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巻頭言 

支部長 2 期目に向けて 

 

 

 

 

 

中部支部・支部長 松浦 幸広 

平成 27 年 6 月 1 日発行のビーム中部の巻頭言「中部支部会ミッション」から 2 年が経過いたしました。

私はその中で、「学術と診療がリンクし、“自ら考えて行動できる医療人と研究者の育成”」が、中部支部ミ

ッションであるとし、「まずは１期２年間」という言葉で結びました。その 2 年間を振り返りますと、支部

会の activity を下げてしまったのではないかという反省がございます。１期目として以下の 2 点の取り組み

を掲げました。 

１、英語によるプレゼンテーションスキルおよび論文投稿を全力でバックアップ 

２、学術と同等もしくはそれ以上に日常診療への対応 

これらの達成度に関しては、会員の方々からは厳しい評価であることは重々承知をしておりますところで

ございますが、平成 29・30 年度 支部長 2 期目も務めさせていただくことになり大変光栄であると同時

に重責を感じております。 

そこで第 3 の取り組みをプラスし中部支部会の発展に寄与したいと思います。 

３、学際的研究の更なる推進 

とし、医学、工学、理学、医療経済などの専門的学問との連携の情報発信をしていきたいと思っておりま

す。中部支部の放射線技術学の学術成果は高く評価されておりますが、さらに複数の学問分野にわたって精

通している研究者や、複数の学問分野の研究者らが共同で研究に当たる学際的研究が重要と考えます。『学

際研究入門―超情報化時代のキーワード』赤司 秀明著によると学際的研究はその発展段階から以下のように

分類できるそうです。 

・Trans-disciplinary  既存の学問体系の枠組みが崩れ、新しい学問体系が生じる 

・Cross-disciplinary  複数の学問体系に及ぶ新しい専門分野が生じる 

・Inter-disciplinary  複数の学問体系の共同作業により、新たな知を共有する 

・Multi-disciplinary  複数の学問体系が共同で研究を行う 

もとより放射線技術学は境界領域の要素が多く学際的研究は行われてはいますが、Multi-disciplinary ま

では達していないと思います。地方支部としての取り組みとしては、高いハードルかもしれませんが放射線

技術がサイエンスとして広く認められていくには必要と考え、そのきっかけを創出したいと思います。 

中部支部では、主催セミナーが年 2 回、9 つの研究会が開催する技術セミナーなどのイベントが年 40 回近

く開催されております。今後も、これらを充実させ国民医療への貢献・発展のために、会員皆様のニーズや

社会・医療情勢を反映した企画運営に努めていきます。会員の皆様には今後とも、ご協力をよろしくお願い

申し上げます。 
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第９回中部放射線医療技術学術大会をおえて 

平成 29 年 3 月 吉日 

 

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学術大会） 

副大会長 中西 左登志 

 

第 9回中部放射線医療技術学術大会（9thCCRT）は「次世代へつなぐ技術と英知のサミット」を大会テーマとし，平

成 28年 11月 5日（土）6日（日）に鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパスを会場として開催した。参加者数 770名であ

り，内訳は技術学会会員のみ 64 名，技師会員のみ 227 名，共に会員 263 名，非会員 46 名，学生会員 42 名，学生

非会員 70名，協賛メーカー招待者 58名であった。一般演題登録数 121演題，企業展示業者数 17社（19ブース），

企業広告掲載 40社，ランチョンセミナー9社，意見交換会参加者 161名（内訳，会員 143名，非会員 13名，意見交

換会のみ参加者 2 名，招待者 3 名）であり，すべてが実行委員会の予想を上回る数字で盛会裡に大会を終えた。一

般公開講座には，三重大学医学部附属病院乳腺センターの小川朋子教授と，タレントであり，自ら乳がんと闘い続け

ている生稲晃子さんを招き，『乳がんについて考える』とのテーマで開催いたところ，一般市民 168 名，CCRT 参加者

を含めて約 250 名と，立ち見が出るほどの盛況であった。 

大会プログラムを振り返ると，中部支部研究会の教育セミナーは１演題のみと寂しい大会となったので，次回岐阜

大会ではより多くの研究会の活動を期待したい。特別企画サミットディスカッションは「組織の将来構想とクリ

ニカルラダーのありかた」をテーマに，（公社）日本放射線技術学会副代表理事錦成郎氏，（公社）日本診

療放射線技師会副会長熊代正行氏，（公社）日本看護協会副会長大久保清子氏による，それぞれの会の生涯

教育へのアプローチに関する意見交換が行われた。 

三重県での CCRT開催は 2010年の第 3回大会に続いて 2回目であり，会場も同じであったので前回発生した不

都合等を踏まえて取り組んだことと，新たに取り組んだことについて総括する。 

① アンサーパッドを用いた企画 

   女性活躍推進サミット，画像読影補助技術向上セミナー4 テーマ（X 線撮影，CT，MRI，胃透視）で

アンサーパッドを使用し，聴衆参加型の講演とした。各企画とも参加者が多く，質疑応答も活発であり，

演者の労力は増えるが今後有望なプレゼンテーション形態と思われる。 

② 会場オーディオシステム 

前回は各会場にワイヤレスマイクとオーディオ装置をレンタルにて導入した結果，会場間

のマイクの混信という不都合が発生した。今回はマイクが不足する 3 室には，常設の 2 本の

ワイヤレスマイクに追加して 2 本の有線マイクとオーディオ装置をレンタル導入することに

より，音響に関するトラブルは一切なかった。 

③ 学会用プレゼンテーションシステムの委託 

事前のスライド受付，当日の会場運営を株式会社エントーレスに委託した。大学の LAN 回

線を借用出来たのでケーブル工事を行う必要もなく，当日一部の会場で発生した映写トラブ

ルも直ちに対応して頂き，円滑な学術大会運営に大きく貢献した。 

④ 企業展示 

前回は企業展示を行わなかったので今回が初企画となった。学生食堂のレイアウトを有効

に利用して全てのブースを見渡せる配置とした。展示企業が希望する電力を供給するために
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必要な電源設備が近くに無かったため，レンタル発電機を導入して対応した。食堂故のテー

ブルと椅子の多さと，自動販売機のドリンクすべてを買い上げて無料供給することによって，

くつろぎ空間を作ることができた。 

⑤ シャトルバス 

会場に最も近い近鉄千代崎駅には普通電車しか停車しないので，急行・特急停車駅の白子

駅と千代崎キャンパスを直行するシャトルバスを 2 台借り上げ，毎時 2 便運行した。名古屋

方面からも津方面からも急行・特急到着後すぐに発車できるように 15 分と 45 分を発車時刻

とした。初日の意見交換会時には演題終了時刻に合わせて 2 台のバスを千代崎キャンパス－

ホテル間の移動に利用し，大勢の参加者を混乱無く移動させることができた。 

 

 今大会を迎えるに当たって，山田隆憲大会長，界外忠之実行委員長，及び実行委員の皆さまが深夜までに

及ぶ会議を数多く重ね，前回大会の経験を活かして詳細なマニュアルを作成し，当日実行委員の方々も与え

られた業務を卒無くこなして頂き，大会を成功に導いて頂いた事に深謝する。 

 なお，各部署の反省点等は別紙に記すので，今後の参考にして頂ければ幸いである。 
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第９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 

 

【カードリーダー】 

・JSRTのシステムは当日の朝，担当理事が持参するという対応であったため当日の朝まで不安であった。シ

ステムは PC まで一体で持参されたので安心した。 

・JSRTのカード忘れに発行した仮カードでの登録の申し送りがうまくいかず，登録しないカードを渡してし

まったため，後日の登録まで時間がかかった。 

・JART のシステムはカードリーダー本体しか郵送されて来ず，本体 PC も一緒と思っていたので前日設営時

に慌てた。 

・JARTのシステムはバーコードを読み込むのみの対応であったため，実際に受付できたかが確認できず不安

であった。PC画面上で自分の名前が表示できるシステムが必要である。 

【受付】 

・二日目，参加証と予稿集が足らなくなった。参加証は急遽 PCとプリンターで印刷して対応。予稿集はスタ

ッフから回収して対応した。 

【会計】 

・意見交換会からの参加や意見交換会のみの参加という，想定外の参加者が居たため，大会参加登録票を意

見交換会受付に準備しておらず，二日目に大会受付に来ていただくという不便をかけた方がみえた。 

【会場】 

・初日の朝，第６会場のスライド映写に不具合あり。エントーレス社員の対応にて解決。 

・初日の午後，第５会場のスライド映写に不具合あり。エントーレス社員の対応にて解決。 

・二日目の午前，第５会場のスライド中の動画像が再生できなかった。PC を接続し USB の動画を再生した。 

・全ての映写トラブルはエントーレス関係者が迅速に対応してくれたので安心できた。 

・各会場担当の人員配置は多かったようにも思うが，その分交代で演題を聴講することができたのでよかっ

た。 

・マニュアルを読んでも役割や仕事内容がわからなかった。 

・後片付けのマニュアルがほしかった。 

【企業展示】 

・ドリンクコーナーのドリンクが足らなかった。 

・各メーカーへの連絡不足であるが，無料参加証を持っている方以外は参加登録が必要であることを伝えて

なかったので当日確認に追われた。 

・各メーカーへ事前に案内していた機材搬入口が当日になって変更となったが，荷降ろし場所に担当者を配

置することでトラブルはなかった。事前に会場担当者間で相談できていれば調整できたと思われる。 

 

【弁当】 

・各種会議は当日になって参加者の増減があり，それに伴い会議用弁当に増減が出た。 

・ランチョンの弁当残数が多かった。（特に二日目） 

【意見交換会】 

・来賓のテーブルだけはホテルの方から別に料理を運んでいただく形式が良いと思った。 

・料理が足らなかった。（伊勢うどんが少なかった。牛丼は人数分ほしかった） 
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・会場が狭かった。 

・大学から会場までの移動がスムーズすぎて，開始時間が遅く感じた。 

【広報・ホームページ】 

・ホームページからのお問い合わせメールを受信できないことがあり関係者に迷惑をかけた。 

・座長受付は当日の連絡事項もあることから必要と思われるが，演者は演者受付を通らず，直接 PC演題登録

受付まで来る場合もあり（特に初日に受付を済ませ，2 日目に講演がある場合など）演者受付が有効に活

用されていなかった。 

・実行委員のメーリングリストを作成しメール会議などにも活用でき非常に便利であった。 

・メールの表題にタイトルが記載されていなかったり，以前送信された関係のないメールで返信したりして

いたので，後で見返すときに探すのが大変だった。表題には一目で内容がわかるタイトルをつけるように

するべきである。 

【その他】 

・一般公開講座の来場者への案内ができていなかったので迷われたとの苦情があった。駐車場から会場まで

の看板や案内人を立たせるなどの配慮が必要であった。 

・総合受付と講師控室が離れていたが，講師接待係を配置していたのでスムーズに案内できていた。 

・大会本部に PCとプリンターを準備していたので色々と活用できた。 

・シャトルバスを 2台運行したので駅からの送迎に問題は無かった。 

・スタッフから参加費を徴収することは不満。 
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第 10 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）のお知らせ 

 

        開 催 概 要  

  

名 称     第 10 回 中部放射線医療技術学術大会  

第52回 日本放射線技術学会中部支部学術大会  

第25回 中日本地域放射線技師学術大会 

 

大会テーマ  人体を診る！ －画像再構成の最前線－ 

  

会 期     平成 29 年 11 月 4日(土)・5日(日)  

  

会 場         じゅうろくプラザ 2Fホール，5F 会議室 

 (岐阜市橋本町 1丁目 10番地 11)  

  

大会ホームページ   5月に立ち上げ予定   

  

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  

公益社団法人愛知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   

公益社団法人岐阜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       岐阜県，岐阜市 
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平成 28 年度 中部支部事業報告 

 

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）を開催した。 

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） 

参加人数： ７７０名 

 

２．平成２８年度第１回支部セミナーを開催した。 

会 期： 平成２８年６月１８日（土） 

会 場： 金沢都ホテル セミナーホール （金沢市） 

参加人数： ５４名 

 

３．第１７回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

会 期： 平成２８年７月９日（土）、１０日（日） 

会 場： 立山国際ホテル （富山市）  

参加人数： ６２名 

 

４．「胸部Ｘ線写真の寺小屋」を開催した。 

会 期： 平成２８年３月１９日（土），２０日（日） 

会 場： 福井大学医学部附属病院 （福井市） 

参加人数： ２３名 

 

５．第３回簡易線量計作成セミナーを開催した。（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） 

会 場： 名古屋大学 （名古屋市） 

参加人数： １４名 

 

６．第１８回 PACS specialist セミナーを開催した。（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 （金沢市） 

参加人数： ３０名 

 

７．平成２８年度第２回支部セミナーを開催した。 

会 期： 平成２９年１月２８日（土） 

会 場： 名古屋大学医学部保健学科 （名古屋市） 

参加人数： ６７名 
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８．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者総数 １０６５名） 

   

（１）第１回技術セミナー （超音波画像研究会） 

日 時： 平成２８年５月８日（日）           

会 場： KDX 名古屋ビル （名古屋市） 

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： ４０名 

 

（２）第２回技術セミナー（CT研究会） 

日 時： 平成２８年６月１８日（土）           

会 場： エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス （名古屋市） 

内 容： 「ＣＴ研究の最前線報告会」 

参加人数： ６８名 

 

（３）第３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２８年６月１９日（日）           

会 場： 名古屋第二赤十字病院 加藤科学研修室 （名古屋市） 

内 容： 「チーム医療における診療放射線技師の未来を考える」 

参加人数： ８名 

 

（４）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年７月２日（土）           

会 場： 富山県立中央病院 中央診療棟 （富山市） 

内 容： 「富山県立中央病院における TrueBeam 導入経験」他 

参加人数： ９０名 

 

（５）第５回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年７月１６日（土）           

会 場： 名古屋市立大学 医学部研究棟 （名古屋市） 

内 容： 「DR 画像の基本を理解する － 画像の基礎から画質評価まで－」 

参加人数： ５５名 

 

（６）第６回技術セミナー（MR研究会） 

日 時： 平成２８年７月２３日（土）           

会 場： 金沢医科大学 本部棟 （金沢市） 

内 容： 「乳房 MRI を再考する」 

参加人数： ５１名 

 

（７）第７回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年９月１０日（土）           
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会 場： 名古屋市立大学 中央診療棟 （名古屋市） 

内 容： 「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

参加人数： ４２名 

 

（８）第８回技術セミナー（CT研究会） 

日 時： 平成２８年９月２２日（木）           

会 場： 藤田保健衛生大学医療科学部５号館 （豊明市） 

内 容： 「CT 脱ビギナーズセミナー」 

参加人数： ３５名 

 

（９）第９回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１０月１日（土）           

会 場： アクトシティ浜松 研修交流センター （浜松市） 

内 容： 「放射線治療における呼吸管理について」 

参加人数： ５８名 

 

（１０）第１０回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１０月８日（土）           

会 場： 三重大学医学部附属病院 （津市） 

内 容： 「前立腺治療のセットアップと品質管理」 

参加人数： ４１名 

 

（１１）第１１回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時： 平成２８年１０月２２日（土）           

会 場： 名古屋市市政資料館 第 3集会室 （名古屋市） 

内 容： 「CT 関連論文の抄読会」 

参加人数： １５名 

 

（１２）第１２回技術セミナー（超音波研究会） 

日 時： 平成２８年１０月２３日（日）           

会 場： KDX 名古屋ビル ７F （名古屋市） 

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 

 

（１３）第１３回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時： 平成２８年１１月１９日（土）           

会 場： 静岡県立総合病院  (静岡市) 

内 容： 「基礎」 

参加人数： ４２名 
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（１４）第１４回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年１１月２６日（土）           

会 場： 金沢大学十全講堂 （金沢市） 

内 容： 「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

参加人数： ２８名 

 

（１５）第１５回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時： 平成２８年１２月３日（土）           

会 場： 富山大学附属病院 （富山市） 

内 容： 「マンモグラフィ以外の乳腺疾患診断」 

参加人数： ３９名 

 

（１６）第１６回技術セミナー（超音波画像研究会） 

日 時： 平成２８年１２月１８日（日）           

会 場： 福井大学医学部附属病院 （福井市） 

内 容： 「初心者講習会・腹部エコー」 

参加人数： ２２名 

 

（１７）第１７回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１２月１７日（土）           

会 場： 福井赤十字病院 （福井市） 

内 容： 「Vero4DRT」 

参加人数： ４７名 

 

（１８）第１８回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１２月２３日（金）           

会 場： 愛知医科大学病院 （名古屋市） 

内 容： 「品質管理」 

参加人数： ９４名 

 

（１９）第１９回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時： 平成２９年１月７日（土）           

会 場： 石川県立中央病院 （金沢市） 

内 容： 「整形領域の撮像法と条件付き MRI 対応デバイス」 

参加人数： ７０名 

 

（２０）第２０回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

日 時： 平成２９年１月１５日（日）           

会 場： エーザイ株式会社名古屋コミュニケーションオフィス （名古屋市） 

内 容： 「誰でもわかる、はじめての PACS 管理」 
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参加人数： ４８名 

 

（２１）第２１回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時： 平成２９年１月２８日（土）           

会 場： 名古屋市立大学病院 （名古屋市） 

内 容： 「上腹部領域」 

参加人数： １１０名 

 

（２２）第２２回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時： 平成２９年２月１１日（土）           

会 場： 石川県立中央病院 （金沢市） 

内 容： 「はら疾患、みんなで学べば怖くない！」 

参加人数： １４名 

 

（２３）第２３回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

日 時： 平成２９年２月１８日（土）           

会 場： 金沢大学附属病院 （金沢市） 

内 容： 「BCPを考える」 

参加人数： １５名 

 

９．刊行物を発刊した。 

（１）タイトル：平成２７年度 中部支部会誌 V0L.１８ 

発刊日：平成２８年５月２３日 （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２７日 

（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１７日 

 

１０．支部表彰について 

   規程に基づき，功労賞，奨励賞を選考し、学術大会にて以下の会員に対し表彰を行った。 

 （功労賞） 

 米田 和夫（名古屋大学医学部附属病院）、大橋 一也（名古屋市立大学病院） 

（技術奨励賞） 

澁谷 孝行（金沢大学）、峰広 香織（金沢大学附属病院）、水井 雅人（鈴鹿回生病院）、鮒田 達郎

（シーメンスヘルスケア株式会社）、橋本 二三生（浜松ホトニクス株式会社）、金本 雅行（福井大

学医学部附属病院）、田中 利恵（金沢大学）、安田 成臣（岐阜医療科学大学） 

 

１１．国際学会発表者支援事業について 

   本年度は一件の申請があったが，申請者が取り下げたため交付されなかった。 
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平成 28 年度 中部支部収支計算書 

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 

H28 年度決算

額 

差 異 備    考 

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 5,656,750  43,250  

(1) 支部正会員通常会費  4,800,000 4,688,000  112,000  

(2) 特別会費収入(支部学術集会）  900,000 968,750 68,750  

(3) 特別会費収入(定期研究発表会） 
 

0 0 

0 

0  

3) 事業収入  1,700,000 2,397,500 697,500  

(1) 広告料収入  1,000,000 0  1,000,000  

(2) 研修会等収入  700,000 992,500 292,500  

(3) 学術大会事業収入  0 1,405,000 1,405,000  

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   

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 2,752  2,248  

(1) 利息収入  3,000 752  2,248  

(2) 雑収入  2,000 2,000 

0 

0  

事業活動収入計  9,325,000 9,935,902 610,902  

２．事業活動支出      

1) 事業費  7,880,000 7,602,340  277,660  
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(1) 支部学術集会費  3,400,000 3,797,028 397,028  

① 会議費  200,000 314,019 114,019  

② 旅費交通費  500,000 1,177,510 677,510  

③ 通信運搬費  50,000 19,493  30,507  

④ 消耗品費  500,000 13,550  486,450  

⑤ 印刷製本費  500,000 425,444  74,556  

⑥ 賃借料  600,000 890,224 290,224  

⑦ 諸謝金  50,000 75,000 25,000  

⑧ 委託費  1,000,000 484,950  515,050  

⑨ 雑費  0 396,838 

0 

396,838  

(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  400,000 140,000  260,000  

① 表彰費  200,000 140,000  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  2,000,000 1,927,394  72,606  

 ① 会議費  300,000 311,131 11,131  

 ② 旅費交通費  1,000,000 699,580  300,420  

 ③ 通信運搬費  20,000 122,018 102,018  

 ④ 消耗品費  10,000 14,688 4,688  

 ⑤ 印刷製本費  20,000 219,631 199,631  

 ⑥ 賃借料  500,000 482,208  17,792  

 ⑦ 諸謝金  100,000 66,822  33,178  

 ⑧ 委託費  0 0 0  

 ⑨ 雑費  50,000 11,316  38,684  

   0   

(5) 会誌費  0 0 0  
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 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 1,594,742  205,258  

 ① 会議費  300,000 213,048  86,952  

 ② 旅費交通費  1,000,000 1,022,580 22,580  

 ③ 通信運搬費  100,000 37,004  62,996  

 ④ 消耗品費  50,000 20,336  29,664  

 ⑤ 印刷製本費  100,000 79,466  20,534  

 ⑥ 賃借料  50,000 46,800  3,200  

 ⑦ 諸謝金  100,000 171,508 71,508  

 ⑧ 委託費  0 0 0  

 ⑨ 雑費  100,000 4,000  96,000  

   0   

(7) 諸委員会費  180,000 143,176  36,824  

 ① 企画委員会  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 0  

 （雑費）  0 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  

 （雑費）   0 0  

 ⑥ 財務委員会費  100,000 143,176 43,176  

 （会議費）  20,000 48,056 28,056  

 （旅費交通費）  80,000 95,120 15,120  
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 （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 0  100,000  

 ① 事業雑費  100,000 0  100,000  

    0   

 

2) 管理費 2,445,000 2,532,960 87,960  

(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 300,000 269,982  30,018  

(5) 旅費交通費 1,200,000 1,399,540 199,540  

(6) 通信運搬費 50,000 7,658  42,342  

(7) 消耗什器備品費 150,000 637,878 487,878  

(8) 消耗品費 100,000 58,916  41,084  

(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 150,000 40,650  109,350  

(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 10,620  4,380  

(17) 委託費 300,000 88,344  211,656  

(18) 減価償却費 0 0 0  
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(19) 管理雑費 100,000 19,372 

0 

 80,628  

事業活動支出計 10,325,000 10,135,300  189,700  

事業活動収支差額  1,000,000  199,398 800,602  

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 2,000,000 2,000,000  

(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 2,000,000 2,000,000  

投資活動収入計 0 2,000,000 2,000,000  

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 0 0 0  

投資活動収支差額 0 2,000,000 2,000,000  

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 0 0 0  

財務活動収支差額 0 0 0  

Ⅳ予備費支出 3,393,599 0  3,393,599  

当期収支差額前期繰越収支差額

次期繰越収支差額 

 4,393,599 1,800,602 6,194,201  

4,393,599 4,393,599 0  

0 6,194,201 6,194,201  
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日本放射線技術学会中部支部 平成 28 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  

CT 撮影は医療現場に勤務する診療放射線技師にとって必須のものです。中部支部 CT 研究会では進

歩を続ける CT 技術に対応し、CT 技術の発展に貢献できるように活動を続けていきます。6 月には

第 73 回日本放射線技術学会総会学術大会での興味深かった演題、企業展示についてのダイジェス

ト発表会「CT 研究の最前線報告会」を名古屋市で開催します。8 月には CT 検査の初心者を対象に

CT の検査法、CTの性能評価法を講義する「CTビギナーズセミナー」を豊明市で開催します。さら

に、9月には英語論文に親しむための「CT関連論文抄読会」を名古屋市で開催します。研究会とい

うと「難しい」と思われるかもしれませんが、「気楽で楽しく、気がついたら最前線」。これをモ

ットーに研究会を進めます。是非参加ください。 

 

2. 最近のトピックス 

最近の CTは画像診断の重要なモダリティであり、進歩を続けています。逐次近似応用再構成は

被曝線量の低減に有効でありますが、画質の担保は検討が必要です。CT装置の多列化、面検出器

化は臨床で大きなメリットですが、造影技術の再検討も必要です。そして、最新の Dual Energy CT、

Photon Counting CTはこれからの CT技術です。それぞれが区別された研究のように感じられま

すが、実際はそれぞれがリンクしていて被曝低減と画質の向上が大きなテーマとなります。これ

らの進歩は CTメーカーや特定の研究者だけのものではありません。臨床で CT操作をしている診

療放射線技師がもっとも重要な役目を担っています。皆様の CT研究会への参加を期待しています。 

 

 

MR 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。 
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2. 年度内の活動記録 

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 

 MR撮像時間の高速化が進んでいる。一つは各社 Synthetic MRが出来るようになった。これは 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、

時間短縮にもつながっている。 

 Compressed Sensing が臨床で使用できるようになった。撮像時間は k-space Sharing やパラレルイ

メージングにより，飛躍的に短縮されてきた。Compressed Sensing は，さらなる高速撮像につながる

画像再構成法であり，現在注目を集めている技術である。 

 定量化に向けた動きが進んでいる。T2Map、MRエラストグラフィーは従来から行われているが、心筋

T1Map、定量的磁化率マッピングが新しい技術である。 

 

4. 今後の研究会の予定 

第 67回ＭＲ研究会  9月頃 （金沢市）テーマ「ＭＲの安全性」 

第 68回ＭＲ研究会  1月下旬（名古屋市） 

第 69回ＭＲ研究会  2月頃  （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 

平成 28 年

7月 16日 

名古屋市立大学 医学

部研究棟 11 階 B 講

義室 

第 56回 画像研究会 

「DR 画像の基本を理解する 

 － 画像の基礎から画質評価まで－」 

55名 

平成 28 年

9月 10日 

名古屋市立大学病院 

中央診療棟 3 階 大

ホール 

第 57回 画像研究会 

「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

 

42名 
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平成 28 年

11月 5日 

鈴鹿医療科学大学 

千代崎キャンパス 

第 9 回 中部放射線医療技術学術大会

(CCRT2016) 教育セミナー 『X 線撮影に

おける散乱線の影響』 

 

平成 28年 11

月 26日 

金沢大学十全講堂（宝

町キャンパス） 2 階

大会議室 

第 58回 画像研究会 

「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

28名 

 

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） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

病院情報の電子化に伴い，院内の情報システムは業務の要となり，診療業務の細部までコンピュータ

システム化が進展しています．放射線部門でもRISやPACSが普及し，フィルムレス運用が行われ，診療

放射線技師の役割は非常に重要であり，電子保存に関する取り決めや各種ガイドラインや標準規格につ

いて十分な知識が求められています．医療情報システム研究会では、超初級者から資格取得を目指す方，

関連ガイドラインや標準規格の初歩から復習を行いたい方などへ医療情報に関するセミナーを提供し

ていきます． 

 

2. 年度内の活動記録・今後の研究会予定 

月日 会場 テーマ・内容 参加人数 

平成29年1月15日  エーザイ株式会社

名古屋コミュニケ

ーションオフィス

６階ホール 

テーマ 

「誰でもわかる、はじめてのPACS

管理」 

48名 

 

3. 最近のトピックス 

多くの施設で放射線部門に情報システムが導入され、時代の流れに合わせて変化してきています．同

様に, コンピュータ，ネットワークインフラ技術についても, 仮想化技術等の進歩によって15 年前と

は大きく変わり、新しい運用や課題が生まれています． 

また、近年の東日本大震災，熊本地震の経験を基に「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」でも示されている事業継続計画（Business Continuity Plan：BCP）が重要になってきました．

システム障害が発生した際の対応などをまとめている施設はほとんどないと言われており、障害時を想

定した「行動計画書」を早期に作成する必要があると言われています。今後はBCP対策についても情報

提供を行っていく予定です。 

 

4. 今後の研究会の予定 

平成 29年 5月開催予定  第 1回医療情報システム研究会（北陸） 
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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. 年度内の活動記録  

年度内の活動の記録は，中部支部事業報告をご参照ください。 

 

3. 最近のトピックス 

平成 29年 3月 21日に日本乳癌検診学会・日本乳癌学会・日本乳がん検診精度管理中央機構が共同で，

「対策型乳がん検診における「高濃度乳房」問題の対応に関する提言」を発表した．米国では近年マン

モグラフィ検診受診者に対して乳房の構成を通知する活動が広がっており、この課題に関してその方向

性を検討し，今回の提言を発表したのでぜひ参照していただきたい． 

 

4. 今後の研究会の予定 

第 49回乳房画像研究会 平成 29年 7月下旬 福井市 

第 50回乳房画像研究会 平成 29年 9月 3日 三重大学病院 

 

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. 研究会の活動方針・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 

 放射線防護を考える上で線量を正しく評価する必要がある．線量評価法には種々あるが，線量計を用

いた実測定が基本である．近年，測定器の技術進歩により廉価で高精度，一度の照射で複数種類の測定

値が得られるものが普及しつつある．便利になることは良いことだが，データの意味を正確に捉えてい

ないと間違った評価に繋がる可能性がある．今年度は様々な線量計の特性や取扱い・測定値の意味など

を考え，適切な取扱いと測定法を理解して頂くための実習形式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． 
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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. 研究会の活動方針・活動目的 

・放射線治療の最新情報、精度向上をはじめとして、現場で役立つ内容の研究会を目指す 

・地方で個別開催することで、より会員各位の参加しやすい研究会を目指し、時々のニーズに即した内

容を選択することで、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  

血管撮影・IVR 領域の最新技術や治療法の普及、さらに診断参考レベル（Japan DRLs 2015）が策定さ

れ、今後は医療被ばくの最適化が進んでいくことが考えられる。医療被ばくの最適化に必要とされる線

量測定法や，医療被ばく相談に求められるリスクコミュニケーション等の知識の普及など、活動内容の

関連が高い放射線防護研究会と連携し、より良い医療を国民に提供することを目的とする。 

 

2.最近のトピックス 

我が国の診断参考レベル（Japan DRLs 2015）が公表されてからまもなく 2年目を迎えようとしており、

血管撮影、IVRに対する DRLの補完に向けた調査が各学会や研究会等で準備が進んでいる。これらの調

査によって、手技別・部位別の透視線量率や撮影線量、さらには手技ごとの総線量等のデータが得られ

ることが期待され、本来の DRLs により近づいていくことが期待される。DRL を補完するためには多施

設の臨床データを集積することが必要であり、多くの診療放射線技師の協力が必要となる。アンギオ研

究会では DRLs 補完に向けた各調査への協力を促し、医療被ばくの最適化に向けた我が国の診療放射線

技師の活力に期待したい。 
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超音波研究会 

代表世話人   川地 俊明   大垣市民病院          （東海ブロック） 

          江端 清和   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  

超音波画像研究会は、創設 11 年目の中部支部の各種研究会では最も若い研究会です。今年度より、

代表世話人の交代があり、新たな一歩を始めます。 

超音波検査は、聴診器代わりになるぐらい診療業務には無くてならないツールの一つです。しかしな

がら、診療報酬点数項目では、画像診断でなく、第 3 部 検査、 第 3 節 生体検査料に属すために、大

施設においては放射線科医や診療放射線技師が主たる業務としている施設は圧倒的に少ない。一方、ク

リニックレベルや中小施設においては、画像診断に類似する検査ために放射線業の傍ら、超音波検査に

従事する診療放射線技師も増えてきている。当研究会では、十分な教育環境の無い施設に勤めている診

療放射線技師や超音波検査に興味のある方、これから始める方を対象に、講義講習会と実技講習会を開

催しています。コースは、半日または 1日開催の腹部エコー、血管エコー、整形エコーの各実技指導で

す。興味のある方や、技術向上を求める方の参加をお待ちしています。 

 

2.最近のトピックス 

平成 28 年度に肝硬度測定（超音波エラストグラフィー）が収録され、肝の線維化の評価が可能とな

った。肝生検による組織評価と相関も高く、同検査法により、侵襲性のある肝生検は減少し、患者に大

きな恩恵を生じています。 

 

開催予定 

平成 29年度第 2回超音波画像研究会 

平成 29年 5月 14日（日） 

初心者向け腹部エコー実技講習会 

会場 名古屋 予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_3/index.html
https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_3_3/index.html
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平成 29 年度 中部支部事業計画 

 

１．第５２回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１０回中部放射線医療技術学術大会）を開催する。 

  会 期：平成２９年１１月４日（土），５日（日） 

  会 場：じゅうろくプラザ （岐阜市） 

 

２．平成２９年度第１回支部セミナーを開催する。 

  会 期：平成２９年６月３日（土） 

  会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

 

３．平成２９年度第２回支部セミナーを開催する。 

  会 期：平成３０年１月（予定） 

  会 場：未定 

 

４．第１８回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

会 期：平成２９年７月１日（土），２日（日） 

会 場：立山国際ホテル（富山市） 

 

５．第１８回核医学画像セミナーを開催する。（教育委員会、核医学部会、共催） 

  会 期：平成２９年６月２４日（土） 

  会 場：浜松医科大学医学部附属病院  定 員： ３０名 

 

６．第７回ＰＡＣＳベーシックセミナーを開催する。（教育委員会、医療情報部会、共催） 

会 期：平成２９年１０月（予定） 

会 場：名古屋市（予定）     定 員： ４０名 

 

７．第１８回 DRセミナーを開催する。（教育委員会、画像部会、共催） 

会 期：平成２９年７月１５日、１６日 

  会 場：名古屋市立大学病院       定 員： ３０名 

 

８．診断参考レベル活用セミナーを開催する。（教育委員会、計測部会、放射線防護部会、共催） 

  会 期：平成２９年１１月１９日 

会 場：名古屋市立大学病院       定 員：  名 

 

９．救急撮影セミナーを開催する。（教育委員会、撮影部会、共催） 

会 期：平成２９年１２月１６日、１７日 

会 場：名古屋市立大学病院                 定 員：  名 

 

１０．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。 
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   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． 

 

１１．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部会誌 V0L.１９ 

発刊日：平成２９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 ２０１７年第１号 ＣＣＲＴ演題募集号” 

発刊日：平成２９年６月 

（３）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１７年第２号 ＣＣＲＴプログラム号” 

発刊日：平成２９年１０月 

 

１２．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。 

 

１３．学術研究助成事業について 

   学術研究活動に対し，規定に基づき助成金を交付する。 
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平成 29 年度 中部支部収支予算書 

平成 29 年 3 月 1 日から平成 30 年 2 月末日まで 

(単位：円） 

科   目  H29 年度予算

額 

H28 年度予算

額 

増 減 備    考 

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  5,600,000 5,700,000  100,000  

(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）  800,000 900,000  100,000  

(3) 特別会費収入(定期研究発表会）  0 0 0  

3) 事業収入  2,000,000 1,700,000 300,000  

(1) 広告料収入  0 1,000,000  1,000,000  

(2) 研修会等収入  800,000 700,000 100,000  

(3) 学術大会事業収入  1,200,000 0 1,200,000  

4) 補助金等収入  1,920,000 1,920,000 0  

(1) 本部部会助成金収入  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  

      

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  9,525,000 9,325,000 200,000  

２．事業活動支出      

1) 事業費  7,880,000 7,880,000 0  

(1) 支部学術集会費  3,400,000 3,400,000 0  

① 会議費  300,000 200,000 100,000  
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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  100,000 500,000  400,000  

⑤ 印刷製本費  500,000 500,000 0  

⑥ 賃借料  800,000 600,000 200,000  

⑦ 諸謝金  150,000 50,000 100,000  

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  400,000 400,000 0  

① 表彰費  200,000 200,000 0  

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 2,000,000 0  

 ① 会議費  180,000 300,000  120,000  

 ② 旅費交通費  1,200,000 1,000,000 200,000  

 ③ 通信運搬費  100,000 20,000 80,000  

 ④ 消耗品費  20,000 10,000 10,000  

 ⑤ 印刷製本費  150,000 20,000 130,000  

 ⑥ 賃借料  200,000 500,000  300,000  

 ⑦ 諸謝金  100,000 100,000 0  

 ⑧ 委託費  0 0 0  

 ⑨ 雑費  50,000 50,000 0  

      

(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  
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 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  30,000 100,000  70,000  

 ④ 消耗品費  20,000 50,000  30,000  

 ⑤ 印刷製本費  100,000 100,000 0  

 ⑥ 賃借料  150,000 50,000 100,000  

 ⑦ 諸謝金  150,000 100,000 50,000  

 ⑧ 委託費  0 0 0  

 ⑨ 雑費  50,000 100,000  50,000  

      

(7) 諸委員会費  180,000 180,000 0  

① 企画委員会  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  30,000 20,000 10,000  

（会議費）  30,000 20,000 10,000  

（旅費交通費）  0 0 0  

（雑費）  0 0 0  

③ 大会開催委員会費  0 20,000  20,000  

（会議費）  0 20,000  20,000  

（旅費交通費）  0 0 0  

（雑費）  0 0 0  

④ 表彰委員会費  0 20,000  20,000  

（会議費）  0 20,000  20,000  

（旅費交通費）  0 0 0  

（雑費）  0 0 0  

⑤ 広報委員会費  0 20,000  20,000  

（会議費）  0 20,000  20,000  

（旅費交通費）  0 0 0  

（雑費）  0 0 0  

⑥ 財務委員会費  150,000 100,000 50,000  

（会議費）  30,000 20,000 10,000  

（旅費交通費）  120,000 80,000 40,000  

（雑費）  0 0 0  

⑦ 総務委員会費  0 0 0  

（会議費）  0 0 0  
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（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 2,645,000 2,445,000 200,000  

(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 350,000 300,000 50,000  

(5) 旅費交通費 1,500,000 1,200,000 300,000  

(6) 通信運搬費 30,000 50,000  20,000  

(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 50,000 80,000  30,000  

(11) 光熱水料費 0 0 0  

(12) 賃借料 150,000 150,000 0  

(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 200,000 300,000  100,000  

(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 10,525,000 10,325,000 200,000  

事業活動収支差額  1,000,000  1,000,000 0  

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  
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(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 0 0 0  

投資活動収支差額 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 0 0 0  

財務活動収支差額 0 0 0  

Ⅳ予備費支出 5,194,201 3,393,599 1,800,602  

当期収支差額前期繰越収支差

額次期繰越収支差額 

 6,194,201  4,393,599  1,800,602  

6,194,201 4,393,599 1,800,602  

0 0 0  
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平成 29 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 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） 

  小山 修司 （名古屋大学大学院医学系研究科） 

 

理 事 

・庶務 高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 

・庶務 能登 公也  （金沢大学附属病院） 

・庶務 加藤 勝也 （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 中村 学  （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 法橋 一生 （静岡県立こども病院） 

・放射線防護研究会 小林 正尚 （藤田保健衛生大学） 

・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 橋本 将彦 （富山大学附属病院） 

・超音波画像研究会 秋山 敏一 （藤枝市立総合病院） 

・画像研究会 服部 真澄 （東海学院大学） 

・MR研究会 村中 良之 （福井県立病院） 

・放射線治療研究会 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 
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平成 29 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 辻岡 勝美 （藤田保健衛生大学 医療科学部） 

  高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 

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 法橋 一生 （静岡県立こども病院） 

  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 小林 正尚 （藤田保健衛生大学医療科学部） 

  上野 博之 （高岡市民病院 ） 

アンギオ研究会 橋本 将彦 （富山大学附属病院） 

  水井 雅人 （鈴鹿回生病院） 

超音波画像研究会 秋山 敏一 （藤枝市立総合病院） 

 江端 清和 （福井大学医学部附属病院） 

サーバの管理 能登 公也  （金沢大学附属病院） 

事務局 高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 
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平成 28 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 28 年度本部表彰者 

学会賞               真田 茂      金沢大学医薬保健学域保健学類 

 

  Most Citation Award                瓜倉 厚志       静岡県立静岡がんセンター 

   

研究奨励賞 

技術奨励賞 

計測分野                峰広 香織     金沢大学附属病院 

技術新人賞 

     撮影分野(一般撮影)        大塚 智子    社会医療法人大同病院 

治療分野          清水 秀年    愛知県がんセンター中央病院 

 

平成 28 年度中部支部表彰者 

功労賞               米田 和夫    名古屋大学医学部附属病院 

                  大橋 一也    名古屋市立大学病院 

技術奨励賞 

 

