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巻頭言 

 

30 年後の未来ー技術的特異点問題は起こる？ 

中部支部 支部長 松浦幸広 

 

 

タイトルの技術的特異点問題(Technological Singularity)という言葉をご存知でしょうか？アメ

リカの人工知能研究の世界的権威レイ・カーツワイルが「ムーアの法則」(集積回路の密度が 18 カ

月から 2 年で倍増するという有名な予測。)を宇宙のあらゆる現象に適用できると考えた収穫加速の

法則で、やがて人工知能の性能が全人類の知性を越えるという問題である。これが 2045 年に到来

するらしい。先日、とある会議で放射線技術の歩みを振り返る話題があり今後を考えてみた時、こ

の問題が頭をよぎった。 

約 30 年後の世界を想像することは容易ではないが、今までの経験からまんざら奇想天外なこと

とは言えないと思うのは私だけではないと思う。 

レントゲン発見から 120 年の間に放射線技術においてもアナログからディジタルへ、CT,MRI の

登場、2D から 4D、対向 2 門から IMRT,VMAT、血管撮影から IVR へと革新的な技術が導入され

た経緯を経てきている。今から 30 年前に、この技術の進歩と普及を想像できただろうか？ 

40 年ほど前に NASA の月面着陸に用いた計算処理は現在では iPhone 1 台で可能だそうだ。自動

車の自動運転も実用段階にある。しかし、どうも人間の装置への過信もしくは依存と思われる事故

が後を絶たない。身近なところでは胃部 X 線検査、SPECT 装置による痛ましい死亡事故が記憶に

新しい。もちろん業務の高度化・多忙という様々な要因もあるかと思うが、患者さんと装置をつな

ぐ技術者のインターフェース機能低下は否めない。中部支部会員の多くは、診療放射線技師であり

医療機関に属している。診療業務の中で人間の明確な意思で装置を操作していることを強く意識し

ていきたいと思う。2045 年に、皮肉にも人類最後の発明による人工知能を有したサイボーグ？に

診療を提供される側にならないためにも、その強い意識は必要ではないだろうか？エラーを犯すこ

とが避けられない人間より、パーフェクトなサイボーグの方が医療安全的にはいいのかもしれない

が… 

人間は「想像力」によって経験以外からも知能を得ることができ、経験がないことにも対応がで

きるといわれている。人工知能でも実現困難な「想像力」をもう少し働かせてみませんか？ 
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第 8 回中部放射線医療技術学術大会 総括 

平成 28 年 3 月 吉日 

 

第 8 回中部放射線医療技術学術大会 

(第 50 回公益社団法人日本放射線技術学会中部支部学術大会) 

大会長  安達 登志樹 

 

 第 8 回中部放射線医療技術学術大会は“「挑む！」さらなる高みへ、その先へ”をテーマとして、平

成 27 年 11 月 7 日、8 日に福井市アオッサを会場として開催した。本大会の参加登録者数は 545 名

であり、その内訳は、会員 443 名、非会員 29 名学生会員 57 名、学生 16 名である。一般演題登録数

は 144 演題（１演題取り下げ）、企業展示 21 社、企業広告掲載 25 社、ランチョンセミナー4 社、情

報交換参加者 160 名（内訳、会員 108 名、非会員 10 名、学生会員７名、招待者 9 名、共催企業 26

名）であった。一般公開講座の参加者は 50 名程度と当初目論んでいた人数の半分程度であった。 

参加登録者数は 600 名を目標としていたが僅かに及ばなかった。しかしながら、一般演題数が当初

の想定よりも多くの応募があり、実行委員会としては嬉しい悲鳴であったが、会場の都合により少し

タイトなプログラムとなったため、発表者や参加者の皆さまにご迷惑をお掛けした。 

 プログラムを振り返ってみると、まず前大会から中部支部の各研究会の内容を CCRT のプログラ

ムに組み込む企画を行い、今大会でも各研究会のコラボレーションによる教育セミナーとし３セッ

ション行い、タイムリーな情報提供ができた。また本大会の企画プログラムについても、テーマに沿

った講演やシンポジウムを開催し多くの会員に聴講いただき、会員からは活発な論議がなされ有意

義であったとの感想が多く聞かれた。特別講演につては、福井大学名誉教授伊藤春海先生に「放射線

技師と画像診断医を結ぶもの」と題してご講演いただき、特別企画の「技術学会、技師会が目指す国

際化」については、日本放射線技術学会国際戦略委員長の宮地利明先生にご講演いただいた。シンポ

ジウムでは、「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術への試み」をテーマに一般撮影、

超音波、CT、MRI の各部門のシンポジストの発表と会場との活発な意見交換があった。また、今大

会は日本放射線技術学会中部支部の 50 周年にあたるため、長らく中部支部発展のためにご尽力いた

だいた京都大学医学部附属病院放射線部（元福井大学医学部附属病院放射線部技師長）の東村享治先

生による「先端医療を支える放射線技術の『シーズ』と『ニーズ』」と題しての記念講演を行った。

その一方で、開会式の時間帯に会場外にいる会員が多く、実行委員より会場内に入るように促されて

いた。この原因の一つとして挙げられるのが、開会式がランチョンセミナーの時間帯の直前であった

ため、席取りに並ぶためであると思われ、この点のプログラムの改善が望まれる。 

大会収支については、企業展示や企業広告が当初の見込みより多くの企業にご協力いただき、わず

かな黒字となり非常に上手く運用できた。 

 情報交換会については、会場の広さは 160 名の参加者に対して丁度良い広さであり、料理につい

ては少し残りが出た程度で大きな問題は無かった。 

 一般公開講座については、事前の広報としてラジオやテレビでの案内や福井市内の公民館へのポ

スター掲示など行ったが、このように参加者が少なかったのは、同時刻に福井市内での駅伝のイベン

トと重なったのが大きな要因と思われる。今後このようなイベント広報として、新聞の折り込みチラ

シ等の手法が有効であると後日教えられ、次回から採用したいと考える。 
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 大会全体を通しては、事前に実行員による綿密な会議を重ね、運用マニュアルを作成したことによ

り、当日実行委員にも大会前にマニュアルを配布し説明できたことで自分の担当部署の役割を理解

でき、少人数でも大きな問題も無く対応でき無事終了することができた。 

福島哲弥副大会長、村中良之実行委員長をはじめとする実行委員の皆さま、並びに当日実行委員の皆

さまに深く感謝申し上げる。尚、各部署の詳細な反省点等を別紙にて記述していますので、今後の参

考にしていただければ幸いである。 
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第 8 回中部放射線医療技術学術大会における各部署の反省点 

 

【受付】 

・参加受付と意見交換会の受付のみに徹することで、スタッフに気持ちの余裕があり笑顔で対応できた。

参加登録表を書かずに参加受付に来る方が多く、声かけが必要。 

・企業展示の企業の方の参加費は 2 名まで無料にした。それ以外は非会員扱いにした。明確な決まりがな

い。 

 

【演題登録】 

・スマホのアドレスで事務局に連絡してきたが、返信してもドメイン指定受信をしているらしく、送った

メールが受信されず連絡が取れない事例があった。 

  →演題登録にはスマホのアドレスの使用禁止を明記する必要がある。また、事務局への問い合わせに

ついても同様としたほうが良い。 

・今大会から取り入れた「研究倫理の確認」について「患者から画像の使用について同意を得ていなかっ

た」ことを理由に演題取下げが 1 件あった。「利益相反の確認」については特に問題は無かった。  

・演題登録システムで「学生（社会人院生は除く）」のチェックボックスを作った方が便利 

・演題登録システムの文字装飾の記載は後でタグを消すのが手間なので消した方が良いと思う。 

・今回はプログラムが確定した後に演者に採択通知を送ったが、それまでに採否に関する問い合わせが数

件あった。可能であれば、演題締切後数日以内に採否を通知、プログラムが確定した時点で発表日時を

通知するよう、UMIN から 2 回に分けて一斉送信できると良かった。 

 

【会場】 

・スライドが折り返しアーチファクトみたいにズレて映写された（2 件）。 

 差しっぱなしで現象は出ていないので、おそらく端子の抜き差しのタイミングが原因かと。 

・レンタル PC の台数（13 台）は妥当だったと思う。WiFi で会場 PC もネットワークを組めば、もう少

し台数は減らせると思うが WiFi の通信トラブルの危険はある。 

・車いすの方がいた。会場通路に参加者がいたため対応出来ない時があった。 

 

【スライド受付】 

・レンタル PC の PowerPoint2013 で、発表者ツールが ON になっていた（大会 HP では「使用できませ

ん」と案内）。 

  →レンタル PC のデフォルト設定は確認が必要。工場出荷状態ではないが、ほぼデフォルト設定。 

・「登録した後の PowerPoint ファイルを修正したい」という人が 10 人前後いた。 

 人の少ない時間帯ばかりだったので対応できた。 

 大会 HP では「登録後は修正できません」と案内していたので、次回以降は対応を考えてください。 

・第一会場で、会場用 PC をどの演者が使用する予定だったのか、持込 PC が何件あるのか  

 把握できていなかったので、事前に段取りを整えておく必要があった。 

・教育セミナーの演者のスライド（17MB）がダブルクリックしてから開くまでに 5 分近くかかった。一

度開くとその後は普通に開くので、当日は問題無く使用できた。何に時間がかかったのかは不明。 
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・第一会場の演者のスライドが古い形式（.ppt）で持ってくる場合が多かった（コピーor 使い回し？）。 

 互換性のチェックが毎回表示されるが、どこに問題があるかわからない（演者本人にもわからない）。

いずれ最新版 PowerPoint で対応できなくなる可能性がある。 

・それに対して学生のスライドは最新版で作成され、発表者ツールや最新のアニメーション等を組み込ん

でくる場合が多いので、PowerPoint は最新版が必須。 

・「できれば発表者ツールを使用したい」という演者がいたが、「HP にあるとおり今回は不可」というこ

とで納得してもらった。世の中には発表者ツールを推奨する HP があったり、最新版 PowerPoint はデ

フォルトで発表者ツールが ON になっているので、いずれは対応する必要があると思われる。 

・試写用プロジェクターに映していた大会スケジュールを見ている人が結構いた。あれはあれで便利。 

 

【動画】 

・埋め込みの AVI ファイルが再生できない演題があった（1 件）。演者の PC を会場で接続して対応。動

画がリンクではなかったため、ファイルの詳細を確認することができず、再生できなかった原因は不

明（おそらくレンタル PC にコーデックが入っていなかった）。  

・動画のリンク切れ→張り直し（数件）。 

  →PowerPoint で、動画ファイルを埋め込みにするとリンク切れは無いが、 

  再生できなかった際に動画ファイルの本体を確認できないため原因追究が難しくなる。 

・シンポジウムの演者が「.mp4」形式の動画を持参した為、会場用 PC が使用できなかった。 

 レンタル PC が「.mp4」には対応していない為、大会 HP の「発表者の皆様へ」では 

 「動画のファイル形式は「.avi」「.wmv」のみ使用可能」と案内していたが、その旨が伝わっていなか

った。 

・第一会場のプロジェクター（会場備付け）でシンポジウムの演者の動画（超音波）が再生できなかった。 

 （スライド受付のプロジェクター（直接接続）では動画が再生できたので問題ないと判断したが、会場

据付のプロジェクターでは再生できなかった）スライド受付のプロジェクターでは動画は再生できた

ので、シンポジウム終了後に再生できなかった動画をスライド受付で解説してもらうことで対応。動画

が動かなかった原因は不明。 

 PC とプロジェクターの間にスイッチャ—（変換器、分配器等）が入る会場据付プロジェクターには注

意が必要。 

 

・10 演題ほど動画ファイルの持込があった。動画の対応は今後も必要と思われる。 

コーデックは動画を作成した本人がよく分かっていない場合があるので細かく指定しても無駄な気は

するが、レンタル PC を使用する場合はインストールされているコーデック一覧を業者に確認する必要

がある。 

（今回は Windows 標準コーデックしか入っていなかったと思われる） 

また、試写の方法も検討する必要がある。 

動画を使用する演者に対しては、念のため PC を持参するようにすべきだった。 
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第 9 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）のお知らせ 

 

第 9 回中部放射線医療技術学術大会 

第 51 回公益社団法人日本放射線技術学会中部支部学術大会 

 大会長  山田 隆憲 

   

第 9 回中部放射線医療技術学術大会を、鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパスにて下記の日程で開催し

ます。多くの会員の皆様には、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

                 記 

【開催期日】 

平成 28 年 11 月 5 日(土)～6 日(日) 

【場 所】 

鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス 

 

【大会テーマ】 

次世代へつなぐ技術と英知のサミット 

 

大 会 長   山田 隆憲 (鈴鹿回生病院) 

副大会長   中西 左登志 (鈴鹿医療科学大学) 

実行委員長  界外 忠之 (岡波総合病院) 

副実行委員長 難波 一能 (とうかい整形外科かわげ) 

 

主催／公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

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 

公益社団法人 静岡県放射線技師会 

公益社団法人 福井県診療放射線技師会 

公益社団法人 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 

 

後援／三重県、鈴鹿市 

 

事務局  第 9 回中部放射線医療技術学術大会事務局 

     (一般社団法人 三重県診療放射線技師会内) 
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平成 27 年度 中部支部事業報告 

 

1. 第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術学術大会）を開催

した。 

    会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 

    会場：AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 

参加人数：545名 

 

2. 平成27年度第1回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成27年6月13日 

会場：石川県地場産業振興センター（金沢市） 

参加人数：172名 

 

3. 第16回 CT立山セミナーを開催した。 

会期：平成27年7月11（土）～12日（日） 

会場：立山国際ホテル（富山市） 

参加人数：62名 

 

4. 第36回 CADセミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催）を開催した。 

会期：平成27年9月26（土）～27日（日） 

会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

参加人数：16名 

 

5. 平成27年度第2回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成28年1月30日 

会場：名古屋大学医学部保健学科（名古屋市） 

参加人数：223名 

 

6. 平成27年度英語スライド作成セミナーを開催した。 

会期：平成28年2月21日 

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち（名古屋市） 

参加人数：58名 

 

7. 中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。（参加者総数 1487名）      

（1）第1回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年3月14日（土）           

会 場：静岡県立総合病院 

内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   

参加人数：51名 
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（2）第2回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年6月6日（土）           

会 場：岐阜市民病院 

内 容：「重粒子線治療での一様照射野の作り方」   

参加人数：69名 

（3）第3回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年6月13日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 

内 容：「CT研究の最前線報告会」   

  参加人数：117名 

（4）第4回技術セミナー（アンギオ・放射線防護合同研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 

内 容：「CT線量測定セミナー」   

参加人数：23名 

（5）第5回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：KDX名古屋ビル 

内 容：「初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース」   

  参加人数：33名 

（6）第6回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成27年6月22日（月）           

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

内 容：「マンモ臨床とBreast Imagingの最新動向」   

  参加人数：57名 

（7）第7回技術セミナー（治療研究会） 

日 時：平成27年7月18日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域 

内 容：「IMRT の検証は出力検証の先のステップへ」  

参加人数：58名 

（8）第8回技術セミナー（放射線防護・アンギオ研究会） 

日 時：平成27年8月8日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「研究成果をより良く伝えるためのプレゼンテーション技術」  

参加人数：38名 

（9）第9回技術セミナー（MR研究会） 

日 時：平成27年8月29日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「上腹部MRIの画像診断」 他 

参加人数：81名 
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（10）第10回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年8月30日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学医療科学部 

内 容：「CTビギナーズセミナー」 

参加人数：25名 

（11）第11回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市立大学 医学部 

内 容：「新しい散乱線除去処理」 

参加人数：60名 

（12）第12回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第1回 CT関連論文の抄読会」 

参加人数：19名 

（13）第 13 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 24 日（土）           

会 場：アクトシティ浜松 研修交流センター 

内 容：「治療計画 CT」   

参加人数：62 名 

（14）第 14 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 25 日（土）           

会 場：KDX 名古屋ビル 7F 

内 容：「腹部エコー実技講習会」   

参加人数：33 名 

（15）第 15 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 31 日（日）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「統計」   

参加人数：26 名 

（16）第 16 回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 21 日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域保健学類 

内 容：「最新のグリッドレス撮影の活用法」   

参加人数：34 名 

（17）第 17 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 29 日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 7F 

内 容：「頸動脈エコー実技講習会」   

参加人数：75 名 
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（18）第 18 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：三重大学医学部附属病院 

内 容：「セットアップの一工夫」   

参加人数：47 名 

（19）第 19 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：大垣徳洲会病院 

内 容：「IGRT 時代の放射線治療」   

参加人数：67 名 

（20）第 20 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 6 日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学病院 

内 容：「第三者評価機関としての活動と役割」他   

参加人数：90 名 

（21）第 21 回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 12 日（土）           

会 場：石川県立中央病院 健康教育館 

内 容：「知りたいとなりのマンモ部屋」 ～更新，購入を考えているあなたへ～  

参加人数：67 名 

（22）第 22 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 20 日（日）           

会 場：福井県開催 

内 容：「標準計測法 12 その他」   

参加人数：47 名 

（23）第 23 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 28 年 1 月 16 日（土）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「非造影 MRI 検査の限界」 

参加人数：111 名 

（24）第 24 回技術セミナー（放射線防護研究会、アンギオ研究会） 

日 時：平成 28 年 1 月 24 日（日）           

会 場：名古屋第二赤十字病院 

内 容：「国際化に向けた活動支援セミナー」 

参加人数：15 名 

（25）第 25 回技術セミナー（CT 研究会北陸ブロック） 

日 時：平成 28 年 2 月 6 日（土）           

会 場：石川県勤労者福祉文化会館 

内 容：「当直時に必要な CT 検査の基礎知識」 

参加人数：30 名 
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（26）第 26 回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時：平成 28 年 2 月 13 日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第 2 回 CT 関連論文の抄読会」 

参加人数：13 名 

（27）第 28 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 28 年 2 月 20 日（土）           

会 場：富山大学附属病院 

内 容：「拡散強調について」   

参加人数：62 名 

 

8. 刊行物の発行 

  タイトル：平成26年度中部支部会誌  Vol.17  平成27年4月23日発行 

  中部支部ホームページに掲載（Web版） 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015年 第1号 CCRT演題募集号” 

発刊日：平成27年6月10日 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年 第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 22 日 

 

9. 支部表彰について 

功労賞 

鈴木 昇一 （藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科） 

有賀 英司 （名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科） 

 

奨励賞 

中森 克敏 （三重大学医学部附属病院中央放射線部） 

廣澤 文香 （富山県立中央病院） 

丹羽 伸次 （中津川市民病院医療技術部） 

布目 晴香 （金沢大学附属病院放射線部） 

髙田 光雄 （浅ノ川総合病院放射線部） 

清水 秀年 （愛知県がんセンター中央病院） 

吉田 司  （静岡がんセンター） 

大野 直樹 （金沢大学医薬保健学域保健学類） 

原田 高行 （国立病院機構金沢医療センター） 

嶋田 真人 （福井大学医学部附属病院放射線部） 

 

   規定に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行った。 

 

10. 国際学会発表者支援事業について 

   27 年度は 12 月 11 日時点で申請者がいないため，予算執行されていない。 
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平成 27 年度 中部支部収支計算書 

平成 27 年 3 月 1 日から平成 28 年 2 月末日まで 

 

(単位：円) 

科   目  H27 年度予算額 H27 年度決算額 差 異 

Ⅰ 事業活動収支の部 

1．事業活動収入 

   

 

1) 特定資産運用収入  0 0 0 

(1) 研究奨励資金運用収入  0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金運用収入  0 0 

0 

0 

2) 会費収入  5,700,000 5,404,750  295,250 

(1) 支部正会員通常会費  4,800,000 4,667,000  133,000 

(2) 特別会費収入(支部学術集会）  900,000 737,750  162,250 

(3) 特別会費収入(定期研究発表会）  0 0 

0 

0 

3) 事業収入  2,500,000 2,835,100 335,100 

(1) 広告料収入  1,000,000 0  1,000,000 

(2) 研修会等収入  1,500,000 1,680,100 180,100 

(3) 学術大会事業収入  0 1,155,000 1,155,000 

4) 補助金等収入  1,920,000 1,878,900  41,100 

(1) 本部支部助成金収入  1,920,000 1,878,900  41,100 

(2) 地方公共団体助成金収入  0 0 0 

(3) 民間補助金収入  0 0 

0 

0 

5) 負担金収入  0 0 0 

(1) 負担金収入   0 0 0 

    0  

6) 寄付金収入  0 0 0 

(1) 寄付金収入   0 0 0 

     0  

7) 雑収入  5,000 4,435  565 

(1) 利息収入  3,000 2,435  565 

(2) 雑収入  2,000 2,000 0 

   0  

事業活動収入計  10,125,000 10,123,185  1,815 

2．事業活動支出 
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1) 事業費 

(1) 支部学術集会費 

 8,280,000 7,580,223  699,777 

3,400,000 3,390,472  9,528 

① 会議費  200,000 545,643 345,643 

② 旅費交通費  500,000 548,655 48,655 

③ 通信運搬費  50,000 10,708  39,292 

④ 消耗品費  500,000 27,839  472,161 

⑤ 印刷製本費  500,000 459,669  40,331 

⑥ 賃借料  600,000 838,998 238,998 

⑦ 諸謝金  50,000 61,254 11,254 

⑧ 委託費  1,000,000 835,702  164,298 

⑨ 雑費  0 62,004 62,004 

   0  

(2) 定期研究発表会費  0 0 0 

① 会議費  0 0 0 

② 旅費交通費  0 0 0 

③ 通信運搬費  0 0 0 

④ 消耗品費  0 0 0 

⑤ 印刷製本費  0 0 0 

⑥ 賃借料  0 0 0 

⑦ 諸謝金  0 0 0 

⑧ 委託費  0 0 0 

⑨ 雑費  0 0 0 

    0  

(3) 表彰費  300,000 160,000  140,000 

① 表彰費  100,000 160,000 60,000 

② 学術研究助成金  200,000 0  200,000 

③ 雑費 

 

 0 0 0 

(4) 講演会等開催費  2,500,000 1,968,268  531,732 

① 会議費  300,000 130,683  169,317 

② 旅費交通費  1,500,000 1,423,078  76,922 

③ 通信運搬費  20,000 246  19,754 

④ 消耗品費  10,000 664  9,336 

⑤ 印刷製本費  20,000 127,883 107,883 

⑥ 賃借料  500,000 186,200  313,800 

⑦ 諸謝金  100,000 89,096  10,904 

⑧ 委託費  0 0 0 

⑨ 雑費  50,000 10,418  39,582 

    0  
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(5) 会誌費  0 0 0 

① 通信運搬費  0 0 0 

② 印刷製本費  0 0 0 

③ 諸謝金  0 0 0 

④ 委託費 

 

 0 0 0 

(6) 調査研究費  1,800,000 1,889,249 89,249 

① 会議費  300,000 266,804  33,196 

② 旅費交通費  1,000,000 1,218,960 218,960 

③ 通信運搬費  100,000 26,660  73,340 

④ 消耗品費  50,000 25,386  24,614 

⑤ 印刷製本費  100,000 101,190 1,190 

⑥ 賃借料  50,000 150,016 100,016 

⑦ 諸謝金  100,000 100,233 233 

⑧ 委託費  0 0 0 

⑨ 雑費  100,000 0  100,000 

    0  

(7) 諸委員会費 

① 企画委員会 

180,000 172,234  7,766 

0 0 0 

（会議費） 0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

② 編集委員会費 20,000 0  20,000 

（会議費） 20,000 0  20,000 

（旅費交通費）  0 0 

（雑費）  0 0 

③ 大会開催委員会費 20,000 0  20,000 

（会議費） 20,000 0  20,000 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

④ 表彰委員会費 20,000 0  20,000 

（会議費） 20,000 0  20,000 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑤ 広報委員会費 20,000 0  20,000 

（会議費） 20,000 0  20,000 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 
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⑥ 財務委員会費 100,000 172,234 72,234 

（会議費） 20,000 37,434 17,434 

（旅費交通費） 80,000 134,800 54,800 

（雑費）  0 0 

⑦ 総務委員会費 0 0 0 

（会議費）  0 0 

（旅費交通費）  0 0 

（雑費）  0 0 

⑧ 特別委員会費 0 0 0 

（会議費） 0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑨ 委員会費 0 0 0 

（会議費） 0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 

 

0 0 0 

(8) 雑費 100,000 0  100,000 

①事業雑費 100,000 0  100,000 

  0  

2) 管理費 2,345,000 2,525,507 180,507 

(1) 給料手当 0 0 0 

(2) 臨時雇用費 0 0 0 

(3) 福利厚生費 0 0 0 

(4) 会議費 300,000 277,178  22,822 

(5) 旅費交通費 1,200,000 1,562,480 362,480 

(6) 通信運搬費 50,000 5,480  44,520 

(7) 消耗什器備品費 150,000 148,640  1,360 

(8) 消耗品費 100,000 149,007 49,007 

(9) 修繕費 0 0 0 

(10) 印刷製本費 80,000 0  80,000 

(11) 光熱水料費 0 0 0 

(12) 賃借料 50,000 106,250 56,250 

(13) 保険料 0 0 0 

(14) 諸謝金 0 0 0 

(15) 租税公課 0 0 0 

(16) 負担金（支払手数料・事務所負担金） 15,000 7,408  7,592 

(17) 委託費 300,000 179,064  120,936 
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(18) 減価償却費 0 0 0 

(19) 管理雑費 100,000 90,000  10,000 

  0  

事業活動支出計事業活動収支差額 10,625,000 10,105,730  519,270 

 500,000 17,455 517,455 

Ⅱ 投資活動収支の部  0  

1．投資活動収入  0  

1) 特定資産取崩収入 0 0 0 

(1) 研究奨励資金取崩収入 0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金取崩収入 0 0 0 

投資活動収入計 0 0 0 

2．投資活動支出  0  

1) 固定資産取得支出 0 0 0 

(1) 什器備品購入支出 0 0 

0 

0 

2) 特定資産取得支出 0 0 0 

(1) 研究奨励資金支出 0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金支出 0 0 

0 

0 

投資活動支出計投資活動収支差額 0 0 0 

0 0 0 

Ⅲ 財務活動収支の部  0  

1．財務活動収入  0  

財務活動収入計 0 0 0 

2．財務活動支出  0  

財務活動支出計財務活動収支差額 0 0 0 

0 0 0 

Ⅳ予備費支出 3,876,144 0  3,876,144 

当期収支差額前期繰越収支差額次期繰越収支差額  4,376,144 17,455 4,393,599 

4,376,144 4,376,144 0 

0 4,393,599 4,393,599 
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日本放射線技術学会中部支部 平成 27 年度研究会活動報告 
 

CT 研究会 

代表世話人   安達 登志樹     福井大学医学部附属病院    （北陸ブロック） 

         辻岡 勝美      藤田保健衛生大学 医療科学部  （東海ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

・若手会員のボトムアップ 

・学会発表・論文執筆のサポート 

・最新装置・最新技術に関する情報提供 

 

 

MRI 研究会 

代表世話人   村中 良之     福井県立病院   （北陸ブロック） 

         笠井 治昌   名古屋市立大学病院   （東海ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

・MR に関する基礎知識および撮像技術を習得すること。 

・装置、検査方法に関する最新情報の収集と、その情報を会員に提供すること。 

・MR 検査に携わる者に、情報・意見交換の場を提供すること。 

・MR に関する安全情報を提供すること。 

 

2. 年度内の活動記録・今後の研究会予定 

年度内の活動の記録は中部支部 HP をご参照ください。 

 

3. 最近のトピックス 

Synthetic MRI は 5 分程度の一連のスキャンデータにより対象の T1 値、T2 値、PD を定量すること

で、任意のコントラストの画像を合成することが出来る。合成後、自由に TR、TE、TI を調整し、任意

の画像を提供することができる。 

 体内埋め込み型医療機器に関して、条件付き MRI 対応製品の普及が進む中、臨床現場では機器への対

応が遅れ、混乱を招いている。 

 その他、全身拡散強調画像（DWIBS）が PET や RI が無い施設、短期間で経過観察したい場合など全

身転移検索が可能となってきた。 
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4. 今後の研究会の予定 

第 64 回 MR 研究会 7 月（金沢市） 

第 65 回 MR 研究会 1 月（名古屋市） 

第 66 回 MR 研究会 2 月（北陸） 

 

 

画像研究会 

代表世話人   服部 真澄    東海学院大学  （東海ブロック） 

         市川 勝弘   金沢大学   （北陸ブロック） 

 

1. 本研究会の活動方針・活動目的 

● 医用画像に関わる放射線技術学の基礎や応用の研究，及び勉強会の開催 

● これらの，臨床現場へのフィードバック 

● 学問の進歩・普及に貢献し，学術の発展に寄与する 

 

2. 年度内の活動記録 

月 日 会場 テーマ・内容 参加人数 

9 月 28 日 名古屋市立大学  

医学部基礎教育棟 

5 階 第 3 講義室 

第 54 回画像研究会 

「最新のグリッドレス撮影の活用法 －新

しい散乱線除去処理について－」 

60 名 

11 月 21 日 金沢大学医薬保健学

域保健学類 4 号館 

2 階会議室 

第 55 回画像研究会 

「最新のグリッドレス撮影の活用法 －

新しい散乱線除去処理について－」 

34 名 

 

 

研究会関連分野におけるトピックス 

 昨年，医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）により診断参考レベル（通称，DRLs2015）が策

定された．今後は医療被ばくの最適化が進んでいくと考えられるが，DRL の設定は実効線量を用いて設

定するべきではなく，画質が考慮される．最高の画質を求めるのではなく，各々の診断に必要十分な画質

であることに留意すべきである。そのため，医療被ばくの最適化に活用できる画像評価法が必要になって

くる． 
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医療情報システム研究会 

代表世話人   原瀬 正敏    豊橋市民病院   （東海ブロック） 

         伊藤 一   富山大学附属病院   （北陸ブロック） 

平成 28 年度診療報酬改定では、放射線領域の医療情報分野では大きな前進がありました。地域医療

画像連携の加算が認められ、より一層の画像データのやり取りが期待されています。反面、地域連携に

おける画像データのやり取りの増加による業務量の増加、地域連携システム構築など、医療情報分野を

担当する診療放射線技師には負荷が増えることが懸念されています。 

電子的な情報交換はフィルム運用に比べ、セキュリティ、運用面、費用面など問題点も多く存在しま

す。厚生労働省から平成 25 年 10 月に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 4.2

版」、「厚生労働省標準規格」が提示され、セキュリティ、運用面について明確化されましたが、詳細な

内容については記述されていないため、ガイドラインと運用レベルを照らし合わせた内容の啓蒙活動お

よび教育が必要と考えています。 

平成 28 年 9 月には、金沢において日本放射線技術学会医療情報部会と共催による「PACS Specialist

セミナー」の開催を予定しておりますので、多数のご参加をお待ちしております。 

 

 

乳房画像研究会 

代表世話人   西出 裕子   岐阜医療科学大学  （東海ブロック） 

         高森 美保   石川県立中央病院  （北陸ブロック） 

 

1. 活動方針 

 乳房の画像診断に関わるモダリティについて取り上げ，講演や会員発表などを行う． 

 

2. 活動報告 

第 45 回中部支部乳房画像研究会 

日 時：2015 年 6 月 22 日（月）19：00～21：30 

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）1201 号室 

内 容：教育講演                        座長 岐阜医療科学大学 片渕 哲朗 

「マンモ用 PET の開発と臨床」 

                     仙台画像検診クリニック院長        伊藤 正敏 先生                                           

招待講演                         座長 岐阜医療科学大学 西出 裕子 

「Breast Imaging の最新動向」 

Associate Professor, Department of Radiology,  

University of Chicago              阿部 裕之 先生 
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第 46 回中部支部乳房画像研究会 

日 時：平成 27 年 12 月 12 日（土）13：30～ 

会 場：石川県立中央病院 健康教育館 2 階 

テーマ：「知りたい となりのマンモ部屋(へや)部屋
へ や

」  ～更新，購入を考えているあなたへ～ 

内 容：「最新のデジタルマンモグラフィ装置の紹介」          司会  城北病院 茂木 瑛子 

     装置メーカー各社 

① FUJIFILM ②SIEMENS ③日立 ④東芝 ⑤GE ⑥PHILIPS 

「私たち装置更新しました！」           司会  石川県立中央病院  庄田 佳織   

                            能美市立病院        森 綾香 

                            金沢医療センター      篠原絵里香 

「準備や運用の実情」 

                            金沢大学病院        餅谷 裕子 

石川県立中央病院      高森 美保       

 

3. 最新動向 

・J-START（Japan Strategic Anti-cancer Randomized Trial：J-START）の発表 

2015 年 11 月 5 日の the Lancet 誌（電子版）に，「マンモグラフィ検査に超音波検査を加えることによ

る，マンモ群と超音波上乗せ群との感度・特異度，発見率の比較」結果が掲載された．本研究は，若年女

性における検診での乳房超音波検査の有効性を検証する目的で，76,196 人の女性に対して行ったランダ

ム化比較試験注（RCT）である． 

主要評価項目として感度・特異度・癌発見率，初回検診における発見乳がんのステージ分類が報告さ

れ，感度は超音波上乗せ群が 91.1％，マンモグラフィ群が 77.0％，がん発見率は，上乗せ群が 0.5％・

184 人に対しマンモグラフィ群が 0.3％・117 人であったが，特異度は上乗せ群で 87.7％，マンモグラ

フィ群で 91.4％と上乗せ群の方が低かったという結果である． 

 

・診断参考レベル（DRLs 2015）の公表 

2015 年 6 月，医療被ばく研究情報ネットワーク（Japan Network for Research and Information on 

Medical Exposures : J-RIME）に参加する医療放射線防護関連の学協会が， CT，一般撮影，マンモグ

ラフィ，口内法 X 線撮影，IVR，核医学検査に関する診断参考レベルの値（最新の国内実態調査結果に

基づく診断参考レベルの設定）を発表した． 

マンモグラフィに関しては，NPO 法人日本乳癌検診精度管理中央機構の施設画像評価で認定を受けた，

4,816 システムの平均乳腺線量を基に，95 パーセンタイル値である，2.4mGy とした． 
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放射線防護研究会 

代表世話人   能登 公也   金沢大学附属病院  （北陸ブロック） 

         小林 正尚   藤田保健衛生大学病院  （東海ブロック） 

 

1. 活動方針・活動目的 

臨床業務に有益な医療放射線防護関連の情報提供，放射線管理に必要な線量測定技術の実技指導を行

い，「現場で活きる」知識，技術の向上に貢献する． 

 

2. 今年度の活動(アンギオ研究会との共催) 

2015 年に本邦初の診断参考レベルが公表され，各医療機関において線量評価が行われていると思われ

る．線量評価方法には計算ソフトを利用するもの，線量計を用いて実測定するものがあるが，どちらを利

用する場合においても，その意味や意義を十分に理解する必要がある．今年度は放射線管理に必要な測定

や計測法についての基礎を再認識して頂くためのセミナーを東海地区および北陸地区にて開催予定であ

る．日程については現在調整中であり，決定しだい HP 等で紹介する． 

 

放射線治療研究会 

代表世話人   上田 伸一   金沢大学附属病院  （北陸ブロック） 

         山田 薫    聖隷浜松病院  （東海ブロック） 

 

1. 活動方針・目的 

・放射線治療の QA・QC を中心に、現場に役立つ内容の研究会を目指す 

・地方に根ざした放射線治療研究をバックアップする 

・会員相互の放射線治療に関する情報交換を活発にする 

 

 

アンギオ研究会 

代表世話人   竹井 泰孝   浜松医科大学医学部附属病院  （東海ブロック） 

         指江 浩之   福井大学医学部附属病院  （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

活動内容の関連が高い放射線防護研究会と連携し，血管撮影・IVR 領域の最新技術や医療被ばく管理に

必要とされる線量測定法，医療被ばくにおけるリスクコミュニケーションなどの普及を行い，より良い医

療を国民に提供することを目的とする． 
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平成 28 年度 中部支部事業計画 

 

1. 第 51 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 9 回中部放射線医療技術学術大会）を開催す

る。 

  会期：平成 28 年 11 月 5 日（土），6 日（日） 

  会場： 鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス（鈴鹿市） 

 

2. 平成 28 年度第 1 回支部学術セミナーを開催する。 

会期：平成 28 年 6 月 18 日（土） 

会場：金沢都ホテル 

 

3. 平成 28 年度第 2 回支部学術セミナーを開催する。 

会期：平成 29 年 1 月（予定） 

会場：名古屋大学医学部保健学科 本館 2 階第 2 講義室（名古屋市） 

 

4. 胸部 X 線写真の寺小屋を開催する。 

会期：平成 28 年 3 月 19 日（土），20 日（日） 

会場：福井大学附属病院 

 

5. 第 17 回 CT 立山セミナーを開催する。 

会期：平成 28 年 7 月（予定） 

会場：立山国際ホテル（富山市） 

 

6. 第 3 回簡易線量計作成セミナーを開催する。（教育委員会、計測部会、共催） 

会期：平成 28 年 9 月 24 日（土），25 日（日）（予定） 

会場：名古屋     定 員：14 名 

 

7. 第 18 回 PACS specialist セミナー（教育委員会、医療情報部会、共催） 

   会期：平成 28 年 9 月 24 日（土） 

  会場：金沢大学医薬保健学域保健学類         定 員：30 名 

 

8. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定）を開催する。 

    CT 研究会，MRI 研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究会， 

放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究会  

全 9 研究会による開催．  
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9. 刊行物を発刊する。 

 （1）タイトル：中部支部会誌 Vol.18 

発刊日：平成 28 年 3 月 （Web 版のみ） 

（2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2016 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 28 年 6 月 

（3）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2016 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 28 年 10 月 

 

10. 支部表彰について 

   規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う． 

 

11.  国際学会発表者支援事業について； 

   国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する 
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平成 28 年度 中部支部収支予算書 

平成 28 年 3 月 1 日から平成 29 年 2 月末日まで 

 

(単位：円) 

科   目  H28 年度予算額 H27 年度予算額 増 減 

Ⅰ 事業活動収支の部 

1．事業活動収入 

    

1) 特定資産運用収入  0 0 0 

(1) 研究奨励資金運用収入   0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金運用収入   0 0 

     

2) 会費収入  5,700,000 5,700,000 0 

(1) 支部正会員通常会費  4,800,000 4,800,000 0 

(2) 特別会費収入(支部学術集会）  900,000 900,000 0 

(3) 特別会費収入(定期研究発表会）  0 0 0 

3) 事業収入  1,700,000 2,500,000  800,000 

(1) 広告料収入  1,000,000 1,000,000 0 

(2) 研修会等収入  700,000 1,500,000  800,000 

(3) 学術大会事業収入  0 0 0 

4) 補助金等収入  1,920,000 1,920,000 0 

(1) 本部支部助成金収入  1,920,000 1,920,000 0 

(2) 地方公共団体助成金収入  0 0 0 

(3) 民間補助金収入  0 0 0 

     

5) 負担金収入  0 0 0 

(1) 負担金収入   0 0 

      

6) 寄付金収入  0 0 0 

(1) 寄付金収入  0 0 0 

      

7) 雑収入  5,000 5,000 0 

(1) 利息収入  3,000 3,000 0 

(2) 雑収入  2,000 2,000 0 

事業活動収入計  9,325,000 10,125,000  800,000 

2．事業活動支出 
    

1) 事業費  7,880,000 8,280,000  400,000 
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(1) 支部学術集会費 3,400,000 3,400,000 0 

① 会議費  200,000 200,000 0 

② 旅費交通費  500,000 500,000 0 

③ 通信運搬費  50,000 50,000 0 

④ 消耗品費  500,000 500,000 0 

⑤ 印刷製本費  500,000 500,000 0 

⑥ 賃借料  600,000 600,000 0 

⑦ 諸謝金  50,000 50,000 0 

⑧ 委託費  1,000,000 1,000,000 0 

⑨ 雑費  0 0 0 

    

(2) 定期研究発表会費  0 0 0 

① 会議費  0 0 0 

② 旅費交通費  0 0 0 

③ 通信運搬費  0 0 0 

④ 消耗品費  0 0 0 

⑤ 印刷製本費  0 0 0 

⑥ 賃借料  0 0 0 

⑦ 諸謝金  0 0 0 

⑧ 委託費  0 0 0 

⑨ 雑費  0 0 0 

     

(3) 表彰費  400,000 300,000 100,000 

① 表彰費  200,000 100,000 100,000 

② 学術研究助成金  200,000 200,000 0 

③ 雑費  

 

0 0 0 

(4) 講演会等開催費  2,000,000 2,500,000  500,000 

① 会議費  300,000 300,000 0 

② 旅費交通費  1,000,000 1,500,000  500,000 

③ 通信運搬費  20,000 20,000 0 

④ 消耗品費  10,000 10,000 0 

⑤ 印刷製本費  20,000 20,000 0 

⑥ 賃借料  500,000 500,000 0 

⑦ 諸謝金  100,000 100,000 0 

⑧ 委託費  0 0 0 

⑨ 雑費  50,000 50,000 0 
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(5) 会誌費  0 0 0 

① 通信運搬費  0 0 0 

② 印刷製本費  0 0 0 

③ 諸謝金  0 0 0 

④ 委託費  

 

0 0 0 

(6) 調査研究費  1,800,000 1,800,000 0 

① 会議費  300,000 300,000 0 

② 旅費交通費  1,000,000 1,000,000 0 

③ 通信運搬費  100,000 100,000 0 

④ 消耗品費  50,000 50,000 0 

⑤ 印刷製本費  100,000 100,000 0 

⑥ 賃借料  50,000 50,000 0 

⑦ 諸謝金  100,000 100,000 0 

⑧ 委託費  0 0 0 

⑨ 雑費  100,000 100,000 0 

     

(7) 諸委員会費 

① 企画委員会 

180,000 180,000 0 

0 0 0 

（会議費） 0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

② 編集委員会費 20,000 20,000 0 

（会議費） 20,000 20,000 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

③ 大会開催委員会費 20,000 20,000 0 

（会議費） 20,000 20,000 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

④ 表彰委員会費 20,000 20,000 0 

（会議費） 20,000 20,000 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑤ 広報委員会費 20,000 20,000 0 

（会議費） 20,000 20,000 0 

（旅費交通費）  0 0 

（雑費）  0 0 
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⑥ 財務委員会費 100,000 100,000 0 

（会議費） 20,000 20,000 0 

（旅費交通費） 80,000 80,000 0 

（雑費）  0 0 

⑦ 総務委員会費 0 0 0 

（会議費） 0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑧ 特別委員会費 0 0 0 

（会議費） 0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑨ 委員会費 0 0 0 

（会議費） 0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 

 

0 0 0 

(8) 雑費 100,000 100,000 0 

① 事業雑費 100,000 100,000 0 

    

2) 管理費 2,445,000 2,345,000 100,000 

(1) 給料手当 0 0 0 

(2) 臨時雇用費 0 0 0 

(3) 福利厚生費 0 0 0 

(4) 会議費 300,000 300,000 0 

(5) 旅費交通費 1,200,000 1,200,000 0 

(6) 通信運搬費 50,000 50,000 0 

(7) 消耗什器備品費 150,000 150,000 0 

(8) 消耗品費 100,000 100,000 0 

(9) 修繕費 0 0 0 

(10) 印刷製本費 80,000 80,000 0 

(11) 光熱水料費 0 0 0 

(12) 賃借料 150,000 50,000 100,000 

(13) 保険料 0 0 0 

(14) 諸謝金 0 0 0 

(15) 租税公課 0 0 0 

(16) 負担金（支払手数料・事務所負担金） 15,000 15,000 0 

(17) 委託費 300,000 300,000 0 
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(18) 減価償却費 0 0 0 

(19) 管理雑費 100,000 100,000 0 

    

事業活動支出計事業活動収支差額 10,325,000 10,625,000  300,000 

 1,000,000  500,000  500,000 

Ⅱ 投資活動収支の部 

1．投資活動収入 

   

1) 特定資産取崩収入 0 0 0 

(1) 研究奨励資金取崩収入 0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金取崩収入 0 0 0 

投資活動収入計 0 0 0 

2．投資活動支出    

1) 固定資産取得支出 0 0 0 

(1) 什器備品購入支出 0 0 0 

2) 特定資産取得支出 0 0 0 

(1) 研究奨励資金支出 0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金支出 0 0 0 

投資活動支出計投資活動収支差額 0 0 0 

0 0 0 

Ⅲ 財務活動収支の部 

1．財務活動収入 

   

財務活動収入計 0 0 0 

2．財務活動支出    

財務活動支出計財務活動収支差額 0 0 0 

0 0 0 

Ⅳ予備費支出 3,393,599 3,876,144  482,545 

当期収支差額  4,393,599  4,376,144  17,455 

前期繰越収支差額次期繰越収支差額 4,393,599 4,376,144 17,455 

0 0 0 
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平成 28 年度中部支部役員名簿 

 

役 員 

支部長 松浦 幸広 （金沢大学附属病院） 

副支部長 小山 修司 （名古屋大学大学院医学系研究科） 

  森 光一 （富山大学附属病院） 

  國友 博史 （名古屋市立大学病院） 

支部幹事 安達 登志樹 （福井大学医学部附属病院） 

  米田 和夫 （名古屋大学医学部附属病院） 

 

理 事 

・庶務（画像） 市川 勝弘 （金沢大学医薬保健研究域） 

・庶務 高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 

・庶務 大橋 一也 （名古屋市立大学病院） 

・財務 木戸屋 栄次 （福井大学医学部附属病院） 

・財務 小林 謙一 （藤田保健衛生大学病院） 

・愛知県 井田 義宏 （藤田保健衛生大学病院） 

・岐阜県（超音波） 川地 俊明 （大垣市民病院） 

・三重県 中西 左登志 （鈴鹿医療科学大学保健衛生学部） 

・静岡県 澤田 通文 （浜松医科大学附属病院） 

・福井県（MRI） 村中 良之 （福井県立病院） 

・石川県（治療） 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 

・富山県 藤本 勝明 （富山県済生会富山病院） 

・CT 研究会 辻岡 勝美 （藤田保健衛生大学医療科学部） 

・医療情報研究会 原瀬 正敏 （豊橋市民病院） 

・放射線防護研究会 能登 公也  （金沢大学附属病院） 

・乳房画像研究会 西出 裕子 （岐阜医療科学大学） 

・アンギオ研究会 竹井 泰孝 （浜松医科大学附属病院） 
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平成 28 年度中部支部研究会世話人名簿 

 

研究会代表世話人 

CT 研究会 安達 登志樹 （福井大学医学部附属病院） 

  辻岡 勝美 （藤田保健衛生大学医療科学部） 

MR 研究会 村中 良之 （福井県立病院） 

  梶田 公博 （岐阜大学医学部附属病院） 

医療情報システム研究会 原瀬 正敏 （豊橋市民病院） 

  伊藤 一  （富山大学附属病院） 

画像研究会 服部 真澄 （東海学院大学） 

  市川 勝弘  （金沢大学医薬保健研究域） 

放射線治療研究会 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 

  山田 薫 （聖隷浜松病院） 

乳房画像研究会 西出 裕子 （岐阜医療科学大学） 

  高森 美保 （石川県立中央病院） 

放射線防護研究会 能登 公也 （金沢大学附属病院） 

  小林 正尚 （藤田保健衛生大学医療科学部） 

アンギオ研究会 竹井 泰孝 （浜松医科大学医学部附属病院） 

  橋本 将彦 （富山大学附属病院） 

超音波画像研究会 川地 俊明 （大垣市民病院） 

 江端 清和 （福井大学大学院） 

サーバの管理 市川 勝弘 （金沢大学医薬保健研究域） 

事務局 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 
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平成 27 年度学会表彰者 

 

中部支部で以下の方々が表彰されました。 

おめでとうございます。 

 

平成 27 年度本部表彰者 

学術賞               鈴木 昇一   藤田保健衛生大学 医療科学部 

  滝内賞               田中 利恵   金沢大学 医薬保健研究域保健学系 

土井賞(核医学・MR 分野）      白川 誠士   藤田保健衛生大学 

 

  研究奨励賞 

技術奨励賞 

画像分野                東出 了     名古屋市立大学病院 

技術新人賞 

     撮影分野(一般撮影)         渋谷 孝行   金沢大学 医薬保健研究域保健学系 

撮影分野(CT)        中森 克敏   三重大学医学部附属病院 

撮影分野(MR)         吉田 司    静岡県立静岡がんセンター 

計測分野          廣澤 文香   富山県立中央病院 

 

平成 27 年度中部支部表彰者 

功労賞               鈴木 昇一   藤田保健衛生大学 医療科学部 

                  有賀 英司   名古屋第二赤十字病院医療技術部放射線科 

技術奨励賞 

   撮影分野(一般撮影)          布目 晴香     金沢大学附属病院放射線部 

撮影分野(CT)            中森 克敏   三重大学医学部附属病院中央放射線部 

丹羽 伸次     中津川市民病院医療技術部 

髙田 光雄   浅ノ川総合病院放射線部 

   撮影分野(MRI)          吉田 司    静岡県立静岡がんセンター 

大野 直樹   金沢大学医薬保健学域保健学類  

防護分野            嶋田 真人   福井大学医学部附属病院放射線部 

計測分野                廣澤 文香   富山県立中央病院 

治療分野             清水 秀年    愛知県がんセンター中央病院 

核医学分野                  原田  高行   国立病院機構金沢医療センター   
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平成 27 年度総務委員会議事録・理事会議事録 

 

 

 

 

会 議 名 平成 27 年度 第 1 回 総務委員会 

開催日時 
平成 27 年 6 月 7 日（土）  

13 時 00 分～15 時 00 分 
開催場所 

名駅 IMAI ビル 7F 

J ルーム 

出席者名 

松浦幸広、小山修司、森光一、國友博史、市川勝弘、大橋一也、小林謙一、村中良之、

高田忠徳 

 合計  9 名 

（欠席）木戸屋栄次   1 名 

議長･司会 小山修司 報告者名 高田忠徳 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 

3 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）準備報告 

4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 

5 編集委員会報告 

6 学術委員会報告 

7 財務報告 

8 その他 
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議題 1 松浦支部長より本部理事会報告がされた。  

 

・会員動向 平成 27 年 3 月末 

新 入 会 145 

正 会 員 16799 

学生会員 324 

賛助会員 46 

会員総数 17176 

 

・JRC2015 参加登録者数 

第 71 回総会学術大会開催協力の謝辞を述べるとともに、資料を基に概要を報告した。

発表演題数は 596 演題（内、英語口述演題が 114 演題）、参加者数は 5,007 名（正会

員 4,219 名、学生会員 740 名、WEB 参加登録者 48 名）であった。 

 

・研究の倫理審査における倫理規定の運用内規  

平成 27 年 4 月 1 日から新しく施行された「人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針」の内容を考慮した上で、本学会に投稿されるすべての著作物および学術大会（総

会・秋季）に投稿される演題の倫理審査について、その管理体制と審査分担、研究協

力者の生命、健康、プライバシーおよび尊厳の保護、不正行為の防止、二重投稿の定

義、利益相反の告知について、審査を行う立場における運用方法を定めた「研究の倫

理審査における倫理規定の運用内規」の新規制定について、審議した結果、一部修正

を委員会に一任して承認した。修正の詳細は次回の理事会で報告する。（共通事業） 

 

なお，地方会との二重投稿に制限を設けるため来年春の総会の演題申し込み時から，

以下のような設問を追加することに昨日の大会開催委員会で決定しましたので，報告

しておきます． 

○本応募演題と同じ内容の演題を他の学会または地方会で発表しましたか？ 

□いいえ 

□はい （既に発表した内容とどういった点が違うのか，以下に説明してください） 

 

・画像部会主催セミナーにおける画像部会登録会員の参加費の割引（画像部会）  

 平成 27 年度以降の画像部会が主催するすべてのセミナーについて、画像部会会員の

参加費を一律 1,000 円割引くことを審議し承認した。（公益事業 1） 

 

・平成 27 年度科学研究費補助金「医学物理学・放射線技術学」の応募状況に係るアン

ケート調査の実施について（学術委員会） 

 

・2016 年 JRC2016 のスライド 100％英語化指導講師の派遣 

国際戦略委員会に依頼することにより講師派遣 

→各部会でもリクエストがあれば対応可。 
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平成 27・28 年度役員・部会長・支部長および支部監事の選任・指名報告（小倉代表理

事） 

 

(1) 平成 27・28 度役員について 

代表理事 小倉 明夫   

監事 森  克彦  漢那 憲聖 

理事 五十嵐隆元  石田 隆行  市川 勝弘  上田 克彦  遠藤登喜子   

 小笠原克彦  奥田 保男  坂本  博  白石 順二  隅田 博臣   

 千田 浩一  錦  成郎  西出 裕子  根岸  徹  平野 浩志   

 船橋 正夫  本間 龍夫  宮地 利明  梁川 範幸   

 

(2) 平成 27・28 年度部会長について 

画像部会長         白石 順二 

核医学部会長         對間 博之 

放射線治療部会長 小口  宏 

撮影部会長         梁川 範幸 

計測部会長         加藤  洋 

放射線防護部会長 塚本 篤子 

医療情報部会長         坂本  博 

    部会の推薦を得て、以上 7 名を部会長に指名した旨、報告した。 

 

(3) 平成 27・28 年度支部担当理事について 

北海道支部 小笠原克彦 

東北支部 坂本  博 

関東支部 平野 浩志 

東京支部 根岸  徹 

中部支部 宮地 利明 

近畿支部 船橋 正夫 

中国・四国支部 上田 克彦 

九州支部 白石 順二 

    以上 8 名を支部担当理事に指名した旨、報告した。 

 

(4) 支部長および支部監事について 

           支部長              支部監事 

北海道支部        小笠原克彦  荒井 博史  佐藤 順一 

東北支部  坂本  博  梁川  功  江口 陽一 

関東支部  平野 浩志  鈴木 直二  小沼 洋治 

東京支部  飯田紀世一  折舘  隆  江島 光弘 

中部支部  松浦 幸広  安達登志樹  米田 和夫 

近畿支部  福西 康修  堀之内 隆  錦  成郎   

中国・四国支部         上田 克彦  平田 吉春  北山  彰 

九州支部  井手口忠光  冨吉  司  村上 康則   

 支部理事会の推薦を得て、以上 8 名を支部長に、16 名を支部監事に指名した旨、報告

した。 
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平成 27・28 年度執行体制の編成 

 

平成 27・28 年度執行体制の編成について（小倉代表理事） 

「委員会設置および運営に関する規定」第 8 条第 4 項に基づき、下記のように委員長を

任命する旨を報告し、承認した。 

（常置委員会） 

企画委員会       ：（委員長）  小笠原克彦 

編集委員会       ：（委員長）  石田 隆行 

英語論文誌編集委員会  ：（委員長）  土井 邦雄 （担当理事） 白石 順二 

出版委員会       ：（委員長）  根岸  徹 

学術委員会       ：（委員長）  白石 順二 

教育委員会       ：（委員長）  奥田 保男 

大会開催委員会     ：（委員長）  平野 浩志 

国際戦略委員会     ：（委員長）  宮地 利明 

表彰委員会       ：（委員長）  西出 裕子 

広報・渉外委員会     ：（委員長）  上田 克彦 

財務委員会       ：（委員長）  赤澤 博之 （担当理事） 錦  成郎 

総務委員会       ：（委員長）  林  秀隆 （担当理事） 船橋 正夫 

（代表理事直轄委員会） 

放射線防護委員会    ：（委員長）  五十嵐隆元 

標準・規格委員会    ：（委員長）  宮﨑  茂 

関係法令委員会     ：（委員長）  渡邉  浩 

医療安全委員会     ：（委員長）  東村 享治 

（その他の委員会） 

選挙管理委員会     ：（委員長）  水田 正芳 （担当理事） 船橋 正夫 

倫理審査委員会     ：（委員長）  副代表理事 

プログラム委員会    ：（委員長）  梁川 範幸 

学会事業評価委員会   ：（委員長）  江島 光弘 

 

業務執行理事の選定、副代表理事の指名および JRC 役員の選出 

 

1．業務執行理事の選定について（小倉代表理事） 

 「定款」第 27 条第 3 項に基づき、平成 27・28 年度業務執行理事を選定し、これを承

認した。 

小笠原克彦（企画）、石田 隆行（編集）、白石 順二（学術）、奥田 保男（教育）、 

平野 浩志（大会開催）、宮地 利明（国際戦略）、錦 成郎（財務）、船橋 正夫（総務） 

                                         

以上 8 名 

 

2．副代表理事の指名について（小倉代表理事） 

 「理事会等の運営に関する規定」第 3 条第 2 項、第 3 項に基づき、平成 27・28 年

度の副代表理事に錦 成郎理事と船橋 正夫理事を指名し、以下の主な担務を任命し

た。なお、その他の担務については今後明確にする。 

 

  ・倫理審査委員長：錦副代表理事 

  ・企画委員会委員：船橋副代表理事 

  ・大会開催委員  ：錦副代表理事 

  ・運営企画会議議長：錦副代表理事、船橋副代表理事（交互） 
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  ・JIRA-JSRT 幹部会議、実務者会議：錦副代表理事 

  ・JART-JSRT 懇談会：船橋副代表理事 

  ・6 団体(JRS,JART,JASTRO,JSMP,JBMP,JSRT）会議：錦副代表理事 

    ・3 団体(JRS,JART,JSRT)会議：船橋副代表理事 

    ・画像診断コンソーシアム：錦副代表理事 

 

3．JRC 役員の選出について（小倉代表理事） 

 従来の役員選考に準じて選出し、これを承認した。JRC の年度に合わせて移行す

る。 

 理事 ：小倉 明夫、 船橋 正夫、 平野 浩志、 錦  成郎、 市川 勝弘 

 監事 ：森  克彦 

 

 

議題 2 國友副支部長より平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画について報告され

た 

 

事業報告 

 

1. 中部支部技術セミナー（研究会）を開催した（参加人数 51 名；5 月 29 日）。       

（1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 3 月 14 日（土）           

会 場：静岡県立総合病院 

内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   

参加人数： 51 名 

 

2. 刊行物の発行 

 タイトル：平成 27 年度中部支部会誌 Vol. 17 平成 27 年 4 月 23 日発行 

中部支部ホームページに掲載（Web 版） 

 

事業計画 

 

1. 第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術学術

大会）を開催する 

  会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 

  会場：AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 

2. 平成 27 年度第１回支部学術セミナーの開催 

会期：平成 27 年 6 月 13 日 

会場：石川県地場産業振興センター（金沢市） 

3. 平成 27 年度第 2 回支部学術セミナーの開催（岐阜担当） 

会期：平成 28 年 1 月 

会場：名古屋大学医学部保健学科 本館 2 階第 2 講義室（名古屋市） 

    →会場変更の可能性あり 

4. 第 16 回 CT 立山セミナー 

会期：平成 27 年 7 月 11（土）～12 日（日） 

会場：立山国際ホテル（富山市） 

定員：60 名 
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5. 第 36 回 CAD セミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催） 

会期：平成 27 年 9 月 26（土）～27 日（日） 

会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

定員： 20 名 

6. 第 77 回 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会 （教育委員会，放射線撮

影部会，中部支部共催） 

会期：平成 27 年 12 月 12（土）～13 日（日） 

会場：愛知県がんセンター中央病院（名古屋市） 

定員： 100 名（東北支部と同時募集） 

7. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定） 

  CT 研究会，MR 研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究

会，放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究

会，  

全 9 研究会による開催。 

（1）第 2 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 6 日（土）           

会 場：岐阜市民病院 

内 容：「重粒子線治療での一様照射野の作り方」   

定員： 60 名 

（2）第 3 回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 13 日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 

内 容：「CT 研究の最前線報告会」   

定員：   名 

（3）第４回技術セミナー（アンギオ・放射線防護合同研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 21 日（日）           

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 

内 容：「CT 線量測定セミナー」   

定員： 15 名 

（4）第 5 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 21 日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 

内 容：「初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース」   

定員： 24 名 

（5）第 6 回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 22 日（月）           

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

内 容：「マンモ用 PET の開発と臨床と Breast Imaging の最新動向」   

定員：  名 

（6）第 7 回技術セミナー（治療研究会） 

日 時：平成 27 年 7 月 18 日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域 

内 容：「IMRT の検証は出力検証の先のステップへ」  

定員：150 名 

（7）第 8 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 8 月 29 日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「上腹部 MRI の画像診断」 他 

定員：  名 
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8. 刊行物の発刊 

1）タイトル：中部支部会誌 Vol. 18（平成 27 年度版） 

発刊日：平成 28 年 3 月 （Web 版のみ） 

2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 27 年 6 月 

3）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム

号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 

 

