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巻頭言 

 

第 4回中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって  大会長挨拶 

 

第 4回 中部放射線医療技術学術大会 大会長 

第 20 回 中日本地域放射線技師学術大会 大会長 

長田 孝光 

 

 中部放射線医療技術学術大会は第 1回が福井県、第 2回は岐阜県、第 3回が三重県で

開催されました。それぞれの大会では担当県が創意工夫された大会テーマで企画・運営

をされて成功裡に終えられたことに心より関係者の皆様に敬意を表したいと思います。 

さて、第 4回大会は富山県が担当することになり、11 月 12 日（土）、13 日（日）の二

日間、富山市の富山国際会議場で大会テーマを「新技術を切り拓く冒険者たち」として

開催することになりました。大会長を第 20 回中日本地域放射線技師学術大会大会長の長

田孝光が努め、副大会長は公益社団法人日本放射線技術学会中部部会学術大会長の森光

一が努めさせていただきます。富山県は地理的な条件から演題の申し込みが少なくなる

のではないかと心配していましたが、とても多くの演題申し込みがあり、皆様方の日頃

の研鑽とご尽力に感謝申し上げます。 

 大会テーマにそってシンポジウム、特別講演、市民公開講座を企画しました。 

シンポジウムのテーマは「冒険者たちのセレンディピティに迫る」とし、3 人のシンポ

ジストをお招きしてそれぞれの方々が放射線医療技術の分野で新しいことを生み出した

きっかけや、そのためには日頃から何を考え、どの様にしてその考えを実際に実現した

のかをお話していただきます。シンポジストは AZE 代表取締役社長、畔元正悟先生、シ
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ステムエッジ代表取締役社長、田中雅人先生、東芝メディカルシステムズ、宮崎美津恵

先生です。 

特別講演は「ニューロ領域の画像診断」、講師の先生は富山大学の野口京先生、先生は

画像診断技術にて診断することが不可能、困難とされている分野こそ研究の余地がある

と考え、それを基にして研究された脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの診断法につい

て話していただきます。 

市民公開講座は、日本大学の林成之先生に「つかえる！脳のつくりかた~中高生からか

らの脳活用術」、脳に悪い習慣をやめ、ここ一番で能力を発揮するためのノウハウを話し

ていただきます。林先生は水泳の北島選手のトレーニングにかかわったことでも知られ

た先生です。市民公開講座はテーマから一般市民から広く中・高生の参加を呼び掛けて

います。先生の話を聞いて、これまでとは違う脳の使い方を学び、リフレッシュした脳

にしていただくことにより、それまでとは異なった考え方、物の見方が出来るものと思

っています。講演は放射線技師にとっても、日々の検査業務を行って行く上でマニュア

ル人間から脱却するための大きなヒントになることは明らかであると思っています。 

特別企画では、3 月に発生した福島第一原発のトラブルに対して、放射線技師会の取

り組み、放射線技術学会の取り組みについて、現場での対応や問題点、今後に向けて両

会が取り組むべき課題などについてそれぞれの立場からお話をして頂き、討論を行いた

いと考えています。この他、研究会、一般研究発表、ランチョンセミナー、機器展示、

ハンズオンセミナーを企画し、富山から全国に向けて情報が発信出来ものと信じていま

す。 

 富山市の案内ですが、富山市は水深 1000 メートルの「海の幸の宝庫」富山湾から標高

3000 メートル級の「北アルプス立山連邦」まで標高差 4000 メートルのまさに深海から

天空に至るまで多様な地勢を誇る、水と緑に恵まれた町です。大会の開催される時期は

立山に初雪が降り、雪の白さとふもとの紅葉のコントラストが大変みごとです。会場の

国際会議場は市の中心部にあり、路面電車(セントラム)が市内を循環し、高速のインタ

ーからも近く、交通の便は良くなっています。 

富山に来て、学術を高めるとともに富山の秋も楽しんでいただけるよう準備を進めてい

ます。多数のご来県をスタッフ一同お待ち申し上げます。 
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 第 4 回 中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって 

 

第 4回 中部放射線医療技術学術大会 副大会長 

第 46 回 公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会学術大会 大会長 

森 光一 

 昨年 11 月 20 日(土)、21 日(日)に三重県鈴鹿市で開催されました第 3回中部放射線医

療技術学術大会が、第 19 回中日本地域放射線技師学術大会、北野外紀雄大会長、第 45

回日本放射線技術学会中部部会学術大会、中西左登志大会長の両大会長の下、大変成功

裏のうちに幕を閉じられましたことに、こころよりお慶び申し上げます。 

東日本大震災からの復興の槌音が力強く響く中、今年は「人と環境に優しいまち」を

スローガンに「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を進めている富山市の中

心、富山国際会議場にて第 4回中部放射線医療技術学術大会を本年 11 月 12 日 (土)、13

日(日)の両日開催いたします。 

この富山市を舞台に、今回は学会の原点を見つめ直し、「新技術を切り拓く冒険者たち」、

すなわち新しい技術を生み出すための強い志や熱い情熱を持っている人々を大会テーマ

としました。シンポジウムでは、熱き思いを抱いた技術者・開発者の方々をお招きいた

します。また、特別講演には、富山大学医学薬学研究部准教授 野口 京先生に「ニュー

ロ領域の画像診断」を、市民公開講座には、富山市ご出身の日本大学大学院総合科学研

究科教授 林 成之先生に市民のための「脳の力を発揮する勝負脳」の話をご講演いただ

きます。一般研究発表も 127 演題の応募が寄せられ、放射線医療技術をとりまく環境が

ひとところに留まることなく進化を遂げていることを実感すると同時に、この学術大会

が果たす役割を改めて重く受け止めています。また今回試みとして、将来を担う中学生、

高校生が市民公開講座やシンポジウムにも参加しやすいよう配慮し、ここ富山で若者た

ちの胸に将来放射線医療を支えていこうとする新たな志を一つでも多く灯したいと思い

ます。 

さて、ここで富山市を少しご紹介させていただきます。北は四季折々に獲れる魚の豊

富さ故しばしば天然の生簀にたとえられる富山湾に面し、また東には時と季節の移ろい

に彩りの変化を楽しめる北アルプス立山連邦を仰ぎ見ることができる、風光に恵まれた

豊穣な土地です。2008 年には全国で 13 ある「環境モデル都市」の 1つにも選定されて

います。しかし、人口約 42 万人、総面積 1,242k ㎡と広大な市域を有する地方中核都市
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であるため、1世帯あたりのガソリン消費量は全国 2位と、自動車依存度が著しく高く

