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巻頭言 

中部部会長 鈴木昇一 

 

中部部会長を拝命してから 3年を過ぎ 4年目をむかえます。何も大きなことはできませんでしたが、

会員各位、役員各位の多大なご支援によりここまできました。その任期も残り 1年となりました。次年

度は新しい体制で運用されるかと思います。部会では研究会活動が他の地方部会より活発に行われてい

ます。論文、学会発表の数も他部会より抜きんでています。国際学会への発表も増加傾向にあります。

公益社団法人の日本放射線技術学会で中部部会の論文数、レベルは全国の先頭を走っているといっても

過言ではありません。 

学会本部では国際化に向けて委員会も正式に立ち上がっています。その委員会においても部会の会員

も数人就任予定です。今後数年で、春の総会では 50％程度を英語発表に切り替えたいとの希望もありま

す。スライドすべてを英語化する話も現実化しつつあります。一方、その結果、会員の減少も危惧され

ています。今後、本部理事会、各委員会等でどのように推移するか不透明な部分もあります。しかし、

多くの若い会員が国際学会でポスター発表でなく、口述発表が増加していることも事実です。全国学会

のような国内の学会で英語化は敷居を高くするのみで、多くの会員にとって利益が得られないという意

見もあります。個人的にはその意見はもっともだと思います。しかし、特に、若い会員の方々にはぜひ、

このような状況も十分理解し、地方部会などの発表等で地力をつけ、全国学会、世界に挑戦していただ

きたいと思っています。本部理事会では、国際化の推進は春の学会、秋季学術大会は従来通り日本語主

体でとなっています。しかし、今年の札幌では国際シンポが行われ、それに併せて 1会場で一般の英語

セッションも企画されています。北海道部会での初めての試みとなっています。 

秋季大会は各地方部会の特色を出してプログラム、運営等任されています。来年度 2015年の秋季大会

は中部部会が中心となって金沢で行われます。大会長は、金沢大学の市川勝弘先生です。2013年は九州

部会が福岡、今年の 2014年は北海道部会が札幌で開催、2015年中部となります。市川先生を中心に北

陸の会員を中心に準備が進んでいます。特に金沢では新幹線の乗り入れと時期が重なります。部会から

も多くの会員が金沢に参加されることを祈っています。 

部会事業として、今年は名古屋国際会議場で技師会との合同学術大会 CCRTが行われます。技術学会は

名古屋大学の小山修司先生を中心に東海地区の会員が準備中です。金沢の秋季に大会に先駆け、成功裏

に開催、運営されることを祈っています。 

本部理事会では、2015年、平成 27年度から、各地方部会の名称が「支部」となります。「公益社団法人

日本放射線技術学会中部支部」となります。同時に撮影・画像・治療などの「分科会」は、「撮影部会」

というように「部会」となります。時代は少しずつ動いています。中部支部は時代に流されるのみでな

く、自己を忘れることなく、将来のあるべき学会を目指してまい進していただきたいと思います。会員

の積極的参加を望みます。 
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第 6回中部放射線医療技術学術大会を終えて 

 

第 6回中部放射線医療技術学術大会 大会長 

第 48 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 

 松浦幸広 

 

平成 25 年 11 月 9 日（土）～11 月 10 日（日）に、石川県地場産業振興センターにて、第 6 回中部放

射線医療技術学術大会を開催しました。開催期間 2日間で、参加登録者は 673名、一般演題登録 120演

題と多数の会員に参加していただきました。これもひとえに、関係者の皆様方のご理解とご協力のおか

げで成し遂げられましたこと改めて感謝申し上げます。ほんとうにありがとうございました。 

また、飯田副大会長、上田実行委員長、20名の実行委員の皆様、41名の当日実行委員の皆様にも、事

前準備が万全でない中、持ち前のパワーで、大きなトラブルもなく大会運営を行っていただきました。

ここにも感謝申し上げる次第です。ありがとうございました。 

大会プログラムとして、特別講演に金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 経血管診療学 教授 蒲

