
第２回 中部放射線医療技術学術大会 プログラム
第 44回日本放射線技術学会中部部会学術大会

第 18回中日本地域放射線技師学術大会

日時：2009 年 11 月 7 日(土）、8 日(日）

会場：大垣市スイトピアセンター（文化会館・学習館）

岐阜県大垣市室本町 5-51

http://www.og-bunka.or.jp/guide/bunka_gakusyu/index.html#bunka

【参加登録費】会員 2,000 円、学生無料、 非会員 3,000 円

社会人大学院生は原則徴収

研究会のみ参加の場合も参加登録費を徴収させていただきます

【懇親会】 11 月 7 日（土）18:30～

会費 3,000 円（学生で参加する場合も同様）

上記登録費、懇親会費は参加登録受付に

て徴収させていただきます

会場：大垣市スイトピアセンター

第 3 会場：学習館 2 階 スイトピアホール

平成 21 年 10 月 30 日 No.2009-3
社団法人 日本放射線技術学会

中部部会
事務局：〒920-8641 金沢市宝町 13-1

金沢大学附属病院放射線部内
TEL:076-265-2010
FAX:076-234-4311

URL http://jsrt-chubu.org/index.cgi
E-mail: jsrtcb@mhs.mp.kanazawa-u.ac.jp
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●11月 7日（土）
8:30～ 参加登録受付開始
9:20～10:50 中部部会技術セミナー（各研究会）

11:00～11:30 開会挨拶
11:30～12:30 一般演題発表
12:30～13:30 ランチョンセミナー Ⅰ～Ⅳ

Ⅰ：「循環器医療の昨今」
Ⅱ：「非採血定量法における脳血流 SPECT 検査の有用性」

「非採血定量法検査の使用経験について：採血定量法との比較」
Ⅲ：「放射線技師として知っておくべき造影検査の知識」
Ⅳ：「３Ｄ画像解析の基礎から応用」

13:50～14:30 中部部会年会
14:30～15:30 一般演題発表
15:40～17:00 特別講演
「肝のＭＲＩ －最近の話題を交えて－」
17:00～18:00 特別企画
「教育システムの将来ビジョンについて」
18:30～20:30 意見交換会

●11 月 8 日（日）
8:30～ 参加登録受付開始
9:00～12:00 一般演題発表
12:10～13:10 ランチョンセミナー Ⅴ～Ⅷ

Ⅴ：「64 列から 320 列ＣＴへ移行して、320 列 CT の初期体験」
Ⅵ：「知っていますか？MIBG のエビデンス… ～自律神経からのアプローチ～」
Ⅶ：「3D画像解析装置 SYNAPSE VINCENT」
Ⅷ：「320 列 ADCT の画質特性と上腹部領域における臨床的有用性」

13:20～15:00 シンポジウム
「医療連携の現状と将来」
愛知県：「医用画像配信・管理、医療情報の共有化について」
静岡県：「救急医療について」
福井県：「周辺地域との医療連携について ＜遠隔診断とセカンドオピニオ

ンを含めて＞」
石川県:「病診連携について」
富山県：「医用機器の共同利用について」

15:00～15:20 閉会式
15:20～16:30 市民公開講座
「新型インフルエンザの脅威－岐阜県の取り組み－」
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大会長あいさつ

『第２回中部放射線医療技術学術大会の開催にあたり』

第 44 回日本放射線技術学会中部部会学術大会 大会長 横山 龍二郎

昨年の 11 月 23 日、24 日の 2 日間に福井で行われた第 1 回中部放射線医療技術学術大

会に引き続き、第 2 回中部放射線医療技術学術大会が「ネットワークで結ぶ放射線技術」

という大会テーマのもと、平成 21 年 11 月 7 日（土）、8 日（日）に岐阜県大垣市のスイ

トピアセンターで行われることが決定されました。この会場は平成 17 年の第 40 回中部

部会学術大会が行われた会場ですので、ご記憶の会員の方もおられることと存じます。

第 1 回目の福井県の大会では技師会ならびに技術学会の大会長をはじめ実行委員会の

皆様のご尽力により大成功のうちに終えられました。第 2 回目の岐阜県もこれに負けず

劣らず盛大に、かつ成功裏のうちに終えられるように実行委員会の皆様をはじめ、多く

の会員の皆様のご協力をいただきながら進めてゆきたいと考えています。また、そのた

めにも多くの会員の皆様からの演題の投稿が不可欠ですので、何卒よろしくお願い申し

上げます。

今回、大会長という大役を東村前部会長より拝命いたしましたが、ご期待に添えるよ

うに与えられた責任を果たすことが私の責務であると思うと同時に、その責任の大きさ

をひしひしと感じ、身の引きしまる思いで一杯です。

現在実行委員会で大会内容の詳細を詰めている段階ですが、会員の皆様のご期待に沿

えるように出来るだけ盛りだくさんの内容にしたいと考えています。

現在予定しています内容としましては、11 月 7 日に特別講演を「肝の MRI －最近の

話題を交えて－」と題して岐阜大学医学部附属病院 放射線部部長の兼松雅之先生にご講

演いただく予定です。兼松先生は腹部領域の画像診断がご専門で世界的にも著名な先生

です。今回は特に肝臓の MRI における最新のお話がお聞きできると思います。また、福

井と同様に日本放射線技師会長の北村善明先生と日本放射線技術学会長の小寺吉衛先生

による特別企画も行われる予定です。また、シンポジウムは「医療連携の現状と将来」

と題した内容で行う予定となっております。また、市民公開講演会は「新型インフルエ

ンザの脅威－岐阜県の取り組み－」と題して、岐阜県 健康福祉部 保健医療課 感染症対
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策企画監の樋口行伹氏をお招きしてご講演いただく予定です。

また、意見交換会（懇親会）を７日（土曜日）に会場内のスイトピアホール（第 3 会

場）にて 18 時 30 分より盛大に開催致しますので、皆様是非ご参加いただければと思い

ます。

大垣は水の都といわれ、食べ物もおいしく、まさに水も滴る美人も多いといわれてい

ます。また隣の岐阜市では信長ゆかりの岐阜城や鮎で有名な天下の長良川が流れていま

す。また、すこし足を延ばしていただければ、郡上踊りで有名な郡上八幡や小京都とい

われる高山などを散策されるのもお勧めです。

ぜひ多くの方々のご参加を頂けますように、何卒よろしくお願い申し上げます。

＜会場アクセス案内＞

大垣市スイトピアセンター（文化会館・学習館） 岐阜県大垣市室本町 5-51

URL http://www.og-bunka.or.jp/guide/bunka_gakusyu/index.html#bunka

■ＪＲ大垣駅より徒歩 15 分（タクシー7 分）、大垣 I.C.より車で 20 分、養老鉄道 室駅

より徒歩 5 分。

■名阪近鉄バス停名は「スイトピアセンター」、降車口は興文中学校前、大垣駅方面への

帰途は図書館前からのご乗車となります。

■駐車場の数に限りがございますので公共交通機関をご利用頂きますようお願いいたし

ます。
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＜会場配置図＞文化会館 1 階、2 階・学習館 2 階
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＜会場配置図＞文化会館 3 階・学習館 3 階、6 階