なっています。そこで 2030 年に 30％、2050 年 50%（2005 年比）の温室効果ガスを削減

するという目標を掲げ、LRT（Light Rail Transit）を中心とした公共交通を活性化させ

て、それらを軸としたコンパクトなまちづくりを目指しています。また、アヴィレ（自

転車市民共同利用システム）と呼ばれる、市内各所に設置された「ステーション」から、

自由に自転車を利用し、任意のステーションに自転車を返却することができる新しいレ

ンタサイクルのシステムサービス（登録制・有料）や豊富な水資源を利用した小規模分

散型再生可能エネルギーとしての小水力発電など、さまざまな取り組みを行っています。 

資源が少ない日本が世界の先進国として存在してこられたのは、他の国が追随できな

い高度な技術立国であったことが一因といわれています。そしてこの国が今後世界の先

進国として生き残っていくためには、永続的な新しい技術の開発が必須です。それを生

み出す第一の条件は、あくまでも独創の一言に尽きます。そこには自分で考え出した、

他の追随を許さない着想が必要です。更にその新しい技術を実用化するためには、新天

地を求めて船出する冒険者のような強い志や情熱も必要です。しかし、新しい技術を生

み出すことは容易なことではないし、また偶然だけ与えられてもできることではありま

せん。私はかねてからこの冒険者たちには、何らかの共通点があるのではないかと思っ

ていましたが、それはセレンディピティ（serendipity）、すなわち、ふとした偶然をき

っかけに閃きを得、幸運を掴み取る能力を持っていることではないかと考えています。

本大会のテーマである新技術を切り拓いた冒険者たちが、発明という大きな壁をどのよ

うにブレイクスルーしたのか、そのきっかけ、すなわち彼らのセレンディピティにどこ

まで迫り近づくことができるか、今から楽しみにしています。そして本大会をきっかけ

に、海路の日和を待つことなく大海原に挑んだ先人たちに続く、セレンディピティを持

った勇気ある新たな冒険者たちが現れることを期待しています。 

 



第 4 回 中部放射線医療技術学術大会 プログラム 

 第 46 回日本放射線技術学会中部部会学術大会  

第 20 回中日本地域放射線技師学術大会 

 

  日時：2011 年 11 月 12 日(土)，13 日(日) 

  会場：富山国際会議場 2F,3F 

   〒930-0084 

    富山県富山市大手町１-２ 

       TEL 076-424-5931 

    URL http://www.ticc.co.jp/ 

 

【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 12 日（土）18:45～ 

参加費：5,000 円 

会場：富山第一ホテル 

 

 

上記登録費，意見交換会費は参加登録受付にて徴収させていただき

ます 
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交 通 案 内 図 

 

 

 

 

会場アクセス 

 ＪＲ富山駅より市内電車（セントラム）で約 7分/国際会議場前下車徒歩

0分 

 ＪＲ富山駅よりバスで約 5分/城址公園前下車 徒歩 3分 

 ＪＲ富山駅より徒歩で約 15 分 

 富山空港よりタクシーで約 20 分 

 富山空港より空港連絡バスで約 25 分/総曲輪下車 徒歩 2分 

 北陸自動車道，富山 IC から約 10 分 

 北陸自動車道，富山西 IC から約 20 分 
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周 辺 駐 車 場 案 内 

 

※会場地下の駐車場は①ですが、数に限りがあるため、周辺の駐車場もご利用ください。 

①富山国際会議場 駐車場 ②富山市営総曲輪駐車場  

収容台数 125 台 408 台(大型バス 4 台) 

電話番号 076-424-5931 076-422-5733 

営業時間 24 時間営業 24 時間営業 

料金 １時間 300 円。以後 30 分毎に 100 円加算。

夜間(23:00～8:00)１時間 100 円。 

１時間 320 円。以後 30 分毎に 100 円加算。 

夜間(23:00～8:00)１時間 100 円。 

 

③富山市営城址公園駐車場 ④富山市民プラザ駐車場  

収容台数 108 台 155 台 

電話番号 076-441-8001 076-493-1313 

営業時間 24 時間営業 8:00～24:00 

料金 1 時間 320 円。以後 30 分毎に 100 円加算。

夜間(23:00～8:00)1 時間 100 円。 

30 分毎 100 円 
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富山市民プラザ駐車場 

AM8：00～翌 AM0：00 

富山城址公園駐車場 

24H 営業 

市営総曲輪駐車場 

24H 営業 

富山国際

駐車場 

24H 営業

会議場 

 



周 辺 駐 車 場 案 内 
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会 場 見 取 図 

 

■富山国際会議場 
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大会概要 

 

名称   第４回中部放射線医療技術学術大会 

第 20 回中日本地域放射線技師学術大会 

第 46 回日本放射線技術学会中部部会学術大会 

 

大会テーマ 新技術を切り拓く冒険者たち 

 

会期    2011 年（平成 23 年）11 月 12 日(土)・13 日(日) 

 

会場   富山国際会議場 2F,3F 

     〒930-0084 

          富山県富山市大手町１-２ 

          TEL 076-424-5931 

          URL http://www.ticc.co.jp/ 

 

大会ホームページ   http://ccrt2011.umin.jp/ 

 

主催 社団法人日本放射線技師会 

 公益社団法人日本放射線技術学会中部部会 

 社団法人富山県放射線技師会 

 

後援 富山県 富山市 

 

第 4 回 中部放射線医療技術学術大会 事務局 

 

〒938-0031 

富山県黒部市三日市 1108-1  黒部市民病院 放射線科内 

第４回中部放射線医療技術学術大会事務局 

TEL 0765-54-2211 

Mail<toyama.art@gmail.com> 
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参加される皆様へのご案内とお願い 

 

参加登録受付 

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． 

 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． 

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 

参加登録受付時間 

第 1 日目 11 月 12 日（土）8 : 30 〜 17 : 00 

第 2 日目 11 月 13 日（日）8 : 30 〜 11 : 00 

ネームカード着用について 

    ネームカード未着用者は入場をお断りします． 

ランチョンセミナー 

ランチョンセミナーはお弁当とお茶をお配りします．＊参加登録受付にて配布する入場引

換券が必要です． 

録音・撮影 

発表会場内での，写真撮影，ビデオ撮影，録音は固くお断りいたします．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． 

喫煙者へのお願い 

会場・ホワイエは全面禁煙です．喫煙は，1F 指定喫煙場所をご利用ください． 

呼び出し・掲示・伝言 

呼び出しは行いません．参加者相互の連絡や参加者の皆様へのお知らせは，総合案内

近くの掲示・伝言板をご利用ください. 