   撮影分野(一般撮影)         田中 利恵     金沢大学医薬保健学域保健学類 

撮影分野(CT)            峰広 香織    金沢大学附属病院 

水井 雅人      社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 

橋本 二三生   浜松ホトニクス株式会社 

   撮影分野(MRI)          鮒田 達郎    シーメンスヘルスケア 

核医学分野           澁谷 孝行    金沢大学医薬保健学域保健学類 

              安田 成臣    岐阜医療科学大学 

治療分野             金本 雅行     福井大学医学部附属病院 
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会員動向 

 

 

中部 前月末 新規入会 届出退会 死亡退会 休会 除名 月末 

３月 2384 26 23 0 0 0 2385 

４月 2385 25 0 0 6 0 2403 

５月 2403 6 0 0 -3 0 2411 

６月 2411 5 0 0 0 0 2415 

７月 2415 11 1 0 0 0 2425 

８月 2425 6 0 0 0 0 2431 

９月 2431 29 0 0 0 0 2460 

１０月 2460 3 0 0 0 0 2463 

１１月 2463 5 0 0 0 0 2468 

１２月 2468 5 0 0 2 0 2471 

１月 2471 3 1       2473 

２月 2473 3 8       2468 

計   127 33 0 5 0 84 
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平成 28 年度総務委員会議事録・理事会議事録 

 
 

 会 議 名 平成 28年度 第 1回 総務委員会 

開催日時 
平成 28年 6 月 4日（土）  

13時 00 分～15 時 00 分 
開催場所 ウィンクあいち 1601 研修室 

出席者名 

松浦幸広、宮地利明、中西左登志、小山修司、森光一、國友博史、市川勝弘、木戸屋栄次、

小林謙一、高田忠徳 

 合計  10名 

（欠席）大橋一也                                     合計  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 28年度事業報告および平成 28 年度事業計画 

3 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 

4 編集委員報告 

5 学術委員報告 

6 財務委員報告 

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。 

 

《質疑》 

特になし 

 

議題 2 國友副支部長より平成 28 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 28 年度事業報告 

 

１．「胸部Ｘ線写真の寺小屋」を開催した。 

会期：平成２８年３月１９日（土），２０日（日） 

会場：福井大学医学部附属病院 （福井市） 

参加人数： ２３名 

  

２．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者総数 ４０名）   

（１） 第１回技術セミナー （超音波画像研究会） 

日 時：平成２８年５月８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： ４０名 

 

３．刊行物を発刊した。 

 （１）タイトル：平成２７年度 中部支部会誌 V0L.１８ 

発刊日：平成２８年５月２３日 （ｗｅｂ版のみ） 

 

４．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． 

 

５．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． 

 

 

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１８日（土） 

会場：金沢都ホテル セミナーホール（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．第１７回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

会期：平成２８年７月９日（土）、１０日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 定員：６０名 
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５．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） 

会場：名古屋大学   定 員：１４名 

 

６．第１８回 PACS specialist セミナーを開催する。（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 

 

７．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。 

（１）第２回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時：平成２８年６月１８日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス 

内 容：「ＣＴ研究の最前線報告会」 

定員： １５０名 

 

（２）第３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２８年６月１９日（日）           

会 場：名古屋第二赤十字病院 加藤科学研修室 

内 容：「チーム医療における診療放射線技師の未来を考える」 

定員： １５０名 

 

（３）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成２８年７月２日（土）           

会 場：富山県立中央病院 中央診療棟 

内 容：「富山県立中央病院における TrueBeam 導入経験」他 

定員： １００名 

 

（４）第５回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成２８年７月１６日（土）           

会 場：名古屋市立大学 医学部研究棟 

内 容：「DR 画像の基本を理解する － 画像の基礎から画質評価まで－ 」 

定員： ８０名 

 

（５）第６回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成２８年７月２３日（土）           

会 場：金沢医科大学 本部棟 

内 容：「乳房 MRI を再考する 」 

定員：   名 

 

８．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部誌 V0L.１９ 

発刊日：平成２９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 

 

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． 
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≪質疑≫ 

・事業報告において、第１回技術セミナー（超音波画像研究会）の参加者総数は 40 名、世

話人を除く参加者は 29名となっている。 

・（小山副支部長）第２回支部セミナーは１月２８日（土）。担当は三重県 

・（小林理事）参加費徴収の場合、参加費を払った人の人数を事業報告に上げては如何か？内訳

を明確にしていただくことを、小林財務より各研究会財務担当者に連絡することが確認された。 

 

議題 3 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支部 

     公益社団法人 日本放射線技師会 

     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 （予定） 

 

【シンポジウム】（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、各モダリティーごとに解説をいただく 

 

【被曝線量適正化講演】（５日午後 ９０分） 

  講師は日放技より派遣 

 

【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 

 

【特別企画 サミットディスカッション】（６日午前 ９０分） 
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  「組織の将来構想とクリニカルラダーの活用について」 

演者：日本診療放射線技師会会長（依頼中） 

   日本放射線技術学会会長（依頼中） 

日本看護協会副会長（大久保清子様）によるパネルディスカッション 

    

【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 

   それぞれの講演後、ディスカッション 

 

【画像読影補助技術向上セミナー】（５日午後 各４５分） 

  アンサーパッドを用いた症例検討 （ＣＴ・ＭＲＩ・胃透視・ＸＰ） 

 

【教育セミナー】（５日午前 各８０分） 

  技術学会の部会に依頼 （３部会程度） 

   

【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】 

  ２５ブースを予定 

 

【予稿集発行】 

   

【ホームページ作成】 

 

【プログラム概要】 

 
 

【予算書】 

１日目
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第５会場 第６会場 会議室１ 会議室２

100年記念ホール ３５１３講義室 ３５１２講義室 ３５２３講義室 ３５２２講義室 3521講義室

9:00
10:00
11:00 開会式

12:00
13:00

13:30 読影向上セミナーＭＲＩ（45分）
15:20 読影向上セミナーＣＴ（45分）

読影向上セミナー単純（45分）
15:30 読影向上セミナー透視（45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

特別講演（60分）

特別企画サミットディスカッション（90分）

ランチョン⑤ ランチョン⑥

シンポジウム（110分）

被曝適正化講演（90分）

意見交換会（120分）　ホテルグリーンパーク鈴鹿

ランチョン③ ランチョン④

ＣＣＲＴ
運営会議

中部支部
理事会

技師会
会長会議
技師会教
育委員会

　　　　　　　　　　　　シャトルバスで移動

ランチョン⑧

女性サミット

ランチョン⑦

一般公開講座（90分）

ランチョン① ランチョン②
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《質疑》 

・改めて「読影」という文言の使用において慎重にすべきとの意見が出された。 

・教育セミナーについては各研究会に改めて依頼。 

・プログラムにおいて演題のみの時間帯が設定できないかとの意見が出た。 

議題 4 國友副支部長より編集委員会報告がされた。 

 

・中部支部会誌が５月１８日に発刊された。 

・ビーム中部は編成中 

・今回はホームページ上の支部会誌が３０メガを超えたため、掲載に時間がかかった。今後、５年程
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度を目安に過去のファイルを削除してよいかを提案された。 

 

《質疑》 

・ホームページ会社に再度検討していただく意見が出た。 

 

議題 5 森副支部長学術委員会報告がされた。 

 

・４月に国際研究集会等の補助を１件受けたことに対し、４月５日時点で承認された（申請者は福井

大学 北氏）。 

・現行の国際研究集会等の発表者への補助要綱について見直しが提案された。 

・（宮地理事）渡航費の一部（旅費）支援となると税金が必要となる恐れがある。「国際飛躍賞」という

形であれば税金はかからず、個人の表彰歴にもなる。また、他の支援金との競合にもならない。 

 

《質疑》 

・中部支部の表彰制度に組み込む提案がされた。 

・第２条の「・・・３年以上」を明確にすべき。（渡航時点か申請時点か） 

・「他の学会からの補助を受けていないこと」という縛りは厳しすぎるので、緩めるべき。 

・表彰規定の選考要綱に 

・第５条「発表原稿等は・・」を「発表報告等・・にすべき。アブストラクト掲載において他学会との著作

権問題事例があった。 

・応募要項の作成が必要 

 

議題 6 小林理事より財務委員会報告がされた。 

 

・参加費を払った人数を参加人数として報告すること。（世話人が参加費を払った場合は参加人数

に含める）。→財務にて再度検討し改めて小林理事から報告される 

 

議題 7 その他 

 

・國友副支部長より運営細則の変更が報告された。支部誌は支部会誌とする。また、功労賞３万円 

奨励賞１万円（共に現金）に変更。 
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会 議 名 平成 28年度 第 1回 理事会 

開催日時 
平成 28年 6 月 4日（土）  

15時 00 分～17 時 00 分 
開催場所 ウィンクあいち 1601 研修室 

出席者名 

松浦幸広、宮地利明、中西左登志、森光一、國友博史、市川勝弘、木戸屋栄次、小林謙一、

安達登志樹、上田伸一、川地俊明、澤田通文、小林正尚、高田忠徳 

 合計  14名 

（欠席）小山修司、大橋一也、村中良之、藤本勝明、西出裕子、辻岡勝美、井田義宏、米田

和夫、竹井泰孝、能登公也、原瀬正敏                    合計  11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 28年度事業報告および平成 28 年度事業計画 

3 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 

4 編集委員報告 

5 学術委員報告 

6 財務委員報告 

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。 

 

《質疑》 

特になし 

 

議題 2 國友副支部長より平成 28 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 28 年度事業報告 

 

１．「胸部Ｘ線写真の寺小屋」を開催した。 

会期：平成２８年３月１９日（土），２０日（日） 

会場：福井大学医学部附属病院 （福井市） 

参加人数： ２３名 

  

２．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者総数 ４０名）   

（１） 第１回技術セミナー （超音波画像研究会） 

日 時：平成２８年５月８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： 29 名 

 

３．刊行物を発刊した。 

 （１）タイトル：平成２７年度 中部支部会誌 V0L.１８ 

発刊日：平成２８年５月２３日 （ｗｅｂ版のみ） 

 

４．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． 

 

５．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． 

 

 

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１８日（土） 

会場：金沢都ホテル セミナーホール（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．第１７回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

会期：平成２８年７月９日（土）、１０日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 定員：６０名 
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５．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） 

会場：名古屋大学   定 員：１４名 

 

６．第１８回 PACS specialist セミナーを開催する。（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 

 

７．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。 

（１）第２回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時：平成２８年６月１８日（土）           

会 場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス 

内 容：「ＣＴ研究の最前線報告会」 

定員： １５０名 

 

（２）第３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２８年６月１９日（日）           

会 場：名古屋第二赤十字病院 加藤科学研修室 

内 容：「チーム医療における診療放射線技師の未来を考える」 

定員： １５０名 

 

（３）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成２８年７月２日（土）           

会 場：富山県立中央病院 中央診療棟 

内 容：「富山県立中央病院における TrueBeam 導入経験」他 

定員： １００名 

 

（４）第５回技術セミナー（画像研究会） 

日 時：平成２８年７月１６日（土）           

会 場：名古屋市立大学 医学部研究棟 

内 容：「DR 画像の基本を理解する － 画像の基礎から画質評価まで－ 」 

定員： ８０名 

 

（５）第６回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時：平成２８年７月２３日（土）           

会 場：金沢医科大学 本部棟 

内 容：「乳房 MRI を再考する 」 

定員：   名 

 

８．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部誌 V0L.１９ 

発刊日：平成２９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 

 

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． 
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≪質疑≫ 

・事業報告において、第１回技術セミナー（超音波画像研究会）の参加者総数は 40 名、世話人を

除く参加者は 29 名となっている。 

・第２回支部セミナーは１月２８日（土）。担当は三重県 

・（小林理事）参加費徴収の場合、参加費を払った人の人数を事業報告に上げては如何か？内訳

を明確にしていただくことを、小林財務より各研究会財務担当者に連絡することが確認された。 

 

議題 3 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支部 

     公益社団法人 日本診療放射線技師会 

     一般社団法人 三重県診療放射線技師会  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 （予定） 

 

【シンポジウム】（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、各モダリティーごとに解説をいただく 

 

【被曝線量適正化講演】（５日午後 ９０分） 

  講師は日放技より派遣 

 

【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 

 

【特別企画 サミットディスカッション】（６日午前 ９０分） 
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  「組織の将来構想とクリニカルラダーの活用について」 

演者：日本診療放射線技師会会長（依頼中） 

   日本放射線技術学会会長（依頼中） 

日本看護協会副会長（大久保清子様）によるパネルディスカッション 

    

【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 

   それぞれの講演後、ディスカッション 

 

【画像読影補助技術向上セミナー】（５日午後 各４５分） 

  アンサーパッドを用いた症例検討 （ＣＴ・ＭＲＩ・胃透視・ＸＰ） 

 

【教育セミナー】（５日午前 各８０分） 

  技術学会の部会に依頼 （３部会程度） 

   

【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】 

  ２５ブースを予定 

 

【予稿集発行】 

   

【ホームページ作成】 

 

【プログラム概要】 

 
 

【予算書】 

１日目
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第５会場 第６会場 会議室１ 会議室２

100年記念ホール ３５１３講義室 ３５１２講義室 ３５２３講義室 ３５２２講義室 3521講義室

9:00
10:00
11:00 開会式

12:00
13:00

13:30 読影向上セミナーＭＲＩ（45分）
15:20 読影向上セミナーＣＴ（45分）

読影向上セミナー単純（45分）
15:30 読影向上セミナー透視（45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

特別講演（60分）

特別企画サミットディスカッション（90分）

ランチョン⑤ ランチョン⑥

シンポジウム（110分）

被曝適正化講演（90分）

意見交換会（120分）　ホテルグリーンパーク鈴鹿

ランチョン③ ランチョン④

ＣＣＲＴ
運営会議

中部支部
理事会

技師会
会長会議
技師会教
育委員会

　　　　　　　　　　　　シャトルバスで移動

ランチョン⑧

女性サミット

ランチョン⑦

一般公開講座（90分）

ランチョン① ランチョン②
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《質疑》 

・改めて「読影」という文言の使用において慎重にすべきとの意見が出された。 

・教育セミナーについては各研究会に正式に依頼（５日午前決定ではない。未定） 

・画像研究会が散乱線についてセミナー開催可能とのこと。 

・中部支部年会は５日１３時より第６会場にて開催。 

議題 4 國友副支部長より編集委員会報告がされた。 

 

・中部支部会誌が５月１８日に発刊された。 

・ビーム中部は編成中 
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《質疑》 

・特になし 

議題 5 森副支部長学術委員会報告がされた。 

 

・４月に国際研究集会等の補助を１件受けたことに対し、４月５日時点で承認された（申請者は福井

大学 北氏）。 

・現行の国際研究集会等の発表者への補助要綱について見直しが提案された。 

・（宮地理事）渡航費の一部（旅費）支援となると税金が必要となる恐れがある。「国際飛躍賞」という

形であれば税金はかからず、個人の表彰歴にもなる。また、他の支援金との競合にもならない。 

・「他の学会からの補助を受けていないこと」という縛りは厳しすぎるので、緩めるべき。 

・第２条の「・・・３年以上」を明確にすべき。（渡航時点か申請時点か） 

・第５条「発表原稿等は・・」を「発表報告等・・」にすべき。アブストラクト掲載において他学会との著

作権問題事例があった。 

 

 

《質疑》 

・1 件につき５万円支給。前期２名、後期２名で承認された。 

・名称は「国際学術奨励賞」とする。詳細は國友副支部長および学術委員会にて検討。 

 

議題 6 小林理事より財務委員会報告がされた。 

 

・参加費を払った人数を参加人数として報告すること。（世話人が参加費を払った場合は参加人数

に含める）。→財務にて再度検討し改めて小林理事から報告される 

 

議題 7 その他 

 

・國友副支部長より運営細則の変更が報告された。支部誌は支部会誌とする。また、功労賞３万円 

奨励賞１万円（共に現金）に変更。 

・中部支部役員選挙において委員長は富山大学技師長 稲垣氏に依頼し、本人の承諾は得られ

た。このことについて理事の承認が得られた。 

・本部代議員改選において、現有の代議員を中心に立候補者を支援する。 
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会 議 名 平成 28年度 第 2回 総務委員会 

開催日時 
平成 28年 10 月 8日（土）  

10時 30 分～12 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、稲垣晶一、森光一、國友博史、市川勝弘、大橋一也、木

戸屋栄次、小林謙一、高田忠徳 

 合計  11名 

（欠席）小山修司                                     合計  1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 28年度事業報告および平成 28 年度事業計画 

3 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 

4 平成 29・30 年度支部役員選挙について 

5 支部年会準備について 

6 学術委員報告 

7 財務委員報告 

8 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。 

 

2016 年総会の参加・演題数が少ないので来年度の多くの参加をお願いしたい。 

代議員選挙の投票率が低いので今後投票率向上に向け協力をお願いしたい。 

 

《質疑》 

特になし 

 

議題 2 國友副支部長より平成 28 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 28 年度事業報告 

 

１．「胸部Ｘ線写真の寺小屋」を開催した。 

会期： 平成２８年３月１９日（土），２０日（日） 

会場： 福井大学医学部附属病院 （福井市） 

参加人数： ２３名 

２．平成２８年度第１回支部セミナーを開催した。 

会期： 平成２８年６月１８日（土） 

会場： 金沢都ホテル セミナーホール（金沢市） 

参加人数： ５４名 

３．第１７回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

会期： 平成２８年７月９日（土）、１０日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市）  

参加人数： ６２名 

４．第３回簡易線量計作成セミナーを開催した。（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） 

会場： 名古屋大学 

参加人数： １４名 

５．第１８回 PACS specialist セミナーを開催した。（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 

参加人数： ３０名 

 

６．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者総数 ４４７名）   

（１） 第１回技術セミナー （超音波画像研究会） 

日 時： 平成２８年５月８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： ４０名 

（２）第２回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時： 平成２８年６月１８日（土）           

会 場： エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス 

内 容： 「ＣＴ研究の最前線報告会」 

参加人数： ６８名 

（３）第３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２８年６月１９日（日）           

会 場： 名古屋第二赤十字病院 加藤科学研修室 

内 容： 「チーム医療における診療放射線技師の未来を考える」 

参加人数： ８名 

（４）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年７月２日（土）           



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.19   (2017) 

- 49 - 

 

会 場： 富山県立中央病院 中央診療棟 

内 容： 「富山県立中央病院における TrueBeam 導入経験」他 

参加人数： ９０名 

（５）第５回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年７月１６日（土）           

会 場： 名古屋市立大学 医学部研究棟 

内 容： 「DR 画像の基本を理解する － 画像の基礎から画質評価まで－ 」 

参加人数： ５５名 

（６）第６回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時： 平成２８年７月２３日（土）           

会 場： 金沢医科大学 本部棟 

内 容： 「乳房 MRI を再考する 」 

参加人数： ５１名 

（７）第７回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年９月１０日（土）           

会 場： 名古屋市立大学 中央診療棟 

内 容： 「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

参加人数： ４２名 

 （８）第８回技術セミナー（CT研究会） 

日 時： 平成２８年９月２２日（木）           

会 場： 藤田保健衛生大学医療科学部５号館 

内 容： 「CT 脱ビギナーズセミナー」 

参加人数： ３５名 

 （９）第９回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１０月１日（土）           

会 場： アクトシティ浜松 研修交流センター 

内 容： 「放射線治療における呼吸管理について」 

参加人数： ５８名 

 

５．刊行物を発刊した。 

 （１）タイトル：平成２７年度 中部支部会誌 V0L.１８ 

発刊日：平成２８年５月２３日 （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２７日 

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． 

 

 

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）  

 

３．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。 

（１）第１０回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１０月８日（土）           
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会 場： :三重大学医学部附属病院 

内 容： 「前立腺治療のセットアップと品質管理」 

定 員： ５０名 

（２）第１１回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

日 時： 平成２８年１０月２２日（土）           

会 場： 名古屋市市政資料館 第 3 集会室   

内 容： 「CT関連論文の抄読会」 

定 員： ４０名 

（３）第１２回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時： 平成２８年１１月１９日（土）           

会 場： 静岡県立総合病院   

内 容： 「基礎」 

定 員： １００名 

（４）第１３回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年１１月２６日（土）           

会 場： 金沢大学医薬保健学域保健学類   

内 容： 「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

定 員： １００名 

（５）第１４回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時： 平成２８年１２月３日（土）           

会 場： 富山大学附属病院   

内 容： 「マンモグラフィ以外の乳腺疾患診断について」 

定 員： １００名 

 

 

４．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部誌 V0L.１９ 

発刊日：平成２９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２号 ＣＣＲＴプログラム号” 

発刊日：平成２８年１０月 

５．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． 

６．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≫ 

・技術セミナーの開催予定数が少ないので協力をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

議題 3 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 
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企  画  プ  ロ  グ  ラ  ム 

 

特別講演                                                       11月6日（日）第1会場 9:10～10:10 

 

『 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～ 』 

 

アクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジング・ディレクター 

工藤卓哉先生 

 

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

 

特別企画 サミットディスカッション                             11月6日（日）第1会場 10:20～11:50 

 

テーマ：組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた 

 

座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志 

公益社団法人 三重県看護協会 会長 西宮勝子先生 

 

講演1：『 日本診療放射線技師会が目指す新生涯教育制度について 』        

公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 熊代正行 

 

講演2：『 公益社団法人日本放射線技術学会の将来構想と教育への取り組み 』                    

公益社団法人日本放射線技術学会 副代表理事 錦 成郎 

 

講演3：『 日本看護協会「看護の将来ビジョン」の実現への取組 』        

公益社団法人 日本看護協会 副会長 大久保清子先生 

 

シンポジウム                                                11月5日（土）第1会場 13:30～15:20 

 

テーマ：パニック像を考える    

座長：大垣市民病院 診療検査科 川地俊明 

済生会松阪総合病院 医療技術部 放射線課 森田英稔 

 

超 音 波                                 静岡県立総合病院 放射線技術室 中村元哉 

一般撮影      名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 大保 勇 

C       T          岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好利治 

          M   R   I    金沢医科大学病院  医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 
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画像読影補助技術向上セミナー                              11月 5日（土）第 6会場 

 

座長：鈴鹿回生病院 放射線課 水井雅人 溝口裕司 

X線撮影                                                             10:00～10:45 

『 肩複合体から上肢の外傷を読み撮る 』              

とうかい整形外科  かわげ 難波一能 

CT                                                                11:00～11:45 

『腹部領域におけるCT撮影の意義について』 

社会医療法人大雄会 技術放射線科 日比野友也 

MRI                                                                 13:30～14:15 

『 読影補助〜MRI検査の考え方 』                 

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 大家伸介 

胃透視                                                             14:30～15:15 

『 上部消化管検査 』                   

 JCHO高岡ふしき病院 放射線科 原田淳也 

 

女性活躍推進サミット                                      11月5日（土）第1会場 10:00～11:30 

 

テーマ：妊娠中の業務について～妊娠中のガイドライン作成に向けて～ 

座長 ： 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 落合三奈恵 

ぎふ綜合健診センター 業務部渉外課    吉川典子 

パネラー ： 名古屋市立西部医療センター 中央放射線部    木俣礼乃 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 水口 仁 

JA岐阜厚生連 岐北厚生病院           小倉早紀 

 ぎふ綜合健診センター 放射線グループ      金澤聖子 

JA三重厚生連 松阪中央総合病院 放射線科    川野聡子 

福井県済生会病院 放射線技術部         岡田香織 

厚生連 滑川病院 画像診断部          酒井智美 

 

一般公開講座                            11月6日（日）第1会場 13:30～15:30 

 

テーマ：乳がんについて考える 

   座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 大会長 山田隆憲 

     桑名東医療センター 中央放射線室 近藤偲瑞子 

『 知っておきたい乳がんのこと 』 

三重大学医学部附属病院 乳腺センター 教授 小川朋子先生 

 

『 5度の手術と乳房再建 1800日 』                       生稲晃子さん 

 

教育セミナー                             11月5日（土）第1会場 15:40～17:00 

                                              

座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志          

『  X線撮影における散乱線の影響 』      

金沢大学大学院保健学総合研究科 医薬保健学域保健学類 市川勝弘 
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第 9 回 CCRT 宿泊のご案内 

ランチョンセミナー                               11月 5日（土）12:00～13:00 

 

ランチョンセミナー1   共催：東芝メディカルメディカルシステムズ株式会社         第2会場 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牧 浩昭 

『 逐次近似再構成技術FIRSTの初期経験 』     

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 八重樫拓 

『 明日から使える匠の技 1.5T装置の臨床撮像の工夫について 』 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

ランチョンセミナー2   共催：バイエル薬品株式会社                    第3会場 

座長：豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

『 改めて考えよう！ 造影検査プロトコル 』 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 アプリケーションサービス 水内宣夫 

ランチョンセミナー3   共催：第一三共株式会社                      第4会場 

座長：とうかい整形外科 かわげ 難波一能 

『 心筋 Perfusion CTの基礎  』          三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹 

ランチョンセミナー4   共催：富士フイルムメディカル株式会社               第5会場 

司会：富士フイルムメディカル株式会社 

『 画像処理を考えるーVirtual Gridを中心にー 』 奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 中前光弘 

 

ランチョンセミナー                                                     11月6日（日）

12:00～13:00 

 

ランチョンセミナー5   共催：伏見製薬株式会社                      第2会場 

座長：医療法人 尚豊会 みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

『 CT Colonographyの意義 』                医療法人 山下病院 理事長 服部昌志 

ランチョンセミナー6   共催：日本メジフィジックス株式会社                第3会場 

司会：日本メジフィジックス株式会社 

『ゾーフィゴ®静注の紹介』           バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 筒井弘一 

『GI-BONEの紹介』            日本メジフィジックス株式会社 画像情報センター 大﨑洋充 

ランチョンセミナー7   共催：富士フイルムRIファーマ株式会社              第4会場 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山田 剛 

『 ハイブリッド手術室での脊椎脊髄神経手術 〜より高い精度と安全性の追求〜 』  

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授 水野正喜先生 

ランチョンセミナー8   共催：株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン       第5会場 

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

『 PCI支援画像の最新トピックス：- PCI Suite - 』         

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ビジネスマーケティンググループ 

Image Guided Therapy Systems モダリティースペシャリスト 

牧野裕一 

『 IQonスペクトラル CT：- Dual Energy CTから Spectral CTへ - 』 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスグループ CTモダリティースペシャリスト 

吉村重哉 

ランチョンセミナー9   共催：長瀬産業株式会社                      第6会場 

座長：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 鈴木昇一 

『 MedicVision社製 SafeCTの紹介 画像再構成装置を用いた医療被ばくの最適化について 』  

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 
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                           副大会長 中西 左登志 

 

宿泊施設：三交イン津駅前 （三重県津市羽所町 381 059-222-3539） 

 

意見交換会会場：ホテルグリーンパーク鈴鹿（三重県鈴鹿市白子 4 丁目 15-20 

                                                  059-388-3211） 

        意見交換会予定時間 18:30～20:30 

 

二次会会場：HINATA （鈴鹿市白子町深田 58-1 059-399-7676） 20:45～21:45 

 

白子駅まで徒歩 10 分 津駅行き急行発時間 22:00、22:22、22:56 

津駅まで約 11 分、300 円 

 

翌日は白子駅からのシャトルバス （東口より毎時 0 分、30 分発）をご利用下さい。 

 

 

≪質疑≫ 

・「女性サミット」パネラーの表示を訂正→パネリスト 

・駐車場は問題ない 

・後日抄録発刊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題 4 １．松浦支部長より支部選挙について報告がされた。 
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《質疑》 

・特になし 

 

議題 5 支部年会での式次および担当者について議論された。 

                   会告 

 

平成 29･30 年度中部支部役員候補者受付について 

 

中部支部・選挙管理委員会 

選挙管理委員長  稲垣 晶一 

 

支部運営細則および支部役員選出要項に基づき平成 29･30 年度の支部長 1 名，監事 2 名

（東海地域から 1 名，北陸地域から 1 名），副支部長 2 名（東海地域から 1 名，北陸地域 

から 1 名），理事 12 名（各県から 1 名，庶務担当理事 3 名および財務担当理事 2 名）の立

候補者または推薦候補者の受付を行います． 

立候補者または候補者を推薦する支部会員は，下記により届出をしてください． 

 

記 

１． 候補者の資格 

（１）支部正会員の立候補者 

（２）支部正会員が推薦する候補者（本人の同意が必要） 

２． 届出および選出 

上記の中から支部年会（平成 28 年 11 月 5 日・鈴鹿市）で選出されます． 

中部支部役員に立候補しようとする支部正会員または候補者を推薦する支部正会員は， 

支部役員選出要項に則り，次項により届け出て下さい． 

（１） 届出期間 平成 28 年 9 月 5 日より平成 28 年 10 月 5 日（必着）まで 

（２） 届出先 〒920-8641  金沢市宝町 13 番 1 号 

金沢大学附属病院 放射線部 

日本放射線技術学会中部支部 選挙管理委員会 宛 

 

（３） その他 

・立候補届出書等の必要事項は支部事務局で準備します．必要な方は請求して下さい． 

・各々の役員について，立候補または推薦候補者が定数に満たない時は，支部役員選 

出要項第 5 条 3 に基づき，支部理事会に推薦を求めます． 

・支部運営細則，支部役員選出要項等でご不明な点は，事務局へお問合せ下さい． 

 

FAX : 076-234-4311 

問合先メールアドレス： raddiv@med.kanazawa-u.ac.jp 

メールの件名： 中部支部役員選挙について 
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・奨励賞候補１０名がリストアップされた。うち 2 名は要確認。 

・功労賞のリストアップがされた。 

・年会 挨拶：錦先生 進行：森副支部長 選挙報告：稲垣選挙管理委員長 表彰：松浦支部長 

研究会報告：市川先生 

 

《質疑》 

・支部選挙報告のひな形を準備（小林理事） 

 

議題 6 森副支部長より学術委員会報告がされた。 

 

１．中西理事より 28 年度第 2 回中部支部学術セミナーについて報告された 

平成 29 年 1 月 28 日（土）14：00～17：10 

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 

テーマ「放射線治療最前線」 

 

《質疑》 

・学術セミナープログラム内容について承認された。 

・プログラム上に BNCTのスペルアウトを入れていただきたい。 

 

２．森副支部長より国際学術奨励賞の要綱作成についての報告がされた。 

・国際研究発集会等の発表者への補助において 1 件の取り下げ依頼あり。 

・国際学術奨励賞について検討された。内容について再検討が必要。 

 

３．救急撮影セミナーについて 

・中部支部として開催に協力することが確認された。 

 

 

 

 

 

 

議題 7 小林理事より財務委員会報告がされた。 
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会 議 名 平成 28年度 第 2回 理事会 

開催日時 
平成 28年 10 月 8日（土）  

13時 00 分～14 時 30 分 
開催場所 福井 AOSSA 501 研修室 

出席者名 

 

松浦幸広、中西左登志、森光一、國友博史、市川勝弘、木戸屋栄次、小林謙一、稲垣晶一、

澤田通文、上田伸一、村中良之、藤本勝明、竹井泰孝、安達登志樹、高田忠徳 

 合計  15名 

（欠席）宮地利明、小山修司、大橋一也、川地俊明、井田義宏、辻岡勝美、西出裕子、能登

公也、原瀬正敏、米田和夫                                   

合計  10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 28年度事業報告および平成 28 年度事業計画 

3 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 

4 平成 29・30 年度支部役員選挙について 

5 支部年会準備について 

6 学術委員報告 

7 財務委員報告 

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。 重要事項のみの報告とした。 

 

2016 年総会の参加・演題数が少ないので来年度の多くの参加をお願いしたい。 

代議員選挙の投票率が低いので今後投票率向上に向け協力をお願いしたい。 

 

《質疑》 

特になし 

 

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

 

 

平成 28 年度事業報告 

 

１．「胸部Ｘ線写真の寺小屋」を開催した。 

会期： 平成２８年３月１９日（土），２０日（日） 

会場： 福井大学医学部附属病院 （福井市） 

参加人数： ２３名 

２．平成２８年度第１回支部セミナーを開催した。 

会期： 平成２８年６月１８日（土） 

会場： 金沢都ホテル セミナーホール（金沢市） 

参加人数： ５４名 

３．第１７回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

会期： 平成２８年７月９日（土）、１０日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市）  

参加人数： ６２名 

４．第３回簡易線量計作成セミナーを開催した。（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） 

会場： 名古屋大学 

参加人数： １４名 

５．第１８回 PACS specialist セミナーを開催した。（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 

参加人数： ３０名 

 

６．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者総数 ４４７名）   

（１） 第１回技術セミナー （超音波画像研究会） 

日 時： 平成２８年５月８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： ４０名 

（２）第２回技術セミナー（CT 研究会） 

日 時： 平成２８年６月１８日（土）           

会 場： エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス 

内 容： 「ＣＴ研究の最前線報告会」 

参加人数： ６８名 

（３）第３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２８年６月１９日（日）           

会 場： 名古屋第二赤十字病院 加藤科学研修室 

内 容： 「チーム医療における診療放射線技師の未来を考える」 

参加人数： ８名 

（４）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年７月２日（土）           
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会 場： 富山県立中央病院 中央診療棟 

内 容： 「富山県立中央病院における TrueBeam 導入経験」他 

参加人数： ９０名 

（５）第５回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年７月１６日（土）           

会 場： 名古屋市立大学 医学部研究棟 

内 容： 「DR 画像の基本を理解する － 画像の基礎から画質評価まで－ 」 

参加人数： ５５名 

（６）第６回技術セミナー（MR 研究会） 

日 時： 平成２８年７月２３日（土）           

会 場： 金沢医科大学 本部棟 

内 容： 「乳房 MRI を再考する 」 

参加人数： ５１名 

（７）第７回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年９月１０日（土）           

会 場： 名古屋市立大学 中央診療棟 

内 容： 「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

参加人数： ４２名 

 （８）第８回技術セミナー（CT研究会） 

日 時： 平成２８年９月２２日（木）           

会 場： 藤田保健衛生大学医療科学部５号館 

内 容： 「CT 脱ビギナーズセミナー」 

参加人数： ３５名 

 （９）第９回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１０月１日（土）           

会 場： アクトシティ浜松 研修交流センター 

内 容： 「放射線治療における呼吸管理について」 

参加人数： ５８名 

 

５．刊行物を発刊した。 

 （１）タイトル：平成２７年度 中部支部会誌 V0L.１８ 

発刊日：平成２８年５月２３日 （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２７日 

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． 

 

 

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）  

 

３．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。 

（１）第１０回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時： 平成２８年１０月８日（土）           
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会 場： :三重大学医学部附属病院 

内 容： 「前立腺治療のセットアップと品質管理」 

定 員： ５０名 

（２）第１１回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

日 時： 平成２８年１０月２２日（土）           

会 場： 名古屋市市政資料館 第 3 集会室   

内 容： 「CT関連論文の抄読会」 

定 員： ４０名 

（３）第１２回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時： 平成２８年１１月１９日（土）           

会 場： 静岡県立総合病院   

内 容： 「基礎」 

定 員： １００名 

（４）第１３回技術セミナー（画像研究会） 

日 時： 平成２８年１１月２６日（土）           

会 場： 金沢大学医薬保健学域保健学類   

内 容： 「被ばく線量低減に活用できる画像評価」 

定 員： １００名 

（５）第１４回技術セミナー（乳房画像研究会） 

日 時： 平成２８年１２月３日（土）           

会 場： 富山大学附属病院   

内 容： 「マンモグラフィ以外の乳腺疾患診断について」 

定 員： １００名 

 

 

４．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部誌 V0L.１９ 

発刊日：平成２９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２号 ＣＣＲＴプログラム号” 

発刊日：平成２８年１０月 

５．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． 

６．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≫ 

・技術セミナーの開催予定数が少ないので協力をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

議題 3 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 
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企  画  プ  ロ  グ  ラ  ム 

 

特別講演                                                       11月6日（日）第1会場 9:10～10:10 

 

『 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～ 』 

 

アクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジング・ディレクター 

工藤卓哉先生 

 

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

 

特別企画 サミットディスカッション                             11月6日（日）第1会場 10:20～11:50 

 

テーマ：組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた 

 

座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志 

公益社団法人 三重県看護協会 会長 西宮勝子先生 

 

講演1：『 日本診療放射線技師会が目指す新生涯教育制度について 』        

公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 熊代正行 

 

講演2：『 公益社団法人日本放射線技術学会の将来構想と教育への取り組み 』                    

公益社団法人日本放射線技術学会 副代表理事 錦 成郎 

 

講演3：『 日本看護協会「看護の将来ビジョン」の実現への取組 』        

公益社団法人 日本看護協会 副会長 大久保清子先生 

 

シンポジウム                                                11月5日（土）第1会場 13:30～15:20 

 

テーマ：パニック像を考える    

座長：大垣市民病院 診療検査科 川地俊明 

済生会松阪総合病院 医療技術部 放射線課 森田英稔 

 

超 音 波                                 静岡県立総合病院 放射線技術室 中村元哉 

一般撮影      名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 大保 勇 

C       T          岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好利治 

          M   R   I    金沢医科大学病院  医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 
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画像読影補助技術向上セミナー                              11月 5日（土）第 6会場 

 

座長：鈴鹿回生病院 放射線課 水井雅人 溝口裕司 

X線撮影                                                             10:00～10:45 

『 肩複合体から上肢の外傷を読み撮る 』              

とうかい整形外科  かわげ 難波一能 

CT                                                                11:00～11:45 

『腹部領域におけるCT撮影の意義について』 

社会医療法人大雄会 技術放射線科 日比野友也 

MRI                                                                 13:30～14:15 

『 読影補助〜MRI検査の考え方 』                 

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 大家伸介 

胃透視                                                             14:30～15:15 

『 上部消化管検査 』                   

 JCHO高岡ふしき病院 放射線科 原田淳也 

 

女性活躍推進サミット                                      11月5日（土）第1会場 10:00～11:30 

 

テーマ：妊娠中の業務について～妊娠中のガイドライン作成に向けて～ 

座長 ： 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 落合三奈恵 

ぎふ綜合健診センター 業務部渉外課    吉川典子 

パネラー ： 名古屋市立西部医療センター 中央放射線部    木俣礼乃 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 水口 仁 

JA岐阜厚生連 岐北厚生病院           小倉早紀 

 ぎふ綜合健診センター 放射線グループ      金澤聖子 

JA三重厚生連 松阪中央総合病院 放射線科    川野聡子 

福井県済生会病院 放射線技術部         岡田香織 

厚生連 滑川病院 画像診断部          酒井智美 

 

一般公開講座                            11月6日（日）第1会場 13:30～15:30 

 

テーマ：乳がんについて考える 

   座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 大会長 山田隆憲 

     桑名東医療センター 中央放射線室 近藤偲瑞子 

『 知っておきたい乳がんのこと 』 

三重大学医学部附属病院 乳腺センター 教授 小川朋子先生 

 

『 5度の手術と乳房再建 1800日 』                       生稲晃子さん 

 

教育セミナー                             11月5日（土）第1会場 15:40～17:00 

                                              

座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志          

『  X線撮影における散乱線の影響 』      

金沢大学大学院保健学総合研究科 医薬保健学域保健学類 市川勝弘 
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第 9 回 CCRT 宿泊のご案内 

ランチョンセミナー                               11月 5日（土）12:00～13:00 

 

ランチョンセミナー1   共催：東芝メディカルメディカルシステムズ株式会社         第2会場 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牧 浩昭 

『 逐次近似再構成技術FIRSTの初期経験 』     

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 八重樫拓 

『 明日から使える匠の技 1.5T装置の臨床撮像の工夫について 』 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

ランチョンセミナー2   共催：バイエル薬品株式会社                    第3会場 

座長：豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

『 改めて考えよう！ 造影検査プロトコル 』 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 アプリケーションサービス 水内宣夫 

ランチョンセミナー3   共催：第一三共株式会社                      第4会場 

座長：とうかい整形外科 かわげ 難波一能 

『 心筋 Perfusion CTの基礎  』          三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹 

