれまでとこ
 れから

福井赤十字病院 放射線部 二口亮

016 NLM法を用いたノイズ除去法のX線画像での有用性の検討

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 加藤真理奈

017 足部斜方向撮影における角度統一の検討

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 飯田和磨

018 動画対応FPDを用いたX線側面動態撮影法による運動解析 -腰椎運動と股関
 節運動との関係-

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 島田康佑

第4会場

5 座長 ： 大谷　友梨子 （ 福井大学医学部附属病院 放射線部 ）

019 当院における画像部門感染対策ワーキンググループ活動成果の評価

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 片岡咲

020 破格を有する解剖体資料を用いた、診療放射線技師養成課程の解剖学教育
 の有効法

名古屋大学大学院医学系研究科　医療技術学専攻　医用量子科学講座 本間光彦

021 ノンテクニカルスキル（NTS）におけるSBARを用いた状況報告トレーニング

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 糟谷明大

022 データベースソフトを利用した患者到着情報共有システムの構築

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 池田征弘

023 臨床現場における医用モニタ管理：6年間のデータ分析から得た知見

名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 真野晃浩

管理・教育

10：20-11：10

セッション

撮影

10：20-11：10

セッション



6 座長 ： 小林　正尚 （ 藤田保健衛生大学病院 放射線部 ）

024 腰椎側面における撮影方向の違いによる実効線量比較

偕行会 名古屋共立病院 画像技術課 松永雄太

025 肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術を想定したコーンビームCTの散乱線の空間
 分布の検討