田敏文先生に「膵の画像診断」と題し膵臓の CT解剖、病態について丁寧にご講演いただきました。特別

企 画 で は 、「 リ ー ダ ー に 訊 く  診 療 放 射 線 技 師 の 成 長 戦 略 」                       

と題し、JSRT,JART,JIRAからの代表の先生方と参加者での討論を企画しました。特に若い会員に自分た

ちの未来を考える場にしたいという私の要望をかなえることができました。 

シンポジウムでは、チーム医療の推進項目である読影補助にフォーカスし「いまからできる読影補助」

をテーマに行い、活発な討論がかわされていました。市民公開講座には、上尾総合中央病院 栄養サポ

ートセンター長 大村健二先生に「専門医がすすめるホントに身体にいい食事」と題しご講演いただき

ました。終始、なごやかな雰囲気と先生の話術に魅せられたご講演でした。今大会の試みとして、従来

の初日同時開催で行われていた各研究会を、多くの会員が参加できる教育セミナーにリニューアルして

行いました。昨今の医療情勢を踏まえた非常にタイムリーな内容となり、複数のセミナー参加が可能と

なったため、会場は多くの熱心な会員で盛会でした。開催初日の情報交換会では１５０名の参加をいた

だき、石川県診療放射線技師会が誇るエンターテイナー井戸さん、南さんに金沢らしい土産を景品とし

たビンゴゲームをとおして、その話術に一喜一憂する楽しい時間を過ごす事ができました。また機器展

示会場も、実機展示にこだわり行いましたところ、会場の外は肌寒いにもかかわらず、会場内は汗ばむ

ほどの熱気に包まれていました。 

今大会で得た知識や情報、人脈などが、皆様にお役に立ち、ひいては日本の医療に貢献されることと

なれば、私としては望外の喜びとなります。 

最後に、大会サブテーマに掲げました「７色の糸を紡いで未来への架け橋を築く」にあります7色の糸を、

みなさんが太く、長く、そして色とりどりに紡いでいただきましたことに感謝申し上げ、その糸が来年の

第７回中部放射線医療技術学術大会 開催県 愛知県へさらにスケールアップして伸びていくことを祈

念します。 
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第 7 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）のお知らせ 

            

第 49回 公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会学術大会長 

    小山 修司（名古屋大学） 

 

第 7回中部放射線医療技術学術大会を、名古屋市の国際会議場にて下記の日程で開催します。多くの

会員の皆様には、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。なお、詳細、演題募集につきまし

てはホームページならびに次号のビーム中部にてご案内いたします。 

 

                 記 

【開催期日】 

平成 26 年 11 月 1 日（土）・2 日（日） 

【会 場】 

   名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町 1番 1号） 

【大会テーマ】 

すべては未来のために - Breakthrough in Radiation Technology - 
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平成 25年度 中部部会事業報告 

 