1. アロカ株式会社
2. （株）島津製作所
3. 株式会社 AZE
4. 富士フイルムメディカル株式会社
5. リマージュジャパン株式会社
6. （株）フィリップスエレクトロニクス

ジャパン
（株）中部メディカル

7. 株式会社リアルビジョン
8. 株式会社根本杏林堂
9. ケアストリームヘルス株式会社

10. GE ヘルスケア・ジャパン（株）

11. シーメンス旭メディテック株式会社
12. 島津メディカルシステムズ（株）
13. テクマトリックス株式会社
14. テルモ株式会社
15. アミン株式会社
16. メドトロニックソファモアダネック

株式会社
17. 株式会社ナナオ
18. 東京特殊電線株式会社
19. ViewSend 株式会社
20. オリオン電機株式会社
21. アレイ株式会社
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1 日目：11 月 7 日（土）タイムスケジュール表

総合受付 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 機器展示

文化会館 文化会館 学習館 学習館 学習館 学習館 学習館 学習館 文化会館

２ 階 １ 階 ２ 階 ２ 階 ６ 階 ６ 階 ６ 階 ３ 階 ３ 階

ホワイエ 文化ホール 音楽堂 スイトピアホール
かがやき活動室

６－１
かがやき活動室

６－２
かがやき活動室

６－３
学習室３－１

展示室３－B
展示室３－C

10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50

セッション１ セッション３ セッション５ セッション７

【ＣＴ－１】 【被ばく－１】 【血管造影】 【超音波】

１～６ １１～１６ ２２～２５ ３２～３５
座長
奥村 悠祐

座長
宮下 高雄

座長
植村 武司

座長
作本 秀樹

１２：１５ １２：１５

１２：３０ １２：３０

セッション２ セッション４ セッション６ セッション８

【ＣＴ－２】 【ＭＲ－１】 【放射線治療－１】 【核医学】

７～１０ １７～２１ ２６～３１ ３６～４１
座長
清水 明憲

座長
村中 良之

座長
嘉戸 祥介

座長
原田 高行

１５：１５

１５：２５ １５：３０ １５：３０

１１月
７日
（土）

11:00 11:00

14:00 14:00

8:30

9:20

11:30

開会式

10:00

12:00

12:30

ランチョン
セミナー

Ⅳ

意見交換会
スイトピアホール（２階・第３会場）

15:30

9:20

特別企画
17:30

13:00

16:00

医療情報
システム
研究会

12:30

CT/MRＩ
合同
研究会

放射線
治療
研究会

乳房
画像
研究会

アンギオ/
防護
合同
研究会

ランチョン
セミナー

Ⅰ

ランチョン
セミナー

Ⅱ

ランチョン
セミナー

Ⅲ

18:30

20:30

10:00

11:30

画像
研究会

18:30

16:30

13:50

14:30

中部部会
年会

20:30

医

療

機

器

展

示

16:30

17:00

12:00

15:00

18:00

17:30

13:40

14:30

15:40

16:00

18:00

17:00

15:30

特別講演

13:40

参

加

登

録

受

付

15:00

超音波
画像
研究会

13:00

8:30
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2 日目：11 月 8 日（日）タイムスケジュール表

総合受付 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 機器展示

文化会館 文化会館 学習館 学習館 学習館 学習館 学習館 学習館 文化会館

２ 階 １ 階 ２ 階 ２ 階 ６ 階 ６ 階 ６ 階 ３ 階 ３ 階

ホワイエ 文化ホール 音楽堂 スイトピアホール
かがやき活動室

６－１
かがやき活動室

６－２
かがやき活動室

６－３
学習室３－１

展示室３－B
展示室３－C

セッション９ セッション１２ セッション１５ セッション１８ セッション２１

【ＣＴ－３】 【ＭＲ－２】 【放射線治療－２【乳腺－１】 【被ばく－２】

４２～４７ ５８～６２ ７２～７６ ８７～９２ １０４～１０８

座長
高橋 弘

座長
藤川 久元

座長
駒井 一洋

座長
清水 祐子

座長
山田 剛

１０：０５ ９：５５ ９：５５ １０：００ ９：５５

セッション１０ セッション１３ セッション１６ セッション１９ セッション２２

{【ＣＴ－４】 【ＭＲ－３】 【放射線治療－３【乳腺－２】 【一般撮影】

４８～５２ ６３～６６ ７７～８１ ９３～９８ １０９～１１１

座長
赤井 亮太

座長
佐々木 基充

座長
姫子松 博洋

座長
岡田 香織

座長
國友 博史

１０：３０

１０：４０ セッション２３

セッション１４ １０：５０ 【医療情報】

１１：００ 【ＭＲ－４】 セッション１７ １１：００ １１２～１１４

セッション１１ ６７～７１
【放射線治療－

４】
セッション２０

座長
河原 和博

{【ＣＴ－５】
座長
嶋 剛

８２～８６ 【核医学ＰＥＴ】 １１：０５

５３～５７
座長
高橋 則和

９９～１０３ セッション２４

座長
北川 佳孝

座長
中村 明弘

【機器・モニター】

１１５～１１８

１１：３５
座長
野村 孝之

１１：４５ １１：５０

１１：５５ １１：５５

17:00

8:30

市民公開講座

１１月
８日
（日）

閉会式

14:00

16:00

9:00

15:00

15:20

16:30

シンポジウム

11:00

8:30

9:00

10:00

12:00

12:10

参

加

登

録

受

付

13:00

13:20

10:00

医

療

機

器

展

示

ランチョン
セミナー

Ⅴ

ランチョン
セミナー

Ⅵ

ランチョン
セミナー

Ⅶ

ランチョン
セミナー

Ⅷ

15:20

16:00

16:30

17:00

11:00

12:00

13:00

13:20

14:00

15:00
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ランチョンセミナーⅠ 【 12:30～13:30 第 3 会場：学習館 2階 スイトピアホール 】

「循環器医療の昨今」

講師：曽根 孝仁 先生（大垣市民病院 病院長）

〈座長〉奥村 恭己（大垣市民病院）

共 催：第一三共株式会社

ランチョンセミナーⅡ 【 12:30～13:30 第 4 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-1 】

「非採血定量法における脳血流 SPECT 検査の有用性」

「非採血定量法検査の使用経験について：採血定量法との比較」

講師：川村 義文 先生（自治医科大学附属病院）

講師：岩田 明子 先生（医療法人大雄会 総合大雄会病院）

〈座長〉福山 誠介（社会医療法人厚生会 木沢記念病院）

共 催：日本メジフィジックス株式会社

ランチョンセミナーⅢ 【 12:30～13:30 第 5 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-2 】

