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第 3 回 中部放射線医療技術学術大会 プログラム 

第 45回日本放射線技術学会中部部会学術大会 

第 19回中日本地域放射線技師学術大会 

 
  日時：2010 年 11 月 20 日(土）、21 日(日） 

  会場：鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス 

    〒510-0293 

       三重県鈴鹿市岸岡町 1001-1 

       TEL 059-383-8991 

       URL http://www.suzuka-u.ac.jp/information/access.html 

 

【参加登録費】会員 2,000 円、学生会員（社会人学生除く）無料、 非会員 3,000 円 

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 

 

【意見交換会】  

日時：11 月 20 日（土）18:30～ 

参加費：1,000 円 

会場：鈴鹿医療科学大学 学生食堂（研究厚生棟内） 

 

 

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 

平成 22年 11月 12日 No.2010-3 
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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第第第第 3333 回中部放射線医療技術学術大会回中部放射線医療技術学術大会回中部放射線医療技術学術大会回中部放射線医療技術学術大会のののの開催開催開催開催にあたってにあたってにあたってにあたって    大会長挨拶大会長挨拶大会長挨拶大会長挨拶    

    

第 3 回中部放射線医療技術学術大会 大会長 

 第 19 回中日本地域放射線技師学術大会 大会長 

                          北野 外紀雄 

 第 2 回中部放射線医療技術学術大会は昨年、岐阜県大垣市にて、第 18 回中日本地域放射線

技師学術大会畑佐和昭大会長、第 44 回（社）日本放射線技術学会中部部会学術大会横山龍二

郎大会長、両大会長のご尽力により成功裡に終えられましたこと、お慶び申し上げます。 

 さて、今回は三重県が当番県として、11 月 20 日（土）、21 日（日）の二日間、鈴鹿市の鈴

鹿医療科学大学千代崎キャンパスの全施設を借用し、Innovation of Radiological Technology 

and Medical Physics from Central Japan『放射線技術および医学物理の新機軸を中部から』

を大会のテーマとして開催いたします。今回の第 3 回中部放射線医療技術学術大会から、大

会長を一本化し、大会長を第 19 回中日本地域放射線技師学術大会大会長である北野外紀雄が

務め、第 45 回（社）日本放射線技術学会中部部会学術大会大会長の中西左登志が副大会長を

務めさせて頂きます。この方式は中部放射線医療技術学術大会運営委員会にてご了承頂いて

おりまして、今後は原則として、中日本地域放射線技師学術大会大会長と日本放射線技術学

会中部部会学術大会長が交互に大会長を務めることとなりますので、皆さま方のご理解とご

協力をお願い致します。 

今大会が約20年前に日本放射線技師会が設立母体で設置された鈴鹿医療科学大学において、

大会長を統一した初の中部放射線医療技術学術大会として開催されますことは、技師会と技

術学会の深い協力関係を象徴するような、感慨深いイベントとなることでしょう。 

今回の大会テーマは、当地域における更なる学術振興をめざし、最終的には英語論文が数

多く投稿・受理されることを目標として開催致しますので、数多くの会員の皆様からの演題

が不可欠と考えておりましたが、前回大会までの演題応募数を上回る演題数となりましたこ

と、皆さま方の日ごろの研鑽とご尽力に敬服致しますと共に、感謝致します。 

大会の内容につきましては、ランチョンセミナーに加え、新たにテクニカルセミナーを企

画しました。これは従来の機器展示を取りやめ、大会プログラム中に各企業の最新情報の発

表の場を設けた新しい試みで、メーカーとの「実りのある議論の場」として、今後の研究等

に役立てて頂けることを願って企画しました。 

 特別講演では、三重大学医学部附属病院中央放射線部長 佐久間肇先生に『心臓 MRI の画
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像診断－ MRA を含めて－最近の進歩』という内容で講演をお願いしました。大会終了後の市

民公開講座では環境問題で数多くの著書を出版され、テレビ番組でもおなじみの中部大学の

武田邦彦先生をお招きして『子供と郷土のための環境問題』の講演を予定しております。 

 大会終了後は飛び石連休となります。近くでは今春リニューアルされたレストランが好評

な鈴鹿サーキット、東海地方随一のレジャーランドの長島スパーランド等、また、少し足を

伸ばせばパワースポットとして人気の高い伊勢神宮、熊野古道等があります。現在、伊勢自

動車道の津インターチェンジ以南は高速道路料金が無料となっていますので、平日でも安価

で南紀の旅が楽しめます。 

 神宮では 20 年に一度行われる式年遷宮が平成 17 年から 25 年にかけて進行中で、昨年は新

しい宇治橋が架けられ、過去最高の来場者数となりました。その他、三重県には多くの観光

スポットがございます。また、大会会場には充分な駐車スペースがございますので、参加後

の小旅行をお楽しみ頂いてはいかがでしょうか。多くの方々のご参加をお願いいたします。 
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第第第第 3333 回中部放射線医療技術学術大会回中部放射線医療技術学術大会回中部放射線医療技術学術大会回中部放射線医療技術学術大会のののの開催開催開催開催にあたってにあたってにあたってにあたって    副大会長挨拶副大会長挨拶副大会長挨拶副大会長挨拶    

    

第 3回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 

第 45 回（社）日本放射線技術学会中部部会学術大会 大会長 

 中西 左登志 

 

 今回の大会は中部放射線医療技術学術大会として、一人大会長制となり、真の意味で統一

された学術大会として歩み出す記念すべきものです。この歴史的とも言うべきイベントに参

加される皆さまに、開始から終了まで充実した時間を共有して頂きたいと、実行委員一同様々

なアイデアを出し、大会テーマの Innovation of Radiological Technology and Medical 

Physics from Central Japan『放射線技術および医学物理の新機軸を中部から』に恥じない

ように、新たな企画をたくさん準備致しました。 

 大会初日 11 月 20 日（日）は 9 時 30 分より中部部会研究会として、CT/MRI 合同研究会，放

射線治療研究会、医療情報システム研究会、防護/アンギオ合同研究会、画像研究会、乳房/

超音波合同画像研究会が 6会場で開催されます。 

 開会式後の一般演題発表、ランチョンセミナー等の後、新企画のテクニカルセミナーは午

後 3時 10 分開始とし、伊勢の名物赤福餅と赤福餅に良く合うほうじ茶を準備致しました。伊

勢の味覚を味わいながら和気藹々と、お気に入りのメーカーのお話を聞いて頂きたいと思い

ます。これまでの機器展示とはひと味違った企画として盛り上げて頂きたいと思います。 

 特別講演後の特別企画では『放射線技術の進歩と診療報酬改定』のテーマの下、中央社会

保険医療協議会専門委員北村善明氏による『中医協専門委員から見た今後の展望』、および

（社）日本画像医療システム工業会経済部会部会長野口雄司氏による『診療報酬改定に向け

ての論点』の 2 題のご講演を賜り、診療放射線技師の将来に直結する問題について、ご出席

の方々からの質疑応答、ご意見等を期待致します。また新企画になりますが、今大会「学生

賞」を設けました。受賞者の発表と表彰式が行われますので、エントリーされた方々は閉会

式までお楽しみ下さい。さらに、閉会式では、（社）日本放射線技師会より、すべての一般演

題から１題に日本放射線技師会学術奨励賞が授与されますので、一般発表をされた方々も閉

会式にご出席頂きますよう、お願い致します。初日 20 日（土）午後 1 時 30 分より第 4 会場

にて中部部会年会が開催されます。（社）日本放射線技術学会中部部会会員のみな様、今年は

役員改選の年ですので、ご参加頂きますようお願い致します。初日最後の意見交換会は参加

費をリーズナブルな 1,000 円として学生会員の方々にも気軽に参加して頂けるようにしまし
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た。先着限定 200 個になりますが、今大会のロゴをあしらいましたメモリアルタンブラーも

用意しましたので、お持ち帰りの上、大会の思い出の品としてご愛用頂ければ幸いです。 

大会 2日目は午前 8時 45 分よりモーニングセミナーを 3会場用意致しました。ご講演を賜

ります先生方には初学者から臨床で活躍中の先生方にも解りやすくお話頂きますようお願い

してあります。新たな知識を増やす絶好の機会ですので、是非ご出席下さい。今大会の大会

テーマに関するシンポジウムは午前 10 時より開催されます。多くの論文を書かれた方の体験

談から査読をされる方のお話まで、幅広いサジェスチョンが得られ、この地域の論文発表数

が飛躍的に増加するものと期待します。大勢のご参加をお待ち致します。 

 市民公開講座は基本的には一般市民の方々が対象ではありますが、ご講演を賜ります武田

邦彦教授のプロフィールを拝見致しますと旭化成工業（株）ウラン濃縮研究所長の経歴をお

持ちで、第１種放射線取扱主任者や作業環境測定士という、私どもと共通する資格もお持ち

とお聞きしております。放射線技術関係者にとっても非常に面白いご講演を拝聴することが

できるものと思います。 

最後に三重県は観光の県です。大会期間中、志摩スペイン村では早くもクリスマスイベン

トが始まります。学術大会期間中は初日から閉会式までご参加頂き、飛び石連休をご利用の

うえ「よく学びよく遊べ」の学術大会として多くの方々の参加をお待ちしています。 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 7 － 

    

