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巻頭言 
 

 

第５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 5 回 中部放射線医療技術学術大会 大会長 

 第 21 回 中日本地域放射線技師学術大会 大会長 

和田 健 

 

昨年 11 月 12 日(土)、13 日(日)に富山県富山市で開催されました第 4 回中部放射線医療技術学術大会

が第 20 回中日本地域放射線技師学術大会 長田孝光大会長、第 46 回日本放射線技術学会中部部会学術

大会 森 光一大会長、両大会長のご尽力により成功裏に終えられましたことに敬意を表します。 

第 5 回中部放射線医療技術学術大会は平成 24 年 11 月 3 日(土)、4 日(日)アクトシティ浜松コングレス

センターを会場として大会テーマ「未来のベクトルを考える放射線技術」と題して、開催致しますので

数多くの会員そして学生の皆様の参加をお待ちいたしております。 

特別講演には浜松医科大学放射線医学講座教授 阪原 晴海先生に「核医学検査の現状と将来」と題し

て、ご講演いただきます。 

シンポジウムでは「診療放射線技師の更なる質的向上をめざして」と題して、徳島大学大学院ヘルス

バイオサイエンス研究部 画像情報医学分野 准教授 久保 均先生、京都大学医学部附属病院放射線部 診

療放射線技師長 東村 享治先生、GE ヘルスケアジャパン(株)ヘルスケア統括本部 顧問 田頭 芳樹先生の

3 名のシンポジストの先生方にご講演をいただき、そのあと全体討論を企画しております。 

特別企画では「私たちの未来を考える ― 今、診療放射線技師に求められることー」と題して、(公社)

日本診療放射線技師会副会長 井戸 靖司先生、(公社)日本放射線技術学会代表理事 真田 茂先生、

(株)C-plan 代表取締役  小山 美智子先生、(社)日本画像医療システム工業会 経済部会 副部会長 鍵谷 昭

典先生の 4 名の先生方にご講演をいただきます。 



市民公開講座には「健康・長寿の食事」と題して、西台クリニック 院長 済陽 高穗先生に長年に亘

り研究されてきた食事改善と代謝・免疫機能との因果関係、済陽式食事療法などについてご講演いただ

きます。 

一般研究発表も 142 演題の応募があり、熱い討論をやらまいか(遠州地方の方言)。そのほか、各種合

同研究会、ランチョンセミナー、機器展示も開催いたします。 

そして遠方からの皆様方と楽しい夜の語らいの時間を楽しみに致しておりますので是非、意見交換会

にも多数ご参加いただけたら嬉しく思います。 

放射線技術に携わる多くの職種の者は放射線の正しい知識の普及啓発に務め、国民と協働して安心・

安全で質の高い放射線技術の提供と、画像情報の共有化を図り「医療のトリレンマ」での板挟みを改善

すべき、その方向性を見い出す学術大会にしたいと考えます。 

ベクトルのもつ大きさとその方向そして放射線技術を結集した力こそ、「雨垂石を穿つ」結果に繋がる

と確信しております。 

この機会に秋の味覚も堪能され、浜名湖周辺の観光スポットへもお立ち寄り下さい。 

第 5 回中部放射線医療技術学術大会に多くの方々のご参加をお待ちしております。



 

第 5 回中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって  副大会長挨拶 

 

 第 5 回 中部放射線医療技術学術大会 副大会長 

 第 47 回 日本放射線技術学会中部部会学術大会 大会長 

竹田 浩康 

 

 平成 24 年 11 月 3 日(土)・4 日(日)の両日、第 5 回中部放射線医療技術学術大会をアクトシティ浜松コ

ングレスセンターにて開催いたします。本学術大会も 5 回目を数え、回を重ねるごとにその開催規模も

拡大し、日本放射線技術学会中部部会、中日本地域の放射線技師会、そして日本放射線技師会の共催と

言う開催形態もすっかり定着した感があります。毎年のことですが、本学術大会は学会シーズン真っ直

中での開催日程であり、それ以外にも関連団体主催の各種セミナー、研究会等のイベントが目白押しの

時期での開催となっています。これまで本学術大会の開催準備を担当された大会長、副大会長、実行委

員会の皆様が恐らくそうであったと思いますが、イベント目白押しの時期に会員の皆様がどの程度参加

していただけるか、より多くの会員の皆様の参加意欲をそそる企画とは何か、色々と悩まれたことと思

います。今回は私自身が同様の悩み、不安を実体験しています。不安を抱えつつ 8 月初旬に開始した演

題募集ですが、おかげさまをもちまして応募演題総数は 142 題を数え、会員の皆様の関心の高さを実感

した次第です。 

さて、『技術とは何か?』を考えたとき、それは物であれ手技・手法であれ、「こうなったらいい、ああ

なったら便利」と言った要求に応えるための道具、あるいは手段であると言えると思います。更に、そ

れは要求に対して相応以上の効果、あるいは利便性をもたらし、そして社会に貢献できるものでなくて

は認知されることはありません。これまで私たちは医療現場から研究分野までの幅広い分野で技術の向

上を実践し、技術を技術学という学問としての地位にまで高めてきました。しかし、技術の進歩はそれ

に対する要求がなくなった時、あるいは取り巻く環境からの要求を感じ取れなくなった時に急速に衰退

します。更に、このような要求は不変的なものではなく、環境、時代とともに変化するものです。従っ

て、私たちはモチベーションを維持し、要求にいち早く反応する姿勢を常に保つ必要があります。『技術

とは何か?』の問いに対して『技術』を『道具』に例えました。古くから『道具を生かすも殺すも人しだ

い』と言います。つまり、技術を発展させるためには、それを使う人の意識が最も重要であると考えま

す。このような観点から、第 5 回中部放射線医療技術学術大会では、大会テーマを『未来のベクトルを

考える放射線技術』とし、技術を扱う『人』にスポットを当てることにしました。本大会に参加する会

員の皆様が、自身の将来を考える上でのヒントとなるようなことを一つでも多く持ち帰り、それぞれの

フィールドで役立てていただけることを期待しつつ、現在、大会長をはじめ実行委員会一丸となり急ピ

ッチで開催準備に奔走しております。 

多数の会員の皆様方の参加を心よりお待ちしております。



 