「放射線技師として知っておくべき造影検査の知識」

講師：界外 忠之 先生（特定医療法人 岡波総合病院）

〈座長〉佐野 幹夫（医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院）

共 催：タイコヘルスケアジャパン株式会社

ランチョンセミナーⅣ 【 12:30～13:30 第 6 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-3 】

「３Ｄ画像解析の基礎から応用」

講師：帆足 正勝 先生（株式会社ＡＺＥ）

共 催：株式会社ＡＺＥ

開 会 式 【 11:00～11:30 第 1 会場：文化会館 1階 文化ホール 】

開会挨拶 第 18回中日本地域放射線技師学術大会大会長 畑佐 和昭

第 44回中部部会学術大会大会長 横山 龍二郎

挨拶 （社）日本放射線技師会会長 北村 善明

（社）日本放射線技術学会学会長 小寺 吉衞

第２回中部放射線医療技術学術大会企画プログラム 【11 月 7 日（土）】
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中部部会年会 【 13:50～14:30 第 3会場：学習館 2 階 スイトピアホール 】

特別講演 【 15:40～17:00 第 1 会場：文化会館 1階 文化ホール 】

「肝のＭＲＩ －最近の話題を交えて－」

講師：国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 放射線部部長 兼松 雅之 先生

〈座長〉(社)日本放射線技術学会 第 44 回中部部会学術大会 大会長 横山 龍二郎

特別企画 【 17:00～18:00 第 1 会場：文化会館 1階 文化ホール 】

「教育システムの将来ビジョンについて」

(社)日本放射線技術学会 学会長 小寺 吉衞 先生

(社)日本放射線技師会 会 長 北村 善明 先生

〈司会〉 (社)日本放射線技術学会 中部部会監事 東村 享冶

(社)日本放射線技師会 地域選出理事 井戸 靖司

意見交換会 【 18:30～20:30 第 3会場：学習館 2階 スイトピアホール 】
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ランチョンセミナーⅤ 【 12:30～13:30 第 3 会場：学習館 2 階 スイトピアホール 】

「64 列から 320 列 CT へ移行して、320 列 CT の初期体験」

講師：川村 正樹 先生（四日市社会保険病院 循環器内科）

〈座長〉柴田 英和（福井循環器病院）

共 催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナーⅥ 【 12:30～13:30 第 4 会場：学習館 6 階 かがやき活動室 6-1 】

「知っていますか？MIBG のエビデンス… ～自律神経からのアプローチ～」

講師：伊藤 守弘 先生 （中部大学生命健康科学部 生命医科学科）

〈座長〉中村 学（大垣市民病院）

共 催：富士フィルムＲＩファーマ株式会社

ランチョンセミナーⅦ 【 12:30～13:30 第 5 会場：学習館 6 階 かがやき活動室 6-2 】

「３Ｄ画像解析装置 SYNAPSE VINCENT」

講師：杉田 匡之 先生（富士フイルムメディカル）

〈座長〉今村 裕司（JA 岐阜厚生連 中濃厚生病院）

共 催：富士フィルムメディカル株式会社

ランチョンセミナーⅧ 【 12:30～13:30 第 6 会場：学習館 6 階 かがやき活動室 6-3 】

「320 列 ADCT の画質特性と上腹部領域における臨床的有用性」

講師：中屋 良宏（静岡県立静岡がんセンター 画像診断科）

〈座長〉井田 義宏（藤田保健衛生大学病院）

共 催：エーザイ株式会社

シンポジウム 【 13:20～15:00 第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール 】

「医療連携の現状と将来」

シンポジスト

愛知県：「医用画像配信・管理、医療情報の共有化について」

伊藤 暢浩（医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院）

静岡県：「救急医療について」

第２回中部放射線医療技術学術大会企画プログラム 【11 月 8 日（日）】
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管野 澄人（聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院）

福井県：「周辺地域との医療連携について：遠隔診断とセカンドオピニオンを含めて」

有房 栄嗣（福井県済生会病院）

石川県:「病診連携について」

北出 真寿美（医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター）

富山県：「医用機器の共同利用について」

安達 登志樹（あさひ総合病院）

〈座長〉 三重県：浅沼 源示（国立大学法人 三重大学医学部附属病院）

岐阜県：檜山 征也（社会医療法人厚生会 木沢記念病院）

閉 会 式 【 15:00～15:20 第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール 】

市民公開講座 【 15:20～16:30 第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール 】

「新型インフルエンザの脅威－岐阜県の取り組み－」

講師：岐阜県 健康福祉部 保健医療課 感染症対策企画監 樋口 行伹 氏

〈座長〉第 18 回中日本地域放射線技師学術大会 大会長 畑佐 和昭

医療機器展示 【 文化会館 3 階 展示室 3-B , 3-C 】

11 月 7 日（土）10:00～17:00

11 月 8 日（日） 9:00～13:20

医療機器展示参加協力各社一覧

1. アロカ株式会社
2. （株）島津製作所
3. 株式会社 AZE
4. 富士フイルムメディカル株式会社
5. リマージュジャパン株式会社
6. （株）フィリップスエレクトロニクス

ジャパン
（株）中部メディカル

7. 株式会社リアルビジョン
8. 株式会社根本杏林堂
9. ケアストリームヘルス株式会社

10. GE ヘルスケア・ジャパン（株）

11. シーメンス旭メディテック株式会社
12. 島津メディカルシステムズ（株）
13. テクマトリックス株式会社
14. テルモ株式会社
15. アミン株式会社
16. メドトロニックソファモアダネック

株式会社
17. 株式会社ナナオ
18. 東京特殊電線株式会社
19. ViewSend 株式会社
20. オリオン電機株式会社
21. アレイ株式会社
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一般研究発表プログラム【 11 月 7 日（土） 】

第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール セッション １ 【CT-1】 11:30～12:30

座長 ： 奥村 悠祐（済生会金沢病院 放射線科）

【1】 逐次近似法を応用した画像再構成法の基本特性

市立四日市病院 医療技術部放射線室 加藤 楓太

【2】 逐次近似法を応用した画像再構成法による 3D 画像の評価

市立四日市病院 医療技術部放射線室 倉谷 洋佑

【3】 CT750HD 高分解能モードの画像特性の検討

市立四日市病院 医療技術部放射線室 綿田 悠亮

【4】 不均等型検出器を有する MDCT の Dose Efficiency の測定

中津川市民病院 医療技術部放射線技術科 久門 篤志

【5】 Briliance iCT を用いた低電圧撮影の検討

磐田市立総合病院 放射線技術科 八重樫 拓

【6】 X 線 CT 装置による一次 X線スペクトルの検討

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 住田 秀太

第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール セッション 2 【CT-2】 14:30～15:15