ランチョンセミナー4   共催：富士フイルムメディカル株式会社               第5会場 

司会：富士フイルムメディカル株式会社 

『 画像処理を考えるーVirtual Gridを中心にー 』 奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 中前光弘 

 

ランチョンセミナー                                                     11月6日（日）

12:00～13:00 

 

ランチョンセミナー5   共催：伏見製薬株式会社                      第2会場 

座長：医療法人 尚豊会 みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

『 CT Colonographyの意義 』                医療法人 山下病院 理事長 服部昌志 

ランチョンセミナー6   共催：日本メジフィジックス株式会社                第3会場 

司会：日本メジフィジックス株式会社 

『ゾーフィゴ®静注の紹介』           バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 筒井弘一 

『GI-BONEの紹介』            日本メジフィジックス株式会社 画像情報センター 大﨑洋充 

ランチョンセミナー7   共催：富士フイルムRIファーマ株式会社              第4会場 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山田 剛 

『 ハイブリッド手術室での脊椎脊髄神経手術 〜より高い精度と安全性の追求〜 』  

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授 水野正喜先生 

ランチョンセミナー8   共催：株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン       第5会場 

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

『 PCI支援画像の最新トピックス：- PCI Suite - 』         

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ビジネスマーケティンググループ 

Image Guided Therapy Systems モダリティースペシャリスト 

牧野裕一 

『 IQonスペクトラル CT：- Dual Energy CTから Spectral CTへ - 』 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスグループ CTモダリティースペシャリスト 

吉村重哉 

ランチョンセミナー9   共催：長瀬産業株式会社                      第6会場 

座長：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 鈴木昇一 

『 MedicVision社製 SafeCTの紹介 画像再構成装置を用いた医療被ばくの最適化について 』  

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 
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                           副大会長 中西 左登志 

 

宿泊施設：三交イン津駅前 （三重県津市羽所町 381 059-222-3539） 

 

意見交換会会場：ホテルグリーンパーク鈴鹿（三重県鈴鹿市白子 4 丁目 15-20 

                                                  059-388-3211） 

        意見交換会予定時間 18:30～20:30 

 

二次会会場：HINATA （鈴鹿市白子町深田 58-1 059-399-7676） 20:45～21:45 

 

白子駅まで徒歩 10 分 津駅行き急行発時間 22:00、22:22、22:56 

津駅まで約 11 分、300 円 

 

翌日は白子駅からのシャトルバス （東口より毎時 0 分、30 分発）をご利用下さい。 

 

 

≪質疑≫ 

・「女性サミット」パネラーの表示を訂正→パネリスト 

・駐車場は問題ない 

・後日抄録発刊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題 4 １．松浦支部長より支部選挙について報告がされた。 
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《質疑》 

・副支部長は現行 3 名から 2 名に変更される見込み。理事から承認が得られた。 

 

議題 5 支部年会での式次および担当者について報告された。 

                   会告 

 

平成 29･30 年度中部支部役員候補者受付について 

 

中部支部・選挙管理委員会 

選挙管理委員長  稲垣 晶一 

 

支部運営細則および支部役員選出要項に基づき平成 29･30 年度の支部長 1 名，監事 2 名

（東海地域から 1 名，北陸地域から 1 名），副支部長 2 名（東海地域から 1 名，北陸地域 

から 1 名），理事 12 名（各県から 1 名，庶務担当理事 3 名および財務担当理事 2 名）の立

候補者または推薦候補者の受付を行います． 

立候補者または候補者を推薦する支部会員は，下記により届出をしてください． 

 

記 

１． 候補者の資格 

（１）支部正会員の立候補者 

（２）支部正会員が推薦する候補者（本人の同意が必要） 

２． 届出および選出 

上記の中から支部年会（平成 28 年 11 月 5 日・鈴鹿市）で選出されます． 

中部支部役員に立候補しようとする支部正会員または候補者を推薦する支部正会員は， 

支部役員選出要項に則り，次項により届け出て下さい． 

（１） 届出期間 平成 28 年 9 月 5 日より平成 28 年 10 月 5 日（必着）まで 

（２） 届出先 〒920-8641  金沢市宝町 13 番 1 号 

金沢大学附属病院 放射線部 

日本放射線技術学会中部支部 選挙管理委員会 宛 

 

（３） その他 

・立候補届出書等の必要事項は支部事務局で準備します．必要な方は請求して下さい． 

・各々の役員について，立候補または推薦候補者が定数に満たない時は，支部役員選 

出要項第 5 条 3 に基づき，支部理事会に推薦を求めます． 

・支部運営細則，支部役員選出要項等でご不明な点は，事務局へお問合せ下さい． 

 

FAX : 076-234-4311 

問合先メールアドレス： raddiv@med.kanazawa-u.ac.jp 

メールの件名： 中部支部役員選挙について 
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・奨励賞候補 10 名に対して理事の承認が得られた。ただし、うち 3 名は年齢等に関して要確認。 

・功労賞の候補者に対して理事の承認が得られた。（米田監事、大橋理事） 

・年会 挨拶：錦先生 進行：森副支部長 選挙報告：稲垣選挙管理委員長 表彰：松浦支部長 

研究会報告：市川先生 

 

《質疑》 

・特になし 

 

議題 6 森副支部長学術委員会報告がされた。 

 

１．中西理事より 28 年度第 2 回中部支部学術セミナーについて報告された 

平成 29 年 1 月 28 日（土）14：00～17：10 

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 

テーマ「放射線治療最前線」 

 

《質疑》 

・学術セミナープログラム内容について理事の承認が得られた。 

・プログラム上に BNCTのスペルアウトを入れる。 

 

２．森副支部長より国際学術奨励賞の要綱作成についての報告がされた。 

・国際研究発集会等の発表者への補助において 1 件の取り下げ依頼あり。 

・国際学術奨励賞について検討された。内容について再検討が必要。「学術研究助成金」という文

言を使用する方向で再検討する。 

 

３．救急撮影セミナーについて 

・中部支部として開催に協力することが確認され、理事の承認が得られた。 

・名古屋第二日赤もしくは海南病院に打診する。 

 

 

 

議題 7 小林理事より財務委員会報告がされた。 
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安達監事より中間監査報告がされた。 
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会 議 名 平成 28年度 第 3回 理事会 

開催日時 
平成 28年 11 月 5日（土）  

12時 00 分～12 時 50 分 
開催場所 鈴鹿医療科学大学 3112 講義室 

出席者名 

 

松浦幸広、錦成朗、小山修司、森光一、國友博史、宮地利明、市川勝弘、大橋一也、小林謙

一、稲垣晶一、中西左登志、川地俊明、井田義宏、辻岡勝美、西出裕子、澤田通文、上田伸

一、原瀬正敏、村中良之、藤本勝明、竹井泰孝、安達登志樹、高田忠徳 

 合計  23名 

（欠席）木戸屋栄次、能登公也、米田和夫                                   

合計  3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 診断参考レベル活用セミナー開催について 

3 理事会における代理出席の是非について 

4 その他 
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議題 1 森副支部長より支部年会の式次第について説明された。 

 

資料）式次第 

 
資料）選挙結果報告 

 
資料）次年度役員および研究会代表リスト 

平成 28 年度日本放射線技術学会中部支部・支部年会 式次第 

 

 

1）挨拶 

中部支部 松浦 支部長  

学会本部 錦 副代表理事 

 

2）平成 29 年度・30 年度の中部支部役員の選出について 

 選挙管理委員会委員長 稲垣晶一 

 

    次年度役員および研究会代表世話人（スライド） 

 

3）表彰  

（功労賞） 

（技術奨励賞） 

 

4）研究会活動報告 

 市川理事（スライド） 

 

5）その他 

 

 

 

【支部年会】   

 

選挙管理委員長  

  

  

 

H29･30 年度 公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 役員選挙 結果報告 

  

 

  

平成 29･30 年度 公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部  

役員選挙結果をご報告致します．  

  

公益社団法人 日本放射線技術学会 中部支部   

運営細則第 6 条第 2 項に基づき，  

  

平成 28 年 9 月 5 日，中部支部ホームページにて役員選挙の告示を行いました．  

  

告示日より平成 28 年 10 月 5 日までの 30 日間，立候補の受付を行いましたが，  

届出期間中に立候補がございませんでしたので，  

  

支部理事会に候補者の推薦を要請し，  

  

支部長 １名， 副支部長 ２名， 支部監事 ２名，庶務 ３名，財務 ２名，  

ならびに各県理事として ７名が選出され，  

あわせて研究会世話人 ７名が研究会理事として選任されました．  

  

  

  

以上 
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資料）表彰者リストおよび出欠状況 

 
 

 

《質疑》 

年会終了時に受賞者へのアナウンスをする（閉会後に小林理事のところに集合） 

 

 

 

 

議題 2 竹井理事より診断参考レベル活用セミナー開催について報告がされた。 
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≪質疑≫ 

・実質の定員は 20 名程度とのこと。 

・支部としては開催に協力する。今後開催施設の調整を進める。 

・理事のいる施設がよいとの意見が出た。 

 

 

第○回診断参考レベル活用セミナー 
 

教育委員会，計測部会，放射線防護部会，中部支部 

 

 2015年 6月に医療被ばく情報ネットワーク（Japan Network for Research and Information on Medical Exposures：J-

RIME）より、本邦初の診断参考レベル（（Diagnostic Reference Level; DRL）が公表されました。この診断参考レベルは、医

療被ばくの最適化のツールとして有用なものです。 

 このセミナーは、診断参考レベルの正しい理解と、本邦初の診断参考レベル“ DRLs2015 ”の紹介、診断参考レベルをどの

ように利用するか、自施設の代表値をどのように出すか、その際の注意点シミュレーションソフトの紹介などの座学と、診断

参考レベルと比較する自施設の代表値として測定値を推奨されているものの測定方法や注意点等の実習を行います。 

少数での座学・実習で、診断参考レベルを有効に活用する方法を理解いただくためのセミナーになります。 

 

日 時：平成 29年○月○日（日） 9：30～17：00 （受付 9：00～） 

会 場：○○○○ 

 

定 員：50名 

参 加 費：会員 6,000円 （計測部会員・放射線防護部会員 5,000円）  非会員 12,000円                                                              

申込 期 間：平成○○年○○月○日（月）～ ○○月○○日（金） 

申込 方 法：web上の専用申し込みフォームよりお申し込みください． 

 

プログラム： 9：30 ～ 9：40 開会挨拶  

9：40 ～10：20 講演①「おさえておこう！診断参考レベル」 

  

10：20 ～12：00 講演②「Japan DRLｓ2015の解説・活用方法と今後の展望」 

  

      12：00 ～12：40 昼休み 

 12：40 ～16：20 実習（一般撮影装置・X線 CT装置・乳房撮影装置・血管撮影装置）担当：計測部会講師 

      16：20～16：50  質問 

16 ：50～    閉会挨拶   

問 合 先：浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

  E-mail: ytakei-ham@umin.net  TEL: (053)435－2733 

そ の 他：本セミナーは日本救急撮影技師認定機構 認定ポイント対象セミナーです．本セミナーの受講により，2ポイント

の認定ポイントが付与されます．また，本セミナーは日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認

定機構 認定単位対象セミナーです．本セミナーの受講により，３単位が付与されます． 
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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  2 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． 

1．支部総務委員会 
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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日の持ち回り支部

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日の支部理事会の

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日の支部理事会

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日の支部理事会

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日の支部理事会の

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日の支部理事

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日の支部理事会

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で
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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日の持ち回り支部理事

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日の支部理事会の承認

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回支部理事会（平成１６

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日の支部理事会の承認

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日の支部理事会によ

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日の支部理事会により

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日の持ち回り支部理

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日の支部理事会の承

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． 

 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.19   (2017) 

91 

 

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日の持ち回り支部

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日の支部理事会の承

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
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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日の支部理事会の承

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日の支部理事会の承

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． 

６．この要項は，平成２8年６月4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功労

賞は 3万円相当、奨励賞は1万円相当を授与して行

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日の持ち回り支部理

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日の支部理事会の承

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日の支部理事会の承

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日の支部理事会の承認に

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． 

７．この要項は，平成２8年6月4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日の持ち回り支部理

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日の支部理事会の承

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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学術研究助成金への交付要項 

 

第１条 本規定は，本会正会員が医用放射

線技術学を研究のテーマにした学術研究

活動の向上と普及を行うことを目的とし

た助成金事業である．  

第２条 助成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.  申請者は，学術研究助成金申請書（様式

第８号）または，国際研究集会発表におけ

る補助申請書（様式第５号）に必要事項を

記入し，支部事務局に申請する． 

2.  申請者が，本助成事業を初めて利用する

者を優先する． 

3.  日本放射線技術学会本部や他の学会等

から同一研究テーマに対し，助成金を受け

ていないこと． 

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委員

会で決定し理事会に報告する． 

第３条 助成金支給の期間と助成金対象人

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）１名，

９月～２月までの期間（後期）１名の計２

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 助成金支給額と支給方法について 

1.  支給額は10万円/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 助成金受給者の報告義務について 

助成金は，対象研究課題の1年間の研究活

動等に充当するものとして交付する．また，

研究成果を本部または支部の学会誌に報告

するか，または国際研究集会発表等で報告し，

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 

国際研究集会発表等で行う助成金受給者は，

採択されたことを確認できるメール等と発

表内容（和文）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29年3月4日より施行す

る． 
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第 9回中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって 大会長挨拶 

 

                        大会長  山田隆憲 

 

 皆様、第9回中部放射線医療技術学術大会 三重県へようこそ。 

本大会にて大会長をさせていただきます山田隆憲と申します。本年は伊勢志摩にてサミットが開催され三重県は注目さ

れる年となり、本大会のテーマも「次世代へつなぐ技術と英知のサミット」といたしました。我々の診療放射線技術を

究めるために、鈴鹿医療科学大学の千代崎キャンパスを会場として大会テーマにふさわしいたくさんの魅力ある企画を

準備して皆様をお迎えいたします。 

 近年はチーム医療の重要性が注目され、診療放射線技師の役割も医療界だけではなく国民からも期待されており、こ

れに応えるべく私たちは常に研鑽を怠ることなく続けていく必要があります。この第9回中部放射線医療技術学術大会

にて皆様にご提供させていただく企画や一般演題の研究をお聞きいただきまして、皆様の明日からの診療技術向上の一

助となれば幸甚です。 

 特に今までは各モダリティの撮影技術向上に重きを置かれていた私たちの職能に加えて、近年ではより患者さんの目

線に立った医療も求められています。その視点を本学術大会の中でも十分に意識して今後の診療放射線技師のあり方を

考える機会となればと思います。 

 まず、特別企画サミットディスカッションでは「組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた」をテーマに日本診

療放射線技師会副会長 熊代正行先生・日本放射線技術学会副代表理事 錦成郎先生・日本看護協会副会長 大久保清子先

生によるパネルディスカッション。また一般公開講座では、元おニャン子クラブ・会員番号40番の生稲晃子さんと三重

大学医学部附属病院乳腺センター教授・小川朋子先生をお迎えして、生稲晃子さん自身の乳がん体験をもとに皆様と共

に『乳がんについて考える』シンポジウムを行います。私たち診療放射線技師ががん診療と向き合う患者さんのことを

思い、そして行動を考えることはやはり未来の医療でも特に不可欠な要素でもあります。一般市民の方を含めてこの講

座をお聞きいただいて皆様と一緒に考える機会としたいと思います。 

 また、本大会では学術だけでなく参加される皆様との交流や三重県そのものをご堪能いただきたいと思います。三重

県は南北に長く海の幸、山の幸きれいな水など豊富な資源に恵まれた地形でもあり、これらを生かした各特産物を楽し

むことができます。少し足を延ばして伊勢まで足をお運びいただけば伊勢神宮など人気のパワースポットもあります。

伊勢は開催地の鈴鹿から近鉄特急や高速道路を利用すれば気軽に行くことが可能です。また鈴鹿市はモータースポーツ

宣言都市でこの大会中にもレースが開催されています、お時間が有りましたら鈴鹿サーキットへ足を運んでいただきオ

イルの匂いとエンジンの爆音（良い）を体験されたら如何でしょうか。ぜひとも今学術大会とともに三重県を楽しんで

いただければと思います。 

 本大会が皆様にとって有意義な2日間となるよう、大会長ならびに実行委員一同願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.19   (2017) 

 

第 9回中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって 副大会長挨拶 

 

副大会長 中西左登志 

 

 G7伊勢志摩サミット2016は5月26日、27日に無事終了しました。厳重な警備が行われ、日常生活にも支障が出る

状況でしたが、三重県民の協力によって成功裏に終わることが出来たことはたいへん喜ばしいことです。それと共に、

三重県民さえ知らなかった多くのものが話題となり、三重県はおもてなしのサミットでもあることを知りました。外務

省のホームページにはディナー等に使用された三重県産の食品、器、及びおしぼり等が沢山掲載されています。 

さて、放射線医療技術のサミットである第9回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）が場所を三重県北部の鈴鹿医療

科学大学千代崎キャンパスにて開催されます。大会テーマは「次世代へつなぐ技術と英知のサミット」としました。 

前回の三重大会（第3回CCRT）では行いませんでした企業展示を今回は行います。円形の学生食堂を利用して、間仕

切り形式では無くて各ブースを円形に配置し、すべてのブースを見渡せる形式を試みます。中央には椅子と机、飲み放

題の自動販売機を1台設置しますので、お好みのドリンクを無料でお楽しみ頂けます。勉強で疲れた時の癒やし空間と

してご利用下さい。 

2日目9時10分からの特別講演にはアクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジ

ング・ディレクター工藤卓哉先生をお招きし、「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～」というご講演をお願いしました。現在私たちがニュースで見聞きする「防犯カメラ」は事件発生後に犯人捜し

のために使われていますが、現在のコンピュータによる顔認識システムは犯罪が発生する前に犯人集団を認識できるそ

うです。その技術は近い将来X線CT装置やMRI装置と組み合わされ、より精度の高いCADに発展するのではないかと、

興味深いお話を聞かせて頂けるものと期待しています。 

1日目 10時から始まる画像読影補助技術向上セミナーは 4回行われ、それぞれ X線撮影、X線 CT、MRI、及び胃透視

の4種類のモダリティの画像について、クリッカーを用いたクイズ形式の参加型セミナーとなります。楽しみながら学

べるという企画にぜひともご参加下さい。 

 ランチョンセミナーは初日の土曜日 4演題、2日目の日曜日 5演題の合計 9演題を用意しましたので、初日から 2日

目の午後までゆっくりと学術大会をお楽しみ下さい。 

 アクセスが少々不便な会場ですので、会期中は近鉄白子駅と鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパスを結ぶシャトルバス

を毎時2便運行しますので、ぜひご利用下さい。シャトルバスはバスターミナルのある西口ではなく東口から発車しま

すので、改札口を出られましたら右側の階段をご利用下さい。 

 近鉄白子駅には特急、急行、及び普通電車のすべてが停車いたします。千代崎キャンパス最寄りの千代崎駅には普通

電車しか停車いたしませんので、名古屋方面からお越しの場合、特急電車又は急行電車ご利用の場合は四日市駅で普通

電車に乗り換えて頂く必要があります。千代崎駅から会場までは徒歩15分程度です。 

 参加された方に必ず満足して頂ける企画を準備しておりますので、学生会員も含めた会員の皆様が、2 日間を長いと

感じること無く、楽しく学術の研鑽と交流を行える場をご提供するべく、スタッフ一同おもてなしの心で準備をいたし

ますので、2日間を有意義にお過ごしいただけること祈念いたします。 

 それでは、お楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

大 会 概 要 

 

名    称： 第 9回 中部放射線医療技術学術大会 
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第51回 日本放射線技術学会中部支部学術大会 

第25回 中日本地域放射線技師学術大会 

大 会 テ ー マ：Technology and wisdom of the Summit to connect to the next generation 

               『次世代へつなぐ技術と英知のサミット』 

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 

       三重県鈴鹿市岸岡町1001-1 

大    会     H   P：http://ccrt2016.mieart.jp  

主    催：（公社）日本放射線技術学会中部支部（公社）日本診療放射線技師会（一社）三重県診療放射線技師会 

（公社）岐阜県診療放射線技師会（公社）富山県診療放射線技師会（公社）静岡県射線技師会 

（公社）石川県診療放射線技師会（公社）愛知県診療放射線技師会（公社）福井県診療放射線技師会 

後    援：三重県・鈴鹿市 

 

第9回 中部放射線医療技術学術大会事務局 

 

  （一社）三重県診療放射線技師会内  

  〒514-0004 三重県津市栄町3-269 冨士屋ビル2階 

 TEL/FAX：059-225-1491 

  E-mail : contact@mieart.jp 

 

使 用 会 場 

 

会  場 座席数 内  容 

参加登録受付 
JART記念館 

（旧日放技 教育会館） 
— 

参加登録受付、実績登録、座長・演者受付 

ランチョンセミナー整理券配布 

演題受付 B講義棟1階 ラウンジ — 発表演題受付 

第1会場 
JART記念館 

100年記念ホール 
360 

開会式、女性活躍推進サミット、シンポジウム、 

特別講演、特別企画、教育セミナー 

一般公開講座、閉会式 

第2会場 B講義棟3513講義室 303 ランチョンセミナー、一般演題 

第3会場 B講義棟 3512講義室 156 ランチョンセミナー、一般演題 

第4会場 B講義棟 3523講義室 303 ランチョンセミナー、一般演題 

第5会場 B講義棟 3522講義室 156 ランチョンセミナー、一般演題 

第6会場 B講義棟 3521講義室 156 
画像読影補助技術向上セミナー、一般演題 

ランチョンセミナー、中部支部年会 

会議室1 A講義棟 3112講義室 — 中部支部理事会 

会議室2 B講義棟 3515講義室 — 
中日本技師会会長会議、技師会教育委員会、 

CCRT運営会議 

企業展示 学生食堂 — 
企業展示・ドリンクコーナー・休憩コーナー 

書籍販売・MRポイントスタンプ 

スタッフ控室 B講義棟 2階 — — 

控室 B講義棟 2階 — ランチョンセミナー他講師控室 

大会本部 B講義棟 2階 — — 
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クローク JART記念館2階大会議室 — — 

 

参加される皆様へのご案内とお願い 

 

１. 参加登録受付 

１） 参加登録方法 

本学術大会では事前参加登録を行なわず、当日登録のみとします。 

２） 参加登録の手続き 

参加登録受付はJART記念館（旧日本放射線技師会教育センター）にて行ないます。参加申込書に必要事項を

ご記入の上、該当の参加登録費をお支払い下さい。引き換えに参加章（ネームカード）と領収書をお渡しします。 

３） 参加登録費 

・正  会   員          3,000円 

     （日本診療放射線技師会、中日本地域放射線技師会、日本放射線技術学会） 

    ・非  会  員          4,500円 

    ・学     生（社会人学生除く） 1,000円（学生証提示のこと） 

    ・技術学会学生会員（社会人学生除く）無 料 （会員証提示のこと） 

２. 参加登録受付時間 

  ・第1日目 11月5日（土）9 : 00 〜 16 : 00 

  ・第2日目 11月6日（日）8 : 30 〜 14 : 00 

３. ネームカード着用について 

  ネームカード未着用者は入場をお断りします。 

４. ランチョンセミナー 

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

５. 録音・撮影 

          発表会場内での、写真撮影、ビデオ撮影、録音は固くお断りいたします。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。 

６. 喫煙者へのお願い 

  大学敷地内および周辺は全面禁煙です。喫煙はご遠慮ください。 

７. 呼び出し・掲示・伝言 

  呼び出しは行いません。本部事務局にお申し出下さい。 

８. 携帯電話や時計のアラームなど 

    発表会場内での携帯電話の使用は固くお断りいたします。あらかじめ電源を OFF にするか、マナーモードに設定

し 

          て下さい。アラーム機能も解除してご入場下さい。 

９. クローク 

  場所：JART記念館2階大会議室にございます。貴重品のお預かりは致しかねますのでご了承ください。 

    日 時：11月5日（土）8：30〜17：30 

        11月6日（日）8：30〜16：00 

１０. 質疑をされる皆様へ 

  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、簡潔に発言して下さい。 

 

意 見 交 換 会 
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日   時 ： 平成28年11月5日（土）18 : 30 〜 

場   所 ： ホテルグリーンパーク鈴鹿 三重県鈴鹿市白子4-15-20  

TEL : 059-388-3211  http://www.greens.co.jp/gpsuzuka/ 

参 加 費 ： 5,000円（参加登録受付にて申し受けます） 

各専門技師・認定技師のポイント実績について 

 

 本学術大会は、次のポイント実績が取得できます。ポイント実績の証明は、各機構の承認を得ていますが、詳細は各

機構へお問い合わせください。 

 

１.会場実績登録用PC（技術学会・技師会）によりおこなうもの 

１）  日本放射線技術学会 出席登録 

２）  日本診療放射線技師会 生涯学習ポイント 

 

２.本学術大会が作成した出席証明書によりおこなうもの 

１） 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 

（日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構） 

２） 核医学専門技師（日本核医学専門技師認定機構） 

３） X線CT認定技師（日本X線CT専門技師認定機構） 

 [種別Ⅱ-2 一日以上 講師単位数2単位 受講者単位数10単位] 

４） 肺がんCT検診認定技師（肺がんCT検診認定機構） 

 [参加者5単位 演者7単位] 

５） 医用画像情報専門技師（医用画像情報専門技師共同認定育成機構） 

 [コードNo. K-16-038 ポイント5] 

６） 救急撮影認定技師（日本救急撮影技師認定機構） 

７） 放射線治療専門放射線技師（日本放射線治療専門放射線技師認定機構） 

    [B-14 もしくは 15 認定単位2単位] 

 

３.該当者が持参する台紙に押印するもの 

  磁気共鳴専門技術者（MR専門技術者）（日本磁気共鳴専門技術者認定機構） 

   企業展示会場（学生食堂）書籍販売ブースまでお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表者・座長の皆様へのご案内とお願い 

 

１.発表者の皆様へ  
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１）   演題受付について  

１. 発表データの登録はインターネットによるアップロード登録または会場のPCで行いますが、当日の会場混雑

を避けるためインターネットによる登録にご協力ください。 

２. インターネットによる事前受付 

 以下サイトよりあらかじめ演題のプレゼンテーションをアップロードしていただけます。受付開始は発表

者の方に後日連絡いたします。 

http://ccrt2016.mieart.jp/endai_regi 

３. 当日の受付場所と受付時間当日に演題登録をされる方は、B講義棟1階ラウンジにて受け付けます。下記の期

間に演題登録会場のPCで演題登録を行ってください。 

 11月5日（土）9:00 ～ 17:00  

 11月6日（日）8:30 ～ 14:30 

４. 当日の登録は該当セッション開始の30分前までにお越しください。  

（2日目セッションの登録も初日から行えます） 

５. 学術大会開催日はインターネットによる登録はできませんのでご了承下さい。 

６. インターネット登録された方も当日登録の方も、来場されましたら、PC受付にてご自分のプレゼンテーショ

ンの動作確認をお願い致します。 

２） 発表時間 

１. 発表時間は口演7分 ＋ 質疑3分を厳守ください。 

２. 次演者は、該当セッション開始15分前には次演者席にお着きください。 

３） 発表終了の合図 

１. 発表終了時（7分）にベル1回 

２. 質疑終了時（10分）にベル2回 

４）   発表に関する注意事項  

１. 発表はPowerPoint（pptxファイル）、画面サイズ（解像度）はXGA（1024 × 768）に限ります。 

２. 発表用アプリケーションはWindows PowerPoint2013及びMicrosoft社製PowerPointViewerを使用します。 

３. Macintoshで発表される方はご自身のMacintoshとVGAアダプタをご持参ください。 

４. フォントはOS標準で装備されているものをご使用ください。 

５. 動画をご使用の場合は、動画ファイルをPowerPointに埋め込んでください。 

６. codecによって再生できない場合がありますので、動画を使用される場合は念のためご自身のPCとVGAアダプ

タもご持参下さい。 

７. 音声は使用できません。 

８. 発表者ツールは使用できません。 

９. お預かりした発表データは学術大会終了後、事務局で消去致します。 

５）  PCお持ち込みの方へ  

１. PC受付で表示確認後、発表会場のPCオペレータ席までご自身でお持ち下さい。 

２. バッテリー切れを防ぐため電源アダプタをご持参ください。 

３. Windowsの場合はで電源オプションを”高パフォーマンス”に設定し、以下の条件を設定して下さい。 

ディスプレイの電源を切る：なし 

ディスプレイを暗くする：なし 

コンピュータをスリープ状態にする：なし 

４. ノートPCの出力端子がMiniD-Sub15ピンでないものは、接続アダプタをご持参ください。 

５. 画面サイズ（解像度）はXGA（1024 × 768）となります。 

 

２.座長の皆様へ 
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１） セッション開始30分前までにJART記念館1階、座長・演者受付までお越しください。 

 ２）セッション開始15分前までに次座長席にお着きください。 

 ３）進行は時間厳守でお願いいたします。 

 ４）座長集約の提出はございません。 

 

３.個人情報保護等について 

個人情報保護法を順守し、患者データ等使用の手続きや個人情報の消去などは、所属施設の規則に従い実施して下さ

い。 

 

４.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、企業からの補助金や援助を受けている場合、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、その事実を開示する義務があります。スライドに必ず利益相反事項の有無を明示して下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場 案 内 図 
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交 通 の ご 案 内 

 

＜お車で＞ 

 

 
 

＜電車で＞ 

 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.19   (2017) 

 

 

＜シャトルバスのご案内＞ 

 三交バス：白子駅東口 ― 千代崎キャンパス正面着をご利用ください。毎時2便随時運行。往復ご利用いただけます。 

会 場 見 取 図 
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会 場 見 取 図 

 

 

企業展示（研究厚生棟1階学生食堂） 

 

 

 

① 株式会社ジェイマックシステム  ⑩ トーレック株式会社 

② グローバル電子株式会社  ⑪ オリオン電機株式会社 

③ EIZO株式会社 ⑫ 株式会社東陽テクニカ 

④ リマージュジャパン株式会社 ⑬ PSP株式会社 

⑤ 富士製薬工業株式会社 ⑭ GEヘルスケア・ジャパン株式会社 

⑥ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ⑮ 株式会社保科製作所 

⑦ 株式会社根本杏林堂 ⑯ インフォコム株式会社 

⑧ コニカミノルタジャパン株式会社 ⑰ フジデノロ株式会社 

⑨ 富士フイルムメディカル株式会社 ⑱ 書籍販売・MRポイントスタンプ 
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第9回中部放射線医療技術学術大会 日程表（第1日目） 
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第9回中部放射線医療技術学術大会 日程表（第２日目） 
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企  画  プ  ロ  グ  ラ  ム 

 

特別講演                                                       11月6日（日）第1会場 9:10～10:10 

 

『 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～ 』 

 

アクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジング・ディレクター 

工藤卓哉先生 

 

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

 

特別企画 サミットディスカッション                             11月6日（日）第1会場 10:20～11:50 

 

テーマ：組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた 

 

座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志 

公益社団法人 三重県看護協会 会長 西宮勝子先生 

 

講演1：『 日本診療放射線技師会が目指す新生涯教育制度について 』        

公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 熊代正行 

 

講演2：『 公益社団法人日本放射線技術学会の将来構想と教育への取り組み 』                    

公益社団法人日本放射線技術学会 副代表理事 錦 成郎 

 

講演3：『 日本看護協会「看護の将来ビジョン」の実現への取組 』        

公益社団法人 日本看護協会 副会長 大久保清子先生 

 

シンポジウム                                                11月5日（土）第1会場 13:30～15:20 

 

テーマ：パニック像を考える    

座長：大垣市民病院 診療検査科 川地俊明 

済生会松阪総合病院 医療技術部 放射線課 森田英稔 

 

超 音 波                    静岡県立総合病院 放射線技術室 中村元哉 

一般撮影        名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 大保 勇 

C       T            岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好利治 

          M   R   I     金沢医科大学病院  医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 
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画像読影補助技術向上セミナー                              11月5日（土）第6会場 

 

座長：鈴鹿回生病院 放射線課 水井雅人 溝口裕司 

X線撮影                                                             10:00～10:45 

『 肩複合体から上肢の外傷を読み撮る 』              

とうかい整形外科  かわげ 難波一能 

CT                                                                11:00～11:45 

『腹部領域におけるCT撮影の意義について』 

社会医療法人大雄会 技術放射線科 日比野友也 

MRI                                                                 13:30～14:15 

『 読影補助〜MRI検査の考え方 』                 

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 大家伸介 

胃透視                                                             14:30～15:15 

『 上部消化管検査 』                   

 JCHO高岡ふしき病院 放射線科 原田淳也 

 

女性活躍推進サミット                                      11月5日（土）第1会場 10:00～11:30 

 

テーマ：妊娠中の業務について～妊娠中のガイドライン作成に向けて～ 

座長 ： 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 落合三奈恵 

ぎふ綜合健診センター 業務部渉外課    吉川典子 

パネリスト ： 名古屋市立西部医療センター 中央放射線部    木俣礼乃 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 水口 仁 

JA岐阜厚生連 岐北厚生病院           小倉早紀 

 ぎふ綜合健診センター 放射線グループ      金澤聖子 

JA三重厚生連 松阪中央総合病院 放射線科    川野聡子 

福井県済生会病院 放射線技術部         岡田香織 

厚生連 滑川病院 画像診断部          酒井智美 

 

一般公開講座                            11月6日（日）第1会場 13:30～15:30 

 

テーマ：乳がんについて考える 

   座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 大会長 山田隆憲 

     桑名東医療センター 中央放射線室 近藤偲瑞子 

『 知っておきたい乳がんのこと 』 

三重大学医学部附属病院 乳腺センター 教授 小川朋子先生 

 

『 5度の手術と乳房再建1800日 』                     女優 生稲晃子さん 

 

教育セミナー                             11月5日（土）第1会場 15:40～17:00 

                                              

座長：第9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志          
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『  X線撮影における散乱線の影響 』      

金沢大学大学院保健学総合研究科 医薬保健学域保健学類 市川勝弘 

 

ランチョンセミナー                               11月5日（土）12:00～13:00 

 

ランチョンセミナー1   共催：東芝メディカルシステムズ株式会社              第2会場 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牧 浩昭 

『 逐次近似再構成技術FIRSTの初期経験 』     

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 八重樫拓 

『 明日から使える匠の技 1.5T装置の臨床撮像の工夫について 』 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

ランチョンセミナー2   共催：バイエル薬品株式会社                    第3会場 

座長：豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

『 改めて考えよう！ 造影検査プロトコル 』 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 アプリケーションサービス 水内宣夫 

ランチョンセミナー3   共催：第一三共株式会社                      第4会場 

座長：とうかい整形外科 かわげ 難波一能 

『 心筋Perfusion CTの基礎  』           三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹 

ランチョンセミナー4   共催：富士フイルムメディカル株式会社               第5会場 

司会：富士フイルムメディカル株式会社 

『 画像処理を考えるーVirtual Gridを中心にー 』  奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 中前光弘 

 

ランチョンセミナー                                                     11月6日（日）12:00

～13:00 

 

ランチョンセミナー5   共催：伏見製薬株式会社                      第2会場 

座長：医療法人 尚豊会 みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

『 CT Colonographyの意義 』                 医療法人 山下病院 理事長 服部昌志 

ランチョンセミナー6   共催：日本メジフィジックス株式会社                第3会場 

司会：日本メジフィジックス株式会社 

『ゾーフィゴ®静注の紹介』        バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 筒井弘一

『GI-BONEの紹介』          日本メジフィジックス株式会社 画像情報センター 大﨑洋充 

ランチョンセミナー7   共催：富士フイルムRIファーマ株式会社              第4会場 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山田 剛 

『 ハイブリッド手術室での脊椎脊髄神経手術 〜より高い精度と安全性の追求〜 』  

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授 水野正喜先生 

ランチョンセミナー8   共催：株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン       第5会場 

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

『 PCI支援画像の最新トピックス：- PCI Suite - 』         

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ビジネスマーケティンググループ 

Image Guided Therapy Systems モダリティースペシャリスト 

牧野裕一 

『 IQonスペクトラルCT：- Dual Energy CTからSpectral CTへ - 』 
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株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスグループ CTモダリティースペシャリスト 

吉村重哉 

ランチョンセミナー9   共催：長瀬産業株式会社                      第6会場 

座長：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 鈴木昇一 

『 MedicVision社製 SafeCTの紹介 画像再構成装置を用いた医療被ばくの最適化について 』         

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 

第１日 11月5日（土）第1会場 100年記念ホール 

 

10:00〜11:30 女性活躍推進サミット         

テーマ：妊娠中の業務について～妊娠中のガイドライン作成に向けて～ 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 落合三奈恵 

  ぎふ綜合健診センター 業務部渉外課 吉川典子 

パネリスト ： 名古屋市立西部医療センター 中央放射線部    木俣礼乃 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 水口 仁 

JA岐阜厚生連 岐北厚生病院           小倉早紀 

 ぎふ綜合健診センター 放射線グループ      金澤聖子 

JA三重厚生連 松阪中央総合病院 放射線科    川野聡子 

福井県済生会病院 放射線技術部         岡田香織 

厚生連 滑川病院 画像診断部          酒井智美 

11:30〜11:50 開会式 

大会長挨拶 ほか 

13:30〜15:20 シンポジウム                座長：大垣市民病院 医療技術部 川地俊明 

テーマ：パニック像を考える                 済生会松阪総合病院 放射線課 森田英稔 

S1超 音 波                             静岡県立総合病院 放射線技術室 中村

元哉 

S2 一般撮影                       名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 大保 

勇 

S3 C      T                            岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好

利治 

S4 M   R   I                   金沢医科大学病院  医療技術部 診療放射線技術部門 平田

恵哉 

15:40〜17:00 教育セミナー                  座長：第9回CCRT副大会長 中西左登志 

ES X線撮影における散乱線の影響    

金沢大学大学院保健学総合研究科 医薬保健学域保健学類 市川勝弘 

 

第1日 11月5日（土）第2会場 3513講義室 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー1       座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牧 浩昭 

LS1-1 逐次近似再構成技術FIRSTの初期経験                  

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 八重樫拓 

LS1-2 明日から使える匠の技 1.5T装置の臨床撮像の工夫について 

     金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

13:30〜14:20 セッション1 CT1 撮影技術1   座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山﨑暁夫 
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001 大腸CT用経口造影剤「コロンフォート」を使用するにあたっての基礎検討  

JA愛知厚生連豊田厚生病院 放射線技術科 小寺直人 

002 大腸CTにおける下剤内服から検査開始までの適正時間の検討  

医療法人 山下病院 放射線部 末松誠司 

003 CT Colonographyにおけるバリウムを使用した前処置の検討            

医療法人尚豊会みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

004 石灰化の位置によるagatstonスコアの変化  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 安藤由真 

005 急性下肢虚血治療後の経過観察にて下肢動脈CTの2相撮影が有用であった2例  

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 放射線科 富田羊一 

14:30〜15:30 セッション2 CT2 物理評価     座長：石川県立中央病院 医療技術部放射線室 奥村悠祐 

006 胸部CTにおける肺野用再構成関数の最適化に関する検討  

富山県厚生連高岡病院 画像診断部 中崎真理 

007 新規CT装置の肝腫瘤性病変描出に関する基礎検討―低コントラスト測定用ファントムによる2装置間での比較― 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 山本有香 

008 脳血管3DCT検査における低管電圧撮影についての基礎的検討 

岡崎市民病院 医療技術局 放射線室 青山真也 

009 装置特性およびファントムサイズ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 増永麻衣奈 

010 MPR表示の空間分解能測定  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 尾藤直尭 

011 Wide-Volume Scanのつなぎ目における体軸方向の分解能                                    市立四日市病院 吉

田将人 

15:40〜16:30 セッション3 CT3 性能評価1        座長：厚生連高岡病院 画像診断部 清水明憲 

012 高精度水等価ファントムの開発  

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 松井亮太 

013 軟部組織における仮想単色X線CT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 本田梨沙子 

014 フォトンカウンティング検出器を用いたCT装置に関する予備的検討 ～実験用装置の開発～ 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 森俊太郎 

015 心臓CTにおけるテーブルシフトの検討 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 武内 文 