9. 支部表彰について 

  規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

 

10. 国際学会発表者支援事業について 

  国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する。 

 

議題 3 村中福井・MR 担当理事より第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部部会学

術大会）準備報告がされた。 

 

会期：平成 27 年 11 月 7 日―8 日 

福井駅前 AOSSA 6F を中心に開催 

大会長：安達登志樹 

副大会長：福島哲弥 

700 名の参加を見込み 

 

①特別講演（60 分） 

演者：福井大学 伊藤春海教授 

内容：胸部 X 線画像について． 

②シンポジウム（110 分） 

演者：一般撮影，エコー，CT，MRI 領域から 1 名ずつ（計 4 名） 

内容：整形領域の従来の検査における創意工夫や新たな検査技術への試みについて． 

講演＋討論形式 

③教育セミナー（80 分～110 分） 

 ・3 枠予定．  

   ①放射線技術学会中部支部 CT 研究会，アンギオ研究会，乳房画像研究会など 

   （診断参考レベル（Diagnostic Reference Level : DRL）について） 

   ②放射線技術学会中部支部 放射線治療研究会 ※研究会依頼済 

   ③放射線技術学会中部支部 MR 研究会 ※研究会依頼済 

④日本放射線技術学会中部支部 50 周年記念講演（60 分） 

演者：東村 享治 

 内容：未定 

⑤特別企画（90 分） 

 演者：技師会会長，技術学会代表理事（依頼中） 

 内容：技師会，技術学会が目指す国際化について 

⑥一般公開講座（120 分） 

母娘で考える子宮頸がん（仮） 

 演者：三原じゅん子氏（参議院議員），福井大学産婦人科吉田好雄教授に依頼．  

内容：婦人科がんの診断，予防をテーマに，講演＋対談形式． 

⑦ランチョンセミナー 

 4 枠予定 
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⑧機器展示  

 23 社予定（募集期間：平成 27 年 3 月 1 日（日）〜5 月 31 日（日）） 

 5 月 29 日現在 企業展示応募数：14 社 15 小間（23〜25 小間） 

⑨意見交換会 

ユアーズホテルフクイ（学会会場より徒歩 5 分）会員 5,000 円 

⑩一般演題 

演題募集要項：6 月 1 日より HP で公開 

演題登録期間：7 月 1 日～8 月 31 日 

第 7 回同様に UMIN を使用 

110 演題を目標 

今大会より演題登録時に倫理審査と利益相反の確認を行います． 

⑪学生会費の件 

 学生会員は会員カード提示で無料とする（支部学術集会の参加費無料の規程） 

 

・英語発表希望時の注意事項を明確に登録画面に記載することを確認した。 

・演題募集の延長時に早めにアナウンスをお願いしたいとの意見が出た。 

・倫理申請中の場合の対応について意見が出た。 

 

 

 

 

スケジュール 

1 日目 
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2 日目 

 
 

 

議題 4 市川理事より平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告がされた。 

 

演題応募状況 

募集期間平成 27 年 4 月 28 日(火)～平成 27 年 6 月 1 日(月) 

6 月 1 日，12：15 に締め切り 

497 演題（口述希望 447，ポスター希望 50） 

 

第 4 回実行委員会開催（予定） 

6 月 6 日（土）12 時～昼食 13 時～16 時 会議 

場所：金沢大学附属病院 病棟 2 階カンファレンスルーム 

議案：各企画，受付体制，PC 受付，機器展示，Wifi 環境など 

 

第 52 回 JSRT-JIRA 実務者会議開催（予定） 

開催日：平成 27 年 6 月 20 日（土）14：30～17：30 

場 所：金沢市文化ホール 

 

各企画について 

 

特別講演 

演題名：問い合わせ中 

講師：元本田技術研究所主席研究員 長弘憲一氏 

司会：金沢大学医薬保健研究域 市川勝弘 

 

大会長企画シンポジウム 

「診断画像の画質評価とその有効性」 

座長：金沢大学医薬保健研究域 市川勝弘  

1. ディジタルラジオグラフィ 

講師：名古屋市立大学病院 國友博史 

2. CT 

講師：金沢大学医薬保健研究域 市川勝弘 

3. MRI 

講師：シーメンス・ジャパン株式会社イメージング&セラピー事業本部 今井 広 

4. 核医学 

講師：京都医療科学大学医療科学部 松本 圭一 
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実行委員会企画シンポジウム「放射線技術の匠」 

座長：福井大学医学部附属病院 安達登志樹  

富山大学附属病院 熊谷道朝 

 

1) 「未定」問い合わせ中 

講師： 福井大学高エネルギー医学研究センター 田中雅人 

2) 魔法のような一般撮影用補助具の開発（仮） 

講師： 細貝 実 元大阪市立大学医学部付属病院中央放射線部 

3) 核医学検査における深吸気時停止法の開発と実践（仮） 

講師： 林 万寿夫 大阪医科大学病院 

4) 「未定」問い合わせ中 

講師：橘 英伸  国立がん研究センター東病院 

5) 「未定」 問い合わせ中 

講師： 松田恵雄 埼玉医科大学国際医療センター  

 

寺子屋 金沢 － 撮像と計測の基礎 － 

講師，ハンズオンのチュータは選定済み，内諾済み 

 

医療安全フォーラム 

テーマ「 放射線検査に必要な安全情報とは 」 

  座長 京都大学医学部附属病院  東村享治 

     国立がんセンター中央病院 麻生智彦 

 

講師 

1）体内インプラント情報について（仮） 

  京都大学医学部附属病院 谷口正洋 

2）感染症及び造影剤について（仮） 

  大分大学医学部附属病院 濱田智広 

3）RI 検査における放射線医薬品の安全情報（仮） 

  滋賀医科大学附属病院  木田哲生 

 

放射線防護フォーラム 

「フリートーク：診断参考レベルの正しい理解と運用のために（仮題）」 

座長： 

五十嵐隆元 総合病院国保旭中央病院診療技術部放射線科 

奥田保男 放射線医学総合研究所重粒子医科学センター医療情報室 

 

講師：（フリートークのため，演題名はなし） 

坂本肇 山梨大学医学部附属病院 放射線部 

鈴木昇一 藤田保健衛生大学 医療科学部 

井田義宏 藤田保健衛生大学病院 放射線部 

竹井泰孝 浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 

根岸徹 群馬県立県民健康科学大学大学院診療放射線学研究科 

 

標準・規格フォーラム （問い合わせ中） 

テーマ： 

講師： 

 

教育委員会企画 （問い合わせ中） 

テーマ： 

講師： 
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専門部会関連の企画（部会長に詳細問い合わせ中） 

 

撮影部会 

テーマ A（一般撮分科会）：「ディジタル一般撮影の新時代（仮）」 

教育講演：『（ディジタル一般撮影の変遷と画像処理技術最前線（仮）』 

講師： 

座長： 

 

ワークショップ： ―より良い撮影技術を求めて（その 126）― 

座長： 

(1) 非接触型測定器を用いた発生装置の精度管理（未定） 

講師： 

(2) 胸部Ｘ線骨組織透過処理（未定） 

講師： 

(3) 散乱線除去用画像処理（未定） 

講師： 

(4) 位相コントラスト技術（未定） 

講師： 

(5) トモシンセシス技術（未定） 

講師： 

(6) 整形外科領域における動画像解析（未定） 

講師： 

 

テーマ B（CT）：『医用画像の新たな活用（仮）』医療情報部会との共催 

教育講演：「3D 画像処理と 3D プリンタを応用した臨床」 

講師： 

ワークショップ： ―より良い撮影技術を求めて（その 127）― 

『医用画像の新たな活用』 

(1) CT ガイド下 IVR に対するプロジェクションマッピングの可能性 

藤田保健衛生大学 辻岡勝美 

(2) 消化管手術におけるプロジェクションマッピングを利用した 3DCT 画像の活用 

札幌医医科大学病院 原田耕平 

(3) 低価格 3D プリンタの利用 

名古屋市総合リハビリテーションセンター 満島 岳寿 

(4) 医療用３D プリンタの活用 

医療情報部会の推薦者 

 

専門部会共催シンポジウム   （防護部会，JIRA との共催） 

「CT 撮影における標準化と最適化 ～次のステップに向けた取り組み～」 

教育講演「医療被ばくの放射線防護～正当化および最適化の現状と課題～（仮題）」 

司会：NTT 東日本関東病院 放射線部 塚本 篤子 

演者：放射線医学総合研究所 医療被ばく研究プロジェクト 医療被ばく研究推進室 

赤羽 恵一 先生 

パネルディスカッション「CT における線量最適化の現状と課題」 

司会：浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

藤田保健衛生大学病院放射線部 井田 義宏 

1）「X 線 CT 撮影における標準化～～ガイドライン GuLACTIC～」改訂の概要 

撮影部会 千葉市立海浜病院 放射線科 高木 卓 

2）DRL 構築のための線量管理「装置から提供される線量情報」 

JIRA 放射線･線量委員会 副委員長 中山 徹 

3）DRL 構築のための線量管理「線量情報管理システム」 

JIRA 医用画像システム部会 DICOM 委員会 委員長 伊藤 幸雄 
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4）CT における診断参考レベルの設定について 

広島大学病院 診療支援部 西丸 英治 

5）小児 CT 撮影における撮影条件設定の考え方 

撮影部会 名古屋市立大学病院 中央放射線部 坪倉 聡 

6）小児 CT 撮影における線量の現状 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

 

入門講座：だれでも分かるディジタル画像の評価論 

講師：東出 了 名古屋市立大学病院 中央放射線部 

司会： 

 

専門講座：(仮）胸部 CT 検査技術 

講師：梁川 範幸 東千葉メディカルセンター 

司会：         

 

画像部会 

テーマ：ファントム？臨床画像？－研究に必要な試料の集め方，作り方教えます．－（仮
題）」 

○教育講座「ファントムのすべて」（仮題）（60 分）， 

講師：京都科学の方 

座長：本田委員 

○画像について語ろう（各 30 分） 座長：田中委員 

（1） DR 研究のためのファントム 本田委員 

（2） マンモ研究のためのファントム 篠原範充（岐阜医療科学大学） 

（3） CT 研究のためのファントム 辻岡勝美（藤田保健衛生大学） 

（4） MRI 研究のためのファントム 高津安男（大阪赤十字病院） 

 

入門講座「散乱線の発生と画質への影響」 

講師：本田委員 

司会：東出了（名古屋市立大学病院） 

 

専門講座「医用画像処理」 

講師：船水憲一（つがる西北五広域連合 つがる総合病院） 

司会：田中委員 

 

放射線治療部会 

テーマ：「いま一度考えよう放射線治療の標準」 

教育講演「放射線治療専門医からみた標準的な放射線治療の今と昔」 

福井県済生会病院放射線センター長 菊池雄三 

 

シンポジウム 

テーマ「近年の放射線治療装置における標準線量の確保を考える」 

司会：林 直樹（藤田保健衛生大学） 

1．水吸収線量測定法（AAPM TG51 Addendum 含む） 武村 哲浩（金沢大学） 

2．Flattening Filter Free リニアック 矢田 隆一（聖隷浜松病院） 

3．ロボットアーム式小型リニアック 太田 誠一（大阪大学病院） 

4．持続回転ガントリ型リニアック 清水 秀年（愛知がんセンター） 

5．国産 O リング型高精度リニアック 加茂前 健（名古屋大学） 

 

入門講座：放射線治療に必要な放射線治療生物学の基礎（仮） 

講師：笈田将皇   岡山大学大学院保健学研究科保健学専攻放射線技術科学分野 

司会： 
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専門講座：医用加速器による高エネルギー光子線標準場の準備（仮） 

講師：清水森人 産業技術総合研究所 軽量標準総合センター 分析計測標準研究部門 

司会： 

 

防護部会 

撮影部会に記載 

 

市民公開講座 平成 27 年 10 月 10 日（日）金沢市文化ホール 

「放射線と食の安全 ～日本の食文化を守るために～」 

司会： 総合病院国保旭中央病院 五十嵐 隆元 

藤田保健衛生大学 鈴木 昇一 

講演 1： ここがポイント！放射線と放射能（50 分） 

NTT 東日本関東病院 塚本 篤子 

講演 2： 食品に含まれる放射性物質 ～評価の方法と安全を守る仕組み～（50 分） 

国立病院機構名古屋医療センター 広藤 喜章 

講演 3： 放射線と食品のリスク ～食の安全を確保するためには～（50 分） 

国立医薬品食品衛生研究所 畝山 智香子 

 

入門講座：放射線防護で取扱う放射線の単位（仮題） 

講師：磯辺 智範 筑波大学医学医療系（医学物理学グループ） 

司会： 

 

専門講座：日本の診断参考レベルと活用方法（仮題） 

講師：五十嵐 隆元 総合病院国保旭中央病院 

司会： 

      

医療情報部会 

(1) 教育講演 

「薬事法改定後 1 年（ソフトウエア薬事）の課題」 演者未定 

(2) 第 26 回医療情報部会 

「MMG/BTO の画像情報について」 ~ 施設認定取得から地域連携までを考える ~（仮） 

座長 大阪府立成人病センター 川眞田 実 

豊橋市民病院 原瀬 正敏 

① 現場の声と問題 益田地域医療センター医師会病院 山田 和幸 

② 精中委の立場から 岐阜医療科学大学 西出 裕子 

③ IHE の立場から 日本 IHE 協会 未定 

④ DICOM 委員会の立場から JIRA DICOM 委員会 未定 

 

入門講座：ユーザーが考える DICOM-RT の利用法（仮） 

講師：大阪府立成人病センター 正岡 祥 

司会： 

 

専門講座：放射線技術学の視点からの医療経営と医療情報システム 

講師：医療法人社団いとう整形外科病院放射線科 谷 祐児 

司会： 

 

計測部会 

教育講演：「シミュレーション技術」(案)  

講師：加藤秀起先生．測定から画像評価を含む内容を依頼予定． 

司会： 

シンポジウム 120 分（演者未定） 

座長： 
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①演題名： 

講師： 

②演題名： 

講師： 

③演題名： 

講師： 

 

寺子屋 金沢（フレッシャーズセミナー）（別でとりまとめ） 

 

入門講座：演題名 

講師： 

司会： 

 

専門講座：演題名 

講師： 

司会： 

 

核医学部会 

教育講演：「アイソトープ内用療法（仮） 

講師：金沢大学附属病院核医学診療科 萱野大樹 

司会：所属（） 對馬博之 

基礎講座：「核医学専門医が考える核医学検査における読影補助業務（仮）」 

講師：公立松任石川中央病院 横山邦彦 

司会：小野口 昌久 

シンポジウム 「核医学担当業務に必要な知識と技術」第 3 回 

― 機器，画像処理および製剤に起因するピットフォール － 

消化器系シンチ：岡山済生会総合病院 長谷川 大輔 

泌尿器系シンチ： 川崎医科大学附属病院 三村浩朗 

腫瘍・炎症系シンチ： 金沢大学附属病院 米山 寛人 

 

入門講座：核医学における画像フィルタリングおよび各種画像処理 

講師：奥田 光一 金沢医科大学 

司会： 

 

専門講座：非侵襲的に生体内の形態および機能情報を得るための医用生体イメージング
手法および画像情報理論（仮） 

講師：松成一朗 埼玉医科大学病院 放射線科 

司会： 

 

・ランチョンは１１コマで企画進行中である旨報告された。 

・ハンズオンではチューターが必要であり、各研究会からの応援をお願いしたい。 
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スケジュール 

1 日目 

 
 

 

2 日目 
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3 日目 

 
 

 

 
 

議題 5 大橋理事より編集委員会報告がされた。 

 

支部会誌を４月にアップした。ビーム中部は近日中に総務委員で確認する。 

議題 6 森副支部長より学術委員会報告がされた。 

 

・国際研究集会発表における補助申請が１件あった。総務委員会にて承認が得られた。 

 

 
 

 

様式第 5 号  

                             平成 27 年 6 月 1 日 

 

国際研究集会発表における補助申請書 

公益社団法人日本放射線技術学会 

中部支部長 松浦 幸広  殿 

  

  申請者氏名： 木下尚紀              会員番号：0042136 

  生年月日 ： 1983 年   12 月   17 日    年 齢 ：31 

  連絡先 TEL 0776-61-3111            FAX 0776-61-8154 

      E-mail kinosita.naoki@gmail.com 

 

このたび、下記の国際研究集会で発表するため、公益社団法人日本放射線技術学会中部

支部にその費用の一部を補助していただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

１ 発表国際研究集会名称： 

     英文：2015 AAPM Annual Meeting 

     和訳：米国医学物理学会 2015 

 

２ 発表演題名：Comparison of absorbed-dose to water in high-energy photon beams 

based on Addendum AAPM TG-51, IAEA TRS-398, and JSMP 12 

 

３ 発表形態：  ポスター  

 

４ 開催期間： 2015 年 7 月 12 日 〜  2015 年 7 月 16 日  

 

５ 開催場所： アメリカ アナハイム アナハイムコンベンションセンター 

 

 

 

 

注：内容に関わる資料（プログラム等）を添付の事 

 

                     申請番号第   号（支部記入）   

Comparison of Absorbed-Dose to Water in High-Energy Photon 

Beams Based On Addendum AAPM TG-51, IAEA TRS-398, and 

JSMP 12 

  N Kinoshita 

 

N Kinoshita1*, H Oguchi2 , A Kita3 , C Yoshioka4 , K Sasamoto5 , Y 

Nishimoto6 , T Adachi7 , H Shioura8 , H Kimura9 , (1) University of Fukui 

Hospital, Eiheiji, Fukui, (2) Nagoya University Graduate School of 

Medicine, Nagoya, Aichi, (3) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, 

(4) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, (5) University of Fukui 

Hospital, Eiheiji, Fukui, (6) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, 

(7) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, (8) University of Fukui, 

Eiheiji, Fukui, (9) University of Fukui, Eiheiji, Fukui 

Presentations 

SU-E-T-204 (Sunday, July 12, 2015) 3:00 PM - 6:00 PM Room: Exhibit Hall 

 

Purpose: Several clinical reference dosimetry protocols for 

absorbed-dose to water have recently been published: The American 

Association of Physicists in Medicine (AAPM) published an Addendum 

to the AAPM’s TG-51 (Addendum TG-51) in April 2014, and the Japan 

Society of Medical Physics (JSMP) published the Japan Society of 

Medical Physics 12 (JSMP12), a clinical reference dosimetry protocol, 

in September 2012. This investigation compared and evaluated the 

absorbed-dose to water of high-energy photon beams according to 

Addendum TG-51, International Atomic Energy Agency Technical 

Report Series No. 398 (TRS-398), and JSMP12. 

 

Methods: 
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・国際研究集会補助金申請の内規改定について意見が出た。 

現在の募集申請期間について。→「原則」という表記にて柔軟に対応。 

ホームページ上での表記を明確に。 

 

・ホームページの表示について意見が出た。 

 現在の表示は直近のセミナーがスクロールしないと見えないことがある。 

 

・後援・共催についての承認について、学術委員会で対応して頂く旨確認された。 

総務にて承認し、理事会にて報告の流れを再確認した。メールでの迅速審議において、ほぼ

間違いなく承認されるので、異議のある方のみ返信ではどうかとの意見が出た。 

議題 7 小林理事より財務報告がされた。 

 

5 月 26 日送付された本部からの領収書等のファイルおよび各研究会の事業収支用のフ

ァイルを確認し活用して頂きたいとの報告。 

議題 8 その他 

 

・乳房画像研究会から後援申請有。承認されたことが確認された。 

 

・民間補助金・企業からの受け入れ金は本部に報告しなければならない。次回より研究

会事業についても企業の共催・後援は原則禁止。事情がある場合は総務会にて審議。 

 

・CT 研究会（東海）のエーザイとの共催セミナーについても今後は原則禁止対象とな

る。（会場費を払う形であれば問題ない。） 

 

・メーリングリストを新規に作成する。 

 

・次回は 10 月 17 日（土） 福井で 
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会 議 名 平成 27 年度 第 1 回 理事会 

開催日時 
平成 27 年 6 月 7 日（土）  

15 時 00 分～17 時 00 分 
開催場所 

名駅 IMAI ビル 7F 

J ルーム 

出席者名 

松浦幸広、小山修司、森光一、國友博史、市川勝弘、大橋一也、小林謙一、村中良之、

高田忠徳、中西左登志、原瀬正敏、澤田通文、西出裕子、米田和夫、上田伸一、藤本

勝明、能登公也、竹井泰孝、川地俊明 

 合計  19 名 

（欠席）木戸屋栄次、辻岡勝美、安達登志樹、 井田義宏  4 名 

議長･司会 小山修司 報告者名 高田忠徳 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 

3 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）準備報告 

4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 

5 編集委員会報告 

6 学術委員会報告 

7 財務報告 

8 その他 
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議題 1 松浦支部長より本部理事会報告がされた。 

 

・会員動向 平成 27 年 3 月末 

新 入 会 145 

正 会 員 16799 

学生会員 324 

賛助会員 46 

会員総数 17176 

 

・JRC2015 参加登録者数 

第 71 回総会学術大会開催協力の謝辞を述べるとともに、資料を基に概要を報告した。

発表演題数は 596 演題（内、英語口述演題が 114 演題）、参加者数は 5,007 名（正会員 

4,219 名、学生会員 740 名、WEB 参加登録者 48 名）であった。 

 

・研究の倫理審査における倫理規定の運用内規  

平成 27 年 4 月 1 日から新しく施行された「人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針」の内容を考慮した上で、本学会に投稿されるすべての著作物および学術大会（総

会・秋季）に投稿される演題の倫理審査について、その管理体制と審査分担、研究協

力者の生命、健康、プライバシーおよび尊厳の保護、不正行為の防止、二重投稿の定

義、利益相反の告知について、審査を行う立場における運用方法を定めた「研究の倫

理審査における倫理規定の運用内規」の新規制定について、審議した結果、一部修正

を委員会に一任して承認した。修正の詳細は次回の理事会で報告する。（共通事業） 

 

なお，地方会との二重投稿に制限を設けるため来年春の総会の演題申し込み時から，

以下のような設問を追加することに昨日の大会開催委員会で決定しましたので，報告

しておきます． 

○本応募演題と同じ内容の演題を他の学会または地方会で発表しましたか？ 

□いいえ 

□はい （既に発表した内容とどういった点が違うのか，以下に説明してください） 

 

・画像部会主催セミナーにおける画像部会登録会員の参加費の割引（画像部会）  

 平成 27 年度以降の画像部会が主催するすべてのセミナーについて、画像部会会員の

参加費を一律 1,000 円割引くことを審議し承認した。（公益事業 1） 

 

・平成 27 年度科学研究費補助金「医学物理学・放射線技術学」の応募状況に係るアン

ケート調査の実施について（学術委員会） 

 

・2016 年 JRC2016 のスライド 100％英語化指導講師の派遣 

国際戦略委員会に依頼することにより講師派遣 

→各部会でもリクエストがあれば対応可。 
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平成 27・28 年度役員・部会長・支部長および支部監事の選任・指名報告（小倉代表理

事） 

 

(1) 平成 27・28 度役員について 

代表理事 小倉 明夫   

監事 森  克彦  漢那 憲聖 

理事 五十嵐隆元  石田 隆行  市川 勝弘  上田 克彦  遠藤登喜子   

 小笠原克彦  奥田 保男  坂本  博  白石 順二  隅田 博臣   

 千田 浩一  錦  成郎  西出 裕子  根岸  徹  平野 浩志   

 船橋 正夫  本間 龍夫  宮地 利明  梁川 範幸   

 

(2) 平成 27・28 年度部会長について 

画像部会長         白石 順二 

核医学部会長         對間 博之 

放射線治療部会長 小口  宏 

撮影部会長         梁川 範幸 

計測部会長         加藤  洋 

放射線防護部会長 塚本 篤子 

医療情報部会長         坂本  博 

    部会の推薦を得て、以上 7 名を部会長に指名した旨、報告した。 

 

(3) 平成 27・28 年度支部担当理事について 

北海道支部 小笠原克彦 

東北支部 坂本  博 

関東支部 平野 浩志 

東京支部 根岸  徹 

中部支部 宮地 利明 

近畿支部 船橋 正夫 

中国・四国支部 上田 克彦 

九州支部 白石 順二 

    以上 8 名を支部担当理事に指名した旨、報告した。 

 

(4) 支部長および支部監事について 

           支部長              支部監事 

北海道支部        小笠原克彦  荒井 博史  佐藤 順一 

東北支部  坂本  博  梁川  功  江口 陽一 

関東支部  平野 浩志  鈴木 直二  小沼 洋治 

東京支部  飯田紀世一  折舘  隆  江島 光弘 

中部支部  松浦 幸広  安達登志樹  米田 和夫 

近畿支部  福西 康修  堀之内 隆  錦  成郎   

中国・四国支部         上田 克彦  平田 吉春  北山  彰 

九州支部  井手口忠光  冨吉  司  村上 康則   

 支部理事会の推薦を得て、以上 8 名を支部長に、16 名を支部監事に指名した旨、報告

した。 
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平成 27・28 年度執行体制の編成 

 

平成 27・28 年度執行体制の編成について（小倉代表理事） 

「委員会設置および運営に関する規定」第 8 条第 4 項に基づき、下記のように委員長を

任命する旨を報告し、承認した。 

（常置委員会） 

企画委員会       ：（委員長）  小笠原克彦 

編集委員会       ：（委員長）  石田 隆行 

英語論文誌編集委員会  ：（委員長）  土井 邦雄 （担当理事） 白石 順二 

出版委員会       ：（委員長）  根岸  徹 

学術委員会       ：（委員長）  白石 順二 

教育委員会       ：（委員長）  奥田 保男 

大会開催委員会     ：（委員長）  平野 浩志 

国際戦略委員会     ：（委員長）  宮地 利明 

表彰委員会       ：（委員長）  西出 裕子 

広報・渉外委員会     ：（委員長）  上田 克彦 

財務委員会       ：（委員長）  赤澤 博之 （担当理事） 錦  成郎 

総務委員会       ：（委員長）  林  秀隆 （担当理事） 船橋 正夫 

（代表理事直轄委員会） 

放射線防護委員会    ：（委員長）  五十嵐隆元 

標準・規格委員会    ：（委員長）  宮﨑  茂 

関係法令委員会     ：（委員長）  渡邉  浩 

医療安全委員会     ：（委員長）  東村 享治 

（その他の委員会） 

選挙管理委員会     ：（委員長）  水田 正芳 （担当理事） 船橋 正夫 

倫理審査委員会     ：（委員長）  副代表理事 

プログラム委員会    ：（委員長）  梁川 範幸 

学会事業評価委員会   ：（委員長）  江島 光弘 

 

業務執行理事の選定、副代表理事の指名および JRC 役員の選出 

 

1．業務執行理事の選定について（小倉代表理事） 

 「定款」第 27 条第 3 項に基づき、平成 27・28 年度業務執行理事を選定し、これを承

認した。 

小笠原克彦（企画）、石田 隆行（編集）、白石 順二（学術）、奥田 保男（教育）、 

平野 浩志（大会開催）、宮地 利明（国際戦略）、錦 成郎（財務）、船橋 正夫（総務） 

                                         

以上 8 名 

 

2．副代表理事の指名について（小倉代表理事） 

 「理事会等の運営に関する規定」第 3 条第 2 項、第 3 項に基づき、平成 27・28 年

度の副代表理事に錦 成郎理事と船橋 正夫理事を指名し、以下の主な担務を任命し

た。なお、その他の担務については今後明確にする。 

 

  ・倫理審査委員長：錦副代表理事 

  ・企画委員会委員：船橋副代表理事 

  ・大会開催委員  ：錦副代表理事 
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  ・運営企画会議議長：錦副代表理事、船橋副代表理事（交互） 

  ・JIRA-JSRT 幹部会議、実務者会議：錦副代表理事 

  ・JART-JSRT 懇談会：船橋副代表理事 

  ・6 団体(JRS,JART,JASTRO,JSMP,JBMP,JSRT）会議：錦副代表理事 

    ・3 団体(JRS,JART,JSRT)会議：船橋副代表理事 

    ・画像診断コンソーシアム：錦副代表理事 

 

3．JRC 役員の選出について（小倉代表理事） 

従来の役員選考に準じて選出し、これを承認した。JRC の年度に合わせて移行する。 

 理事 ：小倉 明夫、 船橋 正夫、 平野 浩志、 錦  成郎、 市川 勝弘 

 監事 ：森  克彦 

 

 

議題 2 國友副支部長より平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画について報告され

た 

 

事業報告 

 

1. 中部支部技術セミナー（研究会）を開催した（参加人数 51 名；5 月 29 日）。       

（1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 3 月 14 日（土）           

会 場：静岡県立総合病院 

内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   

参加人数： 51 名 

 

2. 刊行物の発行 

 タイトル：平成 26 年度中部支部会誌 Vol. 17 平成 27 年 4 月 23 日発行 

中部支部ホームページに掲載（Web 版） 

 

事業計画 

 

1. 第 58 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術

学術大会）の開催する 

  会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 

  会場 ： AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 

2. 平成 27 年度第 1 回支部学術セミナーの開催 

会期： 平成 27 年 6 月 13 日 

会場： 石川県地場産業振興センター（金沢市） 

3. 平成 27 年度第 2 回支部学術セミナーの開催（岐阜担当） 

会期： 平成 28 年 1 月 30 日（土） 

会場： 名古屋大学医学部保健学科 本館 2 階第 2 講義室（名古屋市） 

    →会場変更の可能性あり 

4. 第 16 回 CT 立山セミナー 

会期：平成 27 年 7 月 11（土）～12 日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

定員： 60 名 
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5. 第 36 回 CAD セミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催） 

会期：平成 27 年 9 月 26（土）～27 日（日） 

会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

定員： 20 名 

6. 第 77 回 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会 （教育委員会，放射線撮

影部会，中部支部共催） 

会期：平成 27 年 12 月 12（土）～13 日（日） 

会場：愛知県がんセンター中央病院（名古屋市） 

定員： 100 名（東北支部と同時募集） 

7. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定） 

  CT 研究会，MR 研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究

会，放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究

会，  

全 9 研究会による開催。 

（1）第 2 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 6 日（土）           

会 場：岐阜市民病院 

内 容：「重粒子線治療での一様照射野の作り方」   

定員： 60 名 

（2）第 3 回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 13 日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 

内 容：「CT 研究の最前線報告会」   

定員：   名 

（3）第 4 回技術セミナー（アンギオ・放射線防護合同研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 21 日（日）           

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 

内 容：「CT 線量測定セミナー」   

定員： 15 名 

（4）第 5 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 21 日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 

内 容：「初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース」   

定員： 24 名 

（5）第 6 回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成 27 年 6 月 22 日（月）           

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

内 容：「マンモ用 PET の開発と臨床と Breast Imaging の最新動向」   

定員：  名 

（6）第 7 回技術セミナー（治療研究会） 

日 時：平成 27 年 7 月 18 日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域 

内 容：「IMRT の検証は出力検証の先のステップへ」  

定員： 150 名 

（7）第 8 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 8 月 29 日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「上腹部 MRI の画像診断」 他 

定員：  名 
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8. 刊行物の発刊 

1）タイトル：中部支部会誌 Vol. 18（平成 27 年度版） 

発刊日：平成 28 年 3 月 （Web 版のみ） 

2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 27 年 6 月 

3）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム

号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 

 

9.  支部表彰について 

  規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

 

10. 国際学会発表者支援事業について 

  国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する。 

 

事業計画の一部として、北陸 CT 研究会において入門テキストの作成（日本語版、英語版）が

進められている旨、市川理事より報告された。 

議題 3 村中福井・MR 担当理事より第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部部会学

術大会）準備報告がされた。 

 

会期：平成 27 年 11 月 7 日―8 日 

福井駅前 AOSSA 6F を中心に開催 

大会長：安達登志樹 

副大会長：福島哲弥 

700 名の参加を見込み 

 

①特別講演（60 分） 

演者：福井大学 伊藤春海教授 

内容：胸部 X 線画像について． 

②シンポジウム（110 分） 

演者：一般撮影，エコー，CT，MRI 領域から 1 名ずつ（計 4 名） 

内容：整形領域の従来の検査における創意工夫や新たな検査技術への試みについて． 

講演＋討論形式 

③教育セミナー（80 分～110 分） 

 ・3 枠予定．  

   ①放射線技術学会中部支部 CT 研究会，アンギオ研究会，乳房画像研究会など 

   （診断参考レベル（Diagnostic Reference Level : DRL）について） 

   ②放射線技術学会中部支部 放射線治療研究会 ※研究会依頼済 

   ③放射線技術学会中部支部 MR 研究会 ※研究会依頼済 

④日本放射線技術学会中部支部 50 周年記念講演（60 分） 

演者：東村 享治 

 内容：未定 

⑤特別企画（90 分） 

 演者：技師会会長，技術学会代表理事（依頼中） 

 内容：技師会，技術学会が目指す国際化について 

⑥一般公開講座（120 分） 

母娘で考える子宮頸がん（仮） 

 演者：三原じゅん子氏（参議院議員），福井大学産婦人科吉田好雄教授に依頼．  

内容：婦人科がんの診断，予防をテーマに，講演＋対談形式． 

⑦ランチョンセミナー 

 4 枠予定 
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⑧機器展示  

 23 社予定（募集期間：平成 27 年 3 月 1 日（日）〜5 月 31 日（日）） 

 5 月 29 日現在 企業展示応募数：14 社 15 小間（23〜25 小間） 

⑨意見交換会 

ユアーズホテルフクイ（学会会場より徒歩 5 分）会員５，０００円 

⑩一般演題 

演題募集要項：6 月 1 日より HP で公開 

演題登録期間：7 月 1 日～8 月 31 日 

第 7 回同様に UMIN を使用 

110 演題を目標 

今大会より演題登録時に倫理審査と利益相反の確認を行います． 

⑪学生会費の件 

 学生会員は会員カード提示で無料とする（支部学術集会の参加費無料の規程） 

 

英語発表希望時の注意事項を明確に登録画面に記載する事を確認した。（日本語で登録） 

教育セミナーは技師会との共催なのかとの質問が出た。（要確認） 

学生（非会員）は 1,000 円徴収する。 

「倫理申請中」選択項目をホームページ上に追加することを確認した。 

部会年会が他のセッションと重なっていることを指摘された。 

 

 

 

1 日目 
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2 日目 

 
 

議題 4 市川理事より平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告がされた。 

 

演題応募状況 

募集期間平成 27 年 4 月 28 日(火)～平成 27 年 6 月 1 日(月) 

6 月 1 日，12：15 に締め切り 

497 演題（口述希望 447，ポスター希望 50） 

 

第 4 回実行委員会開催（予定） 

6 月 6 日（土）12 時～昼食 13 時～16 時 会議 

場所：金沢大学附属病院 病棟 2 階カンファレンスルーム 

議案：各企画，受付体制，PC 受付，機器展示，Wifi 環境など 

 

第 52 回 JSRT-JIRA 実務者会議開催（予定） 

開催日：平成 27 年 6 月 20 日（土）14：30～17：30 

場 所：金沢市文化ホール 

 

各企画について 

 

特別講演 

演題名：問い合わせ中 

講師：元本田技術研究所主席研究員 長弘憲一氏 

司会：金沢大学医薬保健研究域 市川勝弘 

 

大会長企画シンポジウム 

「診断画像の画質評価とその有効性」 

座長：金沢大学医薬保健研究域 市川勝弘  

1. ディジタルラジオグラフィ 

講師：名古屋市立大学病院 國友博史 

2. CT 

講師：金沢大学医薬保健研究域 市川勝弘 

3. MRI 

講師：シーメンス・ジャパン株式会社イメージング&セラピー事業本部 今井 広 

4. 核医学 

講師：京都医療科学大学医療科学部 松本 圭一 
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実行委員会企画シンポジウム「放射線技術の匠」 

座長：福井大学医学部附属病院 安達登志樹  

富山大学附属病院 熊谷道朝 

 

1) 「未定」問い合わせ中 

講師： 福井大学高エネルギー医学研究センター 田中雅人 

2) 魔法のような一般撮影用補助具の開発（仮） 

講師： 細貝 実 元大阪市立大学医学部付属病院中央放射線部 

3) 核医学検査における深吸気時停止法の開発と実践（仮） 

講師： 林 万寿夫 大阪医科大学病院 

4) 「未定」問い合わせ中 

講師：橘 英伸  国立がん研究センター東病院 

5) 「未定」 問い合わせ中 

講師： 松田恵雄 埼玉医科大学国際医療センター  

 

寺子屋 金沢 － 撮像と計測の基礎 － 

講師，ハンズオンのチュータは選定済み，内諾済み 

 

医療安全フォーラム 

テーマ「 放射線検査に必要な安全情報とは 」 

  座長 京都大学医学部附属病院  東村享治 

     国立がんセンター中央病院 麻生智彦 

 

講師 

1）体内インプラント情報について（仮） 

  京都大学医学部附属病院 谷口正洋 

2）感染症及び造影剤について（仮） 

  大分大学医学部附属病院 濱田智広 

3）RI 検査における放射線医薬品の安全情報（仮） 

  滋賀医科大学附属病院  木田哲生 

 

放射線防護フォーラム 

「フリートーク：診断参考レベルの正しい理解と運用のために（仮題）」 

座長： 

五十嵐隆元 総合病院国保旭中央病院診療技術部放射線科 

奥田保男 放射線医学総合研究所重粒子医科学センター医療情報室 

 

講師：（フリートークのため，演題名はなし） 

坂本肇 山梨大学医学部附属病院 放射線部 

鈴木昇一 藤田保健衛生大学 医療科学部 

井田義宏 藤田保健衛生大学病院 放射線部 

竹井泰孝 浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 

根岸徹 群馬県立県民健康科学大学大学院診療放射線学研究科 

 

標準・規格フォーラム （問い合わせ中） 

テーマ： 

講師： 

 

教育委員会企画 （問い合わせ中） 

テーマ： 

講師： 
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専門部会関連の企画（部会長に詳細問い合わせ中） 

 

撮影部会 

テーマ A（一般撮分科会）：「ディジタル一般撮影の新時代（仮）」 

教育講演：『（ディジタル一般撮影の変遷と画像処理技術最前線（仮）』 

講師： 

座長： 

 

ワークショップ： ―より良い撮影技術を求めて（その 126）― 

座長： 

(1) 非接触型測定器を用いた発生装置の精度管理（未定） 

講師： 

(2) 胸部Ｘ線骨組織透過処理（未定） 

講師： 

(3) 散乱線除去用画像処理（未定） 

講師： 

(4) 位相コントラスト技術（未定） 

講師： 

(5) トモシンセシス技術（未定） 

講師： 

(6) 整形外科領域における動画像解析（未定） 

講師： 

 

テーマ B（CT）：『医用画像の新たな活用（仮）』医療情報部会との共催 

教育講演：「3D 画像処理と 3D プリンタを応用した臨床」 

講師： 

ワークショップ： ―より良い撮影技術を求めて（その 127）― 

『医用画像の新たな活用』 

(1) CT ガイド下 IVR に対するプロジェクションマッピングの可能性 

藤田保健衛生大学 辻岡勝美 

(2) 消化管手術におけるプロジェクションマッピングを利用した 3DCT 画像の活用 

札幌医医科大学病院 原田耕平 

(3) 低価格 3D プリンタの利用 

名古屋市総合リハビリテーションセンター 満島 岳寿 

(4) 医療用３D プリンタの活用 

医療情報部会の推薦者 

 

専門部会共催シンポジウム   （防護部会，JIRA との共催） 

「CT 撮影における標準化と最適化 ～次のステップに向けた取り組み～」 

教育講演「医療被ばくの放射線防護～正当化および最適化の現状と課題～（仮題）」 

司会：NTT 東日本関東病院 放射線部 塚本 篤子 

演者：放射線医学総合研究所 医療被ばく研究プロジェクト 医療被ばく研究推進室 

赤羽 恵一 先生 

パネルディスカッション「CT における線量最適化の現状と課題」 

司会：浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

藤田保健衛生大学病院放射線部 井田 義宏 

1）「X 線 CT 撮影における標準化～～ガイドライン GuLACTIC～」改訂の概要 

撮影部会 千葉市立海浜病院 放射線科 高木 卓 

2）DRL 構築のための線量管理「装置から提供される線量情報」 

JIRA 放射線･線量委員会 副委員長 中山 徹 

3）DRL 構築のための線量管理「線量情報管理システム」 

JIRA 医用画像システム部会 DICOM 委員会 委員長 伊藤 幸雄 
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4）CT における診断参考レベルの設定について 

広島大学病院 診療支援部 西丸 英治 

5）小児 CT 撮影における撮影条件設定の考え方 

撮影部会 名古屋市立大学病院 中央放射線部 坪倉 聡 

6）小児 CT 撮影における線量の現状 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

 

入門講座：だれでも分かるディジタル画像の評価論 

講師：東出 了 名古屋市立大学病院 中央放射線部 

司会： 

 

専門講座：(仮）胸部 CT 検査技術 

講師：梁川 範幸 東千葉メディカルセンター 

司会：         

 

画像部会 

テーマ：ファントム？臨床画像？－研究に必要な試料の集め方，作り方教えます．－（仮
題）」 

○教育講座「ファントムのすべて」（仮題）（60 分）， 

講師：京都科学の方 

座長：本田委員 

○画像について語ろう（各 30 分） 座長：田中委員 

（1） DR 研究のためのファントム 本田委員 

（2） マンモ研究のためのファントム 篠原範充（岐阜医療科学大学） 

（3） CT 研究のためのファントム 辻岡勝美（藤田保健衛生大学） 

（4） MRI 研究のためのファントム 高津安男（大阪赤十字病院） 

 

入門講座「散乱線の発生と画質への影響」 

講師：本田委員 

司会：東出了（名古屋市立大学病院） 

 

専門講座「医用画像処理」 

講師：船水憲一（つがる西北五広域連合 つがる総合病院） 

司会：田中委員 

 

放射線治療部会 

テーマ：「いま一度考えよう放射線治療の標準」 

教育講演「放射線治療専門医からみた標準的な放射線治療の今と昔」 

福井県済生会病院放射線センター長 菊池雄三 

 

シンポジウム 

テーマ「近年の放射線治療装置における標準線量の確保を考える」 

司会：林 直樹（藤田保健衛生大学） 

1．水吸収線量測定法（AAPM TG51 Addendum 含む） 武村 哲浩（金沢大学） 

2．Flattening Filter Free リニアック 矢田 隆一（聖隷浜松病院） 

3．ロボットアーム式小型リニアック 太田 誠一（大阪大学病院） 

4．持続回転ガントリ型リニアック 清水 秀年（愛知がんセンター） 

5．国産 O リング型高精度リニアック 加茂前 健（名古屋大学） 

 

入門講座：放射線治療に必要な放射線治療生物学の基礎（仮） 

講師：笈田将皇 岡山大学大学院保健学研究科保健学専攻放射線技術科学分野 

司会： 
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専門講座：医用加速器による高エネルギー光子線標準場の準備（仮） 

講師：清水森人 産業技術総合研究所 軽量標準総合センター 分析計測標準研究部門 

司会： 

 

防護部会 

撮影部会に記載 

 

市民公開講座 平成 27 年 10 月 10 日（日）金沢市文化ホール 

「放射線と食の安全 ～日本の食文化を守るために～」 

司会： 総合病院国保旭中央病院 五十嵐 隆元 

藤田保健衛生大学 鈴木 昇一 

講演 1： ここがポイント！放射線と放射能（50 分） 

NTT 東日本関東病院 塚本 篤子 

講演 2： 食品に含まれる放射性物質 ～評価の方法と安全を守る仕組み～（50 分） 

国立病院機構名古屋医療センター 広藤 喜章 

講演 3： 放射線と食品のリスク ～食の安全を確保するためには～（50 分） 

国立医薬品食品衛生研究所 畝山 智香子 

 

入門講座：放射線防護で取扱う放射線の単位（仮題） 

講師：磯辺 智範 筑波大学医学医療系（医学物理学グループ） 

司会： 

 

専門講座：日本の診断参考レベルと活用方法（仮題） 

講師：五十嵐 隆元 総合病院国保旭中央病院 

司会： 

      

医療情報部会 

(1) 教育講演 

「薬事法改定後 1 年（ソフトウエア薬事）の課題」 演者未定 

(2) 第 26 回医療情報部会 

「MMG/BTO の画像情報について」 ~ 施設認定取得から地域連携までを考える ~（仮） 

座長 大阪府立成人病センター 川眞田 実 

豊橋市民病院 原瀬 正敏 

① 現場の声と問題 益田地域医療センター医師会病院 山田 和幸 

② 精中委の立場から 岐阜医療科学大学 西出 裕子 

③ IHE の立場から 日本 IHE 協会 未定 

④ DICOM 委員会の立場から JIRA DICOM 委員会 未定 

 

入門講座：ユーザーが考える DICOM-RT の利用法（仮） 

講師：大阪府立成人病センター 正岡 祥 

司会： 

 

専門講座：放射線技術学の視点からの医療経営と医療情報システム 

講師：医療法人社団いとう整形外科病院放射線科 谷 祐児 

司会： 

 

計測部会 

教育講演：「シミュレーション技術」(案)  

講師：加藤秀起先生．測定から画像評価を含む内容を依頼予定． 

司会： 

シンポジウム 120 分（演者未定） 

座長： 
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①演題名： 

講師： 

②演題名： 

講師： 

③演題名： 

講師： 

 

寺子屋 金沢（フレッシャーズセミナー）（別でとりまとめ） 

 

入門講座：演題名 

講師： 

司会： 

 

専門講座：演題名 

講師： 

司会： 

 

核医学部会 

教育講演：「アイソトープ内用療法（仮） 

講師：金沢大学附属病院核医学診療科 萱野大樹 

司会：所属（） 對馬博之 

基礎講座：「核医学専門医が考える核医学検査における読影補助業務（仮）」 

講師：公立松任石川中央病院 横山邦彦 

司会：小野口 昌久 

シンポジウム 「核医学担当業務に必要な知識と技術」第 3 回 

― 機器，画像処理および製剤に起因するピットフォール － 

消化器系シンチ：岡山済生会総合病院 長谷川 大輔 

泌尿器系シンチ： 川崎医科大学附属病院 三村浩朗 

腫瘍・炎症系シンチ： 金沢大学附属病院 米山 寛人 

 

入門講座：核医学における画像フィルタリングおよび各種画像処理 

講師：奥田 光一 金沢医科大学 

司会： 

 

専門講座：非侵襲的に生体内の形態および機能情報を得るための医用生体イメージング
手法および画像情報理論（仮） 

講師：松成一朗 埼玉医科大学病院 放射線科 

司会： 

 

ランチョンは 11 コマで企画進行中である旨報告された。 

企業展示は 32 コマ 

ハンズオンではチューターが必要であり、各研究会からの応援をお願いしたい。 

電子端末の有効利用によりペーパーレス開催を目指す旨報告された。 

受付開始時間の繰り上げを検討してほしいとの意見が出た。 
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スケジュール 

1 日目 

 
 

 

2 日目 
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3 日目 

 
 

議題 5 大橋理事より編集委員会報告がされた。 

 

支部会誌を４月にアップした。ビーム中部は近日中に理事に配信され了承次第ホームページ

に掲載。 

議題 6 森副支部長より学術委員会報告がされた。 

 

・国際研究集会発表における補助申請が１件あった。総務委員会にて承認が得られた。 

 
・国際研究集会補助金申請の内規改定について意見が出た。 

申請期間について細則上「原則」という表記がされているので柔軟な対応で運用することが

確認された。人数の増幅も柔軟に対応する。 

ホームページ上で申し込み方法の表記を明確に。 

 

様式第 5 号  

                             平成 27 年 6 月 1 日 

 

国際研究集会発表における補助申請書 

公益社団法人日本放射線技術学会 

中部支部長 松浦 幸広  殿 

  

  申請者氏名： 木下尚紀              会員番号：0042136 

  生年月日 ： 1983 年   12 月   17 日    年 齢 ：31 

  連絡先 TEL 0776-61-3111            FAX 0776-61-8154 

      E-mail kinosita.naoki@gmail.com 

 

このたび、下記の国際研究集会で発表するため、公益社団法人日本放射線技術学会中部

支部にその費用の一部を補助していただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

１ 発表国際研究集会名称： 

     英文：2015 AAPM Annual Meeting 

     和訳：米国医学物理学会 2015 

 

２ 発表演題名：Comparison of absorbed-dose to water in high-energy photon beams 

based on Addendum AAPM TG-51, IAEA TRS-398, and JSMP 12 

 

３ 発表形態：  ポスター  

 

４ 開催期間： 2015 年 7 月 12 日 〜  2015 年 7 月 16 日  

 

５ 開催場所： アメリカ アナハイム アナハイムコンベンションセンター 

 

 

 

 

注：内容に関わる資料（プログラム等）を添付の事 

 

                     申請番号第   号（支部記入）   

Comparison of Absorbed-Dose to Water in High-Energy Photon 

Beams Based On Addendum AAPM TG-51, IAEA TRS-398, and 

JSMP 12 

  N Kinoshita 

 

N Kinoshita1*, H Oguchi2 , A Kita3 , C Yoshioka4 , K Sasamoto5 , Y 

Nishimoto6 , T Adachi7 , H Shioura8 , H Kimura9 , (1) University of Fukui 

Hospital, Eiheiji, Fukui, (2) Nagoya University Graduate School of 

Medicine, Nagoya, Aichi, (3) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, 

(4) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, (5) University of Fukui 

Hospital, Eiheiji, Fukui, (6) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, 

(7) University of Fukui Hospital, Eiheiji, Fukui, (8) University of Fukui, 

Eiheiji, Fukui, (9) University of Fukui, Eiheiji, Fukui 

Presentations 

SU-E-T-204 (Sunday, July 12, 2015) 3:00 PM - 6:00 PM Room: Exhibit Hall 

 

Purpose: Several clinical reference dosimetry protocols for 

absorbed-dose to water have recently been published: The American 

Association of Physicists in Medicine (AAPM) published an Addendum 

to the AAPM’s TG-51 (Addendum TG-51) in April 2014, and the Japan 

Society of Medical Physics (JSMP) published the Japan Society of 

Medical Physics 12 (JSMP12), a clinical reference dosimetry protocol, 

in September 2012. This investigation compared and evaluated the 

absorbed-dose to water of high-energy photon beams according to 

Addendum TG-51, International Atomic Energy Agency Technical 

Report Series No. 398 (TRS-398), and JSMP12. 

 

Methods: 
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議題 7 小林理事より財務報告がされた。 

 

・5 月 26 日送付された本部からの領収書等のファイルおよび各研究会の事業収支用の

ファイルを確認し活用して頂きたいとの報告。 

 

・乳房画像研究会から後援申請有。承認されたことが確認された。 

民間補助金・企業からの受け入れ金は本部に報告しなければならない。次回より研究会

事業についても企業の共催・後援は原則禁止。事情がある場合は総務会にて審議。 

 

・複数企業に趣意書を出し、賛同が得られた企業との共催は可能。ただし収支報告・開

催報告を提出して頂く。 

 

・CT 研究会（東海）のエーザイとの共催セミナーについても今後は原則禁止対象とな

る。（会場費を払う形であれば問題ない。） 

議題 8 その他 

 

・次回理事会までに表彰候補者を挙げる 

 

・次回は 10 月 17 日（土）13 時～総務委員会 15 時～理事会 福井 AOSSA で 
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会 議 名 平成 27 年度 第 2 回 総務会 

開催日時 
平成 27 年 10 月 17 日（土）  

10 時 30 分～12 時 00 分 
開催場所 福井 AOSSA 603 研修室 

出席者名 

松浦幸広、小山修司、森光一、國友博史、木戸屋栄次、大橋一也、安達登志樹、 

高田忠徳 

 合計  8 名 

（欠席）市川勝弘、小林謙一   2 名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 

3 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）準備報告 

4 支部年会準備報告 

5 編集委員会報告 

6 庶務報告 

7 財務報告 

8 その他 
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議題 1 松浦支部長より本部理事会報告がされた。  

 

 

●第 43 回日本放射線技術学会秋季学術大会 御礼 

参加登録     1653 名 

会員 1321 名 

非会員 163 名 

学生   169 名 

 

平成 27 年度第 4 回理事会より 

 

●7 月末会員数は、17,639 名 

平成 27 年 6 月 7 日～平成 27 年 7 月 18 日の新入会員 175 名 

平成 27 年 7 月 19 日～平成 27 年 8 月 29 日の新入会員 114 名 

 

・マイナンバー制度の導入に伴う規約に特定個人情報の項目追加について検討してい

る 

・第 72 回総会学術大会プログラム審査等について報告した。 

    ・演題申込期間：9 月 1 日から 10 月 28 日 

    ・演題審査委員（32 名）を報告した。 

    ・プログラム選考会議：11 月 23 日 

 

●プログラム審査委員で審査が困難な演題（医療安全、倫理領域等）については、企画

委員会と相談して対応を検討することを報告した。 

・第 36 回 CAD セミナー（教育委員会主催、中部支部共催） 

日時：平成 27 年 9 月 26 日、27 日  会場：岐阜大学サテライトキャンパス 

・RPT 誌に関わる著作権の利用許諾申請の審査の簡略化について 

JSRT、JSMP、Springer 社に個別に届く RPT 誌に係る図表等の転載許可申請につい

ての審査を簡素化するため、RPT 誌に係る審査権限を RPT 誌編集長に委譲し、その

結果を理事会事後報告とする提案について審議し、承認した。ただし、RPT 誌編集長

が理事会での審議が必要と判断した案件については理事会で審議する。 

 なお、具体的な運用（フロー）については次回の理事会で報告する。 

・英語論文誌 RPT 誌の編集委員の追加（英語論文誌編集委員会） 

RPT 誌への投稿論文数が増加傾向にあり、特に CT 関連の論文数が顕著である。こ

のため CT 分野の編集委員（Associate Editor）の負担を軽減するために田口克行氏

（ジョンズホプキンス大学放射線科）を新規に編集委員に追加する提案について審

議し、承認した。 

 

●国際戦略委員会 

H28 年度の英語スライド作成セミナーについて（以下メール内容です。） 

今年度同様，セミナーは各支部と国際戦略委員会の共同開催で行っていきたいと考え

ています．講師派遣にかかる経費は本部負担，会場費および開催スタッフ等に係る費

用は支部負担という形になります．開催を希望される支部の先生は，10 月 26 日

（月）までに開催希望の有無を田中 rie44@mhs.mp.kanazawa-u.ac.jp 

まで返信ください．開催日，開催地，時間枠，セミナー内容など，未定で提出いただ

いてもかまいません．なお，セミナーの内容や時間はご要望に応じて調整可能です．

複数回の開催も対応いたします（要相談） 

→ 中部支部会として検討  平成 27 年 2 月 21 日で調整中 
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●支部学術大会での学会書籍の販売（頒布） 

・叢書(27)X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～（改訂 2 版）  

・叢書(33)放射線治療における位置照合とセットアップの実際  

・叢書(34)Interventional Radiologic Technology  

・叢書(35)動画で見る医療安全－放射線部門の危険予知トレーニング－  

・研究方法論と基礎統計学 

 →2 割引きになります 

 

・第 72 回総会は小倉大会長 

・第 44 回秋季大会は梁川大会長（東千葉メディカルセンター）会場は埼玉ソニックシ

ティ― 

・第 73 回総会は宮地大会長 

・第 45 回秋季大会は上田大会長（山口大）会場は広島 

議題 2 國友副支部長より平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画について報告され

た 

 

平成 27 年度事業報告 

 

1. 平成27年度第1回支部学術セミナーの開催 

① 会期：平成27年6月13日 

② 会場：石川県地場産業振興センター（金沢市） 

③ 参加人数：172名 

 

2. 第16回 CT立山セミナー 

① 会期：平成27年7月11（土）～12日（日） 

② 会場： 立山国際ホテル（富山市） 

③ 参加人数： 62名 

 

3. 第36回 CADセミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催） 

① 会期：平成27年9月26（土）～27日（日） 

② 会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

③ 参加人数： 16名 

 

4. 中部支部技術セミナー（研究会）を開催した（参加人数 446名；8月24日）。       

（1）第1回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年3月14日（土）           

会 場：静岡県立総合病院 

内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   

参加人数： 51名 

 

（2）第2回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年6月6日（土）           

会 場：岐阜市民病院 

内 容：「重粒子線治療での一様照射野の作り方」   

参加人数：69名 
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（3）第3回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年6月13日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 

内 容：「CT研究の最前線報告会」   

  参加人数：117名 

 

（4）第4回技術セミナー（アンギオ・放射線防護合同研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 

内 容：「CT線量測定セミナー」   

参加人数：23名 

 

（5）第5回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 

内 容：「初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース」   

  参加人数：33名 

 

（6）第6回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成27年6月22日（月）           

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

内 容：「マンモ臨床とBreast Imagingの最新動向」   

  参加人数：57名 

 

（7）第7回技術セミナー（治療研究会） 

日 時：平成27年7月18日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域 

内 容：「IMRT の検証は出力検証の先のステップへ」  

参加人数：58名 

 

（8）第8回技術セミナー（放射線防護・アンギオ研究会） 

日 時：平成27年8月8日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「研究成果をより良く伝えるためのプレゼンテーション技術」  

参加人数：38名 

 

（9）第9回技術セミナー（MR研究会） 

日 時：平成27年8月29日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「上腹部MRIの画像診断」 他 

参加人数：81名 

 

（10）第10回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年8月30日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学医療科学部 

内 容：「CTビギナーズセミナー」 

参加人数：25名 
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（11）第11回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市立大学 医学部 

内 容：「新しい散乱線除去処理」 

参加人数：60名 

 

（12）第12回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第1回 CT関連論文の抄読会」 

参加人数：19名 

 

5.  刊行物の発行 

  タイトル：平成26年度中部支部会誌 Vol. 17 平成27年4月23日発行 

  中部支部ホームページに掲載（Web版） 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015年第1号 CCRT演題募集号” 

発刊日：平成27年6月10日 

 

 

・間もなくビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT 特集号が刊行される。 

 

平成 27 年度 事業計画 

 

1. 第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術

学術大会）の開催する 

  会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 

  会場 ： AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 

2. 平成 27 年度第 2 回支部学術セミナーの開催 

会期： 平成 28 年 1 月 3 日 

会場： 名古屋大学医学部保健学科 本館 2 階第 2 講義室（名古屋市） 

3. 第 77 回 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会 （教育委員会，放射線撮

影部会，中部支部共催） 

会期：平成 27 年 12 月 12（土）～13 日（日） 

会場：愛知県がんセンター中央病院（名古屋市） 

定員： 100 名（東北支部と同時募集） 

4. 英語スライドセミナー （中部支部、 

会期：平成 28 年 2 月 21 日（日） 

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち（名古屋市） 

定員： 100 名 

5. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定） 

  CT 研究会，MR 研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究

会，放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究

会，  

  全 9 研究会による開催。 

 

（1）第 13 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 24 日（土）           

会 場：アクトシティ浜松 研修交流センター 

内 容：「治療計画 CT」   

定員：  名 
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（2）第 14 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 25 日（土）           

会 場：KDX 名古屋ビル 7F 

内 容：「腹部エコー実技講習会」   

定員： 24 名 

 

（3）第 15 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 31 日（日）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「統計」   

定員： 70 名 

 

（4）第 16 回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 21 日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域保健学類 

内 容：「最新のグリッドレス撮影の活用法」   

定員： 100 名 

 

（5）第 17 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：三重大学医学部附属病院 

内 容：「セットアップの一工夫」   

定員：  名 

 

（6）第 18 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 20 日（日）           

会 場：福井県開催 

内 容：「標準計測法 12 その他」   

定員：  名 

 

（7）第 19 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 28 年 2 月 20 日（土）           

会 場：富山大学附属病院 

内 容：「拡散強調について」   

定員：  名 

 

5. 刊行物の発刊 

1）タイトル：中部支部会誌 Vol. 18（平成 27 年度版） 

発刊日：平成 28 年 3 月 （Web 版のみ） 

2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム

号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 

 

6. 支部表彰について 

  規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

 

7. 国際学会発表者支援事業について 

  国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する。 
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・第 20 回技術セミナー乳房画像研究会が開催予定（12 月 12 日 石川県健康教育会館） 

・木戸屋財務より年度末会計の関係上セミナー開催は 2 月 2 週目までにお願いしたいと

の意見があった。（第 19 回の MR 研究会は特例として認められた） 

 

議題 3 安達監事より第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）準備報

告がされた。 

 
                             平成 27 年 10 月 17 日 

 

第 8 回 中部放射線医療技術学術大会（CCRT）準備状況報告 

 