 

 

 
大会概要 

名   称  ： 第 5 回中部放射線医療技術学術大会 

  第 21 回中日本地域放射線技師学術大会 

  第 47 回日本放射線技術学会中部部会学術大会 

大会テーマ ： 未来のベクトルを考える放射線技術 

会   期 ： 2012 年(平成 24 年) 11 月 3 日(土)・4 日(日) 

会   場 ： アクトシティ浜松コングレスセンター 

  〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1 

  TEL：053-451-1111  FAX：053-451-1123 

  URL：http://www.actcity.jp/ 

大会ホームページ： http://ccrt2012.umin.jp/ 

主   催 ： 公益社団法人 日本診療放射線技師会 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会 

公益社団法人 静岡県放射線技師会 

公益社団法人 石川県診療放射線技師会 

社団法人 愛知県放射線技師会 

社団法人 福井県放射線技師会 

公益社団法人 岐阜県診療放射線技師会 

社団法人 三重県放射線技師会 

公益社団法人 富山県放射線技師会 

           

 

 

 

 
第 5 回 中部放射線医療技術学術大会 事務局 

聖隷三方原病院 画像診断部内 第 5 回中部放射線医療技術学術大会事務局 

〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町 3453 

TEL：053-436-1251  FAX：053-439-6896 

Mail：y.hero@sis.seirei.or.jp 



 

 

 

 
参加される皆様へのご案内とお願い 

参加登録受付 

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。 

日本診療放射線技師会生涯学習実績記録を希望する方は必ず技師会会員カード(BASIC カードもしくは

技師格カード)をお持ちください。 

日本放射線技術学会参加実績記録を希望する方は技術学会会員カードをお持ちください。 

参加申込書に必要事項をご記入のうえ、該当の参加登録費をお支払いください。引き換えに参加証(ネ

ームカード)と領収書をお渡しします。 

参加登録費 

 正会員(技師会・技術学会) 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 3 日(土) 8:30～17:00 

 第 2 日目 11 月 4 日(日) 8:30～13:00 

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で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。ただし、広報などのために

許可を受けたものについてはこの限りではありません。 

喫煙者へのお願い 

 会場・コングレスセンター内は全面禁煙です。喫煙は、1F・2F 指定喫煙場所をご利用ください。 

携帯電話や時計のアラームなど 

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

ードに設定してください。アラーム機能も解除してご入場ください。 

 

 

 

 
意見交換会 

日  時 ： 11 月 3 日(土) 18:00～ 

場  所 ： ホテルクラウンパレス浜松 

参 加 費 ： 5,000 円 *参加登録受付にて申し受けます 



 

 

 

 
発表者の皆様へのご案内とお願い 

発表時間 

一般演題 発表 7 分 + 質疑応答 3 分 

受 付  

1) 発表用データは Windows の PowerPoint2003、2007、2010 のいずれかで作成してください。 

2) 当該セッション開始 60 分前までに会場 3F の PC データ受付(医療機器展示会場内)にデータ(USB

ストレージ、CD-R)を持参してください。なお、2 日目最初のセッションについては 30 分前までに

お越しください。 

3) PCデータ受付に設置してある映写チェック用PCにて、データチェックを行っていただいた後、

係員が会場 PC 内にデータファイルをコピーします。 

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ください。 

5) 混乱を避けるため、原則、当日発表の演題だけ受付けますが、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。ノートパソコン持ち込みでの発表はできませ

んのでご注意ください。 

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ください。 

講演終了の合図 

発表終了時刻 1 分前に 1 回、発表終了時刻に 2 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ください。 

 

 

 

 
座長の皆様へのご案内とお願い 

1) セッション開始 30 分前までに会場 3F の座長受付(医療機器展示会場内)までお越しください。 

2) セッション開始 15 分前までに次座長席にお着きください。 

3) 進行は時間厳守でお願いいたします。 

4) 座長集約の提出はございません。 

 

 

 

 
質疑をされる皆様へのお願い 

あらかじめマイクの前で座長の指示に従い、所属氏名を述べた後、簡潔に発言してください。 



 

 

 交通のご案内 

 



名古屋方面から…東名高速浜松西 I.C.→車で 30～40 分  東京方面から…東名高速浜松 I.C.→車で 30～40 分 

◆ 駐車場(地下 1 階)のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

営 業 時 間 8:00～23:00 

利 用 料 金 
20 分ごとに 100 円 

21:00～8:30 の間(1 泊)は 1,000 円 

車 高 2.2m(一部 2.1m) 

 

◆ 電車でお越しの方 

在来線・新幹線とも JR 浜松駅をご利用ください。JR 浜松駅からは徒歩で 5～10 分程です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

在来線をご利用の方 
JR 浜松駅 東海道線改札から 
①東海道線改札(メイワン口) 

2F にある東海道線改札(メイワン口)より出て、道な
りに直進 

②2F 連絡通路 
建物を出た後も道なりに進み、連絡路の階段スロー
プを通過 

③2F 連絡通路(動く歩道) 
動く歩道に乗り、直進 

④コングレスセンターエントランスへの階段 
動く歩道に 2 つ乗った後、左後ろにある階段で 1F に
降りる 

⑤コングレスセンターエントランス 
階段を降り、左の壁沿いに進むと、エントランスの
入口 

⑥コングレスセンター1F ロビー(会場受付) 

新幹線をご利用の方
JR 浜松駅北口から 
○Ⅰ JR 浜松駅 

新幹線改札を出て右手、北口へ 
○Ⅱ JR 浜松駅北口広場 

北口を出た後、エスカレータで地下 1F へ降りる 
○Ⅲ バスターミナルエスカレータ前 

地下へ降り直進すると、吹抜けがある広場へ出る 
○Ⅳ バスターミナル地下広場 

右壁沿いに進むと青色の看板「B アクトシティ連絡地下
道」があり通路を直進 

○Ⅴ アクトシティ浜松入口 
通路を抜け、右手にある自動扉を入る。すぐ右手に中ホ
ール入口がある 

○Ⅵ 財団事務室前 
館内を進むと右手に財団事務室がある。その手前のエス
カレータを上がりコングレスセンターへ 



 