016 IVR-CTにおけるreal time AIDRの画質特性 

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 浅井 翼 

 

第1日 11月5日（土）第3会場 3512講義室 

 

10:30〜11:10 セッション4 MRI1 基礎・その他   座長： 名古屋市立大学病院 中央放射線部 笠井治昌 

017 MRI装置におけるケミカルシフトアーチファクトの検討  

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 吉崎惇一 

018 画像取得方法の違いによる拡散強調画像への影響 

豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

019 MRIにおける認知症診断補助ソフトウェアの新指標の検討 
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名鉄病院 放射線科 桂川義貴 

020 無床診療所におけるオープン型MRIの効率的な運用方法と導入効果についての検討 

医療法人社団 大須賀医院 おおすが整形外科 小西佑也 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー2            座長：豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

LS2 改めて考えよう！ 造影検査プロトコル 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 アプリケーションサービス 水内宣夫 

14:30〜15:10 セッション5 MRI2 頭部       座長：岐阜大学医学部附属病院 放射線部 梶田公博 

021 Synthetic MRIを用いた画像の基礎的検討    

磐田市立総合病院 第1放射線診断技術科 小板橋実夏 

022 T1 weighted -PETRAにおける画質の検討  

愛知医科大学病院 中央放射線部 伊勢谷昌弘 

023 血液信号抑制併用可変型Flip Angle高速SE法T1強調画像のコントラスト特性の検証 

富山県済生会富山病院 放射線技術科 中居香菜恵 

024 頭頚部領域における静磁場不均一低減を目的とした補助具の作成と効果 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院 水野孝一 

15:30〜16:10 セッション6 MRI3 心・血管   座長： 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山畑経博 

025 中京こどもハートセンターにおける先天性心疾患の心臓MRIの取り組み 

地域医療機能推進機構 中京病院 放射線部 栗林武志 

026 InversionRecovery併用BalancedSSFPを用いた非造影による病的細胞外液分画増加領域の描出 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院 松本和恵 

027 3D RADAR(RADial Acquisition Regime)-time of flight(TOF)法による腎動脈描出 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 西脇祐太 

028 腎動脈と対象としたb-TRANCEによる4D撮像の試み            

藤田保健衛生大学病院 放射線部 田端大輝 

 

第1日 11月5日（土）第4会場 3523講義室 

 

10:30〜11:20 セッション7 治療1 線量評価・線量測定  

座長：静岡県立がんセンター 放射線・陽子線治療センター 富田哲也 

029 電子線放射線治療における水晶体遮蔽ブロックの有用性についての検討   

藤田保健衛生大学病院 放射線部 近藤友香 

030 平坦度測定用二次元半導体検出器の校正条件が結果へ及ぼす影響(校正深の違い)  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 木村広大 

031 平坦度測定用二次元半導体検出器の校正条件が結果へ及ぼす影響(エネルギーの違い)  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小河路真由 

032 強度変調回転放射線治療において3D線量解析システムの平面検出器の設置位置誤差が線量分布検証に与える影響  

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 宮田洋平 

033 ラジオクロミックフィルム EBTXDにおける線量依存及び読取位置依存の補正方法の検討 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 佐藤なつみ 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー3               座長:とうかい整形外科 かわげ 難波一能 

LS3 心筋Perfusion CTの基礎                      三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤

直樹 

13:30〜14:20 セッション8 治療2 治療計画・線量評価 座長：愛知医科大学病院中央放射線部 金田直樹 
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034 体厚変化が線量分布に与える影響―回転照射と固定照射との違い―   

三重県厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 伊東宏也 

035 前立腺放射線治療におけるPTV移動量解析  

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 大川夏輝 

036 前立腺移動、画像ノイズ、Fiducial markersの存在に対するDeformable Image Registrationの特性評価  

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 池田知広 

037 前立腺がんに対する高線量率組織内照射とIMRTを併用した際の変形レジストレーションを使用した線量合算評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術学専攻 横山仁臣 

038 不均質ファントムを用いた電子線線量計算アルゴリズムの評価    名古屋大学大学院 医学系研究科 坂上久

記 

 

第1日 11月5日（土）第5会場 3522講義室 

 

10:30〜11:30 セッション9 計測1      座長：大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室 竹中和幸 

039 診断領域Ｘ線の後方散乱係数 １．焦点-入射表面間距離および被射体厚の違いによる変化 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木健太郎 

040 診断領域Ｘ線の後方散乱係数 ２．被射体内の不均質部の存在による変化 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 阪井啓太 

041 スマートフォンを用いた個人線量測定の基礎的検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 涌村 翔 

042 スマートフォンを用いたX線タイマー誤差測定に関する基礎的検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 清水 希 

043 ゼラチンの種類がポリマーゲル線量計に与える影響の評価  

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 石原翔太 

044 光学CTを用いたポリマーゲル線量計の撮影条件の検討  

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 和田拓也 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー4                  司会：富士フイルムメディカル株式会社 

LS4画像処理を考えるーVirtual Gridを中心にー         奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 中前

光弘 

13:30〜14:20 セッション10 画像工学   

座長：岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術科学科 安田成臣 

045 骨陰影低減処理を施した胸部X線動画像による肺機能評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 降幡健人 

046 ディープラーニングを用いた胸部Ｘ線画像における骨成分の抑制 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 野末直希 

047 PET/CT画像を用いた肺結節の良悪性自動鑑別に関する検討〜胸部単純CT画像を併用した新たな特徴量の検討〜 

藤田保健衛生大学 医療科学部 浅間海宏 

048 Deep Bilateral Filterを用いた医用画像のノイズ低減の検討  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 中瀬隆太 

049 Deep convolutional neural networkを用いた医用画像の超解像処理 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 寺本篤司 

14:30〜15:30 セッション11 一般撮影                  座長：岐阜大学医学部附属病院  廣田 真 

050 腰椎立位側面撮影における上肢前方挙上時の脊椎アライメント 
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愛知医科大学病院 中央放射線部 西村 学 

051 Spine parametersの計測における2D法と3D法の有意差について 

国家公務員共済組合連合会 名城病院 放射線部 山田誠一 

052 整形計測用球形スケールの位置が手術に与える影響 

愛知医科大学病院 中央放射線部 安藤未央 

053 胸部X線画像の読影eラーニングシステムの評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 鮫島由佳 

054 時系列胸部X線差分処理システムの診断支援への検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 黒内美宇 

055 散乱線補正処理における撮影画像外からの散乱線による画像への影響について 

福井大学医学部附属病院 放射線部 藤本真一 

 

第1日 11月5日（土）第6会場 3521講義室 

座長：鈴鹿回生病院 放射線課 水井雅人 溝口裕司 

10:00〜10:45 画像読影補助技術向上セミナー X線撮影 

IS1 肩複合体から上肢の外傷を読み撮る                    とうかい整形外科 かわげ 難波一

能 

11:00〜11:45 画像読影補助技術向上セミナー CT 

IS2腹部領域におけるCT撮影の意義について                 社会医療法人大雄会 技術放射線科 日比野

友也 

13:30〜14:15 画像読影補助技術向上セミナー MRI 

IS3 読影補助〜MRI検査の考え方                石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 大家

伸介 

14:30〜15:15 画像読影補助技術向上セミナー 胃透視 

IS4 上部消化管検査                            JCHO 高岡ふしき病院 放射線科 原田

淳也 

第2日 11月6日（日）第1会場 100年記念ホール 

 

9:10〜10:10 特別講演         座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

SL 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～ 

アクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジング・ディレクター 

工藤卓哉先生 

10:20〜11:50 特別企画 サミットディスカッション       座長：第9回CCRT副大会長 中西左登志 

テーマ：組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた  公益社団法人 三重県看護協会会長 西宮勝子先生 

SD1日本診療放射線技師会が目指す新生涯教育制度について                                                   

 公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 熊代正行 

SD2 公益社団法人日本放射線技術学会の将来構想と教育への取り組み 

公益社団法人 日本放射線技術学会 副代表理事 錦 成郎 

SD3日本看護協会「看護の将来ビジョン」の実現への取組                 

公益社団法人 日本看護協会  副会長 大久保清子先生 

13:30〜15:30 一般公開講座                     座長：第9回CCRT大会長 山田隆憲 

テーマ：乳がんについて考える             桑名東医療センター 中央放射線室 近藤偲瑞子 

GL1 知っておきたい乳がんのこと                           
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三重大学医学部附属病院 乳腺センター 教授 小川朋子先生 

GL2 5度の手術と乳房再建1800日                                                  

 女優 生稲晃子さん 

15:40〜16:00 閉会式 

大会長挨拶・次回大会長挨拶 ほか 

 

第2日 11月6日（日）第2会場 3513講義室 

 

10:10〜11:00 セッション12 CT4 性能評価2    座長：福井大学医学部附属病院 放射線部 嶋田真人 

056 FOVの違いによるCT値-電子密度変換テーブルの変化の検討  

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 林 藍花 

057 撮影条件が回転中心部のCT値に及ぼす影響についての基礎的検討  

地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 中央放射線部 恒川和弘 

058 寝台高さ補正機構の特性評価 撮影面内の線量分布について 

名古屋大学医学部附属病院 放射線部 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻 古川悌史 

059 臓器感受性を考慮した被ばく低減機構（OEM）使用にあたっての基礎的評価  

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 高城正宏 

060 臓器感受性を考慮した被ばく低減機構(OEM)使用時の水晶体被ばく低減効果 

磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科 永井佳奈枝 

11:10〜11:50 セッション13 CT5 撮影技術2  

座長：磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 神谷正貴 

061 整形領域における線量の最適化   

榊原温泉病院 放射線部 草川拓也 

062 鏡視下腱板縫合術術後CTにおける撮影条件の最適化  

やわたメディカルセンター 診療技術部 放射線課 徳田一輝 

063 腕下ろし体位におけるアームアーチファクト低減アルゴリズムの開発と評価 

金沢大学 医薬保健学域 放射線技術科学専攻 名和 蓮 

064 極値統計学を用いたSn 100kVによるCT画像上のストリークアーチファクトの低減 

医療法人名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック 小澤陽香梨 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー5     座長：医療法人 尚豊会 みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

LS5 CT Colonographyの意義                                          医療法人 山下病院 理事長 服部昌志 

13:20〜14:10 セッション14 CT6 応用技術           座長：鈴鹿回生病院 放射線課 福田剛史 

065 CFD解析による脳動脈瘤発生機序の検討   

鈴鹿回生病院 放射線課 中野響子 

066 PhyZiodynamicsの動態補間特性 第1報 濃度変化特性 

朝日大学歯学部附属 村上記念病院 放射線室 佐々木陽介 

067 PhyZiodynamicsの動態補間特性 第2報 移動情報特性 

朝日大学歯学部附属 村上記念病院 放射線室 佐々木陽介 

068 volume dynamic scanにおけるシーケンシャルサブトラクションの検討  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 竹内明日香 

069 CT angiographyにおけるTime MIP  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木結雅 
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第2日 11月6日（日）第3会場 3512講義室 

 

10:10〜10:50 セッション15 乳腺・骨塩 

座長：鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 北岡ひとみ 

070 撮影条件が乳腺量の定量的測定値に及ぼす影響について 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 小夏里菜 

071 当院のFPDマンモグラフィシステムにおける撮影条件の検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 中村美友紀 

072 ディジタル乳腺トモシンセシスにおける薄層化処理の検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 平野凪彩 

073 DXAによるIVA（即時脊椎骨折分析）の有用性 

愛知医科大学病院 中央放射線部 多和田有花 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー6                      司会：日本メジフィジックス株式会社 

LS6-1「ゾーフィゴ®静注」の紹介                             バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 筒

井弘一LS6-2「GI-BONE」の紹介                日本メジフィジックス株式会社 画像情報センター 

大﨑洋充 

13:20〜14:20 セッション16 MRI4 体幹      座長：市立敦賀病院 医療技術部 放射線室 田泉智明 

074 3Dシーケンスを用いた自然呼吸下における胸郭3D化の検討   

国家公務員共済組合連合会 名城病院 村上正悟 

075 肩甲下筋腱描出を目的とした3D-MERGE撮像条件の検討  

聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院 画像診断室 鈴木康太 

076 腰椎MRI撮像におけるDSTの有用性の検討  

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 盛 史範 

077 乳腺MRIにおける冠状断拡散強調画像の最適化 

聖隷三方原病院 画像診断部 中村陽子 

078 乳がんの術前化学療法におけるADC値の変化と組織学的効果判定との関連についての基礎的検討 

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 稲垣由美 

079 骨盤部放射線治療計画に用いる3D T2強調画像の検討  

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 飯田真由美 

 

 

 

第2日 11月6日（日）第4会場 3523講義室 

 

10:10〜11:00 セッション17 治療3 照射法・セットアップ 

座長：富山大学附属病院 放射線部 酒井幹緒 

080 放射線治療における腫瘍位置確認用金マーカの留置方法に関する検討  

愛知医科大学病院 中央放射線部 櫻木亜美 

081 前立腺IMRT時の直腸ガスに苦渋したが食事内容により改善した一例   

愛知医科大学病院 中央放射線部 金田直樹 

082 RPMを用いた呼吸同期照射における位相解析プログラムの構築  

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 比嘉ゆかり 

083 Ι期肺癌に対するVero4DRTRを用いた体幹部定位動体追尾放射線治療の初期経験  
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福井赤十字病院 放射線科部 大西一幸 

084 皮膚マークによるセットアップおよび骨照合によるセットアップ精度の検証 

福井赤十字病院 放射線科部 大西一幸 

11:00〜11:50 セッション18 治療4 IGRT被ばく線量   座長：金沢医科大学病院 中央放射線部 山下 修 

085 当院リニアック装置間のIGRT被ばく線量比較   

藤田保健衛生大学病院 放射線部 齊藤泰紀 

086 ファントム長とCTDIとの関係を考慮したCBCTの品質管理について   

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 坂本昌隆 

087 IGRTにおけるIMRTファントムを用いたCBCT線量測定法の妥当性評価（頭頸部における検討）  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 桂川侑也 

088 IGRTにおけるIMRTファントムを用いたCBCTの線量の妥当性評価(骨盤部条件における検討)  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小林将也 

089 動体追尾照射時の診断用X線監視が与える標的外の被曝線量評価  

大垣徳洲会病院 棚橋伸吾 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー7        座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山田 剛 

LS7 ハイブリッド手術室での脊椎脊髄神経手術 〜より高い精度と安全性の追求〜 

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授 水野正喜先生 

13:20〜14:00 セッション19 治療5 管理    座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 内藤雅之 

090 コバルト60定位手術的照射装置の線源交換時の被ばく管理  

偕行会 名古屋共立病院 医療技術部 画像技術課 小栗佑太 

091 リニアック治療室の利用線錐に対する放射線遮蔽計算法の検証 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 内山瑞樹 

092 治療RIS未導入施設における照射室での患者・セットアップ情報表示の検討 

春日井市民病院 放射線技術室 内田守彦 

093 当院の放射線治療における品質管理の取り組み  

聖隷三方原病院 総合画像診断部 杉本賢吾 

 

第2日 11月6日（日）第5会場 3522講義室 

 

9:00〜9:50 セッション20 計測2                    座長：静岡市立静岡病院 放射線技術科 増田秀道 

094 歯科用コーンビームCT装置と面検出器CT装置における患者被ばく線量の評価 

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線部 下谷祐大 

095 CTにおける円柱状水ファントム内部の実効エネルギーの解析 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 羽場友信 

096 蛍光ガラス線量計を用いたX線CT撮影における断面内エネルギー分布推定に向けた試み 

金沢大学 医薬保健学域 保健学域 放射線技術科学専攻 會津 綾 

097 CT用ペンシル型電離箱とタングステンリングを用いたCT装置のビーム幅評価 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木昇一 

098 異なる電離箱検出器を用いたX線CTのビームプロファイル測定 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 

10:10〜11:00 セッション21 防護             座長：JA愛知厚生連 江南厚生病院 横山栄作 

099 X線防護衣の破損による防護能力の変化について 

大垣市民病院 医療技術部 山中一輝 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.19   (2017) 

 

100 一般撮影およびCT撮影における防護メガネの最適化に向けた検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 西郡健太 

101 歯科パノラマ断層撮影時における介助者の被ばく線量の評価 

社会医療法人 宏潤会 大同病院 吉田花穂 

102 一般撮影での介助時における水晶体被曝の評価 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 栗野直也 

103 一般撮影、CT撮影に従事する診療放射線技師の水晶体被ばく線量の実態調査 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 小原優貴 

11:00〜11:50 セッション22 超音波                 座長：刈谷豊田総合病院 今田秀尚 

104 小型薄層超音波プローブのカラードップラーにおける心臓外科部門への応用 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 佐々木美貴 

105 小松市学童期野球検診の二次検査の報告 −内側型野球肘の検討− 

特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター 放射線課 宮下高雄 

106 超音波検査を契機に診断し得た濾胞性リンパ腫の2例 

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 放射線科 今泉 延 

107 偽胆石による胆石性膵炎の一例 

藤枝市立総合病院 診療技術部 秋山敏一 

108 腸骨動脈病変における総大腿動脈パルスドプラ波形の検討 

財団医療法人 中村病院 画像情報センター 黒田周也 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー8   座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

LS8-1 PCI支援画像の最新トピックス：- PCI Suite - 

               株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ビジネスマーケティンググループ 

Image Guided Therapy Systems モダリティースペシャリスト 

牧野裕一 

LS8-2 IQonスペクトラルCT：- Dual Energy CTからSpectral CTへ – 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスグループ 

CTモダリティースペシャリスト 

吉村重哉 

13:20〜13:50 セッション23 血管撮影    座長：市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 丹羽正厳 

109 小児心臓カテーテル検査におけるX線管球位置変更による散乱線分布の変化 

聖隷浜松病院 放射線部 山崎友希 

110 コーンビームCT画像におけるアーチファクト補正アルゴリズムを用いた画質改善効果に関する検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 大澤充晴 

111 フラットパネルディテクタを搭載したcone beam CTにおける空間分解能の評価 

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 山本優貴 

第2日 11月6日（日）第6会場 3521講義室 

 

9:00〜9:50 セッション24 核医学      

座長：鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 中舍幸司 

112 乳房専用PETによる背景乳腺のSUV値の検討−マンモグラフィ乳腺濃度群での比較− 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部 吉村早紀 

113 ９９ｍTc薬剤負荷心筋シンチにおける腹臥位の有用性 

社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 放射線科 丹羽孝光 
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114 検定日変更に伴う心筋血流シンチ収集プロトコールの対応 

富士宮市立病院 診療技術部 中央放射線科 小林邦和 

115 ソマトスタチン受容体シンチグラフィー(SRS)の初期経験～分化度と集積～ 

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 放射線技術室 岩間功訓 

116 Ra-223による床材の放射性表面汚染測定法の検討 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 澤田通文 

11:00〜11:50 セッション25 医療安全・Ai・ほか      座長：中村病院 画像情報センター 荒谷繁弘 

117 当院におけるMRI検査の脳動脈クリップ事故未遂の一例 

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 

118 当院での緊急時に対する取り組み報告                 

聖隷浜松病院 放射線部 小林靖典 

119 当院における造影剤使用リスク分析    

JA三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 小濱健太 

120 業務範囲、業務拡大見直しに関する診療放射線技師の意識調査 

 医療法人 誠仁会 塩川病院 伊能太久摩 

121 X線CTを用いた死後の経過時間における画像変化の基礎的検討 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 森道静香 

ランチョンセミナー9    座長：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 鈴木昇一 

LS9 MedicVision社製 SafeCTの紹介 画像再構成装置を用いた医療被ばくの最適化について 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 
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特別講演                              11月6日（日）第1会場  9:10～10:10 

SL 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～ 

アクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジング・ディレクター 

工藤卓哉 

医療分野やその周辺で生み出される膨大なデータを解析・活用することで、医療を含む広範囲なヘルスケア領域において、大きなイノ

ベーションが起きる可能性があります。例えばディープラーニングにより、画像解析での腫瘍診断の精度が飛躍的に向上する事が予想さ

れています。データ分析により、人力では能力に左右されがちなパターン認識を高度化が可能です。また、検査データの連携や予約デー

タ、患者の待ち時間データの活用により、病院のオペレーションを最適化し、患者の満足度を向上させ、病院の経営効率改革の実現も期

待できます。本講演では、データサイエンティストとして国内外の企業・組織に向けたデータ分析・活用を手掛けてきた立場から、他業

界の事例も交えながら国内外の先進事例を紹介し、医療・ヘルスケアの質を高める為に重要な鍵を握るデータ活用についてお話致します。

また、そのデータ活用の下支えとして重要な要素である、ヘルスケア全般に関する国民意識のあり方について、欧米との比較をしながら

説明致します。 

 

特別企画 サミットディスカッション                             11月6日（日）第1会場 10:20～11:50 

テーマ：組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた 

SD1日本診療放射線技師会が目指す新生涯教育制度について            

公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 熊代正行 

本会の生涯教育制度は平成15年に全面的に改正されてから13年が経過し、新たな時代の要請に十分対応できなくなりつつある。従

前の生涯教育制度を生かしながら、新たにクリニカルラダー・マネージメントラダーを導入して各医療機関でも利用できる新しい生涯

教育制度を将来に向けて構築し、展開する。以下、新生涯教育システム構築における基本構想を列記する。１）診療放射線技師全体の

ボトムアップを目指す。２）生涯教育全体を網羅するクリニカルラダーを構築する。３）現システムを継承し、資格認定およびカウン

トを継続する。４）現システムの利用者が不利益とならないシステムを構築する。５）臨床現場の実務に対応し、実践力を評価できる

システムを構築する。６）管理職および管理職を目指す中堅を対象としたマネージメントラダーを構築する。７）施設における昇進・

昇格等に利用できるシステムを構築し、関係機関に働きかける。 

SD2 公益社団法人日本放射線技術学会の将来構想と教育への取り組み 

公益社団法人 日本放射線技術学会 副代表理事 錦 成郎 

日本放射線技術学会は将来構想特別委員会の答申を羅針盤として，学会事業の大きな方向性を定めて事業展開している．最新の答申

を例に挙げると，学会の質的向上を図るための重点項目として，「学術レベル向上と魅力ある学会づくり」，「国際化への推進」，「教

育制度と教育プログラム」などが提言され実現に向けて努力しているところである．当学会は入会資格を限定していないため，診療放

射線技師以外にも多様な職種で構成されていることが特徴である．学会組織には研究領域に特化した7つの専門支部があり，互いに連

携しながらセミナーや講習会等の学術活動を通して教育を展開しているが，特にクリニカルラダーのような教育制度は設けていない．

ただし，全ての専門技師認定機構の運営には継続的に関与している．放射線技術学は学際領域の学問体系であり関連学協会との親和性

も高いため，教育を共通項とすることで多くの連携が生まれてくることを期待している． 

SD3日本看護協会「看護の将来ビジョン」の実現への取組            

 公益社団法人 日本看護協会 副会長 大久保清子 

日本看護協会は 2025年に向けた看護の挑戦として「看護の将来ビジョン」を公表しました。このビジョンを実現化するには、いの

ち・暮らし・尊厳をまもり支える看護の実践が必要です。そのためには、これからの看護職は、在宅や地域で対象者をアセスメントし、

ケア方法を選択、実践を行うなど、個人の看護提供能力が求められることが想定されます。つまり時代や社会の要求度にあった研修の

実施が重要であり、地域包括ケアシステムを支える看護師の育成が必要となります。さらに 70万人の会員のみならず、非会員を含む

看護職に対して、公平性や平等性のある継続教育を推進していくことも必要です。そして充実した継続教育により、多職種が連携し協

働していく際にも専門性の発揮が期待できます。本会は、継続教育事業である「看護師のクリ二カルラダー」を開始しています。この

特徴は、あらゆる施設や場における全ての看護職に共通する能力として看護実践能力を焦点化していることです。構築では、看護実践

能力をブルームの教育目標分類学やベナー看護論、施設で作成されたクリニカルラダーを検証し作成しています。今後さらに継続教育

を充実し地域包括ケアシステムを支える看護師育成に向けて構築を進めてまいります。 
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シンポジウム                            11月5日（土）第1会場 13:30～15:20 

 

テーマ：パニック像を考える    

 

S1 超 音 波                                    

静岡県立総合病院 放射線技術室 中村元哉 

 超音波検査は①簡便に検査を行うことができる（簡便に結果を導き出せるという意味ではない）②機動性に優れる③放射線被曝がな

い④血流や動態を見ることができる等の特徴を有し生命の危険に直結するような「パニック像」に遭遇することの機会の多い救急医療

において最適な検査のひとつといえる。超音波検査に従事していると時には消化管穿孔や臓器損傷、大動脈瘤破裂などの「パニック像」

を目にすることとなる。しかし、いざ「パニック像」を目の当たりにすると頭の中が「パニック状態」となり医師に中途半端な情報し

か提供ができず「とりあえずCTで」という流れとなってしまい悔しい思いをすることもよくある話である。超音波検査は主観的な検

査であり検者自らがその場で読影し医師に報告しなければならない。「パニック像」に遭遇しても「パニック状態」にならない知識と

技術の習得、そして医師や看護師などとのコミュニケーション能力が重要であると考える。 

 

S2 一般撮影                               

名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 大保 勇 

 近年、国際的な病院機能評価として JCI(Joint Commission International)を受審する施設が増えてきている。JCIでは重要な診断

検査結果のSTAT（緊急）報告が要件となっている。STAT報告の適応は、医師が同席をせず診療放射線技師のみで検査を完了しうる「生

命予後にかかわる緊急性の高い疾患」と考えられている。シンポジウムのテーマである「パニック像」の報告は近い将来、医療安全上

スタンダードになっていくことが考えられる。緊急度を判断することは生理学的徴候の異常を判断することであり、それらのほとんど

が身体所見から判断される。診療放射線技師は画像だけをみて疾患・病態を判断しがちであるが、身体所見等を含めたパニック像の画

像認識、報告が必要である。一般撮影におけるおさえておきたい「パニック像」について身体所見等とあわせて解説する。 

 

S3 C      T                                   

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好利治 

 CT検査装置は近年めまぐるしい発展を遂げてきており、あらゆる部位を短時間に撮像することを可能にすることで検査効率を高め、また多

くの臨床情報が得られることから医師からの需要も飛躍的に伸びてきた。これらの理由から大量のCT画像が短時間に作成され、それらを撮

像する診療放射線技師も、大量の画像を短時間で確認することが必須となってきている。そのような激務の中でも、少ない依頼情報と得られ

た大量の画像内容を照らし合わせて、「重篤な疾患はないか」「単純CTだけで大丈夫なのか」など多くのことを確認し、患者さんの状態を的

確に把握しないと、患者さんの命にかかわるというケースもゼロではない。これまでに「脳卒中」や「急性腹症」などの疾患に対しては緊急性

に関する討議が多くなされてきが、今回はCT検査装置の特徴を生かした「大動脈の傷病」についてその緊急性の理由と、CT画像の判断要

素を極力わかりやすくまとめて解説する。 

 

 

S4 M   R  I                          

金沢医科大学病院  医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

 MRIは脳梗塞や脊髄損傷などを除いては緊急検査のファーストチョイスになりにくい為、「パニック像」についてはあまり縁がない

モダリティーかもしれない。例えば、脳卒中疑い患者においては、CTで出血が除外された場合にMRIで脳梗塞を診断するといったパ

ターンで検査を行うことが多いと思われる。このような場合、MRIではDWIで高信号になるかのみに目が行きがちであるが、時にCT

では検出できない他の重篤な病変を検出できる場合がある。 

 また、MRIはアーチファクトが非常に多いモダリティーであり、場合によってはアーチファクトを病変と誤認、またはその逆でアー

チファクトにより病変を見逃す恐れがある。今回は上記の様な症例について提示を行いながら「MRIにおけるパニック像」について考

察を行う。 
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画像読影補助技術向上セミナー                         11月5日（土）第6会場 

 

X線撮影                                                            10:00～10:45 

IS1 肩複合体から上肢の外傷を読み撮る                                      

         とうかい整形外科  かわげ 難波一能 

画像読影補助技術向上を目指すには撮影法の見直しが必須となることがある。これは撮影中経験的に行われていることかもしれない

し診療科を含めた会議にて行われていることかもしれない。どちらにせよ限られた撮影方向（撮影依頼）の中では必要なことだと思う。 

しかし、その１方向が何故選択され何を読むためなのか、根拠を踏まえ診療放射線技師全員が確実に理解されているだろうか。画像か

ら必要な情報を読み説くには、解剖（機能解剖・構造物の安定化機構）や疾患概念（受傷メカニズム・特徴的な損傷・骨折分類・外科

的治療を考慮する画像計測）などの知識が必要である。これは読むためであり撮るためでもある。我々は、良質な画像を提供しなけれ

ばならない診療放射線技師である、今回は、良質な画像とは何なのかを考えながら肩複合体から上肢の外傷を読み撮っていきたい。 

 

CT                                                             11:00～11:45 

IS2 腹部領域におけるCT撮影の意義について                   

      社会医療法人大雄会 技術放射線科 日比野友也 

近年の画像診断機器の発達は目覚しいものがあり、その中でも CTはこの数年で著しい性能の向上が図られ、検査部位によっては診

断プロトコールそのものに影響するまでに至っている。また、CT は腹部領域における病変の描出、鑑別、病期診断とともに治療のた

めの解剖情報や治療後の効果判定において非常に有用であり、多く疾患に施行されている。また、様々な先行研究や CTの撮影ガイド

ライン等が整備されたことに伴い、造影法が確立しつつあること、加えてそれらにインジェクターが対応されてきたことにより、造影

CTについても安定した画像の提供がされるようになっている。本講演においては-腹部領域におけるCT撮影の意義について-というこ

とで腹部領域において様々な症例を提示しながら、CTの画像診断について述べていきたいと考える。 

 

MRI                                                                13:30～14:15 

IS3 読影補助〜MRI検査の考え方                          

                       石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 大家伸介 

 日常MRI検査は、救急とそれ以外・診療科の別・部位別などで考えても、様々な検査が行われている。例えば、頭部MRI検査を考え

ると、それらは、脳ドックや術前スクリーニングなどを含めた異常の有無を確認するための検査と、同名半盲・難聴・複視・構音障害

など、発症した症状の原因を画像で見つけることや、治療方針決定を目的とした精密検査の2つに大きく分けられる。また、救急にお

ける頭蓋内圧亢進症状からの検査などはその2つの意味を持つ。他に治療効果判定に用いられることもある。中でも、症状からの原因

検索には、機能解剖や、典型的な疾病の画像を見ていくことが、シーケンス追加や多方向撮影追加にとって非常に重要と考えられる。

診療放射線技師として、放射線科医がいない職場であっても、各信号強度からの性状に対するアドバイス、MRIの原理からのアーチフ

ァクトに関するアドバイス、正常画像解剖を知ることによっての「何かがある」に加え、「何々かもしれない」の対話が必要となって

きている。今回の幾つかの典型的な症例を通して、「何か」のきっかけになれば、幸いである。 

 

胃透視                                                           14:30～15:15 

IS4上部消化管検査                                                      

        JCHO高岡ふしき病院 放射線科 原田淳也 

上部消化管検査の読影は難しいとされています。使用機器や薬剤、検査時間や受診者のコンディションによる画質の差異が大きく、

均質化が図りにくい検査であることはもちろん、近年ヘリコバクターピロリ菌感染を考慮した背景粘膜診断が提案されており、より複

雑化してきている印象を受けます。さらに検査者自身が病変に気づき、意図的に描出を試みなければ診断に耐えうる情報提供がなされ

ない危険性を常に伴っている点が、他のモダリティーと大きく違う点であり、まさに観察を伴う上部消化管検査の醍醐味と言えるでし

ょう。環境がどのように変化しても、正常の中に異常を見つけ出すことが第一歩であることに変わりはなく、「気づき」がなければ存
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在診断から質的診断へという読影に移行することはできません。今回の症例検討では、典型的な病変を用いて、参加される皆さんが存

在の発見から質的診断へという一連の流れを体験できるようにしたいと考えています。 

女性活躍推進サミット                                        11月5日（土）第1会場 10:00～11:30 

 

テーマ：妊娠中の業務について 

FS1妊娠中の業務について～妊娠中のガイドライン作成に向けて～ 

 

パネリスト ： 名古屋市立西部医療センター 中央放射線部    木俣礼乃 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 水口 仁 

JA岐阜厚生連 岐北厚生病院           小倉早紀 

 ぎふ綜合健診センター 放射線グループ      金澤聖子 

JA三重厚生連 松阪中央総合病院 放射線科    川野聡子 

福井県済生会病院 放射線技術部         岡田香織 

厚生連 滑川病院 画像診断部          酒井智美 

 

今年4月に女性活躍推進法が施行され、301人以上の企業は団体ごとに独自の尺度で示されてきた『女性活躍推進の状況』を定量的・

定期的に統一尺度で把握する措置が盛り込まれた。必然的に企業は女性の雇用・登用に関する環境整備に取り組む事になり、働く女性

にとっては、国内全体で女性が働く環境を底上げしていく契機となっている。 

日常の業務の中、診療放射線技師会での活動の中で見聞する情報から、男女の雇用について、『男女各々特性は違うため、異なる視

点・知識・能力・スキルをもたらすと考える企業』、『妊娠・出産を除けば男女差はなく、機会均等を施せば業務成果に差はないと考

える企業』の2つの考え方があると感じている。職種や各企業の特性、雇用する側、労働者側各々の立場により働く環境はグローバル

化している。それに伴い、女性の活躍できる職種も増加している。 

また、育児や介護は男女関係なく経験する可能性はあるが『妊娠』することは女性のみが経験をし、その年代は20代から30代に経

験する。企業の女性躍進度を推察する際に、『男女の勤続年数の差』『女性の平均年齢が出産平均年齢を上回っている』が判断基準に

ある。そう考えると、診療放射線技師も女性が躍進するためには、20代から30代で経験する障壁である妊娠中の業務を如何に行い、

共に働く職場の風土改善を行っていくかが経験豊かな技師を育成するために重要な課題である。 

今回は、様々な施設より妊娠経験のある女性技師、これから妊娠出産を迎える女性技師、妊娠中の業務をサポートした先輩・後輩技

師や上司など様々な立場のパネリストの方々より『妊娠中の業務経験・妊娠中の労働時間・妊娠中に利用した制度・体調不良時の対応

など』について意見をいただき、妊娠中の業務をどのように行っていくか妊娠中の女性技師と一緒に働く技師の両者が納得できるガイ

ドラインの作成について、各施設が今後検討いただける機会としたい。 

 

《人材育成委員会 女性活躍推進班 中日本ブロック“Brilliant 7”発足について》 

ぎふ綜合健診センター 業務部渉外課 吉川典子  

日本診療放射線技師会人材育成委員会女性活躍推進班の活動として、2011年より2013年まで女性サミットが開催されてきました。

2014年からは、各ブロックで女性活躍推進班の活動を行う方向性で展開されてきました。しかし、中日本ブロックは7県まとまって

の活動を展開するにあたり、2年の歳月を要しました。7県での活動開始に時間を要した原因として、2014年当初は7県各々に女性技

師の会があるわけではなく、2014年の時点では富山県、岐阜県の２県で女性技師の会が県技師会の中で活動を行っている状況でした。

JARTの趣旨を各県で検討され、2015年に愛知県、三重県、福井県に女性技師の会が発足しました。今年、静岡県が間もなく女性の会

が立ち上げられ、石川県は県技師会の中で検討されているという状況です。各県技師会の考え方や、女性技師の雇用状況は地域による

特性があります。 

現時点では、中日本ブロックのうち愛知県・岐阜県・三重県・福井県・富山県の５県での活動になりますが、各県の代表2名で中日

本ブロックの女性診療放射線技師がキラキラ輝きを放ち、やりがい・充実感を持って働ける職種となるよう活動を行っていきます。 
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中日本ブロックでは、各県の活動を中日本ブロックで協力し支援できる連携を強化し情報の共有や交流を行う事により、女性特有の

『ワーク・ライフ・バランス』、『技術・知識の研鑽』、『人材育成』などを中心に女性が活躍できる職能を目指して活動を行ってい

きます。中日本ブロックの女性診療放射線技師の輝きを全国に向けキラキラと光を放っていきたいと思います。 

今後の“Brilliant 7”の活動をご支援くださいますようお願い致します。 

 

一般公開講座                           11月6日（日）第1会場 13:30～15:30 

 

テーマ：乳がんについて考える                                

 

GL1 知っておきたい乳がんのこと                     

 三重大学医学部附属病院 乳腺センター 小川朋子 

乳がんは日本人女性の12人に1人がかかる病気です。しかし早期発見・早期診断・早期治療で治る病気でもあります。「私はなら

ない」ではなく、知っていれば怖くない病気なのです。乳がんの発見には自己触診や検診が重要です。特に自覚症状のない早期乳がん

の発見にはマンモグラフィや超音波検査が非常に有用ですので、是非、定期的に受けて下さい。早期で発見できれば、乳房を残す手術

やリンパ節を切除しない手術が選択可能になります。また、「乳がん」と一言で言ってもいろんなタイプがあることがわかっており、

タイプごとに抗がん剤などの薬物療法は異なります。さらに、乳房を全て切除した場合も乳房を新しく作る乳房再建術が最近、保険診

療で行えるようになりました。乳がん治療は多様化していますので、検診で異常を指摘された場合は、ぜひ専門施設を受診して下さい。

この一般公開講座が乳がんの正しい知識を持ってもらうことの一助になれば幸いです。 

 

 

GL2 5度の手術と乳房再建1800日                                                                                       

女優 生稲晃子さん 

プロフィール 

1968年生まれ 東京出身 

1986年6月フジテレビ系「夕やけニャンニャン」おニャン子クラブ オーディション合格 

1987年「うしろ髪ひかれ隊」でCDデビュー 

おニャン子卒業後は、女優・リポーター・講演活動等で活躍 

主な出演番組に「キッズ・ウォー」（TBS系）、「芸能花舞台」（NHK）、「ちぃ散歩」（EX系）等 

乳がん闘病を綴った「右胸にありがとう そして さようなら」（光文社）発売中 

 

 

教育セミナー                            11月5日（土）第1会場 15:40～17:00 

 

ES  X線撮影における散乱線の影響 

金沢大学大学院保健学総合研究科 医薬保健学域保健学類 市川勝弘  

 X線撮影において、散乱線は画像形成に寄与しない必要ない成分である。したがって、散乱線除去グリッドなどで極力減弱させるこ

とが画質向上のために非常に効果的である。よく、散乱線も到達線量であるため、例えばノイズ低減に有効であるという話を聞くが、

画像形成理論からすればあり得ない。散乱線の性質と画質への影響における正しい基礎値知識は、放射線画像を扱う者にとって大変重

要性は高く、それによって撮影条件だけでなく、ポジショニングの適正化につながる。また最近話題の画像処理による仮想的なグリッ

ドの効果と限界を知る上で、この基礎知識は非常に役に立つ。本講演では、具体的な画質計測結果を示しながら、管電圧や被写体依存

の散乱線の性質と画質的影響について述べる。 
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ランチョンセミナー                                                  11月5日（土）・6日（日）

12:00～13:00 

 

ランチョンセミナー1   共催：東芝メディカルシステムズ株式会社        11月5日（土）第2会場 

LS1-1 逐次近似再構成技術FIRSTの初期経験                         

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 八重樫拓 

 近年、CT 装置のハードウェアならびにソフトウェアの進歩は目覚ましく、その中でも逐次近似再構成（Full Iterative 

Reconstruction：Full IR）の開発は我々ユーザー側においても注目するトピックスの一つである。昨年、当院のAquilion ONE ViSION 

Editionに搭載された新しい再構成技術FIRST（Forward projected model-based Iterative Reconstruction SoluTion）は従来の逐次

近似応用再構成（Hybrid Iterative Reconstruction）とは異なり、順投影適用モデルベースとした真の逐次近似再構成（Full IR）で

あり、種々のモデルを用いて繰り返し処理を行うアルゴリズムである。このFIRSTにより画像ノイズの低減、空間分解能の向上、被ば

く線量の低減等が期待されている。本講演ではFIRSTの基礎検討と共に当院での初期使用経験を紹介する。 

 