愛知医科大学病院 中央放射線部 大澤充晴

026 当院の小児ＣＴ検査における医療被ばくの検討

南砺市民病院 画像技術科 細木栄希

027 内視鏡検査における放射線防護カーテンの有用性の検討

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 坂本昌隆

028 当院の小児一般撮影における年間被ばくの現状調査

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科 大塚智子

029 妊婦の前置胎盤症例のIVR施術における胎児被ばく線量の測定

名古屋大学 医学部 保健学科 和田聡志

030 当院CT検査における医療被ばく低減の試み

福井県立病院 放射線室 塚本直孝

7 座長 ： 高田　光雄 （ 医療法人社団 浅ノ川 浅ノ川総合病院　放射線部 ）

031 X線CTにおけるファントム内深部線量分布の実測と線量指標の検討

名古屋大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 井上政輝

032 CTの線量評価に関する蛍光ガラス線量計の基礎検討

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 廣澤文香

033 既存CT実効エネルギー測定法の比較検討

金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 近藤博仁

034 陽子線治療における放射化物による残留放射線の測定

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 濱野裕

035 陽子線治療残留放射線による放射化物の核種同定-可搬型γ線スペクトル 
メータによる測定-

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 鈴木志津馬

第5会場

8 座長 ： 三井　渉 （ 金沢大学附属病院 放射線部 ）

036 当院における頭部血管3DCT検査の最適な造影剤注入条件の検討について

岡崎市民病院 医療技術局 放射線室 青山真也

14：10-15：00

セッション

放射線防護

13：00-14：10

セッション

放射線計測

セッション
CT

撮影技術１
9：50-10：30



037 体幹部CTプロトコルの検討

富山大学附属病院 放射線部 荒井一旭

038 PowerPortを用いた造影CTの基礎的検討

四日市社会保険病院 磯部好孝

039 臓器線量を考慮した線量調整機構の被ばく低減効果

社会医療法人厚生会 多治見市民病院 放射線技術課 塩原崇志

9 座長 ： 竹中 和幸 （ 大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 ）

040 関心領域設定型CTに関する初期的検討～実験装置の製作～

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 橋本二三生

041 3DCT(ray sum)画像を術前計画用テンプレートに一致する拡大率でフィル 
ム出力するための条件の検討

富山県済生会高岡病院 画像技術科 中田光俊

042 CTColonography(CTC)の受容性の検討（当院アンケート調査より）

医療法人 岐陽会 サンライズクリニック 舟渡誠司

043 頸動脈ステント術（CAS)前後でCT-Perfusionが有用であった症例について
 

国民健康保険 小松市民病院 中央放射線科 湊哲弥

座長 ： 糟谷 明大 （ 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 ）

044 当院での診療放射線技師による冠動脈ＣＴの読影補助について

社会医療法人 厚生会 木沢記念病院 放射線技術部 庄司力哉

045 当院の心臓CTにおける１次読影の取り組みについて

岡崎市民病院 医療技術局 放射線室 阪野寛之

046 128列MDCTを用いた無症候糖尿病患者の冠動脈疾患スクリーニング

磐田市立総合病院 放射線診断技術科 宮崎健介

047 静注用ランジオロール塩酸塩を使用した冠動脈CT検査における心拍数と血
 圧変化の検討

富山県立中央病院 画像技術科 森岡祐輔

048 小児心臓CTの至適造影法の検討

あいち小児保健医療総合センター 石黒泰範

049 縦隔脂肪量定量評価と冠動脈プラークの関係

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 市川宏紀

050 心臓CTにおける石灰化スコアと逐次近似再構成/低管電圧の関係

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 高須千明

13：20-14：50

10セッション
CT

心臓

セッション
CT

その他
10：30-11：10



051 冠状動脈CTにおけるカルシウムスコアと冠状動脈病変の相関性の検討

社会医療法人財団 恵寿総合病院 三味篤

052 冠動脈CTにおける体動補正Advanced patient motion correctionの有用性
 

沼津市立病院 放射線科 岡藤康明

第6会場

座長 ： 向山　隆史 （ 名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 ）

053 前立腺IMRTにおける2次元検出器を用いた線量分布検証のγ解析について 
の検討

金沢大学附属病院 放射線部 佐賀将人

054 電子線全身照射の線量測定

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 山崎希世

055 ラジオクロミックフィルムを用いた全身X線照射のin vivo線量測定の試み
 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 前田美穂

056 標準計測法12の線質変換係数と防浸鞘の有無に即した線質変換係数による
 X線の校正深水吸収線量の比較検討

福井大学医学部附属病院 放射線部 吉岡千絵

057 ラジオクロミックフィルムを用いたQAの室内紫外線露光による影響

医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 放射線部 石黒充

座長 ： 三浦 淳也 （ 石川県立中央病院 医療技術部　放射線室 ）

058 放射線治療装置Novalis Txのオリジナルトラブルシューターの作成の有用性
 

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 岩本康史

059 多施設間におけるMLC Dosimetric Data値の検討

株式会社 バリアン メディカル システムズ 原毅弘

060 Dynamic MLCのリーフ駆動安定性の評価について 　　　　　　　　　　 
－リーフ解析ソフトArgusを用いて－

伊勢赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 河口洋平

061 陽子線MU計算ソフトの開発及び精度検証

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 山川哲弘

062 VMATの評価点線量検証における自施設の許容レベルの検討

金沢大学附属病院 放射線部 小島礼慎

放射線治療
精度管理

13：10-14：00

放射線治療
測定

10：20-11：10

セッション 12

セッション 11



座長 ： 松永　卓磨（ 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　放射線部 ）

063 低エネルギー電子が平均制限質量衝突阻止能比に及ぼす影響

愛知医科大学病院 中央放射線部 青山貴洋

064 高エネルギーＸ線の一次線カーネルの深さ依存性に関する研究

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 花井諒

065 高エネルギーX線の放射角度によるスペクトルと出力強度

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 医用放射線科学領域 黒木燎平

066 モンテカルロシミュレーションPHITSを使用した粒子輸送の比較検討

金沢大学附属病院 放射線部 湯浅綾乃

067 高エネルギーX線に対する線質変換係数

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 岡部方彦

放射線治療
モンテカルロ
14：00-14：50

セッション 13



第2会場

座長 ： 平田　恵哉 （ 金沢医科大学病院 放射線部 ）

068 躯幹部Multi-Channel-Coil装着用補助スタンドの試作と評価

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院　画像診断部 天野智康

069 ＲＦ送信技術の違いによる画質への影響

社会福祉法人　聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 放射線部 遠藤嘉泰

070 2point DIXON法の脂肪画像を利用した3D VRFA FSE法による腕神経叢描出 
の検討

福井大学 医学部附属病院 放射線部 古川修人

071 3D TSE T1WIにおけるFlow Sensitive Dephasing Prepulseと信号強度の検討
 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 西脇祐太