 

 会場見取り図 

 

 



 

 

 医療機器展示会場案内図 (31 会議室) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 シーメンス･ジャパン株式会社 11 株式会社杏林システマック 

2 株式会社 AZE 12 株式会社保科製作所 

3 株式会社マエダ 13 朝日レントゲン工業株式会社 

4 NEC ディスプレイソリューションズ株式会社 14 株式会社クライムメディカルシステムズ 

5 AJS 株式会社 15 株式会社ティーアンドエス 

6 コニカミノルタヘルスケア株式会社 16 株式会社根本杏林堂 

7 アミン株式会社 17 株式会社東陽テクニカ 

8 株式会社ナナオ 18 GE ヘルスケア･ジャパン(株) 

9 横河医療ソリューションズ株式会社 19 パナソニックメディカルソリューションズ(株) 

10 オリオン電機(株)/コドニックス･リミテッド(株) 書籍 (株)ガリバー  (4 階ロビー) 



 

 

 

 大会スケジュール 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 プログラム 

シンポジウム 11 月 3 日(土) 15:00～16:30 

 座長 聖隷三方原病院 山本 英雄 

 磐田市立総合病院 寺田 理希 

テーマ 「診療放射線技師の更なる質的向上をめざして」 
 

  「国立大学法人における診療放射線技師養成の現状と課題」 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部画像情報医学分野 准教授  久 保  均 先生 

  「卒後教育の現状と新しい教育法について」 

京都大学医学部附属病院 技師長  東村 享治 先生 

「世界の放射線医学の歩みから考察する診療放射線技師の今後の方向性」 

GE ヘルスケアジャパン(株)ヘルスケア統括本部 顧問  田頭 芳樹 先生 
 

特別講演 11 月 3 日(土) 16:30～17:30 

座長 浜松医科大学医学部附属病院  竹田 浩康  

「核医学検査の現状と将来」 

浜松医科大学放射線医学講座 教授  阪原 晴海 先生 

 

特別企画 11 月 4 日(日) 10:00～11:30 

 座長 (公社)日本診療放射線技師会地域理事 佐野 幹夫 

 (公社)日本放射線技術学会中部部会部会長 鈴木 昇一 

テーマ 「私たちの未来を考える -今、診療放射線技師に求められること-」 
 

「チーム医療と診療放射線業務」 

(公社)日本診療放射線技師会 副会長  井戸 靖司 先生 

「放射線技術学の新たな展開」 

(公社)日本放射線技術学会 代表理事  真 田  茂 先生 

「今、必要とされる医療現場でのコミュニケーションとは」 

(株)C-plan 代表取締役  小山 美智子 先生 

「医療行政の動向と病院経営の在り方」 

(社)日本画像医療システム工業会経済部会 副部会長  鍵谷 昭典 先生 
 

市民公開講座 11 月 4 日(日) 14:30～16:00 

座長 浜松南病院  和 田  健  

「健康・長寿の食事」 

西台クリニック 院長  済陽 高穂 先生



 

ランチョンセミナー 11 月 3 日(土) 12:30～13:20 

 

 

 

テーマ「トモシンセシスの有用性」 

 座長 浜松医科大学医学部附属病院放射線部診療放射線技師長 竹田 浩康 先生 

 講師 株式会社島津製作所医用機器事業部 

 グローバルマーケティング部アプリケーショングループ 葛 西  章 先生 

 

 

 

テーマ「乳房用直接変換型 FPD の画質特性、画像処理及び今後の展望」 

 座長 国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター  広藤 喜章 先生 

 講師 金沢大学医薬保健研究域保健学系教授  市川 勝弘 先生 

 

 

 

テーマ「小児核医学の更なる活用を -この優れた検査情報を一人でも多くの患児に-」 

 座長 浜松医療センター診療放射線技術科  中村 文俊 先生 

 講師 静岡県立こども病院診療支援アドバイザー  矢野 正幸 先生 

 

 

 

テーマ「放射線科読影医が求める核医学画像とは」 

 座長 浜松医療センター診療放射線技術科科長  野末 一司 先生 

 講師 浜松医科大学放射線科教授  阪原 晴海 先生 

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅠⅠ    第第 22 会会場場    提提供供  株株式式会会社社島島津津製製作作所所  

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅡⅡ    第第 33 会会場場    提提供供  富富士士フフィィルルムムメメデディィカカルル((株株))  

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅢⅢ    第第 44 会会場場    提提供供  富富士士フフィィルルムム RRII フファァーーママ((株株))  

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅣⅣ    第第 55 会会場場    提提供供  日日本本メメジジフフィィジジッッククスス((株株))  



 

ランチョンセミナー 11 月 4 日(日) 12:00～12:50 

 

 

 

テーマ「CT/MRI のこれまでの進化と今後の期待」 

  座長 磐田市立総合病院第 2 診療放射線診断技術科技師長  神 谷  正 貴 先生 

  講師 東芝メディカルシステムズ(株)営業本部 CT 営業部営業技術担当 

  (兼)臨床アプリ研究開発センターグループ臨床アプリ開発担当  

  藤 井  健 二 先生 

 東芝メディカルシステムズ(株)営業本部 MR 営業部アプリケーション担当

  

  山 下  裕 一 先生 

 

 

 

テーマ「コードレスカセッテ型 FPD：AeroDR の技術紹介」 

  座長 名古屋市立大学病院中央放射線部技師長 川 野  誠 先生 

  講師 コニカミノルタエムジー株式会社開発本部 

  フィールドマネージメントオフィス部長 米 川  久 先生 

 

 

 

テーマ「フルデジタル MRI がもたらす新しい臨床価値」 

  座長 聖隷福祉事業団理事・執行役員・聖隷浜松病院事務長 日下部 行宏 先生 

  講師 聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院放射線科医長 高 橋  護 先生 

 

 

 

テーマ「IVR の安全性向上 –被曝防護と造影剤腎症の予防-」 

  座長 三重大学医学部附属病院中央放射線部技師長 牧  浩 昭 先生 

  講師 愛知医科大学放射線科教授 石 口  恒 男 先生 

 