携帯電話や時計のアラームなど 



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2011-No.2 

－ 14 － 

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． 

 

意 見 交 換 会 

  日   時 ： 11 月 12 日（土）18 : 45 〜 

  場   所 ： 富山第一ホテル（会場より徒歩 3 分） 

  参 加 費 ： 5,000 円           

＊参加登録受付にて申し受けます． 

 

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 

発表時間：一般演題：発表 7 分＋質疑応答 3 分 

受付 

1) 発表用 PowerPoint ファイルは Windows 上で PowerPoint2003，2007，2010 いずれか

で作成して下さい． 

2) 当該セッション開始 60 分前までに会場 2F データセンター受付に座長・演者受付に

データ（USB ストレージ・CD-R）ファイルを持参して下さい． 

3) 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，係員が会場 PC 内にコピーします 

4) 持参いただいたデータメディアは，予備として発表終了までお持ち下さい． 

5) 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 30

分前までにお越し下さ い． 

6) 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． 

7) 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． 

映写形式 

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

出来ませんのでご注意下さい． 
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2) 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． 

講演終了の合図 

 発表終了時刻に 1 回ベルを鳴らします． 

次演者 

少なくとも当該セッション開始 15 分前までには次演者席にお着き下さい． 

 

2. 座長の皆様へ 

1) セッション開始 30 分前までに座長・演者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． 

 

3. 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． 
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プログラム 

市民公開講座 

座長 黒部市市民病院 長田 孝光 

 

「市民のための『脳の力を発揮する勝負脳』の話」 

日本大学大学院・総合科学研究科 林 成之先生 

シンポジウム 

座長 富山大学附属病院 森 光一 

 

テーマ「冒険者たちのセレンディピティに迫る」 

 

「もの作りの発想」 

株式会社 ＡＺＥ 代表取締役 東邦大学医学部医学科客員講師 

畦元 将吾先生 

 

「非造影MRA 技術開発のきっかけ」 

東芝メディカルシステムズ社 PhD 技監 宮崎 美津恵先生 

 

『放射線医療情報システム向け人工知能技術の着想とセレンディピティ』 

～自らの経験の中にセレンディピティは存在するか？～ 

株式会社システムエッジ 田中 雅人先生 

 

 

特別講演 

座長 福井大学医学部附属病院 安達 登志樹 

 

「脳神経領域の磁気共鳴画像診断」 

富山大学大学院医学薬学研究部（医学） 

放射線診断・治療学 准教授 野口 京先生 

 



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2011-No.2 

－ 17 － 

特別企画 

座長 日本放射線技師会地域理事        松倉 昭芳 

 医療法人社団 金沢先進医学センター 山本 友行  

 

テーマ「福島第一原発事故に関する技術学会および技師会の対応と課題」 

 

「福島県放射線技師会のこれまでの対応」 

社団法人 福島県放射線技師会副会長 遊佐 烈先生 

「日本放射線技術学会のこれまでの対応」 

公益社団法人日本放射線技術学会中部部会長 鈴木 昇一先生 

「日本放射線技師会の今後の対応」 

社団法人 日本放射線技師会 会長 中澤 靖夫先生 

「日本放射線技術学会の今後の対策」 

公益社団法人日本放射線技術学会 副代表理事 小倉 明夫先生 

 

 

ランチョンセミナー（1 日目） 

 

ランチョンセミナー I 201 号室 提供 第一三共株式会社 

テーマ「CT 造影理論」 

長野赤十字病院 中央放射線部 八町 淳先生 

ランチョンセミナー II 202 号室 提供 エーザイ株式会社 

テーマ「CT-Colonography（CTC）」－新たなステージヘ－ 

医療法人 山下病院放射線科 山崎 通尋先生 

ランチョンセミナー III 203 号室 提供 富士 film RI ファーマ 

テーマ「認知症の画像診断と新しい治療薬について」 

富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学講座 教授 鈴木 道雄先生 

ランチョンセミナー IV 204 号室 提供 メジフィジックス 

テーマ「頸動脈ステント治療と脳血流」 

富山大学医学部脳神経外科学教室 准教授 桑山 直也先生 



ランチョンセミナー（2 日目） 

 

ランチョンセミナー V  201 号室 提供 バイエル 

テーマ「２管球 CT がもたらすもの」 

金沢大学附属病院放射線部 堀井 純清先生 

ランチョンセミナー VI 202 号室 提供 コヴィディエンジャパン 

テーマ「心臓 CT 検査の変遷」～8 列 MDCT から 320ADCT の使用経験をもとに～ 

滋賀医科大学医学部附属病院放射線部 牛尾 哲敏先生 

ランチョンセミナー VII 203 号室 提供 株式会社ナナオ 

テーマ「デジタルマンモグラフィ表示用モニタの管理」 

株式会社ナナオ 品質保証部 橋本 憲幸先生 

 

 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会研究会 

 

日 時 ：2011 年 11 12 日(土) 9：20～10：50 

画像・CT・MR 合同研究会     【3F メイン会場】  

 

テーマ「画質向上のためのノイズ評価法と低減方法」 

座長： 高田 忠徳，林 則夫（金沢大学病院） 

 

 中部部会画像研究会・CT 研究会・MR 研究会では第４回中部放射線医療技術学術大会に

あわせて「画質向上のためのノイズ評価法と低減方法」をテーマに合同研究会を開催します．

DR，CT，MRI 装置の臨床画像に含まれるノイズは画質に大きく影響し，X 線量（被ばく線量）や

MRI では検査時間と相反する関係となります．そのためノイズ量を測定することは，被ばくや検

査時間などを決定するうえで重要な因子となります．我々，病院サイドの技術者としては，各装

置のノイズ特性を把握し，そのノイズを低減させる方法を効果的に利用して被ばく低減や検査

時間の最適化を図りながら，診断の質を落とさずに画像を提供する必要があります．今回，初

めて 3 研究が合同開催により，各モダリティにおけるノイズの特性，その測定方法やノイズ低減

方法をテーマに講演していただきます．  
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■画像 研究会 「一般撮影領域におけるノイズとその評価法」 