座長 ： 清水 明憲（厚生連高岡病院 画像診断部）

【7】 X線 CT 息止め音声聞き取り易さ向上を目指した民生用ノイズキャンセル機能付き

ヘッドホン使用の検討 （第 1 報）

医療法人宏潤会大同病院 放射線科 松永 純也

【8】高齢者に対する X線 CT 息止め音声聞き取り易さ向上を目指した民生用ノイズキャ

ンセル機能付きヘッドホン使用の経験 （第 2 報）

医療法人宏潤会大同病院 放射線科 神谷 悟

【9】 アンサンブル学習に基づく体幹部 X線 CT 画像からの腎臓位置の自動推定法

岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情報分野 吉本 俊一

【10】 技師教育のための簡易型 CT装置の開発

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 宮下 真梨子
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第 2 会場：学習館 2階 音楽堂 セッション 3 【被ばく-1】 11:30～12:30

座長 ： 宮下 高雄（やわたメディカルセンタ－ 放射線科）

【11】 EGS5 を用いた X線 CT シミュレーションの基礎的検討

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 嶋田 真人

【12】 CTDI 測定における精度向上の検討

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 松井 久紘

【13】 CoronaryCTA の線量評価

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 服部 怜奈

【14】 MDCT と CTDI 評価

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 鈴木 昇一

【15】 320ADCT を用いた心電同期撮影の CTDI 測定

藤田保健衛生大学病院 放射線部 小林 正尚

【16】 MDCT4 列検出器における女性生殖腺の被曝線量

浅ノ川総合病院 放射線科 高田 光雄

第 2 会場：学習館 2階 音楽堂 セッション 4 【MR-1】 14:30～15:25

座長 ： 村中 良之 （福井県立病院 放射線室）

【17】 MRI 検査時における体表面の温度上昇について

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 木元 愛

【18】 1.5TMRI 装置のアップグレードを経験して

半田市立半田病院 放射線技術科 森本 英樹

【19】 エッジ補正同一 ROI 法を用いた SNR 測定法の検討 ―他の測定法との比較―

金沢大学附属病院 放射線部 林 則夫

【20】 成年期健常人における頸椎形態評価

－各種評価法の立位・臥位における測定値の変化の検討－

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部放射線技術科学科 原田 雄士(B4)

【21】 成年期健常人における頸椎形態評価

－背臥位 MRI 撮像画像による頸椎形態と自覚症状の関係－

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部放射線技術科学科 橋爪 陵(B4)
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第 3 会場：学習館 2階 スイトピアホール セッション 5 【血管造影】 11:30～12:15

座長 ： 植村 武司 （名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門）

【22】 心臓カテーテル検査における放射線業務の変遷：血管内超音波の症例を中心に

一宮市立市民病院 放射線技術室 長谷川 光太郎

【23】 STENT BOOST の有用性

磐田市立総合病院 大坪 健一

【24】 頭部領域における血管造影装置コーンビーム CTでの撮影プロトコルの検討

福井大学医学部附属病院 放射線部 藤本 真一

【25】 IVR-CT/ANGIO システムにおける腹部血管 3D 描出能の検討

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR 部 石黒 泰範

第 3 会場：学習館 2 階 スイトピアホール セッション 6【放射線治療-1】 14:30～15:30

座長 ： 嘉戸 祥介 （富山大学附属病院 放射線部）

【26】 放射線治療用皮膚マーカーの検討 －第２報－

春日井市民病院 放射線技術室 若田 鋭樹

【27】 治療技師に必要な SOAP

土岐市立総合病院 中央放射線技術部 水野 求

【28】 カウチ荷重時の回転時における照射中心精度の検討

浅ノ川総合病院 定位放射線外科センター 石黒 充

【29】 EPID（Electric Portal Imaging Device）の解像度評価

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 越川 健人

【30】 ポリマーゲル線量計を用いた線量評価

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 山本 瑛一

【31】 外部照射装置の出力に関する傾向と誤差因子の解析

金沢大学 大学院医学系研究科保健学専攻 塚本 直孝

第 4 会場：学習館 6 階 かがやき活動室 6-1 セッション 7 【超音波】 11:30～12:15

座長 ： 作本 秀樹 （公立つるぎ病院 放射線科）

【32】 超音波診断装置モニタの輝度特性

名古屋大学 大学院医学系研究科医療技術学専攻 堀 真由美

日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2009-3
－ 16 －

【33】 整形外科領域における超音波検査の有用性

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 前田 佳彦

【34】 当院における肝細胞癌の造影超音波スクリーニング検査の実際

大垣市民病院 医療技術部診療検査科 竹島 賢治

【35】 造影超音波にて特異的な像を呈した肝細胞癌の 1 例

大垣市民病院 診療検査科 高橋 健一

第 4 会場：学習館 6 階 かがやき活動室 6-1 セッション 8 【核医学】 14:30～15:30

座長 ： 原田 高行 （三重中央医療センター 中央放射線室）

【36】 脳血流検査における定量測定のための頭部血流ファントムの開発

～IMP‐Graph Plot 法による評価～

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 藤本 裕樹

【37】 心筋 SPECT 像における％up take 表示法（UT）と Circumferential Profile

analysis 法（CPA）の比較

－Heart Score View（HSV）によるファントムを用いた検討－

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 江尻 悠介

【38】 123I 製剤を用いた定量性に関する研究

－ペーパーファントムによる心縦隔比（H/M）の検討－

岐阜医療科学大学 鷲見 将可

【39】 心筋 SPECT におけるテーブルオフセット撮像による画像変化に関する検討

～Heat Score View を用いた心筋 SPECT ファントムによる評価～

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 向山 勇太

【40】 SPECT/CT における CT吸収補正の位置ずれによる脳血流 SPECT への影響の検討

富山大学附属病院 小林 恵

【41】 当院における心筋 MIBG シンチの実際

愛知医科大学病院 中央放射線部 中村 和彦
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一般研究発表プログラム【 11 月 8 日（日） 】

第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール セッション 9 【CT-3】 9:00～10:05

座長 ： 高橋 弘 （県西部浜松医療センター 診療放射線技術科）

【42】 頭部 3DCTA における step&shoot の有用性

一里山・今井クリニック 坂井 秀行

【43】 頭部 3D-CT angio におけるサブトラクション画像の比較

-320 列 CT におけるコンベンショナルスキャンと従来のヘリカルスキャンの比較-

総合大雄会病院 技術放射線科 杉野 泰教

【44】 逐次近似法を応用した新しい画像再構成法の頭部 CT Purfusion 検査の撮影条件

の基礎的検討

市立四日市病院 医療技術部放射線室 米倉 宏樹

【45】 肺拡散能を指標とした小児 Xe-CT 局所脳血流量検査(ｒCBF)

愛知県心身障害者コロニー こばと学園検査部 長坂 鉱次

【46】 頸部 CTA における threshold の最適化

大垣市民病院 診療検査科 市川 宏紀

【47】 頸部領域造影 CTにおける低濃度製剤使用の検討

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 井戸 聡

第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール セッション 10 【CT-4】 10:05～11:00