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅤⅤ    第第 22 会会場場    提提供供  東東芝芝メメデディィカカルルシシスステテムムズズ株株式式会会社社  

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅥⅥ    第第 33 会会場場    提提供供  ココニニカカミミノノルルタタヘヘルルススケケアア株株式式会会社社  

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅦⅦ    第第 44 会会場場    提提供供  フフィィリリッッププススエエレレククトトロロニニククススジジャャパパンン

ラランンチチョョンンセセミミナナーーⅧⅧ    第第 55 会会場場    提提供供  第第一一三三共共株株式式会会社社  



公益社団法人 日本放射線技術学会 中部部会研究会 

日時：2012 年 11 月 3 日(土) 9:00～10:50 

 

 

テーマ 「解像特性を理解して活用する」 

解像特性を正しく理解することを目的に合同研究会を開催します．各モダリティにおける解像特性の

評価法や影響因子などについて講演して頂きます．ディスカッションも予定していますので，御参加下

さい．                        座長：名古屋市立大学病院 東出 了  

金沢大学病院  高田 忠徳 

磐田市立総合病院 寺田 理希 

講演 1（画像研究会） 「DR システムにおける解像力特性」 

静岡県立がんセンター 秋田 冨士代 先生 

講演 2（CT 研究会） 「CT 画像の解像特性」 

富山県厚生連高岡病院 清水 明憲 先生 

講演 3（MRI 研究会） 「基本的な k 空間の埋め方と解像特性」 

静岡市立静岡病院 小泉 健二 先生 

 

 

国連科学委員会(UNSCEAR)の 2008 年報告書によると、放射線被ばく全体の中での医療被ばくが占める

割合は世界的に増加傾向にあります。我が国の医療被ばくによる年間平均実効線量は 3.87 mSv であり、

通常の生活でバックグラウンドとして被ばくする線量(2.4 mSv)と同程度の線量(2.3 mSv)を CT 検査から

受けています。このため医療被ばく、特に CT 検査での患者線量管理は世界的にも関心が高まっており、

米国では DICOM 画像の Tag 情報を利用した線量管理システム(Dose Index Registry: DIR)が実用化されてい

ます。我が国でも画像のフィルムレス化が急速に進み、DICOM の Tag 情報を利用した医療情報システム

との連携がますます重要となってきます。 

今回、アンギオ・放射線防護・医療情報システム研究会では、「医療情報システムとの連携による患者

被ばく管理」をテーマに合同研究会を開催することになりました。 

多数の会員諸氏のご参加をお待ちしております。 

 司会 金沢大学附属病院 飯田 泰治 

 豊橋市民病院 原瀬 正敏 

講演 1(9:00～9:30) 

「インターベンションの被ばく管理に対する診療放射線技師の関わり方－ガイドラインに基づいて－」 

浜松医療センター 診療放射線技術科 中村 文俊 先生 

講演 2(9:30～10:30) 

「コンピュータ支援による CT 実効線量計算システムと DIR(Dose Index Registry)の現状について」 

株式会社リジット 代表取締役社長 山本 修司 先生 

総合討論(10:30～11:00)

CCTT・・MMRR・・画画像像  合合同同研研究究会会    第第 22 会会場場  ((4433 会会議議室室))  

アアンンギギオオ・・放放射射線線防防護護・・医医療療情情報報シシスステテムム  合合同同研研究究会会    第第 33 会会場場  ((4444 会会議議室室))  



 

 

 

H22 年度診療報酬改定で画像誘導放射線治療加算 300 点が保険収載されたこともあり、画像誘導放射

線治療(IGRT)を実施する施設が増えてきました。しかし、IGRT にかかせない CBCT の画像は計画 CT に用

いる MDCT の画像に比べ見え方に大きな違いがあり悩むことがあります。今回の研究会では CBCT を用

いることでは先輩格の血管造影分野にて画質の研究をされています名古屋大学医学部附属病院の西本卓

也先生と KVCT、MVCT のどちらのノウハウもお持ちであるシーメンス・ジャパン株式会社 新井田紀光

先生、池田茂一先生をお招きして CBCT 画像の成り立ち、特性、MDCT との違いなどを皆で一緒に考えて

いきたいと思い企画しました。多数のご参加をお待ちしております。 

       座長：浜松医療センター 杉村 洋祐  

          聖隷浜松病院  山田 薫 

 

講演 1 血管撮影装置 CBCT の特性 －画像構築から臨床技術まで－  

名古屋大学医学部附属病院 西本 卓矢 先生 

講演 2 アンギオ Cone-Beam CT の最新技術 

シーメンス･ジャパン株式会社イメージング&セラピー事業本部 AX ビジネスマネージメント部 

 新井田 紀光 先生 

講演 3 リニアック MVCT について 

シーメンス･ジャパン株式会社イメージング&セラピー事業本部放射線治療ビジネスマネージメント部 

                                                      池田 茂一 先生 

 

 

 今回は、乳房画像研究会と超音波画像研究との合同企画での開催となります。会員発表は新しい技術

紹介として、マンモグラフィの 3 次元的な撮影技術であるトモシンセシスについて、静岡がんセンター

画像診断科 伊東孝宏会員に発表していただきます。教育講演では、画像の読影力を上げるには、最終

的な答えである病理組織像を理解することが最短の道であると考え、静岡がんセンター病理診断科 嵩 

眞佐子先生に乳腺病理診断の基礎についてのご講演をお願いしました。話題提供では、新たに承認され

た、乳腺腫瘍の診断や治療評価への応用が期待される超音波診断用造影剤ソナゾイドについて第一三共

株式会社よりプレゼンを頂きます。 

 これを機会に病理像の理解を深め、自ら個々の画像と病理像との比較検討ができるようになれば幸い

です。皆さんのご参加をお待ちしています。 

話題提供(9:00～9:15) 「超音波診断用造影剤ソナゾイドについて」 

第一三共株式会社 佐々木 達  

会員発表(9:15〜9:50)  「トモシンセシスの初期使用経験について」 

座長：静岡がんセンター画像診断科 伊藤 宏明 

静岡がんセンター画像診断科 伊東 孝宏 会員 

教育講演(9:50〜11:00 ) 「知っておきたい乳腺の病理」 

座長：藤枝市立総合病院放射線科 秋山 敏一 

静岡がんセンター病理診断科 嵩 眞佐子 先生

放放射射線線治治療療研研究究会会    第第 44 会会場場  ((2222++2233 会会議議室室))  