LS1-2明日から使える匠の技 1.5T装置の臨床撮像の工夫について 

     金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

当院は日本海側唯一の私立医科大学で昭和47年に創立され44年目を迎えた。立地は能登半島側に近い内灘町で、分院として富山県

に氷見市民病院も有している。同じ石川県に国立の金沢大学があること等の理由から、患者は能登半島や富山県氷見市からの紹介が多

い。当院は他社製の 3T装置 1台、1.5T装置1台、VantageTitan1.5Tの計 3台の MRIを有し、約 40件/日の検査を行っている。2014

年に「画論」へ初めて参加し、最優秀技術賞を受賞することができた。「画論」は 1993年から東芝が開催している臨床画像コンテス

トで、最新技術や、様々な工夫を施した手技を学ぶことができ、毎年、全国の施設が自施設医用画像において臨床的有用性の研鑽に日々

努めている様子がわかる。今回のセミナーでは当院が画論にエントリーした中から臨床的有用性と汎用性が高いと思われるものを脳神

経系領域を中心に腹部や他の領域についても紹介する。 

 

ランチョンセミナー2   共催：バイエル薬品株式会社               11月5日（土）第3会場 

LS2 改めて考えよう！ 造影検査プロトコル    

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 アプリケーションサービス 水内宣夫 

ガドビストの特徴は、従来のGd製剤よりも高い緩和能(r1, r2)を有し、0.5モルGd造影剤の2倍の濃度をもつ1.0モル高濃度製剤

となります。また、マクロ環型であり、生体内での Gd遊離のリスクが低く、海外でのNSFリスク分類では低リスク分類に属します。

造影検査において、特にDynamic撮像等では生食の後押しを行うのが一般的です。従来に比べ高濃度低用量のガドビストにおいては造

影剤の投与速度が気になる点です。従来と同じ撮像タイミングの場合、造影剤の投与速度を半分の時間(3 mL/sを1.5 mL/s)に設定し、

生食後押しは同じままで検査が可能です。投与速度を従来と同じ速さで施行される場合は、撮像開始時間を早めることで従来と同じタ

イミングで施行することができます。この機会に改めてMRIの造影手技について考えていただけるよう、先行論文の紹介やファントム

実験で得られた知見を提示する予定です。 

 

ランチョンセミナー3   共催：第一三共株式会社                 11月5日（土）第4会場 

LS3 心筋Perfusion CTの基礎                             

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹 

CTにおける心臓の評価は石灰化スコアと冠動脈CTがすでに確立されており、いくつものエビデンスが蓄積され報告されている。冠

動脈病変の非侵襲的診断法に関するガイドラインでも冠動脈 CTは主要な項目に挙げられている。では冠動脈のその先にある心筋はど

うなのか。心筋の評価はシンチグラフィや MR、エコー、Fractional Flow Reserve (FFR)等で行うのが現状である。しかし最近 CT に

おいても、ハイスペックな装置で心筋の評価を行うトライアルが始まっている。本セミナーでは CTにおける心筋パフュージョンの基

礎から心筋遅延造影までを実臨床例を交えて紹介する。また、冠動脈の石灰化や狭窄、心筋虚血、梗塞までを評価する包括的な心臓

CTの可能性について言及する。 
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ランチョンセミナー4   共催：富士フイルムメディカル株式会社         11月5日（土）第5会場 

LS4 画像処理を考えるーVirtual Gridを中心にー                                       

奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 中前光弘 

FCRが発売されて34年の月日が経ち、一般撮影もディジタルが当たり前の時代になってきた。ディジタル一般撮影の最大の特長は、

画像処理だと言っても過言ではない。あまり知られていないが、この画像処理には、画像を安定化する処理、画像を表示するための処

理、その他の処理に大別できる。画像を安定化する処理には、自動感度補正機能(EDR: Exposure Data Recognizer)が広く知られてい

る。また、表示のための処理としては、階調、周波数強調、ダイナミックレンジ圧縮などの処理があり、画像処理と言えばこれらの処

理を指すことが多い。最後に、その他の処理では、長尺連結、グリッド縞目除去などの特殊な処理があり、最近話題の散乱線除去処理

Virtual Grid（ViGd）も挙げられる。これらの画像処理が、「万能の道具」と勘違いされておられる方も少なく無い。しかし、我々ユ

ーザーが、画像処理の特徴を理解し、正しく使いこなせる知識を持っていなければならない。このセミナーでは、ViGd を中心にその

特徴について紹介する。 

 

ランチョンセミナー5   共催：伏見製薬株式会社                 11月6日（日）第2会場 

LS5 CT Colonographyの意義                                               

医療法人 山下病院 理事長 服部昌志 

 CTCは 2012年 1月の保険適応以降、多くの施設で行われ大腸検査の一端を担いつつある。当院では 2003年より CTCを開始、2016

年8月末までに23,612例のCTCを実施してきた。CTCの診断能は、CSに対し10mm以上92.5%、6mm以上88.1%と良好な成績を得てお

り、偶発症も 0.0044%と安全な検査である。我々は、早期発見により根治可能な大腸癌だからこそ、受容性の高い CTCを CSの前段階

に行い大腸検査の受診率を上げ、さらに CTCの画像を見せることで受診者がCS治療の必要性を納得しやすいと考えている。2016年6

月には大腸 CT専用の経口硫酸バリウムによるタギング製剤（コロンフォート）が薬価収載され、精度向上と前処置の軽減につながる

と考える。今後の大腸検査は、便潜血で拾い上げ CTCで診断し CSで治療と、CTCが大腸癌の早期発見、早期治療につながる不可欠な

検査法と考えている。 

 

ランチョンセミナー6   共催：日本メジフィジックス株式会社         11月6日（日）第3会場 

LS6-1「ゾーフィゴ®静注」の紹介                                    

 バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 筒井弘一 

 ゾーフィゴ®静注は、アルファ線核種ラジウム 223 を有効成分とする放射性医薬品で、骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌の治療薬

として2016年3月に薬事承認を取得した。本剤は海外第Ⅲ相臨床試験において全生存期間を延長し、忍容性も良好であった。本治療

を行うには、医療現場でのアルファ核種の取り扱いについて理解を深めることが重要である。本講演では、本治療の概要とともに、ラ

ジウム223の安全管理について述べる。 

LS6-2「GI-BONE」の紹介                      

日本メジフィジックス株式会社 画像情報センター 大﨑洋充 

 GI-BONEは、AZE VirtualPlace隼（AZE社）の腫瘍解析パッケージに含まれる薬機法の認証を受けた単体ソフトウェアである。骨シ

ンチ検査では、Planar撮像に加えてSPECT/CT撮像を行いGI-BONEで定量画像に変換することで、定性的な診断能の向上のみならずPET

と同様のSUVを用いた定量評価が可能となった。本講演では、GI-BONEの概要と最新の骨転移診断の研究を紹介する。 

 

ランチョンセミナー7   共催：富士フイルムRIファーマ株式会社         11月6日（日）第4会場 

LS7 ハイブリッド手術室での脊椎脊髄神経手術 〜より高い精度と安全性の追求〜         

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授 水野正喜 

ハイブリッド手術室とは、手術台と心・血管X線撮影装置を組み合わせた手術室のことで、手術室と血管撮影室、それぞれ別の場所

に設置されていた機器を組み合わせることにより、最新の医療技術に対応することが出来る設備です。当院では、2015 年 5 月より新

たな手術室として運用が開始されました。心臓血管外科や脳血管手術での適用が想定されていましたが、その撮影精度と高画質、cone 

beam CT撮影の恩恵を最も受けているのが、我々、脳神経外科の脊椎脊髄部門であります。従来は手術室にポータブルCアーム装置を
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運び込んでX線透視・撮影を行いながら手術を行っていましたが、ハイブリッド手術室ではその場でX線撮影し、直ちに高画質な画像

を作成・観察しながら、手術を迅速かつ安全に実施することが可能となりました。ハイブリッド手術室と脊椎脊髄手術の親和性につい

て、我々の経験を基に解説します。 

ランチョンセミナー8   共催：株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン11月6日（日）第5会場 

LS8-1 PCI支援画像の最新トピックス：- PCI Suite - 

               株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ビジネスマーケティンググループ 

Image Guided Therapy Systems モダリティースペシャリスト 

牧野裕一 

血管内治療においては X線透視/撮影画像情報は必要不可欠であり、より高度な治療テクニックへの要求に対して高画質化を持って

それに答えてきた経緯があります。さらに昨今では医療被ばくや術中薬剤の使用量低減など、治療の低侵襲化への関心も大きく高まっ

ています。フィリップスではこれらを満たすために開発を継続してきましたが、本年、低侵襲な治療を支援するアプリケーションとし

て「PCI Suite」パッケージを発表いたしました。今回は、この中から、多方向からの冠動脈形態を確認する「XperSwing」、より正確

なデバイス留置を支援する「Live StentBoost」、世界初のライブ動画ロードマップ技術「Dynamic Coronary Roadmap」について、各

機能のコンセプトと臨床メリットを交えて紹介させて頂きます。 

 

LS8-2 IQonスペクトラルCT：- Dual Energy CTからSpectral CTへ – 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスグループ 

CTモダリティースペシャリスト 

吉村重哉 

IQonスペクトラルCTは、スペクトラルCT検査を日常的に行うことができ、従来のDual Energy CTでの課題を全て解決できる最新

のスペクトラルCTです。IQonスペクトラルCTには4つの大きな特長があります。①NanoPanel Prism：世界初の2層検出器。 

Spectral WorkFlow：従来のワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能とする操作環境。③Spectral Based 

Image：スペクトラルイメージングのデータを効率よく一つのファイルにパッケージ化したデータセット。④Spectral Diagnostic 

Suite：Spectral Based Image を展開する解析用サーバークライアント型ワークステーション。従来のワークフローで被ばくを増やす

ことなく、Dual Energyのさらに先を行くスペクトラルイメージングを紹介させて頂きます。 

 

ランチョンセミナー9   共催：長瀬産業株式会社                          11月6日（日）第6会場 

LS9 MedicVision社製 SafeCTの紹介 画像再構成装置を用いた医療被ばくの最適化について      

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 

近年福島原発事故や数々の社会不安を背景に、医療被ばくに対する関心が高まっている。我が国においては昨年６月関係諸団体の合

意に基づいてJ-RIMEより「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」が公開された。診断参考レベル（DRL：Diagnostic  

Reference Level）には拘束力はなく、わが国で行われる放射線を用いた医療の患者被ばく線量の目安を与えている。今回の診断参考

レベルには、IVRが含まれておらず、測定単位系が異なるために一概に比較はできないがCT検査の被ばくがずば抜けて高いことが読

み取れる。CT装置は近年著しい進歩発展を遂げ、画像診断にはなくてはならない手法になっている。反面、精細な画像を得るために

は多くの線量を必要とする。そこで、CT装置のDRLの設定に大きく関与した浜松医大の竹井氏にDRLについての解説をいただき、画

像再構成を適切に行うことによる医療被ばくの低減に関して装置の紹介および解説を行う。 
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セッション1 CT1 撮影技術1             

 

001 大腸CT用経口造影剤「コロンフォート」を使用するにあたっ 

    ての基礎検討  

 

JA愛知厚生連豊田厚生病院 放射線技術科 

 

小寺直人、深田真司、柴田英輝、鷹羽正悟 
 

【目的】大腸CT用経口造影剤「コロンフォート」が販売され、当

院でも使用を考えている。撮影条件(管電圧)の違いが経口造影剤

や腫瘤に及ぼす影響について調べた。 

【方法】10mm径と6mm径の模擬腫瘤を筒状の容器に配置し、2％に

薄めた経口造影剤を満たしたファントムを作成した。管電圧

120kV、100kV、80kVの3つの条件の下、それぞれSDが約20となる

ように管電流を設定しファントムを撮影した。 

【結果】視覚的な評価では120kV、100kV共に2つの腫瘤は認識で

きたが80kVでは6mm径の腫瘤が認識できなかった。また、経口造

影剤と腫瘤のCT値は120kVで約301HU、83HU、100kVで約365HU、

137HU、80kVで約503HU、259HUであった。 

【考察】低管電圧撮影によりCT値は上昇したが、低管電圧になる

ほど経口造影剤と腫瘤のCT値差が減少する。また、臨床画像上で

は低管電圧になるほど経口造影剤からのアーチファクトが大き

くなると考えられるので、低管電圧の使用には注意が必要である。 

 

 

 

002 大腸CTにおける下剤内服から検査開始までの適正時間の検  

討 

 

医療法人 山下病院 放射線部 

 

末松誠司、野々垣秀彦、柳瀬忠彦、山崎通尋 

 

【目的】検査全体の受容性を考慮し、下剤を腸管洗浄液から硫酸

バリウムタギング製剤を併用した高張液に変更した。大腸壁に標

識された残渣が多数付着する場合があったため、下剤服用開始か

ら検査開始までの検査準備時間により画像解析にどれだけ影響

があるか検討した。 

【方法】前処置は検査2日前と前日にプロジェクトF 500ｍLをそ

れぞれ飲用し、前日の検査食にFG-TWOを使用した。就寝前までに

マグコロールRP 50mgを200mLの高張液とし飲用した。検査準備時

間に対する前処置の有効性を残渣の標識度合、残液量と残便数に

ついて視覚評価をおこない評価した。 

【結果】検査準備時間によって、盲腸から上行結腸の腸管壁への

付着は少なくなった。時間が長くなると腸管への付着する割合は

増加したが残液は少なくなった。 

【考察】下剤飲用開始時間を調整することにより、腸管内の水

分が適量ある良好な状態を得ることができると考えられる。 

 

 

003 CT Colonographyにおけるバリウムを使用した前処置の検討 

 

医療法人尚豊会みたき総合病院 放射線室 

 

村田浩毅、佐々木文昭、南谷恵里佳、渡邊真衣、川村あずさ、

水谷隆文 
 

【目的】CT Colonography（以下CTC）において、前処置は検査精

度を左右する重要な因子である。2016年6月に国内初のバリウム

製剤が販売となり、当院においても同年7月からバリウムを使用

した前処置に変更となった。バリウムによるタギング有効性につ

いて検討を行ったので報告する。 

【方法】2016年8月にバリウムを使用してCTCを施行した25例に対

して、大腸部位別にみた残渣タギング評価を行った。残渣と周辺

組織の識別性から良好、不良、残渣なしの3段階で評価を行った。

前年度ノンタギング群の読影結果について比較検討を行った。 

【成績】全部位数から残渣がなかった部位を除外した部位数に対

して識別性が良好であった部位数の割合をタギング有効率は

84％であった。タギングの有無による読影での異常なしの割合は、

ノンタギング群では24％、タギング群では52％へ増加した。 

【結論】CTC においてバリウムを併用した前処置において良好

なタギング評価を得た。 

 

 

 

 

 

004 石灰化の位置によるagatstonスコアの変化 

 
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市立四日市病院 放射線科、4名鉄

病院 放射線科 

 

安藤由真 1、辻岡勝美 1、尾藤直尭 1、竹内明日香 1、鈴木結雅 1、

武内文 1、山際寿彦 2、丹羽正厳 3、富田羊一 4、加藤良一 1 

 

【目的】従来、心臓CTのCaスコアリングにはagatston法が用いら

れている。しかし、算出されるagatstonスコアはパーシャルボリ

ューム効果等により同じ装置、同じ患者でも値が異なることがあ

り、同様の石灰化でも評価が異なってしまうことがある。今回

我々は石灰化の位置によるagatstonスコアの変化について検討

した。 

【方法】アクリル製円筒ファントムに水を満たし、その中に石灰

化モデルを設置した。ファントムの位置をz軸方向に変化させて、

それぞれの位置ごとでagatstonスコアを算出した。 

【結果】ファントムの位置が変化した時、agatstonスコアとファ

ントムの位置に有意な相関が認められた。 

【考察】本実験の結果から、agatston法の撮影精度向上のため

には、石灰化のスキャン位置が重要であることが示唆された。 
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005 急性下肢虚血治療後の経過観察にて下肢動脈CTの2相撮影が 

   有用であった2例 

 
1名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 放射線科、2藤田保健衛生

大学 医療科学部 放射線学科、3藤田保健衛生大学大学院 保健

学研究科 医療放射線科学領域、4市立四日市病院 医療技術部 

放射線室 

富田羊一 1、大橋一郎 1、佐藤信成 1、桂川義貴 1、今泉延 1、丹

羽正厳 4、山際寿彦 3、辻岡勝美 2、加藤良一 2 

 

【目的】急性下肢虚血（ALI）はその病態により血流速度の低下

や左右差が生じることがあり、当院で使用している下肢動脈CTプ

ロトコルでは下肢動脈の全体像を把握するのが困難な場合があ

った。そこで今回我々はALIの経過観察CTで、2相撮影＋サブトラ

クションを用いることによって下肢動脈の全体像の評価に有用

であった2例を経験したので報告する。 

【方法】症例は膝窩動脈以下の血栓性閉塞の血栓溶解療法後で、

血流速度の低下と左右差が生じていることが考えられたため、通

常の1相撮影に加えもう一相追加撮影できるプロトコルを作成し

た。撮影後、サブトラクション処理を行い1相目の画像とフュー

ジョン処理を行った。 

【結果】両下肢動脈の全体像を把握することができ、治療効果の

判定に有用であった。 

【考察】ALI のような血流速度の低下や左右差が生じる症例に

は２相撮影が有用である。 

セッション2 CT2 物理評価 

006 胸部CTにおける肺野用再構成関数の最適化に関する検討 

 

富山県厚生連高岡病院 画像診断部 

 

中崎真理、高林弘明、清水明憲 

 

 

【目的】当院では胸部CT画像作成時フイルム用スライス厚5ｍ

ｍ、読影用画像2.5ｍｍ、HR画像1.25ｍｍ、MPR用原画像0.625

ｍｍが必要となる。肺野用再構成関数であるLung、Bone、Bone+

に関して解像特性・ノイズ特性を評価し各スライス厚の関数の

最適化を目的とする。 

【方法】自作ファントムを用いEdge法にて各関数の解像特性を

評価し、水ファントムを用いスライス厚・関数ごとの NPSを測

定しノイズ特性を評価した。臨床画像で画質評価を行った。 

【結果】MTFからBone＜Bone+＜Lungと強調度が大きくなりLung

は中～低周波数領域でより強調した。空間分解能はBone+＞Bone

＞Lungと低下し、ノイズ特性はBone＜Lung＜Bone+と悪化した。 

【考察】胸部 CT ではスライス厚 5ｍｍは部分体積効果低減の

Lung、2.5・1.25ｍｍは空間分解能向上とアーチファクト低減で

きるBone+、0.625ｍｍはアーチファクト低減とノイズ特性が改

善できるBoneの適用で画質向上することが明らかとなった。 

 

 

007 新規CT装置の肝腫瘤性病変描出に関する基礎検討―低コン

ト 

    ラスト測定用ファントムによる2装置間での比較― 

 
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 医学部 先端画像診断共同研究講

座 

 

山本有香 1、土井裕次郎 1、松本良太 1、片岡由美 1、井田義宏 1、

木野村豊 1、藤井健二 2、片田和広 3 

 

【目的】新規導入されたCT装置（東芝：AquilionONE GENESIS）

の肝腫瘤性病変の描出能を従来機（AquilionONE ViSION）と比

較検討した。 

【方法】低コントラスト測定用ファントム（京都科学）の 8mm

Φロッド（CT値差15）を模擬腫瘤としCNRを算出した。同ファ

ントムの両側に造影剤シリンジを装着しArtifact Index（AI：

ストリーク内腫瘤の SD/周囲の SD）でアーチファクトを評価し

た。撮影条件は CTDI一定（腹部条件：SD7/5mm）で管電圧を変

化させた。 

【結果】CNR(120kV/135kV)は、新装置(1.3/1.2)、従来機

(1.4/1.3)であった。AI(120kV/135kV)は、新装置(2.2/1.9)、従

来機(2.4/2.1)であった。 

【考察】新装置は、従来機と同等の CNRであり、アーチファク

トの影響が少ないため腫瘤の視認性向上が期待できる。 

 

008 脳血管3DCT検査における低管電圧撮影についての基礎的検

討 

 

岡崎市民病院 医療技術局 放射線室 

 

青山真也、下村勇人、阪野寛之、野口智範、鵜野英樹、高橋弘也 
 

【目的】当院救急外来では脳血管3DCT検査を施行しているが、血

管内CT値が施設基準値300HUを下回る症例を経験することがあっ

た。そこで低管電圧および逐次近似再構成(以下ASiR)を変化させ

基準値を満たす条件の検討を行った。 

【方法】自作模擬血管ファントムをCT(GE社製GSIrevolution)に

て撮影し、現条件(120kV・220mA・ASiR30％)と、管電圧(80・100kV)

およびASiR(0～100％)を変化させた画像に対しNPS・CNR・視覚評

価を用いて評価した。 

【結果】CT値は120kVの時に対していずれの管電圧も高値を示し

た。現条件と比較し、80kVの時ASiR80％以上、100kVではASiR50％

以上で中・高周波数領域におけるNPSの低下を認め、80kVの時

ASiR90％以上、100kVではASiR40％以上で現条件と同等以上のCNR

となった。視覚評価は80kVの時ASiR80％以上、100kVではASiR50

～70％で同等であった。【考察】管電圧100kV・ASiR50％にて、

現在の画質と同等で基準値を満たす可能性が示唆された。 
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009 装置特性およびファントムサイズが血管描出能に与える影

響 

 
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、3金沢大学医薬保健研究域 保健学系 

 

増永麻衣奈 1、嶋田真人 1、笹本耕平 1、石田智一 1、松田晃 2、

市川勝弘 3、安達登志樹 1 

 

【目的】異なるCT装置を用いて撮影管電圧および線量が血管描

出能について与える影響について検討した。 

【方法】TOSHIBA,GE,SIEMENSの3機種にて、管電圧（80, 100, 

120, 140kV）を変化させ、模擬血管を封入した20cmおよび30cm

径水ファントムの撮影を行った。撮影条件、画像再構成は各機

種で同様のものとした。取得した画像にて、血管のプロファイ

ルをとり、プロファイルの形状および最大 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。また、

逐次近似応用再構成(IR)についても検討した。 

【結果】ファントムが 30cm径では 100kVで、0cm径では 80kV

でPNRが高い傾向にあった。また，IRを用いることでPNRが向

上した．プロファイルの形状は 30cm径では20cm径と比較し。

不整だった。 

【考察】30cm径ではビームハードニングと線量の減弱の影響が

大きくPNRが低下したと考える．IRを用いるとPNRは向上する

ため低管電圧かつ低線量下で有効である． 

 

 

010 MPR表示の空間分解能測定   

 
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市立四日市病院 放射線科、4名鉄

病院 放射線科 

 

尾藤直尭 1、辻岡勝美 1、安藤由真 1、竹内明日香 1、鈴木結雅 1、

武内文 1、山際寿彦 2、丹羽正厳 3、富田羊一 4、加藤良一 1 

 

【目的】現在のCTでは断面画像に加えてMPR表示による画像診断

が行われている。しかし、CT装置の性能評価としては断面方向と

体軸方向で異なるファントムによる空間分解能の評価が行われ

ている。今回、我々はワイヤー法によるMTF測定法をもとに任意

の角度で表示されるMPR画像の空間分解能測定を行った。 

【方法】ファントムには直径0.1mmの銅線を放射状に配置したワ

イヤーファントムを使用した。ヘリカルスキャン後、得られたMPR

画像について空間分解能を求めた。 

【結果】断面画像の空間分解能は画像再構成関数によって変化し

た。しかし、MPR表示の体軸方向では画像再構成関数が変化して

も空間分解能は変化しなかった。 

【考察】今回、同一の直径を有するワイヤーファントムで断面

方向、体軸方向の空間分解能の測定を行うことにより、測定法

の違い、ファントムの違いによる MPR表示の空間分解能の差異

を低減することが可能となった。 

 

011 Wide-Volume Scanのつなぎ目における体軸方向の分解能 

 

市立四日市病院 

 

吉田将人、丹羽正厳、高橋康方、倉谷洋佑、堀瑞希 

 

【目的】当院ではCABG後の経過観察でWVScan(Wide-Volume Scan)

を行うことが多い。WVScanで、コーン角が体軸方向の分解能に与

える影響、Scan範囲のつなぎ目での分解能の変化を検討した。 

【方法】16cm Volume ScanでFOV中心の体軸方向3点で、ワイヤー

ファントムを撮影しMTFを測定した。WVScanのつなぎ目と、つな

ぎ目に重ならない位置の2箇所でラダーファントムを撮影し、ダ

ブルスライス再構成からMPRを作成し視覚評価した。。比較のた

めHelical Scanでも同様に撮影した。 

【結果】Volume Scanで体軸方向にMTFの変化はなかった。WVScan

でつなぎ目のラダー像の間隔に変化はなかった。Helical Scanで

少しラダー像がぼけた。 

【考察】FOV 中心でコーン角が分解能に与える影響はほぼない

と考える。WVScan のつなぎ目での分解能の変化はなかったが、

これは再構成ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑによる計算が有効であったと考える。

Helical Scanでのラダー像のぼけは寝台移動の影響だと示唆さ

れる。 

 

 

 

 

セッション3 CT3 性能評価1 

012 高精度水等価ファントムの開発 

 
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 

 

松井亮太1、市川勝弘2、川嶋広貴2 

 

【目的】現在各メーカーから水等価ファントムが提供されている

が、そのファントムの水等価性は診断領域において十分ではない。

そこで、(株)京都化学と共同で高精度の水等価ファントムを開発

し、その性能評価を行った。 

【方法】評価には円柱水ファントム内に開発した水等価ファント

ムと放射線治療の精度検証に用いられるファントム(CIRS)を配

置したものを使用した。CT装置はSIEMENS社のSomatom Forceを用

い、管電圧120kVと仮想単色X線画像40-190keVの画像を取得した。

ファントムのCT値を測定し、水等価性とエネルギー依存性を評価

した。 

【結果】管電圧120kVにおいて、CT値がCIRSでは3.01、開発した

水等価ファントムでは0.94となり高い水等価性が確認された。仮

想単色X線画像において開発したファントムはエネルギー依存性

が極めて小さくなった。 
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013 軟部組織における仮想単色X線CT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 

 

本田梨沙子 

 

【目的】Dual energy 撮像により仮想単色画像（mono）が再構

成可能であり、シーメンス社よりノイズをさらに低減させた

Monoenergetic Plus（mono+）が開発され、造影 CTにおいて有

用であるといわれている。しかし、軟部組織における mono+の

効果を検証した報告はない。本研究では軟部組織におけるmono+

の画質をSNR（signal-to-noise ratio）を用いて評価した。 

【方法】直径 3cmの軟部組織等価円柱ファントムを水ファント

ム内に固定し、dual energy にて、10 mGy で撮像した。FBP お

よびmono、mono+の40 keV～70 keVで再構成した。それぞれの

画像でMTF（modulation transfer function）、NPS（noise power 

spectrum）を測定し、その値からSNRを算出した。 

【結果】SNRの値は、FBPに対して、monoとmono+の70 keVが

勝り、60 keVはほぼ同等、40と50 keVはmonoとmono+共に劣

った。 

【結論】軟部組織においては70 keVが有効であり、低keV（40，

50）はSNR向上に寄与しなかった。 

 

 

 

 

 

014 フォトンカウンティング検出器を用いたCT装置に関する 

予備的検討 ～実験用装置の開発～ 

 
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 

 

森俊太郎 1、山田あゆみ 2、寺本篤司 1、小林正尚 1、加藤良一 1、

藤田広志 3 

 

【目的】近年、X 線のエネルギー情報を利用したイメージング

技術が注目されている。線減弱係数のエネルギー依存性は物質

毎に異なるため、エネルギースペクトルを取得し解析を行うこ

とで物質の構成成分を同定できる。そこで我々は X線の光子を

エネルギーごとに弁別して計数する、フォトンカウンティング

検出器を用いてCT装置を開発した。本報告では、取得した画像

の評価を行った結果を報告する。 

【方法】X線源には浜松ホトニクス社製のマイクロフォーカスX

線源L7902、検出器には同社製のエネルギー弁別型CdTe放射線

ラインセンサC10413を使用した CT装置を開発し、自作ファン

トムを撮影し投影データを取得した。得られた投影データを用

いて画像再構成を行い、断層像を取得した。 

【結果・考察】エネルギー弁別の閾値を変化させた各再構成画

像と、総カウントで再構成を行った画像を比較した。その結果、

後者のほうが望ましい結果が得られた。 

 

015 心臓CTにおけるテーブルシフトの検討 

 
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市立四日市病院 放射線科、4名鉄

病院 放射線科 

 

武内文1、辻岡勝美1、竹内明日香1、鈴木結雅1、尾藤直尭1、安藤由

真1、山際寿彦2、丹羽正厳3、富田羊一4、加藤良一1 

 

【目的】最近の心臓CT検査では心臓がFOV中央になるようにテー

ブルシフト機構がある。今回我々はテーブルシフトによる断面方

向の空間分解能、体軸方向の空間分解能、モーションアーチファ

クトの変化について実験を行った。 

【方法】断面方向の空間分解能にはワイヤーファントムを用いた。

体軸方向の空間分解能には微小球体ファントムを用いた。モーシ

ョンアーチファクトには自作動態ファントムを用いた。 

【結果】測定対象をFOV中心から10cmオフセットしたとき、断面

方向の空間分解能、体軸方向の空間分解能は劣化した。また、モ

ーションアーチファクトの発生も大きくなった。 

【考察】心臓CTにおけるテーブルシフトは断面方向、体軸方向

の空間分解能の向上に有効な技術である。また、これは、モー

ションアーチファクトの低減にも有効である。 

 

 

 

 

 

016 IVR-CTにおけるreal time AIDRの画質特性 

 

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 

 

浅井翼、岩間功訓、服部寿史、米澤祐司、松島秀 

 

【目的】IVR-CTが更新となりCT透視機能に逐次近似応用再構成法

のreal time AIDRが搭載されたため、その画質特性について検討

を行った。 

【方法】IVR-CT：東芝社製Aquilion PRIMEにて水ファントムを使

用しreal time AIDRをON状態とOFF状態で条件（管電流、管球速

度、スライス厚）を変えてCT透視を行った。そして再構成画像か

らSD、NPS、MTFを測定した。また同様の条件で人体ファントムに

より臨床に即した点でのSDについて測定を行った。 

【結果・考察】水ファントムでは、ある一定以上のmAs値でSD

やNPSの変化がなくreal time AIDRの処理がかからないことが

確認でき、real time AIDRが効いている場合ではMTFの劣化や

NPS が高周波側で低値になるという挙動を示すことが確認でき

た。また人体ファントムでは骨近傍のストリークアーチファク

トなどノイズが発生しやすい場所にはノイズ低減効果はあるが、

縦隔などの画像中心部では効果が低いことが確認できた。 
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セッション4 MRI1 基礎・その他  

 

017 MRI装置におけるケミカルシフトアーチファクトの検討 

 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 

 

吉崎惇一、松浦佳苗、武藤裕衣 

 

【目的】各種撮影条件の変化に伴う、ケミカルシフトアーチフ

ァクトの変化の検証を行った。 

【方法】各種油と水を使用し、水脂肪ファントムを作製し、撮

像条件の変化に伴うアーチファクトの変化、脂肪の種類による

アーチファクトの変化を測定した。 

【結果】静磁場強度の変化に伴うアーチファクトの変化は、静

磁場強度が強いほどアーチファクトの影響が大きかった。また、

バンド幅を小さくするほどアーチファクトが大きくなった。サ

ラダ油とラードのアーチファクトに有意差はなかった。 

【考察】静磁場強度、FOV、受信バンド幅の変化に伴うアーチフ

ァクトの変化は MRI装置の構造原理に沿った結果となった。ま

た、サラダ油とラードのアーチファクトの幅に有意な差がなか

ったため、今回の実験は単純な構造のファントムによるものだ

ったが、人体を撮像した場合にも同等のデータが得られると考

えられる。 

 

 

 

 

018 画像取得方法の違いによる拡散強調画像への影響 

 

豊橋市民病院 放射線技術室 

 

畑井博晶、小野孝明、喜多和真、島田秀樹 

 

【目的】自作ファントムを用いて画像取得方法の違いによるDWI

画像への影響を比較検討する。 

【方法】使用装置はMAGNETOM SKYRA 3.0T、パラパック200D MRI。

ファントムはアクリルケースに各種ロットと蒸留水を封入した。

静止状態と呼吸変動を想定して人工呼吸器によりファントムを

上下動させ、呼吸同期、自由呼吸下で DWI画像を撮像、このと

きのMPGは3軸合成法と3軸同時印加法で行った。また、呼吸

周期を想定してTRを変え撮像。信号値とADC値を測定し、比較

検討した。 

【結果】静止状態と呼吸同期では呼吸変動によるゴーストはみ

られなかったが、自由呼吸下ではどちらの MPG印加法でも同様

にゴーストをみとめた。各元画像で呼気位置でゴーストをみと

めなかったものは3軸合成法で約15％、3軸同時印加法で約43％

であった。これを加算平均処理することにより ADC値が改善さ

れた。TRを増加させる毎に信号値は上昇したがADC値に大きな

変動はみとめられなかった。 

 

 

019 MRIにおける認知症診断補助ソフトウェアの新指標の検討 

 
1名鉄病院 放射線科、2名鉄病院 認知症疾患医療センター 

 

桂川義貴 1、宮尾眞一 2 

 

【背景】VSRAD Advance2 においてレビー小体型認知症（DLB）

とアルツハイマー型認知症（AD）の鑑別診断の参考指標が提供

可能となった。 

【目的】DLB の確定診断において新たに追加された参考指標の

信頼度を調べた。 

【方法】MRI において VSRAD Advance2 を実施した症例のうち、

DLBの確定診断18症例とAD確定診断のついた25症例の合計43

症例において、新しい指標を用いた鑑別の正診率、感度、特異

度を算出した。鑑別基準を一部満たす場合についても同様であ

る。 

【結果】VSRAD Advance2におけるDLBの鑑別は正診率62.8％、

感度55.6％、特異度68.0％であった。鑑別基準を一部満たす場

合は正診率58.1％、感度83.3％、特異度40.0％であった。 

【考察】当院における臨床症例での VSRAD Advance2 における

DLB の鑑別は信頼度の高いものではなくあくまでも参考値と考

える。しかし、鑑別基準を一部満たす場合においては感度が高

く、スクリーニング検査としては有効であると考える。 

 

 

 

 

020 無床診療所におけるオープン型MRIの効率的な運用方法と 

導入効果についての検討 

 

医療法人社団 大須賀医院 おおすが整形外科 

 

小西佑也、森谷裕司、栗原多恵子、大須賀友晃 

 

【目的】整形外科の無床診療所である当院は、0.3Tオープン型MRI

（AIRIS Vento：日立製作所社製）を導入した。今回、効率的な

運用方法、ならびに導入効果について報告する。 

【方法】診療放射線技師1名で一般撮影とMRI撮像を行うにあたり、

診察室と技師の連絡手段として無線機を設置した。またMRI中の

患者モニタリングとして集音マイクの設置、および助手による患

者観察を行った。導入効果については1年間の撮像件数を集計し

た。 

【結果】無線機の導入により、医師、看護師、および受付から連

絡を受けることが可能となり、患者情報および待ち状況を把握す

ることができた。集音マイクの設置と助手の観察により、異変時

にも対応できた。撮像件数は1年間で約1300件、1日平均6.4件で

あった。 

【考察】無床診療所では技師が１名であることが多いが、MRI

と一般撮影を同時に行うことは可能であり、MRI 導入効果は高

いと考える。 

 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.19   (2017) 

 

セッション5 MRI2 頭部   

 

021 Synthetic MRIを用いた画像の基礎的検討 

 

磐田市立総合病院 第1放射線診断技術科 

 

小板橋実夏、松芳圭吾、安澤千奈、大杉正典、寺田理希 

 

【目的】Synthetic MRI は、任意のコントラスト画像を１回の

撮像から合成するアプリケーションである。本研究では、脳内

の撮影において従来法と比較して、至適な撮像条件を検討する。 

【方法】対象は健常ボランティアとし、GE社製Discovery MR750

を用いてETLとBWを変化させて撮像し、また従来使用している

T2WI、FLAIR、T1WIの撮像を行った。そして脳内のT1・T2値計

測、CR算出、視覚評価を行い従来法と比較した。 

【結果】T1・T2 値は撮像条件により差が生じた。また BW が狭

いほど、FLAIRにおいて白質と灰白質のCRが低下する傾向にあ

り、さらにT1WIやFLAIRにおいて、アーチファクトの影響が顕

著になり画質の劣化が目立った。ETL の違いによる画像の傾向

は見られなかった。 

【考察】狭いBWを使用するとサンプリング時間が延長するため

モーションアーチファクトが増加したと考えられる。広いBWの

使用により臨床に使用できる撮像が可能になることが示唆され

た。 

 

 

 

022 T1 weighted -PETRAにおける画質の検討 

 

愛知医科大学病院 中央放射線部 

 

伊勢谷昌弘、清水郁男、遠藤真、西井厳夫、若杉奈央 

 

【目的】静音シーケンスであるPETRAの撮像パラメータが画質に

与える影響を検討した。 

【方法】Siemens社製 Skyra 3T、白質・灰白質疑似ファントムを

使用し、撮影条件をTR1:3.32ms、TR2:2250ms、TE:0.07ms、

FOV:320mm、1.25mm isovoxcel、Radial views:50000にて固定し、

TI1、TI2、TFを変化させたときのSNR、CNRを測定した。 

【結果】TI1、TI2を増加させるとSNRは向上した。TI1、TI2とも

に700-800msで最大CNRを得られた。TFを増加させるとSNRは向上

するがCNRは低下した。 

【考察】TI1、TI2が700-800msの時、白質・灰白質のCNRが最

大になるのはT1緩和時間の差によるものと考えられる。TI2を

増加させるとCNRが変化したため、k空間の中心近くまでRadial

部分の信号が充填されていると考えられる。TFを増加させると

磁化の緩和に要する時間が減少することによりSNRは向上、CNR

は低下すると考えられる。 

 

 

 

023 血液信号抑制併用可変型Flip Angle高速SE法T1強調画像の 

コントラスト特性の検証 

 

富山県済生会富山病院 放射線技術科 

 

中居香菜恵、藤本勝明 

 

【背景】近年、プラークの性状評価や造影検査において血液信

号抑制併用可変型Flip Angle高速SE法T1強調画像の撮影が可

能となり使用されている。そして、MSG（Motion Sensitive 

Gradient）の強度と血液信号抑制効果・信号雑音比に関する報

告は散見されるが、コントラスト特性を検証した報告はみあた

らない。今回、専用ファントムを用いてコントラスト特性の検

証を行った。 

【目的】血液信号抑制併用可変型 Flip Angle 高速SE法のコン

トラスト特性を理解する。 

【結果】血液信号抑制技術を併用する事で、T1コントラストが

優位に低下した。 

【考察】血液信号抑制技術を併用する事により、T2緩和の影響

を受けるためコントラストが変化したと考えられる。また、MPG

の強度の違いによりその影響も変化する。 

【結語】血液信号を抑制することで偽病変の減少・病変検出能

の向上が期待される反面、コントラストが変化する事に注意し

なければならない。 

 

 

 

024 頭頚部領域における静磁場不均一低減を目的とした 

補助具の作成と効果 

 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院 

 

水野孝一、天野智康、山本絢加、松本卓弥、中村陽子、友田英

晃、田中睦生、山本英雄 

 

 頭頚部領域は被写体断面積の変化が大きく、その形状が複雑

であることから、MRI 検査において静磁場(B0)不均一になりや

すい。そのため、水と脂肪の共鳴周波数差を利用して選択的に

脂肪を抑制する CHESS法では、信号抑制ムラが生じ、均一な脂

肪抑制画像を得ることが困難な場合が多い。今回は頭頚部領域

に対してポリスチレンボール弾(BB弾)を補助具として用いて撮

像を行うことによる患者への影響および画像への効果について

検証した。その結果、BB弾補助具は頚部の形状に合わせて変形、

密着させやすく、体動によるアーチファクトが減少した。また、

人体表面の磁化率の急激な変化を緩和できたことで B0 の不均

一は軽減し脂肪抑制効果は向上した。 
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セッション6 MRI3 心・血管 