072 SPACE法におけるコントラストの検討

愛知医科大学病院 中央放射線部 遠藤真

座長 ： 橋本　将彦 （ 富山大学附属病院 放射線部 ）

073 当院の血管専門検査室の現状

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 血管専門検査室 安田英明

074 炭酸ガス造影におけるカテーテル形状による被ばく低減の検討

石川県済生会金沢病院 塚田靖憲

075 冠動脈狭窄における解剖学的評価法（QCA）と冠血流予備量比（FFR）との
 関係について

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 秋山梨紗

076 心臓カテーテル検査画像におけるコヒーレンスフィルタの基礎的検討

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 丹羽正厳

077 被ばく低減に向けたアンギオ時患者皮膚線量報告の運用

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 奥村悠祐

　

座長 ： 西部　裕美子 （ 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　放射線技術課 ）

078 新規トモシンセシスマンモグラフィ装置の基礎研究 －主に2次元画像評価
 を中心に－

セントメディカル・アソシエイツ LLC 広藤喜章

MRI
装置・コントラスト

セッション

9：10-10：00

セッション
放射線検査

血管

一般演題　　　　　　　　　　11月10日（日）

14

15

16

11：50-12：40

セッション

乳房撮影

9：10-10：10



079 当院における健診マンモグラフィの一次読影と二次読影の乖離症例の分析
 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 山口奈津季