１．第４８回 日本放射線技術学会中部部会学術大会（第６回中部放射線医療技術学術大会）を開催した。 

会期：平成２５年１１月９日（土），１０日（日） 

会場：石川県地場産業振興センター 

テーマ：放射線技術の伝承と探求 －七色の糸を紡いで未来への架け橋を築く－ 

参加者：６７３名 

２．第１４回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

会期：平成２５年７月１３日（土），１４日（日） 

会場：立山国際ホテル 

テーマ：dual energyの基礎から臨床応用 

参加者：７０名 

３．平成２５年度 第 1回中部部会学術セミナーを開催した。 

会期：平成２５年６月８日（土） １３：３０～１７：００ 

会場：金沢大学保健学科 

テーマ：手足を診る－整形外科医が求める画像 

参加者：６６名 

４．平成２５年度 第２回部会セミナーを開催した。 

会期：平成２６年１月２５日（土） 

会場：名古屋大学医学部保健学科 本館２階第２講義室 

テーマ：大腸ＣＴ検査（ＣＴＣ）時代の大腸画像診断 

参加者：４２名 

５．第２３回医療被ばく測定セミナー（教育委員会，計測分科会，中部部会共催）を開催した。 

会期：平成２５年７月２７日（土） 

会場：金沢大学附属病院 

参加者：３５名 

６．第４７回 ＩＨＥ勉強会「初級編」（日本 IHE協会普及推進委員会 ,医療情報分科会，中部部会後援） 

  を開催した。 

  会期：富山大学附属病院 

  日時：平成２５年８月３１日（土） 

参加者：１０名 

７．第７３回乳房撮影ガイドライン･精度管理研修会（放射線撮影分科会，中部部会共催）を開催した。 

会期：平成２５年９月２８日（土），２９（日） 

会場：金沢大学附属病院 

参加者：２６名 
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８．第１７回講演会「ＭＲＩ安全性の考え方」（日本磁気共鳴医学会，日本医学放射線学会中部地方会，

日本放射線技術学会中部部会 後援）を開催した。 

   会期：平成２５年１０月６（日）  

   会場：名古屋大学大学院医学系研究科・医学部保健学科 

参加者：９５名 

９．中部部会技術セミナー（研究会）を開催した。 （参加者数２，０５２名） 

１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２５年３月９日（土） 

会場：静岡県立総合病院 

内容：高精度放射線治療の実現に向けて 

参加者：４９名 

２）第２回技術セミナー（超音波画像研究会） 

  会期：：平成２５年３月９日（土）１０日（日）        

会場：ＫＤＸ 名古屋ビル７Ｆ 

内容：腹部超音波<講義＆実技２日間徹底指導コース> 

参加者：１１５名 

３）第３回技術セミナー（放射線防護・アンギオ合同研究会） 

会期：：平成２５年３月１６日（土） 

会場：福井市地域交流プラザ 

内容：原子力災害における放射線被ばくを考える 

参加者：４０名 

４）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２５年６月１日（土）                

会場：岐阜県立多治見病院 

内容：放射線治療の将来展望 など 

参加者：７１名 

５）第５回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

会期：平成２５年６月１日（土） 

会場：エーザイ株式会社 

内容：ＣＴ研究の最前線報告会 

参加者：９０名 

６）第６回技術セミナー（アンギオ・防護合同研究会・東海循環器画像研究会共催） 

会期：平成２５年６月８日（土） 

会場：名古屋大学医学部 

内容：マキシマレーザーの有用性 など 

参加者：１２７名 
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７）第７回技術セミナー（アンギオ・防護合同研究会・北陸アンギオ研究会共催） 

会期：平成２５年６月２３日（日） 

会場：金沢大学附属病院 

内容：ＩＶＲにおけるチーム医療 など  

参加者：１０１名 

８）第８回技術セミナー（超音波画像研究会） 

会期：平成２５年６月２２日（土），２３日（日）           

会場：KDX名古屋ビル 

内容：腹部エコー 講義･実技 徹底指導２日間コース 

参加者：１１１名 

９）第９回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２５年７月６日（土） 

会場：富山県看護協会研修センター 

内容：サイバーナイフの基礎技術と治療 など 

参加者：７６名 

１０）第１０回技術セミナー（乳房画像研究会） 

  会期：平成２５年７月１３日（土） 

会場：愛知県がんセンター中央病院 

内容：トモシンセシス など  

参加者：６２名 

１１）第１１回技術セミナー（超音波画像研究会） 

会期：平成２５年７月２０日（土） 

会場：金沢大学医学類教育棟 

内容：レベルアップ講義講習会 

参加者：８９名 

１２）第１２回技術セミナー（超音波画像研究会） 

会期：平成２５年７月２１日（日） 

会場：金沢大学医学類教育棟 

内容：腹部実技指導１日コース 

参加者：６２名 

１３）第１３回技術セミナー（超音波画像研究会） 

会期：平成２５年７月２１日（日） 

会場：金沢大学医学類教育棟 

内容：血管実技指導１日コース 

参加者：２５名 

１４）第１４回技術セミナー（超音波画像研究会） 

会期：平成２５年７月２１日（日） 

会場：金沢大学医学類教育棟 

内容：整形実技指導１日コース 

参加者：２１名 
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１５）第１５回技術セミナー（ＣＴ研究会）     