名称：第 3回 中部放射線医療技術学術大会（CCRT） 

第 45 回 (社)日本放射線技術学会中部部会学術大会 

第 19 回 中日本地域放射線技師学術大会 

 大会テーマInnovation of Radiological Technology and Medical Physics from Central Japan 

『放射線技術および医学物理の新機軸を中部から』 

会期：平成 22 年 11 月 20 日（土）・21 日（日） 

会場：鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス 

       〒510-0293 

       三重県鈴鹿市岸岡町 1001-1 

       TEL 059-383-8991 

       URL http://www.suzuka-u.ac.jp/information/access.html 

大会 HP：http://jsrt-chubu.org/taikai/taikai.html 

主催：(社)三重県放射線技師会、(社)日本放射線技師会、(社)日本放射線技術学会中部部会 

後援：鈴鹿市 

 

 

第第第第 3333 回回回回    中部放射線医療技術学術大会事務局中部放射線医療技術学術大会事務局中部放射線医療技術学術大会事務局中部放射線医療技術学術大会事務局    

 

  三重大学医学部附属病院 中央放射線部  

  〒514-8507 三重県津市江戸橋 2 丁目 174 

  e-mail : ccrt3rd@clin.medic.mie-u.ac.jp  

 

    

１１１１....    参加登録受付参加登録受付参加登録受付参加登録受付    

１） 参加登録方法 

本学術大会では事前参加登録を行わず、当日登録のみとします。日本放射線技師会

大大大大    会会会会    概概概概    要要要要    

参加参加参加参加されるされるされるされる皆様皆様皆様皆様へのごへのごへのごへのご案内案内案内案内とおとおとおとお願願願願いいいい    
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生涯学習実績記録を希望する方は必ず会員カード（BASIC カードもしくは技師格カ

ード）をお持ち下さい。また、日本放射線技術学会参加実績記録も行いますので会

員カードをお持ち下さい。カードを忘れた方の実績記録はお受けできません。 

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

参加証（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（技術学会・技師会） 2,000 円 

非会員           3,000 円 

学生会員（社会人学生除く）  無 料 

２２２２....    参加登録受付時間参加登録受付時間参加登録受付時間参加登録受付時間    

  ・第 1日目 11 月 20 日（土）8 : 30 〜 16 : 00 

  ・第 2日目 11 月 21 日（日）8 : 30 〜 14 : 00 

３３３３....    ネームカードネームカードネームカードネームカード着用着用着用着用についてについてについてについて    

  ネームカード未着用者は入場をお断りします。 

４４４４....    モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナー    

  軽食・お飲物はございません。 

５５５５....    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー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。＊参加登録受付にて配布する入場

引換券が必要です。 

６６６６....    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナー    

  テクニカルセミナーは赤福とほうじ茶をご用意いたします。＊参加登録受付にて配布す

る入場引換券が必要です。 

７７７７....    録音録音録音録音・・・・撮影撮影撮影撮影    

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。 

８. 喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者へのおへのおへのおへのお願願願願いいいい 

            大学敷地内および周辺は全面禁煙です。喫煙はご遠慮下さい。 

９９９９....    呼呼呼呼びびびび出出出出しししし・・・・掲示掲示掲示掲示・・・・伝言伝言伝言伝言    

   呼び出しは行いません。 
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１０１０１０１０....    携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話やややや時計時計時計時計ののののアラームアラームアラームアラームなどなどなどなど    

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。 

１１１１１１１１. . . . 書籍販売書籍販売書籍販売書籍販売    

日   時 ： 11 月 20 日（土）、21 日（日）11 : 30 〜 14 : 30 
場   所 ： 鈴鹿医療科学大学 研究厚生棟 1階 紀伊国屋店舗内 

 

 

意意意意    見見見見    交交交交    換換換換    会会会会    

  日   時 ： 11 月 20 日（土）18 : 30 〜 

  場   所 ： 鈴鹿医療科学大学 学生食堂（研究厚生棟内） 

  参 加 費 ： 1,000 円           

＊参加登録受付にて申し受けます。 

 

 

発表者発表者発表者発表者・・・・座長座長座長座長のののの皆様皆様皆様皆様へのごへのごへのごへのご案内案内案内案内とおとおとおとお願願願願いいいい    

    1.1.1.1.発表者発表者発表者発表者のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ    

１） 発表時間 

一般演題：発表 7分＋質疑応答 3分 

２） 受付 

・発表用 PowerPoint ファイルは Windows 上で PowerPoint2003、2007、2010 いずれか

で作成して下さい。 

・ 当該セッション開始 60 分前までに座長・演者受付（第 1会場の座長・演者は JART

記念館ロビー参加登録受付、併設受付、その他の会場の座長・演者は B講義棟ロビ

ー受付）にデータ（USB ストレージ・CD-R）中の PowerPoint ファイルを持参して下

さい。 

・ 受付に設置してある映写チェック用 PC にて、外部モニタへ投影できるかチェックを

行って頂いた後、係員の指示に従い、PowerPoint ファイルを組織委員会 PC 内にコピ

ーして下さい。 

・持参いただいたデータメディアは、予備として発表終了までお持ち下さい。 

 当該セッション開始 60 分前までにお越し下さい。なお 2 日目最初のセッションは
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30 分前までにお越し下さ い。 

・ 会場 PC デスクトップ上にセッション別フォルダが作成されており、フォルダ内に、

演者受付で提出した PowerPoint ファイルが保管されています。演者はご自身でファ

イルを開いて発表して下さい。 

・ 混乱を避けるため、原則、当日発表の演題だけ受け付けますが、2日目最初のセッ

ションについては前日でも受け付けます。 

 ３） 映写形式 

     PC による発表（１面）のみとさせていただきます。ノートパソコン持込みでの発表

は出来ませんのでご注意下さ い。 

 ４） 動画・音声の出力はできませんので、あらかじめご承知おき下さい。 

 ５） 講演終了の合図 

       発表終了時刻に 1回ベルを鳴らします。 

 ６） 次演者 

少なくとも当該セッション開始 15 分前までには次演者席にお着き下さい。 

２２２２....座長座長座長座長のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ    

１）セッション開始 30 分前までに座長・演者受付（第 1 会場の座長は JART 記念館ロビー

参加登録受付併設受付、その他の会場の座長は B 講義棟ロビー受付）までお越し下さい。 

 ２）セッション開始 15 分前までに次座長席にお着き下さい。 

 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。 

 ５）学生演題評価シートは、セッション終了後、会場責任者が回収いたします。 

３３３３....質疑質疑質疑質疑をされるをされるをされるをされる皆様皆様皆様皆様へへへへ    

 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。 

４４４４....第第第第 3333 回中部放射線医療技術学術大会学生賞回中部放射線医療技術学術大会学生賞回中部放射線医療技術学術大会学生賞回中部放射線医療技術学術大会学生賞    

 学生を対象とした学術賞をもうけました。最優秀賞 1 題、優秀賞 3 題、閉会式にて発表い

たします。エントリーされた方は必ず閉会式に参加願います。 

５５５５....日本放射線技師会学術奨励賞日本放射線技師会学術奨励賞日本放射線技師会学術奨励賞日本放射線技師会学術奨励賞    

 （社）日本放射線技師会より、すべての一般演題から１題に、学術奨励賞が授与されます。

閉会式にて発表いたします。 
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会  場 座席数 内  容 

参加登録受付 
JART 記念館 

（旧日放技 教育センター） 
— 

参加登録受付、座長・演者受付＊ 

スライド受付 他 

第 1会場 
JART 記念館 

100 年記念ホール 
360 

研究会、開会式、一般研究発表、シンポジウ

ム 

特別講演、特別企画、市民公開講座 

第 2会場 B 講義棟 3513 講義室 303 
研究会、閉会式、ランチョンセミナー 

一般研究発表、テクニカルセミナー 

第 3会場 B 講義棟 3512 講義室 156 

研究会、ランチョンセミナー、一般研究発表 

中部部会年会、テクニカルセミナー 

モーニングセミナー 

第 4会場 B 講義棟 3523 講義室 303 
研究会、ランチョンセミナー 

一般研究発表、テクニカルセミナー 

第 5会場 B 講義棟 3522 講義室 156 
研究会、ランチョンセミナー、一般研究発表 

テクニカルセミナー、モーニングセミナー 

第 6会場 B 講義棟 3521 講義室 156 
研究会、一般研究発表 

テクニカルセミナー、モーニングセミナー 

第 7会場 B 講義棟 3515 講義室 132 テクニカルセミナー 

第 8会場 A 講義棟 3112 講義室 240 テクニカルセミナー 

本部事務局 JART 記念館撮影室付近 — — 

＊ 座長・演者受付は、JART 記念館（参加登録受付に併設）と B 講義棟ロビーにもございま

す。第 1会場で発表される方は、JART 記念館で、その他会場で発表される方は B講義ロビ

ーの座長・演者受付までお越し下さい。 

使使使使    用用用用    会会会会    場場場場    
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意見交換会会場  （学生食堂） 

会会会会    場場場場    見見見見    取取取取    図図図図    
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第 3 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 3 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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特別講演特別講演特別講演特別講演    

『心臓MRIの画像診断 〜 MRAを含めて〜 最近の進歩』 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部長   佐久間 肇先生 