乳乳房房画画像像・・超超音音波波画画像像  合合同同研研究究会会    第第 55 会会場場  ((5533++5544 会会議議室室))  



 

一般演題 1 日目        11 月 3 日(土) 

 

 開会式  

11:00～11:25 

 

 CT-1  

11:30～12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CT-2  

14:00～14:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MR-1  

11:30～12:10 

 

 

 

大会長 挨拶ほか 

 

 

 

001. 造影 CT 用インジェクターによるシリンジの注入精度の検討 

富山大学附属病院 熊野恵

002. 造影 CT における造影剤血管外漏出の発生頻度の調査 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牛島貴弘

003. CT 用小児固定具の体幹部領域への応用 

社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 渡邉一正

004. CT における線質依存性を考慮した人体軟部組織等価ファントムの作成 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 由田麻美

005. CT ガイド下生検における術者のための患者監視システム構築 

社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 大坪寛知

006. 放射線技師教育用光 CT のシステムの開発 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 村田千佳

 

 

007.  CT 装置の実効エネルギーの違いによる造影効果の比較 

聖隷三方原病院 画像診断部 佐藤広英

008. 2 機種の CT 装置の線質依存性を含めた画質比較と画質均一化の試み 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 小西景子

009. 内臓脂肪評価目的における腹部 X 線 CT 検査のスライス厚による影響の検討 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 藤井亮

010. 臓器線量を考慮した CT-AEC の画質への影響について 

社会医療法人厚生会 多治見市民病院 酒向健二

011. 水晶体被ばく低減を考慮した側頭骨 CT の撮影条件の基礎的検討 

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 池田浩章

 

 

 

012. ds Flex-M coil を使用した手関節 MRI の評価 

聖隷三方原病院 画像診断部 藤崎賢二

013. 膝関節 MRI における 3D シーケンスの比較検討 –MEDIC･DESS･SPACE- 

座長：神谷正貴 (磐田市立総合病院)

第 1 会場 (41 会議室) 

第 2 会場 (43 会議室) 

座長：水井雅人 (鈴鹿回生病院)

座長：井上勝博 (三重大学医学部附属病院)



 

 

 

 

 

 

 

 MR-2  

14:00～14:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 乳 房  

11:30～12:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理･計測･

防護-1 

14:00～15:00 

 

 

 

静岡県立総合病院 放射線技術室 杉浦靖幸

014. 当院における頭部用 12ch coil と 32ch coil の 

SNR と均一性特性から考える coil 選択について 

富山大学附属病院 放射線部 渋谷尚希

015. 内耳領域撮影における Loop Coil 併用の試み 

静岡県立総合病院 佐野恭平

 

 

016. Tagged MR 画像のオプティカルフロー解析によるヒト心筋運動解析 

名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻 医用量子科学分野 田端大輝

017. 当院の心臓 MRI における左心室機能の定量評価 

静岡県立総合病院 放射線技術室 福地奈緒

018. VSRAD 撮像時間短縮の検討 

豊川市民病院 澁谷和義

019. 手術中 MRI の実際 

伊勢赤十字病院 放射線科部 伊藤伸太郎

020. PACS 導入に伴う MRI データ運用についての検討 

富山大学附属病院 放射線部 長濱航永

 

 

 

021. デジタルマンモグラフィ装置の画質評価 

磐田市立総合病院 放射線診断技術科 安澤千奈

022. 直接変換型ディジタルマンモグラフィにおける高線質画像の画質特性 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 高橋侑希

023. ディジタルマンモグラフィにおける画質の品質管理に関する検討 

名古屋大学 医学部附属病院 放射線部 藤原敦代

024. ソフトコピー診断のための日常的な品質管理の試み 

社会保険 中京病院 片桐江美子

025. 当院における乳房検査専用 X 線室の構築 

大垣市民病院 医療技術部診療検査科 外来放射線室 前田裕美

 

 

026. 管電流変調を用いた CT 撮影における臓器吸収線量の評価 

トヨタ記念病院 放射線科 川口愛

027. 冠動脈造影 CT 検査における患者被ばく線量調査 

総合大雄会病院 技術放射線科 伊藤祐介

028. 薄型半導体検出器を用いた X 線 CT のビームプロファイル測定 

第 3 会場 (44 会議室) 

座長：伊藤貞則 (富山大学附属病院)

座長：森下あゆ美 (金沢大学附属病院)

座長：堤貴紀 (名古屋大学医学部附属病院)



 

 

 

 

 

 

 

 

一般撮影-1 

15:00～15:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 治療-1  

11:30～12:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 治療-2  

14:00～14:50 

 

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 岩田裕太

029. 薄型半導体検出器を用いた X 線 CT のスキャン断面のビームプロファイル測定 

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝

030. ICRP2007 年･1990 年･1977 年勧告の組織加重係数の違いによる実効線量の比較 

名古屋共立病院 医療技術部 画像課 松永雄太

031. 胸部における後方散乱係数の検討 

国民健康保険 小松市民病院 中央放射線科 坂上利造

 

 

032. 人工骨頭置換術における術前股関節撮影補助具の作成 

富山県済生会 富山病院 放射線技術科 平野貴大

033. 乳児一般撮影用補助具の考案 

社会医療法人宏潤会 大同病院 中田真奈美

034. 乳児立位一般撮影用補助具使用時における術者被ばくの評価 

社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 大塚智子

035. 若年層の脊椎側弯症に対する全脊椎撮影での患者実効線量評価 

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 金子大祐

036. FPD システムを用いた胸部単純撮影における付加フィルターの被ばく低減効果の検討

聖隷三方原病院 総合画像診断部 伊代田和孝

 

 

 

037. コーンビーム CT の CT 値‐電子密度変換テーブルの定常性 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 田邊正伍