会期：平成２５年８月１１日（日） 

会場：藤田保健衛生大学 医療科学部 

内容：ＣＴビギナーズセミナー 

参加者：２７名 

１６）第１６回技術セミナー（ＭＲＩ研究会） 

会期：平成２５年８月２４日（土）  

会場：金沢医科大学 

内容：産婦人科領域の MRI Update 

参加者：５５名 

１７）第１７回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２５年９月１４日（土）              

会場：中東遠総合医療センター 

内容：知っておきたい乳がん診療の基本など 

参加者：６３名 

１８）第１８回技術セミナー（画像研究会）  

会期：平成２５年９月２８日（土）                

会場：名古屋市立大学 

内容： Digital mammography における被ばく低減の最前線 

参加者：７２名 

１９）第１９回技術セミナー（超音波画像研究会） 

会期：平成２５年１０月１９日（土），２０日（日） 

会場：KDX名古屋ビル 

内容：腹部実技講習会 など 

参加者：４４名 

２０）第２０回技術セミナー（アンギオ研究会）  

会期：平成２５年１０月２６日（土） 

会場：金沢大学医薬保健学域 

内容：インジェクターの最新情報と心電図について 

参加者：８０名 

２１）第２１回技術セミナー（ＭＲＩ研究会） 

会期：平成２５年１１月２日（土） 

会場：富山大学附属病院 

内容：～ＭＲ中級～心臓疾患に対するＭＲＩ撮像について  

参加者：６５名 

２２）第２２回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

会期：平成２５年１１月２日（土） 

会場：名古屋大学医学部保健学科 大幸キャンパス 

内容：DICOM サーバをつくろう！  

参加者：３６名 
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２３）第２３回技術セミナー（画像研究会） 

会期：平成２５年１１月３日（日）           

会場：金沢大学医薬保健学域保健学類 

内容：Digital mammography におけるディスプレイのメリットと被ばく低減の最前線     

参加者：４０名 

２４）第２４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２５年１１月１６日（土）          

会場：愛知県がんセンター中央病院 

内容：ＩＭＲＴ における ＭＬＣの重要性                                

参加者：１０１名 

２５）第２５回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２５年１２月７日（土） 

会場：中濃厚生病院 放射線治療棟 

内容：乳癌の放射線治療 

参加者：５２名 

２６）第２６回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２５年１２月２１日（土）             

会場：三重中央医療センター 

内容：県内の IMRTの実施状況検証について 

参加者：６０名 

２７）第２７回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

  会期：平成２６年１月１１日（土） 

  会場：名古屋市市政資料館 

内容：ＣＴ 関連論文の抄読会 

参加者：２８名 

２８）第２８回技術セミナー（放射線治療研究会） 

会期：平成２６年１月１８日（土） 

会場：福井大学附属病院 

内容：高精度放射線治療の治療技術 

参加者：８１名 

２９）第２９回技術セミナー（ＭＲＩ研究会） 

会期：平成２６年１月２５日（土） 

会場：名古屋市立大学病院 

内容：ＭＲＩ検査に必要な造影と拡散 

参加者：７１名 

３０）第３０回技術セミナー（放射線防護・アンギオ、合同研究会） 

会期：平成２６年２月１日(土) 

会場：伊勢赤十字病院 

内容： 原子力災害における放射線被ばくを考える（三重） 

参加者：５４名 
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３１）第３１回技術セミナー（乳房画像研究会） 

会期：平成２６年２月９日(日) 

会場：富山大学附属病院 

内容： 乳癌の診断と治療における最新のトピックス 

参加者：１０名 

３２）第３２回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

会期：平成２６年２月１６日(日) 

会場：金沢大学附属病院 

内容： 読影補助のために習得しておきたいスキル～ＣＴの線質を理解する～ 

参加者：２９名 

３３）第３３回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

会期：平成２６年２月２２日（土） 

会場：豊川市民病院 

内容：医用画像管理セミナー（初級） 

参加者：４５名 

 