【大会テーマ】「 挑む！ さらなる高みへ 、その先へ 」 

【会   期】平成 27 年 11 月 7 日（土）・8 日（日） 

【会   場】AOSSA  8F 福井県県民ホール、6Ｆ福井市地域交流プラザ 

        福井県福井市手寄 1 丁目 4－１ 

【参加登録費】会員 3000 円 、学生会員無料、学生 1000 円、非会員 4500 円 

 

●準備状況報告 

1. 大会プログラムについて        ・・・ 別紙  

   〇企画プログラム 

     特別講演、特別企画、シンポジウム 

     教育セミナー 3 セッション 

     中部支部 50 周年記念講演 

     

〇一般演題数 145 題 27 セッション   

 

〇ランチョンセミナー 4 会場 （11 月 7 日（土）のみ 

  富士フィルム RI ファーマ、第一三共、バイエル、富士フィルム 

 

〇一般公開講座 「母娘で考える子宮頸がん」 

  福井大学 吉田好雄教授 、女優 仁科亜季子さん 

 

2. 企業展示  21 社 、企業広告  25 社 ・・・別紙 

 

3. 意見交換会 

   開催日：平成 27 年 11 月 7 日（土） 18：45～20：30 

会 場：ユアーズホテルフクイ 4F 芙蓉の間 

会 費：5000 円 学生 3000 円  

※参加登録受付にて申し受けます 

 

4. 発表について           ・・・・ 別紙 

   

  
 

・書籍販売等の受付を各理事にお願いする。 
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プログラムおよびスケジュール 
 

特別講演                         第 1 日目 第 1 会場 17：10～18：10 

「放射線技師と画像診断医を結ぶもの  

～Radiologic・Anatomic・Pathologic Correlation～」 

                          福井大学名誉教授   伊藤 春海 

司会：福井大学医学部附属病院 放射線部 安達 登志樹 

特別企画                       第 1 日目 第 1 会場 15：30～17：00 

 

「技術学会，技師会が目指す国際化について」 

                 座長：       日本放射線技術学会中部支部  支部長  松浦 幸広 

                        公益社団法人日本診療放射線技師会 中日本地域理事 佐野 幹夫   

   

「放射線技師が目指す国際化について」 

公益社団法人日本放射線技術学会 業務執行理事・国際戦略委 宮地 利明 

「日本診療放射線技師会が目指す国際化」 

公益社団法人日本診療放射線技師会 会長 中澤 靖夫 

                                    

シンポジウム                       第 1 日目 第 1 会場 13：10～15：20 

「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術への試み」 

                   座長：         福井県立病院  放射線室 村中 良之  

                       福井大学医学部附属病院 放射線部 江端 清和 

「今、単純 X 線検査に求められること」            とうかい整形外科  難波 一能 

「動きで考える運動器超音波検査のススメ」   刈谷豊田総合病院 放射線技術科 前田 佳彦 

 

「微小骨折・不顕性骨折に対する CT のアプローチの一案」 

                           富山労災病院 中央放射線部 野水 敏行 

「整形外科領域における低磁場 Open MRI の撮像工夫」 

      医療法人 社団双樹会 早徳病院 放射線科 吉田 幸泰 

 

教育セミナー 

◆教育セミナー1                    第 1 日目 第 1 会場 10:00～11:20 

「FDG-PET／CT を用いた放射線治療計画について」 

                    座長：福井県済生会病院 放射線技術部 猪田 康二 

                         

 「放射線治療計画への FDG-PET/CT の導入」  福井大学医学部附属病院 放射線部 戸井 章子 

 「FDG-PET 画像を放射線治療にどう生かすべきか    福井県立病院 核医学科 玉村 裕保 

 

◆教育セミナー2                      第 2 日目 第 2 会場 9:00～10:50 

「診断参考レベルを考える」 

            座長：        藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木 昇一 

               やわたメディカルセンター 診療技術部 放射線課 橋本 典子 

 

「知っておきたい！診断参考レベルの基礎知識」 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

「Ｘ線 CT  の診断参考レベル」   公益社団法人 日本診療放射線技師会 専門職 諸澄 邦彦 

「（未定）」             藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 浅田 恭生 
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「現状から考えるマンモグラフィの DRL」 

岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術学科 西出 裕子 

 

◆教育セミナー3                    第 2 日目 第 4 会場 9:00～10:30 

「非造影 MRA の基礎と臨床応用 -MRI で血管を診るためのテクニック-」 

                                          座長：富山大学附属病院 放射線部 森 光一 

 

「MRA の基本原理から最新技術まで」         日立メディコ MRI システム本部 原田 邦明 

「MRI で血管を診るためのテクニック ―非造影の体幹部を中心に―」 

磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科  寺田 理希 

 

日本放射線技術学会中部支部 50 周年記念講演会     第 2 日目 第 1 会場 11：00～12：00 

「先端医療を支える放射線技術の 『シーズ』と『ニーズ』」 

                     京都大学医学部附属病院 放射線部 東村 享治 

                  司会：日本放射線技術学会中部支部 支部長 松浦 幸広 

 

 

一般公開講座                       第 2 日目 第 1 会場 13：30～15：30 

「母娘で考える子宮頸がん」 

      福井大学 産婦人科教授 吉田 好雄  

               女優  仁科 亜季子   

                          司会：さかい ちよみ。（アナウンサー）  

ランチョンセミナー                                第 1 日目 第 2 会場 12:00～12:50 

 

◆ランチョンセミナー1 (第 1 会場)            共催：富士フイルム RI ファーマ                    

 

「X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～改訂 2 版」の概要と役割～整形領域を中心に～               

    富山労災病院 中央放射線部 野水 敏行 

 

座長：福井大学医学部附属病院 放射線部 石田 智一 

 

◆ランチョンセミナー2 (第 2 会場)                    共催：第一三共  

   

「ヨード造影剤～歴史から最新トレンド～」 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 造影剤部門 アプリケーションスペシャリスト入江 弘幸 

 

                    座長：財団医療法人 中村病院 放射線技術部 部長 白崎 伸一郎 

 

◆ランチョンセミナー3  (第 3 会場)                         共催：バイエル薬品株式会社 

   

「MRI 造影剤の最新情報 ～ガドブトロール（ガドビスト 1.0M）の特性と臨床的有用性～」 

 バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 水内 宣夫 

 

◆ランチョンセミナー4  (第 4 会場)                        共催：富士フイルムメディカル 

   

「ポータブル撮影の効率化を目指した バーチャルグリッドの開発」 

                      富士フイルム株式会社 R＆D 統括本部 画像技術センター 山田 雅彦 

  「ポータブル撮影におけるバーチャルグリッドの使用経験」 

                                          福井大学医学部附属病院 放射線部 藤本 真一 

                座長：名古屋市立大学病院 中央放射線部 撮影技術係長  國友 博史 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

- 76 - 

 

 

1 日目 
 

 
 

 

 

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30

9:30 9:30 9:30

10:00 セッション① セッション⑦ セッション⑬

CT-物理評価１ MRI-撮像技術 一般撮影-
10:00 1～6     　 FSE・DWI 画像評価　67～71

10:30 34～39　　　10:30

教育セミナー１ 10:30 10:30

「FDG-PETを用いた 10:40

11:00 放射線治療計画に セッション② セッション⑧ セッション⑭
ついて」 CT-物理評価２ MRI-撮像技術 一般撮影-FPD

7～12 ・その他 72～77
11:20 40～44

11:30 11:30 11:30

開会式　　　11：30

12:00 11:50

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

ランチョン１ ランチョン２ ランチョン３ ランチョン４ 中部支部

富士RIファーマー 第一三共 バイエル薬品 富士フィルム 理事会

　　　　　　株式会社 メディカル

13:00 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 技師会

12:50 中日本地域

部会年会 　13：10 会長会議

13:10 13:10 13:10

セッション③ セッション⑨ セッション⑮ 13:30

13:30 CT-性能評価 MRI-性能評価 治療-IGRT

14:00 13～19 45～49 78～84 13:40

シンポジウム 14:00 技師会

14:00 中日本地域

「整形領域の検査に 14:20 セッション⑩ 14:20 教育委員会

おける創意工夫や 14:20 MRI-造影剤 14:20

新たな検査技術 セッション④      ・その他 セッション⑯

15:00 への試み」 CT-撮影技術 50～54　　　14:50 治療-IGRT

20～24 　　・被ばく 15:00

15:10 15:00 85～90

15:20 15:20

15:20 セッション⑪

15:30 セッション⑤ 画像工学 15:30

CT- 55～60 セッション⑰

16:00 特別企画 コーンビームCT 治療-治療計画

25～28        16:00 16:00 呼吸性移動

「技術学会、技師会 91～95

が目指す国際化に 16:10 16:10 16:20

ついて」 セッション⑥ セッション⑫ 16:20

被ばく-計測 機器管理 セッション⑱

17:00 29～33 61～66 治療-治療計画

17:00 17:00 線量計算 17:00 17:00

17:10 96～100　17:10

17:10

特別講演

「放射線技師と

18:00 画像診断医が

結ぶもの」

18:10

意見交換会 ユアーズホテル４Ｆ美蓉の間 18:45～20：10

参
加
登
録
受
付

機
器
展
示

１１月７日（土）
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2 日目 

 

 
 

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30

9:00 9:00 9:00 9:00

9:10 9:10

セッション⑲ セッション㉓

教育セミナー２ 治療-線量計測 核医学-画像 教育セミナー３ 9:30

101～105 PET CCRT

「診断参考レベル 10:00 120～124  10:00 「非造影MRAの 運営会議

10:00 を考える」 10:00 10:00 基礎と臨床応用」

セッション⑳ セッション㉔

治療-その他 核医学-PET 10:30 10:30

106～110 125～128　10:40

10:50 10:50 10:40

10:10 10:50 セッション㉗

11:00 11:00 11:00 セッション㉕

記念講演会 セッション㉑ 教育・骨密度 医療安全

「先端医療を支える 乳房 　　　　　・症例 139～145 11:30 11:30

放射線技術の『シー 111～115 129～133  11:40

ズ』　と　『ニーズ』」 11:50 11:40 11:50

12:00 11:50 セッション㉖

12:00 セッション㉒ 被ばくー防護

超音波

116～119　12:30 134～138   12:30

閉会式　　12:30

12:50

13:00

13:30

14:00
一般公開講座

「母娘で考える

子宮頸がん」

15:00

15:30

受
付 機

器
展
示

１１月8日（日）
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■ 発表者の皆様へ 

 

発表について 

1) 当日受付から発表までの流れ 

 1. 総合受付で受付登録を済ませた後、当該セッション 30 分前までに、スライド受付

にて発表用ファイルの登録および動作確認を行って下さい。 尚、登録された発表用

Powerpoint ファイルは、発表終了後、実行委員会が責任を持って削除します。 

 

  2. 混雑を避けるため、原則として当日発表の演題だけを受け付けます。2 日目朝 1

番のセッションにつきましては、前日午後より受け付けます。 

  3. 受付後の Powerpoint ファイルの変更は出来ません。 

  4. 当該セッションの 15 分前までに、次演者席にお着き下さい。 

 

2) 発表方法 

 1. 発表時間は 7 分、討論時間は 3 分です（時間厳守）。  

   発表終了時刻の 1 分前に 1 回、発表終了時刻に 2 回、ベルを鳴らします。 

  2. スクリーンは、全会場とも横一面映写のみとなります。 

3. 発表時の Powerpoint の操作（画面切替など）は発表者が行ってください。 

  4. 発表者ツールの使用はできませんのでご注意ください。 

 

3） 発表データについて 

 1. USB メモリーまたは CD-R に発表データのファイルのみを保存して下さい。 

   ファイル名は演題番号と発表者名を記載してください。 

    （例）01-001_ 福井花子.ppt 

 2. 発表データは、Windows にて Powerpoint 2007、2010 及び 2013 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。 

  3. スライドの縦横比は 4:3 で作成してください。 また、画面をぎりぎりまで使用す

ると、再現環境の違いにより文字や画像のはみ出し等の原因になることがありますので

ご注意ください。 

  4. 動画を使用する場合は同一の階層に保存して動作することを確認の上でお持ちく

ださい。動画のファイル形式は「.avi」「.wmv」のみ使用可能です（これ以外のファイ

ル形式では動作しない可能性があります）。 

  5. 発表データは 2 つ以上のメディアに入れてお持ちください。又、必ず事前に最新

のアンチウイルスソフト等でウイルスチェックを行って下さい。 

  6. ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ませんのでご了承下さい。 

 

個人情報保護について 

  個人情報保護法を厳守されますようお願いいたします。患者のデータ使用の手続き

や個人情報の消去などは、各所属施設の規則に則って実施してください。 

 

利益相反（Conflict of Interest）の有無の公開について 

 発表する研究に関連して，企業等からの補助や援助を受けている場合（金額は問いま

せん），または，応募演題に関係する企業の被雇用者が共同研究者に含まれる場合は，

その事実を開示する義務があります。 スライドの２枚目に必ず利益相反事項の有無の

スライドを入れてください。 

(HP より ppt ファイルがダウンロードできます）  
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■ 座長の皆様へ 

座長の皆様へ 

1）当該セッション開始 30 分前までに、総合受付の「座長受付」にて受付を済ませて

下さい。 

 2）当該セッション開始 15 分前までに、「次座長席」に着席下さい。 

 3）セッションの開始ならびに進行は座長に一任致します。 

 4）当該セッションの終了時間は必ず厳守下さい。 

 5）座長集約の提出はありません。 

 

議題 4 大橋理事より表彰関係の報告がされた。 

 

・奨励賞受賞者は全員出席の返事が得られた。 

・功労賞の選出および報奨金について議論された。 

→理事会にて規約改定を検討 

・準備について。賞状以外は福井（木戸屋理事）にて準備する。 

・年会司会は森副支部長、挨拶は松浦支部長、船橋 JSRT 副代表理事、受賞代表は原田

氏。 

・研究会報告は市川理事。 

議題 5 大橋理事より編集委員会報告がされた。 

 

・ビーム中部は 10 月 19 日以降に発刊。 

議題 6 高田理事より庶務報告がされた。 

 

特に報告すべきことは無し。 

 

議題 7 木戸屋理事より財務報告がされた。 

 

上半期における財務処理の指摘事項 

・過年度の領収書が紛れ込んでいた事例がありました。帳簿は年度ごとに閉鎖してい

るため、 

研究会助成金から支出する場合は年度内に財務まで申請して下さい。 

・領収書の「但し書き」は正確に記載してください。空欄、お品代、お食事代など、

曖昧な表現は避け、単価×人数など具体的に記載してください。 

・次年度から、宿泊付きセミナーの宿泊費・飲食代等は学会の会計を通さないでくだ

さい。 

◇領収書の宛名の統一（各理事メール送信済）  

（1）支部  

「公益社団法人日本放射線技術学会 ○○支部」  

「公益社団法人日本放射線技術学会 ○○支部 △△委員会」  

「公益社団法人日本放射線技術学会 ○○支部 □□研究会」  

（2）法人格の略称  

公益社団法人 → （公社）  

以上 

 

安達監事より中間監査報告について報告された 

・技術セミナーの予算執行状況が少ないので、より活発に利用して頂きたい旨指摘され

た。 
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議題 8 その他 

 

 

・英語スライドセミナーについて國友副支部長から報告された。 
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・簡易線量計作成セミナーについて小山副支部長より報告された。参加費は 2 万円程

度。校正まで行うので大学等の実験施設が必要。（名古屋大もしくは金沢大） 

 
 

・安達監事より胸部Ｘ線写真の寺小屋 in 福井について企画案が報告された。          

木戸屋理事より後日予算書が提出される。開催日時は平成 28 年 3 月 19 日（土）13:00

～20 日（日）12:00 まで。会場は福井大学医学部附属病院臨床研修教育センター 白

翁会ホール。会費 5 千円。募集人員は 20 名程度。技術学会誌に案内を掲載予定。 

 

・次回は 11 月 7 日（土） 福井で 

 

 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

- 85 - 

 

 

会 議 名 平成 27 年度 第 2 回 理事会 

開催日時 
平成 27 年 10 月 17 日（土）  

13 時 00 分～15 時 00 分 
開催場所 福井 AOSSA 603 研修室 

出席者名 

松浦幸広、小山修司、國友博史、木戸屋栄次、大橋一也、川地俊明、 

中西左登志、澤田通文、上田伸一、村中良之、藤本勝明、辻岡勝美、能登公也、 

安達登志樹、高田忠徳  合計  15 名 

（欠席）森光一、市川勝弘、小林謙一、井田義弘、西出裕子、竹井泰孝、原瀬正敏 

米田和夫   8 名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 

3 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）準備報告 

4 支部年会準備報告 

5 編集委員会報告 

6 庶務報告 

7 財務報告 

8 その他 
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議題 1 松浦支部長より本部理事会報告がされた。  

 

 

●第 43 回日本放射線技術学会秋季学術大会 御礼 

参加登録     1653 名 

会員 1321 名 

非会員 163 名 

学生   169 名 

 

平成 27 年度第 4 回理事会より 

 

●7 月末会員数は、17,639 名 

平成 27 年 6 月 7 日～平成 27 年 7 月 18 日の新入会員 175 名 

平成 27 年 7 月 19 日～平成 27 年 8 月 29 日の新入会員 114 名 

 

・マイナンバー制度の導入に伴う規約に特定個人情報の項目追加について検討してい

る 

・第 72 回総会学術大会プログラム審査等について報告した。 

    ・演題申込期間：9 月 1 日から 10 月 28 日 

    ・演題審査委員（32 名）を報告した。 

    ・プログラム選考会議：11 月 23 日 

 

●プログラム審査委員で審査が困難な演題（医療安全、倫理領域等）については、企画

委員会と相談して対応を検討することを報告した。 

 

・第 36 回 CAD セミナー（教育委員会主催、中部支部共催） 

日時：平成 27 年 9 月 26 日、27 日  会場：岐阜大学サテライトキャンパス 

・RPT 誌に関わる著作権の利用許諾申請の審査の簡略化について 

JSRT、JSMP、Springer 社に個別に届く RPT 誌に係る図表等の転載許可申請につい

ての審査を簡素化するため、RPT 誌に係る審査権限を RPT 誌編集長に委譲し、その

結果を理事会事後報告とする提案について審議し、承認した。ただし、RPT 誌編集長

が理事会での審議が必要と判断した案件については理事会で審議する。 

 なお、具体的な運用（フロー）については次回の理事会で報告する。 

・英語論文誌 RPT 誌の編集委員の追加（英語論文誌編集委員会） 

RPT 誌への投稿論文数が増加傾向にあり、特に CT 関連の論文数が顕著である。こ

のため CT 分野の編集委員（Associate Editor）の負担を軽減するために田口克行氏

（ジョンズホプキンス大学放射線科）を新規に編集委員に追加する提案について審

議し、承認した。 

 

●国際戦略委員会 

H28 年度の英語スライド作成セミナーについて（以下メール内容です。） 

今年度同様，セミナーは各支部と国際戦略委員会の共同開催で行っていきたいと考え

ています．講師派遣にかかる経費は本部負担，会場費および開催スタッフ等に係る費

用は支部負担という形になります．開催を希望される支部の先生は，10 月 26 日

（月）までに開催希望の有無を田中 rie44@mhs.mp.kanazawa-u.ac.jp 

まで返信ください．開催日，開催地，時間枠，セミナー内容など，未定で提出いただ

いてもかまいません．なお，セミナーの内容や時間はご要望に応じて調整可能です．

複数回の開催も対応いたします（要相談） 
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→ 中部支部会として検討  平成 28 年 2 月 21 日で調整中 

 

●支部学術大会での学会書籍の販売（頒布） 

・叢書(27)X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～（改訂 2 版）  

・叢書(33)放射線治療における位置照合とセットアップの実際  

・叢書(34)Interventional Radiologic Technology  

・叢書(35)動画で見る医療安全－放射線部門の危険予知トレーニング－  

・研究方法論と基礎統計学 

 →2 割引きになります 

 

・第 72 回総会は小倉大会長 

・第 44 回秋季大会は梁川大会長（東千葉メディカルセンター）会場は大宮ソニックシ

ティ― 

・第 73 回総会は宮地大会長 

・第 45 回秋季大会は上田大会長（山口大）会場は広島国際会議場 

議題 2 國友副支部長より平成 27 年度事業報告および平成 27 年度事業計画について報告され

た 

 

平成 27 年度事業報告 

 

1. 平成27年度第1回支部学術セミナーの開催 

① 会期：平成27年6月13日 

② 会場：石川県地場産業振興センター（金沢市） 

③ 参加人数：172名 

 

2. 第16回 CT立山セミナー 

① 会期：平成27年7月11（土）～12日（日） 

② 会場： 立山国際ホテル（富山市） 

③ 参加人数： 62名 

 

3. 第36回 CADセミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催） 

① 会期：平成27年9月26（土）～27日（日） 

② 会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

③ 参加人数： 16名 

 

4. 中部支部技術セミナー（研究会）を開催した（参加人数 446名；8月24日）。       

（1）第1回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年3月14日（土）           

会 場：静岡県立総合病院 

内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   

参加人数： 51名 

 

（2）第2回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年6月6日（土）           

会 場：岐阜市民病院 

内 容：「重粒子線治療での一様照射野の作り方」   

参加人数：69名 
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（3）第3回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年6月13日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 

内 容：「CT研究の最前線報告会」   

  参加人数：117名 

 

（4）第4回技術セミナー（アンギオ・放射線防護合同研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 

内 容：「CT線量測定セミナー」   

参加人数：23名 

 

（5）第5回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 

内 容：「初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース」   

  参加人数：33名 

 

（6）第6回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成27年6月22日（月）           

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

内 容：「マンモ臨床とBreast Imagingの最新動向」   

  参加人数：57名 

 

（7）第7回技術セミナー（治療研究会） 

日 時：平成27年7月18日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域 

内 容：「IMRT の検証は出力検証の先のステップへ」  

参加人数：58名 

 

（8）第8回技術セミナー（放射線防護・アンギオ研究会） 

日 時：平成27年8月8日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「研究成果をより良く伝えるためのプレゼンテーション技術」  

参加人数：38名 

 

（9）第9回技術セミナー（MR研究会） 

日 時：平成27年8月29日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「上腹部MRIの画像診断」 他 

参加人数：81名 

 

（10）第10回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年8月30日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学医療科学部 

内 容：「CTビギナーズセミナー」 

参加人数：25名 
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（11）第11回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市立大学 医学部 

内 容：「新しい散乱線除去処理」 

参加人数：60名 

 

（12）第12回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第1回 CT関連論文の抄読会」 

参加人数：19名 

 

5. 刊行物の発行 

  タイトル：平成26年度中部支部会誌 Vol. 17 平成27年4月23日発行 

  中部支部ホームページに掲載（Web版） 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 205年第1号 CCRT演題募集号” 

発刊日：平成27年6月10日 

 

・本日時点で 631 名の参加。 

・ビーム中部 2015 第 1 号 が刊行された。 

 

 

平成 27 年度 事業計画 

 

1. 第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術学術

大会）を開催する 

  会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 

  会場 ： AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 

2. 平成 27 年度第 2 回支部学術セミナーの開催 

会期： 平成 28 年 1 月 3 日 

会場： 名古屋大学医学部保健学科 本館 2 階第 2 講義室（名古屋市） 

3. 第 77 回 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会 （教育委員会，放射線撮

影部会，中部支部共催） 

会期：平成 27 年 12 月 12（土）～13 日（日） 

会場：愛知県がんセンター中央病院（名古屋市） 

定員： 100 名（東北支部と同時募集） 

4. 英語スライドセミナー （中部支部、 

会期：平成 28 年 2 月 21 日（日） 

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち（名古屋市） 

定員： 100 名 

5. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定） 

  CT 研究会，MR 研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究

会，放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究

会， 全 9 研究会による開催。 

 

（1）第 13 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 24 日（土）           

会 場：アクトシティ浜松 研修交流センター 

内 容：「治療計画 CT」   

定員：  名 
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（2）第 14 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 25 日（土）           

会 場：KDX 名古屋ビル 7F 

内 容：「腹部エコー実技講習会」   

定員： 24 名 

 

（3）第 15 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 31 日（日）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「統計」   

定員： 70 名 

 

（4）第 16 回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 21 日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域保健学類 

内 容：「最新のグリッドレス撮影の活用法」   

定員： 100 名 

 

（5）第 17 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：三重大学医学部附属病院 

内 容：「セットアップの一工夫」   

定員：  名 

 

（6）第 18 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 20 日（日）           

会 場：福井県開催 

内 容：「標準計測法 12 その他」   

定員：  名 

 

（7）第 19 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 28 年 2 月 20 日（土）           

会 場：富山大学附属病院 

内 容：「拡散強調について」   

定員：  名 

 

5. 刊行物の発刊 

1）タイトル：中部支部会誌 Vol. 18（平成 27 年度版） 

発刊日：平成 28 年 3 月 （web 版のみ） 

2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 

 

6. 支部表彰について 

  規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

 

7. 国際学会発表者支援事業について 

  国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する。 
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・第 20 回技術セミナー乳房画像研究会が開催予定（12 月 12 日 石川県健康教育会館） 

・超音波研究会が開催予定 11 月 29 日 名古屋 

・CT 研究会「論文抄読会」が開催予定 2 月 13 日（土） 

・間もなくビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT 特集号が刊行される。 

 

議題 3 安達監事より第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）準備報

告がされた。 

 
                             平成 27 年 10 月 17 日 

 

第 8 回 中部放射線医療技術学術大会（CCRT）準備状況報告 

 

【大会テーマ】「 挑む！ さらなる高みへ 、その先へ 」 

【会   期】平成 27 年 11 月 7 日（土）・8 日（日） 

【会   場】AOSSA  8F 福井県県民ホール、6Ｆ福井市地域交流プラザ 

        福井県福井市手寄 1 丁目 4－1 

【参加登録費】会員 3000 円 、学生会員無料、学生 1000 円、非会員 4500 円 

 

●準備状況報告 

1. 大会プログラムについて        ・・・ 別紙  

   〇企画プログラム 

     特別講演、特別企画、シンポジウム 

     教育セミナー 3 セッション 

     中部支部 50 周年記念講演 

     

〇一般演題数 145 題 27 セッション   

 

〇ランチョンセミナー 4 会場 （11 月 7 日（土）のみ 

  富士フィルム RI ファーマ、第一三共、バイエル、富士フィルム 

 

〇一般公開講座 「母娘で考える子宮頸がん」 

  福井大学 吉田好雄教授 、女優 仁科亜季子さん 

 

2. 企業展示  21 社 、企業広告  25 社 ・・・別紙 

 

3. 意見交換会 

   開催日：平成 27 年 11 月 7 日（土） 18：45～20：30 

会 場：ユアーズホテルフクイ 4F 芙蓉の間 

会 費：5000 円 学生 3000 円  

※参加登録受付にて申し受けます 

 

4. 発表について           ・・・・ 別紙 

   

  
 

・書籍販売等の受付を各理事にお願いする。 
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プログラムおよびスケジュール 
 

特別講演                         第 1 日目 第 1 会場 17：10～18：10 

「放射線技師と画像診断医を結ぶもの  

～Radiologic・Anatomic・Pathologic Correlation～」 

                          福井大学名誉教授   伊藤 春海 

司会：福井大学医学部附属病院 放射線部 安達 登志樹 

特別企画                       第 1 日目 第 1 会場 15：30～17：00 

 

「技術学会，技師会が目指す国際化について」 

                 座長：       日本放射線技術学会中部支部  支部長  松浦 幸広 

                        公益社団法人日本診療放射線技師会 中日本地域理事 佐野 幹夫   

   

「放射線技師が目指す国際化について」 

公益社団法人日本放射線技術学会 業務執行理事・国際戦略委 宮地 利明 

「日本診療放射線技師会が目指す国際化」 

公益社団法人日本診療放射線技師会 会長 中澤 靖夫 

                                    

シンポジウム                       第 1 日目 第 1 会場 13：10～15：20 

「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術への試み」 

                   座長：         福井県立病院  放射線室 村中 良之  

                       福井大学医学部附属病院 放射線部 江端 清和 

「今、単純 X 線検査に求められること」            とうかい整形外科  難波 一能 

「動きで考える運動器超音波検査のススメ」   刈谷豊田総合病院 放射線技術科 前田 佳彦 

 

「微小骨折・不顕性骨折に対する CT のアプローチの一案」 

                           富山労災病院 中央放射線部 野水 敏行 

「整形外科領域における低磁場 Open MRI の撮像工夫」 

      医療法人 社団双樹会 早徳病院 放射線科 吉田 幸泰 

 

教育セミナー 

◆教育セミナー1                    第 1 日目 第 1 会場 10:00～11:20 

「FDG-PET／CT を用いた放射線治療計画について」 

                    座長：福井県済生会病院 放射線技術部 猪田 康二 

                         

 「放射線治療計画への FDG-PET/CT の導入」   福井大学医学部附属病院 放射線部 戸井 章子 

 「FDG-PET 画像を放射線治療にどう生かすべきか    福井県立病院 核医学科 玉村 裕保 

 

◆教育セミナー2                      第 2 日目 第 2 会場 9:00～10:50 

「診断参考レベルを考える」 

            座長：        藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木 昇一 

               やわたメディカルセンター 診療技術部 放射線課 橋本 典子 

 

「知っておきたい！診断参考レベルの基礎知識」 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

「Ｘ線 CT  の診断参考レベル」    公益社団法人 日本診療放射線技師会 専門職 諸澄 邦彦 

「（未定）」             藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 浅田 恭生 
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「現状から考えるマンモグラフィの DRL」 

岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術学科 西出 裕子 

 

◆教育セミナー3                    第 2 日目 第 4 会場 9:00～10:30 

「非造影 MRA の基礎と臨床応用 -MRI で血管を診るためのテクニック-」 

                                          座長：富山大学附属病院 放射線部 森 光一 

 

「MRA の基本原理から最新技術まで」            日立メディコ MRI システム本部 原田 邦明 

「MRI で血管を診るためのテクニック ―非造影の体幹部を中心に―」 

磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科  寺田 理希 

 

日本放射線技術学会中部支部 50 周年記念講演会     第 2 日目 第 1 会場 11：00～12：00 

「先端医療を支える放射線技術の 『シーズ』と『ニーズ』」 

                     京都大学医学部附属病院 放射線部 東村 享治 

                  司会：日本放射線技術学会中部支部 支部長 松浦 幸広 

 

 

一般公開講座                       第 2 日目 第 1 会場 13：30～15：30 

「母娘で考える子宮頸がん」 

      福井大学 産婦人科教授 吉田 好雄  

               女優  仁科 亜季子   

                          司会：さかい ちよみ。（アナウンサー）  

ランチョンセミナー                                第 1 日目 第 2 会場 12:00～12:50 

 

◆ランチョンセミナー1 (第 1 会場)            共催：富士フイルム RI ファーマ                    

 

「X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～改訂 2 版」の概要と役割～整形領域を中心に～               

    富山労災病院 中央放射線部 野水 敏行 

 

座長：福井大学医学部附属病院 放射線部 石田 智一 

 

◆ランチョンセミナー2 (第 2 会場)                    共催：第一三共  

   

「ヨード造影剤～歴史から最新トレンド～」 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 造影剤部門 アプリケーションスペシャリスト入江 弘幸 

 

                    座長：財団医療法人 中村病院 放射線技術部 部長 白崎 伸一郎 

 

◆ランチョンセミナー3  (第 3 会場)                         共催：バイエル薬品株式会社 

   

「MRI 造影剤の最新情報 ～ガドブトロール（ガドビスト 1.0M）の特性と臨床的有用性～」 

 バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 水内 宣夫 

 

◆ランチョンセミナー4  (第 4 会場)                        共催：富士フイルムメディカル 

   

「ポータブル撮影の効率化を目指した バーチャルグリッドの開発」 

                      富士フイルム株式会社 R＆D 統括本部 画像技術センター 山田 雅彦 

  「ポータブル撮影におけるバーチャルグリッドの使用経験」 

                                          福井大学医学部附属病院 放射線部 藤本 真一 

                座長：名古屋市立大学病院 中央放射線部 撮影技術係長  國友 博史 
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1 日目 
 

 
 

 

 

 

 

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30

9:30 9:30 9:30

10:00 セッション① セッション⑦ セッション⑬

CT-物理評価１ MRI-撮像技術 一般撮影-
10:00 1～6     　 FSE・DWI 画像評価　67～71

10:30 34～39　　　10:30

教育セミナー１ 10:30 10:30

「FDG-PETを用いた 10:40

11:00 放射線治療計画に セッション② セッション⑧ セッション⑭
ついて」 CT-物理評価２ MRI-撮像技術 一般撮影-FPD

7～12 ・その他 72～77
11:20 40～44

11:30 11:30 11:30

開会式　　　11：30

12:00 11:50

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

ランチョン１ ランチョン２ ランチョン３ ランチョン４ 中部支部

富士RIファーマー 第一三共 バイエル薬品 富士フィルム 理事会

　　　　　　株式会社 メディカル

13:00 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 技師会

12:50 中日本地域

部会年会 　13：10 会長会議

13:10 13:10 13:10

セッション③ セッション⑨ セッション⑮ 13:30

13:30 CT-性能評価 MRI-性能評価 治療-IGRT

14:00 13～19 45～49 78～84 13:40

シンポジウム 14:00 技師会

14:00 中日本地域

「整形領域の検査に 14:20 セッション⑩ 14:20 教育委員会

おける創意工夫や 14:20 MRI-造影剤 14:20

新たな検査技術 セッション④      ・その他 セッション⑯

15:00 への試み」 CT-撮影技術 50～54　　　14:50 治療-IGRT

20～24 　　・被ばく 15:00

15:10 15:00 85～90

15:20 15:20

15:20 セッション⑪

15:30 セッション⑤ 画像工学 15:30

CT- 55～60 セッション⑰

16:00 特別企画 コーンビームCT 治療-治療計画

25～28        16:00 16:00 呼吸性移動

「技術学会、技師会 91～95

が目指す国際化に 16:10 16:10 16:20

ついて」 セッション⑥ セッション⑫ 16:20

被ばく-計測 機器管理 セッション⑱

17:00 29～33 61～66 治療-治療計画

17:00 17:00 線量計算 17:00 17:00

17:10 96～100　17:10

17:10

特別講演

「放射線技師と

18:00 画像診断医が

結ぶもの」

18:10

意見交換会 ユアーズホテル４Ｆ美蓉の間 18:45～20：10

参
加
登
録
受
付

機
器
展
示

１１月７日（土）
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2 日目 

 

 
 

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30

9:00 9:00 9:00 9:00

9:10 9:10

セッション⑲ セッション㉓

教育セミナー２ 治療-線量計測 核医学-画像 教育セミナー３ 9:30

101～105 PET CCRT

「診断参考レベル 10:00 120～124  10:00 「非造影MRAの 運営会議

10:00 を考える」 10:00 10:00 基礎と臨床応用」

セッション⑳ セッション㉔

治療-その他 核医学-PET 10:30 10:30

106～110 125～128　10:40

10:50 10:50 10:40

10:10 10:50 セッション㉗

11:00 11:00 11:00 セッション㉕

記念講演会 セッション㉑ 教育・骨密度 医療安全

「先端医療を支える 乳房 　　　　　・症例 139～145 11:30 11:30

放射線技術の『シー 111～115 129～133  11:40

ズ』　と　『ニーズ』」 11:50 11:40 11:50

12:00 11:50 セッション㉖

12:00 セッション㉒ 被ばくー防護

超音波

116～119　12:30 134～138   12:30

閉会式　　12:30

12:50

13:00

13:30

14:00
一般公開講座

「母娘で考える

子宮頸がん」

15:00

15:30

受
付 機

器
展
示

１１月8日（日）
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日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

- 97 - 

 

■ 発表者の皆様へ 

 

発表について 

1) 当日受付から発表までの流れ 

  1. 総合受付で受付登録を済ませた後、当該セッション 30 分前までに、スライド受

付にて発表用ファイルの登録および動作確認を行って下さい。 尚、登録された発表用

Powerpoint ファイルは、発表終了後、実行委員会が責任を持って削除します。 

 

  2. 混雑を避けるため、原則として当日発表の演題だけを受け付けます。2 日目朝 1

番のセッションにつきましては、前日午後より受け付けます。 

  3. 受付後の Powerpoint ファイルの変更は出来ません。 

   4. 当該セッションの 15 分前までに、次演者席にお着き下さい。 

 

2) 発表方法 

 1. 発表時間は 7 分、討論時間は 3 分です（時間厳守）。  

   発表終了時刻の 1 分前に 1 回、発表終了時刻に 2 回、ベルを鳴らします。 

  2. スクリーンは、全会場とも横一面映写のみとなります。 

3. 発表時の Powerpoint の操作（画面切替など）は発表者が行ってください。 

  4. 発表者ツールの使用はできませんのでご注意ください。 

 

3） 発表データについて 

 1. USB メモリーまたは CD-R に発表データのファイルのみを保存して下さい。 

   ファイル名は演題番号と発表者名を記載してください。 

    （例）01-001_ 福井花子.ppt 

 2. 発表データは、Windows にて Powerpoint 2007、2010 及び 2013 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。 

  3. スライドの縦横比は 4:3 で作成してください。 また、画面をぎりぎりまで使用す

ると、再現環境の違いにより文字や画像のはみ出し等の原因になることがありますので

ご注意ください。 

  4. 動画を使用する場合は同一の階層に保存して動作することを確認の上でお持ちく

ださい。動画のファイル形式は「.avi」「.wmv」のみ使用可能です（これ以外のファイ

ル形式では動作しない可能性があります）。 

  5. 発表データは 2 つ以上のメディアに入れてお持ちください。又、必ず事前に最新

のアンチウイルスソフト等でウイルスチェックを行って下さい。 

  6. ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ませんのでご了承下さい。 

 

個人情報保護について 

  個人情報保護法を厳守されますようお願いいたします。患者のデータ使用の手続き

や個人情報の消去などは、各所属施設の規則に則って実施してください。 

 

利益相反（Conflict of Interest）の有無の公開について 

 発表する研究に関連して，企業等からの補助や援助を受けている場合（金額は問いま

せん），または，応募演題に関係する企業の被雇用者が共同研究者に含まれる場合は，

その事実を開示する義務があります。 スライドの２枚目に必ず利益相反事項の有無の

スライドを入れてください。 

(HP より ppt ファイルがダウンロードできます）  
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■ 座長の皆様へ 

座長の皆様へ 

1）当該セッション開始 30 分前までに、総合受付の「座長受付」にて受付を済ませて

下さい。 

 2）当該セッション開始 15 分前までに、「次座長席」に着席下さい。 

 3）セッションの開始ならびに進行は座長に一任致します。 

 4）当該セッションの終了時間は必ず厳守下さい。 

 5）座長集約の提出はありません。 

 

議題 4 大橋理事より表彰関係の報告がされた。 

 

・奨励賞受賞者（10 名）は全員出席の返事が得られた。 

・功労賞の選出および報奨金について議論された。 

 功労賞候補者（2 名）は鈴木先生、有賀理事 

・功労賞の副賞（現行 1 万円）の金額変更（変更後 3 万円）について承認が得られた。 

・準備について。賞状以外は福井（木戸屋理事）にて準備する。 

・年会司会は森副支部長、挨拶は松浦支部長、船橋 JSRT 副代表理事、受賞代表挨拶は原

田氏。（原田氏には中西理事から依頼） 

・研究会報告は市川理事。（國友副支部長より依頼） 

議題 5 大橋理事より編集委員会報告がされた。 

 

・ビーム中部は 10 月 19 日以降にアップロード。 

議題 6 高田理事より庶務報告がされた。 

 

特に報告すべきことは無し。 

議題 7 木戸屋理事より財務報告がされた。 

 

上半期における財務処理の指摘事項 

・過年度の領収書が紛れ込んでいた事例がありました。帳簿は年度ごとに閉鎖してい

るため、 

研究会助成金から支出する場合は年度内に財務まで申請して下さい。 

・領収書の「但し書き」は正確に記載してください。空欄、お品代、お食事代など、

曖昧な表現は避け、単価×人数など具体的に記載してください。 

・次年度から、宿泊付きセミナーの宿泊費・飲食代等は学会の会計を通さないでくだ

さい。 

◇領収書の宛名の統一（各理事メール送信済）  

（1）支部  

「公益社団法人日本放射線技術学会 ○○支部」  

「公益社団法人日本放射線技術学会 ○○支部 △△委員会」  

「公益社団法人日本放射線技術学会 ○○支部 □□研究会」  

（2）法人格の略称  

公益社団法人 → （公社）  

以上 

 

安達監事より中間監査報告について報告された 

・技術セミナーの予算執行状況が少ないので、より活発に利用して頂きたい旨指摘され

た。 

 

 

・木戸屋財務より年度末会計の関係上セミナー開催は 2 月 2 週目（2 月 14 日）までに

お願いしたいとの意見があった。（第 19 回の MR 研究会は特例として認められた） 
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・市、県、企業等からの補助金の取り扱いが難しいため、極力受け取らない形で運営を

お願いします。 

・各研究会予算（15 万円）を有効に利用してください。 
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議題 8 その他 

 

 

・平成 27 年度第 2 回中部支部学術セミナーについて川地理事より報告された。 
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・認定ポイントについて（CT は辻岡理事が井田理事に確認する） 

・小山副支部長より駐車場についての注意事項が述べられた。 

 

・英語スライドセミナーについて國友副支部長から報告された。 

 2～3 時間。講師は白石先生（熊本大）、田中先生（金沢大）。事前登録制は行わない。 

 交通費等は全て支部の負担で行われる。 

 

・簡易線量計作成セミナーについて小山副支部長より報告された。 

参加費は 2 万円程度（材料費込）。校正まで行うので大学等の実験施設が必要。（名古

屋大もしくは金沢大）。9 月予定。本部事業として行う。 

平成 27年度第 2回中部支部学術セミナー 

日時   平成 28年 1月 30日（土）14：00～17：00 

会場   名古屋大学医学部保健学科 東館４階大講義室 

参加費  会員／学生  無料   非会員 1,000円 

テーマ  症例に学ぶ 

プログラム（案） 

総合司会 川地俊明（大垣市民病院） 

 

13：55-14：00 開会の挨拶          支部長 松浦幸広（金沢大学付属病院） 

 

14：00-14：30【教育講演１】              

             司会 大保 勇（名古屋第二赤十字病院） 

 

「死亡時画像診断（Autopsy imaging、Ai）のイロハ」 

       ～死亡画像の読み方のポイント～ 

                          大垣市民病院 加藤 勲 先生 

 

14：40-15：30【教育講演２】              

司会 小林 謙一（藤田保健衛生大学病院） 

 

 「高齢者に優しい一般撮影技術」 

            ＮＴＴ西日本松山病院        矢野 雅昭 先生  

未記載＊ＥＴＲＴ放射線技師研修会会長 

未記載＊全国 X線撮影技術読影研究会副代表世話人 

 

15：40-17：00【医療技術セミナー】 

＜症例に学ぶ＞             司会 選定中（2名） 

膵臓を極める－膵癌、自己免疫性膵炎－ 

▼膵癌、自己免疫性膵炎の臨床（座長または会員による解説を予定）  

▼撮像のポイントから画像読影まで 

１．CT検査    社会医療法人大雄会      技術放射線科 日比野友也     

２．MRI検査   岐阜大学医学部附属病院      放射線部 庄田 真一     

３．超音波検査   大垣市民病院       診療検査科 乙部 克彦  

 

17：00  閉会の挨拶           副支部長 ○○○○（○○○○○○○○） 
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・安達監事より胸部Ｘ線写真の寺小屋 in 福井について企画案が報告された。 

木戸屋理事より後日予算書が提出される。開催日時は平成 28 年 3 月 19 日（土）13:00

～20 日（日）12:00 まで。会場は福井大学医学部附属病院臨床研修教育センター 白

翁会ホール。会費 5 千円。募集人員は 20 名程度。技術学会誌に案内を掲載予定。支

部の予算で開催希望。定員オーバーの場合は抽選方式ではなく地域性を考慮した選考

を行う。 
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・CCRT 書籍販売等担当割 

 11 月 7 日   8:30～  小林理事、上田理事 

       10:00～ 川地理事 

       13:30～ 澤田理事 

       15:00～ 國友副支部長 

       16:30～ 藤本理事、能登理事 

 11 月 8 日   8:30～ 大橋理事、高田 

       10:00～ 辻岡理事 

 

・次回は 11 月 7 日（土） 福井で 
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会 議 名 平成 27 年度 第 3 回 理事会 

開催日時 
平成 27 年 11 月 7 日（土）  

12 時 00 分～12 時 50 分 
開催場所 福井 AOSSA 602 研修室 

出席者名 

松浦幸広、小山修司、森光一、木戸屋栄次、小林謙一、市川勝弘、大橋一也、 

川地俊明、井田義宏、中西左登志、澤田通文、上田伸一、村中良之、藤本勝明、辻岡

勝美、竹井泰孝、能登公也、原瀬正敏、安達登志樹、米田和夫、高田忠徳   

合計 22 名 

（欠席）國友博史、西出裕子、合計 2 名 

議長･司会 小山修司 報告者名 高田忠徳 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 支部年会準備について 

2 防護研究会補助金申請について 

3 研究会の共催について 

4 英語スライドセミナーの広報について 

5 X 線 CT 認定技師指定講習会の中部支部開催について 

6 その他 
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議題 1 森副支部長より支部年会について報告がされた。  

 

・全体の流れが確認された 

 支部長挨拶、本部より船橋先生挨拶、表彰（功労賞、奨励賞）、研究会活動報告 

・規約に基づき時間があれば会場からの意見徴収を行うことを確認した。 

 

議題 2 放射線防護研究会（能登理事）より補助金申請について審議依頼があった。 

 

 

様式第 3 号                            平成 27 年 11 月 6 日 

補 助 金 申 請 書  

公益社団法人日本放射線技術学会 

中部支部長 松浦 幸広 殿 

  研究会名 放射線防護研究会・アンギオ研究会 

  代表者名 能登 公也・竹井 泰孝 

  連絡先 TEL 076-265-2010          FAX 

      E-mail  knoto@med.kanazawa-u.ac.jp ・ ytakei-ham@umin.net 

このたび、当研究会の研究会開催・セミナー開催など 今年度の実績を踏まえ、今後の研究会

運営にあたり社団法人日本放射線技術学会中部支部にその費用の一部を補助していただきたく

お願い申し上げます。 

今年度研究会の実績報告と今後の予定 

日付 実績（開催研究会・セミナー名） 参加人 数 参加費  収入  支出  備考  

6月 21日 CT 線量測定セミナー 13 3,000 39,000 166,317 -127,317 円 

8 月 8 日 研究成果をより良く伝えるた

めのプレゼンテーション技術 

 0 0 103,416 -103,416 円 

日付 予定（開催研究会・セミナー名） 予定参加人数 参加費  収入  支出  備考  

平成 28 年

1 月 24 日  

国際化に向けた活動支援セ

ミナー 

50 500 25,000 10,6080 -81,080 円 

       

◎申請する補助金額     37,000 円  

補助金申請の内訳  参加者が全て学生もしくは 0 人であったと想定した経費 

 今後予定の研究会・セミナー等の予算書（案） （補助金の上限 5万円）  

収入の部 金 額 備 考  支出の部 金額 備考 

参加費など 

         

補助金予定額 

0 

 

37,000 

 

 

申請額 

 運営費 

講師謝礼 

交通費 

17,500 

0 

88,580 

 

合計 37,000   合計 106,080 現残金 69,262  

注：研究会・セミナー開催の内容に関わる資料（プログラム等）を添付の事 

                

申 請 書 の 回 答 

                            年  月  日  

研究会 代表         殿 

 

上記申請のあった補助金申請を〔 許可します ・ 不許可とします 〕。 

補助金額      万円 とします。〈上限 5万円〉      以上      

 

公益社団法人日本放射線技術学会 中部支部長 ○○○○    印 
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・参加見込みが 50 名であり、これより多い場合は補助金不要となる可能性がある。 

・反対意見は無く承認された。 

議題 3 森副支部長より共催申請について審議依頼があった。 
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様式第 1 号                        平成 27 年 11 月 4 日 

           

研究会・セミナー等の〔共催・後援・協賛〕 許可申請書  

公益社団法人日本放射線技術学会 

中部部会会長 松浦 幸広 殿 

 

  研究会名 第 59 回岐阜県放射線治療技術研究会 

  代表者名 松山 勝哉 

  連絡先 TEL 058-230-7058        FAX058-230-7059 

      E-mail katsuya@gifu-u.ac.jp 

このたび、下記の催事の開催にあたり公益社団法人日本放射線技術学会中部部会に①又は②

の事項について申請をいたします。 

① 部会との〔 共催 ・ 後援 ・ 協賛 〕について名義使用の許可 

  

② 関係団体、企業との〔 共催・ 後援 ・協賛 〕についての部会の許可 

                           （該当する項目を○印） 

記 

１ 催事の名称：第 58回岐阜県放射線治療技術研究会 

２ 主催研究会名：岐阜県放射線治療技術研究会 

３ 開催期間日：平成 27 年 12 月 5 日 

４ 開催場所：大垣徳洲会病院 4 階大会議室 

５ 参加見込み人数：60人 

６ 催事の形態：〔 研究会・セミナー・ 部会以外の研究会、セミナー ・ その他 〕 

７ 共催・後援・協賛等の相手方：〔 本部各委員会、分科会・各種団体・関係企業 〕 

    相手方各種団体、関係企業の名称：公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 

    各種団体・関係企業の場合の補助金の有無    有り ・ 無し 

８ 部会補助金を希望する場合（最大 10 万円） 

   主な用途 

 区    分 支 出 予 定 額 積 算 内 容 

報酬（謝礼・交通費・ 

宿泊費など） 

需用費など 

役務費など 

  

合計   

 

注：催事開催内容に関わる資料（プログラム等）を添付の事 

                     申請番号第   号（部会記入）                          

                            平成 27 年 11月吉日 

       公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 放射線治療技術研究会 

                     担当理事 山口 博司 

第 59 回放射線治療技術研究会  

日 時 平成 27年 12月 5 日（土）14時～18時 

場 所 大垣徳州会病院 4階大会議室 

       岐阜県大垣市林町 6 丁目 85-1 

 

プログラム  

司 会 木沢記念病院  山元 直也 

14:00～開会の挨拶               岐阜県総合医療センター 山口 博司 

14:05～15:05  

【教育講演】              座 長 岐阜大学医学部附属病院 岡田 仁志 

「IGRT 時代の放射線治療」～臨床医の立場から～ 

地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 高精度放射線治療センター長 

林 真也 先生 

15:05～16:35 

【会員発表】                        座 長 岐阜県総合医療センター 栗田 貴司 

１「大垣市民病院における様々なアイデアによる構成と治療の寄与」 

大垣市民病院 山崎希世 

２「MU 検証ソフトによる IMRT の MU 検証」 

県立多治見病院 伊佐次 範也 

【学生発表】 

１「ラジオクロミックフィルムを用いた陽子線ビーム幅の測定方法の検討」 

岐阜医療科学大学  保健科学部 放射線技術学科 小松 史明 

２「モンテカルロシミュレーションを用いた不均質ファントム内における線量分布の検討」 

岐阜医療科学大学  保健科学部 放射線技術学科  桐木 雅人 

16:35～18:00 

【特別講演】                座 長       岐阜市民病院 竹中 栄治 

  ●「放射線治療 RIS について」 

１．横河医療ソリューションズ株式会社事業推進本部  

企画開発部 開発３課 課長  赤田 一朗 先生 

２．インフォコム株式会社 ヘルスケア事業本部放射線システム営業部 

営業第一グループ エリアマネージャー 露﨑 隆 先生 

18：00～ 閉会の挨拶                  県立多治見病院 伊佐次 範也 

施設見学 

※参加費として下記金額申し受けます。 

 会員 600 円(岐阜県診療放射線技師会 500 円 中部部会放射線治療研究会(岐阜県) 100 円) 

  非会員 1,200 円(岐阜県診療放射線技師会 1,000 円 中部部会放射線治療研究会(岐阜県) 200 円) 

※技師格カードをご持参下さい。 

共 催：日本放射線技術学会        代表世話人 伊佐次 範也（県立多治見病院） 

  中部部会放射線治療研究会（岐阜県）  当番世話人 山元 直也（木沢記念病院） 
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・2 件共、反対意見は無く承認された。 

議題 4 國友副支部長に代わり、松浦支部長より英語スライド作成セミナー開催についての審議依頼が

あった。 

 

様式第 1 号                        平成 27 年 11 月 4 日 

           

研究会・セミナー等の〔共催・後援・協賛〕 許可申請書  

公益社団法人日本放射線技術学会 

中部支部会長 松浦 幸広 殿 

 

  研究会名 日本医用画像情報専門技師会 

  代表者名 守本 京平 

  連絡先 TEL  075-231-5171        FAX  075-256-3451 

      E-mail：jmiis-office@umin.net 

このたび、下記の催事の開催にあたり公益社団法人日本放射線技術学会中部支部に①又は②

の事項について申請をいたします。 

① 部会との〔 共催 ・ 後援 ・ 協賛 〕について名義使用の許可 

  

② 関係団体、企業との〔 共催・ 後援 ・協賛 〕についての部会の許可 

                           （該当する項目を○印） 

記 

１ 催事の名称： ｢医用画像情報の管理･運用における実務者向けセミナー｣ 

２ 主催研究会名： 日本医用画像情報専門技師会 

３ 開催期間日：平成 27 年 12 月 19 日 

４ 開催場所： 名古屋大学医学部保健学科 大幸キャンパス 東館 4階大講義室 

５ 参加見込み人数：100 人 

６ 催事の形態：〔 研究会・セミナー・ 支部以外の研究会、セミナー ・ その他 〕 

７ 共催・後援・協賛等の相手方：〔 本部各委員会、分科会・各種団体・関係企業 〕 

    相手方各種団体、関係企業の名称：日本医用画像情報専門技師会 

    各種団体・関係企業の場合の補助金の有無    有り ・ 無し 

８ 部会補助金を希望する場合（最大 10 万円） 

   主な用途 

 区    分 支 出 予 定 額 積 算 内 容 

報酬（謝礼・交通費・ 

宿泊費など） 

需用費など 

役務費など 

  

合計   

 

注：催事開催内容に関わる資料（プログラム等）を添付の事 

                     申請番号第   号（部会記入）                          
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・ポスターの郵送について、財務面でも問題ない事が確認された。ただし効果に期待ができな

いため、HP 掲載、メール配信、技師会依頼、支部理事による配布が提案された。 

・学生非会員の扱いをどうするか議論された。船橋先生より支部判断に委ねるとの意見を頂い

た。支部意見として國友副支部長の判断とした。 

・プログラムのブラッシュアップについて意見が出た。（時間配分等） 

 

 

 
議題 5 松浦支部長より認定講習について審議依頼があった 

 

・技術学会本部が動いてもらえるという事で、技師会との調整を今後検討する事が井田理事よ

り報告された。 

・中部としては今回は見送りとした。 
 

議題 6 その他 

 

・平成 27 年度第 2 回中部支部学術セミナーについて川地理事より報告された。プログ

ラムに一部誤りあり（閉会の挨拶 17:00 → 17:10） 

 

日時：平成28年 2月2１日(日) １４時～１７時

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち １１階 １１０３

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

http://www.winc-aichi.jp/

定員：１００名 （事前申し込み不要）

参加費：日本放射線技術学会会員 無料

非会員 １０００円

【プログラム】

１．はじめに：「なぜ，英語スライドなのか？」

２．研究発表用（英語）スライド作成の基本

３．英語スライド作成のための実践テクニック

４．質疑応答

講師 熊本大学大学院生命科学研究部 白石 順二 先生

■ 問い合わせ先

名古屋市立大学病院 中央放射線部 國友 博史 E-mail : rakunny@med.nagoya-cu.ac.jp

当学会でも、来年度の JRC2016 では、口述発表スライドとCyPosは全面英語化します。

このように学会発表の国際化が進む中、中部支部では英語スライド作成に役立てるよう

「英語スライド作成セミナー」を企画しました。

多くの方に奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

公益社団法人 日本放射線技術学会 中部支部
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以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度第 2回中部支部学術セミナー 

日時   平成 28年 1月 30日（土）14：00～17：00 受付 13：30～ 

会場   名古屋大学医学部保健学科 東館４F大講義室 

参加費  会員／学生  無料   非会員 1,000円 

テーマ  症例に学ぶ 

プログラム 

総合司会 川地俊明（大垣市民病院） 

13：55-14：00 開会の挨拶          支部長 松浦幸広（金沢大学付属病院） 

14：00-14：40【教育講演１】              

             司会 大保 勇（名古屋第二赤十字病院） 

撮影技師に必要な知識 

「死亡時画像診断（Autopsy imaging、Ai）のイロハ」 

       ～撮影条件から死亡時画像の読み方のポイントまで～ 

                          大垣市民病院 加藤 勲  

14：50-15：40【教育講演２】              

司会 小林 謙一（藤田保健衛生大学病院） 

 

 「高齢者に優しい一般撮影技術」 

                 ＮＴＴ西日本松山病院        矢野 雅昭   

 

15：50-17：10【医療技術セミナー】 

＜症例に学ぶ＞             司会 赤井亮太（刈谷豊田総合病院） 

                    司会 木浦伸行（豊橋市民病院） 

膵臓を極める－膵癌、自己免疫性膵炎－ 

▼膵癌、自己免疫性膵炎の臨床 

  １．膵癌の臨床                刈谷豊田総合病院        赤井 亮太 

 ２．自己免疫性膵炎の臨床          豊橋市民病院           木浦 伸行 

▼撮像のポイントから画像読影まで 

１．CT 検査          総合大雄会病院        技術放射線科 日比野友也 

２．MRI検査          岐阜大学医学部附属病院      放射線部 庄田 真一 

３．超音波検査         大垣市民病院          診療検査科 乙部 克彦 

 

17：00  閉会の挨拶 副支部長 小山修司（名古屋大学脳とこころの研究センター） 

 

救急撮影認定技師更新ポイント付与、X線 CT認定技師更新ポイント申請中 
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会 議 名 平成 27 年度 第 4 回 総務委員会 

開催日時 
平成 28 年 3 月 5 日（土）  

13 時 00 分～15 時 00 分 
開催場所 福井 AOSSA 501 研修室 

出席者名 

松浦幸広、宮地利明、中西左登志、國友博史、木戸屋栄次、小林謙一、米田和夫、 

安達登志樹、高田忠徳 

 合計  9 名 

（欠席）小山修司、森光一、市川勝弘、大橋一也                  合計  4 名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 27 年度事業報告および平成 28 年度事業計画 

3 平成 27 年度会計報告および平成 28 年度予算案 

4 平成 27 年監査報告 

5 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）最終報告 

6 第 9 回中部放射線医療技術学術大会（第 51 回中部支部学術大会）準備報告 

7 その他 
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議題 1 宮地本部理事より本部理事会報告がされた。 重要事項のみの報告とした。 

 

・国際化についてアジアの放射線技師関連学会との連携・締結を進める。その学術体

系をヨーロッパ、米国に広めていく。 

・東芝の諸問題に関して、状況を確認中。JIRA からの支援を引き続き得られるよう交

渉中。 

 

《質疑》 

特になし 

議題 2 國友副支部長より平成 27 年度事業報告および平成 28 年度事業計画について報告され

た 

 

平成 27 年度事業報告 

 

1. 第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術

学術大会）を開催した。 

    会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 

    会場 ： AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 

参加人数：545名 

 

2. 平成27年度第1回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成27年6月13日 

会場：石川県地場産業振興センター（金沢市） 

参加人数：172名 

 

3. 第16回 CT立山セミナーを開催した。 

会期：平成27年7月11（土）～12日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

参加人数： 62名 

 

4. 第36回 CADセミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催）を開催した。 

会期：平成27年9月26（土）～27日（日） 

会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

参加人数： 16名 

 

5. 平成27年度第2回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成28年1月30日 

会場：名古屋大学医学部保健学科（名古屋市） 

参加人数： 223名 

 

6. 平成27年度英語スライド作成セミナーを開催した。 

会期：平成28年2月21日 

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち（名古屋市） 

参加人数： 58名 
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7. 中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者総数 1486名）      

（1）第1回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年3月14日（土）           

会 場：静岡県立総合病院 

内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   

参加人数： 51名 

 

（2）第2回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年6月6日（土）           

会 場：岐阜市民病院 

内 容：「重粒子線治療での一様照射野の作り方」   

参加人数： 69名 

 

（3）第3回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年6月13日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 

内 容：「CT研究の最前線報告会」   

  参加人数： 117名 

 