 

025 中京こどもハートセンターにおける先天性心疾患の心臓MRI

の取り組み 

 
1地域医療機能推進機構 中京病院 放射線部、2小児循環器科 

 

栗林武志 1、遠山優也 1、村井智明 1、伊藤智尚 1、安藤康徳 1、

大森大輔 2 

 

【背景・目的】循環器領域の心臓 MRI検査はここ数年わずかな

がら増加傾向にある。しかし先天性心疾患患者の心臓 MRI検査

については歴史も浅く、施行している施設も少ない現状がある。

当院にて2013年４月より『中京こどもハートセンター』が開設

され、先天性心疾患患者を対象とする心臓MRI検査を開始した。

今回当院における撮像方法と、放射線技師間による検査後の解

析結果への影響について報告する。 

【内容】2013年 4月から 2016年 8月までの期間において 272

名の検査を施行した。開始当初、小児循環器医師 1名と放射線

技師 2 名で行っていたが技師の配置転換により現在は前述の 2

名を除く技師 3名にて行っている。撮像後の解析は小児循環器

医師1名で行い、技師間による結果の相違を検討した。 

【考察】検査後の解析結果より技師間による差はなかった。こ

の結果より先天性心疾患患者の検査において技師間の影響は少

なく、広く普及できる可能性が示唆された。 

 

 

026 InversionRecovery併用BalancedSSFPを用いた非造影による

病的細胞外液分画増加領域の描出 

 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院 

 

松本和恵 
 

【背景】造影剤を使用せずに病的細胞外液分画の増加を描出す方

法としてT1mappingやT2強調画像がある。しかし、T1mappingでの

撮影は特殊ソフトウェアや機器が必要などの欠点がある。今回、

InversionRecoveryとBalancedSSFPを併用し、従来のT2強調画像

よりも、病的細胞外液分画の増加の領域が非造影でより鮮明に描

出が可能か検討した。 

【方法】使用機器: philips Ingenia 3.0T、使用シーケンス: 

InversionRecovery併用BalancedSSFP、画像解析: 障害心筋と正

常心筋のROIを取りコントラスト値を算出。本撮影法、T2強調画

像、遅延造影の3つのコントラスト値を比較、検討。 

【結果】本撮影法は遅延造影と比較するとコントラスト値は若干

低い値となった。しかしT2強調画像と比較すると充分高い値とな

った。 

【結語】従来のT2強調画像では描出が出来なかった病変も、

InversionRecoveryとBalancedSSFPを使用することにより強いT2

強調画像で描出が可能となった。 

 

027 3D RADAR(RADial Acquisition Regime)-time of flight(TOF)

法による腎動脈描出 

 
1名古屋市立大学病院 中央放射線部、2日立製作所 ヘルスケアビ

ジネスユニット 

 

西脇祐太 1、菅博人 1、荒井信行 1、國友博史 1、笠井治昌 1、廣

瀬保次郎 1、瀧澤将宏 2 

 

【目的】3D TOF (time of flight) MRAをラジアルスキャンにて

撮像する3D RADAR (RADial Acquisition Regime)-TOF法を用いて

腎動脈の描出について検討を行った。 

【方法】日立製作所社製3.0T TRILLIUM OVALを用いて、健常ボラ

ンティアの腎動脈を3D RADAR-TOF法と従来の3D TOF法により自由

呼吸下で撮像した。両撮像方法で得られた画像の画質および左右

腎動脈の血管プロファイルを測定し，評価を行った。 

【結果】3D RADAR-TOF法は従来の3D TOF法に比べ、呼吸性体動の

影響を受けにくく良好な画像が得られた。また左右腎動脈の血管

プロファイルは同等の結果となった。 

【結論】従来の 3D TOF 法に比べて、3D RADAR-TOF 法はアーチ

ファクトの少ない良好な画像を撮像出来るとともに、腎動脈を

安定して描出できる。 

 

 

 

 

 

028 腎動脈と対象としたb-TRANCEによる4D撮像の試み 

 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 

 

田端大輝、増元光、前田繁信、木野村豊 

 

【目的】当院では、呼吸同期を用いて b-TRANCEによる3D撮像

を行っている。今回、心電同期を用いることで腎動脈の4D撮像

が可能かの検討を行った。 

【方法】使用機器はPhilips社製Ingenia 3.0T、受信コイルは

Torso coil を用いた。4D b-TRANCE の撮像条件は従来の 3D 

b-TRANCE の撮像条件を基に呼吸同期を心電同期の「trigger」

を「retrospective」に変更し、heart phasesを8に設定した。

同意を得たボランティアに対し、自由呼吸下で 4D b-TRANCE撮

像を行った。得られた画像から MIP像を作成し、腎動脈分枝の

把握が可能かどうか検討を行った。また、横隔膜同期を併用し

撮像を行い、比較を行った。 

【結果・考察】腎動脈を 4Dで描出することは可能であったが、

横隔膜同期なしの撮像では腎動脈分枝まで明瞭に把握すること

は困難であった。横隔膜同期を併用することでモーションアー

チファクトを抑制することができ、より明瞭に描出できると考

えられた。 
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セッション7 治療1 線量評価・線量評価  

 

029 電子線放射線治療における水晶体遮蔽ブロックの有用性に

ついての検討 

 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 

 

近藤友香、齋藤泰紀、河村美希、永留里紗、日比野将治、澤井

剛、加藤正直、木野村豊 
 

【目的】眼窩領域における電子線放射線治療において、水晶体

遮蔽ブロック(タングステンシールド)を使用した際の水晶体遮

蔽の有用性について検討を行った。 

【方法】水等価ファントムを用い、タングステンシールド、鉛

シールド2mm、鉛シールド4mm、鉛コインの4種類についてそれ

ぞれ線量測定を行った。測定深については1mmおよび10mmの2

種類測定を行った。 

【結果】測定深 1mmにおいては、遮蔽体が無い場合に比べタン

グステンシールドでは10.2％、鉛シールド2mmでは14.7％、鉛

シールド4mmでは1.5％、鉛コインでは 2.6％の線量となった。

測定深10mmにおいては、遮蔽体が無い場合に比べタングステン

シールドでは22.9％、鉛シールド 2mmでは4.3％、鉛シールド

4mmでは3.1％、鉛コインでは9.4％の線量となった。 

【結論】眼窩領域における電子線放射線治療において、タング

ステンシールドの使用は水晶体の遮蔽に有用であった。 

 

 

030 平坦度測定用二次元半導体検出器の校正条件が結果へ及ぼ

す影響(校正深の違い) 

 
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大同病院 放射線科 

 

木村広大 1、林直樹 1、桂川侑也 1、小河路真由 1、小林将也 1、

上島佑介 2、中神史恵 2、江上和宏 3 

 

【目的】一般に二次元半導体検出器は、FFF ビームの利用は想

定されていない。本研究の目的は、FFF ビームを含めた複合ビ

ームの品質管理に二次元半導体検出器を用いるための校正条件

を確認することである。 

【方法】二次元半導体検出器(Profiller2: Sun Nuclear 社)を

用いて、4,6,10MVのFFビームと6,10MVのFFFビームを対象に、

校正を行った。校正条件のうち、校正深を5cmと10cmで取得し

た場合のプロファイルの中心軸線量、半影、照射野サイズを比

較した。リニアックはVarian社製TRUEBEAMを用いた。 

【結果】半影や照射野の比較では、校正深5,10ｃｍの違いによ

る顕著な差は認められなかった。線量校正を10MVのFFFビーム

で行った場合に他のビームが線量過多となった。 

【考察】半導体検出器は線量率依存の影響が大きいため、特に

線量率の高いFFFビームの際には校正時に注意を要する。 

 

031 平坦度測定用二次元半導体検出器の校正条件が結果へ 

及ぼす影響(エネルギーの違い)  

 
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大同病院 放射線科 

 

小河路真由1、林直樹1、桂川侑也1、木村広大1、小林将也1、上島佑

介2、中神史恵2、江上和宏3 

 

【目的】本研究の目的は、FFF ビームを含む様々なエネルギー

のビームに対して二次元半導体検出器の適正な校正条件を考案

する事である。 

【方法】二次元半導体検出器（Profiler2:Sun Nuclear 社）を

用いて、4,6,10MVのFFビームと6,10MVのFFFビームを対象に、

検出器の感度分布校正（フルエンス校正）と線量校正を行った。

線量校正では校正深は 5cm とした。216 通りの校正条件それぞ

れにおける、軸外線量比の計測によって中心軸線量、半影、照

射野サイズを比較した。 

【結果】FFビームを用いて校正をした場合には各項目に顕著な

差は生じなかったが、10MVFFFビーム(線量率2400 MU/min)を用

いてフルエンス校正を行った際に、半影や照射野サイズの計測

誤差が大きかった。 

【考察】FFF ビームの測定をする際であっても、フルエンス校

正は FF ビームを用いて校正する方が計算精度は高まると考え

られる。 

 

 

032 強度変調回転放射線治療において3D線量解析システムの平

面検出器の設置位置誤差が線量分布検証に与える影響  

 
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金沢大学附属病院 放射線部 

 

宮田洋平 1、武村哲浩 2、小島礼慎 3、室井大志 3、上田伸一 3、

能登公也 3 

 

【目的】3D線量解析システム（COMPASS,IBA社）を用い、強度

変調回転放射線治療（VMAT）照射の線量検証において平面検出

器（MatriXX,IBA 社）の設置位置誤差が線量分布検証に与える

影響を評価する。 

【方法】治療が終了した前立腺がんに対するVMATプランを用い、

プランをもとに線量解析システム内の計算エンジンで再計算さ

せて得られた線量分布と、平面検出器を用いて測定したフルエ

ンスから計算した線量分布を比較した。平面検出器は正しい位

置を0 mmとして、患者の左方向、及び頭方向に 1, 3, 5 mmの

誤差を与えた。評価には3Dγ解析（3 mm/3 %）を用いた。 

【結果】3Dγ解析による計画標的体積のパスレートは、誤差が

3 mm以上になると大きく低下した。また、線量分布においても

線量差の増加が見られた。 

【考察】線量解析システムにおける平面検出器の設置位置誤差

は線量分布検証に影響を与えるが、3mm 以下の誤差に対して検

出感度は高くなかった。 
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033 ラジオクロミックフィルム EBTXDにおける線量依存及び読

取位置依存の補正方法の検討 

 
1群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科、
2群馬県立県民健康科学大学大学院、3国立病院機構 高崎総合医

療センター 診療放射線科 

 

佐藤なつみ 1、佐々木浩二 2、大川夏輝 1、比嘉ゆかり 1、伍賀友

紀 
 

【目的】放射線治療の線量評価にはラジオクロミックフィルム

が使用される。先行研究によってフラットベッドスキャナで読

取を行う際 CCD array方向では測定値に位置依存が生じること

が判っている。Gafchromic EBTXDを用いて線量と読取位置に対

する補正方法を検討する。 

【方法】ファントム中のフィルム片に6 MVX線0～50 Gyを照射

した。各フィルム片の読取位置を変化させてスキャンを行い測

定結果からCCD array方向補正マトリクスを構築した。 

【結果】Scan方向では誤差率の変化に規則性は見られなかった

が CCD array方向では中心位置から離れるに従い誤差率が上昇

傾向を示した。算出した補正マトリクスを適応することで誤差

率を減少させることができた。 

【考察】スキャナの個体に依存した位置補正マトリクスの適応

よって CCD array方向の誤差率が低減でき，この方法には簡便

性と有用性があると考える。 

セッション8 治療2 治療計画・線量評価 

 

034 体厚変化が線量分布に与える影響 

―回転照射と固定照射との違い― 

 

三重県厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 

 

伊東宏也、三好佳仁、井上友美、杉谷政剛、林広樹 
 

【背景】化学放射線療法の照射期間中に患者の体重変化がみられ

る場合がある。体重変化により患者の体輪郭変化があると、線量

分布や投与される線量に変化があると考えられる。 

【目的】体厚変化が線量分布に与える影響について検討。 

【方法】治療装置トモセラピーにて、ファントムに直径6cmの腫

瘍を想定したROIに対して、1回線量2Gyのヘリカル（回転）照射

及び2門のダイレクト（固定）照射の計画をした。ファントムに

ボーラスをのせ、厚さを0mmから25mmまで変化させて検出器マト

リックスにて測定しパス率と線量いついて評価。 

【結果・考察】回転照射では厚さ25mm以上の変化で、線量誤差

3％以上、パス率 95％以下となった。固定照射では数値の変動

する箇所がみられたが、15mm以上の変化で線量誤差 3％以上、

20mm以上の変化でパス率95％以下となった。よって回転照射で

は25mmの変化、固定照射では15mm以上の変化があれば治療再

計画を検討する必要があると考えられる。 

 

 

035 前立腺放射線治療におけるPTV移動量解析   

 
1群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科、
2群馬県立県民健康科学大学大学院、3磐田市立総合病院放射線治

療技術科、4磐田市立総合病院放射線治療科 

 

大川夏輝 1、佐々木浩二 2、佐藤なつみ 1、比嘉ゆかり 1、井上和

康 3、塩田泰生 3、三浦正稔 3、細田友行 3、今井美智子 4 

 

【目的】治療期間中の PTVの位置同定は前立腺癌放射線治療に

おいて重要である。様々な因子（膀胱容量等）が PTVの移動量

に与える影響を解析する。 

【方法】対象は A病院で金マーカを刺入して放射線治療を行っ

た前立腺癌患者36人。金コイル位置座標データから6軸移動量

を算出し、種々の因子との関係を解析した。 

【成績】877回の治療のうち 705回は A-P、S-I、R-L方向のい

ずれかに≧3 mmの移動、612回はyaw、roll、pitch方向のいず

れかに≧3°の回転があった。移動の中央値はそれぞれ1.09 mm，

-1.54 mm，0.29 mm、回転の中央値は0.260°，-0.330°，-0.44°

であった。治療時の膀胱容量と S-I方向の移動量には弱い相関

があった。 

【結論】解析した因子に大きな相関を示すものはなかったが、

治療期間中の前立腺移動量の認識は重要であり、今後他の因子

を検索して行く予定である。 

 

 

036 前立腺移動、画像ノイズ、Fiducial markersの存在に対する 

    Deformable Image Registrationの特性評価  

 
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金沢大学附属病院 放射線部 

池田知広 1、武村哲浩 2、上田伸一 3、能登公也 3、小島礼慎 3、

塚本康典 1 

【目的】前立腺移動、画像ノイズ及びfiducial markers （FMs）

の deformable image registration （DIR）への影響を評価す

る。 

【方法】前立腺患者の輪郭を基に、前立腺の apexとbaseにそ

れぞれFMsを設定したものと FMsがないデジタルファントムを

作成した。それぞれのファントム上の前立腺を頭側、背則及び

左側にそれぞれ移動させたものを作成し、これらすべてに標準

偏差 9、21、28 の画像ノイズをそれぞれ加えた。FMs あり、な

しそれぞれにおいて、前立腺移動なしで標準偏差 9のファント

ムを target、その他すべてのファントムを source とし、MIM 

Maestroを用いてDIRを行った。DIRの評価指標にはdice係数

（DSC）を用いた。 

【成績】DSC は前立腺移動距離の増加に伴い低下した。また、

FMs の有無および画像ノイズによる DSC の違いは見られなかっ

た。 

【結論】画像ノイズ及びFMsの有無によるDIRへの影響はない。

また、前立腺移動距離の増加に伴いDIRの精度は低下する。 
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037 前立腺がんに対する高線量率組織内照射とIMRTを併用した 

    際の変形レジストレーションを使用した線量合算評価 

 
1金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術学専攻、2金沢

大学大学院 医薬保健学総合研究科保健学専攻、3金沢大学医薬保

健研究域保健学系、4金沢大学附属病院 放射線部 

 

横山仁臣 1、池田知広 2、武村哲浩 3、塚本康典 2、小島礼慎 4、

能登公也 4、上田伸一 4 

 

【目的】前立腺がんに対する高線量率組織内照射(HDR-BT)と強

度変調放射線治(IMRT)を併用した際に変形レジストレーション

(DIR)を使用した場合と剛体レジストレーション(RR)を使用し

た場合の線量合算の違いを評価する。 

【方法】HDR-BT と IMRT により放射線治療が終了した前立腺が

ん患者の治療計画時の CT画像、線量分布データ等を収集した。

MIM Maestroを用いてDIRを行いHDR-BTの治療計画時の線量分

布と前立腺または全骨盤に対する IMRTの線量分布を合算した。

同様に、RRによる線量合算も行った。作成した2つの合算線量

分布は線量体積ヒストグラム(DVH)および線量/体積指標を用い

て比較した。 

【結果・考察】DVHより、作成した2つの合算線量分布間には、

ほとんど違いが見られなかった。しかし、前立腺または全骨盤

に限局した照射では、直腸のV40に違いが見られた。 

 

 

 

038 不均質ファントムを用いた電子線線量計算アルゴリズムの 

    評価 

 
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 

医療技術部 放射線部門 

 

坂上久記1、小口宏1、奥平訓康2、中谷隆佳2 

 

【目的】治療計画装置に搭載されている電子線線量分布計算アル

ゴリズム eMCの不均質領域(肺、骨)の線量計算精度を評価した。 

【方法】スラブ状の不均質ファントムを、組織等価(1.0 cm)+骨

等価(1.0 cm)+肺等価(7.0 cm)+ 組織等価(3.0 cm)の合計12 cm厚

に積み重ねた。実測はガフクロミックフィルムを1.0, 2.0, 3.0, 

4.0, 5.0, 7.0 cmの深さに挟み、9 MeV電子線を照射して求めた。

同ファントムを治療計画用CTで撮像し、eMCにて線量計算を行っ

た。それぞれの結果を1.0 cm深で正規化し、比較した。 

【結果・考察】フィルムとeMCの差は2.0, 7.0 cm深で1 %以内と

良い一致を示した。しかし、密度差の大きい骨と肺の境界下であ

る3.0 cm深で差が最大となり10 %程度、4.0, 5.0 cm深で4 %程度

eMCは過大評価となった。 

【結論】eMCの線量計算は実測とほぼ一致したが、高密度物質透

過後で過大評価となる傾向が見られた。 

 

 

セッション9 計測1  

 

039 診断領域Ｘ線の後方散乱係数 １．焦点-入射表面間距離 

    および被射体厚の違いによる変化 

 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 

 

鈴木健太郎、阪井啓太、内山瑞樹、加藤秀起 

 

【目的】一般撮影のDRLsは入射表面線量で設定されている。入

射表面線量の算出には後方散乱係数(BSF)が必要である。BSFは

種々の要因に影響される。焦点入射表面間距離(FSD)および被射

体厚を変化させた場合のBSFへの影響を調査した。 

【方法】半価層 1-8mmAlに対応する入射Ｘ線スペクトルを設定

した。照射野サイズは入射面において1-40cm平方とした。被射

体厚を一定としFSDを50-200cmまで変化させた時のBSFおよび

FSDを一定とし被射体厚を5-30cmまで変化させた時のBSFをモ

ンテカルロ法により算出し比較した。 

【結果、考察】体厚一定の場合、半価層、照射野ともに大きい

条件において、FSD が大きいほど BSF も大きくなる傾向を示し

た。これは FSDによる被照射容積および深部一次線フルエンス

の変化によるものである。FSD 一定の場合、体厚が薄くなると

BSF が低下する傾向がみられた。これは BSF に寄与する散乱線

の最大発生深と体厚との関係に依存するものである。 

 

 

 

040 診断領域Ｘ線の後方散乱係数 ２．被射体内の不均質部 

    の存在による変化 

 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 

 

阪井啓太、鈴木健太郎、内山瑞樹、加藤秀起 

 

【目的】現在用いられている診断領域Ｘ線の後方散乱係数(BSF)

は被射体を均質水ファントムとして求められている。今回均質

ファントム中に骨組織などの不均質物質が存在する場合の BSF

への影響を調べた。 

【方法】厚さ30cmの軟部組織内に骨組織層が存在する直方体フ

ァントムを設定し、骨層の深さ、厚さ、密度を変化させた時の

BSF をモンテカルロ法により算出し比較した。焦点入射表面間

距離を80cm一定、照射野サイズは入射面において1〜40cm平方

とした。入射線束は半価層1.0〜8.0mmAlに対応するスペクトル

を設定した。 

【結果・考察】均質ファントムに比べ骨層を挿入したファント

ムでの BSFは、特に高半価層、大照射野で明らかに小さな値と

なった。これは診断領域Ｘ線に対する骨組織と軟部組織の相互

作用断面積の差異に起因するものである。骨が入射表面直下に

存在すると光電吸収を起こす確率が非常に高くなり、後方に散

乱する光子が激減しBSFが低下すると考えられる。 
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041 スマートフォンを用いた個人線量測定の基礎的検討 

 
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 

 

涌村翔 1、山内雅人 1、清水希 1、川浦稚代 2 

 

【目的】先の研究で我々は、X 線を照射した際のスマートフォ

ンのビデオ映像に写ったノイズ量を解析し、放射線量を推測す

る方法を考案した。この手法は、簡易的に個人の被ばく線量を

知る新たな測定法としての利用が期待できる。本研究では、本

法と従来の個人線量計とを比較し、個人線量測定への可能性に

ついて検討を行った。 

【方法】個人線量計には、ポケット線量計 PDM-127（日立製）

を用いた。一般 X 線装置を用いてエネルギー特性(29〜44keV)

と方向特性(水平-垂直方向に15˚ずつデータ取得)を調べた。CT

装置を用いて散乱線測定に対する評価を行った。 

【結果】本法での各エネルギーに対する感度低下は最大で25％

であり、従来法の30％以内と比較しほぼ同等であった。方向特

性は、30˚で最大 40％の感度低下となり、従来法の 20％と比較

し本法の方向依存性は大きかった。散乱線測定では、従来法の

下限値1μSv未満の測定も可能であった。 

 

 

 

 

 

042 スマートフォンを用いたX線タイマー誤差測定に関する 

    基礎的検討 

 
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 

 

清水希 1、山内雅人 1、涌村翔 1、佐野亮介 1、川浦稚代 2 

 

【目的】これまでに我々は、放射線がスマートフォンのビデオ

映像内にノイズとして記録されるという知見を得た。本研究で

は、ノイズの記録された時間を調べることで X線タイマーの誤

差測定にスマートフォン法が適用可能かどうかを検討した。 

【方法】一般 X 線撮影装置を使用し、100kVp、100mA 一定のも

と、タイマー設定時間を5〜100msecまで変化させ、スマートフ

ォン iphone6s (Apple 社)と線量計 DIAVOLT(PTW 社)および 

Accu-gold (Radcal社)にX線を照射した。スマートフォン法で

は、ビデオ映像内のノイズを含むフレーム数と 1フレーム時間

からタイマー時間を算出した。 

【結果及び考察】スマートフォン法では、タイマー設定時間が

10msec以上では、従来法との誤差は1msec未満であった。この

ことから、本法はタイマー誤差測定の簡易的な手法として使用

可能であると思われた。 

 

 

 

043 ゼラチンの種類がポリマーゲル線量計に与える影響の評価 

 
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金沢大学附属病院 放射線部、
4金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科保健学専攻 

 

石原翔太 1、大井健光 4、武村哲浩 2、磯村直樹 3、室井大志 3、

能登公也 3、上田伸一 3 

 

【目的】ポリマーゲル線量計のゲル化剤にはゼラチンが使われ

ている。ゼラチンは原料等によって価格や強度が異なる。そこ

で、ゼラチンの種類によってポリマーゲル線量計の特性に与え

る影響について評価した。 

【方法】ポリマーゲル線量計を 7種類のゼラチンで作製し、作

製1日後に直線加速器で10MVのX線を0〜10Gyで照射した。照

射1日後にポリマーゲル線量計をMRI装置で撮像し、得られた

R2値から感度、直線性を比較した。 

【結果】ゼラチンの種類を変えることによってポリマーゲル線

量計の線量-R2 応答曲線の傾きに差が見られた。また、感度が

高いほど直線性もよくなった。 

【考察】ゲル化剤であるゼラチンを変えることによってポリマ

ーゲル線量計の感度が変化したため、ゼラチンの原料や処理方

法が感度に影響している可能性が示唆された。 

 

 

 

 

044 光学CTを用いたポリマーゲル線量計の撮影条件の検討 

 
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

医薬保健学域保健学科系、3金沢大学大学院医薬保健学総合研究科

保健学専攻 

 

和田拓也 1、武村哲浩 2、中山和也 2、大井健光 3、小林長功 1、

石原翔太 1 

 

【目的】ポリマーゲル線量計の読み取り装置として、多様な形

状を撮像できる光CT装置を開発している。光学 CTの欠点とし

て光がバイアル容器のガラスで屈折しアーチファクトが出やす

い。光学CT装置の液体と光源の違いによる撮影条件の検討を行

った。 

【方法】自作光学CTの光源には液晶モニター、受像部にはウェ

ブカメラを使用した。液体として一般的な水とバイアルのガラ

スの屈折率に近い紅花油、光源には赤色と黄色を用いた。バイ

アル容器に入ったポリマーゲル線量計を撮像しフィルタ補正逆

投影法で再構成した。再構成画像から信号値のプロファイルを

求め形状と信号強度を比較した。 

【結果】水よりも紅花油の方が、光源は黄色よりも赤色の方が、

ゲルの中心と外側の信号値差が小さかった。バイアル直径は水

よりも紅花油のほうが大きくなった。 

【結論】ゲルの信号値に影響が少ない条件として液体に紅花油、

光源に赤色を用いた方が良い。 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.19   (2017) 

 

セッション10 画像工学 

 

045 骨陰影低減処理を施した胸部X線動画像による肺機能評価 

 
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 

 

降幡健人 1、田中利恵 2、真田茂 2 

 

 動画対応フラットパネルディテクタによって胸部 X線動画像

が取得可能になった。肺野内局所の平均ピクセル値の変化と呼

吸位相に相関があることから、ピクセル値の変化に基づく肺機

能評価の実現可能性が示された。しかし、その変化には骨陰影

の面積変化も含まれている。本研究では、近年開発された骨陰

影低減処理（BS処理）を施したX線動画像を対象に、開発手法

が肺機能を評価しているか確認したので報告する。最大努力呼

吸過程を10秒間に30枚撮像したX線動画像にBS処理をかけ、

肺野内局所の平均ピクセル値を計測した（n＝6）。肺野内ピク

セル値の変化と呼吸位相には相関があり（r＝−0.94）、立位で

は肺底部、側臥位では下側肺のピクセル値の変化量が大きくな

った。これらの結果が、重力の影響で血液が多く分布する部分

の換気量が多いという呼吸生理学と一致したことから、開発手

法が肺機能を評価していることが示された。 

 

 

 

 

046 ディープラーニングを用いた胸部Ｘ線画像における 

骨成分の抑制 

 
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中津川市民病院、4岐阜大学大学院 医

学系研究科 

 

野末直希1、寺本篤司2、山崎瑞季2、村田千佳3、藤田広志4 

 

【目的】胸部X線画像において，肺野の75％が肋骨や鎖骨と重

なっているため、小さな結節は見落しが生じやすい。骨を抑制

し肺野を観察しやすくする技術として、エネルギーサブトラク

ション法や、画像処理によるものがある。本研究では、従来技

術よりも良好な画質を得るためにディープラーニング技術を導

入し、１枚の胸部 X線画像から骨成分を抑制した画像を作成す

る技術を開発した。 

【方法】通常の胸部Ｘ線画像と、骨成分または軟部組織を抽出

した画像を用意し、これらの画像を用いてディープラーニング

の手法の一種である Deep Belief Network(DBN)の学習を行う。

学習された DBNに骨成分を抑制したい胸部Ｘ線画像を入力する

ことで、骨成分が抑制された、軟部組織画像の出力を行う。 

【結果】学習を行った DBNに対して、未学習の胸部Ｘ線画像を

入力したところ、骨成分の抑制が確認でき、本手法の有効性が

確認された。 

 

047 PET/CT画像を用いた肺結節の良悪性自動鑑別に関する検討 

    〜胸部単純CT画像を併用した新たな特徴量の検討〜 

 
1藤田保健衛生大学 医療科学部、2藤田保健衛生大学大学院 保健

学研究科、3藤田保健衛生大学病院 放射線部、4藤田保健衛生大学 

医学部、5岐阜大学大学院 医学系研究科 

 

浅間海宏 1、箕浦菜月 2、寺本篤司 1、辻本正和 3、井上敬浩 4、

外山宏 4、今泉和良 4、藤田広志 5 

 

【目的】我々は、PET/CT画像を用いて肺結節の良悪性を自動解

析する手法を開発してきた。ここで、我々の施設ではPET/CT検

査と前後して胸部単純CT検査も実施している。このCT画像は

最大吸気像のため鮮明な結節像が得られている。そこで本研究

では、PET/CT 画像と胸部単純 CT 画像を併用することで識別能

が上がるか検討を行った。 

【方法】気管支鏡生検にて病理診断の確定した31症例の胸部単

純CT画像を解析対象とした。まず、これらの画像から結節周辺

に存在するスピキュラや引き込みに関する特徴量を算出する。

続いて、これらをPET/CT画像から従来手法を用いて取得した特

徴量に加えて、識別器によって良悪性を識別する。 

【結果・考察】31症例にて評価を行ったところ、PET/CT画像の

みで解析を行った場合に比べて、胸部単純CT画像から得た特徴

量を加えたほうが良好な結果が得られた。 

 

 

048 Deep Bilateral Filterを用いた医用画像のノイズ低減の 

検討 

 
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 

 

中瀬隆太 1、山田あゆみ 2、寺本篤司 1、藤田広志 3 

 

【目的】一般に医用画像は撮影時間と画質の間にトレードオフ

の関係があるが、体動や被ばくの影響もあるため、短時間で高

画質な画像を得る技術が望まれている。ノイズ低減フィルタと

してBilateral Filter(BF)があるが、同一条件で画像全体を処

理するため十分な画質が得られない。そこで本研究ではBFと深

層学習を組み合わせたDeep Bilateral Filter(DBF)を開発した。 

【方法】DBF は複数の BF と、それを選択する Convolutional 

neural network(CNN)からなる。まず入力画像に対して平滑度の

異なる3つのBF処理を行う。次に画素毎にどのBFを用いるか

を表す適用マップをCNNにより生成し、それに基づき3つのBF

出力から1つを選択しDBF出力とする。 

【結果】高画質な MR 画像にノイズを付加し、DBF に適用した。

その結果、画像ノイズが低減され、本手法の有効性が確認され

た。 
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049 Deep convolutional neural networkを用いた医用画像の 

    超解像処理 

 
1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、2岐阜大学大学院 

保健学研究科 

 

寺本篤司 1、藤田広志 2 

 

【目的】超解像処理は、静止画や動画を狭帯域ネットワークに

て送受信する場合や、高解像度モニタにそれらを表示する際の

アップスケーリング技術として広く利用されている。本研究で

は、ディープラーニング技術のひとつである Deep 

convolutional neural network (DCNN)を用いて自然画像を超解

像処理するソフトウエアを医用画像に応用し、その効果を確認

した。 

【方法】MR画像を半分のマトリクス数になるように縮小し、そ

の復元を行った。超解像処理にはDCNNを利用した超解像度ソフ

トウエア Waifu2x を利用し、2 倍拡大後の画像と原画像の平均

絶対値誤差を評価した。 

【結果】従来の超解像手法と比較してDCNNを利用した超解像処

理は、平均絶対値誤差が60％まで低下したことから、DCNNによ

る超解像処理に医用画像に対しても有効であることが確認され

た。 

 

 

セッション11 一般撮影 

 

050 腰椎立位側面撮影における上肢前方挙上時の脊椎 

    アライメント 

 
1愛知医科大学病院 中央放射線部、2愛知医科大学病院 脊椎脊

髄センター 

 

西村学1、安藤未央1、多和田有花1、竹内幹伸2、近藤恭典1 

 

【目的】腰椎立位側面撮影では、上肢を前方挙上し腰椎と重な

らないように撮影すべきである。そこで、脊椎アライメントに

影響を及ぼすことなく撮影するためには、どの程度挙上が可能

なのか調査した。 

【方法】健常男性に対し上肢前方挙上0˚、30˚、60˚、90˚、120˚

および 150˚の腰椎立位側面撮影をし、前弯角(Th12/S1)および

骨盤回旋角(PA)を計測した。 

【結果】前弯角は 0˚および 30˚挙上に比べ前方 60˚以上挙上す

ることで有意に前弯をなした。骨盤回旋角は挙上による有意な

差は見られなかった。 

【考察】30˚挙上までは肩甲上腕関節および肩甲骨回旋による動

きだけが作用するのに対し、60˚以上挙上すると肩甲骨上方回旋

が生じ、さらに肩甲骨回旋制限が生じることで胸椎の後弯は減

少し腰椎を後屈させる体幹部の動きも必要となる。よって、腰

椎立位側面撮影において上肢前方挙上 30˚までなら脊椎アライ

メントに影響を及ぼすことなく撮影が可能であると考えられる。 

051 Spine parametersの計測における2D法と3D法の有意差に 

    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 
 

【目的】Spine parametersの計測には、2D法と3D法が存在す

る。過去の検討により、サンプリングを無作為に行った場合、

特定の parameterに有意差を認めた。しかしながら、それらが

Dimensionality に起因したものであるとの evidence を得るに

至らなかった。今回、サンプリング方法を変更し再評価を行っ

た。 

【方法】側弯症例を対象にcurve type等を細分化しサンプリン

グを実施。Workstationを用いて任意のSpine parametersを2D

と3Dの両手法下で計測した。得られた諸値を基礎的な統計指標

を用いて評価した。 

【結果】特定の条件を満たさない限り、両手法間に有意差は存

在しなかった。特定条件下の有意差は、椎体の orientationに

影響されず、計測対象の視認性に依存していた。 

【結論】煩雑な3D法における計測時間と本結果を踏まえるとそ

の必要性は改めて検討されるべきものであり、標準的な計測に

おいては、簡易な2D法で十分であると考えられた。 

 

 

 

 

052 整形計測用球形スケールの位置が手術に与える影響 

 
1愛知医科大学病院 中央放射線部、2愛知医科大学病院 整形外

科 

 

安藤未央 1、多和田有花 1、西村学 1、佐野亮介 1、近藤恭典 1、

森島達観 2 

 

【目的】当院では人工股関節置換術前に、直径 25 mmの球形ス

ケール入り両股関節単純撮影正面像を用いて作図を行っている。

そこで球形スケールの位置依存性を評価し、手術に与える影響

について検討した。 

【方法】球形スケールを高さ 8〜13cmまで1cmずつ変化させ、

さらにX線束中心〜20cmまで水平方向に5cmずつ移動させた時

の球の直径を測定した。またOrthoPlanner Pro（東洋テクニカ）

を用いて、直径が変わると作図にどの様な変化が生じるか評価

した。 

【結果】高さを1cm変化させる毎に約0.3 mmの差があった。同

じ高さでのX線束中心と照射野端では最大 0.53 mmの差が生じ

た。直径が約1mm変化すると臼蓋カップが1サイズ変化した。 

【考察】球形スケールの誤差により、手術時に臼蓋カップのサ

イズ変更が生じる可能性があると考えられる。よって高さを正

確に合わせ、X 線束中心に近い場所に配置し、球形スケールの

誤差を1mm以内に抑える必要がある。 
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053 胸部X線画像の読影eラーニングシステムの評価 

 
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 

 

鮫島由佳 1、真田茂 2 

 

 胸部X線画像の読影のセルフラーニングを目的とした eラー

ニングシステムについて、その学習効果を評価した。試用した

eラーニングシステムは、（NPO）メディカル指南車の画像診断

ナビゲーションと画像診断シミュレーションである。放射線技

術科学の学生 5 名を対象として、このシステムを使い、胸部 X

線画像の読影テストと学習を繰り返し、その学習効果を評価し

た。テストはeラーニングシステムの胸部 X線画像の異常部位

を見つける問題30問を1週間おきに3回行った。テストと次の

テストの間の1週間に合計90分のeラーニングシステムによる

学習を行った。学習の時間配分、システムの使い方は自由とし

た。その結果、e ラーニングシステムによる学習により、全体

的にテスト成績は向上した。高難易度の問題の成績は変動が大

きく、高難易度の読影の学習には課題が残るが、この eラーニ

ングシステムは短期間で胸部 X線画像の読影能力を向上させる

ことに期待できる。  

 

 

 

 

 

054 時系列胸部X線差分処理システムの診断支援への検討 

 
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株式会社 COM-ONE 

 

黒内美宇1、真田茂2、小柳晴紀3 

 

 X 線胸部画像を対象とした、過去画像と現在画像の変化部分

を明瞭に描出させる時系列差分処理システムが読影の補助に役

立っている。そこで、本研究ではクラウド上に対象画像をアッ

プロードすることによって、時系列差分処理を可能とするクラ

ウド診断支援システムを開発し、その有効性について検証した

ので報告する。3症例、8枚の画像を用いて、微細な病変が存在

する画像とそれ以前の病変の存在しない画像の時系列差分処理

を行った。その結果、微細な病変は差分処理を行っても十分に

強調されず、ミスレジストレーションによるアーチファクトも

散見された。現段階の差分処理結果では診断支援への有効性は

乏しいが、中小の医療機関を対象としたクラウド診断支援サー

ビスシステムとしては有望であることが示唆された。現在、シ

ステムの差分処理過程を改善中である。 

 

 

 

 

 

055 散乱線補正処理における撮影画像外からの散乱線による 

    画像への影響について 

 

福井大学医学部附属病院 放射線部 

 

藤本真一、石田智一、岸本貴宏、長谷川喜也、木戸屋栄次、安

達登志樹 
 

【背景】デジタル X 線撮影における散乱線補正処理（virtual 

grid、以下VG）では撮影画像から散乱線を推定しているが、照

射野を受像面サイズに合わせることが難しい場合では、受像面

外からの散乱線が混入する。上記の散乱線の画像への影響につ

いて検討した。 

【方法】Fuji社製 FPD（CALNEO Smart）を使用した。被写体と

して11cm厚アクリル板、およびバーガーファントム（京都科学）

を 5cm厚アクリル板で挟んだものを用い、散乱体としてポリプ

ロピレン製の容器に水を封入したものを使用した。1.照射野サ

イズ、2.散乱体あり・なし、3.VG と RealGrid（以下 RG）での

比較を、プロファイルカーブ、コントラスト、SD、CNR を用い

て行った。 

【結果】散乱体ありで照射野が広い時に、RGと比較しVGでは、

散乱体付近でのプロファイルカーブの上昇、コントラストの低

下、SDの改善、CNRの低下が見られた。 

【結論】受像面外からの散乱線により、VGでは散乱体付近の画

質低下が見られた。 

 

セッション12 CT4 性能評価4 

056 FOVの違いによるCT値-電子密度変換テーブルの変化の検討 

 
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 医療科学部 診療放射線技術学科 

 

林藍花 1、綿田悠亮 1、高橋康方 1、倉谷洋佑 1、丹羽正厳 1、堀

瑞希 1、吉田将人 1、辻岡勝美 2 

 

【目的】当院では高精度放射線治療センターの開設に伴い、放

射線治療計画用CTとしてGE社製Optima580が導入された。当

装置では最大FOVが65cmと今までのCT装置に比べて大きなFOV

が設定可能である。今回われわれは CT値-電子密度変換テーブ

ルの FOVの違いによる変化について検討したのでここに報告す

る。 

【方法】電子密度ファントム（CIRS Model062A）を治療用CTテ

ーブルの上にセットしNon Helical Scanにて撮影を行った。再

構成FOVを30から65cmと変化させてCT値-電子密度変換テー

ブルを作成し比較検討した。同様にBHCの効く収集FOV Headに

ついても比較検討した。 

【結果】再構成FOVが変化してもCT値-電子密度変換テーブル

には変化がなかった。BHC の有無より CT 値-電子密度変換テー

ブルは変化した。 

【考察】広いFOV用の再構成を行っても CT値-電子密度変換テ

ーブルには変化はないが、BHCの有無によって変化が見られた。 
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057 撮影条件が回転中心部のCT値に及ぼす影響についての 