座長 ： 赤井 亮太 （刈谷豊田総合病院 放射線技術科）

【48】 可変型ピッチヘリカルスキャンの物理学的評価と臨床的有用性

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 藤田 真広

【49】 胸部 CT 画像における孤立性結節の高速検出手法と FP 削除手法の開発

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 高橋 恵子

【50】 心臓用画像フィルターと逐次近似法を応用した画像再構成の画像比較

市立四日市病院 医療技術部放射線室 高橋 和徳

【51】 心臓 CT 対応時間分解能測定ファントムの開発

金沢大学 医学部保健学科 三浦 正稔

【52】 心臓 CT 対応時間分解能測定ファントムによる時間分解能測定

金沢大学医学部保健学科 荒幡 純貴
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第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール セッション 11 【CT-5】11:00～11:55

座長 ： 北川 佳孝 （財団医療法人中村病院 放射線科）

【53】 膵造影 CTにおける 320 列 Volume Scan と 64 列 Helical Scan の比較

解剖構造の描出能，画質，線量について

木沢記念病院 医療技術部放射線技術課 宮澤 大輔

【54】 MDCT による MPR 画像を用いた膵頭部癌の血管浸潤診断への応用

名古屋大学 大学院 山田 裕一

【55】 胃に於ける３次元ＣＴ画像並びに仮想ＣＴ内視鏡画像の基礎的検討

岐阜医療科学大学 放射線技術学科 辻井 清香

【56】 高リン血症治療剤（ホスレノール&reg;）の X 線画像への影響について

社団法人有隣厚生会 富士病院 廣瀬 和秀

【57】 当院における Autopsy imaging CT の現状と撮影に対する意識調査

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 後藤 雅一

第 2 会場：学習館 2階 音楽堂 セッション 12 【MR-2】 9:00～9:55

座長 ： 藤川 久元 （四日市社会保険病院 放射線部）

【58】 認知症検査における検査時間短縮の検討～横断像を用いた VSRAD～

芳珠記念病院 画像診断センター 香林 和幸

【59】 VSRAD plus のバージョンアップに伴う解析結果の比較検討

～簡易知能検査との相関について～

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 今田 秀尚

【60】 頭部 MRI 撮影における Head Neck Spine Coil の SNR 測定

東名古屋画像診断クリニック 林部 昌弘

【61】 頭部３D-MRI 画像を用いた小児海馬描出における基準線の検討

富山大学附属病院 放射線部 眞岩 友美

【62】 目的に応じた磁化率強調画像(SWI)撮像条件(TR、TE、FA)の検討

富山大学附属病院 放射線部 伊藤 貞則

第 2 会場：学習館 2階 音楽堂 セッション 13 【MR-3】 9:55～10:40

座長 ： 佐々木 基充 （財団医療法人中村病院 放射線科）
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【63】 Gd-EOB-DTPA-MRI(EOB-MRI)の Radiofrequency ablation(RFA)効果判定における

有用性

大垣市民病院 機能診断室 小川 定信

【64】 上腹部検査における HASTE 画像の基礎的検討（第一報）

豊川市民病院 放射線科 松下 浩基

【65】 上腹部検査における HASTE 画像の基礎的検討（第二報）

豊川市民病院 放射線科 赤川 佳寛

【66】 MR-tagging 画像の肝臓領域における非剛体変形量の自動計測手法の開発と肝線

維化の診断支援への適用

岐阜大学大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情報分野 美尾谷 成貴

第 2 会場：学習館 2階 音楽堂 セッション 14 【MR-4】 10:40～11:35

座長 ： 嶋 剛 （市立砺波総合病院 放射線技術科）

【67】 乳腺 MR 拡散強調画像における b値の検討

金沢大学附属病院 放射線部 高長 雅子

【68】 乳腺 MRI における Positioning に関わる shimming の評価

聖隷三方原病院 松上 美咲

【69】 3T MRI 装置における頚部 MRA（3D-TOF）の検討

磐田市立総合病院 松芳 圭吾

【70】 IFIR (In Flow Inversion Recovery)法による腎動脈の描出 ―心電図同期と脈

波同期の比較―

聖隷浜松病院 放射線部 酒井 康宏

【71】 Spiral Gradient Echo における inflow 効果の検討

聖隷三方原病院 画像診断部 長屋 重幸

第 3 会場：学習館 2階 スイトピアホール セッション 15【放射線治療-2】9:00～9:55

座長 ： 駒井 一洋 （名古屋第二赤十字病院 放射線科）

【72】 MV-CT を用いた前立腺 IGRT における照合者間の位置誤差の検証

名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科 小野木 学
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【73】 当院における TomoTherapy Hi-Art System の Monthly QA

愛知県がんセンター中央病院 放射線治療部 清水 秀年

【74】 TomoTherapy Planned Adaptive における線量分布の誤差について

社会医療法人厚生会木沢記念病院 小川 大輔

【75】 ヘリカル式強度変調放射線治療装置（Tomotherapy）の患者位置ロール角補正機

能における寝台の線量分布に対する影響

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 若山 司

【76】 肺癌に対する従来の治療計画とヘリカル式強度変調放射線治療専用装置の治療

計画における線量分布の比較

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 平井 丈温

第 3 会場：学習館 2 階 スイトピアホール セッション 16【放射線治療-3】 9:55～10:50

座長 ： 姫子松 博洋 （厚生連松阪中央総合病院 放射線部）

【77】 体幹部定位放射線治療における患者セットアップ精度の検討

名古屋共立病院 画像技術課 中澤 寿人

【78】 胸腹部 2 点測定式呼吸モニタリング装置（Abches）の指示値と横隔膜位置との

相関性についての検証

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 伊藤 啓輔

【79】 多数のビームオン/オフにおける線量および線量分布への影響

浅ノ川総合病院 放射線部 太郎田 融

【80】 呼吸同期照射システムにおける基礎的評価

社会保険中京病院 田中 聡

【81】 高エネルギーX線の出力係数における新たな後方散乱線補正に向けて

～Monte Carlo 法による高エネルギーX線スペクトルデータの作成～

藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科 鈴木 友輔

第 3 会場：学習館 2階 スイトピアホール セッション 17 【放射線治療-4】10:50～11:45

座長 ： 高橋 則和（順天堂大学医学部附属静岡病院 放射線室）

【82】 MLC を用いた打ち抜き照射法における打ち抜き体の最適な大きさの検討

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 橋岡 由佳



日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2009-3
－ 21 －

【83】 CBCT を利用した有用な位置補正法の検証

金沢大学附属病院 放射線部 小島 礼慎

【84】 前立腺 IMRT における Cone Beam CT の撮影範囲の検討

聖隷浜松病院 放射線部 村木 勇太

【85】 I-125 シード前立腺密封小線源治療における脱落線源検出能調査

聖隷三方原病院 画像診断部 深津 真吾

【86】 新しいタイプのラジオクロミックフィルムの基礎特性の検討

～従来のフィルムとの比較～

藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科 西井 厳夫

第 4 会場：学習館 6 階 かがやき活動室 6-1 セッション 18 【乳腺-1】 9:00～10:00

座長 ：岡田 香織 （福井県済生会病院 放射線技術科）

【87】 当院における乳腺超音波ガイド下マンモトーム生検の成績

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 桑山 真紀

【88】 乳腺超音波画像における腫瘤の後方エコーの歪みの検討

名古屋大学 大学院医学系研究科医療技術学専攻 真野 祥代

【89】 直接変換型 FPD 搭載デジタルマンモグラフィにおける撮影条件の検討

福井県立病院 土田 萌子

【90】 デジタルマンモグラフィにおける最適な管電圧の設定に関する基礎的検討

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 加藤 聡子

【91】 二層構造を有したマンモグラフィ用直接型 FPD の画質特性

金沢大学 医学部保健学科 魚津 仁美

【92】 二層構造を有したマンモグラフィ用直接型 FPD の画像処理パラメータの検討

金沢大学 医学部保健学科 今井 蓉子

第 4 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-1 セッション 19 【乳腺-2】 10:00～11:00