演者： 横井 知洋（金沢大学病院） 

 近年，多くの施設で CR や FPD などのディジタル装置に移行しつつあります．ディジタル装置

におけるノイズ評価法については2次元フーリエ変換法や仮想スリット法があります．ディジタル

装置になり測定が難しくなったと感じられる NPS 測定法について，またそれらを踏まえたノイズ

低減処理と画像処理について最新のトピックスを DQE の測定を踏まえながら講演していただき

ます． 

 

■CT 研究会「CT 領域におけるノイズとその評価法」 

演者： 長谷川 晃（富山赤十字病院） 

 CT 領域におけるノイズの原因はＸ線量子ノイズがほぼ大勢を占めています．したがって被ば

く線量とのトレードオフの関係にあり，少ない線量でも画質を保ったまま如何にノイズを効率的

に下げられるかが重要となります．その解決法として量子ノイズフィルタや近年話題となってい

る逐次近似法を応用した新しい再構成法が注目されています．より被ばく線量にシビアになり

つつある CT 領域において，被ばく線量とノイズをいかにコントロールするか，またノイズ評価の

意義や計測結果の示す意味について言及し，さらにはノイズ低減方法の現状について臨床で

の有用性や問題点について講演していただきます． 

 

■MR 研究会「MRI 領域におけるノイズとその評価法」 

演者： 荒井 信行（名古屋市立大学病院） 

 MRI では DR や CT とは信号の収集原理が大きく異なるため，ノイズ評価のためには SNR や

CNR による画質評価が重要になります．これまでは空中信号法や空中雑音法による SNR 測定

が一般的に行われてきました．パラレルイメージングの登場により，従来の方法で測定すること

ができなくなりました．今回は SNR の測定方法を中心にパラレルイメージングによるノイズの変

化とその測定法，臨床でのノイズ低減方法について講演していただきます． 

 

■モダリティを超えてノイズ測定と低減方法についてディスカッション 

 研究会およびモダリティの枠を超えて，演者およびフロア全体でノイズの測定方法や低減方

法，その利用方法や問題点について全員で考えて，ノイズ測定の必要性と低減方法の利用方

法について討論を行います． 
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乳房画像研究会       【2F ２０１会場】  

 

「今さら聞けない乳腺領域の画像診断」 

 

 乳腺領域の画像診断では、マンモグラフィはもちろん、さまざまなモダリティが存在し、日々進

歩しています。そこで今回の研究会は、一つの乳がん症例について、その症例の CT、MRI、放

射線治療などの各モダリティの画像を提示し、撮影方法など今さら聞けない基礎的な項目を含

め、2 施設に発表していただきます。日頃、マンモグラフィの撮影が中心で、他のモダリティには

携わっていないという方、各検査で自施設との比較をしたいという方など、皆様のご参加をお待

ちしております。 

 

症例提示者   

富山県立中央病院 画像技術科  高野 早央里 

富山大学附属病院 放射線部     清水 祐子、伊藤 貞則、白崎 展行 

 

お問合せ先 

富山大学附属病院放射線部 清水 祐子 

TEL:076-434-7814   E-mail:yukos@med.u-toyama.ac.jp 

 

放射線防護・アンギオ合同研究会     【2F ２０２会場】  

 

テーマ「透視用エックス線装置の線量表示値の意味するもの」 

 

 エックス線装置に線量の値が表示されるものが多く見られるようになった。とくに透視を用いる

装置は検査、治療時間が長時間に及ぶこともあり、患者の線量管理が求められている。装置に

面積線量計を搭載していれば、実測した値を表示する。しかしながら、透視用 X 線装置は面積

線量計を搭載した装置ばかりでなく、撮影条件あるいは透視条件から計算によって線量を表示

しているものもある。この数値が何を表し、どれくらいの精度なのか、測定データを元に検証す

る。また、線量が表示されない透視装置の線量管理のアイデアについても議論したい。 
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基調講演１ 9:20-9:50 

「透視用エックス線装置の変遷と線量表示の機構（仮題）」 

座長：名古屋第二赤十字病院 有賀 英司 

演者：日立メディコ 技術担当講師（未定） 

基調講演２ 9:55-10:25 

「装置の線量表示値と技師の役割」 

座長：浜松医科大学附属病院 竹井 泰孝 

演者：名古屋第二赤十字病院 才賀 治 

討論会 10:30-10:50 

テーマ「簡単な線量管理って、ある？」 

座長：金沢大学医学部附属病院 飯田 泰治・能登 公也 

 

超音波研究会     【2F ２０３会場】  

 

代表世話人 川地 俊明 

実行委員長 江端 清和 

 

 近年，我が国では生活様式や食生活の欧米化，高齢化社会の到来と，生活習慣病（糖尿病，

高血圧症，脂質異常症など）による動脈硬化性の疾患によって，重要臓器を含めた全身の血

管に虚血性障害（脳血管障害，腎不全，下肢血管障害など）の発症する可能性が指摘されて

いる．超音波検査は非侵襲的に動脈硬化を形態的・機能的に早期診断，病期診断，治療効果

の判定を繰り返し非侵襲的に評価できる検査法として評価され，その重要度はますます増して

きています．そういった中にあって，動脈硬化性変化を簡便に評価するための頸部・腹部・下

肢の超音波検査を臨床の現場で施行できる技師の育成とともに，検査の施行に際しては依頼

医からの要求に応えられる幅広い知識の習得と検査技術のレベルアップがもとめられていま

す． 

 今回，全身の血管性病変として『動脈硬化』をテーマに頚動脈，腹部・腎動脈，下肢動脈で

の超音波検査を行う上で必要な基本解剖，描出方法，血流情報の見方と判断の仕方について

解説し，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含めて

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確認します．また，典型例を含め
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た症例を併せて呈示させていただきます．＜講演後，超音波装置展示によるミニライブ予定＞ 

これから血管エコーを始める方や経験の浅い方が血管超音波検査への理解を深め，明日から

の日常業務の一助になれば幸いです． 

 

プログラム 

①頸動脈超音波検査・河野晃代（市立敦賀病院） 

 基本的解剖と描出方法および血流情報の見方（検査のポイント） 

②腹部・腎動脈超音波検査・木村裕治（中村病院） 

 基本的解剖と描出方法および血流情報の見方（検査のポイント） 

③下肢動脈超音波検査・坪内啓正（福井済生会病院） 

 基本的解剖と描出方法および血流情報の見方（検査のポイント） 

 