特別企画特別企画特別企画特別企画    

テーマ：放射線技術の進歩と診療報酬改定 

 講演 1：『中医協専門委員から見た今後の展望』 

                                       中央社会保険医療協議会   北村 善明先生 

 講演 2：『診療報酬改定に向けての論点』 

  （社）日本画像医療システム工業会 経済部会   部会長 野口 雄司先生 

シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    

テーマ：論文を書こう    

中津川市民病院   原 孝則 

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻医薬保健学域保健学類量子医療技術学講座教授 

真田 茂 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部   山尾 覚一 

藤田保健衛生大学 医療科学部   教授 市原 隆 

市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座    

『子供と郷土のための環境問題』                                        

中部大学   教授 武田 邦彦先生 

企企企企        画画画画        ププププ        ロロロロ        ググググ        ララララ        ムムムム    
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ララララ    ンンンン    チチチチ    ョョョョ    ンンンン    セセセセ    ミミミミ    ナナナナ    ーーーー    

 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅠⅠⅠⅠ                                                                                                    第一三共株式会社    

『肝臓のMDCT −究極の最適化を目指して−』     

 岐阜大学医学部附属病院 放射線科   講師 近藤浩史先生 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅡⅡⅡⅡ                                                                                                                                            シーメンス･ジャパン株式会社    

『2管球CTにおけるDual Energyの現状とこれから』 

金沢大学附属病院 放射線部   高田忠徳先生 

名古屋市立大学病院 中央放射線部   大橋一也先生 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅢⅢⅢⅢ                                                                                                                                                                            エーザイ株式会社    

『肺血栓塞栓症の病態と診断』         

三重大学大学院 循環器・腎臓内科学 講師 山田典一先生 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅣⅣⅣⅣ                                                                                                                    富士フイルム RI ファーマ株式会社    

『認知症疾患における核医学検査と診療ネットワーク』 

三重大学大学院医学系研究科 神経内科   教授 冨本秀和先生 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅤⅤⅤⅤ                                                                                                                            富士フィルムメディカル株式会社    

『富士フイルムが考えるデジタルマンモの日常管理 〜FPD・CR〜』 

富士フイルムメディカル株式会社 MS販売促進部   西日本MSセンター 坂本真俊先生 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅥⅥⅥⅥ                                                                                                                    コヴィディエンジャパン株式会社    

『X 線 CTの進化と課題 ─ 我々はどう評価し、どう利用すべきか』 

藤田保健衛生大学医療科学部 放射線学科   准教授 辻岡勝美先生 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅦⅦⅦⅦ                                                                                                                                                        バイエル薬品株式会社    

『そこが知りたい心臓 CT － Frequently Asked Questions － 』 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部   助教 北川覚也先生 

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅧⅧⅧⅧ                                                                                                                        日本メジフィジックス株式会社    

『頸動脈狭窄症 —画像診断と外科的治療—』     

三重大学大学院医学系研究科 先進的脳血管内治療学   准教授 阪井田博司先生 
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テテテテ    クククク    ニニニニ    カカカカ    ルルルル    セセセセ    ミミミミ    ナナナナ    ーーーー    

 

テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅠⅠⅠⅠ    

『医用モニタについて 〜精度管理の現状〜』（プレゼン後のデモも行います） 

                                         

(株)東陽テクニカ   清水 貴裕先生 

テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅡⅡⅡⅡ    

『Siemens社製 最新3TMR装置のご紹介』 

シーメンスジャパン株式会社マーケティング本部 MR 事業部 プロダクトグループ  

諸井 貴先生 

テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅢⅢⅢⅢ    

『インジェクターの選び方でここまで変わる 〜画像に与える影響と安全確保〜』 

                     株式会社根本杏林堂 営業部 荒木 朋之先生 

テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅣⅣⅣⅣ    

『読影しやすい心臓 SPECT 画像の画質と QCと処理の観点を伝承する』 

  日本メジフィジックス 画像情報センター   柳澤 正道先生 

テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅤⅤⅤⅤ    

『ブレインラボの製品紹介』         

        ブレインラボ株式会社 放射線治療ビジネス部   加藤 幸助先生 

テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅥⅥⅥⅥ    

『診療放射線技師模擬試験の実践・評価と将来展望』      

             株式会社シーイー・フォックス   渡辺 敦子先生 

テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅦⅦⅦⅦ    

『新製品「ZIOSTATION2」のご紹介』 

 アミン株式会社/営業企画部   七戸 金吾先生 

『ZIOSTATIONにおけるCTC検査の有用性と実際』    

 神戸大学医学部附属病院 放射線科   三宅 基隆先生 
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モモモモ    ーーーー    ニニニニ    ンンンン    ググググ    セセセセ    ミミミミ    ナナナナ    ーーーー    

 

モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーⅠⅠⅠⅠ    

『冠動脈イメージング』  

      三重大学医学部医学研究科 非侵襲診断治療学専攻   宮城 英毅先生 

モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーⅡⅡⅡⅡ    

『肩関節疾患における至適 X 線撮影法の選択』 

                  とうかい整形外科 かわげ   難波 一能先生 

モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーⅢⅢⅢⅢ    

『今日から使える整形外科超音波検査の魅力 〜我々が活躍する新たなフィールド〜』    

 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科   前田 佳彦先生 
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中中中中        部部部部        部部部部        会会会会        技技技技    術術術術    セセセセ    ミミミミ    ナナナナ    ーーーー    

    

日時日時日時日時    平成平成平成平成 22222222 年年年年 11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））9:309:309:309:30〜〜〜〜11:0011:0011:0011:00    

    

CT/MRICT/MRICT/MRICT/MRI 合同研究会合同研究会合同研究会合同研究会                                                                                                                                    第第第第 1111 会場会場会場会場    100100100100 年記念年記念年記念年記念ホールホールホールホール    

『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 3 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、他のモダリティについての知識も必要でしょう。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。研究会の詳細は日本放

射線技術学会中部部会のホームページに掲載します。 

■ CT 研究会「Dual Energy CT、Virtual Monochromatic Imaging について」 

 CT における新技術として Dual Energy CT や Virtual Monochromatic Imaging があります。この手法

の技術的な工夫、それを利用した Virtual Monochromatic Imaging について講演していただきます。臨

床での活用法、現状の問題点についても使用施設に講演していただきます。 

■ MR 研究会「〜超高磁場 MRI における RF 技術〜 」 

 全身用 3TMRI 装置は、全国に普及し稼働台数も増えてきている。また世界的には 7TMRI 装置やさらに

高磁場の装置も研究されていると聞く。 MRI 装置は高磁場化へと進みつつあるが熱吸収比（specific 

absorption rate ; SAR）の増加など問題点も存在する。その解決方法の一つとして最新の RF 技術につ

いて今回講演していただきます。 

    

放射線治療研究会放射線治療研究会放射線治療研究会放射線治療研究会                                                                                                                                                        第第第第 2222 会場会場会場会場    3513351335133513 講義室講義室講義室講義室    

この度、第3回中部放射線医療技術学術大会開催にあわせ、恒例となりました放射線治療研究会を開

催致します。ここ数年で東海北陸地域にも何台もの高精度放射線治療装置が導入され稼働し始めました。

そこで今回は、今年からBrainLAB社製Novalis Txを導入された大垣市民病院の高木等先生に技師として

導入の経緯から臨床稼動に至る経緯と経験をお話しいただきます。 

また、医療法人社団人優会 熊本放射線外科院長の古後佳生先生はガンマナイフ、サイバーナイフ、

Novalisと多種多様な高精度放射線治療装置での経験をお持ちであり、本年からはNovalis Txでの治療
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も始められています。そこで古後先生には高精度放射線治療の原点とも言える頭部定位照射について最

新の治療機の事も交えてお話しいただくようにお願いいたしました。 

皆様多数のご参加をお待ちしております。 

講演1：『自治体病院である大垣市民病院における高精度放射線治療装置Novalis Txの担う役

割について』 

    大垣市民病院 医療技術部  高木 等先生 

講演2：『Novalis, NovalisTxでの頭部定位照射について 

               -転移性脳腫瘍に対する治療成績を基に腫瘍の長期制御を図るための私見-』 

医療法人社団人優会 熊本放射線外科   院長 古後 佳生先生 

    

医療情報医療情報医療情報医療情報システムシステムシステムシステム研究会研究会研究会研究会                                                                                                                    第第第第 3333 会場会場会場会場    3512351235123512 講義室講義室講義室講義室    

座長 医療情報システム研究会代表理事 豊橋市民病院   原瀬 正敏 

『システムリプレイスにどう立ち向かうか』 

福井大学医学部付属病院   上坂 秀樹先生 

 オーダリングシステムや電子カルテシステムが多くの施設で導入されてきており、さらには、平成 22

年度の診療報酬改定により、PACS によるフィルムレス運用が加速度的に導入されてきている。しかしな

がら放射線部門は病院における他部門に比べ、システム導入による電子化は DICOM という標準規格によ

り、古くからシステム化されてきた。そのため多くの施設では、放射線部門におけるシステムリプレイ

スが行われてきている。 

システムリプレイスは多額な費用を要するが、単にシステムを更新するだけでは費用面から考えるとあ

まりにも無駄な投資となってしまう可能性が高い。今回、システムリプレイス経験をされた福井大学医

学部付属病院の上坂秀樹先生にご講演いただき、次世代にあるべき放射線部門のシステム化を会員の皆

様と一緒に探りたいと考えています。    

防護防護防護防護////アンギオアンギオアンギオアンギオ合同研究会合同研究会合同研究会合同研究会                                                                                                                        第第第第 4444 会場会場会場会場    3523352335233523 講義室講義室講義室講義室    