080 直接変換型ディジタルマンモグラフィにおけるグリットレス撮影の画質

金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 橋渡沙織

081 マンモグラフィ用CR受像器の経年劣化による影響の検討

常滑市民病院 放射線検査センター 中村登紀子

082 モンテカルロ法を用いたマンモグラフィ検査における被写体内吸収線量分
 布および平均乳腺線量

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 山本安希子

083 月経周期における乳腺伸展の検討

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 馬場野遥

第4会場

座長 ： 上桐　章 （ 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 ）

084 心筋SPECT/冠動脈CTフュージョンソフトの使用において作成者の違いが読
 影に及ぼす影響

公立松任石川中央病院 医療技術部 放射線室 隅田恵子

085 ZSAM解析におけるZ-sum値とZ-score値の比較検討

医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 香林和幸

086 心機能解析ソフトＨＦＶの心機能指標についての検討

社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 放射線科 北島悠介

087 123I-MIBGシンチグラフィにおけるプラナー像の最適な撮像時間に関する 
検討

金沢市立病院 中央診療部 放射線室 山本千代

088 Brain Methionine-PET 　T/N比における画像再構成条件の影響について

厚生会　木沢記念病院 中部療護センター 放射線技術部 奥村竜児

089 N－13アンモニア（NH３）心筋血流PET／CT検査における心電図同期分割数
 の検討

名古屋放射線診断クリニック 玉井伸一

座長 ： 原田　高行 （ 国立病院機構 三重中央医療センター　中央放射線室 ）

090 肺血流シンチにおける右左シャント率の正常値の検討

浜松医療センター 診療放射線技術科 中村文俊

091 SPECT画像とButterworth filterにおける統計ノイズの検討 -理論値とデ 
ジタルファントムでの検証-

浜松医科大学 医学部 附属病院 放射線部 澤田通文

RI
脳・心臓

RI
SPECT

セッション 18

セッション 17

9：10-10：10

12：00-12：40



092 アシアロシンチにおける息止めSPECTの検討－第１報 SPECT収集時の呼吸
 について－

浜松医療センター 診療放射線技術科 小野孝明

093 アシアロシンチにおける息止めSPECTの検討－第2報 残肝機能率に及ぼす
 影響－

浜松医療センター 診療放射線技術科 岡部理史

第5会場

座長 ： 長谷川　晃 （ 富山赤十字病院 放射線技術課 ）

094 X線CT検査での内臓脂肪測定における再構成関数についての検討

社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院 溝口裕司

095 内臓脂肪評価目的における腹部X線CTの管電流時間積による影響

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 野村彩華

096 がん検診における再構成関数の検討

浜松光医学財団 浜松PET診断センター 佐藤真由美

097 CTにおける人体軟部組織等価ファントムを用いた適正管電圧の検討

金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 伊藤翔太

座長 ： 丸山　力哉 （ 福井大学医学部附属病院 放射線部 ）

098 眼窩ＣＴ撮影における頭部固定の検討

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 大谷彩香

099 CT用小児固定具の頭部領域における改良の試み

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科 渡邉一正

100 改良を加えたＣＴ用小児固定具の画像評価

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科 工藤匡平

101 伝音性難聴再現下におけるＣＴ検査時の骨伝導式ヘッドホンの有用性

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科 松永純也

座長 ： 高橋 康方 （ 市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 ）

102 X線CTにおいてスライス厚が低コントラスト検出能に与える影響

金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 平子若菜

103 CT画像におけるin-plain方向の空間分解能の均一性に関する検討

富山県厚生連高岡病院 画像診断部 清水明憲

19

20

21

CT
補助具

9：30-10：10

セッション
CT

画質評価
11：30-12：40

セッション

8：50-9：30

セッション
CT

撮影技術２



104 Total Variation (TV)法の低コントラストな被写体に対する影響の視覚的
 検討

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 倉谷洋佑

105 ガントリー自走式CT装置とテーブルスライド式CT装置の基本的物理特性の
 比較

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 後藤竜也

106 Discovery CT 750HDにおける高分解能モードの体軸方向分解能評価

福井大学医学部附属病院 放射線部 嶋田真人

107 逐次近似法を応用した画像再構成よる体軸方向への影響の検討

名古屋市立大学病院 中央放射線部 渡邉雄太

108 CT画像における画質評価の経時的変化について

名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック 佐々木駿

第6会場

座長 ： 西本　康宏 （ 福井大学医学部附属病院 放射線部 ）

109 陽子線治療における呼吸性移動を伴う標的に対する新たな照射野形成法の
 考案

名古屋大学大学院 医学系研究科 原田崇臣

110 脊椎固定用インプラントが線量分布に与える影響

富山大学附属病院 放射線部 中島佑

111 当院におけるVirtual Wedge、Physical Wedgeの基本特性の比較

静岡県立総合病院 放射線技術室 平井健太

112 放射線治療計画支援を目的としたDVH評価プログラムの作成

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 安達由美子

113 治療計画装置における外輪郭を認識させるしきい値が計算結果に与える影
 響について

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 山本瑛一

114 新規線量計算アルゴリズム導入に向けた検証：不均質領域における実測と
 線量計算アルゴリズムの比較

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 皿良僚太郎

座長 ： 原　勇人 （ 富山県立中央病院 画像技術科 ）

115 ライナックグラフィーにおけるTotal Variation (ＴＶ)法の基礎検討

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 高橋康方

116 IGRTにおける操作者の照合精度評価

社会保険 中京病院 放射線部 田中聡

セッション
放射線治療
治療計画

9：10-10：10

22

11：40-12：40

23セッション
放射線治療

画像



117 ポータルドジメトリにおける電子照合画像装置(EPID)のたわみの影響

金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 吉田芽以

118 Cone-Beam CTの体軸方向におけるCT-ED変換テーブルの変化の原因につい 
ての検討
金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 湧田もみじ

119 体幹部息止め照射時の透視画像を用いた照射精度の検討

金沢大学附属病院 放射線部 磯村直樹

120 CBCTの体軸方向における実効エネルギーの変化

金沢大学　医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 山根諭里

第1会場

12:50～13:20
閉会式



 

技術セミナーのお知らせ  

 

 

日時 ： 平成 25 年 11 月 3 日(日) 14 時 00 分～17 時 00 分 

場所 ： 金沢大学医薬保健学域保健学類 4 号館 2 階 4202 室 

定員 ： 100 名 

概要 ： Full field digital mammography（以下，FFDM）の登場によって，

film-screen system で撮影していた頃の撮影理論とは異なる手法が良いとされつつあ

り，またソフトコピー診断が主流となりつつあります．今回の画像研究会では FFDM 全

般にわたる近年提唱されている新たな手法について紹介します． 

 

 

 

 