放射線治療研究会      【2F ２０４会場】 

テーマ「吸収線量の標準測定法 01 改正の解説」 

 

今回のテーマは、「吸収線量の標準測定法 01 改正の解説」を取り上げました。医学物理学会

測定委員会委員長で改正にご尽力された齋藤教授に講演をお願い致しました。 

平成 23 年度予定が、東日本大震災によって経済産業省告示や医用原子力技術研究振興財

団の校正体制等の遅れで、教本の発刊前ではありますが、改正内容を正しく理解し臨床現場

に活用したいと考え企画しました。質疑応答時間を充分取りましたので、不明な点や理解しづ

らい点等大いに歓迎致します。多数のご参集お願い申し上げます。 

 

講 演：「吸収線量の標準測定法改正の解説」 

講 師： 齋藤秀敏 教授 首都大学東京大学院人間健康科学研究科 

             医学物理学会測定委員会 委員長 

医療情報システム研究会      【2F 特別会議室】 

 

 医療業界全体においてシステム化が進められ、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、放射線診療においては平成 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。 
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放射線部門では他部門に比べ、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が、これは医療機器の接続および画像フォーマットを標準化する

ためのツールに過ぎない。 

 今までのシステムでは業務の効率化を目指して導入されてきたが、蓄積されたデータの利用

といった観点からのアプローチは現時点ではあまり重要視されていない。そのため、システム導

入後のデータ利用方法は、経営的な分析や報告業務における一部で使われるのみであり、そ

れら以外の利用方法について議論されず、蓄積された情報が無駄になってしまっている。 

 今回、システム内に蓄積された情報の活用方法について研究されている田中雅人先生に、

システムで蓄積されたデータを診療放射線技術の進化にどのように貢献できるかをご教授いた

だき、今後の放射線診療におけるシステム構築において「データ利活用」というキーワードが活

発になることを期待したい。 

 

司会  豊橋市民病院 原瀬 正敏 

 

「情報を貯める時代から使う時代へ～診療放射線技術の進化に貢献するシステムとは～」 

演 者：田中 雅人 株式会社システムエッジ 
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一般演題  1 日目 11 月 12 日（土） 

 

3F メインホール 11:00〜11:25  

 

開会式 大会長 挨拶ほか 

 

 

3F メインホール CT 11:30〜12:20 

座長 松原 孝祐（金沢大学医薬保健研究域保健学系） 

 

001 心臓ＣＴ撮影におけるＣＴ－ＡＥＣを利用した管電流設定法の考案 

 富山赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 長谷川 晃ほか 

002 心臓ＣＴ検査で用いられる造影用耐圧チューブに関する検討 

富山赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 長谷川 晃ほか 

003 心臓 CT 撮影における焦点サイズが画質に与える影響 

富山赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 長谷川 晃ほか 

004 320 列 CT を用いた左室心機能の比較検討（血管造影、心臓エコー、SPECT との

比較） 

三重県立総合医療センター 恒川 和弘 

005 Volume EC をナビゲーションとした冠動脈ＣＴ撮影管電流決定法の有用性 

富山県済生会高岡病院 画像技術科 中田 光俊 

 

 

2F 201 号室 MRI 11:30〜12:20 

座長 藤本 真一（福井大学医学部附属病院） 

 

006 オートポジショニングシステムによる頭部領域再現性の基礎的検討 

すずかけヘルスケアホスピタル 高橋 真 

007 人工内耳装着者への下垂体 MRI 検査の経験 

富山大学附属病院 放射線部 眞岩 友美 
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008 静磁場強度の違いによる T2*強調画像コントラストの均一化 

富山大学附属病院 放射線部 伊藤 貞則 

009 3.0T MRI 装置による 8ch 及び 32ch Head coil での神経メラニンイメージング

の比較 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 久保岡 直哉 

010 3.0T MRI 装置による 32ch Head coil を用いた 2D 及び 3D 撮像法での神経メラ

ニンイメージングの比較 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 内田 雄一郎 

 

2F 202 号室 血管撮影 11:30〜12:20 

座長 石崎 宗一郎（富山県済生会富山病院） 

 

011 表計算ソフトを用いた血管撮影検査記録の活用 

 浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 野村 孝之 

012 腎動脈超音波検査の有用性について 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 近藤 紘代 

013 3DRA における画像処理条件の違いによる空間分解能の評価 

 富山大学附属病院 放射線部 松井 久紘 

014 3DRA での造影剤濃度による血管分解能の検討 

 富山大学附属病院 放射線部 松谷 葵 

015 血管撮影装置を用いた CBCT 撮像時の Pre Scan（キャリブレーション）の有用

性と被ばく線量の検討 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 上桐 章 

 

 

2F 203 号室 管理・計測・防護 11:30〜12:20 

座長 才賀 治（名古屋第二赤十字病院） 

 

016 Photon-Counting 技術を利用した乳房撮影装置の線量評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 松本 千奈 
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017 放射線作業従事者の被ばく線量管理から見た診療科別被ばくリスク評価 

三重大学 医学部附属病院 中央放射線部 中森 克敏 

018 非接触型 X線アナライザの正確性の評価 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科 猪岡 由行 

019 胃透視実効線量の評価 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 稲垣 清高 

020 診断用Ｘ線装置間におけるＸ線出力の比較検討 

 大垣市民病院 診療検査科 外来放射線室 田中 敬介 

 

 

2F 204 号室 治療 11:30〜12:20 

座長 松嶋 正則（黒部市民病院） 

 

021 高エネルギーＸ線の物理特性の解析(1) 水／物質の平均質量エネルギー吸係数比 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 若杉 奈央 

022 高エネルギーＸ線の物理特性の解析(2) 水／空気の平均制限質量衝突阻止能比 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 宮本 まみ 

023 リニアック残留放射線のγ線スペクトル測定による解析 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木 志津馬 

024 標準測定法 1X を想定した水中での水吸収線量校正定数の算出 

藤田保健衛生大学大学院保健学研究科 江原 勲 

025 Universal serial bus 電源供給型 2チャンネル電位計の基礎特性 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 土屋 智佳 

 

 

2F 特別会議室室 画像工学 11:30〜12:20 

座長 國友 博史（名古屋市立大学病院） 

 