１０．刊行物を発刊した。 

 １）タイトル：中部部会誌 Vo.１５ 

   部数：２５００部 

発刊日：平成２５年３月 

 ２）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１３年第１号 CCRT演題募集号” 

発刊日：平成２５年６月１日 

３）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１３年第２号（プログラム号）” 

発刊日：平成２５年１０月２０日 
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平成 25年度 中部部会収支計算書 

平成 25年 3月 1日から平成 26年 2月末日まで 

（単位：円） 

科   目 
H25年度 

予算額 

H25年度 

決算額 
差 異 

Ⅰ 事業活動収支の部       

１．事業活動収入       

1) 特定資産運用収入 4,000 1,395 △ 2,605 

  (1) 研究奨励資金運用収入 0   0 

  (2) 総会学術集会等準備資金運用収入 4,000 1,395 △ 2,605 

              

2) 会費収入 4,540,000 5,554,250 1,014,250 

  (1) 部会正会員通常会費 4,540,000 4,713,000 173,000 

  (2) 特別会費収入(部会学術集会） 0 841,250 841,250 

  (3) 特別会費収入(定期研究発表会） 0 0 0 

              

3) 事業収入 50,000 337,000 287,000 

  (1) 広告料収入 0 50,000 50,000 

  (2) 研修会等収入 50,000 287,000 237,000 

  (3) 学術大会事業収入 0 0 0 

4) 補助金等収入 1,914,000 1,869,900 △ 44,100 

  (1) 本部部会助成金収入 1,914,000 1,869,900 △ 44,100 

  (2) 地方公共団体助成金収入 0 0 0 

  (3) 民間補助金収入 0 0 0 

              

5) 負担金収入 0 0 0 

  (1) 負担金収入 
 

0 0 0 

              

6) 寄付金収入 0 0 0 

  (1) 寄付金収入 
 

0 0 0 

              

7) 雑収入   2,000 2,410 410 

  (1) 利息収入 1,000 410 △ 590 

  (2) 雑収入 1,000 2,000 1,000 

              

      事業活動収入計 6,510,000 7,764,955 1,254,955 
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２．事業活動支出 

1) 事業費   5,000,000 6,566,705 1,566,705 

  (1) 部会学術集会費 1,500,000 2,749,065 1,249,065 

    ① 会議費 0 12,025 12,025 

    ② 旅費交通費 0 148,000 148,000 

    ③ 通信運搬費 0 0 0 

    ④ 消耗品費 0 0 0 

    ⑤ 印刷製本費 0 1,234,390 1,234,390 

    ⑥ 賃借料 1,500,000 1,354,650 △ 145,350 

    ⑦ 諸謝金 0 0 0 

    ⑧ 委託費 0 0 0 

    ⑨ 雑費 0 0 0 

              

  (2) 定期研究発表会費 0 0 0 

    ① 会議費 0 0 0 

    ② 旅費交通費 0 0 0 

    ③ 通信運搬費 0 0 0 

    ④ 消耗品費 0 0 0 

    ⑤ 印刷製本費 0 0 0 

    ⑥ 賃借料 0 0 0 

    ⑦ 諸謝金 0 0 0 

    ⑧ 委託費 0 0 0 

    ⑨ 雑費 0 0 0 

              

  (3) 表彰費 100,000 100,000 0 

    ① 表彰費 100,000 100,000 0 

    ② 学術研究助成金 0 0 0 

    ③ 雑費 0 0 0 

  (4) 講演会等開催費 1,000,000 1,017,827 17,827 

    ① 会議費 200,000 132,571 △ 67,429 

    ② 旅費交通費 500,000 785,000 285,000 

    ③ 通信運搬費 20,000 1,450 △ 18,550 

    ④ 消耗品費 10,000 0 △ 10,000 

    ⑤ 印刷製本費 20,000 0 △ 20,000 

    ⑥ 賃借料 100,000 0 △ 100,000 

    ⑦ 諸謝金 50,000 66,806 16,806 

    ⑧ 委託費 0 0 0 

    ⑨ 雑費 100,000 32,000 △ 68,000 
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  (5) 会誌費 850,000 913,692 63,692 