（4）第4回技術セミナー（アンギオ・放射線防護合同研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 

内 容：「CT線量測定セミナー」   

参加人数： 23名 

 

（5）第5回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 

内 容：「初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース」   

  参加人数： 33名 

 

（6）第6回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成27年6月22日（月）           

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

内 容：「マンモ臨床とBreast Imagingの最新動向」   

  参加人数： 57名 

 

（7）第7回技術セミナー（治療研究会） 

日 時：平成27年7月18日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域 

内 容：「IMRT の検証は出力検証の先のステップへ」  

参加人数： 58名 

 

（8）第8回技術セミナー（放射線防護・アンギオ研究会） 

日 時：平成27年8月8日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「研究成果をより良く伝えるためのプレゼンテーション技術」  

参加人数： 38名 
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（9）第9回技術セミナー（MR研究会） 

日 時：平成27年8月29日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「上腹部ＭＲＩの画像診断」 他 

参加人数： 81名 

 

（10）第10回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年8月30日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学医療科学部 

内 容：「CTビギナーズセミナー」 

参加人数：  25名 

 

（11）第11回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市立大学 医学部 

内 容：「新しい散乱線除去処理」 

参加人数：  60名 

 

（12）第12回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第1回 CT関連論文の抄読会」 

参加人数：  19名 

 

（13）第 13 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 24 日（土）           

会 場：アクトシティ浜松 研修交流センター 

内 容：「治療計画 CT」   

参加人数： 62 名 

 

（14）第 14 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 25 日（土）           

会 場：KDX 名古屋ビル ７F 

内 容：「腹部エコー実技講習会」   

参加人数： 33 名 

 

（15）第 15 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 31 日（日）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「統計」   

参加人数： 26 名 

 

（16）第 16 回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 21 日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域保健学類 

内 容：「最新のグリッドレス撮影の活用法」   

参加人数： 34 名 
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（17）第 17 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 29 日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 7F 

内 容：「頸動脈エコー実技講習会」   

参加人数： 75 名 

 

（18）第 18 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：三重大学医学部附属病院 

内 容：「セットアップの一工夫」   

参加人数： 47 名 

 

（19）第 19 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：大垣徳洲会病院 

内 容：「IGRT 時代の放射線治療」   

参加人数： 67 名 

 

（20）第 20 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 6 日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学病院 

内 容：「第三者評価機関としての活動と役割」他   

参加人数： 90 名 

 

（21）第 21 回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 12 日（土）           

会 場：石川県立中央病院 健康教育館 

内 容：「知りたいとなりのマンモ部屋」～更新、購入を考えているあなたへ～  

参加人数： 67 名 

 

（22）第 22 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 20 日（日）           

会 場：福井県開催 

内 容：「標準計測法 12 その他」   

参加人数： 47 名 

 

（23）第 23 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 28 年 1 月 16 日（土）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「非造影 MRI 検査の限界」 

参加人数： 110 名 

 

（24）第 24 回技術セミナー（放射線防護研究会、アンギオ研究会） 

日 時：平成 28 年 1 月 24 日（日）           

会 場：名古屋第二赤十字病院 

内 容：「国際化に向けた活動支援セミナー」 

参加人数： 15 名 
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（25）第 25 回技術セミナー（CT 研究会北陸ブロック） 

日 時：平成 28 年 2 月 6 日（土）           

会 場：石川県勤労者福祉文化会館 

内 容：「当直時に必要な CT 検査の基礎知識」 

参加人数： 30 名 

 

（26）第 26 回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時：平成 28 年 2 月 13 日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第 2 回 CT 関連論文の抄読会」 

参加人数： 13 名 

 

（27）第 28 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 2 月 20 日（土）           

会 場：富山大学附属病院 

内 容：「拡散強調について」   

参加人数： 62 名 

 

 

8.  刊行物の発行 

  タイトル：平成26年度中部支部会誌 Vol. 17 平成27年4月23日発行 

中部支部ホームページに掲載（Web版） 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015年第1号CCRT演題募集号” 

発刊日：平成27年6月10日 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 22 日 

 

9. 支部表彰について 

功労賞 

鈴木 昇一 （藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科） 

有賀 英司 （名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科） 

 

奨励賞 

中森 克敏 （三重大学医学部附属病院中央放射線部） 

廣澤 文香 （富山県立中央病院） 

丹羽 伸次 （中津川市民病院医療技術部） 

布目 晴香 （金沢大学附属病院放射線部） 

髙田 光雄 （浅ノ川総合病院放射線部） 

清水 秀年 （愛知県がんセンター中央病院） 

吉田 司  （静岡がんセンター） 

大野 直樹 （金沢大学医薬保健学域保健学類） 

原田 高行 （国立病院機構金沢医療センター） 

嶋田 真人 （福井大学医学部附属病院放射線部） 

   規定に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行った。 

 

10. 国際学会発表者支援事業について 

   27 年度は 12 月 11 日時点で申請者がいないため，予算執行されていない。 
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平成 28 年度 事業計画 

 

1. 第 51 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 9 回中部放射線医療技術

学術大会）を開催する。 

  会期：平成 28 年 11 月 5 日（土），6 日（日） 

  会場： 鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス（鈴鹿市） 

2. 平成 28 年度第 1 回支部セミナーを開催する。 

会期：平成 28 年 6 月（予定） 

会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 

3. 平成 28 年度第 2 回支部セミナーを開催する。 

会期：平成 29 年 1 月（予定） 

会場：名古屋大学医学部保健学科 本館 2 階第 2 講義室（名古屋市） 

4. 胸部Ｘ線写真の寺小屋を開催する。 

会期：平成 28 年 3 月 19 日（土），20 日（日） 

会場：福井大学附属病院 

5. 第 17 回 CT 立山セミナーを開催する。 

会期：平成 28 年 7 月（予定） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

6. 第 3 回簡易線量計作成セミナーを開催する。（教育委員会、計測部会、共

催） 

会期：平成 28 年 9 月 24 日（土），25 日（日）（予定） 

会場：名古屋      定 員：14 名 

7. 第 18 回 PACS specialist セミナー（教育委員会、医療情報部会、共催） 

   会期：平成 28 年 9 月 24 日（土） 

  会場：金沢大学医薬保健学域保健学類      定 員：30 名 

8. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定）を開催する。 

  CT 研究会，MRI 研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究会，

放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究会，  

全 9 研究会による開催． 

9. 刊行物を発刊する。 

 （1）タイトル：中部支部会誌 Vol. 18 

発刊日：平成 28 年 3 月 （Web 版のみ） 

（2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2016 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 28 年 6 月 

（3）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2016 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 28 年 10 月 

10. 支部表彰について 

   規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

11. 国際学会発表者支援事業について 

   国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する。 

 

《質疑》 

・第 27 回技術セミナー（放射線治療研究会）は会計報告がされていないため財務会計、

事業報告の整合性のため 27 年度事業より削除される可能性があることが確認された。 
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議題 3 小林理事より平成 27 年度会計報告および平成 28 年度予算案報告がされた。 
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《質疑》 

・事業活動収支の部 3)事業収入(3)研究会等収入における 80 万円の減額は、CT 立山セ

ミナーにおける宿泊・食事等の受益者負担費用を予算には計上しないという本部からの

指摘に基づく。 

・その他、財務より連絡事項について報告された（次項「財務報告」参照）。 
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議題 4 米田監査理事より平成 27 年度監査報告がされた。 

 

・今年度に於いて正しく処理されていることが確認された。 

・特に指摘すべき事項はない事が確認された。 

 

《質疑》 

特になし 

議題 5 安達理事より第 8 回中部放射線医療技術学術大会最終報告がされた。 
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                             平成２８年 ３月 吉日 

第 8回中部放射線医療技術学術大会 総括 

 

 第 8回中部放射線医療技術学術大会は“「挑む！」さらなる高みへ、その先へ”をテーマとして、

平成 27年 11月 7日、8日に福井市アオッサを会場として開催した。本大会の参加登録者数は５４５

名であり、その内訳は、会員 443名、非会員 29名学生会員 57名、学生 16名である。一般演題登録

数は 144 演題（１演題取り下げ）、企業展示 21 社、企業広告掲載 25 社、ランチョンセミナー4 社、

情報交換参加者 160名（内訳、会員 108名、非会員 10名、学生会員７名、招待者 9名、共催企業 26

名）であった。一般公開講座の参加者は 50名程度と当初目論んでいた人数の半分程度であった。 

参加登録者数は 600 名を目標としていたが僅かに及ばなかった。しかしながら、一般演題数が当初

の想定よりも多くの応募があり、実行委員会としては嬉しい悲鳴であったが、会場の都合により少

しタイトなプログラムとなったため、発表者や参加者の皆さまにご迷惑をお掛けした。 

 プログラムを振り返ってみると、まず前大会から中部支部の各研究会の内容を CCRTのプログラム

に組み込む企画を行い、今大会でも各研究会のコラボレーションによる教育セミナーとし３セッシ

ョン行い、タイムリーな情報提供ができた。また本大会の企画プログラムについても、テーマに沿

った講演やシンポジウムを開催し多くの会員に聴講いただき、会員からは活発な論議がなされ有意

義であったとの感想が多く聞かれた。特別講演につては、福井大学名誉教授伊藤春海先生に「放射

線技師と画像診断医を結ぶもの」と題してご講演いただき、特別企画の「技術学会、技師会が目指

す国際化」については、日本放射線技術学会国際戦略委員長の宮地利明先生にご講演いただいた。

シンポジウムでは、「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術への試み」をテーマに一般

撮影、超音波、CT、MRI の各部門のシンポジストの発表と会場との活発な意見交換があった。また、

今大会は日本放射線技術学会中部支部の 50周年にあたるため、長らく中部支部発展のためにご尽力

いただいた京都大学医学部附属病院放射線部（元福井大学医学部附属病院放射線部技師長）の東村

享治先生による「先端医療を支える放射線技術の『シーズ』と『ニーズ』」と題しての記念講演を行

った。その一方で、開会式の時間帯に会場外にいる会員が多く、実行委員より会場内に入るように

促されていた。この原因の一つとして挙げられるのが、開会式がランチョンセミナーの時間帯の直

前であったため、席取りに並ぶためであると思われ、この点のプログラムの改善が望まれる。 

大会収支については、企業展示や企業広告が当初の見込みより多くの企業にご協力いただき、わ

ずかな黒字となり非常に上手く運用できた。 

 情報交換会については、会場の広さは 160 名の参加者に対して丁度良い広さであり、料理につい

ては少し残りが出た程度で大きな問題は無かった。 

 一般公開講座については、事前の広報としてラジオやテレビでの案内や福井市内の公民館へのポ

スター掲示など行ったが、このように参加者が少なかったのは、同時刻に福井市内での駅伝のイベ

ントと重なったのが大きな要因と思われる。今後このようなイベント広報として、新聞の折り込み

チラシ等の手法が有効であると後日教えられ、次回から採用したいと考える。 

 大会全体を通しては、事前に実行員による綿密な会議を重ね、運用マニュアルを作成したことに

より、当日実行委員にも大会前にマニュアルを配布し説明できたことで自分の担当部署の役割を理

解でき、少人数でも大きな問題も無く対応でき無事終了することができた。 

福島哲哉副大会長、村中良之実行委員長をはじめとする実行委員の皆さま、並びに当日実行委員の

皆さまに深く感謝申し上げる。尚、各部署の詳細な反省点等を別紙にて記述していますので、今後

の参考にしていただければ幸いである。 

                 第 8回中部放射線医療技術学術大会長  安達 登志樹 
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第 8回中部放射線医療技術学術大会における各部署の反省点 

 

【受付】 

・参加受付と意見交換会の受付のみに徹することで、スタッフに気持ちの余裕があり笑顔で

対応できた。参加登録表を書かずに参加受付に来る方が多く、声かけが必要。 

・企業展示の企業の方の参加費は 2名まで無料にした。それ以外は非会員扱いにした。明確

な決まりがない。 

 

【演題登録】 

・スマホのアドレスで事務局に連絡してきたが、返信してもドメイン指定受信をしているら

しく、送ったメールが受信されず連絡が取れない事例があった。 

  →演題登録にはスマホのアドレスの使用禁止を明記する必要がある。また、事務局への

問い合わせについても同様としたほうが良い。 

・今大会から取り入れた「研究倫理の確認」について「患者から画像の使用について同意を

得ていなかった」ことを理由に演題取下げが 1 件あった。「利益相反の確認」については

特に問題は無かった。  

・演題登録システムで「学生（社会人院生は除く）」のチェックボックスを作った方が便利 

・演題登録システムの文字装飾の記載は後でタグを消すのが手間なので消した方が良いと思

う。 

・今回はプログラムが確定した後に演者に採択通知を送ったが、それまでに採否に関する問

い合わせが数件あった。可能であれば、演題締切後数日以内に採否を通知、プログラムが

確定した時点で発表日時を通知するよう、UMINから２回に分けて一斉送信できると良かっ

た。 

 

【会場】 

・スライドが折り返しアーチファクトみたいにズレて映写された（2件）。 

 差しっぱなしで現象は出ていないので、おそらく端子の抜き差しのタイミングが原因かと。 

・レンタル PC の台数（13 台）は妥当だったと思う。WiFi で会場 PC もネットワークを組め

ば、もう少し台数は減らせると思うが WiFi の通信トラブルの危険はある。 

・車いすの方がいた。会場通路に参加者がいたため対応出来ない時があった。 

 

【スライド受付】 

・レンタル PCの PowerPoint2013 で、発表者ツールが ONになっていた（大会 HPでは「使用

できません」と案内）。 
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《質疑》特になし 

 

 

 →レンタル PC のデフォルト設定は確認が必要。工場出荷状態ではないが、ほぼデフォル

ト設定。 

・「登録した後の PowerPointファイルを修正したい」という人が 10人前後いた。 

 人の少ない時間帯ばかりだったので対応できた。 

 大会 HP では「登録後は修正できません」と案内していたので、次回以降は対応を考えて

ください。 

・第一会場で、会場用 PCをどの演者が使用する予定だったのか、持込 PCが何件あるのか  

 把握できていなかったので、事前に段取りを整えておく必要があった。 

・教育セミナーの演者のスライド（17MB）がダブルクリックしてから開くまでに 5分近くか

かった。一度開くとその後は普通に開くので、当日は問題無く使用できた。何に時間がか

かったのかは不明。 

・第一会場の演者のスライドが古い形式（.ppt）で持ってくる場合が多かった（コピーor

使い回し？）。 

 互換性のチェックが毎回表示されるが、どこに問題があるかわからない（演者本人にもわ

からない）。いずれ最新版 PowerPointで対応できなくなる可能性がある。 

・それに対して学生のスライドは最新版で作成され、発表者ツールや最新のアニメーション

等を組み込んでくる場合が多いので、PowerPoint は最新版が必須。 

・「できれば発表者ツールを使用したい」という演者がいたが、「HPにあるとおり今回は不可」

ということで納得してもらった。世の中には発表者ツールを推奨する HP があったり、最

新版 PowerPointはデフォルトで発表者ツールが ONになっているので、いずれは対応する

必要があると思われる。 

・試写用プロジェクターに映していた大会スケジュールを見ている人が結構いた。あれはあ

れで便利。 

 

【動画】 

・埋め込みの AVIファイルが再生できない演題があった（1件）。演者の PCを会場で接続し

て対応。動画がリンクではなかったため、ファイルの詳細を確認することができず、再

生できなかった原因は不明（おそらくレンタル PC にコーデックが入っていなかった）。  

・動画のリンク切れ→張り直し（数件）。 

  →PowerPoint で、動画ファイルを埋め込みにするとリンク切れは無いが、 

  再生できなかった際に動画ファイルの本体を確認できないため原因追究が難しくなる。 

・シンポジウムの演者が「.mp4」形式の動画を持参した為、会場用 PCが使用できなかった。 

 レンタル PCが「.mp4」には対応していない為、大会 HPの「発表者の皆様へ」では 

 「動画のファイル形式は「.avi」「.wmv」のみ使用可能」と案内していたが、その旨が伝 

わっていなかった。 

・第一会場のプロジェクター（会場備付け）でシンポジウムの演者の動画（超音波）が再生

できなかった。 

 （スライド受付のプロジェクター（直接接続）では動画が再生できたので問題ないと判断

したが、会場据付のプロジェクターでは再生できなかった）スライド受付のプロジェクタ

ーでは動画は再生できたので、シンポジウム終了後に再生できなかった動画をスライド受

付で解説してもらうことで対応。動画が動かなかった原因は不明。 

 PCとプロジェクターの間にスイッチャ—（変換器、分配器等）が入る会場据付プロジェク

ターには注意が必要。 

 

・10演題ほど動画ファイルの持込があった。動画の対応は今後も必要と思われる。 

コーデックは動画を作成した本人がよく分かっていない場合があるので細かく指定して

も無駄な気はするが、レンタル PC を使用する場合はインストールされているコーデック

一覧を業者に確認する必要がある。 

（今回は Windows標準コーデックしか入っていなかったと思われる） 

また、試写の方法も検討する必要がある。 

動画を使用する演者に対しては、念のため PC を持参するようにすべきだった。 
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議題 6 中西理事より第 9 回中部放射線医療技術学術大会準備報告がされた。 

 

 
 
 

 

第９回中部放射線医療技術学術大会 開催概要 

 

日時 ： 平成２８年１１月５日（土）・６日（日） 

場所 ： 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス 

 

大会テーマ ： 「次世代へつなぐ技術と英知のサミット」 

 

大会長    山田隆憲（鈴鹿回生病院） 

副大会長   中西左登志（鈴鹿医療科学大学） 

実行委員長  界外忠之（岡波総合病院） 

副実行委員長 難波一能（とうかい整形外科かわげ） 

 

主催 ： 公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会 

     一般社団法人 三重県診療放射線技師会  他中部６県技師会 

 

後援 ： 三重県 鈴鹿市 （予定） 

 

事務局： 第９回中部放射線医療技術学術大会事務局 

     （一般社団法人 三重県診療放射線技師会内） 

 

参加予定人数 ： 約６００名 

 

事業内容 

【一般演題】 

  １５０演題 

 

【パネルディスカッション】（５日午後 １１０分） 

  「パニック像を考える」 ＣＴ・ＭＲＩ・ＵＳ・ＸＰ 

検査部門の考えであるパニック値を画像にあてはめ、すぐ医師に報告しなければならな

いのはどのような画像なのか、各モダリティー毎に解説をいただく 

 

【特別企画】（５日午後 ９０分） 

  「被曝線量適正化講習」 

    講師は日放技より派遣（佐野日放技副会長確認中） 
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【特別講演】（６日午前 ６０分） 

  「医療におけるデータ活用」 

～分析力、パターン認識が医療にもたらす可能性～ 

  アクセンチュア Data Science Center of Excellence 兼 アクセンチュア アナ

リティクス日本統括 マネジング・ディレクター 

   工藤卓哉 先生 

 

【サミット企画】（６日午前 ９０分） 

  「組織の将来構想とチーム医療としての協働点をさぐる」 

日本診療放射線技師会会長と日本看護協会副会長によるシンポジウム 

    

【一般公開講座】（６日午後 ９０分） 

  「乳がんについて考える」 

   三重大学医学部 乳腺センター 小川朋子教授 

   生稲晃子 （元）おニャン子クラブ （株）プロダクション尾木 

 

【画像読影技術向上企画】 

  クリッカーを用いた症例検討 （ＣＴ・ＭＲＩ・胃透視・ＸＰ） 

 

【教育セミナー】 

  各部会におまかせ （３～４部会） 

   

【意見交換会】 

  場所：ホテルグリーンパーク鈴鹿 （２５０名収容） 

  参加予定：１５０名 

   

【ランチョンセミナー】 

  ８枠予定 （４枠×２日間）  

 

【機器展示】 

  ２０ブースを予定 

 

【予稿集発行】 

   

【ホームページ作成】 

 

その他 【女性サミット企画】日放技佐野副会長より依頼あり 
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《質疑》 

・予算について講師謝礼金などの再検討を指摘された。 

１日目

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

9:00

10:00
11:00

11:10 開会式

12:00
13:00

13:30 読影向上セミナーＭＲＩ（60分）
15:20 読影向上セミナーＣＴ（60分）

読影向上セミナー単純（60分）

15:30 読影向上セミナーＵＳ（60分）
17:00

18:30
20:30

2日目

9:10
10:10

10:20
11:50

12:00
13:00

13:20
14:50

15:00 閉会式

ランチョン③ ランチョン④

ランチョン⑧

一般公開講座（90分）

教育セミナー① 教育セミナー② 教育セミナー③

意見交換会（120分）

特別講演（60分）

サミット企画（90分）

ランチョン⑤（60分） ランチョン⑥ ランチョン⑦

ランチョン①（60分）

パネルディスカッション（110分）

特別企画（90分）

ランチョン②
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・全体のプログラムとして技師会と技術学会とのバランスについて指摘された。 

・「読影」という文言に対する配慮を指摘された。 

 

 

 

 
 

議題 7 その他 

 

・支部セミナーにおける配布印刷物を業者に依頼することを承認された。 

・今後アンケート集計等は学術委員および当番世話人に一任することを承認された。 

・国際研究集会等の発表者への補助要項に関して、27 年度の予算が執行されなかった

ことを踏まえ、制度を見直すことが定義された。宮地先生の助言をもとに賞金制度とい

う形での運用が提案された。 

・学術セミナー等の広報活動は HP 掲載だけに頼らず、はがき・チラシといったアナロ

グな方式を積極的に行う方向で進めることを確認された。 
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会 議 名 平成 27 年度 第 4 回 理事会 

開催日時 
平成 28 年 3 月 5 日（土）  

15 時 00 分～17 時 00 分 
開催場所 福井 AOSSA 501 研修室 

出席者名 

松浦幸広、宮地利明、中西左登志、國友博史、木戸屋栄次、小林謙一、米田和夫、 

安達登志樹、川地俊明、井田義宏、澤田通文、村中良之、藤本勝明、西出裕子、 

竹井泰孝、能登公也、原瀬正敏、高田忠徳 

 合計  18 名 

（欠席）小山修司、森光一、市川勝弘、大橋一也、辻岡勝美、上田伸一   合計  6 名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 27 年度事業報告および平成 28 年度事業計画 

3 平成 27 年度会計報告および平成 28 年度予算案 

4 平成 27 年監査報告 

5 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）最終報告 

6 第 9 回中部放射線医療技術学術大会（第 51 回中部支部学術大会）準備報告 

7 その他 
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議題 1 宮地本部理事より本部理事会報告がされた。 重要事項のみの報告とした。 

 

・国際化についてアジアの放射線技師関連学会との連携・締結を進める。その学術体

系をヨーロッパ、米国に広めていく。 

・東芝の諸問題に関して、状況を確認中。JIRA からの支援を引き続き得られるよう交

渉中。 

・73 回総会（横浜）・磁気共鳴学会（金沢）への協力を要請 

 

《質疑》 

特になし 

議題 2 國友副支部長より平成 27 年度事業報告および平成 28 年度事業計画について報告され

た 

 

平成 27 年度事業報告 

 

1. 第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術

学術大会）を開催した。 

    会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 

    会場 ： AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 

参加人数：545名 

 

2. 平成27年度第1回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成27年6月13日 

会場：石川県地場産業振興センター（金沢市） 

参加人数：172名 

 

3. 第16回 CT立山セミナーを開催した。 

会期：平成27年7月11（土）～12日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

参加人数： 62名 

 

4. 第36回 CADセミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催）を開催した。 

会期：平成27年9月26（土）～27日（日） 

会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

参加人数： 16名 

 

5. 平成27年度第2回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成28年1月30日 

会場：名古屋大学医学部保健学科（名古屋市） 

参加人数： 223名 

 

6. 平成27年度英語スライド作成セミナーを開催した。 

会期：平成28年2月21日 

会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち（名古屋市） 

参加人数： 58名 
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7. 中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者総数 1486名）      

（1）第1回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年3月14日（土）           

会 場：静岡県立総合病院 

内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   

参加人数： 51名 

 

（2）第2回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成27年6月6日（土）           

会 場：岐阜市民病院 

内 容：「重粒子線治療での一様照射野の作り方」   

参加人数： 69名 

 

（3）第3回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年6月13日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 

内 容：「CT研究の最前線報告会」   

  参加人数： 117名 

 

（4）第4回技術セミナー（アンギオ・放射線防護合同研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 

内 容：「CT線量測定セミナー」   

参加人数： 23名 

 

（5）第5回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成27年6月21日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 

内 容：「初心者向け腹部エコー講義・実技1日コース」   

  参加人数： 33名 

 

（6）第6回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成27年6月22日（月）           

会 場：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

内 容：「マンモ臨床とBreast Imagingの最新動向」   

  参加人数： 57名 

 

（7）第7回技術セミナー（治療研究会） 

日 時：平成27年7月18日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域 

内 容：「IMRT の検証は出力検証の先のステップへ」  

参加人数： 58名 

 

（8）第8回技術セミナー（放射線防護・アンギオ研究会） 

日 時：平成27年8月8日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「研究成果をより良く伝えるためのプレゼンテーション技術」  

参加人数： 38名 
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（9）第9回技術セミナー（MR研究会） 

日 時：平成27年8月29日（土）           

会 場：石川県立中央病院 

内 容：「上腹部MRIの画像診断」 他 

参加人数： 81名 

 

（10）第10回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年8月30日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学医療科学部 

内 容：「CTビギナーズセミナー」 

参加人数：  25名 

 

（11）第11回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市立大学 医学部 

内 容：「新しい散乱線除去処理」 

参加人数：  60名 

 

（12）第12回技術セミナー（CT研究会） 

日 時：平成27年9月26日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第1回 CT関連論文の抄読会」 

参加人数：  19名 

 

（13）第 13 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 24 日（土）           

会 場：アクトシティ浜松 研修交流センター 

内 容：「治療計画 CT」   

参加人数： 62 名 

 

（14）第 14 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 25 日（土）           

会 場：KDX 名古屋ビル 7F 

内 容：「腹部エコー実技講習会」   

参加人数： 33 名 

 

（15）第 15 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 27 年 10 月 31 日（日）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「統計」   

参加人数： 26 名 

 

（16）第 16 回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 21 日（土）           

会 場：金沢大学医薬保健学域保健学類 

内 容：「最新のグリッドレス撮影の活用法」   

参加人数： 34 名 
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（17）第 17 回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時：平成 27 年 11 月 29 日（日）           

会 場：KDX 名古屋ビル 7F 

内 容：「頸動脈エコー実技講習会」   

参加人数： 75 名 

 

（18）第 18 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：三重大学医学部附属病院 

内 容：「セットアップの一工夫」   

参加人数： 47 名 

 

（19）第 19 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）           

会 場：大垣徳洲会病院 

内 容：「IGRT 時代の放射線治療」   

参加人数： 67 名 

 

（20）第 20 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 6 日（日）           

会 場：藤田保健衛生大学病院 

内 容：「第三者評価機関としての活動と役割」他   

参加人数： 90 名 

 

（21）第 21 回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 12 日（土）           

会 場：石川県立中央病院 健康教育館 

内 容：「知りたいとなりのマンモ部屋」～更新、購入を考えているあなたへ～  

参加人数： 67 名 

 

（22）第 22 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 27 年 12 月 20 日（日）           

会 場：福井県開催 

内 容：「標準計測法 12 その他」   

参加人数： 47 名 

 

（23）第 23 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 28 年 1 月 16 日（土）           

会 場：名古屋市立大学病院 

内 容：「非造影 MRI 検査の限界」 

参加人数： 110 名 

 

（24）第 24 回技術セミナー（放射線防護研究会、アンギオ研究会） 

日 時：平成 28 年 1 月 24 日（日）           

会 場：名古屋第二赤十字病院 

内 容：「国際化に向けた活動支援セミナー」 

参加人数： 15 名 
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（25）第 25 回技術セミナー（CT 研究会北陸ブロック） 

日 時：平成 28 年 2 月 6 日（土）           

会 場：石川県勤労者福祉文化会館 

内 容：「当直時に必要な CT 検査の基礎知識」 

参加人数： 30 名 

 

（26）第 26 回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時：平成 28 年 2 月 13 日（土）           

会 場：名古屋市市政資料館 

内 容：「第 2 回 CT 関連論文の抄読会」 

参加人数： 13 名 

 

（27）第 28 回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成 28 年 2 月 20 日（土）           

会 場：富山大学附属病院 

内 容：「拡散強調について」   

参加人数： 62 名 

 

 

8. 刊行物の発行 

  タイトル：平成26年度中部支部会誌 Vol. 17 平成27年4月23日発行 

中部支部ホームページに掲載（Web版） 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015年第1号CCRT演題募集号” 

発刊日：平成27年6月10日 

タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 22 日 

 

9. 支部表彰について 

功労賞 

鈴木 昇一 （藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科） 

有賀 英司 （名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科) 

 

奨励賞 

中森 克敏 （三重大学医学部附属病院中央放射線部） 

廣澤 文香 （富山県立中央病院） 

丹羽 伸次 （中津川市民病院医療技術部） 

布目 晴香 （金沢大学附属病院放射線部） 

髙田 光雄 （浅ノ川総合病院放射線部） 

清水 秀年 （愛知県がんセンター中央病院） 

吉田 司  （静岡がんセンター） 

大野 直樹 （金沢大学医薬保健学域保健学類） 

原田 高行 （国立病院機構金沢医療センター） 

嶋田 真人 （福井大学医学部附属病院放射線部） 

   規定に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行った。 

10. 国際学会発表者支援事業について 

   27 年度は 12 月 11 日時点で申請者がいないため，予算執行されていない。 
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平成 28 年度 事業計画 

 

1. 第 51 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 9 回中部放射線医療技術

学術大会）を開催する。 

  会期：平成 28 年 11 月 5 日（土），6 日（日） 

  会場： 鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス（鈴鹿市） 

2. 平成 28 年度第 1 回支部セミナーを開催する。 

会期：平成 28 年 6 月（予定） 

会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 

3. 平成 28 年度第 2 回支部セミナーを開催する。 

会期：平成 29 年 1 月（予定） 

会場：名古屋大学医学部保健学科 本館 2 階第 2 講義室（名古屋市） 

4. 胸部Ｘ線写真の寺小屋を開催する。 

会期：平成 28 年 3 月 19 日（土），20 日（日） 

会場：福井大学附属病院 

5. 第 17 回 CT 立山セミナーを開催する。 

会期：平成 28 年 7 月（予定） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

6. 第 3 回簡易線量計作成セミナーを開催する。（教育委員会、計測部会、共

催） 

会期：平成 28 年 9 月 24 日（土），25 日（日）（予定） 

会場：名古屋     定 員：14 名 

7. 第 18 回 PACS specialist セミナー（教育委員会、医療情報部会、共催） 

   会期：平成 28 年 9 月 24 日（土） 

  会場：金沢大学医薬保健学域保健学類            定 員：30 名 

8. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定）を開催する。 

  CT 研究会，MRI 研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究会，

放射線防護研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究会， 

 全 9 研究会による開催． 

9. 刊行物を発刊する。 

 （1）タイトル：中部支部会誌 Vol. 18 

発刊日：平成 28 年 3 月 （Web 版のみ） 

（2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2016 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 28 年 6 月 

（3）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2016 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 28 年 10 月 

10. 支部表彰について 

   規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

11. 国際学会発表者支援事業について 

   国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する。 

 

《質疑》 

・第 27 回技術セミナー（放射線治療研究会）は会計報告がされていないため財務会計、

事業報告の整合性のため 27 年度事業より削除される可能性があることが確認された。 

・第 23 回技術セミナー（MR 研究会）の参加人数の訂正。110 名→111 名 
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議題 3 小林理事より平成 27 年度会計報告および平成 28 年度予算案報告がされた。 
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《質疑》 

・事業活動収支の部 3)事業収入(3)研究会等収入における 80 万円の減額は、CT 立山セ

ミナーにおける宿泊・食事等の受益者負担費用を予算には計上しないという本部からの

指摘に基づく。 

・27 年度赤字の旅費交通費を 28 年度予算で補正されていない点が指摘された。他項目

で調整されているとのこと。 

・28 年度予算の賃借料が 3 倍となっているのは大学等の施設を使用しない方向で予算

編成したため。（開催会場が自施設の場合、雑費が支給されないという規定により、費用

のかかる施設使用を余儀なくされている。この件に関して宮地理事より本部へ改善要望

が出される見込み） 

・諸謝金に対するマイナンバー記載の対応について質問があった。（本部対応なのか宮

地理事に確認頂く） 

・その他、財務より連絡事項について報告された（下記「財務報告」参照）。 

各研究会代表者には研究会内で周知頂きたい旨、お願いがあった。 
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議題 4 米田監査理事より平成 27 年度監査報告がされた。 

 

・今年度に於いて正しく処理されていることが確認された。 

・特に指摘すべき事項はない事が確認された。 

《質疑》 

特になし 

議題 5 安達理事より第 8 回中部放射線医療技術学術大会最終報告がされた。 

 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

- 147 - 

 

 

 
 

                             平成２８年 ３月 吉日 

第 8回中部放射線医療技術学術大会 総括 

 

 第 8回中部放射線医療技術学術大会は“「挑む！」さらなる高みへ、その先へ”をテーマとして、

平成 27年 11月 7日、8日に福井市アオッサを会場として開催した。本大会の参加登録者数は５４５

名であり、その内訳は、会員 443名、非会員 29名学生会員 57名、学生 16名である。一般演題登録

数は 144 演題（１演題取り下げ）、企業展示 21 社、企業広告掲載 25 社、ランチョンセミナー4 社、

情報交換参加者 160名（内訳、会員 108名、非会員 10名、学生会員７名、招待者 9名、共催企業 26

名）であった。一般公開講座の参加者は 50名程度と当初目論んでいた人数の半分程度であった。 

参加登録者数は 600 名を目標としていたが僅かに及ばなかった。しかしながら、一般演題数が当初

の想定よりも多くの応募があり、実行委員会としては嬉しい悲鳴であったが、会場の都合により少

しタイトなプログラムとなったため、発表者や参加者の皆さまにご迷惑をお掛けした。 

 プログラムを振り返ってみると、まず前大会から中部支部の各研究会の内容を CCRTのプログラム

に組み込む企画を行い、今大会でも各研究会のコラボレーションによる教育セミナーとし３セッシ

ョン行い、タイムリーな情報提供ができた。また本大会の企画プログラムについても、テーマに沿

った講演やシンポジウムを開催し多くの会員に聴講いただき、会員からは活発な論議がなされ有意

義であったとの感想が多く聞かれた。特別講演につては、福井大学名誉教授伊藤春海先生に「放射

線技師と画像診断医を結ぶもの」と題してご講演いただき、特別企画の「技術学会、技師会が目指

す国際化」については、日本放射線技術学会国際戦略委員長の宮地利明先生にご講演いただいた。

シンポジウムでは、「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術への試み」をテーマに一般

撮影、超音波、CT、MRI の各部門のシンポジストの発表と会場との活発な意見交換があった。また、

今大会は日本放射線技術学会中部支部の 50周年にあたるため、長らく中部支部発展のためにご尽力

いただいた京都大学医学部附属病院放射線部（元福井大学医学部附属病院放射線部技師長）の東村

享治先生による「先端医療を支える放射線技術の『シーズ』と『ニーズ』」と題しての記念講演を行

った。その一方で、開会式の時間帯に会場外にいる会員が多く、実行委員より会場内に入るように

促されていた。この原因の一つとして挙げられるのが、開会式がランチョンセミナーの時間帯の直

前であったため、席取りに並ぶためであると思われ、この点のプログラムの改善が望まれる。 

大会収支については、企業展示や企業広告が当初の見込みより多くの企業にご協力いただき、わ

ずかな黒字となり非常に上手く運用できた。 

 情報交換会については、会場の広さは 160 名の参加者に対して丁度良い広さであり、料理につい

ては少し残りが出た程度で大きな問題は無かった。 

 一般公開講座については、事前の広報としてラジオやテレビでの案内や福井市内の公民館へのポ

スター掲示など行ったが、このように参加者が少なかったのは、同時刻に福井市内での駅伝のイベ

ントと重なったのが大きな要因と思われる。今後このようなイベント広報として、新聞の折り込み

チラシ等の手法が有効であると後日教えられ、次回から採用したいと考える。 

 大会全体を通しては、事前に実行員による綿密な会議を重ね、運用マニュアルを作成したことに

より、当日実行委員にも大会前にマニュアルを配布し説明できたことで自分の担当部署の役割を理

解でき、少人数でも大きな問題も無く対応でき無事終了することができた。 

福島哲哉副大会長、村中良之実行委員長をはじめとする実行委員の皆さま、並びに当日実行委員の

皆さまに深く感謝申し上げる。尚、各部署の詳細な反省点等を別紙にて記述していますので、今後

の参考にしていただければ幸いである。 

                 第 8回中部放射線医療技術学術大会長  安達 登志樹 
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第 8回中部放射線医療技術学術大会における各部署の反省点 

 

【受付】 

・参加受付と意見交換会の受付のみに徹することで、スタッフに気持ちの余裕があり笑顔で

対応できた。参加登録表を書かずに参加受付に来る方が多く、声かけが必要。 

・企業展示の企業の方の参加費は 2名まで無料にした。それ以外は非会員扱いにした。明確

な決まりがない。 

 

【演題登録】 

・スマホのアドレスで事務局に連絡してきたが、返信してもドメイン指定受信をしているら

しく、送ったメールが受信されず連絡が取れない事例があった。 

  →演題登録にはスマホのアドレスの使用禁止を明記する必要がある。また、事務局への

問い合わせについても同様としたほうが良い。 

・今大会から取り入れた「研究倫理の確認」について「患者から画像の使用について同意を

得ていなかった」ことを理由に演題取下げが 1 件あった。「利益相反の確認」については

特に問題は無かった。  

・演題登録システムで「学生（社会人院生は除く）」のチェックボックスを作った方が便利 

・演題登録システムの文字装飾の記載は後でタグを消すのが手間なので消した方が良いと思

う。 

・今回はプログラムが確定した後に演者に採択通知を送ったが、それまでに採否に関する問

い合わせが数件あった。可能であれば、演題締切後数日以内に採否を通知、プログラムが

確定した時点で発表日時を通知するよう、UMINから２回に分けて一斉送信できると良かっ

た。 

 

【会場】 

・スライドが折り返しアーチファクトみたいにズレて映写された（2件）。 

 差しっぱなしで現象は出ていないので、おそらく端子の抜き差しのタイミングが原因かと。 

・レンタル PC の台数（13 台）は妥当だったと思う。WiFi で会場 PC もネットワークを組め

ば、もう少し台数は減らせると思うが WiFi の通信トラブルの危険はある。 

・車いすの方がいた。会場通路に参加者がいたため対応出来ない時があった。 

 

【スライド受付】 

・レンタル PCの PowerPoint2013 で、発表者ツールが ONになっていた（大会 HPでは「使用

できません」と案内）。 
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《質疑》特になし 

 

 

 →レンタル PC のデフォルト設定は確認が必要。工場出荷状態ではないが、ほぼデフォル

ト設定。 

・「登録した後の PowerPointファイルを修正したい」という人が 10人前後いた。 

 人の少ない時間帯ばかりだったので対応できた。 

 大会 HP では「登録後は修正できません」と案内していたので、次回以降は対応を考えて

ください。 

・第一会場で、会場用 PCをどの演者が使用する予定だったのか、持込 PCが何件あるのか  

 把握できていなかったので、事前に段取りを整えておく必要があった。 

・教育セミナーの演者のスライド（17MB）がダブルクリックしてから開くまでに 5分近くか

かった。一度開くとその後は普通に開くので、当日は問題無く使用できた。何に時間がか

かったのかは不明。 

・第一会場の演者のスライドが古い形式（.ppt）で持ってくる場合が多かった（コピーor

使い回し？）。 

 互換性のチェックが毎回表示されるが、どこに問題があるかわからない（演者本人にもわ

からない）。いずれ最新版 PowerPointで対応できなくなる可能性がある。 

・それに対して学生のスライドは最新版で作成され、発表者ツールや最新のアニメーション

等を組み込んでくる場合が多いので、PowerPoint は最新版が必須。 

・「できれば発表者ツールを使用したい」という演者がいたが、「HPにあるとおり今回は不可」

ということで納得してもらった。世の中には発表者ツールを推奨する HP があったり、最

新版 PowerPointはデフォルトで発表者ツールが ONになっているので、いずれは対応する

必要があると思われる。 

・試写用プロジェクターに映していた大会スケジュールを見ている人が結構いた。あれはあ

れで便利。 

 

【動画】 

・埋め込みの AVIファイルが再生できない演題があった（1件）。演者の PCを会場で接続し

て対応。動画がリンクではなかったため、ファイルの詳細を確認することができず、再

生できなかった原因は不明（おそらくレンタル PC にコーデックが入っていなかった）。  

・動画のリンク切れ→張り直し（数件）。 

  →PowerPoint で、動画ファイルを埋め込みにするとリンク切れは無いが、 

  再生できなかった際に動画ファイルの本体を確認できないため原因追究が難しくなる。 

・シンポジウムの演者が「.mp4」形式の動画を持参した為、会場用 PCが使用できなかった。 

 レンタル PCが「.mp4」には対応していない為、大会 HPの「発表者の皆様へ」では 

 「動画のファイル形式は「.avi」「.wmv」のみ使用可能」と案内していたが、その旨が伝 

わっていなかった。 

・第一会場のプロジェクター（会場備付け）でシンポジウムの演者の動画（超音波）が再生

できなかった。 

 （スライド受付のプロジェクター（直接接続）では動画が再生できたので問題ないと判断

したが、会場据付のプロジェクターでは再生できなかった）スライド受付のプロジェクタ

ーでは動画は再生できたので、シンポジウム終了後に再生できなかった動画をスライド受

付で解説してもらうことで対応。動画が動かなかった原因は不明。 

 PCとプロジェクターの間にスイッチャ—（変換器、分配器等）が入る会場据付プロジェク

ターには注意が必要。 

 

・10演題ほど動画ファイルの持込があった。動画の対応は今後も必要と思われる。 

コーデックは動画を作成した本人がよく分かっていない場合があるので細かく指定して

も無駄な気はするが、レンタル PC を使用する場合はインストールされているコーデック

一覧を業者に確認する必要がある。 

（今回は Windows標準コーデックしか入っていなかったと思われる） 

また、試写の方法も検討する必要がある。 

動画を使用する演者に対しては、念のため PC を持参するようにすべきだった。 
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議題 6 中西理事より第 9 回中部放射線医療技術学術大会準備報告がされた。 

 

 
 
 

 

第９回中部放射線医療技術学術大会 開催概要 

 

日時 ： 平成２８年１１月５日（土）・６日（日） 

場所 ： 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス 

 

大会テーマ ： 「次世代へつなぐ技術と英知のサミット」 

 

大会長    山田隆憲（鈴鹿回生病院） 

副大会長   中西左登志（鈴鹿医療科学大学） 

実行委員長  界外忠之（岡波総合病院） 

副実行委員長 難波一能（とうかい整形外科かわげ） 

 

主催 ： 公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会 

     一般社団法人 三重県診療放射線技師会  他中部６県技師会 

 

後援 ： 三重県 鈴鹿市 （予定） 

 

事務局： 第９回中部放射線医療技術学術大会事務局 

     （一般社団法人 三重県診療放射線技師会内） 

 

参加予定人数 ： 約６００名 

 

事業内容 

【一般演題】 

  １５０演題 

 

【パネルディスカッション】（５日午後 １１０分） 

  「パニック像を考える」 ＣＴ・ＭＲＩ・ＵＳ・ＸＰ 

検査部門の考えであるパニック値を画像にあてはめ、すぐ医師に報告しなければならな

いのはどのような画像なのか、各モダリティー毎に解説をいただく 

 

【特別企画】（５日午後 ９０分） 

  「被曝線量適正化講習」 

    講師は日放技より派遣（佐野日放技副会長確認中） 
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【特別講演】（６日午前 ６０分） 

  「医療におけるデータ活用」 

～分析力、パターン認識が医療にもたらす可能性～ 

  アクセンチュア Data Science Center of Excellence 兼 アクセンチュア アナ

リティクス日本統括 マネジング・ディレクター 

   工藤卓哉 先生 

 

【サミット企画】（６日午前 ９０分） 

  「組織の将来構想とチーム医療としての協働点をさぐる」 

日本診療放射線技師会会長と日本看護協会副会長によるシンポジウム 

    

【一般公開講座】（６日午後 ９０分） 

  「乳がんについて考える」 

   三重大学医学部 乳腺センター 小川朋子教授 

   生稲晃子 （元）おニャン子クラブ （株）プロダクション尾木 

 

【画像読影技術向上企画】 

  クリッカーを用いた症例検討 （ＣＴ・ＭＲＩ・胃透視・ＸＰ） 

 

【教育セミナー】 

  各部会におまかせ （３～４部会） 

   

【意見交換会】 

  場所：ホテルグリーンパーク鈴鹿 （２５０名収容） 

  参加予定：１５０名 

   

【ランチョンセミナー】 

  ８枠予定 （４枠×２日間）  

 

【機器展示】 

  ２０ブースを予定 

 

【予稿集発行】 

   

【ホームページ作成】 

 

その他 【女性サミット企画】日放技佐野副会長より依頼あり 
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１日目

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

9:00

10:00
11:00

11:10 開会式

12:00
13:00

13:30 読影向上セミナーＭＲＩ（60分）
15:20 読影向上セミナーＣＴ（60分）

読影向上セミナー単純（60分）

15:30 読影向上セミナーＵＳ（60分）
17:00

18:30
20:30

2日目

9:10
10:10

10:20
11:50

12:00
13:00

13:20
14:50

15:00 閉会式

ランチョン③ ランチョン④

ランチョン⑧

一般公開講座（90分）

教育セミナー① 教育セミナー② 教育セミナー③

意見交換会（120分）

特別講演（60分）

サミット企画（90分）

ランチョン⑤（60分） ランチョン⑥ ランチョン⑦

ランチョン①（60分）

パネルディスカッション（110分）

特別企画（90分）

ランチョン②
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《質疑》 

・特別企画（5 日午後）は「被ばく線量最適化講演」（講習ではない） 

・予算書の支出において電気工事費は企業が負担する旨を趣意書に記載されているので削

除。 

・予算について講師謝礼金などの再検討を指摘された。 

・全体のプログラムとして技師会と技術学会とのバランスについて指摘された。 

・チラシのデザインにおいて主催の誤字および並び順について指摘された。 

・教育セミナーは実行委員会から正式に依頼するよう要請された。 

 

 

 

 
 

議題 7 その他 

 

・支部セミナーにおける配布印刷物を業者に依頼することを承認された。その際、北陸

は高田理事、東海は國友理事に依頼し、生協等での印刷を検討する。 

・今後アンケート集計等は学術委員および当番世話人に一任することを承認された。 

・アンケート調査のアウトカムを明確に示して頂きたい。また、項目のスリム化等も考

慮頂きたい。（宮地理事に本部へ確認頂く） 

・国際研究集会等の発表者への補助要項に関して、27 年度の予算が執行されなかった

ことを踏まえ、制度を見直すことが提起された。宮地先生の助言をもとに賞金制度とい

う形での運用が提案された。 

・学術セミナー等の広報活動は HP 掲載だけに頼らず、はがき・チラシといったアナロ

グな方式を積極的に行う方向で進めることを確認された。 

・理事就任の委嘱状を次年度より発行頂きたい。（庶務にて対応） 

・研究会代表の変更がある場合はすみやかに HP 上の変更を。 

 

・次回は 6 月 4 日（土）13 時～17 時 名古屋（ウィンク愛知）で 
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中  部  支 部  運  営  細  則 
 

第１章 総    則 

（目的） 

この細則は，公益社団法人日本放射線技術学会

（以下，本部）の定款および支部規約に基づき，

中部支部（以下，支部）の事業ならびに運営

を円滑に行うことを目的に定める． 

 

第２章    支部事業および活動 

第２条 次に掲げる刊行事業を行う． 

1． 支部の機関誌として中部支部会誌（以下，支

部会誌）を，年１回以上発行する． 

2． 広報誌（以下，ビーム中部）を，年2回 以上

発行する． 

第３条 次に掲げる学術集会などを開催する． 

1． 支部研究発表会を年１回以上開催する． 

2． 講演会，セミナー，フォーラムなどを企画し

開催する． 

3． 支部の運営などを会員に報告し，意見を聴取

するための支部年会を年１回開催する．ただ

し，支部理事会が必要と判断した場合には，こ

れとは別に臨時の支部年会を開催できる． 

第４条 学術研究会（以下，研究会）を設置し，

研究および調査ならびに交流事業を行う．なお，

学術研究会の詳細については，別に定める． 

 

第３章    支部役員および支部組織 

（支部会員） 

第５条 支部の会員は，正会員および名誉会員なら

びに顧問，学生会員とする． 

2  学生会員の資格などについては，支部理事

会の承認を得るものとする． 

（支部役員） 

第６条 支部に次の役員をおく． 

1． 支部長      １名 

2． 副支部長  ３名 

3． 支部監事  ２名 

4． 支部理事   １2名 （必要に応じて支部理事会

による議決後，理事の追加もしくは削除を行

うことができる） 

2  支部役員の選出方法は，別に定める． 

（支部役員の担務など） 

第７条 支部長は，支部の会務を総括し，支部を代

表する． 

2  副支部長は，支部長を補佐し支部会務を遂

行する． 

3  支部監事は，支部運営を監査し，本部監事と

連動して民法第５９条の職務を行う．また，署

名および捺印をした監査記録を作成し，支部

理事会に示した後，本部に提出する． 

4  支部理事は，支部執行会務を審議決定し，

総会議決事項を執行する． 

（支部役員の任期） 

第８条 支部役員および委員の任期は２年とし，

再任を妨げない．ただし，支部長の任期は，最長で

も２期４年を限度とする．なお，支部開催委員会

の委員長ならびに委員の任期は，別に定める． 

（支部役員の解任） 

第９条 支部役員が次の事項に該当する場合は，

支部理事会で４分の３以上の賛成を得た上で解

任することができる． 

1．心身の故障によって職務遂行に耐えない時． 

2．職務上の義務違反，その他支部役員としてふ

さわしくない行為があった時． 

2  支部長が前項に該当した場合，支部理事会が

指名する副支部長が支部長の坦務を代行する． 

（役員補充選出） 

第 10条 支部長を除く支部役員に欠員が生じた

時は，支部理事会で補充者の選出を行う． 

2  補充する役員は，欠員が生じた当該県より

選任するものとし，支部長が委嘱する． 

3  補充された者の任期は前任者の残任期間

とする． 

（支部事務局など） 

第 11条 支部事務局は，支部長が指定するところ

におく． 

（支部運営組織） 

第 12条 支部の事業計画や会務の企画や立案お

よび実施の確認などを行うため，支部長，副支部

長，支部監事，支部理事で構成する支部理事会を

置く． 

第 13条 支部理事会の業務を分担し，補佐するた

めに，次の委員会を置く． 
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1．支部総務委員会 

2．支部財務委員会 

3．支部学術委員会 

4．支部編集委員会 

5．支部開催委員会 

6．支部選挙管理委員会 

7．その他，支部理事会が必要と認めた委員会 

２  委員会の構成および担務などについては，

別に定める． 

（支部事務局の運営） 

第 14条  支部の事務管理は，支部長が行う． 

２  支部事務を円滑に処理するため，必要に

応じて事務担当者を臨時的に雇用すること

ができる．（以下，臨時雇用者） 

３  臨時雇用者は，会務に係わる事項につい

ての守秘義務を負うものとする． 

４  事務局運営に係る事項に関し，支部長が

必要と判断した時は支部理事会に諮り，その

承認を得るものとする． 

 

第４章    支部会費 

第 15条 支部会費は，年額 2,000円とする． 

２  名誉顧問，名誉会員および学生会員の支

部会費は免除する． 

３  支部会費の改定は，支部理事会の議を経て，

支部年会ならびに本部理事会に報告する． 

 

第５章    資産および財務会計 

第 16条 支部の財務および資産運営に関し，事

業の効率的な運営と適正な財務執行のため財

資の形成および運営を定め，綿密な事業予算

計画のもとに運用を図る． 

２  支部の会計は，支部規約第 16条に基づき，

支部収支予算書および決算書を作成する． 

第６章    旅費および雇用費 

第 17条 支部の会務に要した役員および委員

ならびに会員についての旅費（宿泊費および

交通費）については，本部旅費規定に準じて

支給するものとする． 

２  臨時雇用者の賃金は，年度予算の範囲内

を原則とし，これを超えての費用を必要とす

る時は，その都度において支部理事会の承認

を得るものとする． 

３  臨時雇用者の賃金は，労働基準法および

物価の諸状況を勘案し，理事会の承認を経た

上で決定する． 

 

第７章    支部運営細則の改訂 

第 18条 この細則は，支部理事会の議決により改

訂することができる． 

 

付  則 

1． この細則は，平成１０年４月１日より発効する． 

2． この細則は，平成１０年６月１９日の持ち回り部

会理事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

3． この細則は，平成１１年８月２８日の部会理事会

の承認により改訂し，平成１３年４月１日より発

効する．ただし，役員数と役員選出に係る事項は

平成１３・１４年度の役員選出より適用する． 

4． この細則は，平成１６年１０月２４日の部会理事

会の承認により改訂し，平成１７年４月１日より

発効する． 

5． この要項は，平成１８年６月１０日の部会理事

会の承認により改訂し，同日より発効する． 

6． この細則は，平成２０年６月２１日の部会理事会

の承認により改訂し，同日より発効する． 

7． この要項は，平成２０年１１月２３日の部会理

事会により改訂し，同日より発効する． 

８．この要項は，平成２4年１１月３日の部会理事

会により改訂し，同日より発効する． 

９．この要項は，平成２７年４月１日の支部理事会

により改訂し，同日より発効する． 
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支 部  役  員  選  出  要  項 
 

第１条 この要項は，運営細則第６条第２項に基づき

支部役員の選出方法を定める． 

第２条 支部長は，正会員の中から３人の支部選挙管

理委員（以下，委員）を選任し，支部理事会の承認

を経て委嘱する． 

第３条 選挙管理委員長（以下，委員長）は，委員の互

選により選出する． 

第４条 委員長は，支部理事会の同意を得て，委員会

を召集する． 

第５条 委員会は，次の手順により支部役員の選挙を

実施する． 

1.  支部年会の開催日より６０日前に選挙告示を行い，

立候補を受け付ける． 

2.  立候補の届出期間は，告示日より３０日間とする． 

3. 立候補がない場合は，支部理事会に候補者の推薦

を要請する． 

4.  委員長は，次に示す立候補届出に関する 

書類を整え，立候補者に交付する． 

・立候補届出書（様式：選管１） 

・同意書（様式：選管２） 

・履歴書（様式：選管３） 

・推薦連記署名書（様式：選管４） 

ただし，支部理事会により推薦された者にあっては，

支部理事会の推薦書． 

5.  委員会は，立候補者の資格審査および届出書類の

資格を，届出締切の３０日以内に行う． 

6.  委員会は，資格審査の結果および選挙の結果を投

票当日の支部年会で報告する． 

7.  立ち会い演説会を必要とする場合は，投票日当日

の支部年会において行なうものとし，順序および持

ち時間は委員会が決定する． 

8.  その他，選挙に関わる必要事項を処理する． 

第６条 委員会は，次の事碩について特に留意する． 

1．立候補者が重複立候補していないことを確認する． 

2．委員は，一切の選挙運動を行ってはならない． 

3．委員長は，立候補者の氏名および届出書類の審査結

果，選挙方法などを，投票実施前に支部総務委員会に

通知する． 

第７条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない． 

（支部長・支部監事の選出） 

第８条 支部長の定数は１名，監事の定数は２名とす

る．ただし，監事については，原則として東海地域

に１名，北陸地域に１名を定数配分する． 

２.  支部長または支部監事に立候補しようとする者

は，立候補届出書（様式：選管１），履歴書（様式：選管３）

を委員会に提出しなければならない． 

３.  中部支部会員（以下，会員）の推薦により支部長

または支部監事に立候補しようとする者は，本人の

同意書（様式：選管２）および履歴書（様式：選管

３）ならびに会員２０名以上の推薦連記署名書（様

式：選管４）を委員会に提出しなければならない． 

４.  同一の者が複数の支部役員に立候補することは

できない． 

５.  各々の役職で定数を超えた立候補者がある場合

は，支部年会において立ち会い演説会を行う． 

６.  候補者が公示された以後に立候補を辞退する

ことはできない． 

（副支部長・理事の選出） 

第９条 副支部長の定数は３名とし，原則として東海

地域に２名，北陸地域に１名を定数配分する． 

２  原則として，支部理事の定数は１２名以下とし，

支部を構成する各県単位に最低１名を定数配分

し，庶務を担当する理事を数名と財務を担当する

理事を数名選出する．なお必要に応じて支部理

事会による議決後，理事の追加もしくは削除を行

うことができる． 

３  副支部長または支部理事に立候補しようとす

る者は，立候補届出書（様式：選管１），履歴書（様

式：選管３）を委員会に提出しなければならない． 

４  会員の推薦により副支部長または支部理事に

立候補しようとする者は，本人の同意書（様式：選管

２）および履歴書（様式：選管３）ならびに会員６名

以上の推薦連記署名書（様式：選管４）を委員会に提

出しなければならない． 

５ 同一の者が複数の支部役員に立候補することは

できない． 

６ 各々の役職で定数を超えた立候補者がある場合

は，支部年会において立ち会い演説会を行う． 

７ 候補者が公示された以後に立候補を辞退するこ

とはできない． 

（要項の改訂） 

第 10条 この要項は，支部理事会の議決により改訂
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できる． 付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効する． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回り部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理事会の承

認により改訂し，平成１３・１４年度の役員選出より

適用する． 

4． この要項は，平成１６年度・第２回部会理事会（平成１

６年１０月２４日）及びメールによる議決（平成１６

年１１月３日締切）により改訂し，平成１７・１８年度

の役員選出より適用する． 

5． この要項は，平成１８年６月１０日の部会理事会の承

認により改訂し，同日より発効する． 

6． この要項は，平成２０年１１月２３日の部会理事会に

より改訂し，同日より発効する． 

7．この要項は，平成２4年１１月３日の部会理事会によ

り改訂し，同日より発効する． 

８．この要項は，平成２７年４月１日の支部理事会によ

り改訂し，同日より発効する． 
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支 部 年 会 実 施 要 項  
 

第１条 支部規約第３条および第４条ならびに支部

運営細則第３条に基づき開催し，支部会務に関する報

告と意見聴取を行う． 

第２条 支部年会は，支部会員をもって構成する． 

２  支部長は，事業年度内に１回以上の支部年会を

開催しなければならない． 

３  支部理事会が必要と認めた場合，支部長は支部

年会を開催しなければならない． 

第３条 支部年会の開催は，支部総務委員会の担務と

する． 

２  支部年会の司会者は，支部長が指名する． 

第４条 支部年会では，次の事項を総会議決事項とし

て提出することを報告し，確認を受ける． 

1．支部事業報告および収支決算に関すること 

2． 支部事業計画および収支予算に関すること 

3． 総会提案事項に関すること 

4． その他の報告事項に関すること 

（要項の改訂） 

第５条 この要項は，支部理事会の決議により改訂で

きる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月 1日より発効する． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回り部会

理事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理事会の

承認により改訂し，同日より発行する． 

４．この要項は，平成２７年４月１日の支部理事会に

より改訂し，同日より発効する． 
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支 部 理 事 会 運 営 要 項  
 
 

第１条 この要項は，運営細則第１２条に定める支部

理事会を円滑に運営することを目的に定める． 

第２条 支部理事会は，支部長および副支部長，支部

監事，支部理事をもって構成する． 

２ 支部理事会は，支部長が召集する． 

３ 支部理事会を構成する者の３分の１以上から開

催要求があった場合，支部長は３０日以内に支部理

事会を召集しなければならない． 

４ 支部長が必要と認めた場合，支部理事会を構成す

る者以外の者の出席を求め，その意見などを聞くこ

とができる．ただし，採決を行う場合の投票権はな

いものとする． 

第３条 支部理事会の議長は，副支部長が輪番により

務める． 

第４条 支部理事会は，支部会務執行に関する事項お

よび支部長が必要と認めた事項を議決する． 

２ 支部理事会における審議案件は，支部理事会開催

の１５日前までに支部事務局を経て，支部長に提

出する． 

３ 支部理事会における報告事項は，支部理事会開催

の１５日前までに支部事務局を経て，支部長に提

出する． 

第５条  支部理事会は，構成する者の３分の２以上

の出席をもって議事を開き，議決することができる．

ただし，当該議事につきあらかじめ書面をもって

意志表示した者は出席者とみなす． 

２ 支部理事会の採決は出席者の過半数をもって決

し，可否同数の場合は議長の決するところとする． 

（要項の改訂） 

第６条 この要項は，支部理事会の議決により改訂で

きる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効する． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回り部