026 4 色カラー液晶モニタの医療画像表示における画質評価 

 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 長谷川 伸明 
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027 ディジタル X線画像システムにおける感度測定の試み 

 金沢大学 医薬保健学域 保健学科 田村 能之 

028 マンモグラフィ画像における構築の乱れの解析 ～ガボールフィルタを用いた

自動解析手法の検討～ 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 吉川 るり葉 

029 PET/CT 画像における肺結節の経時的変化の自動解析手法 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 安井 悠貴 

030 CT 画像における肺の正常構造を利用した結節検出能力の改善 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 池谷 愛 

 

 

2F 201 号室 MRI-2 14:30～15:10 

座長 藤本 勝明（富山県済生会富山病院） 

 

031 可変フリップアングル高速スピンエコー法を利用した胸髄を対象とした造影

MRI プロトコルの基礎的検討 

静岡県立総合病院 杉浦 靖幸 

032 肩関節における３D撮影法の検討 

静岡県立総合病院 佐野 恭平 

033 variable refocus flip angle 型 3DFSE(Cube)を用いた膝関節プロトン密度強調

像の検討 

 磐田市立総合病院 放射線診断技術科 山田 英司 

034 脂肪抑制技術ＩＤＥＡＬ法の可能性とその臨床応用の確立 

 社会医療法人厚生会多治見市民病院 放射線技術部放射線技術課 玉井 勲 

 

2F 202 号室 CT-2 14:30～15:10 

座長 高田 忠徳（金沢大学附属病院） 

 

035 Coronary Sinus の描出を目的とした心筋アブレーション前の CT 撮像法の検討 

 大垣市民病院 診療検査科 市川 宏紀 
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036 320 列 AreaDetectorCT が埋め込み型ペースメーカーに与える影響 

 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術課 瀬戸 優麻 

037 非心電図同期スキャンを用いた冠動脈石灰化評価に関する検討 

 静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 伊藤 至俊 

038 冠動脈 CT 撮影における非線形ノイズ低減フィルタ使用時の体軸方向特性評価 

 富山赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 長谷川 晃 

 

 

2F 203 号室 管理・計測・防護-2  14:30～15:20 

座長 広藤 喜章（セントメディカルアソシエイツ LLC） 

 

039 頭部 CT における介助者の被ばく線量 

トヨタ記念病院 放射線科 山田 将大 

040 X 線 CT 検査時に小児が受ける実効線量の推定 

 豊橋市民病院 放射線技術室 加藤 美穂 

041 多機能型 X線測定装置を用いた CT 線量最適化技術の評価 

 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 松原 孝祐 

042 X 線 CT 検査で成人患者が受ける実効線量の推定 

 総合大雄会病院 技術放射線科 伊藤 祐介 

043 微小電離箱検出器を用いた 320 列 MDCT の線量プロファイル測定 

 浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

 

2F 204 号室 治療-2 14:30～15:10 

座長 能登 公也（金沢大学附属病院） 

 

044 放射線治療計画における MU 検証支援システムの構築 

 黒部市民病院 中央放射線科 松嶋 正則 

045 頭部外部照射における2管球式kV画像誘導装置の至適条件: 撮影条件の違いに

よる位置照合の精度 

 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牛島 貴弘 
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046 当院における実測と MU 検証ソフトを使用した線量検証比較 

 金沢大学 医学部附属病院 磯村 直樹 

047 強度変調放射線治療における最適化パラメータが線量分布に与える影響 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 八木 佐枝子 

 

 

2F 201 号室 MRI-3 15:20～16:00 

座長 伊藤 貞則（富山大学附属病院） 

 

048 3.0T MRI による下肢 MRA の検討 

 聖隷三方原病院 総合画像診断部 長屋 重幸 

049 回転式速度検証装置を用いた３次元シネ位相コントラスト磁気共鳴法

（4D-Flow）の精度検証 

 名古屋大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 登澤 一輝 

050 ３次元シネ位相コントラスト磁気共鳴法（４D-Flow）による大動脈ファントム

の血流解析 

 名古屋大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 森 麻里香 

051 特発性正常水頭症の心周期における ADC 解析－tap test 前後の比較－ 

 名古屋市立大学病院 中央放射線部 加藤 勝也 

 

 

2F 202 号室 CT-3 15:20～16:00 

座長 大橋 一也（名古屋市立大学病院） 

 

052 64 列以上の CT における基本的な画質特性調査 ～胸部領域～ 

 石川県済生会金沢病院 放射線部 奥村 悠祐 

053 64 列以上の CT における基本的な画質特性調査～頭部領域～ 

 富山県立中央病院 画像技術科 森岡 祐輔 

054 64 列以上の CT における基本的な画質特性調査― 心臓領域 ― 

 富山赤十字病院 医療技術部 放射線技術課 長谷川 晃 
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055 64 列以上の CT における基本的な画質特性調査 ～腹部領域～ 

 福井総合クリニック 放射線科 高橋 政史 

 

 

2F 203 号室 管理・計測・防護-3  15:20～16:00 

座長 松原 孝祐（金沢大学医薬保健研究域保健学系） 

 

056 ImPACT の利用した線量シートの作成とその問題点に関する検討 

 高岡市民病院 放射線技術科 上野 博之 

057 マイクロ X線 CT の出力 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木 昇一 

058 心臓 CT 血管造影検査の線量比較 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 八神 興季 

059 頭部 CT 検査におけるスキャン方式の違いによる実効線量比較 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 古賀 真登 

 

 

2F 204 号室 治療-3 15:20～16:00 

座長 中澤 寿人（名古屋共立病院） 

 

060 呼吸同期照射における呼吸コーチング法の比較 

 社会保険 中京病院 放射線部 田中 聡 

061 放射線治療の固定シェルの固定精度の確認（第２報） 

 富山県立中央病院 画像技術科 原 勇人 

062 デジタル化された Abches を用いた肝癌定位照射における呼吸管理 

 浅ノ川総合病院 定位放射線外科センター 太郎田 融 

063 放射線治療用マットの基礎的検討 

 名古屋市立大学病院 中央放射線部 目方 祐司 
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一般演題 2 日目 11 月 13 日（日） 

 

 

3F メインホール CT-4 9:00～9:40 

座長 福岡 秀彦（刈谷豊田総合病院） 

 