038. 画像誘導放射線治療(IGRT)における CBCT 画像と 

画像レジストレーションの計算範囲によるマッチングの成功率 

金沢大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 小林裕介

039. 当院における 125I による密封小線源治療の 

Post plan における CT の撮影条件最適化の検討 

金沢大学附属病院 放射線部 佐賀将人

040. 頭頸部 IMRT の治療計画 CT における再現性の検討 

名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部 中谷隆佳

041. 治療計画用 CT 装置受け入れ試験の経験 

磐田市立総合病院 放射線治療技術科 細田友行

 

 

042. TomoTherapy を用いた前立腺癌 IMRT における set-up error および PTV margin の検討

JA 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 井上友美

第 4 会場 (22+23 会議室) 

座長：廣田真 (岐阜大学医学部附属病院)

座長：三浦淳也 (石川県立中央病院)

座長：高木等 (大垣市民病院)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 治療-3  

15:00～16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 核医学-1  

11:30～12:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043. Tomotherapy の Dynamic quality assurance 

木沢記念病院 放射線技術部 放射線技術課 田野倉亮

044. TomoTherapy における 2 次元電離箱式検出器のγ解析条件の検討 

三重県厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 伊東宏也

045. 当院の全身照射専用ベッドと体厚補正ビーズを使用した全身照射 

浜松医療センター 診療放射線技術科 藤下容子

046. 全身照射における肺野鉛遮蔽体が DPD-12 型ダイレクト線量計に及ぼす影響の検討

伊勢赤十字病院 放射線科部 大岩和由

 

 

047. Passively scattered proton beam における MU 計算の試み 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 渡邉ゆい

048. Scanning beam proton therapy のビーム特性に関する研究 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 眞鍋尚嗣

049. 標準計測法 12 に準拠した高エネルギーＸ線の吸収線量測定 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 吉村早紀

050. 高エネルギーX 線に対する平均質量エネルギー吸収係数比 

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 岡部方彦

051. 高エネルギーX 線における物質/空気の平均制限質量衝突阻止能比 

愛知医科大学病院 中央放射線部 青山貴洋

052. モンテカルロシミュレーションによる 

炭素線治療における二次中性子線量の低減に関する検討 

名古屋大学大学院 医学系研究科 竹内瑛彦

 

 

 

053. 123I-IMP ARG 法による脳血流測定法における 

定量性に影響を与える因子に関する検討 

名古屋大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 藤田佑介

054. 123I-IMP ARG 法における画像再構成法および 

吸収補正法の違いによる脳血流定量値の比較 

名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 熊澤智宇

055. 99mTc シリンジ製剤による脳血流 SPECT における安定放射能量の投与方法について

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 青木卓

056. Pixon 法を用いたノイズ低減処理におけるプラナー画像の画質改善機能の評価 

名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 新開千真

057. 当院の 3D 収集専用 PET 装置について画像再構成法による濃度分解能の比較検討

座長：片岡純也 (聖隷浜松病院)

座長：吉田寿 (富山大学附属病院)

第 5 会場 (53+54 会議室) 



 

 核医学-2  

14:00～14:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

透視･骨密度 

15:00～15:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部 小川大輔

 

058. 骨シンチグラフィにおける CT 造影剤の影響 

半田市立半田病院 放射線技術科 稲員安由美

059. 骨シンチグラフィー診断支援ソフト VS BONE を用いた初期使用経験 

愛知医科大学病院 早川祐樹

060. 骨シンチグラフィ用コンピュータ支援診断ソフトウェアにおける 

prefiltering 処理の有用性に関する検討 

名古屋大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 小出若葉

061. 診断用 CT を用いた肝機能測定ソフトの検討 

伊勢赤十字病院 太田旭彦

062. Butterworth Filter の遮断周波数と最適な角度サンプリング数の検討 

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 澤田通文

 

 

063. FPD 搭載デジタル X 線透視装置における線量と画質評価 

名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部 岩田真侍

064. 高分解能透視における透視線量及び画質の評価 

聖隷三方原病院 画像診断部 金田絵里子

065. 4 種 骨密度測定装置の関係について ～同一被験者によるデータを元に～ 

医療法人厚生会 多治見市民病院 放射線技術部 石川貴彬

066. 体内に投与された RI 製剤，ヨード造影剤が DEXA 法による骨密度計測値に及ぼす影響

聖隷三方原病院 画像診断部 長屋重幸

 

座長：小澤正実 (静岡厚生病院)

座長：小林篤 (伊勢赤十字病院)



 

一般演題 2 日目                   11 月 4 日(日) 

 

 CT-3  

9:00～9:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CT-4  

13:00～13:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 画像-1  

9:00～9:50 

 

 

 

 

 

 

 

067. 外傷 CT におけるバックボードが画質に及ぼす影響 

大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室 市川宏紀

068. 救急搬送患者における心電図モニタ電極の検討(CT、X 線撮影画像について) 

社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科 山岸友里矢

069. 可変ピッチヘリカルスキャン機能を用いた頭頚部外傷における撮影条件の検討 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 佐々木綾美

070. 頭部 CTA における VR 法と DSA 処理を行った VR 法の血管表示径の比較 

社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 診療関連部 放射線課 水井雅人

071. 駆血を用いたシャント造影 CT の試み～シャントアンギオとの比較検討～ 

大垣徳洲会病院 放射線科 川瀬友啓

 

 

072. 心臓 CT 撮影における単純 CT 画像から推定した管電流設定の検討 

磐田市立総合病院 第 2 放射線診断技術科 八重樫拓

073. 320 列 CT を用いた prospective ECG-gated 1 beat scan における 

心拍数と線量分布の関係 

静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 渡昭徳

074. 当院の冠動脈 CT における被曝線量低減の取り組みについて 

四日市社会保険病院 小塚研司

075. CTA における逐次近似再構成法の検討 

木沢記念病院 放射線技術部 塩原崇志

076. 低線量胸部 CT 撮影における逐次近似画像再構成技術(ASiR)と 

再構成関数および線量低減の検討 

聖隷健康サポートセンターShizuoka 野沢滋幸

 

 

 