座長 ：清水 祐子 （富山大学附属病院 放射線部）

【93】 ディジタルマンモグラフィ画像と物理的画質特性の比較考察

名古屋大学 医学部保健学科 丹羽 香菜江

【94】 医用画像における量子雑音のシミュレーションによる検討
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名古屋大学 医学部保健学科 河合 綾

【95】 デジタルマンモ装置によるＸ線スペクトルの検討

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 原田 圭

【96】 ACR ファントムによる乳房入射線量の相違

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部放射線技術科学科 山崎 幸恵

【97】 モンテカルロシミュレーションにおけるボクセルファントムを用いた平均乳腺

線量の解析

名古屋大学 大学院医学系研究科 中曽 裕子

【98】 マンモグラフィーにおける FPD と S/F の線量比較

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 大塚 智子

第 4 会場：学習館 6 階 かがやき活動室 6-1 セッション 20 【核医学 PET 11:00～11:55

座長 ： 中村明弘 （浜松光医学財団 浜松 PET 検診センター）放射線科

【99】 体幹部 FDG-PET 画像における統計モデルを用いた経時差分システムの開発

岐阜大学 工学部応用情報学科 鈴木 祈史

【100】 体幹部正常 SUV モデルを利用した FDG-PET 画像における異常集積の自動検出法

岐阜大学 大学院医学系研究科再生医科学専攻知能イメージ情報分野 浅井 智也

【101】 呼吸同期 PET 画像における呼吸数の影響

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 青木 卓

【102】 「がん FDG-PET/CT 撮像法ガイドライン」による PET 撮像条件の検討

静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 伊藤 至俊

【103】 当院における PET-CT がん検診の現状

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 河野 泰久

第 6 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-3 セッション 21 【被ばく-2】 9:00～9:55

座長 ： 山田 剛 （三重大学医学部附属病院 放射線部）

【104】 CAG と CCTA の患者線量比較

藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 大塚 智子

【105】 間接変換式 FPD 血管撮影装置と C アーム型直接変換式 FPD 透視装置の被ばく線

量の比較
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三重大学医学部附属病院 久保岡 直哉

【106】 Imaging Plate と鉛ディスクを用いた診断領域 X 線の BSF 測定

名古屋大学 大学院医学系研究科 阪井 洋平

【107】 PC 接続式新型半導体線量計の性能評価と応用

名古屋大学 大学院医学系研究科 森下 祐樹

【108】 頭部血管撮影検査の被ばく線量解析におけるモンテカルロシミュレーションの

有用性

名古屋大学 大学院医学研究科医療技術学専攻 江本 裕樹

第 6会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-3 セッション 22 【一般撮影】 9:55～10:30

座長 ： 國友 博史 （名古屋市立大学病院 中央放射線部）

【109】 周波数処理（スタンダード）の有用性

豊橋市民病院 放射線技術室 子安 憲一

【110】 ソフトコピー診断における縮小画像の画質特性

名古屋大学 医学部保健学科 横山 大悟

【111】 一般撮影における再撮影報告の検討

トヨタ記念病院 寺西 志織

第 6 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-3 セッション 23 【医療情報】 10:30～11:05

座長 ： 河原 和博 （金沢大学附属病院 放射線部）

【112】 サーバサイドポストプロセッシング処理機能を用いた院内画像配信の臨床的優

位性

静岡県立総合病院 放射線技術室 大川 剛史

【113】 医療情報システムの持つ課題とエキスパートシステムによる解決の可能性につ

いて

岐阜大学 大学院医学系研究科医療情報学分野 田中 雅人

【114】 頭部外傷による高次脳機能障害のデータベース構築に関する研究

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 辰野 絢香
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第 6 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-3 セッション 24【機器・モニタ】11:05～11:50

座長 ： 野村 孝之 （浜松医科大学医学部附属病院 放射線部）

【115】 CR 装置に付属する参照用モニタの LUT の違いによる画質の測定

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 渡 千寛

【116】 液晶ディスプレイにおける縮小画像の視覚評価

名古屋大学 医学部保健学科 片岡 千尋

【117】 視覚特性を考慮した SN 比の検討

名古屋大学 医学部保健学科 林 結伊

【118】 医療用モノクロディスプレイとカラーディスプレイにおける検出能の比較検討

金沢大学 医学部保健学科放射線技術科学専攻 伊集 蛍

中部部会ホームページより各演題の予稿抄録集がダウンロード

できますのでご利用ください

演題数 118 題

多数の演題のご応募

ありがとうございました
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第２回中部放射線医療技術学術大会に合わせて開催される技術セミナーのお知らせです

たくさんの方々の参加をお待ちしております

第２回中部放射線医療技術学術大会技術セミナープログラム

【11 月 7 日（土）】9:20～10:50

第 1 会場：文化会館 1 階 文化ホール CT / MR 合同研究会

CT・MRI の新技術と使用経験

中部部会 CT 研究会・MR研究会では第２回中部放射線医療技術学術大会にあわせて「CT・

MRI の新技術と使用経験」をテーマに合同研究会を開催します。CT、MR では多くの新技

術が開発され、臨床で利用されています。我々が臨床でそれらの技術を活用するために

は、詳細な特性を知っている必要があります。また、モダリティ間でも知っている必要

もあります。今回の合同研究会では、それらの新技術の詳細を解説していただき、その

臨床利用の実態について報告していただきます。

■CT研究会「新しい画像再構成法：ASIR」

CT における新しい画像再構成法として逐次近似法を利用した方法“ASIR”が開発され

ました。この手法により、低コントラスト分解能の向上、被曝線量の低減が可能となっ

たといわれています。さて、その内容はどうでしょう。ASIR の原理から方法、そして、

実際の利用状況について講演していただきます。

■MR研究会「MR Volume Imaging について」

MRI 検査において 3D といえば Volume Imaging のことである。Volume Imaging は新技

術ではなく以前より MRA 等に応用されてきている。しかし現在においての 3D 撮像の技術

は3T装置の普及やパラレルイメージング等の新しい技術により今までとは異なる状況と

なっている。今回 Volume Imaging の現状と臨床応用について講演していただきます。

技術セミナーのお知らせ 1
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第 2 会場：学習館 2階 スイトピアホール 放射線治療研究会