064 造影 CT 用インジェクターとシリンジ精度の検討 

 富山大学附属病院 放射線部 犀藤 友美 

065 小児ＣＴＡにおける造影剤量の検討 

 富山大学附属病院 放射線部 高澤 美和 

066 CT 用小児固定具の開発 第一報 

 社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 神谷 悟  

067 CT 用 小児固定具の開発 第二報 

 社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 渡邉 一正 

 

2F 201 号室 MRI-4 9:00～9:50 

座長 庄田 隆志（芳珠記念病院） 

 

068 3T 装置を用いた PROPELLER T2 膀胱高分解能画像の検討 

 総合病院聖隷浜松病院 放射線部 米山 浩司 

069 T2W Volume Isotropic TSE Acquisition 法における refocus flip angle の違

いが画質に及ぼす影響の検討 

 名古屋市立大学病院 中央放射線部 河野 陽一郎 

070 乳腺 MRI 撮影時のコイルの組合せによる SNR の比較 

 富山県済生会富山病院 放射線技術科 高村 麻美 

071 肝臓MRIにおけるbolus tracking法を用いた動脈優位相の撮像タイミングの検

討 

 豊橋市民病院 畑井 博晶 

072 Body Matrix コイルと Spine Matrix コイルを使用した感度特性の検討 

 愛知医科大学病院 中央放射線部 遠藤 真 
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2F 202 号室 乳房 9:00～10:10 

座長 大谷 友梨子（福井大学医学部附属病院） 

 

073 月経周期における乳房検査の検討 

 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 林 奈奈 

074 異なる DR マンモグラフィ装置を用いた乳房撮影におけるポジショニングの検

討 

 金沢大学附属病院 放射線部 任田 佳菜子 

075 低線量マンモグラフィの散乱線を含めた画質評価 

 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 高橋 奉子 

076 マンモグラフィＣＣ撮影における最適ポジショニングの検討 

 ヨナハ総合病院 近藤 偲瑞子 

077 当院乳腺超音波検査におけるエラストグラフィの信頼性 

 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 西部 裕美子 

078 乳房微小石灰化症例の検討 

 大垣市民病院 診療検査科 外来放射線室 前田 裕美 

079 周波数処理(F 処理)による CR システムデジタルマンモグラフィの石灰化識別能

の向上 

 福井総合クリニック 放射線科 深田 由香里 

 

 

2F 203 号室 一般撮影・透視検査 9:00～10:00 

座長 川嶋 広貴（金沢大学附属病院） 

 

080 新旧 CR 装置における物理特性の比較 

 藤田保健衛生大学病院 放射線部 鈴木 崇宏 

081 ノイズ抑制処理(FNC)を用いた撮影線量低減の検討 

 静岡県立 静岡がんセンター 画像診断科 吉田 司  

082 360°完全回転型外科用イメージ（O-arm）の頚椎における至適撮影条件の検討 

 JA 愛知厚生連 江南厚生病院 放射線技術科 伊藤 光洋 
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083 360°完全回転型外科用イメージ（O-arm）と MDCT の空間分解能の比較 

 JA 愛知厚生連 江南厚生病院 放射線技術科 加藤 寛之 

084 ERCP における透視時間低減への試み（第 3報） 

 社会医療法人 宏潤会 大同病院 高田 憲昭 

085 UGI 検査における発泡剤の飲用方法の検討（受検者からのアンケートも交えて） 

 社会医療法人厚生会 多治見市民病院 檜山 征也 

 

 

2F 204 号室 治療-4 9:00～9:40 

座長 猪田 康二（福井県済生会病院） 

 

086 炭素線治療における小型 TEPC に対する Microdosimetric Kinetic Model(MKM)

による生物線量の GEANT4 での検討 

名古屋大学大学院 医学系研究科 田村 命  

087 当院における TomoDirect の使用経験および TomoHelical との比較 

 JA 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 三好 佳仁 

088 Elekta synergy BM リニアックの電子照合画像装置(EPID)を用いたポータルド

ジメトリ 

 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 西川 宗範 

089 OBI（コーンビーム CT）の image quality QA 

 富山大学附属病院 放射線部 白崎 展行 

 

 

3F メインホール CT-5 9:50～10:30 

座長 奥村 悠祐（石川県済生会金沢病院） 

 

090 １相撮影による肺動静脈 CT angiography の分離の検討 

 ＪＡ三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 尾関 健  

091 64 列 MDCT を用いた非心電同期下肺動静脈分離撮影法の検討 

 名古屋大学医学部附属病院 放射線部 宮本 真衣 
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092 当院の肝臓ダイナミック CT 検査における最適造影剤量の検討について 

 岡崎市民病院 医療技術局 放射線室 箕浦 健一郎 

093 当院の造影 CT 検査時の副作用発生頻度の傾向 

 富山大学附属病院 放射線部 小林 恵 

 

 

2F 204 号室 治療-5 9:50～10:30 

座長 田中 聡（社会保険 中京病院） 

 

094 前立腺癌患者に対する 125I シード線源の外部照射線量への影響 

 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 棚田 丈雄 

095 上咽頭がんの画像誘導放射線治療における MVCT 撮影の最適プロトコルの検討 

 名古屋大学大学院 医学系研究科 邉見 篤志 

096 前立腺癌対象の Volumetric modulated arc therapy における患者体位の腹背方

向の傾きによる線量分布の違い 

 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 外川 久美子 

097 Irregular surface compensator を用いた乳房接線照射におけるマルチリーフ

コリメータ動作精度の評価 

 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 安達 由美子 

 

 

2F 201 号室 医療情報・US・BMD・その他 10:00～11:00 

座長 伊藤 一（富山大学附属病院） 

 

098 MWM を用いていない病院における PACS の患者属性の現状 

 豊川市民病院 放射線科 加藤 敬之 

099 各社骨密度装置のデータにおけるデータの互換性について 

 社会医療法人厚生会 多治見市民病院 小林 早苗 

100 当院における画像部門感染対策マニュアル作成に向けての取り組み 

 大垣市民病院 近藤 賢洋 
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101 患者に苦痛を与えない低反発素材を用いた検査用枕の開発 －素材によるＸ線

吸収率低下の試み－ 

 名古屋市立大学病院 中央放射線部 川野 誠 

102 放射線技術部 東日本大震災における下肢静脈血栓症検診活動報告 

 社会福祉法人 恩師財団 福井県済生会病院 宮下 芳幸 

103 円滑なシステム導入を実現するために臨床現場が整えるべき条件についての考

察 

 福井大学医学部放射線医学 田中 雅人 

 