『医療における被ばくと OSL』 

 酸化アルミニウムを素材とする OSL（Optically Stimulated Luminescence）線量計が日本で利用され

始めて 10 年を経過しました。OSL 線量計を利用した「ルクセルバッジ」は個人被ばく線量測定器として

利用され、2010 年 4 月には線量計の国際化を踏まえて「クイクセルバッジ」として大きくデザインの変

更が行われました。現在、OSL 線量計の優れた測定性能から、個人線量計のみならず患者線量の測定な

どにその用途を広げています。今回、アンギオ・放射線防護研究会では長年に渡って OSL 線量計をご研

究されてきた長瀬ランダウア株式会社の小林育夫先生をお招きし、4 月より測定サービスの始まったク
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イクセルバッジの特徴、そして OSL 線量計を用いた患者線量測定についてご講演を頂きます。この研究

会を通じて、我々が最も身近に接している線量計である OSL 線量についての理解が深まれば幸いです。 

    

画像研究会画像研究会画像研究会画像研究会                                                                                                                                            第第第第 5555 会場会場会場会場    3522352235223522 講義室講義室講義室講義室    

画像研究会 代表世話人  

上田 伸一 

國友 博史 

『ワイヤレスタイプのフラットパネルディテクタの性能と利便性について』 

一般撮影装置としてフラットパネルディテクタ（FPD）が多くの臨床施設で導入され、その画質特性や

利便性における優位性は揺るぎないものになりつつある。しかし、ベッド上での撮影など CR(Computed 

Radiography)でなければ撮影が困難な撮影も多く、FPD のみで撮影室を構築することはできない。また、

FPD も有線タイプが従来から提供されていたが、ディテクタと本体をつなぐコードの存在で、使い勝手

に問題があった。ここにきて、ワイヤレスタイプの FPD が数社から供給されるようになり、CR のカセッ

テタイプと同じような使用の可能性が出てきた。今回、シーメンス社とケアストリーム社の 2社にワイ

ヤレスタイプならではの有用性、撮影現場での使用方法やディテクタの基本特性等についてご講演頂く。 

    

乳房乳房乳房乳房////超音波合同画像研究会超音波合同画像研究会超音波合同画像研究会超音波合同画像研究会                                                                        第第第第 6666 会場会場会場会場    3521352135213521 講義室講義室講義室講義室    

『当施設の 2008 年度の乳がん検診成績』 

四竈 明日香   三原 久美子   中井 昌弘 

三重県健康管理事業センター 

【目的・方法】乳癌検診のモダリテイ別の現状を明らかにする目的で、当施設の 2008 年度の乳癌検診

成績を検討したので、報告する。 

【結果・まとめ】視触診、MMG、US 別にみると、受診者数 17395 人、21648 人、6701 人、要精検率 1.0%、

3.2%、4.0%、癌発見率 0.06％、0.20%、0.10％、陽性反応適中度 6.21%、6.31%、2.58%であった。受診

者数では、視触診、MMG は 60 歳台、US は 30 歳代が多かった。癌発見率と罹患率の比は 0.58、1.79、1.30

で、20 歳刻みの年齢階級別では、40 歳未満は US が、40 歳以上 60 歳未満は MMG と US が、60 歳以上は

MMG が大きかった。受診歴別に要精検率、癌発見率、陽性反応適中度、癌発見率と罹患率の比をみると、

3 者とも、初回が逐年検診より高かった。カテゴリー判定別の悪性疾患の比率は、カテゴリー3 で 0.5

－4.5%、カテゴリー4で 25.0－66.7%、カテゴリー5で 100%であった。視触診と MMG あるいは US 併用検

診の癌発見例で、視触診のみの所見で癌が発見された症例はなかった。癌発見例の進行度を見ると、3

者とも不明なものが多かった。 

 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 22 － 

 

『やってみよう！乳腺超音波検査～超音波画像を理解してマンモグラフィに強くなろう～』

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 乳腺検査室  桑山 真紀 

乳房画像診断としてマンモグラフィは診療放射線技師にとって最優先される検査です。クーポン券の

無料配布に効果は認められるも、目標とする 50％に満たないのが現状です。一つにはマンモグラフィは

若年者や Dense Breast に対して精神的・身体的苦痛も含めて不向きであるという理由があります。超

音波はマンモグラフィの欠点を補うとされていますが、診療放射線技師が携わっている施設は多くあり

ません。直接検査に関われなくても、超音波画像を理解することは乳房画像診断全般の見方に変化をも

たらすので、この講義で乳腺超音波への理解を深めたいと考えています。乳腺超音波の所見用語はマン

モグラフィの所見用語と同じ意味を持つ場合と異なる場合があります。超音波の「形状」「境界部」「内

部エコー」「高エコースポット」はマンモグラフィでは「形状」「境界・辺縁」「濃度」「石灰化」に相当

します。超音波所見用語をマンモグラフィと対比させ整理していきたいと思います。 
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第第第第１１１１日日日日    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））第第第第 1111 会場会場会場会場    100100100100 年記念年記念年記念年記念ホールホールホールホール    

    

11:0011:0011:0011:00〜〜〜〜11:3011:3011:3011:30    開会式開会式開会式開会式    

大会長挨拶 ほか 

11:3011:3011:3011:30〜〜〜〜12:2012:2012:2012:20    セッションセッションセッションセッション 1111    CT1CT1CT1CT1    

座長 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山尾覚一    

1-1-1 iDoseによるNPSの検討  

磐田市立総合病院 竹内由樹ほか 

1-1-2 CTにおける逐次近似再構成画像の低コントラスト検出率試験（学生）   

 金沢大学医学部保健学科 中島知洋ほか    

1-1-3 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 倉谷洋佑ほか    

1-1-4 同一メーカーでの異なる逐次近似法を応用した画像再構成法の比較検討 

                                  市立四日市病院医療技術部放射線室  高橋和徳ほか 

14:1014:1014:1014:10〜〜〜〜15:0015:0015:0015:00    セッションセッションセッションセッション 2222    CT2CT2CT2CT2            

座長 名古屋市立大学病院 中央放射線部 大橋一也    

1-1-5 仮想単色X線CT画像の基礎的検討   

市立四日市病院医療技術部放射線室 加藤楓大ほか 

1-1-6 仮想単色X線CT画像のメタルアーチファクト軽減効果の基礎的検討 

                  市立四日市病院医療技術部放射線室 綿田悠亮ほか 

1-1-7 仮想単色X線CT画像における被写体サイズの変化に対するCT値の変動についての基礎

的検討 

                     市立四日市病院医療技術部放射線室 米倉宏樹ほか 

1-1-8 Dual Source CTにおける物理的性能評価 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線部門 坪野寿恵ほか 

16:0016:0016:0016:00〜〜〜〜17:0017:0017:0017:00    特別講演特別講演特別講演特別講演        

座長 第 3 回中部放射線医療技術学術大会副大会長 中西左登志    

1-1- SL 心臓MRIの画像診断〜MRAを含めて〜最近の進歩  

   三重大学医学部附属病院 中央放射線部長 佐久間肇先生 
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17:0017:0017:0017:00〜〜〜〜18:0018:0018:0018:00    特別企画特別企画特別企画特別企画                                                                                            

座長 金沢大学附属病院 山本友行 

テーマ：放射線技術の進歩と診療報酬改定                 刈谷豊田総合病院  佐野幹夫    

1-1- SP1 中医協専門委員から見た今後の展望    

中央社会保険医療協議会 北村善明先生 

1-1-SP2 診療報酬改定に向けての論点 

（社）日本画像医療システム工業会 経済部会 部会長 野口雄司先生 

    

    

第第第第 1111 日日日日    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））第第第第 2222 会場会場会場会場    3513351335133513 講義室講義室講義室講義室    

    

11:3011:3011:3011:30〜〜〜〜12:2012:2012:2012:20    セッションセッションセッションセッション 3333    CT3CT3CT3CT3                        

座長 名古屋大学医学部附属病院 阿知波正剛    

1-2-1 治療用電離箱検出器を用いたCTDI測定に関する検討（第1報） 

                                浜松医科大学医学部附属病院  放射線部 竹井泰孝ほか 

1-2-2 治療用電離箱検出器を用いたCTDI測定に関する検討（第2報） 

                         浜松医科大学医学部附属病院  放射線部 竹井泰孝ほか 

1-2-3 簡易型コーンビームマイクロCTの開発（学生）  

 藤田保健衛生大学 大野智之ほか 

1-2-4 CT装置におけるアーチファクト体験ソフトウエアの開発（学生）     

      藤田保健衛生大学 尾崎香帆ほか 

1-2-5 聴器fusion imageの解剖学的評価の試み（学生）  

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部 放射線技術科学科  山中敬之ほか    

12:3012:3012:3012:30〜〜〜〜13:3013:3013:3013:30 ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅠⅠⅠⅠ    