日時：25 年 11 月 16 日 

場所：愛知県がんセンター中央病院（愛知県） 

内容：放射線治療の品質管理および測定・計測に関すること 

 

日時：25 年 12 月 7 日 

場所：中濃厚生病院（岐阜県） 

内容：テーマ未定 

 

日時：25 年 12 月 21 日 

場所：国立病院機構三重中央医療センター（三重県） 

内容：電子線相互校正及び三重県の IMRT 実施状況と更新施設紹介 

 

日時：26 年 1 月 

場所：福井県 

内容：高精度放射線治療技術 

 

 



 

第 55 回 MR 研究会(北陸ブロック)のご案内 

 

テーマ「～MR 中級～心臓疾患に対する MRI 撮像について」 

日時 ：平成 25 年 11 月 2 日(土) 14:00～17:10 (13:30 分受付開始) 

場所 ：富山大学附属病院 2 階 臨床講義室Ⅱ 

参加費：500 円(会員・非会員共通) 

 

【プログラム】 

 

1. 代表世話人開会挨拶 (14:00～14:10) 

福井県立病院 村中良之 

2. 臨床講演 (14:10～15:10) 

「心臓疾患に対する MR 画像診断の役割 ～MR 検査に期待すること～」(仮題) 
金沢大学附属病院循環器内科 舛田 英一先生 

3. 技術講演 1 (15:20～16:10) 

「心臓領域における MRI の最新トピックス」(仮題) 
(株)フィリップスエレクトロニクスジャパン 

4. 技術講演 2 (16:10～16：50) 

 

4-1「心臓領域における MRI 撮像技術 ～心筋編～」 

中村病院 佐々木基充先生 

4-2「心臓領域における MRI 撮像技術 ～冠動脈編～」 

福井県済生会病院 荒井啓介先生 

 

お問い合わせ先：富山大学附属病院放射線部 伊藤貞則 

TEL：076-434-7829 /e-mail：sito@med.u-toyama.ac.jp 

 

 

 

 
 

 

http://jsrt-chubu.org/seminar/seminar.cgi?TEAM=MRI�


 

 

原子力災害における放射線被ばくを考える（三重） 
 

開催日：平成 26 年 2 月 1 日(土) 

時 間：13 時 00 分 ～ 17 時 00 分 

場 所：伊勢赤十字病院 多目的ホールやまだ 

    三重県伊勢市船江一丁目 471 番 2 

定 員：150 名(参加費：無料、ただし非会員は 1000 円) 

共 催：日本放射線技術学会中部部会防護研究会・アンギオ研究会 

三重県放射線技師会 

 

趣 旨：東日本大震災に伴う福島第一原発事故から約二年半を経た現在も放射性汚染水

の海洋漏出が報道され，一般市民の間に放射線被ばくによる健康影響への不安が未だ

存在する．一般市民のみならず，我々診療放射線技師や他の医療従事者の間でも被ばく

に対する誤解と混乱が生ずる場合があり，被ばくの基礎的な事項を再確認し，不安に応え

るためのコミュニケーション能力が必要である． 

 このシリーズの最終回となる今回は、三重県放射線技師会の福島での活動報告を含め、

福島の現状や放射線被ばくに関する一般市民の意識変化について、さらには低線量被

ばくの発がんリスクの最新情報を理解し，一般市民の不安にどのように対応するか学ぶ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 25 年度第 2 回医療情報システム研究会 

「DICOM サーバをつくろう！」 

医療情報システム研究会 

 

フィルムレスシステムの導入施設は急速に増加し、放射線部門ではシステムを任せられ

る担当者が増えてきています。その中でもシステム担当者の方々から「ネットワーク、

DICOM ってよくわからない？」、「システム担当者は管理面で何を資料で持っていた方が

いいの？」といった質問を当研究会でお聞きいたしました。 

そこで、今回、講義に加えて実践的に DICOM サーバを作り、仕組みや管理面などを肌

で感じていただくセミナーを開催いたします。                  

 

 参加は要予約です。 

 

 

 

 