 

2F 202 号室 CT-6 10:20～11:00 

座長 丹羽 正厳（市立四日市病院） 

 

104 CT における後処理フィルタによる低コントラスト検出能向上の検討 

 金沢大学大学院 医学系研究科 岩田 裕太 

105 同一機種で開口径の異なる CT の物理特性の比較 

富山大学附属病院 放射線部 中島 佑  

106 CT における逐次近似再構成画像の画質評価 

 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 中村 祐介 

107 Ｘ線ＣＴにおける撮影条件の変化による面内分解能変動の検討 

 磐田市立総合病院 宮崎 健介 

 

 

2F 203 号室 CT-7 10:30～11:20 

座長 清水 明憲（厚生連高岡病院） 

 

108 当院における死亡時画像診断の現状と問題 

 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 福岡 秀彦 

109 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5報） 

 社会医療法人 宏潤会 大同病院 松永 純也 
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110 CT colonography の検討（当院における CTC の現状） 

 富山県済生会富山病院 放射線技術科 松井 幹夫 

111 ADCTVolume スキャンを用いた息止め不良患者への肺野モーションアーチファ

クト補正の検討：ファントム実験 

 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 木村 直人 

112 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 丹羽 正厳 

 

 

2F 204 号室 核医学 10:40～11:20 

座長 稲垣 晶一（富山大学附属病院） 

 

113 心電図同期 SPECT の撮像条件が QGS に及ぼす影響 

 聖隷三方原病院 総合画像診断部 長屋 重幸 

114 心筋交感神経シンチグラフィにおける心縦隔比(H/M)の基礎的検討 

 愛知医科大学病院 中央放射線部 高畑 友理 

115 乳腺センチネルシンチグラフィにおける部分容積効果および分解能の評価 

 金沢大学附属病院 放射線部 小島 礼慎 

116 123I-MIBG 腫瘍シンチグラフィにおけるコリメータの基礎的検討 

 福井大学医学部附属病院 放射線部 岸本 貴宏 

 

 

2F 202 号室 CT-8 11:10～11:50 

座長 阿知波 正剛（名古屋大学医学部附属病院） 

 

117 低線量ＣＴによる尿路結石診断の試み 

 医療法人社団 長谷川病院 三谷 昌弘 

118 頭部 3DCTA サブトラクション法のプロトコルの検討(第 2報) 

 豊川市民病院 放射線科 喜田 康敬 



 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2011-No.2 

－ 37 － 

119 内耳領域における至適撮影条件の検討 

 聖隷浜松病院 放射線部 松井 隆之 

120 320 列 CT における前立腺 Perfusion の有用性 

 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術課 宮澤 大輔 

 

 

2F 201 号室 セッション 27 CT-9 11:20～12:00 

座長 長谷川 晃（富山赤十字病院） 

 

121 Discovory CT750HD における基本的物理特性の検討 

 富山県立中央病院 画像技術科 森岡 祐輔 

122 4D Spiral 撮影におけるスライス厚の評価 

 福井大学医学部附属病院 放射線部 丸山 力哉 

123 320 列 CT におけるファントム内部のピーク線量位置の詳細な解析 

 名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 羽場 友信 

124 高分解能ブレスト CT 装置の基礎的検討 

 藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 大野 智之 

 

 

 

2F 204 号室 セッション 28 核医学-2 11:30～12:00 

座長 奥 康博（厚生連高岡病院） 

 

125 Dual Table ARG（DTARG）法における動脈採血時間のずれによる脳血流定量値へ

の影響 

 富山県済生会富山病院 五十嵐 進 

126 FDG-PET による脳正常データベースの構築 

 富山大学附属病院 放射線部 渋谷 尚希 

127 全身 PET/CT 検査時の時間短縮の検討 

 静岡県立総合病院 放射線部 放射線技術室 中村 真也 



                            

技術セミナーのお知らせ  

 

 

第 46 回 画像研究会 

   画像研究会代表世話人 國友 博史 市川 勝弘 

 

日時：平成 24 年 1 月 28 日（土） 14：00～18:00（予定） 

会場：名古屋市立大学病院 医学部研究棟 11 階講義室 A 

     ＊地下鉄桜通線 桜山駅下車 

 

「ディテクタ特性の異なる FPD を使いこなそう！」 

― 据置式からワイヤレスタイプまで ― 

 

診療放射線技師による異なるタイプのディテクタを使いこなすために必要なディテク

タの物理特性の報告と，画質と被ばくの適正化を行う上で必要となる考え方について話

して頂きます．また，メーカ（3 社を予定）による自社製品のディテクタ特性や構造，

画像形成の機序など，そして，最新の話題について報告して頂きます． 

 

「若手研究者による基礎講座」（30 分程度を予定） 
 前回，好評であった「ディジタルラジオグラフィの感度指標について」に引き続き，

若手研究者による基礎講座を企画しています．今回は「散乱線と画質の関係」に関する

テーマで検討した内容を報告して頂く予定です． 

 

 問合せ先 当番世話人 名古屋市立大学病院 東出 

     E-mail: raryoATmed.nagoya-cu.ac.jp 

     AT を＠に変換して下さい． 
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第 38 回中部部会乳房画像研究会 

 
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

下記のとおり研究会を開催いたしますので、多くの方の参加をお待ちしております。 

 

日 時：平成 24 年 1 月 28 日（土） 

会 場：東海中央病院 大会議室 

内 容：テーマ  デジタルマンモグラフィ      

【講演１】  「デジタルマンモグラフィの精度管理について」 

岐阜医療科学大学        篠原 範充先生 

【講演 2】  「デジタルマンモ用ビューアモニタ精度管理について」 

（株）東陽テクニカ       小林 繭子先生 

      講演終了後、5Mp モニタの実機デモンストレーションを行います 

 
 
 
 

 

中部部会事務局の連絡先 

〒920-8641 金沢市宝町 13-1 

金沢大学附属病院 放射線部内 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会 

TEL: 076-265-2010 

FAX: 076-234-4311 

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

 

中部部会ホームページ  URL ： http://jsrt-chubu.org/index.cgi 

会員情報の変更は技術学会本部のホームページ(http://www.jsrt.or.jp/)の入会案内からお

願いします。 

 
日本放射線技術学会中部部会 ビーム中部 2011-No.2 

－ 39 － 


	会場アクセス