座長 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牧浩昭    

1-1- LS1 肝臓のMDCT−究極の最適化を目指して−         

岐阜大学医学部附属病院 放射線科 講師 近藤浩史先生    

14:1014:1014:1014:10〜〜〜〜15:0015:0015:0015:00    セッションセッションセッションセッション 4444    CT4CT4CT4CT4                                

                座長 金沢医科大学病院 山村博    

1-2-6 心臓CT検査における分割式画像再構成法の検討（学生） 

藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 玉木将也ほか 
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1-2-7 心臓CTにおける心拍-時間分解能特性の解析（学生）     

 金沢大学 保健学科 放射線技術科学専攻 糸野峰史ほか 

1-2-8 CTによる肺気腫の重症度判定に及ぼすモニタの階調度特性の影響（学生）    

  名古屋大学大学院 小野内翔一ほか 

1-2-9 X線CTにおける低コントラスト分解能に関する検討（ウィンドウ表示と低コントラスト

識別能の関係）（学生） 

藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 土谷祐輔ほか 

1-2-10 CNRを指標としたCT用自動露出機構（CNR-AEC）の基礎的検討（学生） 

藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 村上正悟ほか 

15:1015:1015:1015:10〜〜〜〜15:5015:5015:5015:50    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅠⅠⅠⅠ    

1-1-TS1 医用モニタについて 〜精度管理の現状〜    (株)東陽テクニカ 清水貴裕先生 

 

    

第第第第 1111 日日日日    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））第第第第 3333 会場会場会場会場    3512351235123512 講義室講義室講義室講義室    

    

11:3011:3011:3011:30〜〜〜〜12:2012:2012:2012:20    セッションセッションセッションセッション 5555    乳腺乳腺乳腺乳腺 1111        

座長 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 桑山真紀    

1-3-1 乳房撮影装置における線質・出力の装置間比較（学生）    

藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 田中敬介ほか 

1-3-2 Photon-counting技術によるマンモグラフィ装置のコントラスト特性評価（学生） 

                                            金沢大学医学部保健学科 佐藤恵梨子ほか 

1-3-3 Photon-counting技術を用いたデジタルマンモグラフィ装置の画質評価（学生） 

金沢大学医学部保健学科 鍔菜月ほか 

1-3-4 乳腺MR画像を用いた乳がん自動解析手法〜造影T1サブトラクション画像を用いた病変

部の形状解析〜（学生） 

藤田保健衛生大学 八幡優希ほか 

12:3012:3012:3012:30〜〜〜〜13:3013:3013:3013:30    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅡⅡⅡⅡ    

座長 金沢大学医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 市川勝弘    

1-3-LS2 2管球CTにおけるDual Energyの現状とこれから 

金沢大学附属病院 放射線部 高田忠徳先生 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 大橋一也先生 
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15:1015:1015:1015:10〜〜〜〜15:5015:5015:5015:50    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅡⅡⅡⅡ    

1-3-TS2 Siemens社製 最新3TMR装置のご紹介 

シーメンスジャパン株式会社マーケティング本部 MR 事業部 プロダクトグループ  

諸井貴先生 
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11:3011:3011:3011:30〜〜〜〜12:2012:2012:2012:20    セッションセッションセッションセッション 6666    MRI1MRI1MRI1MRI1            

座長 岐阜大学医学部附属病院 放射線部 梶田公博    

1-4-1 MRI装置における電極の熱効果について（学生）   

                                鈴鹿医療科学大学 平野彩佳ほか 

1-4-2 MRIの画像歪みがナビゲーション手術システムの精度に及ぼす影響（学生） 

                                     名古屋大学大学院 医学系研究科 三井貴司ほか 

1-4-3 低磁場術中MRIによる拡散強調画像の撮像条件の最適化（学生） 

名古屋大学大学院 医学系研究科 朝比奈克至ほか 

1-4-4 3軸同時印加型DWIの基礎的検討  

                                          磐田市立総合病院 山田英司ほか 

1-4-5 当院に於けるIDEAL法の臨床応用と課題   

      厚生会多治見市民病院放射線技術課 玉井勲ほか 

12:3012:3012:3012:30〜〜〜〜13:3013:3013:3013:30    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅢⅢⅢⅢ    

座長 市立四日市病院 医療技術部 放射線室 丹羽正厳    

1-4-LS3 肺血栓塞栓症の病態と診断       

      三重大学大学院 循環器・腎臓内科学 講師 山田典一先生 

14:1014:1014:1014:10〜〜〜〜15:0015:0015:0015:00    セッションセッションセッションセッション 7777    超音波超音波超音波超音波////透視透視透視透視        

座長 厚生連滑川病院 画像診断部 中谷恒夫    

1-4-6 甲状腺腫瘤性病変の超音波像と病理組織診断の対比 

                      医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 木村友哉ほか 

1-4-7 検診腹部超音波検査における脂肪肝所見と肝機能に関する検討 

                                  医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 工藤亜沙美ほか 

1-4-8 胃X線撮影検査における拡大率を考慮した距離測定の検討   
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      静岡県立静岡がんセンター 廣澤賢一ほか 

1-4-9 ERCPにおける透視時間低減への試み（視線認識システム考案  

 医療法人 宏潤会 大同病院 神谷悟ほか 

1-4-10 ERCPにおける透視時間低減への試み（視線認識システム検証）    

医療法人 宏潤会 大同病院 高田憲昭ほか    

15:1015:1015:1015:10〜〜〜〜15:5015:5015:5015:50    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅢⅢⅢⅢ    

1-4-TS3 インジェクターの選び方でここまで変わる 〜画像に与える影響と安全確保〜 

株式会社根本杏林堂 営業部 荒木朋之先生 

 

 

第第第第 1111 日日日日    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））第第第第 5555 会場会場会場会場    3522352235223522 講義室講義室講義室講義室    

 

11:3011:3011:3011:30〜〜〜〜12:2012:2012:2012:20    セッションセッションセッションセッション 8888    一般撮影一般撮影一般撮影一般撮影 1111    

    座長 松阪中央総合病院 放射線科 大幡里奈    

1-5-1 一般撮影用 FPD 線量決定シートの作成  

県西部浜松医療センター   診療支援部 診療放射線技術科 三上信哉ほか 

1-5-2 FPDシステムの胸部撮影における付加フィルタの検討            

   藤田保健衛生大学病院 放射線部 市川卓磨ほか 

1-5-3 マンモグラフィ撮影における再撮理由の検討      

  富山県立中央病院 画像技術科 高田ちはるほか 

12:3012:3012:3012:30〜〜〜〜13:3013:3013:3013:30    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅣⅣⅣⅣ        

    座長 中部大学 生命健康科学部 生命医科学科 伊藤守弘    

1-5-LS4 認知症疾患における核医学検査と診療ネットワーク 

三重大学大学院医学系研究科 神経内科 教授 冨本秀和先生 

14:1014:1014:1014:10〜〜〜〜15:0015:0015:0015:00    セッションセッションセッションセッション 9999    放射線治療放射線治療放射線治療放射線治療 1111                

    座長 福井大学医学部附属病院 北章延    

1-5-4 高エネルギーX線、電子線、陽子線におけるポリマーゲル線量計の特性（学生） 

                              金沢大学医学部保健学科放射線技術科学専 藤川博司ほか 

1-5-5 Flattening Filter Free Linac の線量分布特性（学生）          

    名古屋大学大学院医学系研究科 松永卓磨ほか 

1-5-6 MPIを用いたモンテカルロシミュレーションの基礎的検討（学生） 

 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 28 － 

名古屋大学大学院 医学系研究科 邉見篤志ほか 

1-5-7 腰椎部骨転移患者に対する放射線治療時の患者ゆがみの評価（学生） 

                              金沢大学医学部保健学科放射線技術科学専攻    高村翼ほか 

1-5-8 頭頸部がん患者に対する放射線治療時の患者ゆがみの評価（学生）     

   金沢大学医学部保健学科 中村洋介ほか 

15:1015:1015:1015:10〜〜〜〜15:5015:5015:5015:50    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅣⅣⅣⅣ    

1-5-TS4 読影しやすい心臓 SPECT 画像の画質と QC と処理の観点を伝承する 

日本メジフィジックス 画像情報センター 柳澤正道先生 

    

    

第第第第 1111 日日日日    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））第第第第 6666 会場会場会場会場    3521352135213521 講義室講義室講義室講義室    

 

14:1014:1014:1014:10〜〜〜〜15:0015:0015:0015:00    セッションセッションセッションセッション 10101010    被被被被ばくばくばくばく 1111            座長 県西部浜松医療センター 中村文俊    

1-6-1 X線診断領域における2009年に小児が受けた線量推定（学生） 

                                藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 松永雄太ほか 

1-6-2 Euref法による平均乳腺線量推定ソフトの構築（学生）   

 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科 大塚智子ほか 

1-6-3 妊婦CT検査における胎児の線量評価（学生）              

 藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 日比亮輔ほか 

1-6-4 前置癒着胎盤症例における母体内吸収線量のモンテカルロシミュレーション（学生） 

     名古屋大学医学部保健学科 放射線技術科学専攻 羽場友信ほか 

1-6-5 X線TV検査におけるシミュレーションを用いた従事者被ばくの検討 

                   福井大学医学部附属病院放射線部 嶋田真人ほか 

15:1015:1015:1015:10〜〜〜〜15:5015:5015:5015:50    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅤⅤⅤⅤ    