会理事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理事会の

承認により改訂し，平成１３年４月１日より発効す

る． 

４．この要項は，平成２７年４月１日の支部理事会に

より改訂し，同日より発効する． 
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支 部 委 員 会 業 務 要 項  

 

第１条 この要項は，支部業務を円滑に行うため，運

営細則第１３条第２項に基づき各委員会の構成お

よび担務について定める． 

（支部総務委員会） 

第２条 支部総務委員会は，次の者で構成する． 

1． 支部長 

2． 副支部長 

3． 庶務担当として選出された支部理事 

4． 財務担当として選出された支部理事 

5． 当該年度の支部開催委員長 

6． 次年度の支部開催委員長 

7． その他，支部長が必要と認めた者 

２  委員長は，支部長をもって充てる． 

第３条 支部総務委員会の担務は，次の事項とする． 

1． 本部と中部支部の事務連絡事項に関するこ

と． 

2． 支部事務管理および理事会ならびに各委員

会に関すること． 

3． 渉外および企画ならびに支部運営に関する

こと． 

4． 支部年会に関すること． 

5． 庶務事項に関すること． 

6． 事務運営に関すること． 

２ 支部総務委員会は，支部事務を掌理し，すべての

事務処理を統括する． 

３ 支部の事業計画案および事業報告書を作成し，

所定の期日までに本部理事会に提出する． 

４ 支部財務委員会が作成する予算案および決算報

告書ならびに監査報告書を，支部理事会に諮った

上で所定の期日までに本部理事会に提出する． 

（支部財務委員会） 

第４条 支部財務委員会は，次の者で構成する． 

1． 支部長 

2． 総務を担当する副支部長 

3． 財務担当として選出された支部理事 

4． 庶務担当として選出された支部理事 

２ 委員長は，総務を担当する副支部長をもって充

てる． 

第５条 支部財務委員会の担務は，次の事項とする． 

1． 支部会計の予算ならびに決算に関すること． 

2． 支部の財務監査に関すること． 

２ 支部財務委員会は，支部財資の健全な運営を行い，

財務全般に関する統括管理を行う． 

（支部学術委員会） 

第６条 支部学術委員会は，次の者で構成する． 

1． 学術を担当する副支部長 

2． 研究会を担当する副支部長 

3． 各研究会の東海地域および北陸地域の代表

世話人 

4． その他，支部長が必要と認めた者 

２ 委員長は，学術を担当する副支部長をもって充て

る． 

第７条 支部学術委員会の担務は，次の事項とする． 

1． 学術研究および調査ならびに企画に関する

こと． 

2． 講演会やシンポジウムなどの学術企画およ

び運営に関すること． 

3． 学術研究会の活動および運営管理に関する

こと． 

4． 学術交流に関すること． 

２  支部学術委員会は，学術研究や調査および

研究発表会事業の全般を企画し，運営を統括す

る． 

３  各研究会は，次の事項に基づき活動するもの

とする． 

1． 各研究会の代表世話人は，支部理事会が指名

し，支部長が委嘱する． 

2． 各研究会には支部理事会で承認された額の

助成金が支給される． 

3． 各研究会は，助成金の範囲内で事業を計画し，

実施する． 

4． 各研究会の事業に企業が参加する場合は，あ

らかじめ支部総務委員会の承認を得るもの

とする． 

5． 各研究会の代表世話人は，年度毎に事業計
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画および事業報告を支部理事会に報告する

とともに支部会誌に成果報告を行う．また，

支部研究発表会あるいは研究会において報

告する． 

（支部編集委員会） 

第８条 支部編集委員会は，次の者で構成する． 

1． 編集を担当する副支部長 

2． 編集を担当する支部理事 

3． その他，支部長が必要と認めた者 

２ 委員長は，編集を担当する副支部長をもって充て

る． 

第９条 支部編集委員会の担務は，次の事項とする． 

1． 支部会誌の編集，刊行に関すること． 

2． 支部研究発表後抄録の編集に関すること． 

・支部研究発表会後の発行する抄録は， 

原則としてＢ５版刷り上がり２頁とする． 

・本部の編集委員会に提出する抄録は，400字

以内とする． 

3． 支部事業の記録ならびに編集に関すること． 

4． 本部情報ならびに関連学会の情報の広報に

関すること． 

5． 広報誌の編集に関すること． 

6． 支部ホームページの管理ならびに運用に関

すること． 

２ 支部編集委員長は，支部雑誌の編集企画および刊

行ならびに広報事業を統括する． 

（支部開催委員会） 

第 10条 支部開催委員会は，次の者で構成する． 

1． 支部理事会が指名する開催委員長 

2． 開催委員長が指名する開催委員 

２ 委員長および委員の任期は，支部研究発表

会の開催を担当する年度のみとする． 

第 11条 支部開催委員会の担務は，次の事項とする． 

1． 支部研究発表会の企画ならびに運営に関する

こと． 

2． その他，支部研究発表会に関すること． 

２ 支部開催委員長は，支部研究発表会の企画およ

び運営ならび財務などの内容について，支部総務

委員会および支部理事会に提案し，承認を得るも

のとする． 

３ 支部開催委員長は，支部研究発表会の参加者数

および収支決算などについて，遅滞なく支部総務

委員会および支部理事会に報告するものとする． 

４ 支部開催委員会は，支部理事会に前項の報告を

した後に解散するものとする． 

（要項の改訂） 

第 12条 この要項は，支部理事会の議決により改訂

することができる． 

 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効する． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回り部会

理事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理事会の

承認により改訂し，平成１３年４月１日より発効す

る． 

4． この要項は，平成２０年６月２１日の部会理事会の

承認により改訂し，同日より発効する． 

５．この要項は，平成２７年４月１日の支部理事会に

より改訂し，同日より発効する． 
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支 部 表 彰 要 項  
 
 

第１条 この要項は，中部支部（以下，支部）の目的

達成に功績のあった者の表彰に関し必要な事項を

定める． 

第２条 表彰は功労賞，奨励賞とする． 

2 功労賞は，支部運営に功績があった者を表彰する

ものとし，１人１回を原則とする．ただし，本部の

功労賞表彰の対象となり得る者は除く． 

3 奨励賞は，卒後１5年未満の研究内容が優秀な支部

会員個人または研究内容が優秀なグループを表彰

するものとする． 

第３条 表彰対象者またはグループの選考および審

査は支部総務委員会の担務とし，支部理事会の承認

を経て決定するものとする． 

第４条 表彰は原則として，表彰状と副賞としての 1

万円相当の物を授与して行うものとする． 

第５条 表彰は，支部年会にて行う．（要項の改訂） 

第６条 この要項は，支部理事会の議決により改訂で

きる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効する． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回り部会

理事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理事会の

承認により改訂し，平成１３年４月１日より発効す

る． 

4． この要項は，平成２０年６月２１日の部会理事会の

承認により改訂し，同日より発効する 

5．この要項は，平成26年3月1日の部会理事会の承認

により改訂し，平成26年４月１日より発効する． 

６．この要項は，平成２７年４月１日の支部理事会に

より改訂し，同日より発効する． 
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支 部 名 誉 会 員 お よ び 顧 問 推 戴 要 項  
 
 

第１条  支部運営細則第５条に基づき，支部の運営

に関する諮問を行うことを目的に，名誉会員およ

び顧問を若干名推戴することができる． 

２  名誉会員および顧問は，支部総務委員会が支部

理事会に推薦し，その承認を得て，支部長が委嘱す

る． 

３  顧問の任期は，委嘱した支部長の任期と同じと

する． 

第２条  名誉会員および顧問は，支部長経験者もし

くは支部の運営または活動に関して同等以上の

功績があった支部正会員で，かつ年齢が６５歳以

上の者とする． 

第３条  名誉会員および顧問の処遇は，次のとおり

とする． 

1  支部会費を免除する． 

2． 支部長の要請があった時，支部理事会に出 

席して意見を述べる． 

3 名誉会員および顧問の予算は，特には設け

ない． 

（要項の改訂） 

第４条 この要項は，支部理事会の議決により改訂

できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効する． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回り部

会理事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理事会

の承認により改訂し，平成１３年４月１日より発

効する． 

４．この要項は，平成２７年４月１日の支部理事会に

より改訂し，同日より発効する． 
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国際研究集会等の発表者への補助要項 

 

第１条 この規定は，本会正会員が海外で

開催される国際研究集会に発表が決ま

った場合に，渡航費等の一部を補助す

る諸条件について定める． 

第２条 補助金対象者の選考基準について 

本会正会員を継続して３年以上あること 

1.  国際研究集会に初めて発表する者を優

先する． 

2.  日本放射線技術学会本部や他の学会等

から，国際研究集会派遣の補助を受けて

いないこと． 

3.  所属施設から旅費などが支給されない

こと． 

4.  原則，申請時の年齢が満４０歳未満で

あることが望ましい． 

5.  選考は，採択された内容を基に総務会

で決定し理事会に報告する． 

第３条 補助金支給額の期間と補助金対象 

人数，申込期限について 

1.  ３月～翌年２月までを会計年度とす

る． 

2.  原則３月～８月までの期間（前期）２

名，９月～２月までの期間（後期）２名

の計４名を基本とする． 

3.  申込期限は，前期は１月末までに，後

期は７月末までとする． 

第４条 補助金支給額と支給方法について 

1.  支給額は５万円/人とする． 

2.  支給方法は本人指定の銀行口座等に振

り込む． 

第５条 補助金受給者の報告義務について 

補助金受給者は，国際研究集会発表後す

みやかに発表原稿等を支部事務局に提出

すること．発表原稿等は，中部支部ホーム

ページ等に掲載する． 

第６条 その他 

応募者は，様式第５号に必要事項を記入

し採択されたことを確認できるメール等

と発表内容（Summary ）を添付して支

部事務局へ提出すること． 

附則 

1. この要項は平成26年3月1日より施行す

る． 

2. この要項は，平成２７年４月１日の支部

理事会により改訂し，同日より発効す

る． 

 

 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

- 165 - 

 

第 8 回中部放射線医療技術学術大会 

 

 

【開催期日】 

平成 27 年 11 月 7 日(土)～8 日(日) 

【会 場】 

AOSSA 

〒910-0858 

福井県福井市手寄 1 丁目 4 

TEL 0776-20-6101 

【大会テーマ】 

挑む！さらなる高みへ その先へ 

 

大 会 長  安達 登志樹  (福井大学医学部附属病院) 

副大会長  福島 哲弥  (医療法人 林病院) 

実行委員長 村中 良之  (福井県立病院) 

 

主催／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 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 

公益社団法人 静岡県放射線技師会 

公益社団法人 福井県診療放射線技師会 

公益社団法人 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 日本診療放射線技師会 

後援／福井県、福井市 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会概要 
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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) 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。 

  入場の際はネームカードを着用してください(未着用者は入場をお断りします)。 

 

3) 参加登録受付時間 

   第 1 日目  11 月 7 日(土)  8:30 ～ 17:00 

   第 2 日目  11 月 8 日(日)  8:30 ～ 11:30 

  ※両日とも AOSSA 8 階ホワイエにて受付を行います。 

 

参加登録費 

日本診療放射線技師会会員：3,000 円 

中日本地域の放射線技師会会員：3,000 円 

日本放射線技術学会正会員：3,000 円 

非会員：4,500 円 

学生：1,000 円(社会人学生は除く) 

技術学会学生会員：無料(社会人学生は除く)会員証を提示のこと 

 

録音・撮影について 

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について 

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。 

 

 

 

 

開催日：平成 27 年 11 月 7 日(土) 18：45～20：30 

会 場：ユアーズホテルフクイ 4F 芙蓉の間 

会 費：5000 円 学生 3000 円  

※参加登録受付にて申し受けます 

 

参加される皆様へのご案内とお願い 

 

意見交換会 
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発表について 

1) 当日受付から発表までの流れ 

1．総合受付で受付登録を済ませた後、当該セッション 30 分前までに、スライド受付にて発表用ファ

イルの登録および動作確認を行って下さい。 尚、登録された発表用 Powerpoint ファイルは、発表終

了後、実行委員会が責任を持って削除します。 

 

 2．混雑を避けるため、原則として当日発表の演題だけを受け付けます。2 日目朝 1 番のセッションに

つきましては、前日午後より受け付けます。 

  3．受付後の Powerpoint ファイルの変更は出来ません。 

  4．当該セッションの 15 分前までに、次演者席にお着き下さい。 

 

2) 発表方法 

 1．発表時間は 7 分、討論時間は 3 分です(時間厳守)。  

   発表終了時刻の 1 分前に 1 回、発表終了時刻に 2 回、ベルを鳴らします。 

  2．スクリーンは、全会場とも横一面映写のみとなります。 

3．発表時の Powerpoint の操作(画面切替など)は発表者が行ってください。 

  4．発表者ツールの使用はできませんのでご注意ください。 

 

3) 発表データについて 

 1．USB メモリーまたは CD-R に発表データのファイルのみを保存して下さい。 

   ファイル名は演題番号と発表者名を記載してください。 

    (例) 01-001_ 福井花子.ppt 

 2．発表データは、Windows にて Powerpoint 2007、2010 及び 2013 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。 

  3．スライドの縦横比は 4:3 で作成してください。 また、画面をぎりぎりまで使用すると、再現環境

の違いにより文字や画像のはみ出し等の原因になることがありますのでご注意ください。 

  4． 動画を使用する場合は同一の階層に保存して動作することを確認の上でお持ちください。動画の

ファイル形式は「.avi」「.wmv」のみ使用可能です（これ以外のファイル形式では動作しない可能性

があります）。 

  5．発表データは 2 つ以上のメディアに入れてお持ちください。又、必ず事前に最新のアンチウイル

スソフト等でウイルスチェックを行って下さい。 

  6．ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ませんのでご了承下さい。 

 

個人情報保護について 

  個人情報保護法を厳守されますようお願いいたします。患者のデータ使用の手続きや個人情報の消

去などは、各所属施設の規則に則って実施してください。 

 

発表者の皆様へのご案内とお願い 
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利益相反(Conflict of Interest)の有無の公開について 

 発表する研究に関連して，企業等からの補助や援助を受けている場合(金額は問いません)，または，

応募演題に関係する企業の被雇用者が共同研究者に含まれる場合は，その事実を開示する義務がありま

す。 スライドの 2 枚目に必ず利益相反事項の有無のスライドを入れてください。 

(HP より ppt ファイルがダウンロードできます)  

 

 

 

1) 当該セッション開始 30 分前までに、総合受付の「座長受付」にて受付を済ませて下さい。 

2) 当該セッション開始 15 分前までに、「次座長席」に着席下さい。 

3) セッションの開始ならびに進行は座長に一任致します。 

4) 当該セッションの終了時間は必ず厳守下さい。 

5) 座長集約の提出はありません。 

 

 

 

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。 

 

 

 

座長の皆様へのご案内とお願い 

 

質問をされる皆様へのご案内とお願い 

 

交通のご案内 
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AOSSA 8 階 

参加登録受付 

第 1 会場(県民ホール) 

第 2 会場(リハーサル室) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場案内図 
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AOSSA 6 階 

第 3 会場(研修室 607） 

第 4 会場(研修室 601BC） 

機器展示(レクリエーションルーム) 

会議室 1(研修室 602) 

会議室 2(研修室 603) 
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企業展示配置図 

 

 

 

 

①飲み物コーナー 

AOSSA 

レクレーションルーム 

⑪ピー・エス・ピー株式会社 

②日本メジフィジックス株式会社 ⑫株式会社東陽テクニカ 

③EIZO 株式会社 ⑬東洋メディク株式会社 

④株式会社ジェイマックシステム ⑭オリオン電機株式会社 

⑤コニカミノルタヘルスケア株式会社 ⑮GE ヘルスケアジャパン株式会社 

⑥株式会社 杏林システマック ⑯株式会社島津製作所 

⑦株式会社根本杏林堂 ⑰シーマン株式会社 

⑧シーメンス・ジャパン株式会社  ⑱株式会社マエダ 

⑨エイペックスメディカル株式会社 ⑲横河医療ソリューションズ株式会社 

⑩アミン株式会社 ⑳富士製薬工業株式会社 

㉑富士フイルムメディカル株式会社 
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第 1 日目 11 月 7 日(土) 

 

 

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30

9:30 9:30 9:30

10:00 セッション① セッション⑦ セッション⑬

CT-物理評価１ MRI-撮像技術 一般撮影-
10:00 1～6     　 FSE・DWI 画像評価　67～71

10:30 34～39　　　10:30

教育セミナー１ 10:30 10:30

「FDG-PETを用いた 10:40

11:00 放射線治療計画に セッション② セッション⑧ セッション⑭
ついて」 CT-物理評価２ MRI-撮像技術 一般撮影-FPD

7～12 ・その他 72～77
11:20 40～44

11:30 11:30 11:30

開会式　　　11：30

12:00 11:50

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

ランチョン１ ランチョン２ ランチョン３ ランチョン４ 中部支部

富士RIファーマー 第一三共 バイエル薬品 富士フィルム 理事会

　　　　　　株式会社 メディカル

13:00 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 技師会

12:50 中日本地域

部会年会 　13：10 会長会議

13:10 13:10 13:10

セッション③ セッション⑨ セッション⑮ 13:30

13:30 CT-性能評価 MRI-性能評価 治療-IGRT

14:00 13～19 45～49 78～84 13:40

シンポジウム 14:00 技師会

14:00 中日本地域

「整形領域の検査に 14:20 セッション⑩ 14:20 教育委員会

おける創意工夫や 14:20 MRI-造影剤 14:20

新たな検査技術 セッション④      ・その他 セッション⑯

15:00 への試み」 CT-撮影技術 50～54　　　14:50 治療-IGRT

20～24 　　・被ばく 15:00

15:10 15:00 85～90

15:20 15:20

15:20 セッション⑪

15:30 セッション⑤ 画像工学 15:30

CT- 55～60 セッション⑰

16:00 特別企画 コーンビームCT 治療-治療計画

25～28        16:00 16:00 呼吸性移動

「技術学会、技師会 91～95

が目指す国際化に 16:10 16:10 16:20

ついて」 セッション⑥ セッション⑫ 16:20

被ばく-計測 機器管理 セッション⑱

17:00 29～33 61～66 治療-治療計画

17:00 17:00 線量計算 17:00 17:00

17:10 96～100　17:10

17:10

特別講演

「放射線技師と

18:00 画像診断医を

結ぶもの」

18:10

意見交換会 ユアーズホテル４Ｆ美蓉の間 18:45～20：10

参
加
登
録
受
付

機
器
展
示

大会スケジュール 
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第 2 日目 11 月 8 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30

9:00 9:00 9:00 9:00

9:10 9:10

セッション⑲ セッション㉓

教育セミナー２ 治療-線量計測 核医学-画像 教育セミナー３ 9:30

101～105 PET CCRT

「診断参考レベル 10:00 120～124  10:00 「非造影MRAの 運営会議

10:00 を考える」 10:00 10:00 基礎と臨床応用」

セッション⑳ セッション㉔

治療-その他 核医学-PET 10:30 10:30

106～110 125～128　10:40

10:50 10:50 10:40

10:10 10:50 セッション㉗

11:00 11:00 11:00 セッション㉕

記念講演会 セッション㉑ 教育・骨密度 医療安全

「先端医療を支える 乳房 　　　　　・症例 139～145 11:30 11:30

放射線技術の『シー 111～115 129～133  11:40

ズ』　と　『ニーズ』」 11:50 11:40 11:50

12:00 11:50 セッション㉖

12:00 セッション㉒ 被ばくー防護

超音波

116～119　12:30 134～138   12:30

閉会式　　12:30

12:50

13:00

13:30

14:00
一般公開講座

「母娘で考える

子宮頸がん」

15:00

15:30

受
付 機

器
展
示
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第8回中部放射線医療技術学術大会 

 
 

 

 

 

 

「放射線技師と画像診断医を結ぶもの 

～ Radiologic・Anatomic・Pathologic Correlation ～」 

 

福井大学名誉教授 伊藤 春海  

司会：福井大学医学部附属病院 放射線部 安達 登志樹 

 
 

 

 

「技術学会、技師会が目指す国際化について」 
 

座長：公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 支部長 松浦 幸広 

公益社団法人   日本診療放射線技師会 副会長 佐野 幹夫 

 

「日本放射線技術学会が目指す国際化」 

公益社団法人 日本放射線技術学会 国際戦略委員長 宮地 利明  

 

「日本診療放射線技師会が目指す国際化」 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 会長 中澤  靖夫  

 

 

 

 

「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術への試み」 
 

座長：福井県立病院 放射線室 村中 良之   

福井大学医学部附属病院 放射線部 江端 清和  

 
「今、単純 X 線検査に求められること」 とうかい整形外科かわげ 難波  一能  

 

「動きで考える運動器超音波検査のススメ」 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 前田  佳彦  

 

「微小骨折・不顕性骨折に対する CT のアプローチの一案」 

労働者健康福祉機構 富山労災病院 中央放射線部 野水  敏行  

「整形外科領域における低磁場 Open MRI の撮像工夫」 

医療法人 社団双樹会 早徳病院 放射線部 吉田 幸泰  

企画プログラム 

特別講演 （第 1 日目 第 1会場 17：10～18：10） 

特別企画 （第 1日目 第 1会場 15：30～17：00） 

シンポジウム （第 1日目 第 1会場 13：30～15：20） 
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◆教育セミナー 1 （第 1 日目 第 1 会場 10：00～11：20）  

「FDG-PET/CT を用いた放射線治療計画について」 

座長：福井県済生会病院 放射線技術部 猪田  康二  

 
 

「放射線治療計画への FDG-PET/CT の導入」 福井大学医学部附属病院 放射線部 戸井  章子  

「FDG-PET 画像を放射線治療にどう生かすべきか 福井県立病院 核医学科 玉村  裕保  

 
 

◆教育セミナー 2 （第 2 日目 第 1 会場 9：00～10：50） 

「診断参考レベルを考える」 

座長：  藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木 昇一  

 やわたメディカルセンター 診療技術部放射線課 橋本 典子  

 
「知っておきたい！診断参考レベルの基礎知識」 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井  泰孝  

「Ｘ線 CT  の診断参考レベル」 公益社団法人 日本診療放射線技師会 専門職 諸澄  邦彦  

「一般撮影の DRLs について」 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 浅田  恭生  

「現状から考えるマンモグラフィの DRL」 

岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術学科 西出  裕子  

 
 

◆教育セミナー 3 （第 2 日目 第 4 会場 9：00～10：30） 

「非造影 MRA の基礎と臨床応用 ―MRI で血管を診るためのテクニック―」 

座長：富山大学附属病院 放射線部 森 光一  

 
 

「MRA の基本原理から最新技術まで」 日立メディコ MRI システム本部 原田  邦明  

「MRI で血管を診るためのテクニック ―非造影の体幹部を中心に―」 

磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科 寺田  理希  

 

 

 

 

 

「先端医療を支える放射線技術の『シーズ』と『ニーズ』」 
 

京都大学医学部附属病院 放射線部 東村 享治  

司会：公益社団法人日本放射線技術学会中部支部 支部長 松浦 幸広  

 

 

 

教育セミナー 

日本放射線技術学会中部支部 50周年記念講演（第 2 日目 第 1会場 11：00～12：00） 
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「母娘で考える子宮頸がん」 
 

福井大学医学部 産科婦人科学教授 吉田 好雄  

女優 仁科 亜季子 

 

司会：さかい  ちよみ。（アナウンサー） 

 

 
 

 

 

◆ランチョンセミナー 1  （第 1 会場） 共催：富士フイルム RI ファーマ株式会社 

「X 線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～改訂 2 版」の概要と役割～整形領域を中心に～」 

労働者健康福祉機構 富山労災病院 中央放射線部  野水敏行 

座長：福井大学医学部附属病院 放射線部  石田智一 

 

 
◆ランチョンセミナー 2  （第 2 会場）              共催：第一三共株式会社 

「ヨード造影剤～歴史から最新トレンド～」 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 造影剤部門 アプリケーションスペシャリスト  入江 弘幸  

座長：財団医療法人 中村病院 放射線技術部 部長 白崎 伸一郎 

 

 
◆ランチョンセミナー 3 （第 3 会場） 共催：バイエル薬品株式会社 

「MRI 造影剤の最新情報 ～ガドブトロール（ガドビスト 1.0M）の特性と臨床的有用性～」 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 水内 宣夫  

 

 

 

◆ランチョンセミナー 4 （第 4 会場） 共催：富士フイルムメディカル株式会社 

「ポータブル撮影の効率化を目指した バーチャルグリッドの開発」 

富士フイルム株式会社 R & D 統括本部 R & D 統括本部 画像技術センター 山田 雅彦  

「ポータブル撮影におけるバーチャルグリッドの使用経験」 

福井大学医学部附属病院 放射線部 藤本 真一 

座長：名古屋市立大学病院 中央放射線部 撮影技術係長 國友 博史 

 

 

 

 

 

一般公開講座 （第 2日目 第 1会場 13：30～15：30） 

ランチョンセミナー （第 1日目 12：00～12：50） 
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11 月 7 日 (土） 第 2 会場 
 
 

 

001 信号対雑音比を用いた逐次近似再構成 CT 画像の線量低減率評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 八木 亮輔 
 

002 微細な血管の描出におけるFull IR の有用性の検討 

磐田市立総合病院 高城 正宏 
 

003 逐次近似応用再構成による画質変化の検討 

福井大学医学部附属病院 放射線部 松田 祐貴 
 

004 Advanced Modeled Iterative Reconstruction (ADMIRE) の画質効果について 

東名古屋画像診断クリニック 画像技術課 田中 宏卓 
 

005 2 機種 CT 装置における物理評価の比較検討 

東名古屋画像診断クリニック 画像技術課 宮條 さとみ 
 

006 第 3 世代 Dual-source CTにおけるSnフィルタの有用性 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 舟本 和彰 
 
 

 

007 冠動脈 CTにおける至適スライス厚と再構成間隔の検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 岩原 健吾 

008 冠動脈 CT におけるベクトル演算を用いた motion artifact 低減効果の検討 

金沢大学大学院 医薬保健総合研究科 石川 貴彬 

009 撮影条件によるメタルアーチファクト低減ソフトの効果の検討 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 瀬戸 優麻 

010 唾液腺 CT における最適造影剤濃度とMetal Artifact Reduction 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 水野 恭佑 

011 高リン血症治療剤におけるアーチファクトの検討 

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 安田 憲幸 

012 高速二重螺旋スキャンにおけるpitch factor と画質の関係について 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 高須 千明 

一般演題プログラム 

セッション１ 

CT- 物理評価１ 9:30 ～ 10:30 座長 清水 明憲（厚生連高岡病院） 

セッション２ 

CT- 物理評価２ 10:30 ～ 11:30 座長 永澤 直樹（三重大学医学部附属病院） 

第 1日目 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

 

- 178 -  

 
 

013 同一メーカにおける最新及び準最新 CT 装置間の画質比較 

金沢大学 医薬保健学域 放射線技術専攻 近藤 紫友花 
 

014 診断参考レベルを考慮したX 線 CT 画像の低コントラスト検出能評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 山口  紗季  
 

015 ADCT の新型検出器と旧検出器の比較 

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 倉谷  洋佑  
 

016 異なるCT 装置による物理特性が血管描出能に与える影響 

福井大学医学部附属病院 放射線部 嶋田  真人  
 

017 異なる検出器を備えた二機種の CTにおける中心部と周辺部における解像度について 

聖隷三方原病院 水野  孝一  
 

018 超高精細 CTにおける空間分解能および部分体積効果に関する検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 土井 裕次郎 
 

019 超高精細 CT を用いた脳動脈瘤血管性状の評価 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 片岡  由美  
 

 

 

020 乳幼児の CTA 検査最適化の検討 

福井循環器病院 診療技術グループ 放射線科 山田  芳和  
 

021 CTAortography 撮影における体表面積を指標にした造影剤投与量算出法の有用性 

福井大学医学部附属病院 放射線部 佐藤 恵梨子 
 

022 肺がん CT 検診における撮影条件の検討 

浜松光医学財団 浜松 PET 診断センター 佐藤 真由美 
 

023 CT用小児固定具による画像への影響について～スキャン法の比較～ 

社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 井上  翔 
 

024 脳腫瘍術前 4D-CTを利用した新たなサブトラクション法に関する検討 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部 放射線技術科 和田  悠平  

セッション３ 

CT- 性能評価 13:10 ～ 14:20 座長 丹羽 伸次（中津川市民病院） 

セッション４ 

CT- 撮影技術 14:20 ～ 15:10 座長 水井 雅人（鈴鹿回生病院） 
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025 CBCTにおけるコリメータが画質におよぼす影響 

朝日大学歯学部附属村上記念病院 放射線室 大野  光生  
 

026 CBCT（コーンビームCT）における画像特性の基礎的検討 

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 山本  優貴  
 

027 歯科用コーンビームCT の短時間撮影における画質評価 

愛知医科大学病院 中央放射線部 長谷川 亜美 
 

028 Cone Beam CT(CBCT) 用MARアプリケーションの有用性 

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 土田  裕規  

 

 

 

029 半導体検出器を用いた半価層の測定 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 中林  夏音  
 

030 AAPM report No.111 によるCTDI の測定法における線量計の最適化に向けた検討 

金沢大学 医薬保健学類 保健学類 放射線技術科学専攻 小林  晶代  
 

031 ファントム内における線質変化の検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 松下  航大  
 

032 CT 検査に従事する診療放射線技師の水晶体被ばく線量に関する検討 

金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 山浦  雄太  
 

033 嚥下 CT 検査時のリクライニング角度が患者の被ばく線量に及ぼす影響の評価 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小林  正尚  
 

 

 

11 月 7 日 (土） 第 3 会場 
 

 

034 STIR 併用 propeller 法を用いた頚部領域撮像の検討 

福井大学医学部附属病院 放射線部 金本  雅行  
 

035 PROPELLER と Cartesian scan におけるT2 強調画像の磁化率アーチファクトの比較検討 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 森部  龍祐  
 

036 TSE DWI の歪みに関する基礎的検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 増元  光 

セッション５ 

CT- コーンビーム CT 15:20 ～ 16:00 座長 奥村 悠祐（石川県立中央病院） 

セッション６ 

被ばく- 計測 16:10 ～ 17:00 座長 嶋田 真人（福井大学医学部附属病院） 

セッション７ 

MRI-撮像技術FSE・DWI 9:30 ～ 10:30 座長 菅 博人（名古屋市立大学病院） 
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037 TSE DWIのボケに関する基礎的検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 前田  繁信  
 

038  Single Shot TSE DWI の臨床画像導入への検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 河野  泰成  
 

039  Readout-segmented EPI における Readout  partial fourier が画質に与える影響 

愛知医科大学病院 中央放射線部 遠藤  真 

 

 

 

040  Slice Encoding for Metal Artifact Correction（SEMAC）の検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 西井  厳夫  
 

041 ＴＨＡ前後における傍脊柱筋脂肪変性の変化についての検討 

名古屋整形外科人工関節クリニック 安藤  貴法  
 

042 腹部領域におけるLAVA 法の息止めと reduction factor に関する検討 

聖隷浜松病院 放射線部 小出  若葉  
 

043 静音化技術を用いた撮像音低減効果の検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 村瀬  弘樹  
 

044 LGE-MRI（Late gadolinium Enhancement-MRI)における最適 TI 時間の検討 

財団医療法人 中村病院 佐々木 基充 

 

 

 

045 格子ファントムを用いた3TMRIの歪みの検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 清水  郁男  
 

046 18ch 乳腺コイルのコイル特性の検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 若杉  奈央  
 

047 グラディエントコイルバージョンアップによる有用性の比較検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 岩瀬  秋吉  
 

048 膝関節 MRI 検査のコイル選択および基本性能の評価 

名古屋セントラル病院 中央放射線室 鈴木  智明  
 

049 3T MRI 装置用改良版 Posterior Head coil の基礎的検討 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 笠井  治昌  

セッション８ 

MRI-撮像技術・その他 10:40 ～ 11:30 座長 藤本 勝明（富山県済生会富山病院） 

セッション９ 

MRI- 性能評価 13:10 ～ 14:00 座長 荒井 啓介（福井県済生会病院） 
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050 ジャックナイフ位 MRIにおける脂肪抑制効果向上のための補助具の検討 

医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 庄田  隆志  
 

051 円背患者に対する画質改善の検討 

国家公務員共済組合連合会 名城病院 放射線部 村上  正悟  
 

052 Gd‐HP‐DO3AとGd‐BT‐DO3A の造影効果の比較 

名古屋共立病院 画像技術課 林部  昌弘  
 

053 ガドペンテト酸メグルミンとガドブトロールの T1 造影効果の比較 

東名古屋画像診断クリニック 画像技術課 築島  正拓  
 

054 市販サプリメントが MR 画像に与える影響について 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部 谷川  奈穂  
 

 

 

055 Signal-difference-to-noise ratio によるグリッドレス撮影の画質評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 上田 明日香 
 

056 スパースコーディング超解像処理（ScSR 処理）を用いた画質改善 

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 宮阪  洋亮  
 

057 近赤外光 CT 装置の改良－逐次近似画像再構成による画質改善－ 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 上半  隼也  
 

058 CT 画像を用いた頭部線状骨折の自動検出手法の開発～ファントムによる基礎的検討～ 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 山田 あゆみ 
 

059 ガボールフィルタとHOG 特徴量を用いた乳腺 MR 画像における乳腺形態の解析 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小野江 愛里 
 

060 乳房 X 線画像における構築の乱れの自動検出手法－偽陽性削除処理による性能改善－ 

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 山崎  瑞季  

 

 

 

061 モニタ輝度と環境照度が検像業務に与える影響 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 尾崎  一樹  
 

062 院内モニタの品質管理と読影時の室内環境光の影響の評価 

名古屋市立 緑市民病院 診療技術部 放射線技術科 橋岡  由佳  

セッション 10 

MRI-造影剤・その他 14:00 ～ 14:50 座長 林 弘之（金沢大学附属病院） 

セッション 11 

画像工学 15:00 ～ 16:00 座長 東出 了（名古屋市立大学病院） 

セッション 12 

機器管理 16:10 ～ 17:10 座長 水野 求（土岐市立総合病院） 
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063 血管撮影部門におけるオンラインマニュアル導入に関する検討 

福井赤十字病院 放射線科部 安藤  剛一  
 

064 造影剤自動注入器における精度管理についての検討 

医療法人 気象会 東朋八尾病院 放射線科 須賀  龍也  
 

065 医療機器管理においての検討 

十全記念病院 放射線部 中村  晃道  
 

066 放射線機器単独の非常用発電機の導入 

社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 渡邉  一正  

 

 

 

11 月 7 日 (土） 第 4 会場 

 

 

067 当院における仰臥位脊椎側面撮影の有用性 

愛知医科大学病院 中央放射線部 西村  学 
 

068 JSGIファントムを用いた幾何学的変化に伴う画質評価 

名古屋掖済会病院 中央放射線部 小栗  健太  
 

069 胸部ポータブル撮影条件の統一へ向けての検討 ―画質評価から― 

富山県済生会富山病院 和田  望未  
 

070 FPD 搭載型ポータブル装置による連続消化管撮影への応用 

大垣市民病院 診療検査部 外来放射線室 浦崎  昇平  
 

071 Slot   scan における重心動揺計を用いたmotion   artifact の評価手法について 

国家公務員共済組合連合会 名城病院 放射線部 山田  誠一  
 

 

 

072 散乱線除去処理の処理設定パラメータの違いによる画像への影響の検討 

福井大学医学部附属病院 放射線部 藤本  真一 

073 胸部 X 線動画イメージングのための体動補正法の開発 

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 松田 紘明 

074 手関節側面動態検査法を対象にした撮影補助システムの開発 

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻量子医療技術学講座 石田 悠葵 

075 FPD の実効エネルギー感度依存特性の検討 

福井大学医学部附属病院 放射線部 吉澤 沙織 

セッション 13 

一般撮影 - 画像評価 9:30 ～ 10:20 座長 川嶋 広貴（金沢大学附属病院） 

セッション 14 

一般撮影 -FPD 10:30 ～ 11:30 座長 西脇 祐太（名古屋市立大学病院） 
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076 長尺撮影用フラットパネルディテクタの基礎的検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 前田  圭太  
 

077 視覚評価および正規化順位法を利用した撮影条件の適正化に関する検討 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 丸山  裕輝  
 

 

 

078 頭頚部 IMRT における患者固定精度の検討 

愛知医科大学病院 安藤  未央  
 

079 陽子線治療における CT 自動位置決めシステムの精度検証 

福井県立病院 放射線室 安川  裕 
 

080 陽子線治療における CT 位置決めを用いた肝臓がん治療の基礎的検証 

福井県立病院放射線室 佐賀  友輔  

 
081 前立腺がん陽子線治療における CT 位置決めシステムを利用した骨盤内臓器の変化と線

量解析についての検証 福井県立病院 放射線室 南 大樹  
 

082 骨盤部画像誘導放射線治療における骨自動照合成功率の評価 

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 北川  雅康  
 

083 Deformable Image Registration に対する新しい評価指標 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 長野  晃 
 

084 前立腺 IMRT における超音波装置を用いた膀胱体積測定の有用性 

愛知医科大学病院 中央放射線部 中村  和彦  

 

 

 

085 人体ファントムを用いたリニアック kV-CBCT における骨盤部被ばく線量測定 

名古屋大学医学部付属病院 川端 文隆 

086 当院におけるリニアック2 機種の Cone-Beam CTによる患者被ばく線量比較 

愛知医科大学病院 中央放射線部 南 佳孝 

087 X 線シミュレータとOn-board   imager を用いた CBCT と CT の CTDI の比較 

三重大学医学部付属病院 中央放射線部 中井 瑞記 

088 kV ベースの IGRT における被曝線量の訪問測定 

金沢大学附属病院 放射線部 室井 大志 

089 Tomotherapy における Dynamic Jawを用いたペースメーカーの線量評価 

福井県済生会病院 放射線技術部 吉本 直也 

セッション 15 

治療 -IGRT 13:10 ～ 14:20 座長 内藤 雅之（三重大学医学部附属病院） 

セッション 16 

治療 -IGRT・被ばく 14:20 ～ 15:20 座長 江口 佑太（名古屋市立大学病院） 
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090 コリメータを用いた陽子線スキャニング照射における中性子周辺線量当量の推定モデル作成 

名古屋大学大学院 医学系研究科 關原 恵理 
 

 

 

091 放射線治療計画用４DCT の呼吸条件が物理特性に及ぼす影響 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 宮地 孝徳 

092 Prospective 同期 CT 撮像における遅延時間がITV に及ぼす影響 

名古屋大学大学院 医学系研究科 鈴木 直樹 

093 金属マーカーを用いた肺定位放射線治療における腫瘍位置の定量的解析 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 北川 裕人 

094 高精度放射線治療専門装置における動体追尾照射の精度検証 

大垣徳洲会病院 放射線科 高田 勇馬 
 

095 スポットスキャニング陽子線治療における線量計算システムを用いた呼吸性移動に関する検討 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 上島  佑介  

 

 

 

096 放射線治療計画 CT における金属アーチファクト低減ソフトウェアの基礎的検討 

静岡県立静岡がんセンター 放射線治療科 村松 典明 

097 体厚減少が線量分布に与える影響―ファントム評価― 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 吉永 真奈 

098 脳定位放射線治療における線量計算アルゴリズムの比較 

愛知医科大学病院 中央放射線部 青山 貴洋 

099 モンテカルロ法を用いた高エネルギー電子線カーネルの計算 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 菊地 慧史 

100 スポットスキャニング陽子線治療における線量計算システムの環境構築 

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 濱野  裕 

セッション 17 

治療-治療計画・呼吸性移動 15:30 ～ 16:20 座長 金田 達也（福井県立病院） 

セッション 18 

治療-治療計画・線量計算 16:20 ～ 17:10 座長 小島 礼慎（金沢大学附属病院） 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

 

- 185 -  

11 月 8 日 (日） 第 2 会場 
 

 

 

101 X 線を用いた相互校正における外部モニタが与える影響 

福井大学医学部附属病院 笹本  耕平  
 

102 Flattening Filter Free ビームの水吸収線量計測における Prp の検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 金田  直樹  
 

103 付加フィルタを用いた電子線深部線量分布の最適化 

名古屋大学大学院 医学系研究科 島田  星良  

 
104 Gafchromic Film と多列半導体検出器型線量検証システムによる前立腺 IMRT プラン検証結

果の比較 岐阜県立多治見病院 中央放射線部 佐賀  将人 
 

105 拡大照射陽子線治療において軸外線量比が field size factor の軸外距離依存性に与える影響 

名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 医用量子科学分野 北川  智基  

 

 

 

106 コバルト60 定位手術的照射装置の治療において異なる血管撮影装置間の幾何学的精度の比較 

偕行会 名古屋共立病院 医療技術部 画像技術課 小栗  佑太  
 

107 ゲル線量計を用いたアイソセンタの位置精度評価の試み 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学学科 金武  建佑  
 

108 照射野が限定されている装置における乳房接線照射の可能性 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鬼頭  彩音  
 

109 三次元スキャナ技術による乳房照射中の体表面動態解析 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 中神  史恵  
 

110 高精度放射線治療装置のための品質管理プログラムの策定と管理シートの作成 

医療法人 徳洲会 大垣徳洲会病院 中江  寛樹  
 

 

 

111 MicroDose Mammography SI の精度管理に関する基礎的検討 

名古屋大学医学部附属病院 山本  香澄  
 

112 DIGIMAMファントムを用いた日常管理に関する検討 

名古屋大学医学部附属病院 河合  菜月  

セッション 19 

治療 - 線量計測 9:10 ～ 10:00 座長 白崎 展行（富山大学附属病院） 

セッション 20 

治療 - その他 10:00 ～ 10:50 座長 鎌田 茂義（岐阜県立多治見病院） 

セッション 21 

乳房 11:00 ～ 11:50 座長 辻 孝枝（城北病院） 

第 2日目 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.18   (2016) 

 

- 186 -  

113 モンテカルロ法を用いたマンモグラフィにおける平均乳腺線量の算出 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 梁川 奈津子 
 

114 モンテカルロ法を用いたマンモグラフィにおける被写体コントラストの検討 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 田町  瑞穂  
 

115 月経周期各時期におけるマンモグラフィ圧迫時の乳腺変化 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 川口  菜摘  

 
 

 

116   乳腺腫瘤における Shear Wave Elastography(SWE) の初期的検討 

医療法 ft 豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部 放射線技術科 山口 奈津季 

117  演題取り下げ 

 

118  超音波検査で診断し得た精索静脈瘤の一例 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 日比 亮輔  

119  当院における野球肘検診の取り組み 

福井県済生会病院 放射線技術部 中垣内 雅弥 

 

 

11 月 8 日 (日） 第 3 会場 
 

 

120 線条体シンチにおけるSPECT 撮像時間の検討 

聖隷浜松病院 松尾  長昌  
 

121 SBR の標準化に向けた多施設検討 

鈴鹿回生病院 放射線課 南 紀夫  
 

122 骨シンチグラフィ診断支援ソフトを用いた SPECT の定量評価 

愛知医科大学病院 中央放射線部 伊藤 ありさ 
 

123 全身 PET/CT 画像を用いた乳腺腫瘍および腋窩転移の自動検出に関する基礎的検討 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 箕浦  菜月  
 

124 PET/CT 画像を用いた肺結節の悪性度自動解析 

～複数の特徴量とランダムフォレストによる解析手法の開発～ 

藤田保健衛生大学 医療科学部 寺本  篤司  

セッション 22 

超音波 11:50 ～ 12:30 座長 澤口 信孝（富士市立中央病院） 

セッション 23 

核医学 - 画像 9:10 ～ 10:00 座長 澤田 通文（浜松医科大学附属病院） 
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125 PET-CT 装置における continuous bed motion 収集と step and shoot 収集の比較 

－均一性，雑音による画質評価－ 

福井大学医学部附属病院 放射線部 吉岡 千絵 
 

126 連続寝台移動 PET-CT における呼吸同期収集での収集時間の検討 

静岡県立 静岡がんセンター 画像診断科 多田 宏臣 
 

127 視野外から受ける散乱線の影響についての検討 

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 
 

128 FDG-PETにおける心筋の生理学的集積に関する検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 東 里和 
 

 

 

129 Propolis  は THA 術後の Stress shielding を抑制するか。 

―力学的ストレス低下モデルマウスによる基礎的研究― 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 大橋 美保子 
 

130    BMI が腰椎正側 BMD 値に及ぼす影響の検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 多和田 有花 
 

131 RAP-C で正常胸部 X 線画像を正しく学ぶ教育実践モデル 

～受講者と指導者が共に成長する Mini 寺子屋～ 

福井大学医学部附属病院 放射線部 上坂 秀樹 
 

132 RAP-C で正常胸部 X 線画像を正しく学ぶ教育実践モデル 

～ Mini 寺子屋を受講することで得た変化～ 

福井大学医学部附属病院 放射線部 増永 麻衣奈 
 

133 診断に難渋したエキノコックス症例とそこから学んだ地域性疾患 

市立敦賀病院 医療技術部 放射線室 田泉  智明  

 

 

 

134 血管造影装置の更新における患者被曝線量の評価 

福井県済生会病院 放射線技術部 小林  鉄也  
 

135 新しい散乱線線量分布測定法の基礎検討 

聖隷三方原病院 画像診断部 鈴木  涼亮  

セッション 24 

核医学 -PET 10:00 ～ 10:40 座長 中森 由浩（公立小浜病院） 

セッション 25 

教育・骨密度・症例 10:50 ～ 11:40 座長 前田 佳彦（刈谷豊田総合病院） 

セッション 26 

被ばく - 防護 11:40 ～ 12:30 座長 五十嵐 哲郎（石川県済生会金沢病院） 
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136  ハイブリッド手術室においてコーンビームＣＴで上腹部を撮影した際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  

 

137  当院の肝ダイナミック CT 検査で患者が受ける線量の実態 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 石賀 慎基  

 

138  当院の肝ダイナミック CT で患者が受ける線量の装置間格差について 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

 

 

11 月 8 日 (日） 第 4 会場 

 

139  CT 造影検査での造影剤副作用発生傾向の調査 

富山大学附属病院 放射線部 熊野  恵 

 

140  造影 CT 検査におけるeGFR 表示の有用性に関する検討 

富山大学附属病院 放射線部 堀田 大雄 

 

141  タブレット端末を用いた造影剤認証システムの構築 

JA 愛知厚生連 江南厚生病院 放射線技術科 古田 和久 

 

142  当院の MRI 検査における事故と、その後の安全対策への取り組み 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院放射線部 栗林 武志 

 

143  小線源療法における医療事故防止のための安全運用体制の構築 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 江上 和宏 

 

144  一般撮影室における患者急変時初期対応シミュレーションの有用性 

大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室 喜早 亮介 

 

145  多職種を含めた造影剤アレルギー初期対応シミュレーションの必要性 

大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室 市川 宏紀 

 

 

 

セッション 27 

医療安全 10:40 ～ 11:50 座長 野田 孝浩（大垣市民病院） 
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001 信号対雑音比を用いた逐次近似再構成 CT 画像の線量 

低減率評価 
002 微細な血管の描出における Full IR の有用性 

の検討 

0 03 逐次次近近似似応応用用再再構成成にによよるる画質変変化化のの検検討 004  AdvancedModeledIterative Reconstruction 

(ADMIRE)の画質効果について 

 

  発表（第 1 日目）  

 

（9:30 ～ 10:30） 
 
 

 
 
 

○八木 亮輔 1、伊藤 翔太 2、市川 勝弘 3 

 

1金沢大学医薬保健学域  保健学類 放射線技術科学専攻 
2医薬保健総合研究科 保健学専攻、 
3医薬保健研究域保健学系 

 

【目的】被ばく低減を目的とした逐次近似画像再構成法であ る 

SIEMENS の  ADMIRE について signal-to-noise ratio (SNR) 

による画質指標をその前バージョンである SAFIRE と比較検 討

した． 

【方法】ADMIRE 画像と SAFIRE 画像はそれぞれ CT 装置

の Somatom Force と，Somatom Definition Flash で取得し

た． Circular Edge 法を用いて軟部組織等価物質（ΔHU=約 60） 

の円柱ファントムを 120kV で 2.5～20 mGy の線量にて撮影 し，

MTF を測定した．また 20cm 径の水ファントムを同様の条 件で撮

影し noise power spectrum (NPS)を測定した．得られ た 

MTF と NPS から  SNR を算出し  filtered back 

projection(FBP)画像と比較した． 

【結果】ADMIRE では FBP に比して 2.5～20mGy において約 1.6 

倍の SNR が得られた（0.1cycles/mm の値）．SAFIRE でも同等 で

あったが 2.5mGy で 1.4 倍となった．ADMIRE の 5mGy 以上で 

MTF が高く，SNR の顕著な向上がみられた．SNR の増加率から 約 

37％の線量低減率が示唆された． 

○高城 正宏、神谷 正貴、鈴木 敏之、八重樫 拓  

宮崎健介 

磐田市立総合病院 

 

 

【目的】当院においては各種再構成法 FBP、IR（以下 iDose）、 Full 

IR(以下 IMR）を用いた画像が出力可能である。今回、ど の再構成法

が微細な血管の描出に優れているのか検討したの で報告する。 

【方法】コントラスト差 100 の円柱ファントムを線量変化させ スキャ

ンし、radial edge 法にて MTF を算出した。また水ファ ントムを線

量変化させスキャンし、radial frequency 法にて NPS を算出した。

これらより SNR を求め比較検討を行った。 

【結果】IMR は iDose、FBP よりも SNR が高かった。FBP、iDose 

は高周波側で SNR は低下したが、高強度の IMR では高周波側でも 

SNR は保持される傾向があった。また、全ての再構成法にて、線量の減少

に伴い SNR は低下した。 

【結論】FBP、iDOSE 画像と比較し、IMR 画像は SNR が高いため、 

微細な血管の描出能に優れていることが示唆された。IMR を用い 

ても低線量撮影ではSNRの低下がみられ、微細な血管の 描出 

をする際は、撮影線量に注意が必要である。 

 
 

  
 

○松田 祐貴、丸山  力哉、石田  智一、安達 登志樹 ○田中 宏卓、山室 修、築島 正拓、佐々 木 駿     
宮條 さとみ 

 

福井大学医学部附属病院 放射線部 東名古屋画像診断クリニック 画像技術課 

 

【目的】逐次近似応用再構成法(ASiR)はノイズ低減と被ばく 低減に

寄与する。ASiR による画質の変化を検討すべく、ASiR の割合を変

化させて FBP 法との比較検討を行った。 

【方法】GE 社製の CT750HD を用い、自作のワイヤーファント ム

で ASiR を変化させ MTF を測定した。また、CT 値差 120HU の 

ラダー フ ァントム で 管 電 流 100,250,500mA 、 

ASiR10,30,50,70,100%と変化させ軟部及び骨条件の再構成 

関数でのプロファイルを測定した。また、水ファントムで管 電流 100

～800mA まで 50mA ずつ、ASiR20,50,100 と 変化さ せ SD を

測定した。 

【結果】MTF は ASiR による変化はなかった。コントラストは、 

ASiR が大きくなるほど低下したが、その変化は線量及び再構 成関数

で異なっていた。ノイズは ASiR が大きくなるほど低 下し、その低

下量は低線量で大きかった。 

【考察】ASiR の割合によるノイズの低減効果は低線量域で期 待され

る。線量及び再構成関数により ASiR の割合を変化さ せる必要性が

あると考える。 

【目的】当院に SOMATOM Force(SIEMENS)が導入され

た.Force には逐次近似画像再構成法である Advanced Modeled 

Iterative Reconstruction(ADMIRE)が搭載されている.逐次近似

画像は解像度を劣化させるという報告があるが,今回 ADMIRE が

どのよ うな効果を示すか検討した. 

【方法】評価項目は MTF と NPS で,それぞれ FBP と ADMIRE にて 

画質を比較.線量は CTDI10mGy,5mGy,2mGy とし,MTF はワイ

ヤー 法とラジアルエッジ法で解析.ラジアルエッジ法のアクリル周 囲

は水,希釈造影剤の条件下で画質を評価した. 

【結果】MTF,NPS とも ADMIRE により画質が向上した.しかし, 

ラジアルエッジ法による MTF 解析では,低 CNR 状況下になるほ ど

ADMIRE は FBP と同様,もしくは劣化させてしまう結果を示し 

た. 

【結論】ADMIRE によりエッジが強調され辺縁は鮮明になる事 が

わかった.コントラストや線量の影響を大きく受け,CNRの状 況次第

で ADMIRE の効果が変わる事が確認できた. 

 

 

セッション 1 CT- 物理評価１ 

 
一 般 演 題 発 表 
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005 2 機種の CT 装置における物理評価の比較検討 006 第 3 世代Dual-source CT における Sn フィルタの 

有用性 

007 冠動脈 CT における至適スライス厚と再構成間隔の検討 008  冠動脈 CT におけるベクトル演算を用いた
motion artifact 低減効果の検討 

 

 

 

  
 

○宮條 さとみ、山室 修、田中 宏卓、築島 正拓     
佐 木々 駿 

東名古屋画像診断クリニック  画像技術課 

 

 

【目的】当院に SOMATOM Force(SIEMENS)が導入され

た． Biograph 40 は画像再構成法が Filtered Back 

Projection(FBP)のみであるが、Force には逐次近似画像再構成法

Advanced Modeled Iterative Reconstruction(ADMIRE) が

新たに搭載されている．今回，2 つの装置の物理評価の比 較，及び 

ADMIRE の効果を検討した． 

【方法】Catphan を用いて CNR と SSP を解析した．両機種間 で

同等の CTDI となるよう線量を調整し，再構成関数はノイズの周波数

特性が同等になるものを選択した．また，CNR は ADMIRE 

との比較も行い，SSP はピッチを変化させた場合の解 析も行った． 

【結果】Force は Biograph 40 と比較し、FBP でも CNR は向上 し

た．さらに，ADMIRE により CNR は向上し，被ばく低減が期 待で

きる．SSP は Force の場合，0.6mm 厚設定でも実効スライ ス厚の増

加を抑制することができたが，ピッチを大きくする と増加傾向にある

ので撮影時は注意が必要である． 

○舟本  和彰 1、入江 亜希 1、小林 晶代 1、松下 航大 1
 

山浦 雄太 1、松原 孝祐 2、越田 吉郎 2、橋本 将彦 3
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【目的】第 3 世代 Dual-source CT において、Sn フィルタによ るエ

ネルギーの変化と画像への影響を検討した。 

【方法】第 3 世代 Dual-source CT(SEIMENS SOMATOM 

Force)で Catphan(The Phantom Laboratory 製)の低コントラス

ト検出能 測定用モジュールの画像を Sn フィルタを挿入した 

Sn100kV と 従来の管電圧(120、100、80、70kV)で取得し、

volume CT dose index(CTDIvol) が 1.5 、 0.75 、 0.33 、 

0.15mGy で の contrast-to-noise ratio (CNR)を算出した。ま

た、鉛ボック ス法で各管電圧の半価層を測定し、実効エネルギーを

算出し た。結果：CNR は管電圧による差は認められなかった(p＞0.01)。 

実効エネルギーは Sn100kV で 75keV となり、120kV での 

58keV より高い値を示した。 

【考察】Sn フィルタにより低エネルギー成分が減少し、実効 エネル

ギーは高くなるが CNR の低下は認められなかった。よっ て、Sn フィ

ルタによる spectral shaping は、CT の新たな手法 として広く展開で

きる可能性がある。 

  

 

  
                                           （10:30 ～ 11:30） 

 

 
 
 

○岩原 健吾 1、伊藤 翔太 2、市川 勝弘 3 
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【目的】冠動脈 CT のスライス厚（ST）や再構成間隔（SI） など

の技術的条件は，関連学会のガイドラインには示されて いない．そこ

で，模擬狭窄を有する血管ファントムを用いて， スライス厚と再構成

間隔が狭窄率評価に与える影響を評価 した． 

【方法】20 cm 水ファントムに，4.8 及び 2.8 mm 径で，CT 値 が

約 300 の血管ファントムを固定した．130 kV，60 mGy にて 撮像

し，ST = 1.0 mm において SI = 1.0, 0.5, 0.4 mm，ST = 

0.75 mm において SI = 0.7, 0.4 mm とし，2 種のフィルタ関 数

（B35，B46）で再構成した．解像特性はワイヤー法にて， スライス

厚は，マイクロコイン法にて測定した． 

【結果】4.7 mm 径では，ST = 1 .0mm と 0.75 mm はほぼ同等 で

あった．2.8 mm 径では，0.75 mm が優れており，SI = 0.7 の狭

窄率（真値：0.5）が 0.22～0.34，SI= 0.4 では 0.40～ 0.46 とな

り，2.8 mm 径で SI による影響が顕著であった．フ ィルタ関数の影

響は認められなかった． 

○石川 貴彬 1、塩原 崇志 2、古賀 義之 2、川村 忠 2 

齋藤 徳利 2、檜山 征也 2、市川 勝弘 3
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【目的】冠動脈 CT におけるベクトル演算を用いた motion 

artifact(MA)低減技術 SnapShot Freeze(以下，SSF)の MA 低減 

効果を評価した． 

【方法】CT 装置として，64 列 multi detector CT，Optima660 

Discovery Edition(GE)を使用して 2015 年 2 月から 2015 年 6 月ま

でに冠動脈 CT を施行した 37 症例において，SSF を使用し ないハーフ

再構成(以下，HF)，マルチセクタ再構成(以下，MS)， SSF を使用した

ハーフ再構成 (以下，SSF-HF)の 3 法で画像再 構成を行った．画像処理

ワークステーション AZE VirtualPlace 雷神(AZE)を用いて，拡張中

期と収縮末期における各冠動脈の 16 segment (AHA 分類)を CT 担

当技師 3 名で MA について 5 点法で視覚評価を行った． 

【結果】SSF-HF は HF に比べ，拡張中期では平均視覚評価スコ アは

平均 8.4%増加し，16segment 中 12segment で有意な増加であった

(P＜0.05)． 収縮末期では平均視覚評価スコアは全 segment で

平均 29.2%増加した(P＜0.05)． 
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009 撮影条件によるメタルアーチファクト低減ソフトの効 
果の検討 

010 唾液腺 CT における最適造影剤濃度と Metal 
Artifact Reduction 

011 高リン血症治療剤におけるアーチファクトの 検討 012 高速二重螺旋スキャンにおける pitch factor と 
画質の関係について 
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○水野 恭佑 
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【目的】撮影条件におけるメタルアーチファクト低減ソフト 

（SEMAR）の効果を、Gumbel 評価法を用いて検討したので報 告

する。 

【方法】水を満たしたペットボトル内に髄内釘インプラント を挿入

し、管電圧 120kV 一定の下で撮影条件、スキャン方式 を変化させ撮

影し、FBP、FBP+SEMAR（以下 SEMAR）で再構成 をした。

これらを Gumbel 評価法により解析を行った。 

【結果】少ない列数、低ピッチで撮影した方がアーチファク トは低減

された。また FBP と比べ SEMAR はどの撮影条件でもアーチファ

クト量は低減された。 

【考察】スライスあたりのデータ量が増える程アーチファク トは低

減すると考える。今回メタルアーチファクト発生源の CT 値は 

8000HU と高い為、撮影条件によらず安定して SEMAR による低

減効果が得られたと考える。 

【結語】少ない列数、低ピッチ、速い RT で撮影した方がメタルア

ーチファクトは低減され、SEMAR を使用すると更にアーチファク

トは低減される。 

【目的】唾液腺 CT の Dual energy imaging では，唾石と唾液 管の

ような細い管を通る造影剤の濃度によって分別が困難な 場合があ

るので，最適濃度を検討した。また歯の金属からのア ー チ フ  ァ ク

ト を 想  定 し ， Iterative Metal Artifact Reduction(以下 

iMAR)によるアーチファクト除去による影響 を評価した。 

【方法】希釈造影剤で満たしたφ2mm の模擬唾液管に唾石を配 置し

たファントムを作製し，撮像を行った。Dual energy 

imaging を利用し，virtual non-contrast(VNC)画像での造影 剤

濃度の違いによる描出能を比較した。また下顎ファントムにて iMAR 

による評価を行った。 

【結果】造影剤濃度は 10％程度にて造影剤と唾石の分別が良 好であ

った。iMAR 後の VNC 画像では歯の金属によるアーチファクトが軽

減された。 

【考察】10％程度希釈造影剤にて良好な分別を行うことが可能であっ

た。iMAR によりアーチファクトが軽減され，歯の金属 がある場合で

も有効な技術であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 
  

 

○安田 憲幸、塚原 陽平、三好 利治、鈴木 亮祐           
土田  裕規、八神  興季、岡田 仁志 
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【目的】Metal Artifact Reduction を用いた画像(以下 MAR) 及

び Dual Energy 撮像にて高リン血症治療剤から発生するア ーチフ

ァクトが低減可能か検討した． 

【方法】腹部模擬ファントムを作成し,各方法にて撮像し た.1:

定量評価は,ファントム内の骨等価物質と血管模擬物質 3 種類の 

CT 値を測定した.仮想単色 X 線画像(以下 MI) は,120kVp 

の CT 値と同等の keV を算出した.2:定性評価は,ア ーチファクト

の増減を 5 段階視覚評価した. 