    ① 通信運搬費 50,000 193,040 143,040 

    ② 印刷製本費 800,000 720,652 △ 79,348 

    ③ 諸謝金 0 0 0 

    ④ 委託費 0 0 0 

  (6) 調査研究費 1,350,000 1,726,981 376,981 

    ① 会議費 300,000 207,721 △ 92,279 

    ② 旅費交通費 600,000 1,187,620 587,620 

    ③ 通信運搬費 100,000 26,262 △ 73,738 

    ④ 消耗品費 50,000 215,419 165,419 

    ⑤ 印刷製本費 50,000 0 △ 50,000 

    ⑥ 賃借料 50,000 12,000 △ 38,000 

    ⑦ 諸謝金 100,000 77,959 △ 22,041 

    ⑧ 委託費 0 0 0 

    ⑨ 雑費 100,000 0 △ 100,000 

              

  (7) 諸委員会費 100,000 59,140 △ 40,860 

    ① 企画委員会 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ② 編集委員会費 20,000 14,860 △ 5,140 

      （会議費） 20,000 14,860 △ 5,140 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ③ 大会開催委員会費 20,000 0 △ 20,000 

      （会議費） 20,000 0 △ 20,000 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ④ 表彰委員会費 20,000 0 △ 20,000 

      （会議費） 20,000 0 △ 20,000 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑤ 広報委員会費 20,000 0 △ 20,000 

      （会議費） 20,000 0 △ 20,000 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 
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    ⑥ 財務委員会費 20,000 44,280 24,280 

      （会議費） 20,000 6,780 △ 13,220 

      （旅費交通費） 0 37,500 37,500 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑦ 総務委員会費 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑧ 特別委員会費 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑨ 委員会費 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

  (8) 雑費 100,000 0 △ 100,000 

    ① 事業雑費 100,000 0 △ 100,000 

              

2) 管理費   2,260,000 1,986,094 △ 273,906 

  (1) 給料手当 0 0 0 

  (2) 臨時雇用費 0 0 0 

  (3) 福利厚生費 0 0 0 

  (4) 会議費 300,000 361,620 61,620 

  (5) 旅費交通費 1,200,000 1,373,500 173,500 

  (6) 通信運搬費 50,000 4,040 △ 45,960 

  (7) 消耗什器備品費 150,000 0 △ 150,000 

  (8) 消耗品費 100,000 14,194 △ 85,806 

  (9) 修繕費 0 0 0 

  (10) 印刷製本費 50,000 200 △ 49,800 

  (11) 光熱水料費 0 0 0 

  (12) 賃借料 50,000 0 △ 50,000 

  (13) 保険料 0 0 0 

  (14) 諸謝金 0 0 0 

  (15) 租税公課 0 0 0 

  (16) 負担金（支払手数料・事務所負担金） 10,000 6,250 △ 3,750 

  (17) 委託費 150,000 85,890 △ 64,110 

  (18) 減価償却費 0 0 0 

  (19) 管理雑費 200,000 140,400 △ 59,600 
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      事業活動支出計 7,260,000 8,552,799 1,292,799 

      事業活動収支差額 △ 750,000 △ 787,844 △ 37,844 

Ⅱ 投資活動収支の部       

1．投資活動収入       

1) 特定資産取崩収入 0 0 0 

  (1) 研究奨励資金取崩収入 0 0 0 

  (2) 総会学術集会等準備資金取崩収入 0 0 0 

              

      投資活動収入計 0 0 0 

2．投資活動支出       

1) 固定資産取得支出 0 0 0 

  (1) 什器備品購入支出 0 0 0 

              

2) 特定資産取得支出 0 0 0 

  (1) 研究奨励資金支出 0 0 0 

  (2) 総会学術集会等準備資金支出 0 0 0 

              