    基礎的検討 

 

地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 中央放射線部 

 

恒川和弘、安本浩二、中村大希、奥村尚人 

 

【目的】頭部の320列Non-Helical撮影時に、回転中心部の一

断面にCT値の上昇を認めた。そこで、撮影条件を変化させた時

の回転中心部のCT値の変化を把握することを目的とした。 

【方法】AquilionONEを用いて、直径90mmの水ファントムを撮

影FOV240mm、320×0.5mm Non-Helicalで管電圧80～120kV、管

電流 120～520ｍA、回転時間 0.35～1.5sec、と変化させ撮影し

た。再構成関数 FC70、スライス厚 0.5mm、0.5mm 間隔で画像再

構成を行った。回転中心部と周囲にROIを配置しCT値の計測を

体軸方向すべての画像に行った。X軸に体軸方向の位置、Y軸に

CT値としグラフを作成した。 

【結果】回転中心部のCT値は全ての撮影条件で変動がみられた

が変動の大小に大きな差は見られなかった。 

【考察】管電圧、管電流、回転時間、焦点サイズは影響しない

可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

058 寝台高さ補正機構の特性評価 撮影面内の線量分布に 

ついて 

 

名古屋大学医学部附属病院 放射線部 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名古屋大学医学部附属病院 放射線部 

 

古川悌史 1、松原孝祐 2、堤貴紀 3、遠藤真紀 3、米田和夫 3 

 

【目的】CT自動露出機構を用いた場合、オフセンター撮影時の

露出精度の低下が問題視されてきた。近年、寝台高さ補正機構

が開発され、露出精度の向上が図られている。今回、寝台高さ

補正機構の動作特性を撮影面内の線量分布の観点から検証する

ことを目的とした。 

【方法】寝台高さ補正機構を有するAquilion ONEと、有さない

Aquilion 64（共に東芝社製）を使用した。円柱型ファントムを

用い、アイソセンターを基準に寝台の高さを上下に変化させな

がら撮影し、ファントム面内の積算線量やmAs値を比較した。 

【結果】寝台高さ補正機構の有無で、ファントム面内の線量分

布に違いが認められた。寝台高さ補正機構を使用すると、安定

した出力が示されたが、ファントム面内の上方と下方において

変動を示した。 

【考察】寝台高さ補正機構による露出精度の向上が、撮影面内

の線量分布から示されたが、線量分布が補正しきれなかった理

由としてボウタイフィルタの影響が大きいと考える。 

059 臓器感受性を考慮した被ばく低減機構（OEM）使用に 

あたっての基礎的評価 

 
1磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科、2磐田市立総合病院 

第1放射線診断技術科 

 

高城正宏 1、神谷正貴 1、鈴木敏之 1、八重樫拓 1、宮崎健介 1、

永井佳奈枝 2 

 

【目的】臓器感受性を考慮した被ばく低減機構（OEM）、

XY-Modulation を使用時、未使用時、ガントリ傾斜の有無、そ

れぞれの組み合わせによって X線出力がどのように変化するか

検討する。 

【方法】ガントリ傾斜の有無で円柱水ファントムを撮影し、

XY-Modulation未使用時、XY-modulation使用時、OEM未使用時、

OEM使用時のファントム周囲12点と中心点のSD値を測定した。

また、多機能型X線測定装置を使用し X線プロファイルを比較

した。 

【結果】XY-Modulation はガントリ傾斜がないと正常に作用す

るが、ガントリ傾斜があると正常に作用しなかった。ガントリ

傾斜させ、OEM を使用すると XY-Modulation の有無にかかわら

ず、線量プロファイルは一致した。 

【結論】XY-Modulation と OEM の併用はガントリ傾斜の有無に

よって線量低減効果が異なるため、ガントリを傾斜させる場合

や傾斜させない場合のある撮影ではその特性を把握したプロト

コルを構築する必要がある。 

 

060 臓器感受性を考慮した被ばく低減機構(OEM)使用時の 

    水晶体被ばく低減効果 

 
1磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科、2磐田市立総合病院  

第２放射線診断技術科 

 

永井佳奈枝1、神谷正貴2、高城正宏2、鈴木敏之2、八重樫拓2、宮崎

健介2、寺田理希1 

 

【目的】頭部CTにおいてOrgan Effective Modulation(OEM)を用

いることで水晶体の被ばく低減効果がどの程度あるのか確認す

る。 

【方法】頭部CT撮影条件において、通常撮影時、OEM使用時、OEM

と軌道同期併用時の３方法において比較を行った。半導体検出器

を用いてアイソセンターにおける空気中の吸収線量と円柱ファ

ントムの中心部及び周辺部の吸収線量の時間経過による変動を

測定した。シンチレーション光ファイバー検出器を用いて頭部フ

ァントムの水晶体位置での表面吸収線量を測定し比較した。 

【結果】OEMを使用することで円柱ファントム後面以外の測定位

置における吸収線量は低減した。またOEM使用時に軌道同期を併

用することで撮影開始位置に相当する水晶体位置の吸収線量が

OEM使用時より更に低減した。 

【考察】OEMを使用することで撮影開始位置に相当する水晶体の

被ばくは低減される。さらに軌道同期を併用することで撮影開始

位置の線量低減効果が安定する。 
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セッション13 CT5 撮影技術2 

 

061 整形領域における線量の最適化 

 

榊原温泉病院 放射線部 

 

草川拓也 

 

【目的】当院ではCT検査の約半数を整形領域が占めている。今回、

最も頻度の多い腰椎CTのプロトコルを見直すことにより、被ばく

線量の低減が可能か検討を行った。 

【方法】検討1自作ワイヤーファントムを作成し、線量を10mA、

50mA、100mAで撮影した時の、高周波強調関数での逐次近似応用

再構成法（AIDR 3D）のMTFを計測した。 

検討2MTFの結果から撮影条件を見直し、腹部ファントムにて従来

の撮影条件と新しい撮影条件でのSDの算出および視覚評価を行

なった。 

【結果】高周波強調関数において線量を低減させてもMTFに変化

を認めなかった。腹部ファントムでのSDは、従来の撮影条件で

65.9に対し、新しい撮影条件では99.7となった。しかし、視覚的

には問題ないという結果であった。 

【考察】プロトコルを見直したことで従来の画質を維持したま

ま、70%の被ばく低減が可能となった。 

 

 

 

 

062 鏡視下腱板縫合術術後CTにおける撮影条件の最適化  

 

やわたメディカルセンター 診療技術部 放射線課 

 

徳田一輝、宮下高雄、堂下雅雄 

 

【目的】鏡視下腱板縫合術（以下 ARCR）術後 CT はアンカーの

挿入位置、深さ等を評価することができる。当院では、アンカ

ーを色付けし骨と重ね合わせたボリュームレンダリング（以下

VR）画像を作成している。しかし、X 線透過性アンカーが登場

したことにより、金属製アンカーに比べてアンカーを描出する

ことが難しく VR 画像作成が困難となった。そこで今回、VR 画

像作成が簡便となるような撮影条件および再構成関数の検討を

行った。 

【方法】自作ワイヤーファントムを用いて MTFの測定を行い、

VR画像作成用の再構成関数の選出を行った。選出された再構成

関数においてアンカーの描出能を視覚評価した。画像ノイズお

よび被曝線量を考慮に入れて撮影条件を決定した。 

【結果】MTF の測定結果およびアンカーの描出能を考慮して、

再構成関数は高周波数強調関数を採用した。 

【結論】撮影条件の最適化により、アンカーの位置や形状が認

識し易くなりVR画像作成が簡便となった。 

 

 

063 腕下ろし体位におけるアームアーチファクト低減アルゴ 

    リズムの開発と評価 

 
1金沢大学 医薬保健学域 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 

 

名和蓮1、市川勝弘2、川嶋広貴2 

 

【目的】腕下ろし体位での体幹部のCT検査ではX線の減弱が大

きい骨構造の重なりに起因してアームアーチファクトが発生す

る。そこでアーチファクト低減に特化した画像再構成アルゴリ

ズムの開発し、その評価を行った。 

【方法】腹部を模した楕円柱水ファントム内に椎体を想定した

骨等価物質を固定し、その両側に腕を模した 8cm径円柱水ファ

ントムを配置した。ファントムをスキャンし、そのraw dataか

ら開発したアルゴリズム(proposed)と FBP(filtered back 

projection)により再構成した。また Toshiba Aquilion Oneに

てファントムを撮像し、FBP(FBPt)と逐次近似再構成法である

FIRST で再構成した。アーチファクト上に配置した ROI とアー

チファクトの無い位置に配置したROIからartifact index(AI)

を算出した。 

【結果】FBP、proposed、FBPt及びFIRSTのAI値は、それぞれ

1.30、0.13、1.22、0.56となり、最新の逐次近似再構成である

FIRSTより顕著にアーチファクトを低減した。 

 

 

 

064 極値統計学を用いたSn 100kVによるCT画像上のストリーク 

    アーチファクトの低減  

 

医療法人名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック 

 

小澤陽香梨、山室修、田中宏卓 
 

 

【目的】当院の健診CT検査では大幅な被ばく低減が可能な管電

圧100kVp・Snフィルタ(Sn100kVp) で撮影をしている。このSn 

100kVpは実効エネルギーが高いのでストリークアーチファクト

を低減させる可能性がある。そこでアーチファクトを定量的に

評価するためにGumbel評価法で検討を行った。 

【方法】水ファントムの両端に鶏の骨を付けてアーチファクト

を作成し、Sn 100kVpと 120kVpで比較した。同一 SDとなる線

量で撮影し、その他のパラメータは同条件とした。得られた画

像よりGumbel分布を用いたアーチファクトの解析を行った。 

【結果】両管電圧ともGumbelプロットからアーチファクトに起

因するCT値の最大変動量は直線的に分布し、またアーチファク

トの評価指標とできる位置パラメータは管電圧 120kVp より Sn 

100kVpの方が小さかった。 

【結論】Sn 100kVpではストリークアーチファクトの低減効果が

あると示唆された。 
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セッション14 CT6 応用技術 

 

065 CFD解析による脳動脈瘤発生機序の検討  

 
1鈴鹿回生病院 放射線課、2鈴鹿回生病院 放射線課、3鈴鹿回生

病院 放射線課 

 

中野響子 1、福田剛史 2、南部友昭 3 

 

【目的】脳動脈瘤を有する患者では、新たに別の脳動脈瘤が発

生する危険性が高いことが知られている。CFD（Computational 

FluidDynamics）解析を用い、脳動脈瘤罹患患者における動脈瘤

好発部位の流体力学的特徴を知り、動脈瘤発生機序を検討した。 

【方法】3D-CTA から得られた血管形状を元に hemoscopeR（EBM

社）を用いて CFD解析を行った。脳動脈瘤非罹患患者では脳動

脈瘤発生の好発部位とされるIC-PC分岐部・M2分岐部・ICサイ

フォン部の 3箇所、脳動脈瘤罹患患者では同好発部位から動脈

瘤の存在する箇所を除く部位での流体力学的特徴を比較・検討

した。 

【結果・考察】脳動脈瘤罹患患者において、動脈瘤好発部位で

は流線の乱れがみられ、IC-PC 分岐部では剪断応力が有意に高

かった。脳動脈瘤の発生には、剪断応力の上昇と乱流が関与し

ている可能性があると考えられた。 

 

 

 

 

066 PhyZiodynamicsの動態補間特性 第1報 濃度変化特性 

 

朝日大学歯学部附属 村上記念病院 放射線室 

 

佐々木陽介、大野光生、川瀬沙枝加 

 

【背景】PhyZiodynamics（以下、PhyZio）は,ボクセルトラッキ

ングや高度な位置合わせ、予測補完などの画像処理技術である。

当院では脳血管障害疾患に対し非侵襲的に4vessel同時評価でき

るため、DSA検査に代わって4D-CTが施行されている。被曝低減の

ため間欠連続撮像に加えPhyZioによるデータ補完での評価を行

っている。 

【目的】PhyZioを用いたデータ補完技術のパラメータ特性を把握

し、臨床で4D-CT画像提供時の使い分けの一助とする。 

【方法】円筒に内径3mmφのチューブを巻き付けた自作ファント

ムに、希釈造影剤+生理食塩水を流しながら4D-CT撮像し,PhyZio

処理を加えた画像のCT値変動をImage Jを用いて解析。 

【結果】PhyZioの再構成パラメータの違いによって、CT値の立ち

上がりと傾きに一定の傾向が見られた。 

【考察】Dynamic Perfusion など濃度変化を捉える検査などに

対しては、特にこの結果の傾向を下にPhyZioの再構成パラメー

タ選択が必要と思われる。 

 

 

067 PhyZiodynamicsの動態補間特性 第2報 移動情報特性 

 

朝日大学歯学部附属 村上記念病院 放射線室 

 

佐々木陽介、大野光生、川瀬沙枝加 

 

【目的】PhyZioを用いたデータ補完技術のパラメータ特性を把握

し、臨床で4D-CT画像提供時の使い分けの一助とする。 

【方法】自作ファントムに、希釈造影剤+生理食塩水を流しなが

ら4D-CT撮像し、PhyZio処理を加えた画像のCT値変動をImage Jを

用いて解析。 

【結果】PhyZioの再構成パラメータの違いによって、チューブ長

手方向の段階的なCT値の立ち上がり方に一定の傾向が見られた。 

【考察】段階的な濃度上昇の傾向は、臨床では血管分岐形態や血

流方向の評価に非常に重要な因子であると考える。 

【結語】脳血管造影に代わる4D-CTにおいて、一連の濃度・移動

情報特性を加味した再構成パラメータ選択は非常に重要である

と考える。4D-CTにおいて連続撮像は欠かすことはできず被曝問

題を避けては通れないが、PhyZioの使用は低線量化や撮像間隔の

延長などに対し大きく寄与するため、その特性を把握し最適な再

構成を使い分けることが重要と考える。 

 

 

 

 

 

 

068 volume dynamic scanにおけるシーケンシャルサブトラクシ

ョンの検討 

 
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市立四日市病院 放射線科、4名鉄

病院 放射線科 

 

竹内明日香 1、辻岡勝美 1、尾藤直尭 1、安藤由真 1、鈴木結雅 1、

武内文 1、山際寿彦 2、丹羽正厳 3、富田羊一 4、加藤良一 1 

 

【目的】最近のCTではvolume scanで三次元の血流を経時的に観

察することが多く行われている。しかし、その観察には動脈から

静脈まで動画観察が主流である。今回我々はvolume dynamic scan

で得られたデータについて経時的にサブトラクションを行うシ

ーケンシャルサブトラクションを施行した。 

【方法】実験には自作の血管ファントムを使用した。ファントム

の循環血流に造影剤を注入し、実際の造影剤注入を模した。

Volume dynamic scanを行い、サブトラクションのマスク像を連

続的に変化させるシーケンシャルサブトラクションを行った。 

【結果】シーケンシャルサブトラクションにより、造影剤の還流

方向、還流速度を逐次観察することが可能となった。 

【考察】実際の臨床では血流方向、血流速度の変化が重要な診

断情報となる。シーケンシャルサブトラクションにより、これ

らを的確に表現することが可能となる。 
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069 CT angiographyにおけるTime MIP 

 
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市立四日市病院 放射線科、4名鉄

病院 放射線科 

 

鈴木結雅 1、辻岡勝美 1、竹内明日香 1、尾藤直尭 1、安藤由真 1、

武内文 1、山際寿彦 2、丹羽正厳 3、富田羊一 4、加藤良一 1 

 

【目的】最近のCT angiographyでは三次元的な血流状態を経時的

に観察できる。しかし、表示される血管像は短時間の切り出しデ

ータであり、血管のすべてが表示されることがない。今回我々は

連続した造影データについて各ボクセルの時間的最高CT値を表

示するTime MIP表示を行い、その特性について検討を行った。 

【方法】実験には自作の血管ファントムを使用した。ファントム

の循環血流に造影剤を注入し、実際の造影剤注入を模した。

Volume dynamic scanを行った後、Time MIP表示を行った。 

【結果】Time MIP表示を行うことにより、ファントム内の動脈か

ら静脈を同時に監査することができた。また、動脈、静脈を除い

た部分も容易に判断できた。 

【考察】Time MIPは動脈や静脈を除いた腫瘍や臓器の選定に有用

な技術である。 

 

 

 

セッション15 乳腺・骨塩 

 

070 撮影条件が乳腺量の定量的測定値に及ぼす影響について 

 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 

 

小夏里菜、飯田葉子、伊藤富貴子、籏道子、柴田友加里、阿知

波正剛、近藤悟、米田和夫 

 

【目的】当院では Micro Dose Mammography SIに搭載されてい

る Breast Density Measurement（以下 BDM）を導入している。

BDM は乳房透過後の X 線スペクトラルを用いて乳腺量、乳腺体

積、乳房体積を定量的に測定することができる。今回、撮影条

件が乳腺量の測定値に及ぼす影響について調べた。 

【方法】乳腺組織透過材含有量が 30％、50％、70％の BR12 フ

ァントムを、AEC 使用下で撮影し BDM を算出した。次に管電圧

一定の下でmAs値を5.9〜11mAsに変化させた場合とAGD一定の

下で管電圧を26〜38ｋVの幅で変化させた場合でBDMを算出し、

AEC使用時のBDM算出結果と比較した。 

【結果】各ファントムの乳腺量は、ファントムに表示されてい

る含有量と近似した値が得られた。また撮影条件については、

mAs値を変化させた場合の変動率は 1%以下となり、管電圧を変

化させた場合では2.6%であった。今回の結果からBDMの値は撮

影条件に影響されないということがわかった。 

 

 

071 当院の FPDマンモグラフィシステムにおける撮影条件の検

討  

 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 

 

中村美友紀、市川卓磨、小林謙一、木野村豊 

 

【目的】現在当院では、フィルタと管電圧を自動決定するフル

オート撮影を使用している。今回、フルオート撮影が適切な撮

影条件であるか検討を行った。 

【方法】PMMA厚を20〜60mmに対して、管電圧24〜39kVにおけ

るコントラストをMo・Rhフィルタで比較した。PMMA厚を20〜

60mmに対して、CNRを一定とした時のAGDを管電圧24〜39kVで

比較した。 

【結果】PMMA厚20mmでのコントラストは、30kVまでMoフィル

タが高く、30kV以上ではRhフィルタが高い結果となった。40mm

では全ての条件でRhフィルタが高い結果となった。AGDは、低

い管電圧では同等だが、高い管電圧では増加した。 

【考察】当院のフルオート撮影では、Rhフィルタを積極的に採

用し、AGD が増加しない管電圧を使用することで、被ばく線量

の低減が図れる上に、画質も担保できる結果が示された。よっ

てフルオート撮影は有用と考える。 

 

 

 

 

 

072 ディジタル乳腺トモシンセシスにおける薄層化処理の検討 

 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 

 

平野凪彩 

 

【目的】ディジタル乳腺トモシンセシス（DBT）は断層撮影であ

るので、スライス厚が画質に影響し、より薄層であることが望

まれる。そこで、DBT のボリュームデータに対して 3 次元画像

処理を行うことによって、スライス厚の薄層化を試みた。 

【方法】鉛ビーズファントムを使用し、鉛ビーズのピクセル値

プロファイルからスライス感度分布（SSP）を測定し、そのMTF

（modulation transfer function）を強調する空間周波数処理

係数を算出した。DBT のボリュームデータに対してこの空間周

波数処理係数にてスライス方向を強調し薄層化した。スライス

厚はSSPの半値幅と1/10値幅によって評価した。スピキュラ影

と石灰化を含む臨床画像についても同様に処理した。 

【結果】半値幅と 1/10 値幅はそれぞれ 7.9mm と 18.5mm から

6.5mmと11.2mmに減少した。臨床画像では乳腺とスピキュラ影

が鮮鋭化されたが、石灰化影の障害陰影も強調される問題が生

じた。 
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073 DXAによるIVA（即時脊椎骨折分析）の有用性 

 

愛知医科大学病院 中央放射線部 

 

多和田有花、伊勢谷香苗、西村学、安藤未央、東里和、近藤恭
1 

 

【目的】椎体骨折は骨粗鬆症に伴う骨折の中で頻度が高く、骨

量が著しく減少する閉経直後の 50 歳代からすでに発生すると

考えられるが、多くは無症候性の形態骨折であることが明らか

となっている。そこで、IVA により閉経直後女性の椎体変形の

定量的評価を行い、原発性骨粗鬆症診断時における IVAの有用

性について検討を行った。 

【方法】閉経後5年以内の健常女性30人に対し、IVAおよび腰

椎骨密度測定を行い、椎体変形の評価,骨密度との関係について

検討した。 

【結果】IVAで椎体骨折が存在したのは全体の 20％を占めた。

椎体骨折がある群の骨密度はその半数が骨減少症に相当する値

であった。しかし残る半数の骨密度は正常値で、椎体骨折がな

い群の骨密度と有意な差はなかった。 

【考察】椎体骨折の有無により骨粗鬆症診断基準が異なることか

ら、IVAは無症候性の形態骨折の早期発見に有用であると示唆さ

れた。特に骨密度正常症例での椎体骨折の検出に有用であると考

えられる。 

セッション16 MRI4 体幹   

 

074 3Dシーケンスを用いた自然呼吸下における胸郭3D化の検討  

 

国家公務員共済組合連合会 名城病院 

 

村上正悟、山下一彰 

 

【目的】当院の整形外科では先天性側弯症患者に生じる胸郭不

全症候群に対する外科的治療として胸郭を伸長または拡張させ

るVEPRT手術が行われている。その術前検査として胸郭の2Dシ

ネ動画を自然呼吸下で撮影し提供しているが、これでは胸郭全

体の把握はできない。そこで、今回は3Dシーケンスを用いた胸

郭の3D化の可能性について検討したので報告する。 

【方法】健常ボランティアに対して呼吸同期を用い、吸気時、

呼気時で撮像を行った。撮像シーケンスは3DFFE、3DSSFPとし、

ZioStationで3D画像を作成し比較した。 

【結果】3DFFEは3DSSFPと比較して、血管、気管支とも抹消ま

で描出され、アーチファクトが少ない3D画像が得られた。 

【考察】SSFPシーケンスは撮像領域が胸郭ということで最短TR、

TEで撮像しても磁場不均一が原因となりアーチファクトが発生

したことで描出不良になったと考えられる。 

 

 

 

 

 

075 肩甲下筋腱描出を目的とした3D-MERGE撮像条件の検討 

 
1聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院 画像診断室、
2聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院 画像診断部 

 

鈴木康太 1、中村親彦 1、加藤修也 1、片山善博 1、中野仁 2 

 

【目的】従来 MRIでの診断が困難であった肩甲下筋腱断裂に対

する3D-MERGEの有用性が示唆されたため、肩甲下筋腱描出に最

適な3D-MERGE撮像条件の検討を行った。 

【方法】GE社製Optima MR360 Advance 1.5T、コイルはFlex-L

を使用した。同意の得られた健常ボランティアの肩関節におい

て、スライス厚 1.0mm、70slab、撮像時間 4分 30秒以内とし、

FA、BW、パラレルイメージングファクター、マトリクスサイズ

を変化させて 3D-MERGE を撮像した。TR、TE は各条件下の最小

値とした。肩甲下筋腱付近のSNR、CNRを算出し、あわせて整形

外科医師、放射線技師による視覚評価を行った。 

【結果/考察】パラレルイメージングファクターを大きくするこ

とで撮像時間を短縮し、低下したSNRをFA、BWで補い撮像条件

を最適化した。最適化された撮像条件による３D-MERGE は、肩

甲下筋腱の描出が良好であった。 

 

 

 

 

076 腰椎MRI撮像におけるDSTの有用性の検討 

 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 

 

盛史範 

 

 背景内蔵ボディコイルとサーフェイスコイルの二つのコイル

の同時受信ができるDST(Digital Surround Technology)を用い

ることで、腰椎撮像における患者の体厚やポジショニングによ

っての SNRの低下や体幹部の深さ方向への信号強度の均一性の

低下の改善が期待される。目的腰椎撮像における DSTの有用性

の検討方法円柱ファントムと健常ボランティアをサーフェイス

コイルとの距離を変化させながら撮像した。円柱ファントムで

は SNRと均一性を物理評価し、健常ボランティアでは視覚評価

した。結果ファントムでは DSTを用いたときの方が信号強度の

均一性が高かった。ボランティアにおいても DSTを用いること

で信号強度の均一性が向上した。結語サーフェイスコイルと腰

椎との距離が離れている場合、DSTを用いることで、SNR・均一

性の高い腰椎撮像の有用性が示唆された。 
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077 乳腺MRIにおける冠状断拡散強調画像の最適化 

 
1聖隷三方原病院 画像診断部 

 

中村陽子、天野智康、松本卓弥、水野孝一、友田英晃、田中睦

生、山本英雄 

 

 乳腺MRI検査は専用コイルの形状により、腹臥位にて約30分

程度の時間が必要である。検査前に十分なオリエンテ−ションを

行い、患者さんの協力を得るようにしているが、腹臥位を苦痛

に思う患者さんも少なくない。また、安静位での自由呼吸下に

て検査を行う為、生理的なア−チファクトによる画質の低下など

課題も多い。その為、横断面拡散強調画像は、胸壁、拍動のア

ーチファクトを抑制する為に左右方向に位相を設定し撮像を行

っている。臨床に於いては、胸壁近傍や腋窩部の描出を改善さ

せる為に、磁化率アーチファクトの影響も考慮しなければなら

ない。今回、上記問題点の解消を踏まえ拡散強調画像の位相方

向を体軸方向にした冠状断撮像を検討し、撮像条件の最適化な

らびに臨床応用を行った。本法にて考案した冠状断拡散強調画

像は、oversampling、SENSE factorの最適化により2分程度で

検査が完結し、歪みを抑え腋窩までを描出でき良好な結果が得

られた。 

 

 

 

 

 

 

078 乳がんの術前化学療法におけるADC値の変化と組織学的効果 

    判定との関連についての基礎的検討 

 

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 

 

稲垣由美、廣瀬美紀、山本優貴、林藍花、堀瑞希、高橋康方、

丹羽正厳、伊藤正道 

 

【目的】乳がんに対して行われる術前化学療法（以下 NAC）の

効果判定に、RECIST（Response Evaluation Criteria in Solid 

Tumor）が広く使用されているが、組織学的効果と比較し、必ず

しも合致しない。今回我々は、治療の経過を MRIで追跡し、悪

性腫瘍では一般的に低値を示すとされる ADC値の変化と組織学

的効果との関連を検討した。 

【方法】治療前、治療中、治療後のphaseで造影MRI、DWIを撮

像した16例に対し、造影MRIで濃染された腫瘍と同部位のADC

値を測定し、（治療前、治療後）の変化率を算出し、組織学的

効果と比較した。 

【結果】組織学的効果とADC値の変化率と相関関係がみられた。 

【結語】乳がんの術前化学療法の効果判定として ADC値の変化

は組織学的効果を予測できる可能性が示唆された。 

 

 

 

079 骨盤部放射線治療計画に用いる3D T2強調画像の検討 

 
1三重大学医学部附属病院 中央放射線部、2三重大学医学部附属

病院 放射線治療科 

 

飯田真由美 1、磯嶋志保 1、伊井憲子 2、高瀬英子 1、高瀬伸一 1、

井上勝博 1、山畑経博 1、浅沼源示 1、三高愛実 1、牧浩昭 1 

 

【目的】近年、放射線治療計画にMRIが参照される。従来2D T2WI

が用いられてきたが、3D T2WI を用いることで短時間に多断面

からの画像取得が可能となる。しかし 3Dは2Dに比べコントラ

ストの点で劣ると言われている。今回、従来の VISTAと可変フ

リップ角を用いたMSK view法のコントラストを比較検討した。 

【方法】装置は Philips ingenia 1.5T。 骨盤内臓器および子

宮頚癌と同じT1値、T2値の1.5T用人体組織等価ファントムを

使用。2D TSEと従来の VISTA、MSKview法にて T2WIを撮像し、

正常子宮頚部に対する各臓器、子宮頚癌の組織コントラスト比

（CR）を算出した。 

【結果】MSK view法では、従来の VISTAと比較し CRは高くな

った。また2Dとの比較においても高いCRとなった。 

【考察】MSK view法では目的とする組織に合わせた可変フリッ

プ角を使用するため、VISTA よりもコントラストが高い結果と

なったと考える。 

 

 

 

セッション17 治療3 照射法・セットアップ 

080 放射線治療における腫瘍位置確認用金マーカの留置方法に 

    関する検討  

 
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 

櫻木亜美 1、青山貴洋 1、金田直樹 1、小関弘智 1、中村和彦 1、

南佳孝 1、中村勝 1、今井國治 2 

 

【目的】高精度放射線治療に使用する金マーカの周囲には放射線

治療計画用CTでアーチファクトが生じ治療計画における輪郭抽

出及び線量計算の際に問題となる。そこで、金マーカの留置方法

の違いによるアーチファクト及び線量計算精度について検討し

た。 

【方法】金マーカ(Gold Anchor)をBall状及びLinear状に水ファ

ントム内へ留置し、放射線治療計画用CTを用いて撮像を行い、極

値統計を用いたGumbel法によりアーチファクト量を測定した。ま

た、金マーカ射出側の線量をラジオクロミックフィルムで測定し、

治療計画装置の計算値と比較した。 

【結果・考察】金マーカをBall状に留置した場合よりもLinear

状に留置した方がアーチファクトは少なかった。また、線量計

算精度においては両留置方法ともに計算値と測定値とがよく一

致していた。以上より、Linear 状は Ball 状と同等の線量計算

精度が確保でき、アーチファクト量が少ないため、輪郭抽出に

有利であった。 
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081 前立腺IMRT時の直腸ガスに苦渋したが食事内容により 

    改善した一例  

 
1愛知医科大学病院 中央放射線部、2愛知医科大学病院 放射線

科 

 

金田直樹 1、竹内亜里紗 2、中村和彦 1、青山貴洋 1、南佳孝 1、

櫻木亜美 1、小関弘智 1、中村勝 1 

 

【目的】患者の理解度もよく、投薬による直腸ガスの調整をして

いるにも関わらず、毎回の照射時に直腸ガスで苦渋したが食事内

容により改善した一例を示す。 

【症例】患者は68歳、高リスク分類の前立腺癌で78Gy/39Fr.の照

射予定。照射開始8日前より緩下剤、照射開始5回目より整腸剤、

照射開始15回目より消化管内ガス駆除剤を処方。3剤処方として

以降も直腸ガスは確認された。 

【結果】食事内容に関し当院栄養士に相談しガスが溜まりやすい

食品について細かく教えて頂いた結果、この患者では牛乳とバナ

ナを毎日摂取していたことが分かり、それらを控えていただくこ

とにより直腸ガスが減少した。食事内容の変更は照射開始23回目

以降であり、その後直腸ガスによる苦渋は無くなった。 

【結語】前立腺IMRT時の直腸ガスに苦渋する患者においては投薬

だけでは無く食事の内容も大きく関わることを改めて理解した。 

 

 

 

 

082 RPMを用いた呼吸同期照射における位相解析プログラムの構

築   

 
1群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科、
2群馬県立県民健康科学大学大学院、3磐田市立総合病院 放射線

治療技術科、4磐田市立総合病院 放射線治療科 

 

比嘉ゆかり1、佐々木浩二2、大川夏輝1、佐藤なつみ1、井上和康3、

塩田泰生3、三浦正稔3、細田友行3、今井美智子4 

 

【目的】RPMの位相制御による呼吸同期照射において実際の照射

タイミングが治療計画時の呼吸周期の位相と一致していたかを

確認する必要がある。位相誤差量を解析するプログラムの構築を

目的とした。 

【方法】位相制御により呼吸照射時に出力されるcsvデータ（vxp

およびdat）より振幅、位相、経過時間、ビーム出力信号を抽出

し、開始時間を0 sとして照射門毎のデータ範囲を抽出し経過時

間を表示させた。経過時間と位相データから呼吸位相を求め、ビ

ーム出力信号から各周期の照射開始時間と照射終了時間を求め

た。これらの位相と計画時の位相を比較して位相誤差量を同定し

た。【結果】放射線の照射開始時間と照射終了時間の誤差量を同

定し、照射後に解析するプログラムを構築することができた。 

【考察】これまで確認することが困難であった呼吸同期照射にお

ける位相誤差量を迅速かつ容易に把握することが可能となり評

価の迅速性が向上したと考える。 

083 Ι期肺癌に対するVero4DRTRを用いた体幹部定位動体追尾 

    放射線治療の初期経験    

 
1福井赤十字病院 放射線科部、2福井赤十字病院 放射線科 

 

大西一幸 1、中尾秀昭 1、堂徳正昭 1、相澤理人 2、坂本匡人 2 

 

【目的】当院で実施したΙ期肺癌体幹部定位動体追尾放射線治

療(以下、動体追尾治療)について検討する。 

【方法】腫瘍周囲に径1.5mmのgold markerを気管支鏡により

4個留置した後、治療用 4DCTを撮像した。gold markerが鮮明

に認識できる相を治療計画用画像とした。治療計画用画像での

target、gold marker 重心の関係性と他位相での両者の関係性

のずれを補う margin(Tracking ITV margin)を算出した。患者

腹壁に配置した赤外線マーカーと gold marker重心との相関モ

デルを作成し、追尾の際に生じる種々の誤差を補う

margin(Tracking PTV margin) を 算 出 し た 。 PTV ＝

(GTV)+(Tracking ITV margin)+(Tracking PTV margin) とし

て治療計画を作成した。 

【結果】照射体積・肺への照射線量とも従来の定位照射の治療

計画を上回らず、6カ月後のCTで腫瘍縮小を確認した。 

【結論】適切に患者を選択し実施することにより腫瘍に限局し

た照射が可能であることが示唆された。 

 

 

 

 

084 皮膚マークによるセットアップおよび骨照合によるセット 

    アップ精度の検証 

 

福井赤十字病院 放射線科部 

 

大西一幸、中尾秀昭、堂徳正昭 

 

【目的】皮膚マークによるセットアップ(レーザーセットアッ

プ)精度と、骨照合によるセットアップ精度を検証する。 

【方法】18患者、計565セットアップを対象とし、レーザーセ

ットアップエラー、骨照合によるセットアップエラーの解析を

行った。レーザーセットアップエラーの解析は、治療初回のみ

を基準とした場合と、治療初回～3 回目を平均し、この値を基

準とした場合の2通りで行った。 

【結果】レーザーセットアップエラー 初回のみ。1～3回目の

平均。骨照合によるエラーは LAT、LNG、VRTそれぞれ −0.1±

2.2mm、−0.7±2.0mm、−0.4±2.3mm。0.1±1.5mm、0.0±1.6mm、

−0.3±2.2mm。0.0±0.1mm、0.0±0.1mm、0.1±0.1mmであった。 

【結論】レーザーセットアップの場合、複数回の平均を用いる

ことにより、システマティックエラーを縮小することが可能で

ある。IGRTを用いることでセットアップエラーを大幅に縮小す

ることができる。 
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セッション18 治療4 IGRT・被ばく線量 

 

085 当院リニアック装置間のIGRT被ばく線量比較  

 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 

 

齊藤泰紀、近藤友香、河村美希、尾崎一樹、市川卓磨、澤井剛、

小林謙一、加藤正直、木野村豊 

 

【目的】当院で所有しているリニアック 2機種について画像誘

導放射線治療（IGRT）における撮影時の被ばく線量の比較を行

う。  

【方法】リニアック1およびリニアック2のIGRT撮影装置各々

についてiso-centerにおける被ばく線量を測定した。また、2D 

kV imaging各撮影条件の半価層についても測定を行った。 

【結果】Room Base IGRT装置においては装置間で被ばく線量に

差を認めなかった。2D kV imaging 装置においても装置間で被

ばく線量に差を認めなかった。また、各撮影条件の半価層につ

いても装置間に差を認めなかった。3D Cone Beam CT（CBCT）に

よる被ばく線量は、リニアック 1に比べリニアック2では骨盤

部において8.35％低くなり、胸部においては20.7％低くなった。 

【考察】リニアック装置間のCBCTにおける被ばく線量の違いは、

bow-tie filter等が大きく関係していると考えられた。 

 

 

 

 

086 ファントム長とCTDIとの関係を考慮したCBCTの品質管理 

    について  

 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 

 

坂本昌隆、竹井泰孝、鈴木雅則、清水卓、鈴木健之、池田浩章 

 

【目的】CT Dose Indexは,Cone Beam CTでは周囲からの散乱線成

分の考慮が不十分であると報告されている。放射線治療装置の

CBCTの線量プロファイルを測定して、その広がりに適したファン

トム長とCTDIの変化を調べてCBCTの線量管理への利用を検討し

た。 

【方法】PMMA円柱ファントム16cmφを4連結させ,その中心部で電

離箱線量計を1cm間隔で移動させて線量プロファイルを測定した。

また、ファントム長15、30、45、60cmのCTDIvolを比較した.撮影条

件は頭部条件のビーム幅18cmとした。 

【結果】頭部条件の線量プロファイルは、50%吸収線量点で23cm、

10%吸収線量点で36cmだった。各ファントム長のCTDIvolの変化は

15cm長で約1割程低くなる傾向だった。 

【考察】線量プロファイルから、ビーム幅 18cm では総線量の

90%以上の領域をカバーするには 36cm以上のファントム長が必

要となるが、現実的には CTDIvolに変化が現れていない 30cm の

ファントム長で散乱線成分の影響を低くできると考える。 

 

087 IGRTにおけるIMRTファントムを用いたCBCT線量測定法の妥当

性評価（頭頸部における検討） 

 
1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、2浜松医科大学附

属病院 放射線部 

 

桂川侑也 1、林直樹 1、木村広大 1、小河路真由 1、小林将也 1、

鈴木雅則 2、清水卓 2、鈴木健之 2、池田浩章 2、坂本昌隆 2 

 

【目的】本邦では、CBCT による被ばく線量を IMRT ファントム

で計測する方法が提案されている。しかしながら、この手法は

本来の計測法と異なる。本研究ではIMRTファントムによる計測

法の妥当性を評価することを目的とする。 

【方法】CBCT 撮像での標準的な頭頚部撮影条件における CTDI

をIMRTファントムによる計測法と CTDIファントムによる計測

法それぞれによってCTDIvolを求め、比較検討した。また、IMRT

ファントムと治療寝台の間に空隙を挿入する場合とも比較した。 

【結果】IMRTファントム計測法による CTDIvolは CTDIファン

トム計測法と比較して-13.40 ％の誤差だった。また、空隙を設

けた CTDIvolは治療寝台上に直接ファントムを設置するよりも

小さかった。 

【考察】頭頚部条件での CBCTはOBI半回転で撮像されるため、

IMRTファントム計測法の計測には注意を要する。 

 

 

 

 

088 IGRTにおけるIMRTファントムを用いたCBCTの線量の 

妥当性評価  (骨盤部条件における検討)  

 
1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、2浜松医科大学医

学部付属病院 放射線部 

 

小林将也 1、林直樹 1、桂川侑也 1、木村広大 1、小河路真由 1、

鈴木雅則 2、清水卓 2、鈴木健之 2、池田浩章 2、坂本昌隆 2 

 

【目的】CBCT の被曝線量の評価に IMRT ファントムを用いて行

うが、その手法が適切かは未だに詳細な報告がされていない。

本研究では、骨盤部条件におけるCBCTの線量評価にIMRTファ

ントムを用いる手法の妥当性について検討する。 

【方法】CBCT 撮像での標準的な骨盤部撮影条件における CTDI

をIMRTファントムによる計測法と CTDIファントムによる計測

法それぞれによってCTDIVolを求め、比較した。また、IMRTファ

ントムと治療寝台の間に空隙を挿入する場合とも比較した。 

【結果】IMRTファントム計測法による CTDIVolは CTDIファント

ム計測法と比較して顕著な誤差を呈した。また、空隙を設けた

CTDIVolは治療寝台上に直接ファントムを設置するよりも小さか

った。【考察】IMRT ファントムは CTDI ファントムに比べファ

ントム内散乱が小さく、また一部の辺縁評価点での低線量が

CTDIVolを低く見積もる傾向がある。 
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089 動体追尾照射時の診断用X線監視が与える標的外の被曝線量 