077. タルボ・ロー干渉計を用いた画像再構成法の検討 

名古屋大学 医学部 保健学科 秋沢朋子

078. 軟組織の描出を目的としたタルボ・ロー干渉計の像形成について 

名古屋大学 医学部 保健学科 竹中有美

079. DQE を算出する際に用いる光子数の精度検証 

名古屋大学大学院 医学系研究科 羽場友信

座長：秋田富二代 (静岡県立静岡がんセンター)

座長：福岡秀彦 (刈谷豊田総合病院)

座長：高橋政史 (福井総合クリニック)

第 2 会場 (43 会議室) 

第 1 会場 (41 会議室) 



 

 

 

 

 

 

 

 画像-2  

10:00～10:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MR-3  

11:10～11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MR-4  

13:00～14:00 

 

 

 

 

 

 

 

080. DR システム間における DQE 比を用いた相対的な目標線量指標の検討 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 北川裕人

 

081. CR 用イメージングプレートの 2 枚重ねによる検出量子効率向上の試み 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 永草大輔

 

 

082. 二つの乳房撮影装置における被曝線量低減の検証に 

有効な雑音シミュレーションの検討 

名古屋大学大学院 医学系研究科 齋藤優希

083. MEG 検査におけるマッピング用 MR 画像作成手法に関する検討 

：成人における MR 画像代用手法の検討 

金沢大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 八幡優希

084. 乳腺 MR 画像における乳がん浸潤範囲の自動解析手法 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 宮條さとみ

085. PET/CT 画像を用いた肝癌の自動検出手法 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 元田智明

 

 

086. Gd-EOB-DTPA を用いた肝 MRI における肝細胞相超後期相の検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学科 加藤真理奈

087. 3.0T MRI を用いた Gd-EOB-DTPA 肝細胞相における至適撮像シーケンスの検討 

福井大学 医学部附属病院 放射線部 谷内田拓也

088. 3TMRI における脂肪抑制法の違いによる上腹部拡散強調画像の検討 

磐田市立総合病院 第 1 放射線診断技術科 山田英司

089. 肝臓 Dynamic 撮像における LAVA-FLEX 法の至適フリップ角の検討 

福井大学 医学部附属病院 放射線部 賀田智美

 

 

090. VIPR を用いた非造影 3 次元シネ phase contrast 法による 

腹部大血管の描出能に関する初期検討 

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 川手政徳

091. 頭部 Arterial Spin Labeling(ASL)法の Arms 数と Point 数の検討 

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

092. 椎骨脳底動脈における Prepulse 併用 Cube T2WI 法と 3DFSE T2WI 法の比較 

聖隷浜松病院 放射線部 渥美裕

093. T2W SPACE 法における flip angle mode の違いがコントラストに及ぼす影響の検討  

座長：恋田昭洋 (坂下病院)

座長：東出了 (名古屋市立大学病院)

座長：大川剛史 (静岡県立総合病院)



 

 

 

 

 

 

 

管理･計測･

防護-2 

9:00～9:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般撮影-2 

11:00～11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般撮影-3 

13:00～14:00 

 

 

 

 

名古屋市立西部医療センター 中央放射線部 河野陽一郎

094. SPACE 法における励起法の相違よる SNR および画像の検討 

名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部門 放射線部 小西伊佐実

095. 1.5T、3.0T における Restore magn.使用時の最適 TR と特性の比較検討 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 西脇祐太

 

 

 

096. X 線アナライザ Piranha による測定値の精度評価(乳房撮影領域) 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 猪岡由行

097. 診断参考レベルを用いた目標線量指標の決定 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 有賀英司

098. モンテカルロ法を用いたマンモグラフィ検査における 

被写体内吸収線量分布および平均乳腺線量 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 梶谷有沙

099. 可搬型γ線スペクトルメータ GR-1 のレスポンス特性 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 桐生和馬

100. PET 用小型サイクロトロン放射化物からの残留放射線のγ線スペクトルによる解析  

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 医用放射線学領域 鈴木志津馬

 

 

101. 動画対応フラットパネルディテクタ(FPD)を用いた低被ばく撮影法の検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学科 耕崎誠

102. 異なるデジタルシステム間(CR 及び間接 FPD)の同一画質を得る線量の検討 

聖隷三方原病院 総合画像診断部 鈴木涼亮

103. ファジィ測度論に基づく視覚評価を用いた骨盤計測撮影条件の標準化 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 鈴木友輔

104. ワイヤレス型 FPD と CR の物理特性の比較 

大垣市民病院 医療技術部診療検査科 外来放射線室 北川博文

105. FCR 搭載型ポータブル装置の性能評価 

大垣市民病院 医療技術部診療検査科 外来放射線室 中村祐介

 

 

106. 低格子比(3:1)グリッドの有用性に関する基礎的検討 

– ミスアライメントの影響 - 

豊橋市民病院 西川宗範

107. 低格子比(3:1)グリッドの有用性に関する基礎的検討 

- 適正管電圧の検討 - 

第 3 会場 (44 会議室) 

座長：酒井洋和 (富士宮市立病院)

座長：北出明 (伊勢赤十字病院)

座長：三井渉 (金沢大学附属病院)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 治療-4  

9:00～9:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 治療-5  

10:00～10:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊橋市民病院 西川宗範

108. アキレス腱を対象としたＸ線機能イメージングの開発 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 入江大地

109. 動画対応 FPD を用いた腰椎 X 線側面動態撮影法による運動解析 

－ 運動方法の違いによる変化 － 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 島田康佑

110. 長尺撮影における分割方式の違いによる精度評価と画質特性 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 山口奈津季

111. CR と FPD 搭載 X 線 TV 装置による 

長尺撮影に対する体軸方向の歪みについての基礎的検討 

特定医療法人博愛会 博愛会病院 放射線技術科 高木達也

 

 

 

112. 胸腹部腫瘍の呼吸停止下 VMAT の呼吸停止位置確認用基準画像作成の最適条件の検討

金沢大学附属病院 放射線部 小島礼慎

113. OBI 透視を用いた肺腫瘍の移動量の比較 

社会保険 中京病院 放射線部 西橋みな美

114. SBRT 用簡易的固定具における呼吸性移動の抑制に関する検討 

静岡県立総合病院 放射線技術室 甲田ゆき乃

115. 治療寝台における荷重によるたわみの違いの検討 

磐田市立総合病院 医学物理室 端佑士

116. 腔内照射用患者搬送システムの有用性に関する報告 

金沢大学附属病院 放射線部 能登公也

 