【結果】1:MAR は CT 値の変動が殆ど無く,MI は keV の変化に よ

り CT 値が変動した.2:MAR はアーチファクトが軽度低減 

し,MI は高 keV ほどアーチファクトが大幅に低減した. 

【考察】MAR は,MAR 無の画像上にないアーチファクトが出現 す

るため,アーチファクトの低減を必ずしも期待できる手法 ではな

いことが示唆された.Dual Energy 撮像は, keV により 物質の 

CT 値が変動するため,アーチファクトが低減する高 keV 画像と 

120kVp の CT 値と同等の画像の提示が必要である. 

○高須 千明、山崎 暁夫、久保岡 直哉、若林 里紗    
永澤 直樹 

三重大学医学部附属病院  中央放射線部 

 

【目的】高速二重螺旋スキャンにおけるpitch factor (PF)と

画質の関係をファントム実験にて評価した。 

【方法】検討対象の高速二重螺旋スキャンは Siemens 社製 

Definition Flash 搭 載 の  Flash Spiral(FS) お よ び 

SOMATOM Force 搭載の  Turbo Flash Spiral(TF) とし 

Catphan700 を撮影 した。撮影管電圧は 120kV、PF は 1.6, 2.0, 

2.4, 2.8, 3.2、 線量は 7mGy とした。視覚評価にて空間分解能とヘ

リカルアー チファクトを、定量評価にて SSPz、CNR、NPS を求め

た。 

【結果】空間分解能はどの PF においても違いはみられなかっ た。ヘ

リカルアーチファクトは FS では PF の上昇に従い大きく 増えたが TF 

では増加はわずかであった。SSPz は PF の上昇に 従いわずかに半値

幅が増加した。CNR は FS では PF が上がるに 従いわずかに減少し

たが TF では PF が 3.2 のときのみ上昇し た。NPS は FS、TF ともに

カーブ形状は同等であった。 

【結論】本結果は高速二重螺旋スキャン使用時の PF を決定す る際に

有用である。 
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013  同一メーカにおける最新及び準最新 CT 装置間の画質 
比較 

014 診断参考レベルを考慮したX線CT画像の低コントラスト 
検出能評価 

015  ADCT の新型検出器と旧検出器の比較 016 異なるCT 装置による物理特性が血管描出能に与える影響 
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【目的】マルチスライス CT 装置の進化はめざましく，回転の 高速化や

列数増加だけでなく装置仕様では検出器の性能向上 も述べられた．

そこである CT 装置メーカの最新（A）及び準 最新（B）装置の画質

を signal-to-noise ratio (SNR)により 比較し、その性能向上の程度

を評価した． 

【方法】ワイヤー法にて MTF を測定した。また 20 及び 30 cm 

径の水ファントムを 80～120 kV，2.5～20 mGy，スライス厚 

=1.0 mm で撮影しその画像から noise power spectrum (NPS) を

測定した。またマイクロコインにより実効スライス厚を測 定した。また

得られた MTF と NPS から SNR を算出し比較した。 

【結果】スライス厚は、ほぼ同一（A:1.225, B: 1.235）であ った。

20 cm 径では、線量及び管電圧が下がるほど，SNR の A に対する B 

の倍率は増加し、80 kV，2.5 mGy では約 1.8 倍、 30 cm 径では、

約 2 倍となった。よって、最新装置の検出率 の性能向上は低線量、低

管電圧において顕著であった。 
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【目的】診断参考レベル（diagnostic reference level: DRL） また

はガイドラインの参考レベルにおける低コントラスト検 出率を Rose 

model の signal-to-noise ratio（以下，Rose SNR） を（認識閾値：5

～8）考慮しつつ pre-whitening SNR を用いて 評価した． 

【方法】CT 装置として 16 列マルチスライス CT である Somatom 

Emotion（Siemens）を使用した．ワイヤー法にて MTF，20 cm 

径水ファントム画像から noise power spectrum（NPS）を測定 し，

MTF2/NPS より pre-whitening SNR を算出した．肝細胞癌造 影時

の wash-out を考慮した 10 mm 径，ΔHU=10，胸部 CT 検診 を考

慮した 5 mm 径，ΔHU=100 での視覚的検出率を 100 枚のラ ンダム

画像を用いて試験し，Rose SNR の閾値と比較した． 

【結果】腹部の DR（L 20mGy）及び胸部検診の参考レベル（2.6mGy） に

おいて Rose SNR の閾値である 8 のそれぞれ 2 倍と 1 倍とな り，これ

らの線量レベルは対象の認識に十分であることが示唆 された． 
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【目的】東芝社製 Aquilion ONE VISION Edition にこの度新 型

の検出器が搭載された。また逐次近似応用再構成 AIDR 3D の 

VersionUp もなされた。今回、われわれは新型検出器と旧 検出器で

基礎データを取得し、比較検討を行ったので報告す る。 

【方法】Catphan を管電流、スライス厚、AIDR3D を変化させ 新

旧の装置でスキャンした。この時装置の表示 CTDI・DLP が 同じこ

とを確認した。ノイズは SD、NPS を。高コントラスト 分解能は 

MTF を。低コントラスト分解能は CNR をそれぞれ求 めた。 

【結果】新型検出器では全ての条件において SD、NPS の改善 が見

られた。CNR、MTF も向上していた。小焦点では、大焦点 よりも 

MTF がよくなった。 

【考察】新型検出器は加工精度が高く、検出部でのクロスオ ーバー

光が低減され、焦点サイズが小さくなったことから MTF の向

上が見られたと考える。SD、NPS については、電気ノ イズが低減さ

れ、検出器素材の最適化により改善されたもの と考える。 
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1福井大学 医学部 附属病院 放射線部、2富山大学 附属病 院  放射
線部、3 金沢大学  附属病院  放射線部、4 金沢大学  医 薬保健研究域  
保健学系 

 

【目的】CT における低管電圧撮影は造影効果を高めるために有 用とさ

れている。今回物理特性の異なる CT 装置において、腹 部において低

管電圧撮影が有効か模擬血管ファントムを用い て検討した。 

【方法】4 社(SIEMENS,GE,PHILIPS,TOSHIBA)の  

CT 装置を用いて，管電圧(140,120,100,80kV)を変化させ、 

ポリウレタン製の 模擬血管を封入した 30cm 径の水ファントムの 

撮影を線量一定 で行った。また、逐次近似応用再構成の影響についても 

検討し た。血管のプロファイルをとり、プロファイルの最大 CT 値と 

画像 SD から PNR(peak-to-noise ratio)を算出し描出能を評価 した。 

【結果】管電圧の低下に伴い PNR は上昇したが、100kV と 80kV で

は PNR の改善はほぼ見られなかった。また、逐次近似再構成 を用いる

ことで PNR は上昇した。 

【考察】PNR で大きな差がないことより、100kV が望ましいと 考え

る。装置によっては 80kV を使用する場合、逐次近似再構 成を用いる

ことで PNR も向上し、有効である。 

 

 

セッション 3 CT- 性能評価 
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017 異なる検出器を備えた二機種の CT における中心部と
周 辺部における解像度について 

018 超高精細 CT における空間分解能および部分体積 効果
に関する検討 

019 超高精細 CT を用いた脳動脈瘤血管性状の評価 
 
 

020 乳幼児の CTA 検査最適化の検討 

 

 

 
  

 

○水野 孝一 1、鈴木 涼亮 1、中野 仁 1、鈴木  千晶 2 

望月卓馬 3、渡辺 浩一 3
 

 

1聖隷三方原病院 2聖隷健康サポートセンター
Shizuoka 3聖隷浜松病院 

 

【背景】近年注目されているガーネット検出器を用いた CT 装置では

従来の装置より画質が向上していると言われているが 周辺部の画質

についての報告は少ない. 

【目的】検出器の異なる二種類の CT を用いて中心部および周辺部に

おける解像度を比較,検証する. 

【方法】Discovery CT750HD(GE 社製)と.Light Speed ultra16 

のそれぞれで自作ワイヤーファントムを撮影しラジアル法に て 

MTF を測定した. その際 off center での測定も行い,再構 成関数は 

Bone plus を用いた. 

【結果】10％MTF の値は Light Speed ultra16 が Discovery 

CT750HD より僅かに勝る結果となったがハイレゾモードを使 用

した場合,Discovery CT750HD が Light Speed ultra16 と比 較

して非常に高い MTF を示した. 

【考察】ガーネット検出器を搭載した機種はハイレゾモード で撮影

しなければその性能を生かせないが,同モードを使用 した場合は

周辺部であっても非常に高い解像度を得られる. 

○土井 裕次郎 1、松本 良太 1、片岡 由美 1、木野村 豊 1 伊藤  
雄也 5、辻岡  勝美 5、藤井  健二 4、外山  宏 2 片田 和広 3

 

 
1 藤田保健衛生大学病院  放射線部、2 放射線医学教室、3 先端画 像診
断共同研究講座、4 東芝メディカルシステムズ株式会社、 5藤田保健衛
生大学 医療科学部 

 

【目的】当院に導入された超高精細 CT は、極小の焦点サイズ および 

0.25mm スライス厚で撮影可能である。今回、空間分解 能と部分体積

効果の影響について従来 CT と比較した。 

【方法】東芝社の超高精細 CT と Aquilion PRIME を使用した。 面内

と体軸方向の空間分解能は、ワイヤ－(0.2mmφ)法による MTF と微

小コイン(2.0mmφ)から得られた SSPz の半値幅を評価 した。部分体

積効果は、黒鉛(1.3～0.3mmφ)を撮影し最大 CT 値を評価した。 

【結果】面内方向における 10%MTF(cycles/mm)は、超高精細 CT： 1.3、

従来 CT：0.8 であった。体軸方向におけるスライス厚 0.5mm の半値

幅(mm)は、超高精細 CT：1.0、従来 CT：1.1 であった。 さらに超高

精細 CT においては、スライス厚 0.25mm の半値幅 (mm)が 0.6 であ

った。最大 CT 値は、すべての径で超高精細 CT が従来 CT に比べ高く

なった。 

【結論】超高精細 CT は、従来 CT と比べ空間分解能が高く部分 体積効

果の影響が少ない。 

 
 

 
（14:20 ～ 15:10） 

 
 

○片岡  由美 1、土井 裕次郎 1、松本 良太 1、井田 義宏 1 
木野村 豊 1、外山 宏 2、片田 和広 3、藤井 健次 4 

 
1 藤田保健衛生大学病院 放射線部、2 藤田保健衛生大学病院 放射線
医学教室、3藤田保健衛生大学医学部  先端画像診断共 同研究講座、
4東芝メディカルシステムズ 

 

【目的】高い空間分解能を有する 0.25mm×128 列の超高精細 CT

（以下 QDCT）を用いた脳血管 3D‐CT では従来の 1/4 の画 素表

示が可能である。この性能について、脳動脈瘤の血管性 状を 

0.5mm×320 列のエリアディテクターC（T 以下 ADCT）と 比

較検討した。 

【方法】QDCT と ADCT にて脳動脈瘤の 3D‐CT 検査を施行した 

症例について、主要血管径の計測値及び MPR、VR、MIP にて視 覚

評価した。 

【結果】主要血管径の計測値の結果に有意差は認められなか った。

視覚評価では主に MPR にて頭蓋骨内の内頸動脈の骨と の分離、VR 

では動脈瘤頚部の微細形状、MIP では微細血管の 描出が QDCT で

有意に良好であった。 

【結語】0.5mm 以下の分解能評価を動脈瘤の計測値で比較評 価す

るのは計測誤差が大きく困難であったが、視覚評価にて 良好であっ

た。微細病変の大きさ形状評価には有用性が高い ことが示唆される。 

○山田 芳和、田中 弘一、手賀 和美、宮田 有理子    
山中 良次、藤井 和生 

福井循環器病院  診療技術グループ  放射線科 

 

 

乳幼児の CTA 検査最適化の検討 

【目的】乳幼児の撮影には低被ばくや低造影剤を心がけていま すがその

加減が技師間で違っていた。乳幼児の CTA は術前の検 査が多くきれい

な画像、3D が求められるため、技師間において 被ばくのむらや撮影時

の造影のむらがない様にその撮影方法 の検討をしました。 

【方法】直近の 90 症例について、kv・ｍAs・体重・撮影時間、 HR、

SD、HU を調べ、スライス画像、3D 画像の良し悪しを基準 に最適撮

影条件の最低ラインを求める。 

【結果】画像比較の結果、SD は 3D 画像には影響はなかったが、 HU は

高値の方が良い画像が得られた。ただし良いと判断される 閾値は大人の画

像に比べ高かった。 

【考察】今回の検討で体重別において撮影条件の技師間のばら つきは抑

えることが出来ると思われる。しかし患者の病態によ ってはその条件や

造影剤量などまだまだ考慮に入れなくては いけない項目が多くこ

れからも更なる検討が必要だと思われ る。 

 

 

 

 

セッション 4 CT- 撮影技術 
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021  CTAortography 撮影における体表面積を指標
にした造影剤投与量算出法の有用性 

022 肺がん CT 検診における撮影条件の検討 

023  CT 用小児固定具による画像への影響について 
～スキャン法の比較～ 

024 脳腫瘍術前4D-CTを利用した新たなサブトラク ション
法に関する検討 

 

 

 
  

 

○佐藤 恵梨子、石田  智一、嶋田  真人、安達 登志樹 

 

福井大学  医学部  附属病院 放射線部 

 

【目的】CTAortography(CTA)における造影剤投与量を決定す 

る際の体表面積を指標にした算出法（体表面積法）と従来の 体重を

指標とした算出法(体重法)を用いた時の造影効果の違 いについて比

較検討した。 

【方法】装置は SOMATOM Definition AS+(SIMENS 社製)を使

用 し CTA を撮像した。造影剤投与量について体表面積法と体重 法

で計算した 2 群に分け、大動脈の CT 値を測定し造影増強効 果を比較

した。 

【結果】2 群の大動脈部の造影増強効果の平均値は同程度で あった。

体重法において、造影効果は低体重群では低く、高 体重群では高く

なる傾向があった。一方、体表面積法では体 重にかかわらず造影効果

はほぼ一定であった。 

【考察】体重法では体重により造影効果に差があるが、体表 面積法

では比較的一定の造影効果を得られる。これより、体 重法では高体

重群において造影剤の過剰投与が問題となる が、体表面積法で

は適切な造影剤量を用いて安定した造影効 果を得ることができる。 

○佐藤 真由美、佐野 由高、伊東 繁、竹内 美穂       
中村  明弘、西澤 貞彦 

浜松光医学財団 浜松 PET 診断センター 

 

【目的】当施設では肺がん CT 検診の撮影時、自動露出機構を 使用し

ている。描出能は現在の撮影条件時と同等程度とし、被 ばく線量を低減

できるよう撮影条件の検討を行ったので報告 する。 

【方法】東芝社製 Aquilion16 で京都化学社製 LSCT ファントム をロー

テーションタイム、ピッチファクタ、設定 SD を変化さ せて撮影した。

得られた画像を用い、右肺尖部の CT 値差 100、 10mmφの模擬腫瘤が

観察できる CNR、CT 値、SD 値、視覚評価を 行った。また、

ImPACT を使用し実効線量を計算した。 

【結果】現在の撮影条件での CNR は 0.184 であった。今回、同 等の 

CNR であった撮影条件では実効線量が 6％程度低減する。 しかし視覚

評価の結果、描出能は同等以下となった。 

【考察】低線量下での低コントラスト分解能の評価には限界が あると考

える。描出能の向上、実効線量の低減には、他のファ クタの検討が必要

と考える。 

 

 

 

 

 

 
  

 

○井上 翔 1、大塚 智子 1、渡邉 一正 1、辻井 重吉 1
 

神谷 悟 1、安野 泰史 1、浅井 敏 2
 

 
1社会医療法人宏潤会  大同病院 放射線科 
2有限会社旭計測 

 

【目的】CT 用小児固定具(旭計測製)について、スキャン法の 違いによ

る被写体への影響を比較検討した。 

【方法】アクリル製の円柱水ファントム(φ190mm)を被写体とし、固

定具の有無でヘリカルスキャンとボリュームスキャン を行った。そ

して、画像ノイズを評価する為に管電圧、管電 流、スライス厚をパラ

メータとして平均 CT 値と SD 値を測定 した。また、アーチファクト

の有無を評価する為に視覚的評 価を行った。 

【結果】各撮影条件において、固定具の有無で平均 CT 値と SD 値

に変化は殆ど認められなかった。アーチファクトに関しては、固定具

本体からのものは認められなかったが、体幹を 固定する為のバック

ルとファントムとの接点で若干認められ た。 

【結語】被写体内に若干アーチファクトは認められたが、臨 床応用

は可能と考える。 

○和田 悠平、鈴木 省吾、鵜飼 智子、深尾 光佑         
中川  達也、桑山  真紀、佐野  幹夫、玉木 繁 

 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部 放射線技術
科 

 

【目的】脳腫瘍術前 4D-CT は血流動態と血管画像による血管走 行把握

が目的となる．血管画像は複数時相に加算平均処理を施 し，単純画像を

マスクとしたサブトラクションを行うことが一 般的である．本研究では，

マスクを造影時相から選択する新た なサブトラクション法を考案し

たため，その妥当性を検討す る． 

【方法】4D-CT 施行の 17 症例について，単純画像をマスクとし た従来

法と考案した新規法を施し，技師 5 名の視覚評価により 動静脈分離能お

よび末梢血管描出能の比較を行った． 

【結果・考察】新規法において，5%有意水準で動静脈分離能は 有意に

上昇，末梢血管描出能は有意に低下を示した．新規法で は，従来法にて

残存の多い不要血管とともに動静脈移行部の微 小血管まで差分されたた

めと考えられるが，血管走行把握には 影響が少ない．血流動態の個人差

による大きな変化も見られな いため，新規法により高精度で安定したサ

ブトラクションが可 能となる． 
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025  CBCT におけるコリメータが画質におよぼす影響 026 CBCT（コーンビーム CT）における画像特性の基礎的
検討 

027  歯科用コーンビームCT の短時間撮影における画質 
評価 

028 Cone Beam CT(CBCT)用 MAR アプリケーション 
の有用性 

 

 

 
（15:20 ～ 16:00） 

 
 

 

○大野 光生、谷口 拓矢、白木 勝彦 

 朝日大学歯学部附属村上記念病院  放射線室 

【目的】CBCT における散乱線が、画質に及ぼす影響を評価す るため

に 2 種類のコリメータを用い撮影管電圧を変化させた 画質の違いに

ついて詳細に検討した。 

【方法】Catphan を用い S10 と S20 の 2 種類の照射野をもつ コリ

メータを使用し、撮影管電圧を変化させて CBCT を撮影し た。取得画

像にて、スライス面内の均一性、CT 値の直線性、 コントラストにつ

いての検討を行った。 

【結果】スライス面内の均一性について、70 kV では中心部 の CT 

値の低下、120 kV では辺縁部の CT 値低下が見られた。 CT 値の直

線性は、全ての条件において線形性が保たれてい た。コントラスト

は、S20 の 70 kV にて最も高いコントラス トであった。 

【考察】100 kV 以外の管電圧に関しては散乱線補正が不十分 な為、

面内の均一性が悪かったと考えられる。また、各撮影 条件において 

CT 値の正規化が行われていない為、コントラストに差が生じたと考え

られる。 

 

 

 

○山本  優貴 1、丹羽 正厳 1、高橋 康方 1、倉谷 洋佑 1
 

井後 新衛 1、加藤 楓大 1、辻岡 勝美 2、加藤 良一 2
 

 
1市立四日市病院  医療技術部 中央放射線室 
2藤田保健衛生大学  大学院 保健学研究科 

 

【目的】現在当院で使用している CBCT では散乱線補正アルゴ リズ

ム（clear）の有無が選択できる。今回我々 は clear の有 無による画

像特性を把握するための検証を行ったのでここに 報告する。 

【方法】撮影モーは 70kV モード、再構成関は normal とし clear の有無

について、CT 画像特性測定用ファントム（Catphan700）の撮影を

行った。ファントムのワイヤを利用して MTF を測定した。合わせてフ

ァントム均一部の画像 SD を測定した。 

【結論】clear 無しに比べて、有りの場合は、MTF の改善が見 られ

た。SD は clear 有り無しで大きな変化は見られなかった。 

【考察】散乱線補正アルゴリズムの clear を使用することで散乱線による

ボケの影響が少なくなり MTF が向上したと考える。 散乱線補正による

ノイズの増加が危惧されたが、ノイズに対す る影響は見られなかった。

Clear を使用することでノイズの影 響もなく、MTF が向上するので今後

積極的に使用していきたい。 

 

 

 

 
  

 

○長谷川 亜美 1、山内 雅人 1、内藤 啓介 2、今井 國治 2 

近藤 恭典 1、伊勢谷  昌弘 1 

 
1愛知医科大学病院 中央放射線部、 
2名古屋大学 大学院医学系研究科 

 

【目的】歯科用コーンビーム CT（以下 CBCT）は１回転時間が 長い

ため体動による画質低下を受け易く、その影響は全スラ イスに及ぶ。

このため体動の可能性がある患者においては少 しでも短時間の撮影が

望ましい。しかし、CBCT の短時間撮影 は半回転で行う場合が多く、

画質の低下が懸念される。そこ で、短時間撮影の画質を把握するため通

常撮影と比較をした。 

【方法】CBCT には、AUGE SOLIO Z MAXIM(朝日レントゲ

ン社 製)を使用した。  ワイヤーファントムを使って通常及び短時間 撮

影を行い、分解能を評価した。また、寒天にチタンを埋め 込んだ自

作ファントムを使用して各撮影を同一撮影条件 (kVp,mAs)

で行い、極値統計を用いた Gumbel 法によりアーチ ファクトを評

価した。 

【結果・考察】短時間撮影は通常撮影と比較し分解能の低下 は殆どな

かったが、アーチファクトは増加した。これは、画 像再構成における

データ量の違いが影響していると考えられ る。 

○土田 裕規、井戸 聡、奥田 清仁、岡田 富貴夫           
岡田 仁志 

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 

 

【目的】金属コイルがある頭部の CBCT ではメタルアーチファ クトに

より画像評価は困難である.今回シーメンス社が開発し た Metal 

Artifact Reduction(MAR) ア プ リ ケ ー シ ョ  ン 

(prototype)の基礎検討を行った. 

【方法】CT 評価型ファントムの中心に鉛を置き MAR 処理有無 の 

CBCT 値,標準偏差(SD),Streak Artifact Index(SAI)を計測 し鉛

があるスライスとメタルアーチファクトが影響しないス ライスで

それぞれ比較した.また同ファントムを用いて視覚評 価を行った.自作

ワイヤーファントムの外側に鉛を置き MAR 処 理有無の空間分解能

(MTF)を測定した． 

【結果】鉛があるスライスでは MAR 処理有で SD,SAI は有意に 低下

し,メタルアーチファクトが影響しないスライスでは CBCT 値,SD 

に有意差はなかった.視覚評価は MAR 処理有のスコアが 高くなっ

た.MTF は処理有に若干の低下がみられた. 

【考察】MAR はメタルアーチファクトの低減に有用であり画質 に及

ぼす影響が少ないアプリケーションだと考える. 

 

 

 

セッション 5 CT- コーンビーム CT 
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029  半導体検出器を用いた半価層の測定 030 AAPM report No.111 による CTDI の測定法における
線量 計の最適化に向けた検討 

031 ファントム内における線質変化の検討 032 CT 検査に従事する診療放射線技師の水晶体被ばく線量に 
関する検討 

 

 

 
（16:10 ～ 17:00） 

 
 

 

 

○中林 夏音 1、安斎 早紀 1、長田 晶美 1、松永 雄太 4   

小林 正尚 2、小林 謙一 2、片岡 由美 2、鈴木 昇一 2  

竹井 泰孝 3
 

1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 
2藤田保健衛生大学病院  放射線部 
3浜松医科大学病院、4名古屋共立病院 

 

【目的】半導体検出器は、1 回の照射で半価層、線量、平均 管電圧、

フィルタ厚さを測定することができる。本実験では X 線 CT 装置にお

いて、半導体検出器で半価層が測定可能か、 Al 板を付加し半価層を測

定した場合との比較から検討する。 

【方法】使用検出器は Radcal 社の Accu-Gold（+）、CT 用電離箱

(Radcal 社)、X 線 CT 装置は、Toshiba 社の TSX-101A、半価層

測定用鉛筒、電離箱測定で Al 板を使用した。管電圧 80kV、 

120kV、135 kV、管電流 200 mm、FOV320 mm の条件で半価層

を 求めた。同条件で Al 板を付加させて内挿法により半価層を測 定し

た。 

【結果】管電圧は表示値よりやや低く出ていた。半導体検出 器による

アルミニウム厚さ評価も、管電圧により変化したが、5%以下となって

いた。半導体検出器による CT 撮影時の半価層 測定は鉛容器を使用す

ることで、簡便に装置に負担をかける ことなく精度のある測定が可能

であることを確認した。 

 

 

 

○小林  晶代 1、松原 孝祐 2、越田 吉朗 2、入江 亜希 1
 

舟本 和彰 1、松下 航大 1、山浦 雄太 1
 

 

1金沢大学  医薬保健学類  保健学類 放射線技術科学専攻 
2金沢大学  医薬保健研究域 保健学系 

 

【目的】AAPM report No.111 において提案された CTDI の測定法

(以下、AAPM 法)における線量計の最適化に向けた検討を行った。 

【方法】0.6cc 電離箱線量計と半導体線量計(CT Dose Profiler、RTI社製)

についてエネルギー依存性と方向依存性を調べた。 また、16 列 CT 装

置で管電圧とビーム幅を変化させ、従来法と AAPM 法で測定した 

CTDIvol と AAPM 法で 0.6cc 電離箱線量計と 半導体線量計を用いたと

きの CTDIvol の比較を行った。 

【結果】エネルギー依存性は 0.6cc 電離箱線量計では良好であ ったが半

導体線量計では大きくなった。方向依存性はそれぞれ で異なる傾向を示

した。CTDIvol は AAPM 法では従来法よりも 値が大きくなり、

0.6cc 電離箱線量計と半導体線量計では 0.6cc 電離箱線量計の方

が値が大きくなった。 

【考察】AAPM 法は、特にビーム幅が広い場合に局所線量を適 切に

評価できる。0.6cc 電離箱線量計は半導体線量計と比べて 検出部が大き

いために CTDIvol が大きくなると考えられる。 

 

 

 
 

  
 

○松下  航大 1、入江 亜希 1、小林 昌代 1、舟本 和彰 1
 

山浦 雄太 1、越田 吉郎 2、松原 孝祐 2
 

 
1 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専 攻、2

金沢大学  医薬保健研究域 保健学系 
 

【目的】人体内における吸収線量を求めるとき、線質に応じ た質量

エネルギー吸収係数比を得ている。一般にその比は RQR の線

質をもって計算する。人体を透過すれば線質が硬質 になる。そこで、

人体を模擬した Mix-Dp ファントムを透過し た X 線の線質の変化を

検討した。 

【材料と方法】使用した X 線装置は島津製 X 線発生装置であ る。フ

ァントムは京都科学社製 Mix-Dp ファントムである。X 線照射条件

は管電圧 60～120kV、照射距離 150cm とした。フ ァントムの厚さ

は 0～20cm 厚である。 

【結果と考察】各照射条件において実効エネルギーを求め、 質量エネ

ルギー吸収係数比を計算した。その比はファントム の厚さとともに上

昇し、表面と深部との相違は 3～4％であっ た。今回は一般撮影にお

けるファントム内の線質を検討した が、CT ファントム内における線

質変化についても示唆を与え る。 

【結論】ファントム内における X 線の線質変化から質量エネ ルギー

吸収係数比を求めることができた。 

○山浦 雄太、舟本 和彰、松下 航大、小林 晶代       
入江  亜希、松原  考祐、越田 吉郎 

金沢大学  医薬保健研究域 保健学系 

 

【目的】CT 検査に従事する診療放射線技師の水晶体被ばく線 量が、

患者固定時の立ち位置や防護眼鏡、鉛エプロンの有無に よってどの程度

変化するか検討した。 

【方法】人体等価ファントムを用いて CT 周囲の 5 箇所におい て水晶

体及び頚部位置の吸収線量を防護眼鏡、鉛エプロンの有 無の条件を変え

て測定した。線量計は OSL 線量計(nano Dot、 InLight Badge)を用

い、撮影条件は診断参考レベルを目安に設 定した。またファントムの

高さは検査時に技師が患者頭部を固 定する状況を想定した高さにした。 

【結果】CT 周囲の位置による比較では、ガントリーに対して 寝台と

線対称となる位置の線量が大きくなった（p＜0.01）。ま た防護眼鏡の装

着により線量が約 1/2 に低減され、鉛エプロン の装着により、ガントリー

に近い側の頚部の線量が大きくなる という傾向が見られた。 

【考察】水晶体の線量評価を防護眼鏡に貼り付けた線量計で行 うことで、

頸部の線量計を用いるより正確に評価できる。 

 

セッション 6 被ばく- 計測 
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033 嚥下CT検査時のクライニング角度が患者の被ばく線量 
に及ぼす影響の評価 

034 STIR 併用 propeller 法を用いた頚部領域撮像の検討 

035 PROPELLER と Cartesian scan における T2 強調
画像の磁化率アーチファクトの比較検討 

036 TSE DWI の歪みに関する基礎的検討 

 

 

 
（9:30 ～ 10:30） 

 
 

 

 

 

○小林  正尚 1、浅田 恭生 1、鈴木 昇一 1、鵜飼 匠 2 

片岡 由美 3、木野村 豊 3、加藤 良一 1
 

 
1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 
2藤田保健衛生大学 保健学研究科 
3藤田保健衛生大学病院  放射線部 

 

【背景】嚥下 CT 検査は，患者体位を半座位 45°で位置合わ せしてき

た．一方，嚥下行為は座位で行われる．自然な姿勢 における嚥下事象

の画像評価を試みるためにも，患者の被ば く線量を評価し，検査の安

全を証明する必要がある． 

【目的】嚥下 CT 検査における患者の臓器吸収線量，実効線量 を角度 

45°,55°,65°かつ，対象を(off-) center で測定し， 角度と線量の関係を

明らかにすることである．その際，水晶 体に関しても注目した． 

【方法】嚥下 CT 検査(半座位 45°)では，管電流 40mA で検査 を実

施している．角度変化に伴う画質が一定になる管電流を， 寝台に配置

した人体ファントムと位置決め画像より決定し た．その管電流

と上記した角度で患者の被ばく線量を評価し た． 

【結果】角度の増加に従い，優位に患者の被ばく線量が増加 した．対象

が off-center に位置することで有効視野の拡大が 求められ画質低

下につながった．被ばく線量の観点からは， 角度 45°が望ましい． 

 

 

 

○金本 雅行 1、谷内田 拓也 1、賀田 智美 1、藤本 真一 1
 

安達 登志樹 2、木村  浩彦 2 

 
1福井大学医学部附属病院放射線部 
2福井大学医学部附属病院放射線科 

 

【目的】頚部領域は呼吸や嚥下による体動が画質に影響を与え る。また，

磁化率の影響を受けやすく脂肪抑制不良になる場合 が多い。我々は 

propeller 法に STIR を併用して撮像条件の 最適化を検討した。 

【方法】GE 社製 3.0TMRI 装置（Discovery 750）と NV coil を 使

用した。ファントムはベビーオイル・Gd-DTPA と Ager を希 釈した

ファントムと日興ファインズ製ファントムを用いた。検 討項目は 

Inversion Time（TI）・ETL・TR・TE である。各パラ メータを変

化させて contrast・SNR を測定した。さらに健常ボ ランティア 3 名に

ついて撮像を行い同様に画質検討を行った。 

【結論】TI200ms で均一に脂肪抑制効果が確認できた。ETL を 延

長することで artifact が低減された。propeller 法に STIR を併用す

れば体動の大きい磁化率の影響を受けやすい頚部領 域でも良好な

画像を取得可能である。 

 

 
 

  
 

○森部 龍祐、杉浦 広晃、中川 達也、桑山 真紀           
佐野  幹夫、玉木 繁 

医療法人豊田会  刈谷豊田総合病院  放射線技術科 

 

【背景】PROPELLER は体動に強い撮像法であるが、DWI におい 

ては EPI 法と比較して磁化率アーチファクトをも低減するこ とが知

られている。しかし T2 強調画像に関しては臨床論文によって結論は異

なる。そこで PROPELLER が T2 強調画像においても磁化率アーチ

ファクトを低減するか、定量的な検討を行 ったので報告する。 

【方法】1.5TMRI 装置にて脳動脈クリップを寒天に包埋した ファ

ントムを PROPELLER と Cartesian scan にて撮像し、磁化 率ア

ーチファクトの出現した範囲を測定した。 

【結果】PROPELLER の方が磁化率アーチファクトは広範囲に 

出現した。 

【考察】通常、磁化率アーチファクトは周波数方向に出現す るが、

PROPELLER では k-space を回転しながら充填するため、 脳動脈

クリップから全方向に磁化率アーチファクトが出現し たためと考えら

れる。 

○増元 光、前田 繁信、河野 泰成、田端 大輝              
木野村 豊 

藤田保健衛生大学病院  放射線部 

 

【目的】Single Shot TSE DWI(SSh TSE)の撮像シーケンスが改 

良されたので, 歪みについて Multi Shot TSE DWI(MSh TSE)・ 

Single Shot EPI DWI (SSh EPI)と比較検討した。 

【方法】性能評価ファントムを用い SSh TSE は SENSE factor と 

Halfscan factor を、MSh TSE は SENSE factor と TSE factor を

変化させ、歪みの比較を行った。SSh EPI は当院での撮像条 件とし

た。 

【結果】SSh TSE では撮像条件を変化させても歪みに変化はな かっ

た.また,MSh TSE においても同様な結果となった。TSE に 比べ 

EPI の歪みは大きかった。 

【考察】TSE の撮像条件は歪みに影響を与えない歪みの評価は EPI 

に比べ TSE が優位であり臨床導入への有用性が示唆され た。 

 

 

 

 

 

 

 

セッション 7 MRI- 撮影技術 FSE・DWI 



  発表（第１日目）  
 

- 198 -  

037  TSE DWI のボケに関する基礎的検討 038 Single Shot TSE DWI の臨床画像導入への検討 

039  Readout-segmented EPI における Readout 
partial fourier が画質に与える影響 

040 Slice Encoding for Metal Artifact Correction
（SEMAC） の検討 

 

 

 
  

 

○前田 繁信、増元 光、河野 泰成、田端 大輝          
木野村 豊 

○河野 泰成、増元  光、前田 繁信、田端 大輝     
福場  崇、木野村 豊 

 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 藤田保健衛生大学病院 放射線部 

 

【目的】Single Shot TSE DWI(SSh TSE)と Multi Shot TSE 

DWI(MSh TSE)のボケに関する基礎的検討を行った. 

【方法】性能評価ファントムを用いて SSh TSE は SENSE factor 

と Halfscan factor を,MSh TSE は TSE factor と Halfscan 

factor を変化させ,profile curve からボケの評価を行った. 

【結果】Halfscan factor では両者ともボケにあまり違いは なかっ

た.SSh TSE は  SENSE factor を上げることでボケは改 善し

た.MSh TSE は TSE factor を下げることでボケは改善 

し,SSh TSE より良好な結果が得られた. 

【考察】SENSE factor, TSE factor の違いでボケが変化した のは,

ショット時間が影響したと考える.今回は MSh TSE が優 位であっ

たが,臨床導入には撮像時間などを考慮する必要が ある. 

【背景・目的】近年,拡散強調画像(DWI)は Single Shot EPI(SSh EPI)

が主に用いられている.今回当施設に Single Shot TSE 

DWI(SSh TSE)が導入され,歪みの少ない画像が得られるように な

った.そこで,頭部撮像に関して最適なパラメータの検討を 行った. 

【方法】基礎評価で有用と考えられた SSh TSE のパラメータで 

SENSE factor,加算回数等を変化させた画像と,当施設で臨床 使

用している SSh EPI の画像を比較検討した.撮像はボランテ ィアの頭

部で行った. 

【結果】SSh TSE で撮像した画像は SSh EPI の画像と比べ S/N 

が低くなったが磁化率の影響が少なく良好であった. 

【考察・結語】SSh TSE は SSh EPI に比べ臨床で使用するには 撮

像時間が延長するので導入には放射線科医師と協議する必 要があ

り, さらなる最適化を行いたい. 

 

 

 

 

 
 

 

（10:40 ～ 11:30） 
 

 
 
 

○遠藤 真、清水 郁男、清水 希、西井 厳夫          
村瀬  弘樹、若杉  奈央、望月 博 

○西井 厳夫、清水 郁男、遠藤 真、清水 希 
村瀬  弘樹、望月 博 

 

愛知医科大学病院 中央放射線部 愛知医科大学病院 中央放射線部 

 

【目的】Readout-segmented EPI(以下 RESOLVE)は k-space 

を segment 化して歪みを低減するシーケンスである。しかし、 

segment 数の増加により撮像時間が延長する。RESOLVE にお 

いて新しく Readout partial fourier(以下 ROPF)が使用可能 に

なり撮像時間の短縮が可能になった。今回、ROPF が画質に 及ぼす影

響を検討する。 

【方法】使用装置は Siemens 社 Magnetom skyra。JIS ファン ト

ムにて、SNR、均一性を、自作ファントムを用いて ADC 値 を測

定し ROPF が及ぼす影響を検討した。また、分解能、ア ーチファ

クトについて JIS ファントムを用いて視覚評価を行 った。 

【結果】ROPF を多く設定するに従い k-space 充填量が低下す るた

め SNR は低下した。均一性は readout 方向にアーチファ クトを生

じるため、ROPF を多く設定するに従い低下した。ADC 値は ROPF 

で変化しなかった。視覚評価において分解能に差 は見られなかったが、

ROPF を多く設定するに従い readout 方 向にアーチファクトが目

立った。 

【目的】第 7 回 CCRT において、View Angle Tilting（VAT）に 関

する検討を行った。今回、スライス方向の磁化率アーチファ クト低減技

術 SEMAC の歪みについて検討した。 

【方法】寒天にチタン製の外科用椎体スクリューを埋め込んだ 自作フ

ァントムを用いて TSE、VAT、SEMAC 使用時、及び SEMAC Factor

（SF）を変化させたときのスライス方向の歪みを MPR 表 示により

視覚評価した。また、SF を変化させた時の SNR を測 定した。MRI 

装置は Siemens 社の MAGNETOM Skyra（3.0T）。 

【結果】TSE と VAT ではスライス方向の歪みに変化はなく、 

SEMAC を使用する事で低減した。SF を上げることによる歪みの 低

減は僅かであった。SF を上げるにつれて SNR は増加した。 

【結論】SEMAC を使用する事で、VAT ではできなかったスライ ス

方向の歪みを低減することができた。SF を変化させても歪 みの低減

が僅かであったのは、今回使用したスクリューの材質 によるものであ

ると考えられ、今後検討が必要である。 
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041 THA 前後における傍脊柱筋脂肪変性の変化についての 
検討 

042 腹部領域における LAVA 法の息止めと reduction 
factorに関する検討 

043 静音化技術を用いた撮像音低減効果の検討 044 LGE-MRI（Late gadolinium Enhancement-MRI)に
おける 最適 TI 時間の検討 

 

 

 
  

 

○安藤 貴法 ○小出 若葉、杉村 正義 
 

名古屋整形外科人工関節クリニック 聖隷浜松病院 放射線部 

 

THA 前後における傍脊柱筋脂肪変性の変化についての検討名 古屋

整形外科人工関節クリニック 

【目的】傍脊柱筋脂肪変性が THA 後にどのように変化してい くのか

を術前後の MRI 画像を用いて評価・検討を行なったた め報告する。 

【対象・方法】当院にて THA 施行した変形性股関節症患者 418 名のう

ち術前後に腰椎 MRI を行っている 45 名を対象とし、 術後の脂肪

変性グレード(Akgul らの分類)の変化について MRI 画像上で

視覚評価・検討を行なった。 

【使用機器】日立製 AIRIS Vent 

【結果】対象とした 45 名中 1 名で脂肪変性の変化がみられ たが 44 

名で変化がみられなかった。 

【考察】THA 後に腰部の痛みの軽減や腰筋などの筋力回復に 伴い

傍脊柱筋は筋組織へ移行変化すると思われたが今回の 調査では

変化はみられなかった。術後 2 年以内の MRI 撮影で あったため期間

が短く変化がみられなかったと推測される。 今後更に長期間での追跡

調査を考慮する必要がある。 

【背景・目的】当院では腹部領域の T1 撮像に息止め 3D 撮像を 用いてい

る。そこで LAVA 法において、息止めと reduction factor が画質

にどのように影響するか検討した。 

【方法】GE 社製 Discovery750W にて分解能ファントムと健常 ボラ

ンティアに対し ARC Factor、位相 FOV、Turbo の on,off を変化

させて撮像し各 reduction factor と動きについて比較 した。ファン

トム撮像では、スキャン時間中の前半後半それぞ れ 15％の間でファン

トムを動かし撮像をした。またボランテ ィア撮像では、スキャン時間 

31 秒を基準とし、スキャン時間 25 秒・21 秒となる組み合わせで息ど

め方法をスキャン中に息 を吐きながら止める・スキャン後半 20％か

ら息をする・完全 に止めるの 3 パターンで撮像した。 

【結果・結論】ファントム撮像では各パラメータにおいて差は 見られな

かった。ボランティアスキャンでは Turbo ON の方が 画質劣化は少

なかった。 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

○村瀬 弘樹、清水 郁男、遠藤 真、清水 希     
西井  厳夫、若杉  奈央、望月 博 

○佐々 木 基充、西谷  真奈美、白崎 伸一郎 

 

愛知医科大学病院 中央放射線部 財団医療法人 中村病院 

 

【目的】静音化技術 Quiet Suite を用いた時のパラメータに よる撮

像音低減効果について検討した。 

【方法】シーケンスは Turbo SE 法を使用して Quiet Suite 設定

時に Echo space、RF pulse type, Band width を変化さ せた場

合の撮像音をスマートフォンの騒音測定アプリを使 って測定し

た。 

【結果】Echo space を延長すると撮像音低減効果は高くなっ た。RF 

pulse type は Fast が撮像音低減効果が最も高く、 Normal、Low 

SAR の順で撮像音低減効果は低下した。Band width を大き

くしていくと撮像音低減効果は見られたが、 Band widthを最大

まで大きくしても撮像音は最小にならなか った。Quiet Suite 設定

時、 傾斜磁場印加に使用する時間を 長くできるパラメータに設定す

ることで、傾斜が緩やかにな り撮像音低減効果が大きく得られると考

えられた。 

【目的】当院では以前より造影剤注入後 5 分後と 10 分後に LGE の

撮像を行っている。今回 IR prep を用いて LGE 撮像における 最適 TI 

時間の検討を行った。 

【方法】虚血性心疾患が疑われ cardiac MRI を施行した 42 名 の患

者に対し、LGE 撮像前に IR prep 撮像を行った。、 得

られた乳頭筋レベルの左室短軸画像より functool 解析にて time 

intensity curve を求め、心筋が null となる最適 TI 時 間を求めた。 

【結果】造影剤注入 4 分後及び 9 分後の最適 TI 時間の平均は 266ms 

及び 303ms であった。 

【考察】IR prep を用いて LGE 撮像に最適な TI 時間が得られ た。こ

の TI 時間を考慮して LGE 撮像を行うことにより良好な 画像が得られ

ると考える。 
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045 格子ファントムを用いた3TMRIの歪みの検討 046  18ch 乳腺コイルのコイル特性の検討 

047 グラディエントコイルバージョンアップによる 有用性の
比較検討 

048 膝関節 MRI 検査のコイル選択および基本性能の評価 

 

 

 

 
（13:10 ～ 14:00） 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

○清水  郁男、青山  貴洋、遠藤  真、村瀬 弘樹 

清水  希、西井  厳夫、若杉  奈央、中村  勝、望月 博 

○若杉  奈央、清水  郁男、遠藤  真、望月 博 

 

愛知医科大学病院 中央放射線部 愛知医科大学病院 中央放射線部 

 

【目的】第 7 回 CCRT で当院 MRI の歪みについて発表した。 今回、

新たにファントムを試作し、シーケンスと内部の歪み について検討し

た。 

【方法】円柱―半球型のアクリルファントム内に 15mm のア クリ

ルの格子を組んだファントムを試作し、3D 撮像を行っ た。撮像

シーケンスは VIBE、SPACE。アクリル格子間の距離 を測定し、

治療計画用 CT との比較を行った。MRI 装置はシー メンス社製 

Skyra 

【結果】VIBE と SPACE で歪みの傾向は同じであった。2D 

Distortioncorrection での補正は 20cm 程度であり、3D 

Distortioncorrection での補正は CT の測定値とほぼ同じで あっ

た 

【結論】今回試作したファントムにより、被写体内の歪みの 傾向を把

握することができるようになった。定位放射線治療 計画のための 

MRI 画像は 3D Distortioncorrection で補正し なければならない。 

【背景】当院では 18ch 乳腺コイル(18ch コイル)を新たに導入 した。

16ch 乳腺コイル(16ch コイル)とコイル特性を比較する 事を目的とし

た。 

【方法】使用装置は SIEMENS Magnetom Skyra。2 種類のコイル 

を用いて、axial、sagittal、coronal の 3 方向を撮像し、放 射線技術

学会画像分科会の SNR 評価用プログラムを使用して SNR マップ

を作成し、SNR の検討を行った。撮像した画像より 均一性を NEMA 

法及び区分法にて測定した。 

【結果】16ch コイルの SNR は中心部で低下した。18ch コイル は中心

部の広い領域まで SNR が高く、コイル胸壁側まで SNR の高い領域が

広がった。コイル入口部で約 29%、中心部で約 9%、 底部で約 69%SNR 

が向上した。均一性は、NEMA 法、区分法共に 18ch コイルの方が良好

であった。 

【考察】コイルの素子数の増加、素子の形状、配置が改善され たことで 

SNR、均一性の向上に繋がったと考えられる。18ch コイルを使用

する事で、より良好な画像が得られると考えられ る。 

 

 
  

 

○岩瀬 秋吉 1、福場 崇 1、中井 敏昭 1、木野村 豊 1 

山本 香織 2、池戸 雅人 2、山口 弘次郎 3、井阪 賢弘 4 

 
1 藤田保健衛生大学病院 放射線部、2東芝メディカルシステ ムズ株
式会社、3 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学 科 、4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 生体計
測工学分野専攻 

 

【目的】2015 年 2 月 VantageTitanTM 3T 2 台のうち 1 台を 

SaturnGradientOption(以下 Saturn)に バージョンアップし 

た.今回,Saturn の有用性を比較検討した. 

【使用機器】VantageTitanTM 3T 2 台,精製水充填 6cmφ球型フ ァ

ントム 

【方法】FOV,PhaseMatrix, b 値を変化させ,SS-SEEPI(DWI)を 

撮像した.MPG 印加軸はスライス方向の 1 軸とした.取得画像 

の信号強度プロファイルを作成し,エッジレスポンスを計測 した. 

【結果】エッジレスポンスは FOV,b 値の上昇に伴い劣

化 し,PhaseMatrix の上昇に伴い向上した.Saturn は従来型に

比 して,b 値の上昇に伴うエッジレスポンスの劣化が少なか

っ た. 

【考察】b値上昇に伴うエッジレスポンス劣化は,傾斜磁場振 動によ

る位相ずれ等が要因として考えられる.Saturnにおい ては,グラ

ディエントコイルの装置固定性強化が傾斜磁場振 動を抑え,エッ

ジレスポンス劣化を低減させたと考えられる. 

【まとめ】Saturn により画像の鮮鋭性が向上し,有用性が示 唆

された. 

○鈴木 智明、西畑 朋貴、大野 輝久、箕浦 奨、桑原 巧  

名古屋セントラル病院  中央放射線室 

 

 
【目的】当施設の膝関節 1.5T-MRI 検査は、膝用アレイコイル に感度

不均一が認められたため、腹部用コイルや心臓用コイルで代用し施行し

てきた。今回、下肢用 QD コイルの導入を行っ たので、各コイルの基

本性能の評価を行った。 

【方法】装置は GE 社製 Signa Excite HDx、コイルは Knee/Foot 

Array Coil、Torso Phased Array Coil、Cardiac Array Coil、 

Quadrature Lower Extremity Coil で、QC ファントムを設/置 し軸

位・冠状・矢状断を撮像した。ImageJ にて差分画像を作 成し、SNR 

測定、感度分布を比較した。 

【結果】膝用アレイコイルの SNR は冠状断尾側方向と矢状断尾 側方

向後面で低下していた。下肢用 QD コイルの SNR は他コイ ルに比べ

中心部で約 120%～150%、辺縁部で約 58%～450%の値だっ た。 

【考察】下肢用 QD コイルの SNR は中心部で良好だが、頭側方 向と

尾側方向の低下が認められた。膝用アレイコイルよりも径が短いため、

患者の適正なポジショニングが必要である。 
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049 3T MRI 装置用改良版 Posterior Head coil の基礎的
検 討 

050 ジャックナイフ位 MRI における脂肪抑制効果向上のた
め の補助具の検討 

051 円背患者に対する画質改善の検討 052 Gd‐HP‐DO3Aと Gd‐BT‐DO3Aの造影効果の比較 

 

 

 
（14:00 ～ 14:50） 

 
 

 

 

○笠井 治昌、西脇 祐太、菅 博人、荒井 信行        
森  清孝、廣瀬 保次郎 

 

 

 

○庄田 隆志、香林  和幸、別所 貴仁 

 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 

 

【目的】2014 年 3 月に名市大病院臨床 1 号機として日立社製 3TMR 

装置 TRILLIUM OVAL（OVAL）が導入されこの 1 年調整作 業

を行ってきた．今回，頭頚部領域の感度を上げた改良版 

Posterior Head coil(PHC)が開発され，使用する機会を得た． 改良

前後でコイル性能を比較検討したので報告する． 

【方法】装置は OVAL3T を使用し円柱ファントムを用い spin echo 

法にて撮影を行った．撮像条件は TR：800msec TE： 15msec 

とし，撮像断面はコイルの中心部と上下 75ｍｍの場 所において撮

影を行った．コイル改良前後の感度特性，SNR， 均一度を測定し，フ

ロント側 2 種類のアタッチメントも比較 した． 

【結果】PHC の SNR は改良前のコイルと比べ 2 倍，頚部側で も 3 

割高くなった．均一度においては改良前後で 1 パーセン トの改善がみ

られた． 

【考察】PHC の改良は SNR が高かったことからも有用であり，臨床

において現状頚椎撮像での SN の低さが問題であったが 改善される

と期待したい． 

【目的】ジャックナイフ位 MRI は深部痔瘻における腹臥位撮 像で

あるが、臀部の MRI 画像は均一な脂肪抑制効果を得るの が難しい。

今回、脂肪抑制効果を向上させるために、白米、 パラフィンを用い

た撮像補助具の比較検討を行った。 

【方法】GE 社製 1.5TSigna LX を用い、Cardiac コイルを使用 

した。同意の得られた正常ボランティアの臀部の上に、白米、 パラフィ

ンで作成した撮像補助具をそれぞれ置いた。CHESS 法による脂肪抑

制の T2WI-FSEで撮像を行い、脂肪抑制ムラにつ いて視覚評価を行

った。 

【成績】補助具なしに比べ、パラフィン、白米で作成した補 助具と

もに脂肪抑制効果の向上が見られた。 

【結論】補助具を臀部という特有の形状に合わせることで磁 場の均

一性が向上したと考えられる。また、パラフィンは白 米と比較して、

衛生上の問題がない、加工がしやすいという 点で有利だと考えられ

る。 

 

 

 
 

  
○村上 正悟、山下 一彰 ○林部 昌弘、滝川 幸則、山田 雅己 

 

国家公務員共済組合連合会  名城病院 放射線部 

 

【目的】当院は脊椎・脊髄センターを有し、重度の側弯、円 背の患者

が多い。痛みも強くクッションなどを使って楽な体 位で検査を行って

いる。しかし、通常のコイルの使用方法で は SNR が悪くなってしま

う。そこで、今回各コイルの基本的 な性能評価を行った上で、脊椎撮

像時におけるコイルの検討 を行った。 

【方法】内部均一ファントムを撮像し、以下について解析を 行った。

(1)差分法を用いて SNR を算出して比較した。(2)均 一性の評価を行

った。(3)従来の臨床画像と上記の結果を踏 まえて選択したコイル

で撮像した臨床画像の比較を行った。 

【結果】コイル径が大きい body コイルや Flex 矩形などは AP 方向

の深い部分での SNR が高く、コイル径の小さい Anterior Neck コ

イルなどは表在の SNR が高くなった。 

【考察】体格、整位などに合わせてコイルを使用する必要が ある。ま

た、円背などの患者の場合、適切なコイルを使用す ることで検査時間

の延長をせずに SNR の向上が期待できる。 

名古屋共立病院 画像技術課 

 

【目的】2015 年 3 月、本邦でも Gd-BT-DO3A(ガドブトロール) が

薬事承認され臨床の場で使用され始めた。今回、当院でもガ ドブトロー

ルの導入にあたり、放射線治療の計画用 MRI 撮像の際に使用している 

Gd-HP-DO3A(ガドテリドール)と造影効果に ついて比較検討する。 

【方法】ガドブトロール及びガドテリドールを生理食塩水で 40、20、

10、5、2、1、0.5、0.2、0.1mmol/L に希釈し、ファ ントムを作成

した。GE 社製の Optima 450w を用いて、頭部造 影 MRI で撮像す

る SE 法、FSPGR 法にてファントムを撮像し、 希釈ファントムと生

理食塩水ファントムの信号強度から信号増強比率(CER)を算出し、造

影効果の比較検討を行った。 

【結果】CER が最大になる濃度までは、ガドブトロールの方が ガドテ

リドールよりも高い値となり、それ以上の濃度では低い値となった。 

【結論】ガドブトロールはガドテリドールに比べ信号増強比率 が高く、

高い T1 造影効果が得られる。 
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053 ガドペンテト酸メグルミンとガドブトロールのT1 造影 
効果の比較 

054 市販サプリメントが MR 画像に与える影響に
ついて 

055 Signal-difference-to-noise ratio によるグリッドレ ス
撮影の画質評価 

056 スパースコーディング超解像処理（ScSR 処理）
を用いた 画質改善 

 

 

 

 
  

 

○築島 正拓、宮條 さとみ、佐々 木 駿、田中 宏卓        
山室 修 

東名古屋画像診断クリニック  画像技術課 
 

【目的】ガドブトロールはガドペンテト酸メグルミンの半量 で造影効

果を得る事が出来る。両造影剤の T1 造影効果を比 較検討する。 

【方法】T1 値の測定は両造影剤を 20, 10, 5, 4, 2, 1, 0.5, 0.3, 

0.1mmol/l に希釈したファントムを作成し、IR 法にて T1 値を

測定し、r1 値(mM－1s－1)を算出した。また、SPGR, LAVA-

FLEX, SET1W において撮像しコントラスト比を測定した。 

【結果】ガドブトロールの T1 値は全ての濃度でガドペンテ ト酸メ

グルミンより低い値となった。r1 値は 1.5T（22～24℃） において

ガドペンテト酸メグルミンは 4.6mM－1 s－1、ガドブトロールは 

5.4mM－1 s－1 となった。臨床条件下のコントラス トはガドブトロー

ルの方が高い値となった。 

【結語】ガドブトロールはガドペンテト酸メグルミンより半 量で T1 

短縮効果によるコントラスト向上が期待できる。 

○谷川 奈穂、坪内 隆将、大竹 知代、吉村 早紀           
下村  望、井戸  泰伸、福山 誠介 

社会医療法人厚生会  木沢記念病院  放射線技術部 
 

【目的】MRI 経口造影剤は、T1 強調画像の陽性効果及び heavyT2 強

調画像の陰性効果を目的に使用されている。Fe、Mn が主原 料で用

いられている市販のサプリメントに同様の作用がある か検討した。 

【使用装置】1.5T MRI 装置 SIGNA HDxt（GE 社製） 

【方法】Fe 剤（NatureMade 社製），Mn 剤（SOURCE 

NATURALS 社製）を濃度 0.001～0.3wt％に水で撹拌調整しボト

ルに封入、 周囲を寒天で固定し T１強調画像，heavyT2 強調画像

で撮像、 周囲寒天とのコントラストを見た。 

【結果】Fe 剤では 0.01wt％以上で T1 強調画像の陽性効果、 

0.02wt％以上で heavyT2 強調画像の陰性効果を確認した。一方 Mn 

剤では 0.005wt％以上で陽性効果、0.005wt％以上で陰性効 果を確

認した。 

【考察】ある一定濃度以上で画像への影響が認められた。臨床 において、

サプリメントを使用した場合、既存の造影剤と同様 に画像に影響を与え

る可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 
（15:00 ～ 16:00） 

 

 
 
 

○上田 明日香 1、市川 勝弘 2、服部 雅之 3 

 
 

1 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専 攻、2

金沢大学大学院 医薬保健研究域保健学系、3金沢大学 大学院 医
薬保健学総合研究科 

 

【目的】ディジタルラジオグラフィにおけるグリッドレス撮 影の画質

を，散乱体と被写体コントラストを考慮した信号対 雑音比である 

signal-difference-to-noise ratio (SDNR) を用いて評価した． 

【方法】厚さ 5，10，15，20cm のアクリルファントム上にア クリ

ル板と鉛円盤を置き，管電圧を 70，80，90kV とし，グ リッド有

無で入射表面線量を同一として撮影した．取得画像 からコントラス

ト，散乱線含有率，normalized noise power spectrum 

(NNPS)， modulation transfer function (MTF) を 測定し，

SDNR2を算出しグリッド有無について比較した． 

【結論】グリッド有で散乱線含有率は，約 27～40%低減した． アク

リル厚が 5cm では，グリッド無の方が SDNR2は高く，ア クリ

ル厚が 10cm では，SDNR2はほぼ同等となった．アクリル 厚が 

15cm 以上では，グリッド有の方が SDNR2は高くなった． 被写

体厚が 10cm 未満では，グリッドレス撮影により被ばく 低減が可

能であることが示唆された． 

○宮阪 洋亮 1、東 正史 2、大柿 護 2、松田 吉雄 3
 

今村 幸祐 3、真田  茂 4 

 
1金沢大学大学院  医薬保健学総合研究科 保健学専攻 
2EIZO 株式会社、3金沢大学  理工研究域 電子情報学系 
4金沢大学  医薬保健研究域 保健学系 

 

【目的】近年，一般画像を対象として解像特性を改善するス パースコ

ーディング超解像処理（ScSR 処理）が報告されてい る．そこで，ScSR 

処理の X 線画像への応用とその評価を行う． 

【方法】ScSR 処理は，対象画像を劣化しやすい高周波成分と 劣化し

にくい低周波成分に分け，特に高周波成分に対し特徴 抽出，ノイズ

除去，解像復元を行う．評価は，診療放射線技 師 5 名により，バー

ガーファントムを撮影した X 線画像の処 理前後の画像を比較した． 

【結果】ScSR 処理で，劣化した画像の 4mm 以下の構造物は解 像度

が向上したが，4mm より大きな構造物は改善しなかった． 

【考察と結論】解像復元は，事前に多様な鮮鋭画像を劣化さ せた辞

書と類似した特徴を対象画像から抽出し，劣化前の鮮 鋭特徴を推測

するため，4mm 以下の構造物は辞書の画像特徴とほぼ適合したが，

4mm より大きい構造物は適合しなかったと考 える．適切な辞書を用

いた ScSR 処理は，X 線画像の解像特性 の改善に有望である． 

 

 