1-6-TS5 ブレインラボの製品紹介                

ブレインラボ株式会社 放射線治療ビジネス部 加藤幸助先生 

 

 

第第第第 1111 日日日日    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））第第第第 7777 会場会場会場会場    3515351535153515 講義室講義室講義室講義室    

 

15:1015:1015:1015:10〜〜〜〜15:5015:5015:5015:50    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅥⅥⅥⅥ    



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 29 － 

1-6-TS6 診療放射線技師模擬試験の実践・評価と将来展望         

株式会社シーイー・フォックス 渡辺敦子先生 

 

 

第第第第 1111 日日日日    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））第第第第 8888 会場会場会場会場    3112311231123112 講義室講義室講義室講義室    

 

15:1015:1015:1015:10〜〜〜〜15:5015:5015:5015:50    テクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーテクニカルセミナーⅦⅦⅦⅦ    

1-6-TS7 新製品「ZIOSTATION2」のご紹介                    

  アミン株式会社/営業企画部 七戸金吾先生 

 ZIOSTATIONにおけるCTC検査の有用性と実際  

神戸大学医学部附属病院 放射線科 三宅基隆先生 

 

 

 

 

 

第第第第 2222 日日日日    11111111 月月月月 21212121 日日日日（（（（日日日日））））第第第第 1111 会場会場会場会場    100100100100 年記念年記念年記念年記念ホールホールホールホール    

 

10:0010:0010:0010:00〜〜〜〜11:3011:3011:3011:30    シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    

コーディネータ 中部大学 生命健康科学部 生命医科学科 伊藤守弘 

テーマ：論文を書こう          三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹    

中津川市民病院 原孝則 

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻 医薬保健学域保健学類 量子医療技術学講座  

教授 真田茂 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山尾覚一 

藤田保健衛生大学 医療科学部 教授 市原隆 

12:5012:5012:5012:50〜〜〜〜14:0014:0014:0014:00    セッションセッションセッションセッション 11111111    CT5CT5CT5CT5                

            座長 大垣市民病院 診療検査科 高田賢    

2-1-1 CT造影検査時、重篤症状に陥った患者への処置、対応の検討 放射線技師の立場から 

JA愛知厚生連 海南病院 放射線科 佐藤純ほか 

2-1-2 造影CT検査における造影剤副作用カードの運用経験       

 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 30 － 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 内田雄一郎ほか 

2-1-3 CT検査における民生用ノイズキャンセル機能付ヘッドホン使用の検討（第3報） 

医療法人 宏潤会 大同病院 松永純也ほか 

2-1-4 CT検査における民生用ノイズキャンセル機能付ヘッドホン使用の検討（第4報） 

医療法人 宏潤会 大同病院 山崎詩織ほか 

14:3014:3014:3014:30〜〜〜〜16:0016:0016:0016:00    市民公開講座市民公開講座市民公開講座市民公開講座    

座長 第 3回中部放射線医療技術学術大会 実行委員長 伊藤守弘    

2-1-PL 子供と郷土のための環境問題 

                        中部大学 教授 武田邦彦先生 

 

 

第第第第 2222 日日日日    11111111 月月月月 21212121 日日日日（（（（日日日日））））第第第第 2222 会場会場会場会場    3513351335133513 講義室講義室講義室講義室    

    

9:309:309:309:30〜〜〜〜10:3010:3010:3010:30    セッションセッションセッションセッション 12121212    CT6CT6CT6CT6                            

座長 福井大学医学部附属病院 木戸屋栄次    

2-2-1 320列面検出器CTに対応したスライス厚測定用ファントムの開発（学生） 

                                  藤田保健衛生大学大学院保健学研究科    清水裕也ほか 

2-2-2 ボリュームヘリカルスキャンのAuto Exposure Control (AEC) 評価 

                                静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 富田哲也ほか 

2-2-3 ボリュームヘリカルスキャンの空間分解能評価   

      静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 吉田司ほか 

2-2-4 面検出器CTによる多列ヘリカルスキャンの物理画像特性  

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 久保岡直哉ほか 

2-2-5 ダブルスライステクノロジーを用いた画質特性の基礎的検討 

                      名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部 遠藤真紀ほか 

2-2-6 肺野関数を基準にした胸部Low Dose CTの基礎的検討 —GGOを対象物としたファントム

実験 

                      金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線部門 長田弘二ほか 

10:3010:3010:3010:30〜〜〜〜11:3011:3011:3011:30    セッションセッションセッションセッション 13131313    CT7CT7CT7CT7                

    座長 富山赤十字病院 放射線科部 長谷川晃    

2-2-7 頭部non-helical scanにおける撮影収集列の検討   



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 31 － 

名古屋大学医学部附属病院医療技術部放射線部門 神藤雅彦ほか 

2-2-8 新しい頭部用再構成関数（Neuro BestContrast）の性能評価     

 名古屋市立大学病院 中央放射線部  棚瀬真伸ほか 

2-2-9 頭部CTにおける低管電圧撮影の有用性と臨床応用 

                      医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科  糟谷明大ほか 

2-2-10 当院における動静脈分離・頭部3DCTAの至適タイミングの検討  

                鈴鹿回生病院 福田剛史ほか 

2-2-11 頭部3DCTAサブトラクション法のプロトコルの検討                      

 豊川市民病院 放射線科 嶺澤慎太郎ほか 

2-2-12 血管造影用dual injectorの性能評価                    

JA岐阜厚生連 西美濃厚生病院 放射線科  高木理光ほか 

    

11:4011:4011:4011:40〜〜〜〜12:4012:4012:4012:40    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅤⅤⅤⅤ                

座長    市立四日市病院 中央放射線室 稲垣由美    

2-2-LS5 富士フイルムが考えるデジタルマンモの日常管理 〜FPD・CR〜 

富士フイルムメディカル株式会社 MS販売促進部 西日本MSセンター 坂本真俊先生 

 

12:5012:5012:5012:50〜〜〜〜14:0014:0014:0014:00    セッションセッションセッションセッション 14141414    CT8CT8CT8CT8            

座長 順天堂大学医学部附属静岡病院 平入哲也    

2-2-13 320列CTを用いた冠動脈CTにおける造影剤注入速度の検討          

 四日市社会保険病院 放射線部 磯部好孝ほか 

2-2-14 冠動脈CTにおいて推定BSAにより造影剤注入条件を決定した際の造影効果の検討 

                                        公立陶生病院 中央放射線部 秋山宣行ほか 

2-2-15 冠動脈CT画像に対するモーションアーチファクトを用いた時間分解能 

−MSCT，ADCT，DSCTに対応した動態ファントム− 

                                藤田保健衛生大学 大学院 保健学研究科 加藤亮平ほか 

2-2-16 心疾患リスク評価を目的とした心臓周囲脂肪の基礎的検討 

                     医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 河合可奈ほか 

2-2-17 心房細動カテーテルアブレーション術前の肺静脈CT撮像法の検討 

                                三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山崎暁夫ほか 

2-2-18 肺区域切除術前3D-CTにおける肺動静脈分離1回撮像法の経験 

 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 32 － 

                               三重大学医学部附属病院 中央放射線部 中森克敏ほか    

14:1014:1014:1014:10〜〜〜〜14:3014:3014:3014:30    閉会式閉会式閉会式閉会式    

大会長挨拶 

第 3回中部放射線医療技術学術大会学生賞表彰 

日本放射線技師会学術奨励賞表彰 

次回大会長挨拶 ほか 

 

 

第第第第 2222 日日日日    11111111 月月月月 21212121 日日日日（（（（日日日日））））第第第第 3333 会場会場会場会場    3512351235123512 講義室講義室講義室講義室    

 

8:458:458:458:45〜〜〜〜9:259:259:259:25    モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナー        

座長 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山田剛    

2-3-MS1 冠動脈イメージング           三重大学大学院医学系研究科 非侵襲

診断治療学専攻 宮城英毅先生 

9:309:309:309:30〜〜〜〜10:3010:3010:3010:30    セッションセッションセッションセッション 15151515    核医学核医学核医学核医学 1111            

    座長 富山大学附属病院 放射線部 稲垣晶一    

2-3-1 心筋MIBGシンチにおけるH/Mの技師間差減少への試み          

  国立病院機構三重中央医療センター 原田高行ほか    

2-3-2 心筋血流SPECTと遅延造影MRI，心臓CTによる梗塞心筋の検出能の比較     

                                     聖隷三方原病院 総合画像診断部 長屋重幸ほか 

2-3-3 123I−MIBG心筋シンチの基礎検討                 

                           豊川市民病院 放射線科 加藤敬之ほか 

2-3-4 乳房センチネルリンパ節シンチグラフィにおける使用コリメータとメインピークに関

する検討  

金沢大学附属病院 放射線部 小西貴広ほか 

2-3-5 乳がんセンチネルリンパ節シンチSPECT撮像におけるコリメータと画像処理法の基礎

的検討 

金沢大学附属病院 放射線部 小島礼慎ほか 

10:3010:3010:3010:30〜〜〜〜11:3011:3011:3011:30    セッションセッションセッションセッション 16161616    核医学核医学核医学核医学 2222                        