 

117. ガントリー回転併用フェンス試験におけるマルチリーフコリメータ動作の解析 

:専用ソフトと自作ソフトの比較 

総合病院 聖隷浜松病院 村木勇太

118. 自作プログラムを用いた強度変調回転照射における 

マルチリーフコリメータ動作の評価 

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 安達由美子

119. 表計算ソフトを利用した乳房照射におけるマルチリーフコリメータの精度管理 

社会福祉法人 聖隷福祉法人 総合病院 聖隷浜松病院 放射線部 山本勇夫

120. シード施術後 1 年以内の死亡症例における剖検時の安全性の検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 江上和宏

121. 放射線治療情報システムを応用した認証システムの構築 

磐田市立総合病院 放射線治療技術科 井上和康

座長：金田直樹 (愛知医科大学病院)

座長：内藤雅之 (三重大学医学部附属病院)

第 4 会場 (22+23 会議室) 



 

 治療-6  

11:00～11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 治療-7  

13:00～14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 核医学-3  

9:00～9:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. 前立腺癌における高線量率小線源放射線治療の線量評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 倉田省吾

123. AAA アルゴリズム使用時における計算グリッドの影響 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 山下修

124. 肺定位放射線治療における寝台と簡易的固定具の吸収線量の検討 

静岡県立総合病院 放射線技術室 川口彩子

125. 新しい Radiochlomicfilm dosimetry protocol の有用性 

聖隷浜松病院 放射線部 松永卓磨

126. 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 佐久川聡史

 

 

127. 前立腺 IMRT における直腸ガスの影響 

社会保険 中京病院 放射線部 田中聡

128. 吸引式固定具による下肢固定下での前立腺 IMRT における位置誤差の検討 

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部 河村健二

129. 前立腺 IMRT における位置照合装置の比較検討 

聖隷三方原病院 画像診断部 加藤剛

130. 前立腺 IMRT 線量分布検証における検出器変更の試み 

～フィルムから三次元検出器へ～ 

総合病院 聖隷浜松病院 放射線部 徳永雄大

131. 前立腺 IMRT/VMAT 検証における直交二面配列半導体検出器の特性評価 

社会保険 中京病院 放射線部 長谷川信司

132. 強度変調放射線治療における照射時のビーム強度マップの確認 

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 江原勲

 

 

 

133. Tc-99m Sestamibi SPECT における肝臓の高集積に対する 

撮像条件・画像再構成条件の検討 

聖隷三方原病院 画像診断部 長屋重幸

134. TL 負荷心筋シンチ検査における撮像条件の検討 

～WG 報告推奨撮像条件との比較～ 

富士宮市立病院 診療技術部 中央放射線科 小林邦和

135. 123I-MIBG 心筋シンチグラフィー定量解析の再現性 

聖隷浜松病院 放射線部 鈴木純一

座長：太田三恵子 (岐阜県総合医療センター)

第 5 会場 (53+54 会議室) 

座長：矢田隆一 (聖隷浜松病院)

座長：木下尚紀 (福井大学医学部附属病院)



 

 

 

 

 

 血管撮影  

11:20～11:50 

 

 

 

 

 

 

 U S  

13:00～13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会式  

14:00～14:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. 心臓用多焦点型ファンビームコリメータを用いた 

心筋 SPECT における至適収集時間の検討 

名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 河野秀隆

 

 

137. 頭部３D-DSA における最適な造影剤注入量の検討 

磐田市立総合病院 放射線診断技術科 吉田恵

138. ASD 欠損孔測定におけるキャリブレーション精度の検討 

聖隷浜松病院 放射線部 望月佑馬

139. 腹部 Corn Beam CT 撮影プロトコルの検討 

富山大学附属病院 放射線部 松井久紘

 

 

140. 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術後の下肢静脈エコーの有用性 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 山村博

141. 乳腺超音波検査における 4D 組織弾性イメージングの初期使用経験 

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

142. 肋骨骨折診断における超音波検査の使用経験 

岡波総合病院 放射線部 界外忠之

 

座長：荒川昇 (石川県立中央病院)

座長：安田英明 (大垣市民病院)

第 1 会場 (41 会議室) 

 



 

技術セミナーのお知らせ  

 

 

日本放射線技術学会中部部会 

放射線防護＆画像合同研究会 

「IEC の提案する線量指標は本当に使えるか」 

 

従来、ディジタル画像の撮影線量の指標として感度指標が用いられてきた。感度指標は装置メーカー

毎に、あるいは装置毎に定義が異なるため、標準的な指標として使用できていない。国際電気標準会議

(International Electrotechnical Commission: IEC)は、種々の感度指標を統一された新たな線量指標(Exposure 

Index: EI)に変換する手法を 2008 年に IEC 62494-1 で提案した。本学会においては、2010 年度の「ディ

ジタル画像の画質と被ばくを考慮した適正線量の研究班」において撮影線量の適正化における EI の有効

性が確認され、第３８回秋季学術大会以降、今後のディジタル撮影の重要なテーマとして取りあげられ

ている。 

本研究会では EI を放射線防護および画質管理の観点から解説し、臨床現場で導入するための課題につ

いて討論する。 

 

日時：平成 24 年 10 月 21 日(日) 13:00－15:00 

場所：名古屋第二赤十字病院 3 病棟 B1 第 3 会議室 

 地下鉄 名城線「八事日赤」下車 ②番出口 

会費：無料（非会員は 1000 円） 

 

開会の挨拶(13:00-13:05) 

藤田保健衛生大学病院 小林謙一 

教育講演 

座長 名古屋市立大学病院 東出 了 

教育講演１(13:05-13:50) 

「放射線防護・計測分野の観点から線量指標を読み解く」 

演者 名古屋第二赤十字病院 有賀英司 

教育講演２(13:50-14:35) 

「画像分野の観点から線量指標を読み解く」 

演者 名古屋市立大学病院 國友博史 

討論(14:40-14:55) 

 

閉会の挨拶(14:55-15:00) 

金沢大学医学部付属病院 能登公也 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 