 

セッション 11 画像工学 
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057 近赤外光ＣＴ装置の改良－逐次近似画像再構成による 
画質改善－ 

058 CT 画像を用いた頭部線状骨折の自動検出手法の開発 
～ファントムによる基礎的検討～ 

059 ガボールフィルタと HOG 特徴量を用いた乳腺 MR 
画像における乳腺形態の解析 

060 乳房 X 線画像における構築の乱れの自動検出
手法－偽陽性削除処理による性能改善－ 

 

 

 

 

 
  

 

○上半 隼也 1、橋本 二三生 2、寺本 篤司 1、藤田 広志 3
 

 

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、2藤田保健衛 生大学
大学院 保健学研究科、3 岐阜大学大学院 医学系研 究科 

 

【目的】近年、放射線による被曝が無く、生体透過性に優れる 近赤外光イ

メージング技術が注目されている。我々 はこれま で、これらの特徴を

活かした近赤外光 CT 装置の開発を行っ てきた。しかし、本装置か

ら得られる断層像は光の散乱等に より生体試料の構造を明瞭に描出

することが困難であった。 そこで本報告では、逐次近似画像再構成法

による断層像の画 質改善を行った結果を報告する。 

【方法】検出器にデジタル一眼レフカメラを用いた簡易型の 近赤外

光 CT 装置を製作し、投影データの収集を行った。本 装置から得ら

れた投影データを用いて、ML-EM 法による画像 再構成を行い、断

層像を取得した。 

【結果・考察】アクリルで製作したファントムおよび生体試 料を用い

て従来の解析的な画像再構成により得られた断層 像と提案手法

を比較した。その結果、提案手法は生体試料の 構造をより明瞭に描出

しており、逐次近似画像再構成法によ る画質改善効果が確認された。 

○山田 あゆみ 1、寺本 篤司 1、大塚 智子 2、工藤 匡平 2
 

安野 泰史 2、藤田  広志 3 

 
1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科、2大同病院 
3岐阜大学大学院医学系研究科 

 

【目的】頭部外傷において線状骨折を伴うとき、スキャンの スライ

ス面と平行な骨折線に対しては、見逃しが生じる可能 性がある。そ

こで本研究では、三次元画像処理前の頭部 CT 画 像を用いて線状骨

折の骨折線を自動検出する手法を開発す る。 

【方法】まず、頭部 CT 画像をモフォロジー処理し骨領域抽出 を行う。

次に位置決め画像を用いて円蓋部を抽出し、その結 果に対し三次元

ラプラシアンフィルタ処理し骨表面を抽出す る。抽出した骨表面に

対してブラックハット変換を行い線状 の構造物を検出する。 

【結果および考察】頭蓋骨を模したデジタルファントムを作 成し本

手法を適用したところ、線幅 0.31mm までのひび割れ線 が検出され

た。次に CT 装置にて人骨封入頭部ファントムを撮 影し、同様に検出

処理を行ったところ、ファントム内のひび 割れ線の他、縫合、血管溝

などが同時に検出された。 

 

 

 

 

 
 

  
 

○小野江 愛里 1、山崎 瑞季 2、安達 勇人 2、寺本 篤司 1 藤田 
広志 3、宮條 さとみ 4、山室 修 4、大見 久美子 4 西尾 正美 
5
 

 
1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、2藤田保健衛 生大学
大学院 保健学研究科、3 岐阜大学大学院 医学系研 究科、4東名古
屋画像診断クリニック、5名古屋放射線診断ク リニック 

 

【目的】乳腺 MRI は乳がん発症ハイリスク女性への検診方法 として

注目されている．乳房内に異常が存在すると乳腺の構 造が変化するた

め，MR 画像で描出される乳腺形態を正確に解析することができれば，

新たな診断情報を提供できる可能性 がある．本研究では，非造影乳腺 

MR 画像を用いた乳腺形態 の解析手法を開発することを目的とする． 

【方法】非造影 T1 強調画像に対して，異方位性モフォロジ ーフィ

ルタや凸包処理等を適用し，乳房領域を抽出する．次 にガボールフィ

ルタを用いて乳腺の存在と方向を抽出し，得 られた 2 種類の情報から，

顔認識処理で利用されている HOG 特徴量を算出する．HOG 特徴

量は左右の乳房でそれぞれ独立 して算出し，左右の対称性を評価す

る． 

【結果】正常症例を含む 10 症例の乳腺 MR 画像を用いて検証 を行っ

たところ，HOG 特徴量の左右対称性は正常症例と異常 症例の間で

有意な差が見られ，本手法の有効性が確認され た． 

○山崎  瑞季 1、大塚 智子 2、寺本 篤司 1、安野 泰史 2
 

藤田 広志 3
 

 

1藤田保健衛生大学大学院  保健学研究科 
2大同病院 
3岐阜大学大学院医学系研究科 

 

【目的】乳がん所見の 1 つである構築の乱れは、現在実用化 されて

いる乳房 X 線画像用 CAD で検出精度が低いことが課題 となってい

る。我々 は昨年度の部会にて、構築の乱れの画像 特徴に注目し、線

構造と塊状パターンを強調することで構築 の乱れを自動検出する

手法を報告した。十分な真陽性率が得 られたが偽陽性削除が課題と

なったため、本発表では偽陽性 削除処理を行い検出性能の改善を試み

た結果を報告する。 

【方法】乳房 X 線画像に対し、線構造と塊状パターンの強調 にそれ

ぞれ適応型ガボールフィルタとアイリスフィルタを適 用した。2 つ

の検出結果を統合して候補領域を得た後、候補領 域に対して 14 の特徴

量を算出し、SVM を用いて偽陽性削除を 行った。 

【結果】DDSM で公開されている 50 症例 200 枚を対象に評価し たと

ころ、偽陽性削除処理によって約半数の偽陽性が削減さ れた。 
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061  モニタ輝度と環境照度が検像業務に与える 
影響 

062 院内モニタの品質管理と読影時の室内環境光の影響の評価 

063 血管撮影部門におけるオンラインマニュアル導入に関 
する検討 

064 造影剤自動注入器における精度管理についての 
検討 

 

 

 
（16:10 ～ 17:10） 

 
 

 

 

○尾崎 一樹、前田 圭太、鈴木 友輔、市川 卓磨           
小林  美紀、竹内  吉人、小林  謙一、木野村 豊 

藤田保健衛生大学病院  放射線部 

 

 

【背景・目的】当院では撮影装置の更新に伴い、各操作室に 医用画像

表示モニタ（以下、医用モニタ）を、検像には新た な検像端末を導

入した。更に検像エリアには調光器を設置 し、検像環境が大きく

変化した。そこで、検像業務における モニタ輝度と環境照度の最適化

について検討した。 

【方法】検像用医用モニタにバーガーファントム及び胸部画 像を表示

し、視覚評価にて最適な輝度、照度を検討した。操 作室用医用モニタ

に同様の画像を表示して視覚評価を行い、 操作室の環境照度下におけ

る最適な輝度を検討した。 

【結果】検像用医用モニタでの最適な輝度は 300［cd/m2］、 照度

は 100［lx］であった。操作室の環境照度下における操 作室用医用

モニタの最適な輝度は 400［cd/m2］であった。 

【結論】操作室用医用モニタでは作業環境を考慮した上で最 適な輝度、

照度を検討する必要がある。また、その維持には 定期的なモニタの品

質管理が重要であると考えられる。 

 

 

○橋岡 由佳 1、津坂 昌利 2、広藤 喜章 3
 

 
1名古屋市立  緑市民病院  診療技術部 放射線技術科 
2 名古屋大学 大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 医用 科学講座、
3 セントメディカル・アソシエイツ LLC 医用技術 責任者 

 

【目的】JART アンケート調査でモニタ診断におけるヒアリハ ット

事例が報告されている。本研究では院内モニタの品質管理と読影時の室

内環境光の影響を評価した。 

【方法】DICOM GSDF 対応 5M、3M、2M、参照用 1M モニタを用

い JIRA モニタ品質管理手順に従い測定し、室内光を点けた状態 (明

室)と部屋を暗くした状態で JIRA テストパターンと望遠型 輝度計を

用いて物理評価を行った。次に JIRA 日常点検画像と 倫理指針に基づ

く連結不可能匿名化された臨床画像を用いて 室内光を変化させ視覚

評価を行った。結果：物理評価では明室 で低輝度部分の輝度が上昇した。

視覚評価ではどのモニタも部 屋が暗い方が観察しやすかった。日常点

検画像も明室では見えない部分や濃度差が識別できない場合もあった。 

【考察】明室では低輝度部分に該当する病変は見落とされる可能性があ

り室内光調節機能が必要である。また低解像度モニタでは画像圧縮表示

のために見落としが起こる可能性がある。 

 

 

 

 
  

○安藤 剛一、上坂 大輔 ○須賀 龍也 
 

福井赤十字病院 放射線科部 

 

【背景】当院放射線部には，RIS 端末と部内ネットワークを 利用し

た放射線科部内のオンラインマニュアルシステムが ある．2014 

年 10 月に心血管撮影装置が更新されたのに伴い， 血管撮影部門のオ

ンラインマニュアルを新たに導入した． 

【目的】心血管撮影装置用のオンラインマニュアル導入効果 を検討す

る． 

【方法】血管撮影担当技師 6 名を対象とし，作成したマニュ アルに関

してアンケート評価を実施した． 

【結果】「内容のわかりやすさ」や「困った時に役立つ」は良い結果

となったが，「利用頻度」は「自己学習に役立つか？」は良い結

果にはならなかった． 

【考察】内容量が十分であることと，マニュアルに写真を多 用した効

果があるものと思われる．また習熟度が上がるとマ ニュアル利用頻度

が下がると思われる． 

【結語】血管撮影部門のオンラインマニュアル導入効果はあった．し

かし，技量維持や困った時に役立つように今後も更 新をしていく必要

はある． 

医療法人  気象会  東朋八尾病院 放射線科 

 

平成 24 年度診療報酬改定の「医療機器の保守管理に関する評 価」に、

CT及びMRI撮影に係る施設基準の届出において、 使用する造影剤自動

注入器の保守管理計画が厚労省により、義 務付けられている。しかし、コス

トの問題により、メーカとの 保守契約が大半結ばれていないのが現状であ

り、精度管理として必要な、注入量、注入速度、注入圧についての評価方法が

明 確でない為点検方法については、目視点検に留まっている現 状も否めな

い。造影剤自動注入器は業務的に救急領域、通常業 務と幅広く用いられてお

り、今日の画像診断では必要不可欠であると同時に、診療放射線技師はその装

置の性能が発揮されているかを把握する責務がある。そこで、容易性も含め

多くの施 設で精度管理の実践ができないかを検討し、一定の効果が得ら れ

たので報告する。 

 

 

 

セッション 12 機器管理 
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065 医療機器管理においての検討 066  放射線機器単独の非常用発電機の導入 

067 当院における仰臥位脊椎側面撮影の有用性 068  JSGI ファントムを用いた幾何学的変化に伴う画質評価 

 

 
  
○中村 晃道 ○渡邉 一正、辻井 重吉、佐々 木 宏、神谷 悟 

安野 泰史 
 

十全記念病院 放射線部 社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 

 

【目的】CT 撮影時に、リングアーチファクトが発生した事を きっか

けに医療機器管理の重要性をを痛感し、医療機器管理 について検討し

た。 

【方法】新病院への移転に伴い、新規での機器導入後、１年 半の業者

による定期点検、機器作業報告書、また日常点検を 見直した。 

【結果】それぞれの機器を検討した結果、PET、SPECT、MRI 

はそれぞれ装置稼働率が 100％であった。CT は 99．6％であ った。

撮影時にリングアーチファクトが発生した事が原因 で、画像デー

タ収集系の故障によるものであった。それぞれ の機器で、ソフトウェ

ア系の修理作業が多かったが、検査できないトラブルには至らなかっ

た。 

【考察】機器の作業報告書を見直すことにより、どのような 修理作業

が多いか確認でき、フィードバックすることにより、今後の対策

を検討することができると考えられた。 

【目的】放射線機器単独使用可能な非常用発電機を設置した 為、発

電機回路時における放射線機器の稼働状況を検証した。 

【方法】設置した発電機はディーゼル式で電源容量は 300kVAであ

る。まず、各放射線機器が必要とする電源容量を調査し、 今回は大容量

を必要とする X 線 CT 装置(150kVA)と血管撮影装 置(100kVA）を

対象とした。撮影条件は、両装置とも最大出力 に近くなるよう

に前者は  120kV-650mA-15sec 、後者は 125kV-328mA-

15sec とした。そして、電源供給が発電機回路時 に両装置の X 線同時

曝射を 3 回行い、その時の発電機本体が 示す負荷電流の変動と両装置

の使用状況について確認した。 

【結果】発電機本体が示していた負荷電流の数値は 450A で許 容範囲

内(700A)に収まっており、負荷をかけた時の電源供給 に問題は無

かった。また、両装置共に通常使用する事が出来 た。 

 

 

 

 
（9:30 ～ 10:20） 

 
 

  
○西村 学、多和田  有花、近藤 恭典 ○小栗 健太、花井 敦司、小住 香織、駒田 英勝           

鈴木 正広 
 

愛知医科大学病院 中央放射線部 名古屋掖済会病院 中央放射線部 

 

【目的】仰臥位脊椎側面撮影は新鮮脊椎圧迫骨折の診断に有 用である。

しかし、当院においては圧迫骨折後の骨融合・遷 延融合の評価として

の撮影を行っている為、その有用性につ いて検討した。 

【方法】圧迫骨折後 3 ケ月以内または遷延融合をきたす自力 では脊椎

側面前後屈撮影不可能な 65 例において、立位もしくは坐位側面と仰

臥位側面を撮影した。前弯角(Th11/S1) および圧迫骨折部上下椎

体のなす角と楔状率を測定し比較検 討した。 

【結果】仰臥位側面を立位もしくは坐位側面と比較すると、前弯角及

び圧迫骨折部上下椎体のなす角が有意に後屈しており、楔状率は

仰臥位側面が有意に大きな値を示した。 

【考察】圧迫骨折患者は脊椎アライメントが前屈している 為、骨

融合・遷延融合の評価を後屈位で行う必要がある。自 力での後屈位が

不可能な場合、仰臥位にすることにより自然 に後屈位となる。よって、

仰臥位は骨融合・遷延融合を評価 する上で有用であると考えられる。 

【目的】JSGI ファントムを用いて透視撮影装置の幾何学的変 化に伴

う画質評価を行ったので報告する。 

【方法】透視撮影装置の幾何学的条件（SID、拡大率）を変化 させ、

JSGI ファントムを用いて視覚評価およびデジタル解析 を行った。視

覚評価は鮮鋭度とコントラスト分解能を評価し、 デジタル解析は SD 

値と CTF（コントラスト伝達関数）にて評 価した。 

【結果】鮮鋭度評価は拡大率による視覚評価に差が生じたが、 SID の

変化では差が生じなかった。コントラスト分解能は幾何 学的変化に伴う

視覚評価に差は生じなかった。またデジタル解 析を行った結果、幾何学

的変化に伴う SD値、CTF の変化に差 はみられなかった。 

【まとめ】透視撮影装置の幾何学的条件を変化させるとそれに伴って撮

影条件も変化するが、画像処理により一定の画質を維 持できている。臨

床現場では状況に応じて幾何学的変化を加えるが、それによる画質へ

の影響は小さいことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

セッション 13 一般撮影 - 画像評
価 
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069 胸部ポータブル撮影条件の統一へ向けての検討 

 ―画質評価から― 

070 FPD 搭載型ポータブル装置による連続消化管撮影への 
応用 

071  Slot scan における重心動揺計を用いた 
motion artifact の評価手法について 

072 散乱線除去処理の処理設定パラメータの違いによる
画像への影響の検討 

 

 
  

  

 

○和田 望未、前多  尚人、松井  幹夫、石田 咲樹 ○浦崎 昇平、伊藤 益弘、吉田 芽以、松岡 洋慶      
藤原 宏、矢代 真理子、山中 一輝、恒川 明和     
竹島  賢治、遠藤 斗紀雄 

 

富山県済生会富山病院 大垣市民病院 診療検査部 外来放射線室 

 

【目的】当院では現在、胸部ポータブル撮影に CR システム を用い

ている。患者の体格に応じて線量を調整しているが、 撮影条件の詳細

な規定はなく技師によってばらつきがある。 そこで撮影線量の違いに

よる画質を検討し、被写体厚ごとの 適正線量への統一を行った。 

【方法】技師ごとの撮影条件を調査し、各撮影条件下でファ ントム撮

影を行った。画質の物理評価（低コントラスト分解 能、デジタル WS）

と視覚評価を行い、各被写体厚に対する適 正線量の検討を行った。 

【結果・考察】技師間で撮影条件にばらつきが見られたが、その範囲

では線量が与える物理的には画質への影響はほと んどなかった。

よって各被写体厚において視覚的に担保され る最低線量を基準の撮

影条件とした。技師間での撮影線量の ばらつきがなくなり被ばく低

減と今後のFPD 化での撮影線量 検討の基本となると考える。 

【目的】今回、透視室への搬送困難な重症新生児に対し 

FPD による連続撮影を試み、有用であったので報告する。 

【方法】新生児用保育器のカセッテホルダーに FPD を入れ、ポ ジショニ

ング後、希釈したガストログラフィンを肛門より注入 し撮影した。その

場で医師が写真を確認し、追加撮影の有無を 決定した。 

【結果】胎便栓症候群疑いで新生児の注腸検査を病室で施行 し、診

断に有用であった。またその際、撮影の間隔時間が問題 となったが、バー

ジョンアップ、撮影シーケンスのプランニン グにより時間短縮が図られ

た。 

【考察】本来、消化管造影は透視下において施行するのが安全 ではある

が、透視室まで移動困難な重症新生児に対しては専門 医の監視下で施

行する本法は透視検査として補足できる撮影 法であると考える。今後、

同様な症例に対し、撮影間隔時間の 短縮および被ばくの軽減を検討して

いきたい。 

 

 

 

 

 

 
（10:30 ～ 11:30） 

 

 
 
 

○山田 誠一 ○藤本 真一、石田 
安達 登志樹 

智一、岸本 貴宏、木戸屋 栄次 

 

国家公務員共済組合連合会  名城病院 放射線部 

 

【目的】EOS（Biplane 型全身用撮影装置）に用いられる Slot scan 

方式は、他の一般的な撮影システムとは異なる特徴的な motion 

artifact を有することがある。被写体に起因した背 景もあるが、そ

れらの有無について取得画像から視覚的に判 断することは容易では

ない。 今回、視覚的な評価に依存しない重心動揺計を用いた客観的 

な評価手法の確立を試みた。 

【方法】重心動揺計をガントリー内のプラットフォームに配 置し、撮

影時に並行して測定を行った。それらから得られた 測定値を Time-

Motion Curve とし撮影像にマッピングした。 

【結果】撮影時の体動について、画像と TMC から評価するこ とを可

能とした。また、潜在的に含まれる motion artifact の可能性につ

いても示せたことで検像精度の向上や診断支 援の一助となった。 

【考察】Slot scan におけるリスクとその対策については、 一定の提

起ができた。今後は、本法の必要性について医師や 製造サイドに働き

かけて行きたい。 

福井大学医学部附属病院 放射線部 

 

【目的】散乱線除去処理（Virtual Grid:VG）は，グリッド使 用の

画像と同等の画質を提供していると報告されている．VG 処理には

事前に撮影条件を処理設定パラメータとして入力する必要があるが，

実際に撮影された条件と異なった場合にどの ような影響が起こるか

を検討した． 

【方法】FujiFilm 社製ワイアレス FPD を使用して撮影された 胸部臥

位正面の正常 10 症例に対し，VG 処理の処理設定（管電 圧，管電流）を

変えた画像を作成した．それらに対し，肺野・ 鎖骨・椎体・心臓・腋下

などに ROI を設定し，デジタル値や SD，CNR の変化を調べた． 

【結果と考察】処理設定が高くなるとデジタル値は低下し SD は増加

した．心臓・腋下などに比べ，鎖骨や椎体の方が,変化 が大きい傾向に

あった．CNR は椎体において変化が大きかっ た．これは椎体が画像

中心にあるため散乱線の影響が大きかったためであると思われた． 

【結論】VG 処理設定の違いは椎体のコントラストに最も影響 する． 
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073 胸部 X 線動画イメージングのための体動補正法の開発 074 手関節側面動態検査法を対象にした撮影補助システム 
の開発 

075  FPD の実効エネルギー感度依存特性の検討 076 長尺撮影用フラットパネルディテクタの基礎的検討 

 

 

 

 
  

 

○松田 紘明 1、田中 利恵 2 

 
1金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 
2金沢大学 医薬保健研究域保健学系 

 

動画対応フラットパネルディテクタ(FPD)によって低線量で の X 

線動画イメージングが可能となった．コンピュータ画像 解析により，

動画機能を動きの向きや量として定量化可能だ が，呼吸にともなう体

動が解析精度を下げる要因になってい る．本研究の目的は，撮影時の

呼吸にともなう体動を検出し， 補正する方法を開発することである．

体動をシュミレーショ ンした画像で開発手法の精度を評価したので報

告する．動画 対応 FPD を用いて最大努力呼吸過程を 10 秒間に 30 枚

取得し た(n=36)．取得した X 線画像の体輪郭を自動検出し．移動

ベ クトルを計測した．体輪郭の移動ベクトルが左右で同方向と なっ

たフレームを体動ありとした．既知量だけ移動および回 転させた胸部 

X 線動画像の 1 フレームを対象に，開発手法に よる体動補正の精度を

検証した．上下左右・回転いずれの移 動に対しても高い精度で体動検

出できたことから，開発手法 の有用性が示された． 

○石田 悠葵 1、田中 利恵 2、真田 茂 2 

 
1 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻量子医療技 

術学講座、2金沢大学医薬保健研究域保健学系 
 

動画対応フラットパネルディテクタ（FPD）を用いた X 線動態 撮影で

は，運動の再現性が課題となっている．本研究の目的は，運動の再現性を高

める撮影補助システムを開発することであ る．提案システムは，汎用 

Web カメラ・PC・モニタで構成され，ブッキー台での手関節撮影を想

定した．汎用 Webカメラを X 線可動絞りに固定し，初回撮影時の掌背

屈運動をビデオ撮影して誘導映像を作成した．2 回目以降の撮影では，

同じカメラ配 置で得られた掌背屈運動の映像と誘導映像とを，撮影台に設

置されたモニタにリアルタイムに重ね合わせて表示し，両者が一 致する

よう，被検者に複数回練習してもらった．開発システム を用いた掌背屈

運動を10名の健常者に3回ずつ行ってもらい， ビデオ映像を対象に

最大掌背屈角度を測定した．システムの有無による大きな変化は見られな

かったものの，一定の誘導効果が確認された．今後，経過観察と同様に撮影

間隔を設け，検討 していく必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
○吉澤 沙織 1、光元 勝彦 2、江端 清和 1、嶋田 真人 1     

安達 登志樹 1、東村  享治 2 

1福井大学  医学部附属病院 放射線部 
2京都大学  医学部附属病院 放射線部 

 

【目的】FPD の感度依存性をピーク管電圧に着目した研究は 報告さ

れているが，実効エネルギーに着目した検討はなされ ていない．今回，

我々は FPD の感度依存性を実効エネルギーに着目し，

RAW_DATA デジタル値をもとに，最適な撮影条件を 得るための基

礎的検討を行った． 

【方法】45， 70， 120kVp で実効エネルギーが 30～65 keV に

なるよう Al フィルタを組み合わせた．そこで得られた各 実効エ

ネルギーで照射線量を揃えて照射し，得られる 

RAW_DATA デジタル値を測定し感度曲線を得た． 

【結果】50keV で RAW_DATA デジタル値はプラトーに達した． 

【考察】今回の検討では FPD の感度依存性は実効エネルギー に大き

く影響した．部位に応じて最適な実効エネルギーとな る管電圧-フィ

ルタの組み合わせで撮影することが被ばく低 減に大きく寄与する

可能性が示唆された． 

○前田 圭太、尾崎 一樹、鈴木 友輔、市川  卓磨     
久保  進也、竹内  吉人、小林  謙一、木野村 豊 

藤田保健衛生大学病院  放射線部 

 

【目的】当院では装置更新に伴い 1shot で長尺撮影が可能な富 士メデ

ィカル社製長尺撮影用 FPD CALNEO GL(以下 GL)を導入し た。そ

こで GL と従来使用してきた CR システムの長尺カセッテ (以下 CR)

を比較検討した。 

【方法】GL と CR の曝射から画像表示までの時間を計測した。 体軸方

向の歪みを比較するためにGLとCRそれぞれの体軸方向 に金属円

盤を一定間隔で配置し、円盤の直径を計測した。画像 結合部の精度を比

較するためにGL と CR それぞれにX 線メジャ ーを貼り付けて結合

部のずれを計測した。 

【結果】GL の画像表示までに要する時間は CR と比較し約 70％短縮さ

れた。体軸方向の歪みは GL と CR に違いは見られなかっ た。画像結合

部の精度は GL が CR と比較し約 70％優れた結果 となった。 

【考察】GL は CR に対し画像表示までに要する時間が大幅に改 善され、

画像結合部の精度も向上していた。また、体軸方向の 歪みも同程度である

ことから臨床上非常に有用と考えられる。 
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077 視覚評価および正規化順位法を利用した撮影条件の適正
化に関する検討 

078 頭頚部 IMRT における患者固定精度の検討 

079 陽子線治療におけるCT 自動位置決めシステムの 
精度検証 

080 陽子線治療における CT 位置決めを用いた肝臓がん治療 
の基礎的検証 

 

 

 
(13:10 ～ 14:20) 

 
 

 

 

○丸山 裕輝、中野 智、飯田 葉子、山下 雅人     
勝  利彦、外山  和男、米田 和夫 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 

 

【目的】新規導入時の撮影条件決定方法として、受光系の感 度特性に

注目し、既存装置の撮影条件から算出する方法が一 般的である。しか

し、施設環境における各装置の特性評価は 容易ではない。そこで我々

は適正撮影条件を導き出す簡易的 手法として、視覚評価および正規化

順位法を利用する方法に ついて検討した。 

【方法】頭部専用装置（FPD：装置 A）、および汎用装置（FPD： 装置 B、

CR：装置 C）を用いて、それぞれの頭部ファントム 画像を複数観察

者による視覚評価により点数化し、正規化順 位法を用いて順位付けを

行った。 

【結果】装置 A が高得点を獲得し総合的に最も優れていた。 装置 B 

および C は、装置 A に及ばないものの僅差となった。 

【考察】装置 A は撮影条件の低減を、他 2 装置は現状維持ま たは撮影

条件の微増により装置A に迫る画像の提供を期待で きる。以上より、

視覚評価および正規化順位法を利用して、 容易に撮影条件決定が可能

である。 

 

 

○安藤 未央、中村 和彦、南 佳考、青山 貴洋     
小関  弘智、金田  直樹、中村 勝 

愛知医科大学病院 

 

【目的】頭頸部 IMRT では、頸椎の捻れを原因としたセットア ップエ

ラーが問題となっている。そこで、回旋・側屈・前後屈 の捻れの大きさを

解析した。また、捻れの低減方法について検 討した。 

【方法】頭頸部 IMRT 施行患者の治療計画 CT と CBCT 画像を用 い

て、各頸椎の回旋・側屈・前後屈の角度の差を測定し、それ ぞれの捻れの

大きさを求めた。画像解析ツールは Varian 社製 ARIA を用いた。ま

た、計画 CT 撮影時に体表マーカを使用し、 更にシェル作成時に頸椎側

面を密着させる事で、捻れがどの程 度低減するか検討した。 

【結果】回旋・側屈・前後屈のうち捻れが最も大きかったのは 前後屈であ

った。またシェル作成方法の変更で回旋、側屈の捻 れが低減した。前後

屈においては大きな改善が見られなかっ た。 

【考察】頸椎の捻れを解析し対処することで、捻れを原因とす るセットア

ップエラーの低減が可能となった。今後、前後屈の 捻れの改善方法を検

討する必要がある。 

 

 

 

 

  
 

○安川 裕 1、南 大樹 1、渡邊 修司 1、爲重 雄司 2
 

前田 嘉一 2、山本  和高 2 

 
1福井県立病院 放射線室 
2福井県立病院 陽子線がん治療センター 

 

【目的】当センターで運用中の CT を用いた自動位置決めシ ステム

について、自動位置決め精度と寝台回転精度検証を行 ったので報告す

る。 

【方法】1)自動位置決め精度：頭部、胸部、骨盤部ファント ムを寝台

上で既知量移動させ CT 撮影し、骨領域の照合精度 を評価した。2) 

寝台回転精度：治療寝台を治療側アイソセ ンタから CT 側アイソセ

ンタへ、および CT 側から治療側へ移 動する際の精度を、X 線 TV と 

CT を用いて、寝台上の金属球 の位置から測定した。 

【結果】1)並進軸移動時の位置決め誤差は現在の精度基準 

(±1mm 以内)を達成した。しかし回転軸移動時では誤差が大 きかっ

た。2) 装置導入時から現在まで約±1mm の範囲で推移 し、周期的な

季節変化が認められた。 

【考察】1)回転軸の位置決め精度不良の原因として、画像取 り込み

時のスライス補間による点群データのずれが予想さ れた。2)建屋

コンクリートの伸縮によりアイソセンタ間の距 離が変化したものと

推測された。 

○佐賀 友輔 1、中澤 寿人 2、南 大樹 1、安川 裕 1
 

渡邊 修司 1、山本  和高 2 

 
1福井県立病院 放射線室 
2福井県立病院 陽子線がん治療センター 

 

【目的】CT を位置決めに用いた肝臓がん治療症例について肝 臓・標的

の動きを視覚的・定量的に示し、基礎的検証を行う。 

【方法】4 症例について、日々 の照射毎の CT 画像に対し肝臓 の ROI 

を作成、その画像を治療計画時の CT 画像に対し椎体照 合し、ROI の

重心座標から肝臓のズレを計測した。またモデル ケース症例について、

肝臓・ターゲット・リピオドールの ROI を作成し、椎体照合時と Long 

の横隔膜並進時でそれぞれのズ レを比較した。 

【結果】4 症例の肝臓のズレは平均で Lateral=3.6mm、 

Long=8.8mm、Vertical=1.7mm であった。またモデルケースで 

は椎体照合時と比較し、横隔膜並進時で全体的に Long のズレ につい

て改善がみられたが、ターゲットのズレが 5mm 以上残存するケースが

見られた。 

【結論】症例別、同一症例でも日々 肝臓はズレとバラツキが生 じ、横隔

膜並進後もターゲットのズレが見られたことから、 日々 の照射毎に

ズレを補正可能な CT を用いた位置決めの有用 性が示唆された。 
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082 骨盤部画像誘導放射線治療における骨自動照合 

成功率の評価 

083 Deformable Image Registration に対する新
しい 評価指標 

084 前立腺 IMRT における超音波装置を用いた膀胱体積測
定 の有用性 

081 前立腺がん陽子線治療におけるCT位置決めシス 
テムを利用した骨盤内臓器の変化と線量解析に 
ついての検証 

 

 

 

 
  

 

 

○南 大樹 1、前田 嘉一 2、佐藤 義高 2、安川 裕 1  

佐賀 友輔 1、斎藤 真 1、笠原 茂 1、重矢 晃良 1  

渡邊 修司 1、山本  和高 2 

 
1福井県立病院 放射線室 
2福井県立病院 陽子線がん治療センター 

 

【目的】照射毎の CT 画像より臓器位置や形状変化を評価し、 照射標

的及び危険臓器に対する線量変化を解析を行い、CT を 用いた前立腺

照合の有用性を検証する。 

【方法】照射毎の CT 画像(10 症例:374 回分）を治療計画 CT 画像と

骨照合後、前立腺と直腸壁を指標にして並進 2 軸照合 (AP、SI 方向）

を行った。次に前立腺と直腸 ROI を作成、移 動および変形の解析を

行った。骨照合及び前立腺照合した場 合でアイソセンタ位置に照射ビ

ームを合わせ、2GyE 相当の線 量計算を実施臓器体積線量率の変化

を評価した。 

【結果・考察】骨照合から前立腺照合のアイソセンタ移動量 は、

AP、SI 方向それぞれ-9.7～7.5mmと-4.5～5.4mm で、直腸 形状

変化による AP 方向の移動量が顕著であった。前立腺照 合では前

立腺 V95≧95%を満たしたのは 93.6%、直腸 V60＜18%を満たし

たのは 84.8%であり、骨照合の 93.1%及び 62.1%と比較して有意

(p＜0.001)に直腸線量制約を維持した治療が行 われる可能性が

示唆された。 

 

○北川 雅康 1、武村 哲浩 2、野村 実 3、原 勇人 3
 

荒幡 純貴 3、多賀  信也 3 

 

1金沢大学大学院  医薬保健学総合研究科 保健学専攻 
2金沢大学  医薬保健研究域 保健学系、 
3富山県立中央病院  医療技術部 画像技術科 

 

【目的】骨盤部画像誘導放射線治療における骨自動照合の成功率を評価

することである． 

【方法】前立腺強度変調放射線治療を行う際に取得した放射線 治療計

画用 Computed tomography(CT)画像と照射直前に取得し た画像

誘導放射線治療用 Cone-beam CT(CBCT)画像(管電圧:125 kV，ス

ライス厚:2.5 mm，Matrix:384×384，撮像視野:25 cm) の位置が

一致した状態から既知の移動量を付加した後に骨自 動照合を行って，

成功率を算出した．自動照合を行う際の関心 領域の設定は CBCT 画像

の全体を含む関心領域を 100%として，100%，80%と の 3 通りを用

いた．また CBCT 画像の関心領域 内に含まれている骨の CT 値

(200～1700 HU)である Voxel 数を 数えて骨の量とした． 

【結果】計算領域に含まれる骨の量が と 80%の時に比べ て，60%

の時において成功率が大きく低下した． 

【考察および結語】計算領域が 60%の時に成功率が大きく低下 の計

算範囲を用いることが良いと考えられる． 

 

 

 

 
 

  
 

○長野 晃 1、武村 哲浩 2、池田 知広 3、大井 健光 3 

金武 建佑 1、首藤 由衣 1、宮田 洋平 1
 

 
1 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専 攻、2

金沢大学 医薬保健研究域 保健学系、3金沢大学 医 薬保健学総
合研究科  保健学専攻 博士前期課程 

 

【目的】Deformable Image Registration(DIR)により線量を 

積算することが可能となったが,均一な信号を持つ臓器内部 の 

DIR 結果を正しく評価することは難しい  .Local 

Uncertainty(LU)はボクセルの予想される候補位置を複数計 算

することで,DIR による移動位置の不確かさを定量的に評 価でき

る新しい評価指標である.本研究ではデジタルファン トムでの 

DIR 結果から,LU の有用性を評価した. 

【方法】骨盤部の CT 画像を模したデジタルファントムを作 成し,そ

れを基準に前立腺を前後,左右,上下の 3 方向に移動 させたものと

DIRさせた.DIRで得られたベクトルデータとデ ジタルファント

ム画像を用いてLU 画像を作成し,その有用性 を検討した. 

【結果】LU 画像の前立腺内部では部分的に高い値や低い値が見られ,

また移動方向によりその部分も変化した. 

【考察】均一な前立腺内部においても LU 画像で高い値を示 して

いるボクセルがあり DIRの不確かさが評価できるた め,LU 

は有用であると考える. 

○中村 和彦、金田 直樹、青山 貴洋、南 佳孝              
安藤  未央、小関  弘智、中村 勝 

愛知医科大学病院  中央放射線部 

 

 

【目的】前立腺 IMRT において照射時に治療計画時の膀胱体積 を再現

することは非常に重要であるが、そのコントロールは困 難である。そこ

で照射直前に超音波装置(US)を用いた膀胱体積 の測定を導入し、良

好な結果が得られたので報告する。 

【方法】対象は当院の前立腺 IMRT20 症例とし、US 施行群と US 非施

行群の 2 群に分類した。全 760fr.の CBCT 画像を用いて照 射直前の膀

胱体積の変動を比較した。また照射期間中の CBCT 画像から得られ

た合算線量と計画線量を、膀胱の平均線量について比較した。 

【結果】膀胱体積の変動は US 非施行群より US 施行群の方が少 なか

った。照射期間中の合算線量と計画線量を膀胱の平均線量 について比

較したところ、US 施行群で平均 2.3Gy、US 非施行 群で平均 4.9Gy 

多く照射されていることがわかった。 

【結論】前立腺 IMRT において US を用いることで、膀胱体積の 変動が

減少し、治療計画の再現性が向上した。 
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085 人体ファントムを用いたリニアック kV-CBCT における 
骨盤部被ばく線量測定 

086 当院におけるリニアック 2 機種の Cone-Beam CT 
による患者被ばく線量比較 

087 X 線シミュレータと On-board imagerを用いた 
 CBCT と CT の CTDI の比較 

088 kV ベースの IGRT における被曝線量の訪問測定 

 

 

 
（14:20 ～ 15:20） 

 
 

 

 

 

○川端  文隆 1、小山 修司 2、井上 政輝 3、小森 雅孝 3
 

奥平 訓康 1、中谷 隆佳 1、三宅 良和 1、米田 和夫 1
 

 

1名古屋大学医学部付属病院、2名古屋大学脳とこころの研究 

センター、3名古屋大学大学院医学研究科 
 

【目的】放射線治療の際、位置照合に必用不可欠である CBCT である

が、治療ごとの撮影による積算被ばく線量が懸念され ている。そこで

人体ファントムを用いて CBCT による被ばく 線量を測定し、その

評価を行った。 

【方法】各臓器位置にフォトダイオード線量計を配置した人 体ファ

ントムについて,前立腺 IMRT の際に用いる撮影条件と 同じもの

で CBCT を撮影し、骨盤部臓器における臓器吸収線 量と実効線量を

測定した。 

【結果及び考察】主要な骨盤部臓器の吸収線量について、約 10～

30mGy となった。また実効線量は約 5mSv となった。今回 測定した

吸収線量値は、治療計画装置を用いて算出した値 や、IMRT 検証

用ファントム、電離箱線量計を用いて測定した 値と概ね一致する結果

となった。測定した値を実際の治療の 分割回数分(約 37 回)積算する

と、臓器によっては 1Gy を超 えてしまうものもみられるため、低線

量被ばくによる影響や 治療における線量制約に気を配る必要がある

といえる。 

 

 

○南 佳孝 1、大澤 充晴 1、青山 貴洋 1、安藤 未央 1   

中村 和彦 1、小関 弘智 1、金田 直樹 1、中村 勝 1 小
山 修司 2

 

1愛知医科大学病院 中央放射線部 
2名古屋大学 脳とこころの研究センター 

 

【目的】高精度放射線治療には Cone-Beam CT（CBCT）が有用 

であるが、撮影回数が増すことで被ばく線量増加が問題とな る。

Varian 社製 TrueBeam STx（TB）は CBCT の被ばく線量低減 のた

めにチタンフィルターが新たに搭載されたが、どの程度低 減するかにつ

いての詳細な報告はない。今回、当院の 2 機種の リニアックを用いて 

CBCT の患者被ばく線量比較をした。 

【方法】実測した線質特性を基に、人体等価ファントムを用い て Varian 

社製 Clinac iX（iX）と TB の CBCT による臓器吸収 線量を測定し

た。管電圧、管電流時間積を同一条件とし、頭頸 部と骨盤部について比

較した。 

【結果】実効エネルギーは TB が約 20%高かった。臓器吸収線 量

は頭頸部において iX は水晶体 1.8mGy、唾液腺 5.4mGy、TB は 

1.5mGy、3.8mGy だった。骨盤部において iX は結腸 12mGy、 膀

胱 23mGy、卵巣 27mGy、TB は 7mGy、15mGy、18mGy だ

った。 

【結論】TB は頭頚部で 20%～30%、骨盤部で 30%～

40%、患者被ばく線量が低減していた。 

 

 

 
  

 

○中井 瑞記、牛島 貴弘、山尾 覚一、高瀬 英子           
尾崎  正和、内藤  雅之、牧 浩昭 

三重大学医学部付属病院  中央放射線部 
 

【目的】放射線治療用  X 線シミュレータと  On-

board imager(OBI)を用いた CBCT と治療計画用 CT の線量を比

較し た。 

【方法】CT の線量は CTDI を測定した。CBCT は CTDI に加え 

て IAEA HUMAN HEALTH REPORTS No.5 に従い CTDI200

を算出した。CTDI200は空中でビーム幅を 2 cm と 20 cm とし、

得られ た線量比から CTDI200を求めるものであり、10 cm 長のペ

ンシ ル型線量計で長軸に連続 3 か所測定して積算し、有効電離長 を

30 cm とするものである。 CBCT の撮影モードは Half 

Beam(HB)、Full Beam(FB)を Half Scan と Full Scan とし

た。 いずれも 32cm の CTDI 用 PMMA ファントムを用いた。 

【結果】CTDI は X 線シミュレータ:60.1 mGy(HB)、

55.6 mGy(FB)、OBI:73.3 mGy(HB)、70.4 mGy(FB)、

CT:19.6 mGyであった。CTDI200 は X 線シミュレータ:142.0 

mGy(HB)、181.8 mGy(FB)、OBI:292.0 mGy(HB)、265.2 

mGy(FB)、CT:391.9 mGy 

であった。 

【結論】X 線シミュレータの線量は OBI や CT と比較して低かった。 

○室井 大志、上田 伸一、倉田 雄一、能登 公也           
小島  礼慎、磯村  直樹、花岡  慎介、松浦 幸広 

金沢大学附属病院  放射線部 
 

【目的】日本国内で診断参考レベル（DRLs2015）が公表され投 与線量

の最適化が提言された．本研究では，各施設での画像誘 導放射線治療

（IGRT）における撮影時被曝線量を多施設・多機 種で測定することを

目的とした． 

【方法】E 社・V 社・B 社の IGRT 機器を導入している施設を訪 問し，

Body 及び Head を模擬したサイズのファントムで中心部 と表面の被

曝線量を測定した． 

【結果】2 次元マッチングより Cone Beam CT（CBCT）による被 

曝線量が大きい．CBCT では施設間・機種間で 2 倍以上の差が あ

った．CBCT における被爆線量は，Body 中心部で最大 35.7mGy 最少 

4.2mGy，Head 中心部は最大 2.9mGy 最少 0.4mGy であった． 表面

では位置により差があり，Body と Head の最大はそれぞれ 

104.8mGy，3.8mGy であった． 

【考察】同一ファントムでの測定により機種間の被曝線量の傾 向が把

握できた。各施設の線量最適化の一助となると思う. 
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089 TomotherapyにおけるDynamic Jawを用いたペー
スメー カーの線量評価 

090 コリメータを用いた陽子線スキャニング照射における 
中性子周辺線量当量の推定モデル作成 

091 放射線治療計画用４DCT の呼吸条件が物理特性に
及ぼす影響 

092  Prospective 同期CT 撮像における遅延時間が ITV
に及ぼ す影響 

 

 

  
 

○吉本 直也 1、猪田 康二 1、徳力 左千男 1、菊池 雄三 2
 

 
1福井県済生会病院 放射線技術部 
2 同 放射線治療センター 

 

【背景】JASTRO のガイドラインではペースメーカー 

（implanted cardiac pacemakers;PM）の総線量は 2Gy 以下 

としており、PM 総線量の事前評価が推奨されている。 

【目的】Tomotherapy による放射線治療において Dynamic Jaw 

モード（TomoEdge）を用いることにより PM の線量低減が図 れ

るかを検討した。 

【方法】当院で肺・縦隔の照射を行った PM 装着患者 3 名を 対象に、

治療計画用 CT 時に PM 本体を含め撮像し、治療計画 装置（TPS）

において TomoDirect の TomoEdge を用いた照射 プランと用いな

いプランを作成し、PM 線量の評価を行った。 

【結果】PM 総線量は、TomoEdge を用いた照射プランで平均 

0.603±0.777Gy、用いないプランで平均 1.33±1.97Gy であ った。 

【結論】TomoEdge により頭尾方向の線量低減が図れる為、PM 線

量をより低く抑えられ、TomoEdge を用いない場合では PM の

総線量が 2Gy を超す照射においても、TomoEdge の利用によ り 

2Gy 以下に抑えられる可能性が示唆された。 

○關原  恵理 1、小森 雅孝 1、歳藤 利行 2、岡田 裕史 1
 

安井 啓祐 2、米内 俊祐 3、小口 宏 1
 

 
1 名古屋大学大学院  医学系研究科、2 名古屋陽子線治療センター、 
3放射線医学総合研究所 

 

【目的】陽子線治療において中性子線量の患者毎の測定は現状の QA フロ

ーの中では難しい。本研究ではスキャニング照射で、基準条件の中性子周

辺線量当量（以降、線量当量）を測定し、 一様照射野サイズ、コリメータ

開口幅等をパラメータとした簡単な数式でモデル化し、任意条件での線

量当量を推定する。 

【方法】レムカウンタ WENDI-II で、IC 側方 50～200 cm で測 定し

た。基準条件は飛程 4、12 cm、照射体積 6×6×4 cm3、10 

×10×4 cm3を用い、与えたエネルギーと線量当量の関係式を作成した。

検証は飛程 12 cm、照射体積 6×6×4 cm3、10×10 

×4 cm3、コリメータ開口 4×4 cm2で測定し、モデルからの計 算値と比

較した。 

【結果】計算値は実測値と比較すると、距離が近い点で 2 倍、距離が 100 

cm 以上の点は 20％以内で一致した。 

【結論】簡単なモデルで、中性子周辺線量当量を推定できた。 このモデ

ルを用いれば患者治療計画を立てた時点で簡単に中 性子被ばくが評価で

きる。 

 

 
 

 
（15:30 ～16:20） 

 
 
 

 
 

○宮地 孝徳 1、林 直樹 1、上島 佑介 1、鬼頭 彩音 1   

中神 史恵 1、山川 哲弘 2、濱野 裕 2、中江 寛樹 3  

水野 勉 3、高田 勇馬 3
 

1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 
2藤田保健衛生大学大学院  保健学研究科 
3大垣徳洲会病院 放射線科 

 

【目的】呼吸性移動を伴う疾患では 4DCT を用いた治療計画 が有用

だが，実際の線量計算は通常ヘリカル撮影の CT-ED 曲 線を利用す

ることが多い。本研究では 4DCT を線量計算まで 本格応用するため

に，基礎物理評価を行った。 

【方法】治療計画用 CT を用いて，CT-ED 曲線の取得と画質評 価ファ

ントムによる画質評価試験を行い，通常のヘリカル CT と 4DCT の

比較を行った。 4DCT は呼吸条件の周期(10 BPM, 15BPM)と振

幅(1 cm, 2 cm)を変化させた。画質はコントラス トスケール、高・

低コントラスト分解能、ノイズと均一性、 スケーリングを評価した。 

【結果】4DCT の CT-ED 曲線はヘリカル撮影と比較して高密度 側

で約 4％の差異が認められた。画質については，4DCT のほ うが通

常ヘリカル画像に比べて多少ノイズが大きかった。 

【考察】4DCT 画像を用いた治療計画は可能であるが，高密度 物質を

多く含む場合では線量計算に影響を及ぼす可能性が ある。 

○鈴木 直樹 1、小口 宏 1、鎌田 茂義 2、塚田 圭祐 3
 

宮地 貴之 1、島田 星良 1、小森 雅孝 1
 

 

1名古屋大学大学院 医学系研究科、 
2岐阜県立多治見病院、3名古屋大学  医学部 保健学科 

 

【目的】呼吸同期照射で Prospective 同期 CT 撮像が用いられ るが，

撮像の際に遅延がみられる．この遅延補正の有無が ITV に与える影響

を検討する． 

【方法】一軸動体ファントムを用い，Optima CT580 W(GE 社製) によ

る Prospective 同期撮像を行なった．呼吸マネージメント 装置は RPM 

system を使用した．模擬腫瘍移動は sin 波形，周 期変動波形，振幅変動

波形の 3 種類を使用し，スキャン時間は 0.8，1.0，2.0 s を使用した．

取得データより ITV を取得し， 遅延補正の有無による影響は体

積，中心位置，Matching Index(MI)により検討した． 

【結果】体積，MI はスキャン時間に関わらず高い一致性を示 した．

しかし，中心位置のズレは最大で 1.6 mm であり，スキ ャン時間が

長くなるにつれて小さくなる傾向を示した．また， 今回取得した遅延

時間を位相換算した約 3.9 であった． 

【結語】中心位置の評価，位相間換算した結果より，波形の変 化に関わらず

遅延時間を考慮することが重要だといえる． 

 

 

 

 

セッション 17 治療 - 治療計画・呼吸性移動 
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093 金属マーカーを用いた肺定位放射線治療における腫瘍 
位置の定量的解析 

094 高精度放射線治療専門装置における動体追尾照射の精 
度検証 

095 スポットスキャニング陽子線治療における線量計算 シス
テムを用いた呼吸性移動に関する検討 

096 放射線治療計画 CT における金属アーチファクト低
減 ソフトウェアの基礎的検討 

 

 
  

○高田 勇馬 1、水野 勉 1、中江 寛樹 1、林 直樹 2
 

 

名古屋市立大学病院  中央放射線部 

 

【目的】肺定位放射線治療において腫瘍位置確認の指標とし て金属マ

ーカーが用いられる.本研究では金属マーカーの変 位量を解析し,

腫瘍位置を定量的に評価することを目的とす る. 

【方法】腫瘍と金属マーカーの位置関係を確認し,金属マー カーを

腫瘍位置の指標とした.金属マーカーと呼吸波形の位 置関係を確認

し,呼気停止下にて適切位置での呼吸波形をトリガーとして,照射前

および照射後に OBI(On Board Imager) にて正面および側面像

の撮影を各 5々 回行った.OBI による撮 影画像と DRR(Digital 

Reconstructed Radiography)との金属 マーカーの変位量を解析

し,評価した. 

【結果.考察】金属マーカーの変位量 S-I,R-L,A-P の Average 

± SD は照射前で -0.03± 0.70mm,-0.15± 0.66mm,0.34 ± 

0.04mm, 照射後で-0.71 ± 0.73mm,-0.47 ± 0.80mm,-0.08 ± 

0.03mm であった.今後,解析結果を蓄積することで呼吸停止 下

における肺定位放射線治療の internal margin の初期値設定の指標

となりうると考える. 

1大垣徳洲会病院 放射線科 
2藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 

 

【目的】高精度放射線治療装置(VERO-4DRT)は呼吸移動を伴う 病

変に対し，追尾照射が可能である．追尾照射では，体内マー カーを画像

誘導下で監視しながら照射を行う．今般我々 は動体追尾照射機能の精度

を検証した． 

【方法】動体ファントムに対してマーカ(Visicoil)を挿入した模擬標的

を作成した．呼吸モデルは sin 波を用い，呼吸周期 10 BPM と 15 

BPM それぞれに対して振幅 1 cm と 2 cm の 4 パタ ーンを作成し，模

擬標的に動体追尾照射した場合の中心線量と線量分布を評価した． 

【結果】治療計画装置(iPlan)の計算値を基準とした，中心線 量の実測値

の誤差は，どのパターンでも 1％未満であった．線 量分布の形状は呼吸パ

ターンによる顕著な違いはなかったが， 半影は静止照射(3.5 mm)に対し

て，動体追尾照射(4.0 mm)では増大した． 

【考察】動体追尾照射は，標的中心線量は担保されるが，半影 は動く方向

に対して広がる．本研究の結果をもとに最適なマー ジンを設定できる． 

 

 

 
（16:20 ～ 17:10） 

 
 

 
 

○上島 佑介 1、林 直樹 1、濱野 裕 2、鬼頭 彩音 1
 

中神 史恵 1、宮地 孝徳 1、安井 啓祐 3、山川 哲弘 2
 

 
1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 
2藤田保健衛生大学大学院  保健学研究科 
3 名古屋市立西部医療センター 名古屋陽子線治療センター 陽子
線治療技術科 

 

【目的】スポットスキャニング陽子線治療において呼吸性移 動は線量

投与精度に重大な影響を及ぼす。しかし、四次元的 な線量分布の検証

は実測では困難である。本研究では自作の スポットスキャニング陽

子線治療における線量計算システ ムを使用し、様々 なパターンの

呼吸性移動を模擬した線量分 布の検証を行った。 

【方法】数値計算言語 MATLAB を用いて作成した線量計算シ ス

テムを使用した。任意の呼吸性移動を再現し、呼吸性移動 が線量分布

に与える影響を評価した。呼吸波形は sin 波とし、 振幅と周期を変

化させた 6 種類の波形を使用した。 

【結果】呼吸波形の振幅が大きくなるほど、また、呼吸周期 が短いほ

ど線量分布の誤差は大きかった。線量の最大誤差は 約 50%だった。

考察：本システムにより呼吸性移動が線量分 布に与える影響を治療

計画時に検証することができるため、 マージンの決定や呼吸同期照

射等の治療方針の決定に有益 な情報が得られる。 

○村松 典明、富田 哲也、伊藤 哲、半村 勝浩  

静岡県立静岡がんセンター 放射線治療科 

 
【目的】治療計画 CT において金属アーチファクト低減処理ソフトウ

ェア(SEMAR：Single Energy Metal Artifact Reduction) の有用

性を評価すること。 

【方法】径の異なる 2 種類の金属(ニッケル合金及びパラジウ ム合金)

を付加した自作水ファントムを撮影し、SEMAR の使 用・不使

用で画像再構成した。1)バックグラウンドの平均 CT 値から±3 倍の

標準偏差を超える CT 値のピクセルを金属アーチファクトと定義し測

定した。2)再構成した 2 つの CT 画像を 用いて放射線治療計画装置

(pinnacle3 Ver.9.6)にて線量分布 を計算し任意点の線量を比較検討

した。 

【結果】金属の径や種類に関わらず SEMAR の使用により金属アーチ

ファクトは低減した。金属有りの CT 画像は金属無しの CT 画像と比し

て任意点の線量に乖離が見られたが SEMAR の使用 により低減し

た。 

【結論】金属アーチファクトを低減し治療計画した線量の正確度が高く

なることから、放射線治療計画 CT における SEMAR の有用性が示唆

された。 

 

 

 

 

○北川 裕人、福間 宙志、江口 佑太、土屋 貴裕 

 目方 祐司、笠井 治昌、廣瀬 保次郎 
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097 体厚減少が線量分布に与える影響―ファントム評価― 098 脳定位放射線治療における線量計算アルゴリズムの
比 較 

099 モンテカルロ法を用いた高エネルギー電子線カーネル 
の計算 

100 スポットスキャニング陽子線治療における線量 計算シス
テムの環境構築 

 

 

 
  

 

○吉永 真奈 1、磯田 知佳子 1、貝辻 美紗 1、伊東 宏也 2
 

三好 佳仁 2、山下 剛範 1 

 
1鈴鹿医療科学大学  保健衛生学部 放射線技術科学科 
2三重県厚生連 鈴鹿中央総合病院 

 

【目的】Tomotherapy Hi-Art(ACUURAY)を用いた放射線治

療 では、MVCT にて得られた画像と、治療計画 CT 画像とを比較 し

て位置照合を行う為、体輪郭のずれが視覚的に現れやす い。そこ

で、体厚減少による線量分布の評価をガンマ解析に て行った。 

【方法】Matrixx(IBA Dosimetry 社)にボーラスを乗せた状態 を 

0mm とし、5mm ごとに-25mm までボーラスを減少させ照射 し

た。得られたデータからガンマ解析(DD3％・DTA2mm)を行 い、

パス率を算出した。 

【 結 果 】 パ ス  率 は 0mm:97.82 ％、  -5mm:96.30 ％ 、 

-10mm:89.37 ％ 、 -15mm:81.32 ％ 、 -20mm:79.90 ％ 、 

-25mm:78.08％となった。 

【考察】ボーラス厚の減少に伴いパス率は低下した。パス率 90％を判

定基準とした場合、ボーラス厚の減少が 10mm 以上 でパス率が

判定基準に達しなかった。よって 10mm を超えた 減少から、再治

療計画を検討する必要があると考えられる。 しかし、臨床では呼吸体

動や体重減少による体輪郭変化を考 慮しなければならない。 

○青山 貴洋、金田 直樹、南 佳孝、安藤 未央            
中村 和彦、小関  弘智、中村 勝 

愛知医科大学病院  中央放射線部 

 

【目的】当院では、脳定位放射線治療の線量計算アルゴリズム に pencil 

beam convolution(PBC)法を用いている。今回 PBC 法よりも

計算精度の高いアルゴリズムである analytical anisotropic 

algorithm(AAA)法に計算アルゴリズムに変更し た際、治療計画

に与える影響について検討を行った。 

【方法】PBC 法を用いて線量計算を行った治療計画について、 計算ア

ルゴリズムを AAA 法に変更して再計算を行った。その 際、PBC 法

で算出された MU 値を AAA 法の計算に用いた。得ら れた結果を、計

画標的体積内の体積線量 Dmax、D95、Dmean、 Dmin について比

較した。 

【結果】PBC 法で求めた体積線量は、AAA 法に対し Dmax、D95、 

Dmean、Dmin で 、0.1%、4.1%、1.8%、2.3%であった。 

【結論】PBC 法では AAA 法と比較して線量を過大評価する傾向 があ

った。しかし、計算アルゴリズムの変更は従来の投与線量 と異なる可能

性があり、十分注意する必要がある。 

 

 

 
  

 
 

○菊地 慧史、梁川 奈津子、田町 瑞穂、加藤 秀起  

藤田保健衛生大学  医療科学部  放射線学科 

 
【目的】高エネルギー電子線の線量分布計算の基本となる電 子線カー

ネルを計算し、機種によるカーネルの違いを考察す る。 

【方法】ベータ分布をモデルとしたスペクトルを想定してモンテカル

ロ法により PDD を計算し、実測 PDD と最もよく一致 するスペクト

ルを決定した。その入射スペクトルを用いてモンテカルロ法により電

子線カーネルを求めた。 

【結果】同一公称エネルギーでの PDD 曲線は機種により異な り、そ

れにともない電子線カーネルも線束方向、側方向とも に差異が生じる

ことが分かった。考察：同一公称エネルギー の電子線であってもスペ

クトルが異なれば、電子線カーネル も異なるので、新しいリニアック

を導入する際には電子線の PDD、スペクトル及びカーネルの検証が

必要となる。 

○濱野 裕 1、林 直樹 2、山川 哲弘 1、加藤 秀起 2
 

安井 啓祐 3
 

 
1 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、2 藤
田保健衛生大学  医療科学部  放射線学科、3 名古屋市 立西部医療セ
ンター 名古屋陽子線治療センター 陽子線治 療技術科 

 

【目的】スポットスキャニング陽子線治療では呼吸性移動は線 量投与

精度に重大な影響を及ぼす。しかし、呼吸性移動を考慮 した四次元的な

線量分布の検証は実測では困難である。本研究 ではスポットスキャニ

ング陽子線治療における線量計算システムを構築し、その評価を行っ

た。 

【方法】数値計算言語 MATLAB を用いて線量計算を行った。陽 子ビ

ームの PDD はモンテカルロシミュレーションで算出し、OCR は 

V.L.Highland の近似式を使用して、実測値を反映した モデリングを

行った。本システムの評価として、実際の治療計 画のスポット配置を反

映した線量分布を作成し、治療計画装置 と比較した。呼吸性移動は各ス

ポットの座標に呼吸性移動分を 加算して再現した。 

【結果】作成した線量分布の OCR は誤差 1.26%以下で一致した。 

また、任意の呼吸性移動を反映した線量分布の作成が可能となった。考

察：本システムによって実測では困難な呼吸性移動を 伴う線量分布の作

成が可能である。 
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101  X 線を用いた相互校正における外部モニタが与え
る 影響 

102 Flattening Filter Free ビームの水吸収線量計測に
おける Prp の検討 

103 付加フィルタを用いた電子線深部線量分布の最適化 1104  Gafchromic Film とと多多列列半半導体体検出出器型型線量量検検証証シシスステ
テムにによよるる前前立腺IMRT ププラランン検検証証結果果のの比比較較 

 

 

 
（9:10 ～ 10:00） 

 
 

 

 

○笹本 耕平、木下  尚紀、西本  康宏、安達 登志樹 

 

 

○金田 直樹、安藤 未央、南 佳孝、青山 貴洋           
中村  和彦、小関  弘智、中村 勝 

 

福井大学医学部附属病院 愛知医科大学病院 中央放射線部 

 