    評価 

 
1大垣徳洲会病院、2藤田保健衛生大学放射線学科 

 

棚橋伸吾1、高田勇馬1、水野勉1、中江寛樹1、林直樹2 

 

【目的】動体追尾照射は腫瘍の動きを診断用X線によって連続的

に監視しながら治療用X線を照射する。しかしながら、診断用X線

による付加線量は治療計画装置では考慮できない。本研究では、

動体追尾中の監視による標的外被曝線量を評価した。 

【方法】ラジオクロミックフィルム(EBT3)を貼付した積層ファン

トムを動体ファントム上に設置し、三菱重工社製Vero-4DRTによ

る動体追尾を行った。監視用インプラントマーカーはVisicoilを

利用し、振幅は1cmとした。監視用X線の照射条件は、125kV、320mA、

10ms間隔1.0sとした。治療用X線の照射条件は6MV、処方線量10Gy、

照射野5×5cmとした。EBT3は照射20時間後に読み取り解析した。 

【結果】監視による標的外被曝線量は、頭尾方向で15～30cGy、

左右方向で10～20cGyとなった。また、 動体追尾により体表面に

おける照射野は頭尾方向に拡大した。 

【考察】監視による標的外被曝線量は、頭尾,左右方向ともに増

加し、特に頭尾方向で顕著に現れた。 

 

セッション19 治療5 管理  

 

090 コバルト60定位手術的照射装置の線源交換時の被ばく管理 

 

偕行会 名古屋共立病院 医療技術部 画像技術課 

 

小栗佑太、萩原昌宏、松永雄太、滝川幸則、内山幸男 

 

【目的】コバルト60定位手術的照射装置において線源交換によ

る医療従事者の被ばく管理を調査した。 

【方法】線量測定は装置周辺の医療従事者が作業する位置とし

た。測定は電離箱式サーベイメータを使用し、3 回測定、平均

値で示した。また、治療中に治療室へ立ち入る回数を調べ、1

回の入室時間は10分とし、線源交換前後の40例から1ヶ月あ

たりの被ばく線量を検討した。 

【結果】線源交換前の漏洩線量は単位時間当たり 0.3μSv、交

換後は 0.6μSvとなった。治療室への入室回数は線源交換前が

17回、交換後では8回となった。1ヶ月あたりの被ばく線量は

交換前で約2.85μSv、交換後は約4.8μSvとなった。 

【考察】線源は遮蔽されているが漏洩線量はあり、線源交換後

増大していることを確認した。被ばく線量を減らすためには、

治療室外で行える作業等はあらかじめ行い、立ち入る時間を短

くする必要がある。 

 

 

 

 

 

091 リニアック治療室の利用線錐に対する放射線遮蔽計算法の 

    検証 

 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 

 

内山瑞樹、鈴木健太郎、阪井啓太、加藤秀起 

 

【目的】リニアック室における遮蔽計算は「放射線施設の遮蔽

計算実務マニュアル」に従い行われている。最近モンテカルロ

(MC)法による遮蔽計算も行われるようになった。「マニュアル」

およびMC法による遮蔽体の空気カーマ透過率を比較検討した。 

【方法】4,6,10MVの治療用Ｘ線についてコンクリート（RC）お

よび鉄板（Fe）の透過率を「マニュアル」およびMC法で算出し

比較検討した。壁がRCとFeの複合遮蔽の場合、「マニュアル」

によるRCおよびFeのそれぞれの透過率を乗ずる乗積法で算出

された透過率とMC法による透過率を比較検討した。 

【結果・考察】RC、Fe とも「マニュアル」よりも MC 法の方が

遮蔽体透過率が高くなった。複合遮蔽の場合も「マニュアル」

の乗積法よりもMC法による透過率は低くなった。両者の差は入

射Ｘ線スペクトルの違い、複合遮蔽の場合、各材質層入射時の

一次線スペクトルを入射スペクトルで代用しているためと考え

られる。 

 

 

 

092 治療RIS未導入施設における照射室での患者・セットアップ 

    情報表示の検討 

 

春日井市民病院 放射線技術室 

 

内田守彦、若田鋭樹、平子貴雄、渡邉健二、伊藤正紀、石山貴

規、近藤晋平 

 

【背景・目的】当院では2014年にTomotherapyを導入したが、治

療RIS導入は保留となり当初は照射室内で患者確認、セットアッ

プ情報の確認が出来なかった。またTomotherapyのガントリーに

は英語表記での氏名と顔写真表示が出来るモニターが付属して

いるが、当院規定にて患者確認は装置に表示された氏名、生年月

日、患者ID等で確認する事となっている。そこで顔写真部分を利

用し患者・セットアップ情報を表示することで間違い防止とスル

ープットの向上を目的とした。 

【方法】患者・セットアップ情報を市販のPC内蔵Excel、ペイン

ト機能でjpeg画像にし、顔写真部分に表示させ本手法前後の効果

を治療担当技師で比較した。 

【結果・考察】日本語での患者情報があることで患者確認が確

実に行える上、セットアップ情報も表示されることでセットア

ップの間違い防止やスループットの向上が出来た。本手法は同

様の問題を抱えている施設において有用と考えられる。 
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093 当院の放射線治療における品質管理の取り組み 

 

聖隷三方原病院 総合画像診断部 

 

杉本賢吾 

 

【目的】放射線治療の品質管理は、装置管理が主な目的となるこ

とが多いが、中小規模病院における品質管理の取り組みは、がん

センターや大学病院とは違った視点で、放射線治療の質の向上を

目指している。そうした当院の取り組みについて紹介する。 

【方法】2016年4月以降、品質管理に関わる業務を行う中で、装

置のトラブル対応、申請書類、手順書、カンファレンスの見直し

などを行ってきた。装置に関しては、幾何学的な中心精度管理、

MLC位置の調整など、様々な問題に対して試行錯誤を繰り返して

きた。また、装置以外では、安全な治療を行うための対策やスタ

ッフ教育など品質管理の業務は非常に多岐にわたる。これらにつ

いて事例を挙げ報告する。 

【考察】放射線治療における品質管理は、治療に関わるスタッフ

全員が情報を共有することで達成される。当院の取り組みのなか

で得られた経験が、他施設の参考になればと考える。 

 

 

セッション20 計測2 

 

094 歯科用コーンビームCT装置と面検出器CT装置における 

    患者被ばく線量の評価 

 
1社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線部、2藤田保健衛生大

学 医療科学部 放射線学科 

 

下谷祐大1、松永純也1、大塚智子1、三輪弘樹1、吉田花穂1、渡邉一

正1、鈴木昇一2、神谷悟1 

 

【目的】当院では、歯科口腔外科領域の画像診断において歯科

用コーンビームCT装置（以下歯科用CBCT）と面検出器CT装置

（以下ADCT）を使用している。そこで、両装置の患者被ばく線

量を評価した。 

【方法】使用装置は朝日レントゲン工業社製AUGE SOLIO（歯科

用 CBCT）及び東芝社製 Aqilion ONE（ADCT）とした。ランドフ

ァントムに TLD素子を挿入し、両装置使用時の患者被ばく線量

を測定した。撮影条件は、当院の歯科口腔外科領域のプロトコ

ルに準じた。 

【結果】歯科用CBCTでは水晶体（右：0.34mGy、左：0.69mGy）、

甲状腺（右：1.68mGy、左：3.47mGy）、ADCTでは水晶体（右：

4.44mGy、左：5.03mGy）、甲状腺（右：7.79mGy、左：7.86mGy）

であった。 

【結論】今回の結果から、患者被ばく線量は歯科用CBCTの方が

ADCTよりも低い値であった。 

 

 

 

095 CTにおける円柱状水ファントム内部の実効エネルギーの 

解析 
1藤田保健衛生大学病院 放射線部、2名古屋大学 脳とこころの

研究センター、3藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 

羽場友信 1、小山修司 2、小林正尚 3、井田義宏 1、木野村豊 1 

 

【目的】CTでの線量評価にエネルギー依存性を有する線量計を

用いる際には、入射 X線の実効エネルギーで校正することが一

般的である。しかし、ファントム内部と入射時の実効エネルギ

ーは異なる可能性がある。本研究では、円柱状水ファントム内

部の実効エネルギーを解析した。 

【方法】解析にはモンテカルロシミュレーション（EGS5）を用

いた。CT装置は AquilionONE（東芝社製）を模擬し、管電圧は

80〜135kV、ビーム幅は 32mm,160mmとした。円柱状水ファント

ム（直径32cm；長さ45cm）内部の実効エネルギーを、体軸方向

中心にて表面から内部に深さ2cm間隔で算出した。 

【結果】ファントム内部中心での実効エネルギーは入射時に比

べて低下した。その影響は管電圧が高く、ビーム幅が広いほど

顕著になり、最大で6keVの低下を認めた。 

【考察】実効エネルギーが低下する原因は、ファントム表面か

ら内部に向かうほど低エネルギー成分である散乱線が多くなる

ためである。 

 

 

096 蛍光ガラス線量計を用いたX線CT撮影における断面内 

エネルギー分布推定に向けた試み  

 
1金沢大学 医薬保健学域 保健学域 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 

 

會津 綾 1、松原孝佑 2、小原優貴 1、西郡健太 1 

 

【目的】蛍光ガラス線量計にはエネルギー依存性が大きいとい

う特徴がある。この特徴を利用してX線CT撮影において断面内

のエネルギー分布の推定を試みた。 

【方法】蛍光ガラス線量計(エネルギー補償フィルタな

し:GD-302M,フィルタあり:GD-352M,旭テクノグラス製)と電離

箱(10X6-6,Radcal 製)に X 線を同時曝射し、それぞれの校正定

数を求めた。次に、腹部 RANDOファントムに2種類の蛍光ガラ

ス線量をそれぞれ埋め込み、CTで撮影した。得られた読み取り

値の比から断面内のエネルギー分布を推定した。また、それぞ

れの読み取り値に校正定数を乗じ断面内線量分布を作成した。 

【成績】線量値はフィルタなしの蛍光ガラス線量計で測定した

方が高い傾向を示したが、両者の線量分布に顕著な差は見られ

なかった。エネルギー分布は、体内部で高く体表部で低い傾向

を示した。 

【結論】蛍光ガラス線量計を用いてX線CT撮影における断面内

エネルギー分布を推定できる可能性がある。 
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097 CT用ペンシル型電離箱とタングステンリングを用いた 

CT装置のビーム幅評価 

 
1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、2浜松医科大学付

属病院 放射線部、3東洋メディック株式会社 

 

鈴木昇一 1、綾部奈央 1、磯村尚史 1、竹内大貴 1、黒田武弘 3、

竹井泰孝 2 

 

【目的】CT検査では、画像表示に使用される画像表示厚と名目

スライス厚さが異なる。X線線量の有効利用率が70%以下の場合

には装置に表示するようになっている。今回、CT用電離箱とタ

ングステンリングを用いてビーム幅を求める方法が公開された。

精度、問題点について検討した。 

【方法】CT装置は、Aquilion CXを使用し、表示されている厚

さと、管電圧で評価した。回転中心に空中線量、タングステン

リング幅50mm、10mm、15mmの線量を測定し計算でビーム幅を算

出した。同時にガフクロミックフィルムを使用して計算値と比

較した。 

【結果】名目スライス10mm以上では、リング幅 10mmでフィル

ム測定したものとほぼ同等な値となった。管電圧、スライス厚

さにより差が生じた。 

【まとめ】使用したリングでは簡便な線量測定のみでCT検査で

患者の受ける基礎的な線量を臨床現場で簡便に評価でき、実用

性があることが判明した。 

 

 

098 異なる電離箱検出器を用いたX線CTのビームプロファイル 

    測定 

 
1浜松医科大学医学部附属病院 放射線部、2藤田保健衛生大学 

医療科学部 放射線学科 

 

竹井泰孝 1、鈴木昇一 2 

 

【目的】異なる電離箱検出器を用いてX線CTのビームプロファ

イル測定を行い、検出器の違いによるプロファイル測定への影

響を検討した。 

【実験方法】CT装置はAquilion CX、多目的X線アナライザー

はAccu-Gold+、電離箱検出器は6 cc指頭型、3 ccペンシル型、

0.6 cc指頭型、0.15 cc指頭型を用いた。それぞれの検出器を

ガントリー回転中心に配置し、100 mm長のヘリカルスキャンを

行って free-in-airにおけるビームプロファイル測定を行った。

また X線ビーム幅、ピッチファクタの変化がプロファイル形状

に与える影響を検討した。 

【結果】使用する検出器の種類により、プロファイル形状が大

きく変化することが確認された。またピッチファクタはプロフ

ァイル形状に大きな影響を与えなかった。 

【考察】狭い X線ビーム幅を測定する際には電離容積の小さい

検出器を用いた方が良好なプロファイル形状を得られるが、感

度低下によるノイズも増加するため注意が必要である。 

 

セッション21 防護 

 

099 X線防護衣の破損による防護能力の変化について 

 

大垣市民病院 医療技術部 

 

山中一輝、竹島賢治、伊藤益弘、恒川明和、藤原宏、矢代真理

子、伊藤唯、伊藤清華、遠藤斗紀雄 

 

【目的】X 線防護衣の様々な破損パターン、範囲による透過線

量の変化を測定し、破棄対象の目安を決定する。 

【方法】破棄予定の X線防護衣を用いて、ピンホール（穴）、

裂け目をそれぞれ数パターンのサイズで作成した。透視装置、

散乱体を用いて術者の腹部を想定した位置の透過線量を防護衣

のあり・なしをコントロールとして各破損パターンについて測

定した。 

【成績】X 線防護衣の破損面積と線量の増加には相関がみられ

た。それを元に当院での破棄対象とする目安を決定した。 

【結論】今回、破損パターンによる破棄対象の目安を決めた。

今後、破損箇所による被ばくについて考慮した破棄条件設定も

作成したいと考える。X 線防護衣の破損面積と線量の増加には

強い相関があると考えられる。さらに、保管や使用の状態によ

って X線防護衣の寿命を縮めることも考えられる。よって、常

に正しい使用・保管を行い、定期的な点検が重要であると考え

る。 

 

 

100 一般撮影およびCT撮影における防護メガネの最適化に 

向けた検討 

 
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 

 

西郡健太 1、会津綾 1、小原優貴 1、松原孝祐 2 

 

【目的】一般撮影およびCT撮影を想定したX線に対する、防護

メガネによる線量減衰率を検討し、それぞれに対する防護メガ

ネの最適な鉛当量を模索した。 

【方法】X線撮影装置(MODEL、R-20、島津製作所製)で70kV、110kV

の管電圧を用い、防護メガネ(HF-400、東レ・メディカル製)に

よる線量減衰率を求めた。110kV には 8mm 厚のアルミニウムを

付加した。また、電子光子輸送モンテカルロ計算コード

EGS5(Electron Gamma Shower 5)を用いて0.07〜1mmPbに対する

減衰率を求め、実測値とシミュレーションの値を比較した。 

【結果】防護メガネによる実測した減衰率は 70kV では

83.5％,110kVでは48.9％となった。この値に対し、シミュレー

ションで測定した110kV-X線の0.07〜1mmPbにおける減衰率は

47.5〜97.8％であった。 

【考察】CT撮影を想定した110kV-X線に対する110kVでの防護

メガネの線量の減衰率で、一般撮影を想定した70kVと同等な結

果が得られる鉛厚は0.3mmPb程度であると考えられる。 
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101 歯科パノラマ断層撮影時における介助者の被ばく線量の 

評価  

 

社会医療法人 宏潤会 大同病院 

 

吉田花穂、大塚智子、三輪弘樹、下谷祐大、渡邉一正、神谷悟 

 

【目的】当院では障害者歯科を行っており、歯科パノラマ断

層撮影時（以下パノラマ撮影）にスタッフが患者を介助しなが

ら撮影する事がある。そこで、パノラマ撮影時における介助者

の被ばく線量を測定した。 

【方法】使用装置は朝日レントゲン工業社製AUGE SOLIO、線

量計はRTI社製Piranhaとした。介助者が立位の場合と座位の

場合で検討した。撮影条件は本装置の成人男性の設定とし、座

位撮影を想定して人体ファントムを設置した。測定部位は水晶

体・甲状腺・生殖腺とし、生殖腺についてはプロテクターの有

無で測定した。 

【結果】プロテクター無しの場合、水晶体は 6.0〜38.1nGy、

甲状腺は11.3〜38.8nGy、生殖腺は9.0〜38.8nGyとなった。プ

ロテクター有りの場合の生殖腺の線量は測定不可であった。 

【結論】パノラマ撮影時の介助者の被ばく線量を把握するこ

とが出来た。 

 

 

 

 

 

102 一般撮影での介助時における水晶体被曝の評価 

 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 

 

栗野直也 

 

【目的】一般撮影を担当する診療放射線技師が、撮影介助によ

って受ける水晶体被曝線量の評価を行う。 

【方法】半年間、一般撮影を担当する技師 2名の防護メガネの

左右内外に4箇所、クイクセルバッジの前面1箇所に超小型OSL

線量計（nanoDot）を貼付し、それぞれの位置の空気カーマ値を

1ヵ月間の積算値として測定を行なった。Behrensらが示した水

晶体等価線量換算係数を乗じ、水晶体等価線量を算出した。 

【結果・考察】期間中 339／21446 件（約 1.86％）で撮影介助

を行った。介助を行った撮影部位として股関節が 140件と最も

多く、次いで胸部 134件となった。防護メガネ外部の水晶体等

価線量の中央値は0.159mSv、内部の中央値は0.061mSvであり、

防護メガネによって水晶体等価線量は約 1/2に低減していた。

今後、介助件数が増加してくることが十分に考えられるため、

撮影介助を行う際には防護メガネを着用するなど、介助者の水

晶体被曝防護策が必要になると考える。 

 

 

 

 

103 一般撮影、CT撮影に従事する診療放射線技師の水晶体被ば

く 

    線量の実態調査 

 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 

 

小原優貴、松原孝祐、会津綾、西郡健太 

 

【目的】一般撮影、CT撮影に従事する診療放射線技師の水晶体

被ばく線量の実態を調べ追加防護の必要性を検証した。 

【方法】一般撮影、CT撮影に従事する診療放射線技師2名ずつ

に、頸部位置に個人線量計(Inlight Badge:長瀬ランダウア製)

を着用してもらい3か月間3mm線量当量(Hp(3))を測定した。CT

撮影については個人線量計に加えて小型線量計(nanoDot:長瀬

ランダウア製)を取り付けた防護メガネをつけてもらい、4か月

間それぞれの線量計の位置から水晶体の等価線量を推定した。 

【成績】一般撮影に従事する技師2名のHp(3)は平均0.305mSv/

月、CT撮影に従事する技師 2名では平均1.29mSv/月であった。

CT撮影に従事する技師の小型線量計から得られた Hp(3)はメガ

ネ中央位置で最も高く平均2.06mSv/月であった。 

【結論】CT撮影に従事する診療放射線技師は水晶体の等価線量が

新しい線量限度を超える可能性があるため防護メガネを着用す

るなどの防護措置を講じるべきである。 

 

 

 

セッション22 超音波 

 

104 小型薄層超音波プローブのカラードップラーにおける心臓 

    外科部門への応用 

 
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

薬保健研究域保健学系 

 

佐々木美貴 1、真田茂 2 

 

 我々は現在、術中エコーのための小型薄層超音波プローブを

開発している。本研究ではカラードップラー機能について、空

間分解能、速度精度、感度に関する特性を評価した。糸を血流

に模した、水中において一定速度で移動するストリングファン

トムを用いた。空間分解能は、細い 1本の糸を表示するカラー

のプロファイルのボケと、所定の間隔で移動する複数の糸を表

示するカラーの分離の程度を評価した。速度精度は、糸の移動

速度を減速したときに、カラーで表示されなくなる限界速度を

評価した。深さ方向の感度は、水中に斜めに位置されたストリ

ングファントムの表示限界深を評価した。その結果、血流が低

速の血管および深部の血管のカラードップラー表示に改善は要

するものの、冠動脈バイパスグラフト術などへの応用に有効で

あることが示唆された。 
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105 小松市学童期野球検診の二次検査の報告  

−内側型野球肘の検討−  

 
1特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター 放射

線課、2特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター 

整形外科 

 
1宮下高雄、1渋谷翼 2髙橋祐樹 

 

【背景】今回我々は石川県小松市において野球検診を行い、内

側型野球肘の検討を行ったので報告する。 

【対象と方法】野球検診参加者57名のうち、超音波検査で上腕

骨内側上顆の異常を指摘され、二次検査で当院および当院関連

施設を受診した 8名（14.0％）にレントゲン撮影と超音波検査

を行い、検診と二次検査の画像所見について比較検討した。 

【結果】上腕骨内側上顆の異常で受診した 8名全員が内側型野

球肘と診断された。検診超音波で内側上顆の不整のみと判定さ

れた5名のうち4名はレントゲン写真で内側上顆の分離と診断

された。そのうち 2名は二次超音波検査でも分離骨が描出され

なかった。 

【考察】学童期は上腕骨内側上顆の骨化が未熟であり、野球の

内側障害では靭帯付着部の障害が好発する。今回の野球検診お

よび二次検査においては、レントゲン写真と超音波画像の所見

に相違がある症例が存在することがわかった。 

 

 

 

106 超音波検査を契機に診断し得た濾胞性リンパ腫の2例 

 

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 放射線科 

 

今泉延、伊藤将倫、傍嶋智恵美、中村妙、鈴木誠治、林省路、

伴克彦 

 

 症例 1：60歳代男性。近医より貧血精査にて当院に紹介腹部

超音波検査（US）にて左腹部に40×35mmの境界明瞭平滑、内部

低エコーでやや不均一を呈した腫瘤を認めた。引き続き当院倫

理委員会承認のもとソナゾイド造影検査（CEUS）を施行。早期

にほぼ均一した染影を認めるも一部に非染影部も存在し

washoutされた。 

 症例2：60歳代女性。腹痛を主訴に来院。USにて左下腹部に

42×40mmの境界明瞭平滑、内部低エコーで一部高エコーの不均

一な構造物を有した腫瘤を認めた。CEUS早期で辺縁と内部の一

部に染影を認めるのみであり大半は非染影であった。USにて 2

例とも消化管や実質臓器との連続性はないと判断でき、外科的

切除を施行。結腸間膜由来の濾胞性リンパ腫と診断した。濾胞

リンパ腫は比較的まれでUSを契機に診断できた症例であり、若

干の文献をふまえ報告する。 

 

 

 

 

107 偽胆石による胆石性膵炎の一例  

 
1藤枝市立総合病院 診療技術部、2藤枝市立総合病院 放射線科、
3藤枝市立総合病院 消化器内科 

 

秋山敏一 1、北川敬康 2、林健太郎 2、大畠昭彦 3 

 

 症例は94歳男性、急性心筋梗塞再発による心不全にて当院循

環器科に入院加療し退院となったが、退院直後からの腹痛にて

当院救急外来を受診した。超音波検査にて胆石と総胆管結石さ

らに膵頭部周囲にecho free space を認め、胆石性膵炎を疑い

当院消化器内科に入院となった。結石像が砂様で、循環器科入

院時の超音波検査では胆道系に異常を認めていなかったため、

偽胆石を疑い投薬歴を確認すると、心不全での入院であったが

肺炎を合併しており、セフトリアキソン（CTRX）が12日間（2.0g/

日）投与されていた。保存的加療で、その後症状は改善し、超

音波検査にて結石像の縮小を認めた。砂様の胆道結石が短期間

で出現した場合は、CTRX の投与の有無を確認する必要があり、

結石の鑑別と経過観察に超音波検査は有用であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 腸骨動脈病変における総大腿動脈パルスドプラ波形の検討 

 
1財団医療法人 中村病院 画像情報センター 

 

黒田周也 1、木村裕治 1、白崎伸一郎 1 

 

【背景・目的】下肢動脈超音波検査における腸骨動脈領域は、

肥満や腸内ガス、石灰化などによって評価困難な場合があり、

総大腿動脈(CFA)の波形パターンからは予測困難な例を少なか

らず経験する。そこで今回、CFA でのパルスドプラ波形の解析

から腸骨動脈病変を予測できるか検討した。 

【対象】間歇性跛行を主訴とし血管内治療(EVT)適応となった片

側腸骨動脈病変 45症例を対象とした。(両側腸骨動脈病変、浅

大腿動脈(SFA)完全閉塞は除外した。) 

【結果】CFA での波形解析から、狭窄肢の収縮期最大血流速度

(PSV):85cm/ｓ以下且つPSV左右差:30cm/s以上をカットオフと

した場合、感度:73% 特異度:98%となった。D-1波形を呈する症

例は、狭窄率が低い傾向に多くみられたが、58％に視覚的左右

差を認めた。 

【結論】CFAでのパルスドプラ波形を解析し、両側のPSV、波形パ

ターンを比較することで腸骨動脈病変を予測できる可能性が示

唆された。 
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セッション23 血管撮影 

 

109 小児心臓カテーテル検査におけるX線管球位置変更による 

    散乱線分布の変化 

 

聖隷浜松病院 放射線部 

 

山崎友希、大須賀琢弥、望月佑馬、松井隆之、栗田仁一 
 

【背景・目的】当院の小児循環器科が施行するカテーテル検査に

おいて術者の立ち位置は側面管球側となっており、術者の被ばく

線量が当院の規定する線量警告の上限を超えてしまう事があっ

た。そこで術者の被ばく低減を目的とし、側面管球を術者と反対

側にした状態での散乱線分布および術者の被ばく線量を測定し

検討した。 

【方法】 水ファントムを配置し、側面管球を術者側と術者と反

対側にしたときの床からの高さ100cm、150cmの散乱線分布および

術者の被ばく線量を測定した。 

【結果】側面管球を術者と反対側にしたときの散乱線は術者側の

ときと比較して床からの高さ100cmでは70％、150cmでは80%減少

した。また、術者の被ばく線量は20％減少した。 

【考察】 術者の被ばくは主に放射線が患者を透過する際に生じ

る散乱線から引き起こされる。X 線管球側の方が散乱線の発生

は多いため、側面管球を術者と反対側にすることで術者の被ば

く低減につながったと考える。 

 

 

110 コーンビームCT画像におけるアーチファクト補正アルゴ 

   リズムを用いた画質改善効果に関する検討 

 
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 

 

大澤充晴 1、伊藤雄二 1、青井典隆 1、中村勝 1、藤田尚利 2、小

山修司 3、石口恒男 4 

 

【目的】当院の血管造影装置に搭載されたコーンビームCTは、多

様な再構成アルゴリズムが存在する。今回我々は、コーンビーム

アーチファクトの補正を行うアルゴリズム「clear」に焦点を絞

り、その有用性について検討した。 

【方法】CT性能評価ファントムを回転中心から左右上下10cmにず

らして撮影し、 modulation transfer function、 noise power 

spectrumをclearの有無でそれぞれ算出した。その値を元に、低

コントラスト検出能の定量的指標であるlow contrast 

detectability index(LCDI)を求めて物理的画質特性について検

討した。 

【結果・考察】clearはアーチファクト補正の過程において、空

間分解能等の改善に寄与し、低コントラスト検出能を担保しなが

ら、画質を向上させる。 

 

111 フラットパネルディテクタを搭載したcone beam CTにおける 

    空間分解能の評価 

 
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 医療科学部 放射線学科 

 

山本優貴 1、加藤楓大 1、山口哲男 1、倉谷洋佑 1、高橋康方 1、

丹羽正厳 1、辻岡勝美 2 

 

【目的】フラットパネルディテクタを搭載した血管撮影システ

ムにおいてcone beam CT (CBCT) は、臨床で非常に有用である。

今回、CBCTを使用するうえで最も解像特性の高いとされるマイ

クロモードについて空間分解能を測定したので報告する。 

【方法】解像特性は一般的にCT装置の評価で使用されるワイヤ

ー法を用いた。血管撮影装置のテーブル上に自作ワイヤーファ

ントムを設置し、マイクロモードで撮影を行い、得られた画像

よりMTFを測定した。 

【結果】MTFの結果より、10%MTFの値は2.5cycle/mmを超えて

おり、非常に高い空間分解能を示した。 

【結論】マイクロモードは、使用するうえでFOVが約10cmと制

限があるが、非常に高い解像特性を持つため、頭蓋内ステント

の描出、整形領域における微細な骨折の有無など、臨床で使用

するうえで有効であることが示唆された。 

 

 

 

セッション24 核医学 

112 乳房専用PETによる背景乳腺のSUV値の検討−マンモグラフィ 

    乳腺濃度群での比較− 

 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部 

 

吉村早紀、福永真紀、福山誠介、古川晋司、小川大輔、山田裕

一 

【背景・目的】乳房専用 PET装置は全身PET装置と比べて感度

が約10倍以上向上した。これにより、正常な背景乳腺のFDGの

集積も検出することができる。今回我々は乳房専用 PETによる

背景乳腺の SUV値とマンモグラフィ(MG)の乳腺濃度の関係を検

討した。 

【期間・対象】平成27年4月から平成28年7月までに乳房専

用PET検査を行い正常乳腺が評価できる126症例を対象とした。 

【方法】乳房専用PET画像で200mm2の円形ROIを背景乳腺に設

定し、平均SUV値を算出した。平均SUV値をMG乳腺濃度別に比

較検討した。 

【考察】背景乳腺の平均SUV値±SDは、高濃度：1.04±0.19（7

例）、不均一高濃度：1.00±0.22（83例）、乳腺散在：0.77±

0.23（26例）、脂肪性：0.42±0.14（10例）であった。有意差

検定の結果、高濃度・不均一高濃度のみ有意差を認めなかった

が、その他の群間ではｐ＜0.05で有意差を認めた。 

【考察】MGの乳腺濃度と正常乳腺へのFDGの集積に相関が認め

られた。 
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113 ９９ｍTc薬剤負荷心筋シンチにおける腹臥位の有用性 

 
1社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 放射線科、2社会医療法人杏

嶺会 一宮西病院 循環器内科 

 

丹羽孝光 1、田中伸享 2 

 

【目的】Tc心筋シンチ撮影時にしばしば心外高集積アーチファ

クトが問題となる。腹臥位による撮影を追加することで、アー

チファクトが低減し診断能が向上するか検討した。 

【方法】Tc薬剤負荷心筋シンチとCAGを施行した腹臥位導入前

後の各 40症例、計 80症例において CAGによる 75%以上の狭窄

を虚血と定義し感度、特異度、正診率を比較した。 

【結果】腹臥位導入前 感度0.76特異度0.50正診率0.73導入

後 感度 0.89特異度 0.62正診率 0.80虚血部位一致 導入前

55％  導入後65％ 

【考察】腹臥位導入後に感度、特異度、正診率とも上昇してお

り、虚血部位の診断一致率も上昇した。よって腹臥位追加撮影

は有用であったと考えられる。しかし今回スタンダードにした

CAG は視覚評価であるため、今後虚血の指標である FFR に基づ

き腹臥位追加撮影の有用性を評価することを検討している。 

 

 

 

 

 

 

114 検定日変更に伴う心筋血流シンチ収集プロトコールの対応 

 

富士宮市立病院 診療技術部 中央放射線科 

 

小林邦和、深澤裕 

 

【目的】2016年4月より 201TlClの検定日が、当日検定日と変更

になった。実投与量の減少によりカウント不足による画像の劣

化が懸念される。検定日変更後からは、1view あたりの収集時

間を40sから60sに変更した。 

【方法】心筋血流シンチの正常患者において LAO45°の1Pixel

あたりのカウント数を検定日変更前（2016年1月～2016年3月、

21例）と検定日変更後（2016年4月～2016年8月、22例）で

計測し比較した。 

【結果】検定日変更前は21例中18例、検定日変更後は22例中

21例が 1Pixelあたり 100カウント以上を保持した。検定日変

更前後の関係において同様の傾向を示し、体重が増加するとカ

ウントは減少した。 

【考察】変更後も収集時間を延長する事により、多くの症例で

1Pixelあたり100カウント以上を保持した。検査時間が長くな

り患者さんの身体的負担が大きくなっているため、今後は体重

等の条件において最適な収集時間の設定を行う必要性があると

考えられた。 

 

 

115 ソマトスタチン受容体シンチグラフィー(SRS)の初期経験 

    ～分化度と集積～ 

 
1愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 放射線技術

室、2愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 

 

岩間功訓 1、林誠 1、浅井翼 1、松島秀 1、稲葉吉隆 2 

 

【目的】SRSはソマトスタチン受容体(SSTR)を有する神経内分泌

腫瘍(NET)の診断に活用され、腫瘍の組織学的分化度(Ki-67指数)

により、集積が異なることが報告されている。今回当院の症例に

おいて組織学的分化度の違いによる集積の特徴を検討した。 

【方法】薬剤注射4時間後に全身プラナー、24時間後に全身プラ

ナーとSPECT/CTを実施した。他のモダリティ画像においてNETと

診断され、Ki-67指数によりG1,G2,G3のグレードに分類された原

発巣および転移巣におけるSRS画像の特徴を比較した。 

【結果・考察】G1,G2 症例では他のモダリティ画像で確認され

た原発巣および転移巣にSRSで異常集積を示した。G3症例では

異常集積を示さない腫瘍や局所的な分布を示す腫瘍が存在した。

SRSはSSTRの分布を画像化することができ、病理組織診断で得

られない腫瘍の全体像を把握することが可能である。全身スク

リーニングに SRS を追加することにより、NET 診療の向上に寄

与できると考える。 

 

 

 

 

116 Ra―223による床材の放射性表面汚染測定法の検討 

 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 

 

澤田通文、小粥守、見上浩也 

 

【目的】Ra―223による床材の放射性表面汚染（以下、表面汚染

と略す）測定法について検討した。 

【方法】ガラスとろ紙にそれぞれRa―223溶液（61Bq）を滴下し、

各試料のα線をα／β線用シンチレーションサーベイメータ

（TCS-362）を用いて測定した。α線の測定は、線源―検出器間

距離を5mmとし、測定時間を10分として直接測定法で行った。表

面汚染は、JIS Z 4504：2008に基づいて評価し、機器効率0.3、

表面汚染の線源効率は安全側の数値として0.25を用いた。 

【結果】JIS Z 4504に基づいて評価した、ガラスとろ紙上の表面

汚染はそれぞれ、118、69Bqとなった。 

【結論】直接測定法によるガラスとろ紙上のα線放出核種の表面

汚染は、それぞれ、真値の1.9、1.1倍と安全側に評価された。し

かし、床材の性状はα線の放射線吸収に大きく影響するため、床

材による表面汚染の線源効率について検証が必要である。 
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セッション25 医療安全・ほか 

117 当院におけるMRI検査の脳動脈クリップ事故未遂の一例 

 

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独

立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院 脳神経外科 

 

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、渋谷正人 2 

 

【背景】脳動脈瘤の治療に多くクリッピング法が施行されてい

る。MRI の普及に伴い医療材料も MRI 対応の物品に切り替わっ

ている。当院脳神経外科が使用している脳動脈瘤手術用クリッ

プもチタン製であり、当院でのクリッピング法による手術既往

のある患者は3.0TMRIを含みMRI検査可能としていた。 

【事例】2015年5月、1985年(昭和60年)当院にてクリッピン

グ法による治療を行った患者で、手術後 MRIでの経過観察は行

われておらず使用したクリップの履歴もなかった。消化器科よ

り問い合わせがあり脳神経外科へ確認を指示し頭部単純撮影に

て確認したところ MRI 非対応のステンレス製のクリップ

（Heifetz clip）であった。 

【考察】2013年3.0TMRI装置の導入を機に、当院で採用されて

いる体内埋込型の金属等について9345品を添付文書にてMRI対

応か否かの確認を行った。しかし廃盤になった物品など添付文

書にて確認できない物品や、記載そのものない物もあり注意が

必要である。 

 

 

118 当院での緊急時に対する取り組み報告 

 

聖隷浜松病院 放射線部 

 

小林靖典 
 

【目的】MRI 検査では造影剤使用時に副作用が起こる可能性が

あるため、緊急時に迅速な対応が求められる。その取り組みと

して、当院では普段から緊急時シミュレーションを技師、看護

師、受付、医師を交えて行っている。そこで今回当院における

緊急時に対する取り組み、改善を報告する。 

【方法】シミュレーションで問題があった箇所は改善を行い、

改善前後でアンケートをとった。 

【結果】シミュレーションを行ったことにより、緊急時に以前

より迅速且つ的確な対応ができるようになった。改善を行った

ことで、緊急事態が起こった際、撮影室の場所の特定が以前よ

り容易に行えるようになった。 

【結語】今後、継続してシミュレーションを行い、改善してい

くことで緊急時に他職種と上手く連携をとり、迅速且つ的確な

対応ができると考える。 

 

 

 

 

119 当院における造影剤使用リスク分析  

 

JA三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 

 

小濱健太 

 

【目的・背景】放射線診断を確定させる手段の造影剤投与は稀

に個人の素因・体質により有害薬物反応を引き起こす。当院に

おける薬剤副作用全例と造影剤副作用の比率と対応・対策につ

いて検討する。 

【方法】2012年4月より 2016年4月までの4年間における薬

剤副作用カード発行全症例と造影剤使用時副作用の割合を分析

した。 

【結果】CT・MRI 検査に使用する造影剤の副作用発生件数は一

定の頻度で発生し、当院全体の薬剤副作用のおよそ半数を占め

ることが分かった。 

【考察】CT、MRI 検査における造影剤副作用は一定の頻度で発

生することをあらゆる職員に認識してもらうため普段より周知

し、組織でシミュレーショントレーニング（初動から処置・記

録・搬送・伝達）を定期的に実施、継続することで副作用発現

時には迅速かつ的確に行動できると考える。 

 

 

 

 

 

 

120 業務範囲、業務拡大見直しに関する診療放射線技師の意識 

    調査  

 

1医療法人 誠仁会 塩川病院、2社会医療法人 峰和会 鈴鹿回

生病院 診療関連部 放射線科 

 

伊能太久摩 1、水井雅人 2、溝口裕司 2 

 

【目的】医療従事者の業務範囲が厚生労働省により見直されて

いる。本研究は新しい業務について診療放射線技師の意識調査

をする。 

【方法】2015.12 開催した研究会参加者を対象にアンケート調

査を実施した。調査項目は性別・年代、A 撮影、照射以外の業

務拡大B読影の補助C検査説明D抜針E疑義照会F救命処置で

ある。それぞれ「1、積極的に行いたい」から「5、絶対行いた

くない」までを5択で回答した。 

【結果】有効回答数48.8％全ての項目において「行いたくない」

より「行いたい」という回答が上回った。 

【考察】項目別に見ると、E，Fは「積極的に行いたい」のみで

半数以上となり医療従事者の一員である意識の強さを感じる。

また反対に「絶対に、どちらかと言えば行いたくない」の合計

が項目内では Dが一番多くこれまで通り看護師がすることに不

満がない事や患者に傷をつける等の不安概念が大きいことが考

えられる。などいろいろと見えてきた。 
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121 X線CTを用いた死後の経過時間における画像変化の 

   基礎的検討 

 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 

 

森道静香、米村知華、松浦佳苗、川野誠、武藤裕衣 

 

【目的】本研究では、長管骨の吸収消失の基礎的検討として、

鶏骨を用いて死後の経過時間および環境の違いによる CT 値の

変化と画像変化を比較して、骨吸収の消失との関係を検討した。 

【方法】X線CT装置で鶏骨を撮影し、海綿質、緻密質、髄腔の

CT値を経時的に測定した。撮影後、鶏骨を常温と冷蔵に分けて

保存し、10 日間での時間経過による CT 値と画像の変化につい

て検討した。 

【結果】海綿質と緻密質では、常温・冷蔵保存ともにCT値が約

400から200まで低下した。髄腔では、常温保存のCT値は約-80

から-1000まで低下したが、冷蔵保存でのCT値について大きな

変化はみられなかった。常温保存の鶏骨においては、画像上で

も髄腔の吸収低下がはっきりと見られた。 

【考察】死後の腐敗速度は、低温化に比べ高温化で速いと考え

られる。本研究より、Aiは死亡原因だけでなく、死後の経過日

数や保存状態の推定にも有用と考える。 
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