講演１：「ヒューマンサイエンスの調査報告」

岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 教授 内山幸男先生

シンポジウム「肺定位照射」

講演２：「肺定位照射の現状」（臨床面）

岐阜大学医学部附属病院 放射線科 准教授 林真也先生

講演３：「肺定位照射の安全な実施に向けて」（技術面）

名古屋大学医学部附属病院 放射線部 青山裕一先生

内山先生には「ヒューマンサイエンスの調査報告」と題し、日本の知識人 300 人にア

ンケートした結果から、放射線技師の一般社会からの認知度など興味深い話題を提供い

ただきます。

また、今回のシンポジウムは「肺定位照射」に焦点を当て、林先生に臨床面での幅広

い知識をご教授いただき、青山先生には実際の臨床経験からの技術的なノウハウを提供

いただきます。

がん対策基本法施行を受け、多くの施設が高精度放射線治療に取り組もうとしている

ところかと思います。肺定位照射はマニュアル・ガイドラインが関連団体や学会より提

供されていますが、この機会に皆様に知識を深めていただければと考えました。

ぜひご参加ください。

第 3 会場：学習館 2階 スイトピアホール 乳房画像研究会

『みんなで考えよう、この症例』

今回の研究会は、3 例の症例検討を行う予定です。マンモグラフィを中心とした乳房画

像の読影を皆さんにしていただいた後で、拾い上げるべき所見の特徴やカテゴリー判定、

さらに予測組織型等について討論したいと思います。個々の読影能力の向上だけでなく、

いろいろな症例を見る機会の少ない方、あるいは日ごろマンモグラフィの撮影で困って

いる方など、多くの方のご参加をお待ちしています。皆さんと一緒に活発な討論をする

ことで、撮影技術の向上につながれば幸いです。
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第 4 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-1 画像研究会

「フィルムメーカが開発した FPD 装置の特性について」

今日、放射線画像のほとんどがディジタル化され、その中で我々が業務をこなしてい

る。しかし、X線画像はフィルム／スクリーン（アナログ）システムの時代が長期にわた

り続き、フィルムの供給元である 2 社が CR（computed radiography）を経て、近年 FPD

（flat panel detector）装置を開発した。これまでの X線フィルムや CRのノウハウが，

いかに FPD のシステムやそのディジタル画像に生かされているか、我々も非常に興味深

い。

今回の研究会では、その 2 社に FPD の特性とその有用性についてご講演頂く。まずは、

富士フィルムメディカル社には、独自開発したマンモグラフィ FPD 撮影装置について、

ディジタルデータをいかに最適な画像に描出するか，システム構成から画像処理まで，

乳房という被写体を通して解説して頂く。次に、コニカミノルタ社には、一般撮影領域

の FPD について、さまざまな撮影部位を通して、その最適なディジタル画像を構築する

ために、必要なノウハウについて解説頂く。

この研究会を通じて、我々、診療放射線技師がディジタル画像を扱うために必要なノ

ウハウを理解して頂ければ幸いである。

第 5 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-2

医療情報システム研究会

「RIS を再考する」

PACS は多くの病院で導入され、保険点数改正の動きもあり、フィルムレス運用に移行

する施設が増加しつつある。その流れにそって病院全体を情報システム化するために RIS

（放射線情報システム）を導入・検討する施設が増えてきている。また、フィルムレス

運用を支えるため、撮影した画像を確認する検像システムやモニター管理システムなど

を導入する施設もあり、このように放射線部門を取り巻くシステム環境が変わる中、再

度 RIS の位置付けと機能について、先行する施設やこれから導入を検討している施設か

らの報告を踏まえ、今後の RIS のあるべき姿について討論する。
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第 6 会場：学習館 6階 かがやき活動室 6-3

アンギオ/防護合同研究会

「面積線量計のデータを活かそう」

インターベンショナルラジオロジー（IVR）の普及に伴い、血管撮影装置や X 線透視装

置に面積線量計が装備されるようになりました。面積線量だけでなく IVR 基準点の空気

カーマを算出する装置もあり、重大な放射線障害を防止するためのアラートとして期待

されています。しかし、これらの値はそのまま患者さんの被ばく線量として扱うことは

できません。長年、面積線量計について御研究を重ねてこられた山梨大学医学部付属病

院の坂本肇先生に、これらの値を臨床に活かすためのノウハウをご講演いただきます。

会員からはバイプレーン心血管撮影装置の面積線量計の特性や X 線透視検査、一般撮

影検査における患者線量の推定について報告していただきます。臨床現場でのアイデア

や問題点などを会場の会員とともに活発に討論したいと思います。多数の施設の参加を

お待ちしています。

第 7 会場：学習館 3階 学習室 3-1 超音波画像研究会

「初心者向け下肢血管エコーハンズオン講習会」

近年、下肢静脈血栓症、下肢静脈瘤、閉塞性動脈硬化症などを診断する上で、血管系

の超音波検査は各施設での需要が高まっており、超音波検査に従事する技師も血管に対

する幅広い知識の習得と技術のレベルアップが必要となってきています。

今回は、下肢動静脈のスクリーニングエコー検査について、初心者を対象とした講義

とハンズオンを行います。スクリーニング検査の進め方、検査をする上で押さえておき

たいポイントなどを解説し、いかに短時間で見落としがないような検査するための手技

を伝授します。ハンズオンに重点を置き検査法を解説していきますので、これから下肢

血管エコーを始める方や経験の浅い方、実技講師を交えて質疑応答をしながら下肢エコ

ーを一緒に実践しましょう。

事前に申し込み頂ければ、ハンズオンの後に優先的に実技指導しますので、初心者あ

るいは学生の方で希望の方は以下に申し込み下さい。 優先枠 10名とします。

ハンズオン 申し込み先 大垣市民病院；乙部 kct-otobe@octn.jp
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第39回 MR研究会 (北陸ブロック) のご案内

MR研究会北陸ブロック代表世話人

富山大学附属病院 森 光一

謹啓
紅葉の季節、ますます御健勝のこととお喜び申

し上げます。
この度、下記要領にて研究会を開催させていた

だくことになりました。「はじめてのMRI」シリー
ズの第2弾として「～頭部の撮像技術のキホン～」
がテーマです。頭部撮像シーケンスを技術的な立
場から、また磁場強度の違いによる撮像技術の差
異を臨床的な立場から解説していただきます。さ
らに、脳外科手術の実際と画像診断に関するご講
演を賜る予定です。
皆様多数のご参加をお待ちしております。