        座長 福井県済生会病院 宮下芳幸    

2-3-6 FDG-PETを使用した乳癌組織型の検討                



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 33 － 

   木沢記念病院 医療技術部 放射線技術課 波多野真実ほか 

2-3-7 FDG-PETにおける部分容積効果（パーシャルボリュームエフェクト） 

                           木沢記念病院 医療技術部 放射線技術課  宮澤大輔ほか 

2-3-8 PET-CT息止め撮像時における呼吸停止法の検証     

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 竹内誠ほか 

2-3-9 PET/CT画像を用いた肺結節の自動検出（1）〜ハイブリッド検出手法の提案と検診用画

像を用いた評価〜 

                                           藤田保健衛生大学 寺本篤司ほか 

2-3-10 PET/CT画像を用いた肺結節の自動検出（2）〜PET画像での偽陽性削減の検討〜（学生） 

                                                      藤田保健衛生大学 小池誠ほか 

11:4011:4011:4011:40〜〜〜〜12:4012:4012:4012:40    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅥⅥⅥⅥ    

    座長    静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 中屋良宏    

2-3-LS6 X 線 CT の進化と課題 ─ 我々はどう評価し、どう利用すべきか 

藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 准教授 辻岡勝美先生 

 

12:5012:5012:5012:50〜〜〜〜14:0014:0014:0014:00    セッションセッションセッションセッション 17171717    乳腺乳腺乳腺乳腺 2222                

        座長 公立松任石川中央病院 山下千恵    

2-3-11 デジタルマンモグラフィ装置AMULET導入にあたって  

          社会医療法人厚生会多治見市民病院 医療技術部 放射線技術課 安富千鶴ほか    

2-3-12 直接変換型FPD乳房撮影装置における撮影条件の検討            

 社会保険 中京病院 放射線部 西橋みな美ほか 

2-3-13 mammographyに於ける撮影時拡大率を変更させた描出能の検討 

特定医療法人 斎寿会 鈴鹿回生病院 放射線課 水井雅人ほか 

2-3-14 乳房切除標本撮影における病変描出能の検討                              

 聖隷浜松病院  放射線部  安藤澄香ほか 

2-3-15 検診マンモグラフィにおける局所的非対称性陰影（FAD）の検討 

                      医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 森田香里ほか 

2-3-16 がん健診無料クーポンによる乳がん発見への効果                    

   大垣市民病院 外来放射線室 高木優ほか 
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第第第第 2222 日日日日    11111111 月月月月 21212121 日日日日（（（（日日日日））））第第第第 4444 会場会場会場会場    3523352335233523 講義室講義室講義室講義室    

 

9:309:309:309:30〜〜〜〜10:3010:3010:3010:30    セッションセッションセッションセッション 18181818    MRI2MRI2MRI2MRI2    

座長 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 井上勝博    

2-4-1 fMRIにおいてのしりとり課題に代わる言語野描出課題の検討       

静岡県立総合病院 放射線技術室  大川剛史ほか 

2-4-2 3T−MRIにおける3D−FLAIRの検討  

                                                  鈴鹿回生病院 市場義人ほか 

2-4-3 3.0T乳腺MRIにおけるMulti TransmitとSmart Exam Breastの有用性 

                                静岡県立静岡がんセンター 画像診断科  後藤弘徳ほか 

2-4-4 心臓MRI（delayed enhancement）におけるCINE-IR法の有用性  

                      磐田市立総合病院  松芳圭吾ほか 

2-4-5 肝臓Dynamic Studyにおける3D-VIBE法のスライス厚の基礎的検討 

                       豊橋市民病院   畑井博晶ほか 

10:3010:3010:3010:30〜〜〜〜11:3011:3011:3011:30    セッションセッションセッションセッション 19191919    MRI3MRI3MRI3MRI3                                                            

座長 浜松医科大学医学部附属病院 大石直樹    

2-4-6 深部静脈血栓症におけるMRI拡散強調画像の有用性についての基礎的検討  

            特定特別医療法人 博愛会病院 診療技術部 放射線技術科 高木達也ほか 

2-4-7 MR-Venographyにおける下肢静脈の描出能改善の検討      

        市立砺波総合病院 伊吹真紀子ほか 

2-4-8 SPACEによる3D black blood imagingを用いた頭部血管撮像の検討    

愛知医科大学病院 中央放射線部 小関弘智ほか 

2-4-9 ファーストリカバリー（FR）法を用いた顎関節撮像の検討               

  豊川市民病院 放射線科 赤川佳寛ほか 

11:4011:4011:4011:40〜〜〜〜12:4012:4012:4012:40    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅦⅦⅦⅦ                                                    

    座長 松阪中央総合病院 放射線科 坪井茂樹    

2-4-LS7 そこが知りたい心臓 CT － Frequently Asked Questions － 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 助教 北川覚也先生 

12:5012:5012:5012:50〜〜〜〜14:0014:0014:0014:00    セッションセッションセッションセッション 20202020    MRI4MRI4MRI4MRI4                                                        

                    座長 名古屋市立大学病院 笠井治昌    

2-4-10 リウマチ患者における両手MRI撮像の最適ポジショニングの検討（第1報）    
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                                      芳珠記念病院 画像診断センター 庄田隆志ほか 

2-4-11 リウマチ患者における両手MRI撮像の最適ポジショニングの検討（第2報）  

 芳珠記念病院 画像診断センター 香林和幸ほか 

2-4-12 肩関節撮影におけるDual Array Coil適用の基礎的検討      

医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 放射線科 西田宗生 

2-4-13 3D-SPACE法を用いた腰椎T2WI撮影条件の検討               

  富山県済生会富山病院 放射線技術科 藤本勝明ほか 

2-4-14 3D-SPACEを用いた脊髄撮影の検討                                  

 愛知医科大学病院  中央放射線部 遠藤真ほか 

2-4-15 SPACEを用いた脊椎3Dイメージの検討                          

   愛知医科大学病院  中央放射線部  清水郁男ほか 

 

 

第第第第 2222 日日日日    11111111 月月月月 21212121 日日日日（（（（日日日日））））第第第第 5555 会場会場会場会場    3522352235223522 講義室講義室講義室講義室    

 

8:458:458:458:45〜〜〜〜9:259:259:259:25    モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーⅡⅡⅡⅡ                                    

        座長 大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 安田鋭介    

2-5-MS2 肩関節疾患における至適 X 線撮影法の選択             

  とうかい整形外科かわげ 難波一能先生 

 

9:309:309:309:30〜〜〜〜10:3010:3010:3010:30    セッションセッションセッションセッション 21212121    一般撮影一般撮影一般撮影一般撮影 2222                                                        

                座長 愛知医科大学病院 伊藤雄二    

2-5-1 三重県内医療施設骨撮影Routine検査実施状況調査— 撮影管電圧および決定権者につ

いて —（学生） 

                        鈴鹿医療科学大学保健衛生学部放射線技術科学科 大岩和由ほか 

2-5-2 三重県内医療施設骨撮影Routine検査実施状況調査— 撮影体位および撮影方向につい

て —（学生） 

                        鈴鹿医療科学大学保健衛生学部放射線技術科学科 田口磨美ほか 

2-5-3 Lateral tibial thrustの評価方法                         

     やわたメディカルセンター 放射線課 鮒田達郎ほか 

2-5-4 CTの三次元画像（3D-CT）によるステンバース法の検討（学生） 
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                        鈴鹿医療科学大学保健衛生学部放射線技術科学科 広瀬拓也ほか 

10:3010:3010:3010:30〜〜〜〜11:3011:3011:3011:30    セッションセッションセッションセッション 22222222    放射線治療放射線治療放射線治療放射線治療 2222                            

        座長 岐阜県立多治見病院 中央放射線部 鎌田茂義    

2-5-5 ラジオサージェリーの治療計画における1.5T MRI画像の幾何学的精度の検証（学生） 

金沢大学医学部保健学科放射線技術科学専攻 笹本耕平ほか 

2-5-6 定位手術的照射の治療計画に用いることを想定した0.4TのMRI画像の幾何学的精度検

証（学生） 

金沢大学医学部保健学科放射線技術科学専攻 黒田辰憲ほか 

2-5-7 定位手術的照射での使用を想定した3.0T MRIの幾何学的歪みの測定（学生） 

金沢大学医学部保健学科放射線技術科学専攻 仲村香織ほか 

2-5-8 肝特異性造影剤Gd-EOB-DTPAを用いたHCCに対する定位放射線治療Novalisの治療効果

判定 

                         名古屋共立病院画像部 池之上宙ほか 

2-5-9 Mach Edge法およびHalf Field法における各種補償フィルターの比較 

                          金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線部門 山下修ほか 

11:4011:4011:4011:40〜〜〜〜12:4012:4012:4012:40    ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーⅧⅧⅧⅧ                                            

    座長    三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹    

2-5-LS8 頸動脈狭窄症 — 画像診断と外科的治療 —    

三重大学大学院医学系研究科 先進的脳血管内治療学 准教授 阪井田博司先生 

12:5012:5012:5012:50〜〜〜〜14:0014:0014:0014:00    セッションセッションセッションセッション 23232323    放射線治療放射線治療放射線治療放射線治療 3333                                                        