【目的】標準計測法 12 では相互校正の際に外部モニタによ る加速

器の出力変動を補正することを推奨しているが，外部 モニタが使用で

きない場合も考えられる．そこで外部モニタ の有無が相互校正で得

た水吸収線量校正定数に与える影響 を検討する． 

【方法】計測は標準計測法 12 での光子線における相互校正 に従っ

た．リファレンス線量計、外部モニタには PTW 社製 30013，フ

ィールド線量計には IBA 社製 CC13 を用いた．エネ ルギー10MV，

照射野 10×10cm2と 20×20cm2とし測定を 3 回 行った．評価にあ

たり外部モニタの補正有り無しでの水吸収 線量校正定数の比を求め

た．また，校正された電離箱との感 度比から算出した吸収線量との比

較で線量の評価も行った． 

【結果・考察】外部モニタの設置による水吸収線量校正定数 の違いは

最大で 0.5%であった．また線量換算では 0.4cGy 未 満の差とな

った．以上のことより外部モニタが使用できない 環境下でも相互校正

は行えると考えられる． 

【目的】Flattening Filter Free ビームの水吸収線量について Prp 

が新たに導入されたが測定法は確立されていない。当院 の Prp を測定

し新たな補正係数導入に関し検討した。 

【方法】RTPS にて水ファントムを作成し、基準条件に電離箱 を仮

挿し、幾何学的中心点線量を平均線量で除した値を Prp とした。X 

線は 6MV と 10MV、MU 値は 200、Flattening Filter 有りと無

し、0.6cc(PTW30013)と 0.125cc(PTW31010)、AAA と 

AcurosXB(AXB)、計算グリッド 0.15、0.2、0.3cm とした。VARIAN 

社製 TrueBeamSTx で同条件にて実測し、2 つの電離箱の水吸収 線量

の実測値と計算値を比較した。 

【結果】AAA、0.2cm、0.6cc の Prp は 6FFF で 1.0033、10FFF 

で 1.0060、AXB では 1.0027、1.0066 で約 0.06%の差、計算

グ リッドの変化で最大 0.06%の差が出た。電離箱体積 0.125cc で 

1 に近く、Filtered ビームはほぼ 1 だった。実測値と計算値は 最大 

1.4%の差が出た。 

【結論】Prp 導入は不確かさを考慮し見送る事とした。 

 

 

 

 
 

  
 

○島田 星良 1、小口 宏 1、奥平 訓康 2、坂上 久記 1
 

廣瀬 融 3、宮地 貴之 1、鈴木 直樹 1、小森 雅孝 
1
 

 
1名古屋大学大学院 医学系研究科、2名古屋大学医学部附属 病院、
3名古屋大学  医学部 保健学科 

 

【目的】電子線は低エネルギーほど飛程が短い利点を有する が、相反

して表面線量が低下する特徴がある。そこで、本研 究では PDD の改

善を目的とした付加フィルタを挿入し、電子 線線量分布の変化を求め、

最適な付加フィルタの組み合わせ を検討した。 

【方法】加速器は Varian Clinac iX の 9 MeV 電子線を用い た。ア

プリケータ直上に枚数の異なるタングステン機能紙を 挿入して、それ

ぞれの PDD および OCR を測定した。また、浅 部線量を増加させ

る最適なフィルタの組み合わせを計算に よって検討し、作成した

最適化用フィルタを用いて実測を行 った。 

【結果・考察】計算上ではオープン照射野で85% 、30 枚のフ ィル

タ付加で 15%の線量割合でブレンドすると、表面近傍か ら 90%

以上の線量を保つ PDD となった。しかし、計算上での 面積比を

基に作成した付加フィルタとは線量分布が一致し なかった。今後

はモンテカルロ計算を用いて付加フィルタの 形状を考慮していく。 

○佐賀 将人 1、鎌田 茂義 1、小口 宏 2、安藤 忍 1
 

伊佐次  範也 1 

 
1 岐阜県立多治見病院  中央放射線部、2 名古屋大学大学院医学 系研究
科 医療技術学専攻 

 

【目的】多列半導体検出器型線量検証システム Delta４は３次 元線量

検証システムであり、IMRT の検証を効率的・高精度に 行うことが

出来る．今まで行ってきたフィルムによる 2 次元線 量分布評価と 

Delta４による前立腺 IMRT の 3 次元線量分布の 検証結果を比較す

る． 

【方法】検証プランは IMRT49 名を対象とした． 3 次元線量分 布検

証は、Delta4 を用いた．2 次元線量分布検証は I’ｍRT ファントム

を用いて Gafchromic Film（EBT3）と線量分布検証 システム

（DD-system）で 3 断面（coronal、Sagital、Axical） の解析をし

た．線量分布は Distance to agreement（DTA）、Dose difference

（Dd）、γ解析を用い、3 mm 3%でパス率を比較した． なお、Plan 

Threshold はどれも 50％-100％とした． 

【結果・考察】Delta4 は DD-system よりも良い Pass 率を示し、3 次元

γ解析を行う場合は、2 次元γ解析よりも解析条件を厳 しく設定する

必要がある． 

 

 

 

セッション 19 治療 - 線量計
測 
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105 拡大照射陽子線治療において軸外線量比が field size 
factor の軸外距離依存性に与える影響 

106 コバルト 60 定位手術的照射装置の治療において異なる 
血管撮影装置間の幾何学的精度の比較 

107 ゲル線量計を用いたアイソセンタの位置精度評価の
試 み 

108 照射野が限定されている装置における乳房接線照射の
可能性 

 

 

 
（10:00 ～ 10:50） 

 
 

 

 

 

○北川 智基 1、小森 雅孝 1、安井 啓祐 2、矢部 卓也 3 
小口 宏 1 

 
1 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
学分野、2 名古屋陽子線治療センター 陽子線治療技 術科、3名古屋
大学  医学部 保健学科 

 

【目的】MU 計算のための補正係数の一つである field size factor

（FSF）は、軸外距離が大きくなるにつれて小さくな る。本報告

では軸外線量比（off center ratio : OCR）が FSF の軸外距離依存性

に与える影響を報告する。 

【方法】複数回測定した OCR の平均値を標準 OCR とした。標 準 

OCR を用いて軸外距離に依存した FSF の減少を補正し、中心軸の 

FSF と比較した。 

【結果】OCR による影響を補正することにより、軸外距離に 依存

した FSF の差は減少した。しかし、軸外距離が大きく、 照射野サイ

ズが小さい場合の FSF は中心軸の FSF に対して有 意な差が見られ

た。 

【結論】OCR は FSF の軸外距離依存性に影響を与えていた。この影

響を補正しても FSF には依然として有意な差があり、 他の因子が関

係していると推測できた。 

 

 

 

○小栗 佑太、萩原 昌宏、滝川 幸則、内山 幸男         
山田 雅巳 

偕行会  名古屋共立病院  医療技術部 画像技術課 

 

 

【目的】コバルト 60 定位手術的照射装置にて AVM の治療を行 う際、

血管撮影装置も用いて治療計画を立てている。昨年、当 院に新たな血管撮

影装置が導入されたので、臨床に用いるために歪み測定等を行うと同時

に、既存の装置との比較を行った。 

【方法】1.QC ファントムを CT にて撮影し、座標系の基準とする。2.2 

台の血管撮影装置にてファントの撮影を行い、治療計 画装置にて座標

を定義する。3.ファントム１辺の実測値を測定 する。また、治療計画装

置内の画像にてファントム１辺の長さ を計測する。同様にファントム内

の X 線不透過メジャーも計測 する。 

【結果】 2 装置共に全ての方法で同様の結果が得られた。 

【考察】血管撮影装置の画像の座標定義は手動にて行うので、 術者や環

境により変化しやすい。2装置共に、座標系のズレを ほぼ認めず、また装置

間でも大きな差はなかった。臨床に用いて問題ないと考えられる。 

 

 

 

 
  

 

○金武 建佑 1、武村 哲浩 2、大井 健光 3、上田  伸一 4
 

能登 公也 4、小島 礼慎 4、磯村 直樹 4、室井 大志 4
 

 

1 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学学 科、2

金沢大学 医薬保健研究域 保健学系、3金沢大学 医 薬保健学総
合研究科 保健学専攻、4 金沢大学附属病院  放射線部 

 

【目的】3 次元的線量分布の直接評価が可能なゲル線量計を 用いて、

3D スターショットを行い、高精度放射線治療装置の アイソセンタの 

3 次元的位置精度評価を試みた。 

【方法】PAGAT 系ゲルを作製し、ゲル線量計とした。作製し た

ゲル線量計に直線加速器 Elekta Synergy(ELEKTA 社)の 10 MV 

X 線を用いて、ガン-ターゲット方向に長い照射野を作成 し、0、

45、90、135°方向からそれぞれ 500MU の線量で照射 した。ま

た、コリメータを 90°回転させ、ガン-ターゲット 方向に垂直な照

射野で 0、90、180°方向から照射を行った。 照射したゲル線量計

を 1 日冷蔵保存し、保存後、CT 装置 SOMATOM Emotion 

16(SIEMENS 社)で管電圧 80 kV、管電流時 間積 120 mAs、

スライス厚 0.6 mm、有効視野 150 mm の撮影 条件下で線量分布

を撮影した。 

【結果および考察】ゲル線量計は白濁反応を生じた。CT 画像 を撮影

したが、画像上の CT 値に差が付きにくかった。酸素 の遮断管理の

徹底が必要であると考える。 

○鬼頭 彩音 1、林 直樹 1、中神 史恵 1、上島 佑介 1       

宮地 孝徳 1、山川 哲弘 2、濱野 裕 2、水野 勉 3 高田 
勇馬 3、中江  寛樹 3 

 
1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 
2藤田保健衛生大学大学院  保健学研究科 
3大垣徳洲会病院 放射線科 

 

【目的】近年の高精度放射線治療に特化した装置では照射野が 限定さ

れているものが多い。本研究では、VERO（三菱重工）を 用いた乳房照

射の妥当性について検討を行う。 

【方法】教育用放射線治療計画装置にて、乳房サンプル 10 例 に対し

て通常の Wedged 接線照射（通常法）と VERO を想定した Field-in-

Field 照射野結合法（J-FIF 法）の計画を行い、線量 分布と線量指標

（D95, D50, D2, HI, CI）を比較した。 

【結果】10 例の標的乳房容積は 739±317 cm3であった。処方 線量

を D50 で正規化した場合、D98 は通常法より J-FIF 法の方 が低かっ

たが、両者の CI に差はなかった。肺野への線量は両 手法の間で顕著な

差はなかった。 

【考察】VERO は照射野が小さく、Jaw を持たないことから通常 の 

Wedged 接線照射は不可能であるが、J-FIF 法により、妥当 な線量分

布を作成することができる。 

 

治療・その他  
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109 三次元スキャナ技術による乳房照射中の体表面動態
解析 

110 高精度放射線治療装置のための品質管理プログラムの 
策定と管理シートの作成 

111 MicroDose Mammography SI の精度管理に関する基
礎的 検討 

112  DIGIMAM ファントムを用いた日常管理に関する検討 

 

 

 
  

 

○中神 史恵 1、林 直樹 1、鬼頭 彩音 1、宮地 孝徳 
1
 

上島 佑介 1、濱野 裕 2、山川 哲弘 2、松永 卓磨 3
 

 
1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 
2藤田保健衛生大学大学院  保健学研究科 
3聖隷浜松病院 放射線部 

 

【目的】乳房接線照射では、呼吸性移動に伴う体表面の動き が皮膚線

量や線量均一性に影響を与える。本研究では、3D スキャナ技術

を応用した体表面監視装置 VOXELAN を用いて乳 房照射中の体

表面の動きを解析し、呼吸が乳房皮膚表面の動 きに与える影響を考察

する。 

【方法】VOXELAN は体表面の動きを一度に定量的に取得する こ

とができるが、データ量は膨大である。従って、関心領域 ROI を設

定し、経時的な変化をグラフ化し解析した。ROI は 体軸方向数点

とそれぞれから側方にシフトした位置に設定 した。 

【結果】腹部付近に設定した ROI の動きと乳房皮膚表面に設 定した 

ROI の動きには相関関係がみられ、その移動周期に大 きな差は無か

った。また、各 ROI で観察された移動周期の最 呼気位置に大きな差

は無かった。 

【考察】VOXELAN を用いて経時的に体表面の動きを観察する こ

とで、呼吸と乳房皮膚表面の動きの関係を明らかにした。 また、

VOXELAN の呼吸管理への応用も期待できる。 

○中江 寛樹 1、水野 勉 1、高田 勇馬 1、林 直樹 2
 

 

1医療法人  徳洲会 大垣徳洲会病院、 
2藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 

 

【目的】当院に導入された高精度放射線治療装置(VERO-4DRT) は,

汎用リニアックと比較し,構造と機能は異なる．今般我々  は,品質管

理プログラムを策定し,適切な運用を考察した． 

【方法】品質管理プログラムは,JASTRO や AAPM で定める汎用 リ

ニアックの品質保証(QA)項目をベースに,VERO-4DRT に適用し

て修正した．QA の点検頻度は日毎,週毎,月毎,年毎に分け た．実施管

理は表計算ソフト(Excel)を用い,マクロ機能によって運用しやすいよ

うに作成した． 

【結果】QA 項目は,線量管理 16 項目,幾何学的管理 14 項目,MLC 管

理 4 項目,放射線画像管理 14 項目に分類した．Excel では項 目予定表

を起点に,QA 項目名から各 QA 管理シートへリンクし た．QA 項目は

統計的に管理するため,経時グラフをベースとし た管理図を表示した． 

【考察】統計的管理法により,QA 項目の異常を容易に発見で き,点

検頻度の最適化に応用可能である．また,VERO-4DRT 特有の追尾機

能に関する品質管理はまだ議論の余地がある． 

 

 

 
（11:00 ～ 11:50） 

 
 

 
 

○山本 香澄、河合 菜月、飯田 葉子、伊藤 富貴子         
柴田  有加里、藤田  尚利、近藤  悟、米田 和夫 

○河合 菜月、飯田 葉子、山本 香澄、伊藤 富貴子          
柴田  有加里、近藤  悟、米田 和夫 

 

名古屋大学医学部附属病院 名古屋大学医学部附属病院 
 

【目的】Philips 社製 MicroDose Mammography SI（以下 

MDM） では、日常精度管理に装置付属の QC ファントム、チャ

ート を用いている。本研究では、DIGIMAM ファントムを用い

て、 精度管理項目について評価をした。 

【方法】DIGIMAM ファントムを用いて、管電圧、mAs 値、

CNR、 SNR を測定し、QC ファントムの結果と比較検討した。 

チャー トを用いた空間分解能の視覚評価についても検討した。 

【結果】DIGIMAM ファントムを用いて、日常精度管理に必要 な

評価項目を測定することが可能であり、安定した結果が得 られた。更

に、DIGIMAM ファントムでは、胸壁欠損、低コン トラスト分解能

の測定結果が得られた。チャートを用いた空 間分解能の視覚評価は、

エッジ法による物理評価と同様の結 果が得られた。 

【考察】汎用性をもつ DIGIMAM ファントムを MDM の日常精度 

管理に使用できる。 

【目的】当院では、デジタルマンモグラフィ装置 AMULET 

Innovality 使用時に、富士フイルム社製の 1Shot ファントム、 専用 

QC ソフトによる自動計算を用いて日常管理を行ってい る。本研究

では、DIGIMAM ファントムを用いた品質管理につい て検討した。 

【方法】DIGIMAM ファントム、1Shot ファントムを i-AEC ON 

で撮影し、管電圧、mAs 値、CNR、SNR、胸壁欠損、低コントラ ス

ト分解能、ダイナミックレンジについて評価した。 

【結果】1Shot ファントムと同様に、DIGIMAM ファントムにお い

ても、日常管理に必要な評価項目を測定でき、安定した結果 が得られた。 

【考察】1Shot ファントムを用いた自動計算による管理は、簡 便でかつ

短時間に行うことができるが、DIGIMAM ファントムを 用いること

で、ソフトが搭載さえていない装置においても、同 様の日常管理が可能

であることが示唆された。 

 

 

 

乳  房   セッション 21 
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113 モンテカルロ法を用いたマンモグラフィにおける平均 
乳腺線量の算出 

114 モンテカルロ法を用いたマンモグラフィにおける被写 
体コントラストの検討 

115  月経周期各時期におけるマンモグラフィ圧迫時の
乳 腺変化 

116 乳腺腫瘤における Shear Wave Elastography(SWE)
の初期的検討 

 

 

 
  

 

○梁川 奈津子、菊地 慧史、田町 瑞穂、加藤 秀起  

藤田保健衛生大学  医療科学部  放射線学科 

 
【目的】マンモグラフィの平均乳腺線量測定法である ACR 法、 

EUREF 法は、被写体条件が限られており、乳房を均質物質と 仮

定していることから被写体内での線量分布が定かではな い。モン

テカルロ法を用いて評価を行った。 

【方法】近似計算した入射 X 線スペクトルが、間質組織と乳 腺組織が

混在する不均質乳腺モデルファントムに入射した 場合の平均乳

腺線量及び体内線量分布を計算し、ACR 法およ び EUREF 法と比

較検討した。 

【結果】乳腺割合が低く、乳腺が X 線入射表面に多く分布し ているほ

ど、平均乳腺線量の値は大きくなった。また、Mo-Mo よりも Mo-Rh 

で平均乳腺線量の値は大きくなった。モンテカ ルロ法と、ACR 法、

EUREF 法で算出した結果には差異が生じ、 EUREF 法では管電

圧の違いによるばらつきが大きくなった。 考察：Mo-Mo と Mo-

Rh では、X 線スペクトルの形状が異なる ため平均乳腺線量に差が生

じた。深部よりも表面に乳腺が分 布している場合に被ばくが問題にな

ると考えられる。 

○田町 瑞穂、加藤 秀起、菊地 慧史、梁川 奈津子  

藤田保健衛生大学  医療科学部  放射線学科 

 
【目的】マンモグラフィにおける被写体コントラストが、乳房 厚、乳腺割

合といった被写体条件、および管電圧、付加フィル タの照射条件によっ

てどのように変化するかを、モンテカルロ 法により検証した。 

【方法】直方体の乳腺組織と間質組織を接合し、厚さ、乳腺組 織の乳腺割

合を種々 変化させた仮想ファントムを設定した。Mo ターゲットで管電

圧、付加フィルタを変化させたとき放射され るＸ線スペクトルを近似

計算により求めた。各ファントム条 件・照射条件を組み合わせたとき

の一次線および散乱線による 被写体コントラストをモンテカルロ法に

より求めた。 

【結果】ファントム厚が小さいほど、乳腺割合が大きくなるほ ど一次線

コントラストは高くなる傾向にあった。管電圧が低い ほど一次線コン

トラストは高くなるが、散乱線コントラストの 大きな変化は見られな

かった。付加フィルタ（Mo，Rh）による 被写体コントラストの有意な

差異は認められなかった。 

 

 

 
（11:50 ～ 12:30） 

 

 

 
 
 

○川口 菜摘、白坂 朱梨、浦田 萌江、伊藤 佑華  

北岡 ひとみ 

鈴鹿医療科学大学  保健衛生学部  放射線技術科学科 

 

【目的】乳房は月経周期で変化するといわれている。そこで、 月経周

期各時期におけるマンモグラフィ圧迫時の乳房外側 及び内側の乳

腺変化について検討する。 

【方法】基礎体温を測定して月経周期を分類した。各時期に 自作圧迫

板とエコーを用いて、マンモグラフィ圧迫時の乳腺 厚を測定し、同

時に疼痛を連続確信度法にて評価した。MRI 装置で撮像し、

ImageJ Sync Measure 3D を用いて乳腺容積を 算出し検討した。 

【結果及び考察】圧迫時の疼痛と乳腺厚は卵胞期後期に比べ 月経開始

前後で大きくなった。乳腺容積でも同様の傾向を示 し、乳腺外側でよ

り変化がみられた。これは黄体期に多く分 泌される2種のホルモンと

の関係が示唆される。これらを考 慮し、マンモグラフィ撮影には卵胞

期後期が最適であり、そ れ以外の時期には、乳房内側はもちろんのこ

と特に外側に留 意する必要がある。 

○山口 奈津季、桑山 真紀、青山 香里、浅見 幸恵 

 小松  みゆり、馬場  浩子、佐野  幹夫、玉木 繁 
 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部 放射線技術科 
 

 

【背景・目的】弾性評価には従来の Strain Elastography と組 織中

の Shear Wave 伝搬速度を利用した SWE がある。今回、SWE を用

いた伝搬速度による弾性評価を行ったので報告する。対象 2015 年 4

～5 月までの間に当院で乳腺超音波検査を施行した患 者のうち腫瘤性

病変を認めた 43 例（US で良性と判断した 30 例、病理診断で悪性が

確定した 13 例）方法 1)SWE にて腫瘍内 で最も硬く表示される部分の

定量値を求めた。2)組織脂肪弾性 比と伝搬速度の相関性を検証した。

3)ROC 曲線から良悪性病変 の cut off 値を求めた。 

【結果】1)良性病変の定量値の平均値は 3.15m/s、悪性病変で は 

4.46m/s であった(P＜0.01)。2)組織脂肪弾性比と伝搬速度 に相関性

が認められた。3)良悪性の cut off 値は 2.71m/s であった。考察悪性病変

の定量値は良性病変と比較して有意に高値 であり、SWE 定量値は良

悪性の鑑別に有用であると考えられる が、両者がオーバーラップする部

分があることを念頭に検査を 行う必要がある。 
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118 超音波検査で診断し得た精索静脈瘤の一例 

119  当院における野球肘検診の取り組み 120 線条体シンチにおける SPECT 撮像時間の検討 

 

 
117 演題取り下げ 

 

○日比  亮輔 1、高井 洋次 1、高村 マキ 1、赤堀 竜一 1
 

伊藤 慶子 1、野村 昌彦 2、西川 徹 3、木野村 豊 1
 

 
1 藤田保健衛生大学病院 放射線部、2 名古屋セントラル病院 放射線
科、3藤田保健衛生大学病院  臨床検査部 

 

【はじめに】精索静脈瘤とは血液のうっ滞により精巣静脈が拡 張,蛇行

した状態である.今回超音波検査にて精索静脈瘤を診 断し得た症例

を経験したので報告する. 

【症例】10 歳代男性.左陰嚢内に弾性軟の腫瘤を触知し当院泌 尿器科

受診となった.尿潜血反応は認めず,腫瘍スクリーニン グとして超音

波検査施行となった. 

【超音波所見】左陰嚢部に拡張および蛇行した静脈を認めた. バルサル

バ負荷にて拡張した静脈内に逆流による豊富な血流 シグナルを認め

た.左腎静脈は大動脈と上腸間膜動脈によって 圧排されており,圧排

部での最高血流速度は 257cm/s であっ た.簡易ベルヌーイの式に

より,圧較差は 26mmHg 程度と推測さ れ, ナットクラッカー現象に

よる精索静脈瘤であると判断し た. 

【考察】精索静脈瘤の主たる原因はナットクラッカー現象であ る.症状

のある部位のみならず,その病態の全体像を考え,その 原因を検索す

るように超音波検査を施行する必要があると考 えられる. 

 

 

 

（9:10 ～ 10:00） 
 

 

  
○中垣内  雅弥 1、坪内 啓正 1、土橋 仁 2、大川 哲平 3 

中村 幸太郎 4、徳力 左千男 1
 

 
1福井県済生会病院 放射線技術部、2福井県済生会病院 リ ハビリ
テーション部、3福井県済生会病院 看護部、4福井県 済生会病院 
事務部 

 

【背景・目的】成長期野球肘の一つである上腕骨小頭離断性 骨軟骨炎

（OCD）は，進行すると重篤な関節障害をもたらす が，早期発見

により保存療法で競技復帰が可能になるため， 超音波検査（US）に

よる野球肘検診が各地で行われるように なった．当院では，2012 年か

ら野球による障害予防の活動を 始動し，2014 年より US による肘検

診を取り入れた．その結 果を報告する． 

【方法】3 チーム，39 人の選手に対し US を行い，OCD の有無 をス

クリーニングした．OCD 疑いの選手には，保護者や指導 者を含め

医療機関での精査を勧めた． 

【結果・考察】39 名中 1 名（2.6％）に OCD 疑いの所見を認 めた．

また，この 1 名の選手が無症候性であったことから， 早期発見とい

う点では肘検診を行った意義があったといえ る．しかし，福井県

でプレーする選手，保護者，指導者の野 球肘に対する理解度は低く，

その重要性を啓発する活動を行 いながら肘検診を拡大していくこと

が今後の課題となる． 

○松尾 長昌 

 

聖隷浜松病院 

 

 

【目的】線条体シンチの撮像時間を比較し、画像が担保される 閾値を評

価する。 

【方法】DAT 線条体ファントムを用いて、収集時間を 

20 秒/1step から 1step3 秒ずつ短縮して計 6 回撮像を行った。 

20 秒/step を基準画像とし、NMSE による物理的評価を実施。ROI  

を脳全体の ROI（ALL）、線条体の ROI（STR）、線条体以外の脳領域  

ROI（BKG）に設定。技師 10 名が視覚的評価を実施。結果 基準画像に 

対して、ALL は 17、14、11、8、5 秒/step の NMSE の値はそれぞれ 

 0.0608、0.0693、0.0964、0.1705 、0.2216であり、 STR、 

BKG においても同様の傾向を示した。視覚評価 の平均値は 2.704、 

2.593、1.704、1.148、0.333 であった。 

【考察】ALL の NMSE は 8 秒/step 以下、Str、BKG の NMSE は 11 

秒/step 以下から同等性が劣り、視覚的評価は 11 秒/step 以下では大き

く劣る。以上より、少なくても 14 秒/step では画像 の再現性が担保さ

れると考えた。 

 

 

 

 

 

 

セッション 23 核医学 - 画
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121  SBR の標準化に向けた多施設検討 122 骨シンチグラフィ診断支援ソフトを用いた SPECT の
定量 評価 

123 全身PET/CT画像を用いた乳腺腫瘍および腋窩転移の
自 動検出に関する基礎的検討 

124 PET/CT 画像を用いた肺結節の悪性度自動解析
～複数の 特徴量とランダムフォレストによる解
析手法の開発～ 

 

 

 
  

 

○南 紀夫 1、下大迫 博仁 2、長谷川 新 1 

 
1鈴鹿回生病院 放射線課 
2JCHO 四日市羽津医療センター 放射線部 

 

【背景】I123-ioflupane SPECT の評価方法は視覚評価と線条 体/

非特異的領域の比である Specific binding ratio(SBR) が一般

的となっている。しかし SBR はガンマカメラの機種や 収集条件等

によりバラつく為単純な比較が難しい。 

【目的】施設間で生じる SBR の差を軽減する方法について検 討した。

方法：線条体ファントムを用いて線条体 R:線条体 L:BG が 8:4:1 

になるように既知の濃度の放射能溶液を封入 した。コリメータと回

転半径を変えて収集したプロジェクシ ョンデータよりワークステー

ション再構成で得た SBR(WS)と Q-SPECT 再構成にで得た 

SBR(Q)を比較した。 

【結果】SBR(WS)ではカメラ、コリメータによる差が生じ、 特

に線条体 R より算出した SBR においてその差が顕著であっ た。

SBR(Q)ではコリメータ及びカメラによる違いが少なくな り SBR 

も真の値に近づいた。 

【考察】SBR を診断の参考とする場合には Q-SPECT 再構成に よ

る SBR が補助的に活用できる可能性がファントム実験より 示され

た。 

○伊藤 ありさ、東 直樹、東 里和、大場 理、早川 祐樹 

 愛知医科大学病院  中央放射線部 

 
【目的】骨シンチグラフィの SPECT 像から得られる SUV に吸収 散乱補

正が与える影響について検討した。 

【方法】骨シンチグラフィ診断支援ソフトを用い、SPECT 撮影 を行っ

た症例を対象に骨 SUV を算出した。ROI は大腿骨、腰椎、 上腕骨などの

正常部位数か所に設定し、CT による吸収散乱補 正の有無で骨 SUV の

比較を行った。評価指標は SUVmaxと SUVmean とした。（但し、キットを

使用した症例は除外した） 

【結果】骨に設定した ROI の部位によって SUV に違いがみられ たが、

部位ごとの値は症例間で大きな変動は見られなかった。 また、吸収補正な

しの SUV は補正ありと比べて値が大きくなっ た。 

【考察】本ソフトで算出される骨の SUV は、経過観察を目的に 撮影し

た SPECT 像の変化を診断する際に有用であると考えら れる。また、

吸収補正を行わなかった場合でも SUV は症例間で 安定していたため 

SPECT-CT を使用してなくとも半定量的評価 として利用できる可能

性が示唆された。 

 

 

 

 

 
  

 

○箕浦  菜月 1、寺本 篤司 1、宮條 さとみ 2、山室 修 2 

玉木 恒男 2、藤田  広志 3 

 
1藤田保健衛生大学  医療科学部 放射線学科 
2東名古屋画像診断クリニック 
3岐阜大学大学医学系研究科 

 

【目的】近年、高い空間分解能を有する乳房専用 PET が開発 され、

全身 PET/CT と併用することで高精度な乳がん診断の 実現が期待

されている。乳がんの診断において全身 PET/CT は、形態情報の

把握に加え、乳房専用 PET ではブラインドエ リアとなる胸筋付近

の腫瘍および腋窩転移を確認するため に用いられる。本研究では

２つの PET 装置を用いた画像診断 を支援するための最初の取り組

みとして、全身 PET/CT 画像 を用いた乳腺腫瘍および腋窩転移

の自動検出手法を開発す る。 

【方法】CT 画像から腋窩を含む乳房領域を 3 次元的に抽出す る。抽

出は CT 画像から得られる骨格情報と肺野抽出結果を 用いて行う。

次に PET 画像からこの乳房領域内における高集 積領域を検出し、候

補領域を得る。 

【結果および考察】乳がんと診断された 10 症例の PET/CT 画 像を

用いて乳房領域抽出精度と腫瘍検出能力を評価したと ころ、良好

な結果が得られた。 

 

○寺本  篤司 1、辻本 正和 2、大野 智之 2、外山 宏 3 

今泉 和良 3、藤田  広志 4 

 
1藤田保健衛生大学 医療科学部、2藤田保健衛生大学病院 
3 藤田保健衛生大学  医学部、4 岐阜大学大学院  医学系研究科 

 

【目的】胸部画像診断において、機能情報と形態情報を同時に 収集できる 

PET/CT 検査は肺結節や腫瘤の存在検出だけでな く、悪性度の評価

にも利用されている。しかし、悪性度の評価 は医師の主観的な判断に基づ

いて行われており、医師による結 果のばらつきなどが懸念される。そ

こで本研究では、PET/CT 画像を用いて肺結節の良悪性を自動解析す

る手法を開発する。 

【方法】気管支鏡生検にて病理診断の確定した 20 症例（良性 6 症例、

悪性 14 症例）の早期および遅延相の PET/CT 画像を解 析対象とした。

まず、画像から結節に関する複数の形状ならび に機能情報に関する特徴

量を算出する。続いて、これらを機械 学習法のひとつであるRandom 

Forestに入力して良悪性を識別 する。 

【結果および考察】 

14 症例の悪性結節を全て悪性と識別する条件において、良性 6 症例の

うち 3 症例が正しく良性と識別され、生検率低減に有効 であることが

確認された。 
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125 PET-CT 装置における continuous bed motion 
収集と step and shoot 収集の比較－均一性，雑音に
よる画質 評価－ 

126 連続寝台移動 PET-CT における呼吸同期収集での 収
集時間の検討 

127 視野外から受ける散乱線の影響についての検討 128  FDG-PET における心筋の生理学的集積に関する検討 

 

 
（10:00 ～ 10:40） 

 
 

 

 

 

○吉岡 千絵、杉本 勝也、戸井 章子、嶋田 真人            
安達 登志樹、北 章延 

 

 

 

○多田 宏臣、池ヶ谷 優美、下山 裕之、後藤 弘徳         
松原  一樹、中屋 良宏 

 

福井大学医学部附属病院 放射線部 静岡県立 静岡がんセンター 画像診断科 

 

【目的】PET の新しい収集法である continuous bed motion 法

(以下，CBM 法)と，従来の収集法である step and shoot 法

(以下，SS 法)の画質を比較することを目的とした． 

【方法】SS 法において収集時間を 1～10 分収集/bed と変化 させた

ときの均一性，雑音を測定した．また，それと同一の 範囲を同一の収

集時間になるように CBM 法にて収集を行い， それらを比較した．収

集範囲は SS 法における 1bed 収集を基 準とした． 

【結果】CBM 法は SS 法と比較し，均一性、雑音ともに約 30％ 高い

値となった． 

【考察】CBM 法は SS 法と同等の均一性，雑音を得るにはそれ ぞれ，

約 1.3 倍の収集時間を要する．心臓，頭部，全身収集 後の遅延像など

の狭い（1bed 以下の）範囲の収集に限っては SS 法を用いるべきで

ある．一方で，広い（2bed 以上の）範 囲の収集では，SS 法におい

て収集 bed 間で 43％ものオーバ ーラップ領域が存在する．そのため

複数 bed 収集の検討では CBM 法の画質の向上が期待され今後検討

したい． 

【目的】連続寝台移動収集 continuous bed motion（以下 CBM） の

呼吸同期収集は、従来 step & shoot 収集（以下 S&S）と比 べ収集

時間が延長すると言われているが、検討はされていな い。今回、

phantom 実験にて検討を行った。 

【方法】ガイドラインに従い、BG 濃度 5.30kBq/ml、2.65kBq/ml とし濃

度比（BG:Hot 球=1:4）の NEMA IEC Bodyphantom を作成。 hot 

球を収集範囲の中央に配置し、収集時間を同等にして同期 なし・ありで収

集を行った（呼吸波形 10rpm、phantom 固定）。 次に、2 次試験を行

いその収集時間を評価した。 

【結果】CBM は、S&S の時間が 2 倍必要であった。収集時間を 同期

なし 3.6 分、同期あり 9 分と算出。2 次試験はガイドライ ンの値を満た

した。 

【結論】呼吸同期収集において、CBM の収集時間は 9 分となり、 速度に

すると 0.4mm/s であった。 

 

 

 
  
 
○佐々 木 駿 1、小島 明洋 2、山室 修 1 

 

1名古屋放射線診断財団  東名古屋画像診断クリニック 
2名古屋放射線診断財団  名古屋放射線診断クリニック 

 

【目的】当方人に PET-CT 装置 Discovery IQ が導入された。 対軸

方向の検出器幅が 26cm へと広がり、従来機と比べ高感 度となった。

しかし幅が広がったことで視野外にある高集積 部位からの散乱線の

影響が懸念される。そこで散乱線の影響 について検討した。 

【方法】頭部の大きさに近い 20×19cm のファントムを撮影 対象と

し、体幹部を模した 25×21cm のファントムを散乱体 とした。18F-

FDG をそれぞれに 60MBq、280MBq を均一になる ように封入し、

5 分間撮像、画像再構成を行った。散乱体の 有無による SUV、CV 

の対軸方向の変動、再構成条件の違いに ついて評価を行った。 

【結果】対軸方向の変動は見られなかった。各再構成条件を 比較する

と、CV 値の平均値では 2～3％の差が見られたが、 対軸方向の変

動傾向の違いは SUV、CV 共に見られなかった。 

【考察】影響が見られなかったのは、適切に散乱補正が行わ れている

ためと思われた。臨床において影響を懸念する必要 はない。 

 
○東 里和、大場 理、早川 祐樹、伊藤  ありさ 東 
直樹 

愛知医科大学病院  中央放射線部 

 

【目的】FDG-PET において、心筋への集積の割合は様々 である。 そこ

で、腫瘍検索を対象とした FDG-PET 検査において、心筋へ の FDG の

集積と絶食時間などについて検討を行った。 

【方法】当院で試行した PET-CT 検査の画像より、心筋に集積 あり、

集積なし、部分的に集積ありに分類し、心筋の SUV と比 較を行った。心

筋への集積と絶食時間との相関を求めた。 

【結果】視覚にて分類した３群において、集積ありでは SUV は脳

と同程度を示し、集積なしでは血液プールと同程度を示し たが、部分的

集積においては、大きなばらつきを示した。心筋 への集積は、絶食時間

が 17 時間以上でほぼなくなった。しか し、絶食時間が 10～16 時間と

長くなっても、約半数以上に集 積が認められ、絶食時間が６時間と比較

的短い場合でも、約半 数に集積が認められなかった。 

【考察】心筋の生理学的集積は絶食時間の影響を受けるが、今 回の検討

では 17 時間以上の絶食により集積が抑制されること がわかった。 
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129 Propolis は THA 術後の Stress shielding を抑制す
る か。-力学的ストレス低下モデルマウスによる基礎的
研 究- 

130 BMIが腰椎正側BMD値に及ぼす影響の検討 

131 RAP-C で正常胸部 X 線画像を正しく学ぶ教育実践モ
デル～受講者と指導者が共に成長する Mini 寺子屋 

132 RAP-C で正常胸部 X 線画像を正しく学ぶ教育実践モ
デル～Mini 寺子屋を受講することで得た変化～ 

 

 
（10:50 ～ 11:40） 

 

  

 

 
○大橋 美保子、大橋  愛美、山下 剛範 

 

鈴鹿医療科学大学  保健衛生学部  放射線技術科学科 

 

【目的】骨粗鬆症による骨折の治療法である THA 術は、Stress 

shielding の問題がある。発生を抑制するために、天然成分 に着目

した研究・報告は少ない。本研究では副作用の少ない Propolis が骨密

度減少抑制に寄与するのかを、力学的ストレ ス低下モデルマウスによ

り検討する。 

【方法】ICR マウス雄性を Control 群(C 群)、Propolis 投与 群(P 

群)に分け、各 10 匹ずつ尾部を牽引し 6 週間飼育した。 毎日 C 群に

は水、P 群には Propolis を 500mg/Kg 経口投与し た。実験前後に

骨密度を DXA 法にて測定した。6 週後には血 中 Ca 濃度も測定し

た。 

【結果】大腿骨中部の骨密度は C 群で有意に減少し、P 群で は減少

を抑制した。Ca 濃度は両群に有意差が認められなかっ た。 

【考察】Propolis は、力学的ストレス低下にともなう骨密度 減少を抑

制する。Ca 濃度に変化がないことから骨形成に関与 すると考えら

れる。Propolis は、THA 術後に問題となる Stress shielding 

を抑制する可能性が示唆された。 

○多和田 有花、西村  学、東  里和、近藤 恭典 
 

愛知医科大学病院  中央放射線部 

 

【目的】DXA 法による腰椎骨量測定は正面測定が一般的だが、 皮質骨

の多い後方要素を含む。一方、側面測定では海綿骨のみ を測定でき、骨塩

量減少を早期に反映すると考えられる。そこ で、体型（BMI により分類）

により正面測定と側面測定の BMD 値の差にかい離が起こるか比較検

討した。 

【方法】既往歴のない健常女性（平均年齢 54.4 歳）を、BMI 

により 3 群（痩せ群、標準群、肥満群）に分類し、腰椎正側 

BMD 値の比較検討を行った。 

【結果】BMI が高くなるほど、正面と側面の BMD 値の差が大き くな

り、相関性が低くなった。正面測定では 3 群間の BMD 値に 有意差が見

られたが、側面測定では 3 群間に有意差はなかっ た。 

【結論】正面測定では皮質骨を多く含むことから、BMI と皮質 骨密度

に相関関係があると考えられる。側面測定では、BMI が 高くなるほど

骨塩量減少が早期に反映すると示唆されること から、腰椎骨量測定を

する上で側面測定が有効であると考えら れる。 

 

 

 

 
 

  
 

○上坂 秀樹 1、竹島 千春 1、増永 麻衣奈 1、松田 裕貴 1    

佐藤 恵梨子 1、吉澤 沙織 1、藤本 真一 1、長谷川 喜也 1    

安達 登志樹 1、伊藤  春海 2 

 
1福井大学医学部附属病院 放射線部 
2福井大学 高エネルギー医学研究センター 

 

【背景】伊藤は画像診断医・教育者としての活動から画像診 断 法 の

新 技 術  開 発 と 画 像  診 断 教 育  に は RAP-C 

（Radiologic-Anatomic-Pathologic Correlation）の概念が 基

盤となることを明らかにし多くの応用・実証例を積み重ね てきた。 

我々 はその蓄積を JRC2015 の呼吸器画像解析教育・寺子屋プ ロジ

ェクトに活用し教育資源開発、環境整備、実践、改良に 至る過程にお

いて貴重な知見を得た 

【目的】寺子屋を広く継続的に実現する方法論を確立するた め mini 

寺子屋を立ち上げる 

【方法】伊藤から学んだ RAP-C の知見を介在画像化し教育資 源と

してまとめる 標本や模型を用いた学びの追体験を取り入れる 

【結果】受講者は 2 回の開催で解剖学的視点を撮影法に反映 すること

を学んだ 

RAP-C に裏うちされた教材提示は伊藤が実践する指導法の追 体験

となり受講者の感動を実感できた 

【考察】mini 寺子屋は RAP-C という解析行為・方法を通して 診療放

射線技師を対象とした“共に育つ・共育”を具体化で きる場だと考える。 

○増永 麻衣奈、竹島 千春、松田 祐貴、佐藤 恵梨子        
吉澤 沙織、藤本 真一、長谷川 喜也、上坂  秀樹        
伊藤  春海、安達 登志樹 

 

福井大学医学部附属病院 放射線部 

 

【目的】RAP-C(Radiologic-Anatomic-Pathologic Correlation)という 画

像解析実践的方法論で正常胸部 X 線画像を正しく理解し、正 しく撮影

し、正しく画像を説明・評価できる技能を獲得するこ と。 

【方法】正常胸部 X 線画像統計学的所見モデル（Mr. Chest） のテー

マ毎に準備された教材に沿って正常胸部 X 線画像の計 測を行い、計

測結果を受講者間で共有し解剖学的用語を用いて 説明・議論する。 

【結果】計測結果に至った過程を解剖学的・論理的に説明する ことで、正

常胸部 X 線画像の RAP-C 解析技能を獲得できた。ま た、議論を通して

他の受講者の計測過程を知ることで、様々 な 視点からの解析法を共有

でき解剖学的知識の応用範囲が広が った。この勉強会を通して解剖

を意識したポジショニングや、 RAP-C による画像評価・確認ができ

るようになり、これまでと は違う形で胸部 X 線撮影検査に携わってい

る。今後も Mini 寺 子屋を継続し更に経験を深め、いずれ教材作成

にまで進めた い。 
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133 診断に難渋したエキノコックス症例とそこから学んだ 
地域性疾患 

134 血管造影装置の更新における患者被曝線量の評価 

135 新しい散乱線線量分布測定法の基礎検討 136 ハイブリッド手術室においてコーンビームＣＴで上腹 
部を撮影した際の散乱線の空間分布の検討 

 

 
（11:40 ～ 12:30） 

 
 

 

 

 

○田泉 智明 1、松山 聡 1、清水 敦之 1、山崎 厳 1        

日比 武 1、平口 博之 1、木船 孝一 2、守護 晴彦 3     

上藤 聖子 4、村崎  岬 5 

1市立敦賀病院  医療技術部  放射線室、2同院 放射線科 
3同院  消化器内科、4同院  消化器外科、5同院 救急科 

 

【目的】エキノコックス症例において当院での診断の経過を 示すこと

で他施設での診断がスムーズになること 

【経過】56 歳男性。持続する発熱で近医を受診し肝膿瘍が疑 われた為

に当院内科へ紹介となった。CT では肝臓などに嚢胞 性病変、腹膜な

どに結節を認めた。腫瘍性病変や肝膿瘍を疑 うも細胞診や細菌培養に

おいて有意所見なし。アメーバ抗体 が陽性かつフィリピン渡航歴

ありアメーバ性肝膿瘍を考え 抗原虫薬内服するも状態に変化なし。

腹腔鏡を行い腹膜など の結節を試験切除したところ肉芽腫反応示

す寄生虫を認め た。居住歴を再度確認すると約 21 年前まで北海道

に住んで おりキタキツネとの接触歴もあった。エキノコックス症によ 

る肝嚢胞増大からの穿破、播種と診断。少しでも切除した方 が生存率

が良いということで肝部分切除、嚢胞壁を一部残し た切除術を行った 

【結論】長い潜伏期間、低い生存率など知らない事ばかりで 寄生虫の

特徴や危険性を知る貴重な症例であった 

 

 

 

○小林 鉄也 

 
福井県済生会病院  放射線技術部 

 

【目的】当院では 2014 年度に Integris V3000 (Philips)の後 継機と

して同社の Allura Clarity FD20(以下 Clarity)を導入 した。

Clarity は大幅な X 線線量の低下が可能であると報告さ れている。そ

こで肝 TACE において従来機との患者被曝線量を 比較検討したので

報告する。 

【方法】Allura Xper FD20（以下 FD20）と Clarity の 2 装置 間

について、装置に搭載されている面積線量計の空気カーマ値 

（ AK）・面積線量値（ DAP）を使用して比較検討した。FD20 は 

2013.04～2014.04 までの 220 症例、Clarity は  2014.04～ 

2015.03 までの 222 症例。 

【目的】AK[mGy]の平均値は FD20：1826.6±774.1、 

Clarity：1066.8± 470.0 。DAP[mGy ・cm2] は  

897135.2 ± 719454.9 、265784.1±118556.9 であった。 

その差は AK：761.8±60.9、DAP：631351.1±48943.2  

となり、両者ともに統計的に優位な 差を認めた（p＜0.01）。 

【結論】Clarity による、患者被曝線量の低減を確認した。 

 

 

 

 

  
 

○鈴木  涼亮 1、山本 英夫 1、鈴木 千晶 2、水野 孝一 1
 

竹井 泰孝 3
 

 
1聖隷三方原病院 画像診断部 
2聖隷静岡サポートセンター 
3浜松医科大学 

 

【目的】電離箱による散乱線量分布測定(以下,従来法)は時 間が掛

かり,また測定者の被ばくも問題になる.長瀬ランダ ウア社は検

査室内の各測定点に線量素子を配置することで, 一度に測定室全

体の散乱線測定が可能なジャングルジム法 (以下 JG 法)を開発し

た.本研究は JG 法によるアンギオ検査 室内の散乱線量分布測定の基

礎検討を行う. 

【方法】各測定点は装置(島津製作所 Trinias B12 package) から

距離 50cm 刻みで高さは床より 100cm, 150cm とした.測 定項目

を以下に記す. 

1. 透視条件: 15fps, 65kV, 8.4mA,60sec の散乱線量 

2. 撮影条件: 15fps, 65kV, 200mA,15sec の散乱線量 

3. 従来法,JG 法で上記 1,2 の測定に要する時間,測定者の 被ばく

線量のシミュレート値 

【結果】高さ 100cm での散乱線量の最大値及びシミュレート 値を以

下に記す. 

1.0.001mGy/s 2.0.006mGy/s 3.従来法:75min,1.3mGy 

JG 法:11.25 min,0mGy 

【結論】JG 法は測定者の被ばくが無く,散乱線線量分布を簡 便に作

成できる方法である. 

○大澤  充晴 1、伊藤 雄二 1、青井 典隆 1、望月 博 1 

藤田 尚利 2、小山 修司 3、石口 恒男 4
 

 
1 愛知医科大学病院  中央放射線部、2 名古屋大学  医学部附属 病院 
医療技術部 放射線部門、3 名古屋大学 脳とこころの 研究センター 
基盤整備部門、4 愛知医科大学 医学部 放射 線医学講座 

 

【目的】患者から十分な距離をとれない状況が生じうるハイブ リッド

手術室での検査・治療では,スタッフの過剰な被ばくが 懸念される。

今回我々は,上腹部を想定したコーンビーム CT(以下,CBCT)

撮像時における室内の空間線量分布を測定し, 防護の有無・方法の

違いについて比較・検討した。 

【方法】空間線量の測定は,1.防護用具なし,2.天井吊下げ式防 護板使

用,3.寝台の防護エプロン使用,4.防護衝立使用の 4 条 件とした。室内

の光刺激蛍光線量計の配置は,1 の条件：空間 的に均等に配置,2～4 の

条件：線量分布の低下が期待できる箇 所とし,ランドファントムに対し

て CBCT 撮像を行った際の空 間線量を測定した。 

【結果・考察】防護の有無・方法により局所的な空間線量分布 が変化した。

患者から離れられない状況にあるスタッフの被ば く線量を効果的に

軽減するためには,適切な防護用具の使用と 立ち位置に注意を払うこ

とが有効であるといえる。 

セッション 26 被ばく- 防護 
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137 当院の肝ダイナミック CT 検査で患者が受ける線量の 
実態 

138 当院の肝ダイナミック CT で患者が受ける線量の装置 
間格差について 

139  CT 造影検査での造影剤副作用発生傾向の調査 140 造影 CT 検査における eGFR 表示の有用性に関する検討 

 

 

 
  

 
 

○石賀 慎基、竹井 泰孝、吉田 光孝、吉田 逸郎             
堀田  大輝、見上  浩也、前田 貴美子 

浜松医科大学医学部附属病院  放射線部 
 

【目的】当院で実施している肝ダイナミック CT 検査で患者 が受け

る線量を調査し、我が国の肝ダイナミック CT の診断 参考レベルと

の比較を行う。 

【方法】2015 年 7 月 1 日から 30 日の期間に当院で X 線 CT 検査を

受けた患者約 3,000 例を対象とし、画像サーバーに記 録された Dose 

Report の CTDIvolや DLP、電子カルテより患者 身長、体重を抽出

し、我が国の診断参考レベルとの比較を行 った。 

【結果】対象患者群のうち、標準体型群の身長、体重の中央 値は 

163 cm, 56 kg であり、撮影相数の中央値は 2 相であっ た。

CTDIvol、DLP の中央値は 15.7 mGy、2005 mGy*cm であり、 

我が国の肝ダイナミック CT に対する DRL を超えていた。 

【考察】当院では肝切除の術前プロトコルで多相撮影が広く 実施され

ているため、DLP が高くなったと考える。今回の結 果を基に放射線

科、肝臓外科医と連携の上、さらなる被曝の 最適化が可能かを検討す

る必要がある。 

○竹井 泰孝、石賀 慎基、吉田 光孝、吉田 逸郎             
堀田 大輝、見上  浩也、前田 貴美子 

浜松医科大学医学部附属病院  放射線部 
 

【目的】当院で実施している肝ダイナミック CT で患者が受け る線量

について、使用する装置の違いによる差について検討を 行う。 

【 方 法 】  使 用 装 置 は  Aquilion CX (Toshiba), 

Somatom Definition Flash (SIEMENS), Optima 660 Pro 

(GE)である。 2015 年 7 月 1 日から 30 日の期間に当院で X 線 CT 検

査を受け た患者約 3,000 例を対象とし、画像サーバーに記録された

Dose Report の CTDIvol や DLP や電子カルテシステム上から患者

の 身長、体重を抽出し、使用装置間の線量の違いの有無について 検討

した。 

【結果】肝ダイナミック CT の CTDIvol, DLP の値は、装置間で 約 2 

倍の差が生じていた。 

【考察】逐次近似応用再構成が導入されていない旧装置では画 質を担保す

るためにどうしても線量が高くなりがちであるが、 撮影条件や再構成関

数、量子フィルタ等を活用するなど、旧装 置でも実行可能な被曝の最適化

策について検討を行う必要が あると考える。 

 

 
 

 
（10:40 ～ 11:50） 

 

  

 
○熊野 恵、伊藤 一、熊谷 道朝 ○堀田 大雄、伊藤 一、熊谷 道朝 

 

富山大学附属病院 放射線部 富山大学附属病院 放射線部 

 

【目的】当院での CT 造影検査における造影剤副作用発生状 況の傾

向を RIS の記録から検討した。 

【方法】2009 年 1 月から 2015 年 10 月までの CT 造影検査の 副作

用発生記録を RIS から抽出し、副作用の症状、造影剤の 種類・総ヨー

ド量、発生年月日等の副作用発生頻度を比較す る。造影剤はイオパミ

ドール 以下 A、イオメプロール 以下 B、イオヘキソール(第一三共

株式会社) 以下 C、イオヘキソ ール(富士製薬工業株式会社) 以下 

D、イオプロミド 以下 E である。 

【結果】各造影剤の副作用発生率は 、B:2.5%、C:1.2%、 

D:0.16 %、E:2.6%であり、症状では吐気、嘔吐が最も多かっ 

た。総ヨード量が多いほど副作用発生率が高く、発生件数は 毎年増加

していた。 

【考察】造影剤の種類で副作用発生率に差があったが、添付 文書記載

の発生率より少なく問題はないと考えられる。発生 件数の増加はダイ

ナミック検査等、総ヨード量の多い造影剤 を使用する検査の増加のた

めと考えられる。 

【目的】当院では造影 CT 検査時，依頼内容や腎機能により撮 影方法，

造影剤量が決定される．患者が腎機能低下を自覚して いない場合など，問診

票に腎機能情報が正しく反映されていな い場合があった．eGFR は従来

個別に HIS 上で参照していたが， 直近の値を RIS 上に一覧表示するこ

とが可能となり有用であ るかを明らかにする． 

【方法】2015 年 1 月～6 月に造影 CT 検査を受けた患者で eGFR 

＜45mL/分/1.73m2 であった 106 症例を対象とし，問診票の記載 内

容・造影 CT 検査日と問診票記載日・生化学検査日との日数 差につい

て調査した． 

【結果】問診票に腎機能低下・腎不全と診断されたことがある 

/ないと回答した患者はそれぞれ 35 名，71 名であった．CT 検 査と生

化学検査が同日の患者は 56 名であり，うち問診票記載 も同日の方は 

34 名であった．CT 検査日と問診票記載日，生化 学検査日との日数差は

それぞれ最大 105 日，84 日であった． 以上より RIS 上での eGFR 表

示は有用であると考える． 

 

 

 

セッション 27 医療安全 
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141 タブレット端末を用いた造影剤認証システムの構築 142 当院のMRI 検査における事故と、その後の安全対策への 
取り組み 

143 小線源療法における医療事故防止のための安全運用体 
制の構築 

144  一般撮影室における患者急変時初期対応シミュレー
シ ョンの有用性 

 

 

 
  

 

○古田 和久 

 

JA 愛知厚生連  江南厚生病院 放射線技術科 

 
 

【目的】今回我々 は造影剤の誤投与に起因するリスクを低減 するため、

タブレット端末を用いた造影剤認証システムを構 築したので報告す

る。 

【方法】タブレット端末にデータベースソフト FileMaker Go をイ

ンストールして使用した。FileMaker Go に造影剤を決定 するため

に必要なデータを入力しデータベースを構築、検査 時に検索を行う

ことで該当する造影剤を表示するよう設定 した。 使用する造影

剤に添付されたバーコードをバーコードリー ダーで読み取るこ

とにより検索結果と認証を行い、一致して いれば完了画面を、異な

る種類のバーコードを読み取った場 合は NG 画面を表示するよう設

定した。 

【結果】本システムを運用後、造影剤の種類、用量に起因す る誤投

与はなくなった。 

【結論】本システムは CT 造影検査時における造影剤誤投与 防止に

有用であることが示唆された。 

○栗林 武志 1、遠山 優也 1、飛鳥井 真有子 1、片桐 江美子 1
 

村井 智明 1、伊藤 智尚 1、安藤 康徳 1、和田 梨奈 2 

 
1 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院 放射線 部、
2鈴鹿医療科学大学  保健衛生学部  放射線技術科学科 

 

【目的】関連学会の報告にもあるように、MRI の安全に関する トラブ

ルが増えている。当院でも大きな 2 事例（吸着事故と持 ち込み未遂事例）

を経験した。今回、事故を未然に防ぎ安全に 検査を行えるような取り組

みを行ったので報告する。 

【方法】高磁場下での吸着体験を含む安全講習会を企画し、看 護師を中

心とした病院スタッフに対し実施した。その中では当 院での吸着や破

損事故などの報告と同時にチェックリストに ついて再度確認を行っ

た。終了後アンケートを実施した。 

【結果】2015 年 7 月 30 日現在 16 回（170 名）の安全講習会を 開催し

た。アンケート結果から MRI に対する理解が得られた。 また、チェ

ックリストの項目について理解を得ていない現状 と、チェック項目の

説明不足という不備がわかった。開催後、 チェックリストの提出状況や

記入不備の改善が見られた。 

【考察】安全講習会を行ったことにより、病院スタッフの MRI の危険

性について再確認できたと考えられた。 

 

 

 

 
  

 

○江上 和宏、横山 貴美江、澤井 剛、加藤 正直           
井田  義宏、木野村 豊 

 
藤田保健衛生大学病院  放射線部 

 

【目的】125I 線源破損事故の報告は本邦で 4 件あり、Remote after 

loading 装置の線源位置ずれによる誤照射事故報告が あったが、紛

失の事例は報告されていない。当院のインシデ ント分析及び他院で起

きた医療事故を実務者に情報共有し、 安全な放射線治療体制を構築し

たので報告する。 

【方法】2006 年から 9 年間に 705 件の前立腺組織内照射と 2013 

年からの 2 年間に 57 件の子宮腔内照射を実施し、5 件 のインシデン

トが発生した。これらの事例と他院事例のリス クの発生原因を解析し,

リスク軽減および KYT の取り組みを 実務者間で定期的に情報共

有した。 

【結果】各インシデント事のリスク確認と対策を実務者間で 情報共有

することにより、安全運用の意識が高まり、チェッ ク機能の強化が可

能となった。線源紛失及び密封された放射 線源破損による拡散等の

アクシデントはなく安全な治療を 提供できている。 

○喜早 亮介 1、遠藤 斗紀雄 1、坂野 信也 1、竹島 賢治 2        

伊藤 益弘 2、船坂 佳正 1、竹中 和幸 1、市川 宏紀 1        

高田 賢 1、福島 智久 1
 

 
1大垣市民病院  診療検査科 中央放射線室 
2大垣市民病院  診療検査科 外来放射線室 

 

【目的】一般撮影業務で急変対応を学ぶ機会は少なく、若手技 師が適切に

行動できるかが懸念される。職場教育の一環として 急変時初期対応シ

ミュレーションを実施したので報告する。 

【方法】参加者に対して急変対応の事前アンケートと初期評価 の事前

学習を行った。シナリオ方式で患者容態を経時的に変化 させて医師到

着までの対応を行い、シミュレーション後の振り 返りとアンケートを

行い感想と意識変化を調査した。 

【結果】振り返りにおいて「看護師任せな意識があった」「他 職種に正

確に容態を伝えられなかった」などの意見が上がり改 善点を見出すこ

とができた。アンケートでは応援を呼ぶだけで なく CPR や記録な

どできることを模索する意識が付いた事が 分かった。 

【考察】再現性の高い演出を用いることで問題点を発見でき意 識変化

に繋がったと考える。 

【結語】患者急変時初期対応シミュレーションは若手技師の意 識向上、

問題点の抽出に有用な訓練方法であった。 
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145 多職種を含めた造影剤アレルギー初期対応シミュレー 
ションの必要性 

 
  

 

 

 

○市川 宏紀、竹中 和幸、高田  賢、近藤 賢洋        
田中 敬介、中村 祐介、北川  博文、船坂 佳正        
坂野  信也、遠藤 斗紀雄 

 

大垣市民病院  診療検査科 中央放射線室 

 

【背景】マニュアル整備だけでは造影剤アレルギー発
生時に 全員が迅速に行動できるか懸念がある。 

【目的】CT 検査に関わる多職種を含めた造影剤アレ
ルギー初 期対応シミュレーションを行ったので報告
する。 

【方法】参加者に対して有事の際にどのような行動を
するか 事前アンケートを実施し、対応マニュアル、初
期評価につい て事前学習を行った。シミュレーション
はシナリオ方式で患 者容態を変化させ、待合患者の対
応も含め退室までの対応を 行った。後に救急医や認定
看護師を含めたデブリーフィング と事後アンケート
を行い反省点と意識変化を調査した。 

【結果】デブリーフィングではモニタや記録の重要さ、
付添 家族の対応の難しさ、PHS の必要性などが意見
として挙がり 改善点を見出すことができた。 

【考察】看護師や受付職員の観点からの意見も抽出で
き多職 種での実施が有用だと思われた。 

【結語】多職種でのシミュレーションは多様な観点で
改善点 を見出せた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 226 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部会誌  vol.18 

      平成 28 年 3 月発行 

発行者：支部長 松浦 幸広 

編集 ：副支部長 國友 博史 

理事 木戸屋 栄次，小林 謙一，大橋 一也   

印刷：大日印刷株式会社 
事務局：〒920-8641 金沢市宝町 13-1 

金沢大学附属病院放射線部内 

TEL: 076-265-2010 FAX:076-234-4311     URL http://jsrt-chubu.org/ 

 