謹白

記

日 時：平成21年11月21日(土) 14:00～17:30

場 所：石川県中央病院 健康教育館 大研修室

参加費：500円（会員、非会員共通）・学生無料（当

日、学生証を提示してください）

｢はじめてのMRI～頭部撮像技術のキホン～｣

1.技術講演Ⅰ(14:10～14:50) 司会 平田恵哉

「頭部のシーケンスについて」

シーメンス旭メディテック 松本賢司先生

2.臨床講演 (15:00～16:00） 司会 大家伸介

「脳神経外科の手術と画像診断」

石川県立中央病院

脳神経外科長・脳血管診療センター室長

宗本 滋先生

3.技術講演Ⅱ(16:10～17:30) 司会 河原和博

｢1.5Tにおける頭部ルーチン検査」

芳珠記念病院 庄田隆志

｢3Tにおける頭部MRI」

金沢大学附属病院 林 則夫

なお、インフルエンザ蔓延時中止になることがあ

りますのでご了承ください。

お問い合わせ先：

石川県立中央病院医療技術部 放射線室

大家伸介まで

Email：shin ●ipch.jp(●を@に変えてください)

主催:中部超音波検査フォーラム

代表世話人 川地俊明

第30回中部超音波検査フォーラム

日時:平成21年11月21日(土)10：00～16：15

受付9:30～

会場:愛知県がんセンター内国際交流センターメ

インホール

対象者:超音波検査初心者､これから始める方，エ

コーに興味のある方

受講定員 80名 受講料 2,500円

初心者に必要な「超音波の基礎と用語を学ぶ」

｢初心者は必ず覚えておきたい超音波用語を解説｣

Pre検査士試験対策にも

10：00～10：50 超音波の基礎

技術セミナーのお知らせ２
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「超音波の性質を知る」

11：00～11：50 超音波の基礎

「アーチファクトを知る」

講師 土屋拓真（GEヘルスケア・ジャパン）

＊昼休息時間 ポータブルUSでハンズオン

12：40～13：30 超音波の基礎

「パルスドプラ・カラードプラを知る」

講師 土屋拓真（GEヘルスケア・ジャパン）

13：35～14：05 超音波用語の解説

「乳腺」

講師 長尾康則（東海中央病院）

14：20～14：55 超音波用語の解説

「肝臓・脾臓・門脈」

講師 大井康弘（豊橋市民病院）

15：00～15：35 超音波用語の解説「胆道・膵臓」

講師 安本浩二（三重県立医療センター）

15：40～16：15 超音波用語の解説

「腎臓・泌尿器・消化管」

講師 前田佳彦（刈谷豊田総合病院）

第31回中部超音波検査フォーラム

日 時：平成21年11月22日(日） 9：30～16：15

受付9:00～

会 場：愛知県がんセンター内国際交流センター

メインホール

対象者：超音波検査初心者､これから始める方，エ

コーに興味のある方

受講定員 100名 受講料 3,000円

健診･スクリーニング｢頚部・乳腺から下腹部まで｣

｢健診領域の基本をマスター

どこまで見れば良いか? ｣

9：30～10：20 甲状腺・副甲状腺・頸動脈

講師 齊田善也（刈谷豊田総合病院）

10：30～11：20 乳腺

講師 桑山真紀（刈谷豊田総合病院）

＊休憩タイム

11：40～12：30 子宮・卵巣

講師 古川博（藤田保健衛生大学病院）

＊昼食時間

13：20～15：00 肝・胆・膵

＊休憩タイム含む

講師 西川徹（藤田保健衛生大学病院）

15：10～16：00 腎・副腎・前立腺・膀胱・消化管

講師 界外忠之（岡波総合病院）

◇受講申し込み先

E-mail：kct-otobe@octn.jp 乙部克彦 迄
FAX ：0584-75-5715
大垣市民病院診療検査科超音波室 乙部

氏名・施設・メールアドレス(PC、携帯電話
アドレスOK）又はFAX番号を記載のうえ、申
込みして下さい

*2日間コース希望者は、お得な受講料設定と
なっています
主催：中部超音波検査フォーラム代表世話人

川地俊明

＊受講料：1日目2,500円、2日目3,000円

2日間5,000円
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放射線防護研究会・

アンギオ研究会

合同開催

「医療被ばく線量測定セミナー」

開催日時:平成 22 年 2月 13 日(土)

開催場所:金沢大学附属病院カンファレンスルー

ム

募集人数:30 名程度（先着順）

内容 一般撮影における入射表面線量の測定方法、

及び血管撮影装置搭載の面積線量計の簡

易校正方法を実習形式で学ぶ

プログラム

12:30-12:50 受付

12:50-13:00 開会の挨拶及び説明

能登公也 金沢大学附属病院放射線部

13:00-13:45 実習説明 1

一般撮影の入射表面線量測定

講師:福島哲弥 福井大学医学部附属病院放射線部

13:45-14:30 実習説明 2

血管造影装置の面積線量計の簡易校正

講師：飯田泰治 金沢大学附属病院放射線部

14:45-15:45 測定実習 1

一般撮影の入射表面線量測定

15:45-16:45 測定実習 2

面積線量計の簡易校正

16:45-17:00 質疑応答及び閉会の挨拶

参加申し込み

参加を希望される方は、1 月 30 日（金）までに下

記までお申し込み下さい。

金沢大学附属病院 放射線部 能登公也

Email:knoto@med.kanazawa-u.ac.jp

参加費:500 円（資料代）
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第２回日本放射線技術学会中部部会 部会セミナー

“乳房画像の基礎から実践まで”

このたび、東海と北陸で実施されていましたブロック研修会を部会セミナーにリニュ

ーアルし、開催することになりまして、北陸ではすでに平成 21年 6月 27 日（土）に第 1

回が「画像データの運用とセキュリティー（コンピューターウイルスの現状と対策）」と

題して実施されました。東海では各部位の診療について基礎から実践までを横断的に取

り上げて行きたいと考えておりまして、今回は「乳房画像の基礎から実践まで」という

内容を用意致しました。

会員の皆様の多数のご参加をお待ちしております。

日 時 ： 平成 22年 1月 23 日（土）13:30～17:30

場 所 ： 名古屋大学保健学科 東館大講義室

参加費 ： 無料（非会員 500 円） 事前登録は不要です。

【プログラム】

1.「特別講演：乳房画像の基礎から実践まで」 13:30～15:30

司会:米田和夫、中島地康

1-1 「乳房画像診断の基礎から実践まで」

中日病院 森田孝子先生

1-2 「乳房画像技術の基礎から実践まで」

マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 堀田勝平先生

2.「シンポジウム：各モダリティにおける乳房画像技術について」 15:45～17:30

座長：藤田保健衛生大学病院 川地俊明、井田義宏

2-1 「超音波乳房画像技術について｣ 刈谷豊田総合病院 桑山真紀

2-2 「X線 CT における乳房画像技術について」 藤田保健衛生大学病院 片岡由美

2-3 「MRI における乳房画像技術について」 豊川市民病院 伊藤光代

お問い合わせ：

名古屋大学医学部附属病院放射線部 三宅良和 Email: nhmy-ngy@umin.ac.jp

会告