            座長 磐田市立総合病院 小嶋友    

2-5-10 Radiochromic film EBT2とRTQA2の基礎特性の比較と使用経験 

                        名古屋市立大学病院 中央放射線部 治療技術係 福間宙志ほか 

2-5-11 フラットパネル式X線シミュレータの使用経験         

    三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牛島貴弘ほか 

2-5-12 6軸補正寝台を用いた寝台補正によるビームの影響      

       金沢大学附属病院 放射線部 磯村直樹ほか 

2-5-13 間歇照射における遅延時間の検証  

                                              社会保険 中京病院 田中聡ほか 
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第第第第 2222 日日日日    11111111 月月月月 21212121 日日日日（（（（日日日日））））第第第第 6666 会場会場会場会場    3521352135213521 講義室講義室講義室講義室    

 

8:458:458:458:45〜〜〜〜9:259:259:259:25    モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナーⅢⅢⅢⅢ                                                                    

        座長 中部大学 生命健康科学部 生命医科学科 伊藤守弘    

2-6-MS3 今日から使える整形外科超音波検査の魅力 〜我々が活躍する新たなフィールド〜    

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 前田佳彦先生 

9:309:309:309:30〜〜〜〜10:3010:3010:3010:30    セッションセッションセッションセッション 24242424    装置装置装置装置                                                                        

        座長 石川県済生会金沢病院 大黒直人    

2-6-1 高精細ディジタルカメラを用いた医療用ディスプレイの輝度測定（学生） 

金沢大学医学部保健学科 堀田大雄ほか 

2-6-2 Exposure Index導入を目的としたキャリブレーション条件の許容度の設定         

 名古屋第二赤十字病院 有賀英司    

2-6-3 ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲﾔの機器管理および交換時期について                         

福井県立病院 放射線室 角田孝明ほか 

2-6-4 放射線機器導入時における稼働率を考慮した電源容量の検討               

     米田病院 放射線科 角谷法彦ほか 

2-6-5 間接変換型フラットパネルディテクタにおける相対標準偏差を用いたノイズ因子解析

によるディテクタ効率の検討 

                                    名古屋市立大学病院 中央放射線部 西脇祐太ほか 

2-6-6 直接変換方式FPD搭載型X線透視撮影装置の日常点検 - 欠落画素の検出 - 

                                      藤田保健衛生大学病院 放射線部 中根和久ほか 

 

 

10:3010:3010:3010:30〜〜〜〜11:3011:3011:3011:30    セッションセッションセッションセッション 25252525    被被被被ばくばくばくばく 2222                                                        

        座長座長座長座長    名古屋第二赤十字病院 有賀英司    

2-6-7 X線CT用アナライザーを使用した出力評価 

                                        藤田保健衛生大学 鈴木昇一ほか 

2-6-8 RAD Speed Proに搭載した線量計算システムで求める入射表面線量の精度の検討 

                                            大垣市民病院 外来放射線室 堀貴好ほか 

2-6-9 X線CT検査時の患者データに基づく被ばく線量のシミュレーション（学生） 

                      名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 森下祐樹ほか 
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2-6-10 胸部CT撮影における被曝低減法の比較 〜被曝低減効果について〜（学生） 

                              金沢大学医学部保健学科放射線技術科学専攻 菅井舞ほか 

2-6-11 胸部CT撮影における被曝低減法の比較 〜画質について〜（学生） 

                            金沢大学医学部保健学科放射線技術科学専攻 豊田麻美ほか 

12:5012:5012:5012:50〜〜〜〜14:0014:0014:0014:00    セッションセッションセッションセッション 26262626    医療情報医療情報医療情報医療情報                                    

                座長 木沢記念病院 放射線技術課 宮澤大輔    

2-6-12 病院情報システムおよび放射線部門システムの再構築   

  静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 瓜倉厚志ほか 

2-6-13 診療放射線技師の一次読影を考慮したレポートシステムの構築と業務の効率化 

静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 伊藤宏明ほか 

2-6-14 病院情報システムおよび放射線部門システムの再構築〜核医学検査部門のシステム

構築〜 

静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 下山裕之ほか 

2-6-15 電子カルテ導入を機に核医学検査のオープン予約を取り入れて  

                   半田市立半田病院 放射線技術科 森本英樹ほか 

2-6-16 フィルムレス運用における画像連携の問題点             

  半田市立半田病院 医療情報管理室 新美晋二ほか 

2-6-17 ポータブル胸部単純X線写真を対象とした個人識別法の初期検討      

金沢大学附属病院 放射線部 川嶋広貴ほか 
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    平成平成平成平成 23232323・・・・24242424 度中部部会新役員候補者度中部部会新役員候補者度中部部会新役員候補者度中部部会新役員候補者についてについてについてについて    

         中部部会・選挙管理委員会 委員長 藤井 茂久 

平成 22 年 9 月 15 日公示の中部部会次期役員選挙に対する立候補者がなかったことを

受け、平成 22 年 10 月 31 日（日）に開催された平成 22 年度第 2 回中部部会理事会にお

いて、部会規約に則って部会理事会に候補者の推薦を要請いたしました。この要請を受

けて理事会で以下の方々が次期役員として推薦されました。選挙管理委員会で資格審査

を行いましたところ、中部部会規約選出要項における条件を満たしていることが確認さ

れました。この内容については、11月 20 日（土）に鈴鹿市で行われる中部部会年会で報

告いたします。 

部会長  鈴木昇一 氏     （愛知）藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 

 

副部会長 小山修司 氏     （愛知） 名古屋大学医学部保健学科 

副部会長 安達登志樹 氏    （福井）福井大学医学部附属病院 

副部会長 國友博史 氏     （愛知） 名古屋市立大学病院 

 

監事   山本友行 氏     （石川） 金沢大学医学部附属病院 

監事   米田和夫 氏     （愛知） 名古屋大学医学部附属病院 

 

庶務担当理事 市川勝弘 氏   （石川） 金沢大学医薬保健研究域 

会告 
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庶務担当理事 飯田泰治 氏   （石川） 金沢大学附属病院 

庶務担当理事 大橋一也 氏   （愛知）名古屋市立大学病院 

 

財務 小林謙一 氏       （愛知） 藤田保健衛生大学病院 

 

理事（石川県） 松浦幸広 氏  （石川） 金沢大学附属病院 

理事（福井県） 西出裕子 氏  （福井） 福井県立病院 

理事（富山県） 森 光一 氏  （富山） 富山大学附属病院 

理事（愛知県） 井田義宏 氏  （愛知）藤田保健衛生大学病院 

理事（岐阜県） 川地俊明 氏  （岐阜） 大垣市民病院 

理事（三重県） 中西左登志 氏 （三重） 鈴鹿医療科学大学 

理事（静岡県） 竹田浩康 氏  （静岡） 浜松医科大学医学部附属病院



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2010-3 

－ 41 － 

  

 

 

 

第 49 回岐阜県放射線治療技術研究会 

 

米国の放射線治療品質管理体制～短期留学を通して見えてきたもの～ 

放射線治療を受ける方に看護師ができること 

私の考える放射線治療～50 年の臨床経験から～ 

 

平成 22 年年 12月 4日（土） 

土岐市立総合病院 

 

 

 

第 35 回中部乳房画像研究会 

平成 22 年 12 月 23 日 13:30～15:30 

愛知県がんセンター中央病院 国際交流センター 大会議室 

 

内容 

「デジタルマンモグラフィーで知っておきたい Image J の使用法」 

岐阜医療科学大学放射線技術科 篠原 範充 先生 

 

ハンズオン形式で行いますので可能な方は Image J をインストールしたパソコンを持参

してください。なくても参加できます。 

 

詳しくは中部部会ホームページを参照ください。

技術セミナーのお知らせ 
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平成 22 年度 放射線防護研究会 

「診断放射線のリスクを考える」 

 

開催日：平成23 年1 月29 日（土） 

場 所：名古屋第二赤十字病院（八事日赤） 研修ホール 

時 間：14 時00 分 ～ 17 時00 分（開場：13 時30 分より） 

参加費：会員 1,000 円（当日1500 円）テキスト代込み 

学生無料（要学生証、テキスト無） 

共 催：(社)愛知県放射線技師会 

日本保健物理学会 

(社)日本放射線技術学会 中部部会 放射線防護研究会 

協 賛：(株)千代田テクノル 

事前登録URL 

https://ssl.formhttps://ssl.formhttps://ssl.formhttps://ssl.form----mailer.jp/fms/bf1f2416125068mailer.jp/fms/bf1f2416125068mailer.jp/fms/bf1f2416125068mailer.jp/fms/bf1f2416125068    

申込期間：平成22 年11 月8 日～平成23 年1 月22 日 

【趣旨】 

マルチスライスCT の普及によって、１回の検査で数十 mGy の被ばくを受けることも

稀ではなくなり、医療放射線に対するリスク評価は以前にも増して重要になっている。

数十 mGy というのは、疫学調査で発がんの決定的な証拠があるわけでなく、かといって

無視できるほどの微少な線量ではない。そのため、リスクをどう見積もるかという点に

関して、専門家の間でも議論が絶えない。 

今回のセミナーでは、医療被ばくの実態及び放射線影響に関する最新の知見に照らし

合わせて、CT 検査をはじめとする医療被ばくのリスクをどう考えるべきかを整理する。 

 

 

 

 

 

 