■日程 2013 年 １１月 2 日(土) ～ ３日（日） の二日間 

■場所 名古屋大学医学部保健学科 大幸キャンパス 

■募集人数 ５０人 （完全予約制、先着順） 

 HP 予約は、 ９月 １６日(月) ～ １０月 ２５日(金) 17：00 

 予約受付HP：http://jsrt-chu-mis.kenkyuukai.jp/event/ 

■参加費 放射線技術学会員、共催、後援団体：無料、 左記以外：1,000 円 

■セミナー形式 1 日目：ネットワーク、DICOM 概論講義 2 日目：DICOM サーバ作成

実践 

■持参するもの 資料持ち帰り用の USB メモリ(1GB 以上) 

 

http://jsrt-chu-mis.kenkyuukai.jp/event/


■プログラム 

日付 時間 セミナー内容 

13:00～13:30 受付 

13:30～13:35 開会の挨拶 

13:40～14:40 

 

座長 兵庫県立大学 横濱則也 先生 

講義1：「ネットワーク概論」 

  名古屋大学医学部保健学科 津坂昌利 先生 

14:50～15:50 座長 兵庫県立大学 横濱則也 先生 

講義2：「DICOM概論」 

  豊橋市民病院 原瀬正敏 先生 

１１月 2 日（土） 

1 日目 

16:00～16:30 

 

座長 豊橋市民病院 原瀬正敏 先生 

講義3：「DICOMサーバ概論」 

  兵庫県立大学 横濱則也 先生 

10:00～11:45 

 

DICOMサーバ実践セミナー1：DICOMサーバを作る 

  兵庫県立大学 横濱則也 先生 

12:00～12:50 お昼休憩 

13:00～14:30 

 

DICOMサーバ実践セミナー2：DICOM環境を試す 

  兵庫県立大学 横濱則也 先生 

14:30～14:50 質疑応答・ディスカッション 

１１月３日（日） 

2 日目 

14:50～15:00 閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCRT2013 in Kanazawa 教育セミナー 

「画像情報管理の変革時代～画像情報の運用管理と活用～」 

医療情報システム研究会 

 

放射線分野のシステム導入施設は急速に増加し、多くのフィルムレス運用が行われてき

ている。放射線分野は古くから「DICOM」という規格が採用され、世界、国内と標準規格と

なり、システム接続および放射線画像フォーマットなど一般的になってきた。DICOM という

規格が一般的になることで、PACS の低価格化、院外外部保存など選択肢が増え、放射

線分野を担ってきた人材が幅広く活躍する場が増加してきている。 

国内では診療報酬の動向により、施設ごとの機能分化が進み、地域における医療画像

連携が活発化してきている。地域画像連携は今後の重要なポジションとなるが、発生する

画像情報の増加や他施設の画像情報など運用管理や活用などが大きな課題となることは

間違いない。画像情報管理における外部保管、地域医療画像連携を実際にご経験され

た講師を招き、画像情報管理の変革時代における運用管理と活用についてセミナーを開

催する。 

 

■日程 平成２５年１１月 10 日(土) 8：50 ～ 10：10 

■場所 石川県地場産業振興センター 大ホール（第１会場） 

■プログラム 

テーマ「画像情報管理の変革時代～画像情報の運用管理と活用～」 

司会 福井大学医学部附属病院 上坂秀樹 先生 

１． 外部保存とクラウドの違い～メリット・デメリットは？～  

兵庫県立大学大学院 横濱則也 先生 

２．地域画像連携～ふじのくにネットの実際～ 

静岡県立総合病院 法橋一生 先生 

 

 



 

事務局からのお知らせ

 メールマガジンを是非ご活用ください 

こちらからメールマガジン登録を
お願いいたします！

住 所 変 更 な ど の 会 員 情 報 の 変 更 は 技 術 学 会 本 部 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.jsrt.or.jp/)の入会案内からお願いします。 

 

中部部会事務局の連絡先 

〒920-8641 金沢市宝町 13-1 金沢大学附属病院 放射線部内 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会 

TEL: 076-265-2010 FAX: 076-234-4311 

E-mail  raddiv@med.kanazawa-u.ac.jp 

URL ： http://jsrt-chubu.org/index.cgi 

 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2013 年 第 2 号 
発行人：鈴木 昇一 
編 集：大橋 一也 
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