      投資活動支出計 0 0 0 

      投資活動収支差額 0 0 0 

Ⅲ 財務活動収支の部       

1．財務活動収入       

      財務活動収入計 0 0 0 

2．財務活動支出       

      財務活動支出計 0 0 0 

      財務活動収支差額 0 0 0 

Ⅳ 予備費支出 3,140,869   △ 3,140,869 

      当期収支差額 △ 3,890,869 △ 787,844 3,103,025 

      前期繰越収支差額 3,890,869 3,890,869 0 

      次期繰越収支差額 0 3,103,025 3,103,025 
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日本放射線技術学会中部部会 平成 25 年度研究会活動報告 

 

CT 研究会 

代表世話人   安達 登志樹     福井大学医学部附属病院    （北陸ブロック） 

         辻岡 勝美      藤田保健衛生大学 医療科学部  （東海ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

・若手会員のボトムアップ 

・学会発表・論文執筆のサポート 

・最新装置・最新技術に関する情報提供 

 

MRI 研究会 

代表世話人   村中 良之     福井県立病院   （北陸ブロック） 

         笠井 治昌   名古屋市立大学病院   （東海ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

・MRに関する基礎知識および撮像技術を習得すること。 

・装置，検査方法に関する最新情報の収集と、その情報を会員に提供すること。 

・MR検査に携わる者に、情報・意見交換の場を提供すること。 

 

2. 年度内の活動記録・今後の研究会予定 

（中部部会 HPをご参照ください。） 

 

画像研究会 

代表世話人   國友 博史    名古屋市立大学病院  （東海ブロック） 

         市川 勝弘   金沢大学   （北陸ブロック） 

 

1. 本研究会の活動方針・活動目的 

● 医用画像に関わる放射線技術学の基礎や応用の研究，及び勉強会の開催 

● これらの，臨床現場へのフィードバック 

● 学問の進歩・普及に貢献し，学術の発展に寄与する 
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2. 年度内の活動記録 

月 日 会場 テーマ・内容 参加人数 

9月 28日 名古屋市立大学 中

央診療棟 3階 大

ホール 

第 50回 画像研究会 Digital 

mammography におけるディスプレイ

のメリットと被ばく低減の最前線 

72名 

11月 3日 金沢大学医薬保健学

域保健学類 （4202

室） 

第 51回画像研究会 Digital 

mammography におけるディスプレイ

のメリットと被ばく低減の最前線 

40名 

 

 

研究会関連分野におけるトピックス 

 X線格子を 3枚用いる X線タルボロー干渉計は，X線管側に X線の位相を揃えるための格子を配置し，

被写体とする位相物体の背後に位相格子と，格子ピッチと X線波長によって決される位置に吸収格子を

配置する．X 線の空間的可干渉距離が格子のピッチより長ければ，吸収格子を透過後の X 線像にモアレ

縞が観察される．そのモアレ縞の変形から位相物体構造を検知し，屈折による位相シフト像を求めるこ

とができる．また，位相物体を回転させながら取得した場合，三次元の屈折率分布像を再構成すること

も可能である．この機構の臨床応用として，リウマチ診断などの軟部組織に変化が現れる疾患や乳がん

の早期発見に期待されるものである． 

 

医療情報システム研究会 

代表世話人   原瀬 正敏    豊橋市民病院   （東海ブロック） 

         伊藤 一   富山大学附属病院   （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

否応なく対応せざるを得なくなってきた医療情報システムとどう付き合うか、先行する施設の経験や

対応法や施設が抱えている問題を共有し、適切な解決方法を見つける。 

 

乳房画像研究会 

代表世話人   西出 裕子   岐阜医療科学大学  （東海ブロック） 

         高森 美保   石川県立中央病院  （北陸ブロック） 

 

1. 活動方針 

 乳房の画像診断に関わるモダリティについて取り上げ，講演や会員発表などを行う． 
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2. 活動報告 

第 42回中部部会乳房画像研究会  

日時：平成 25年 7月 13日（土） 13:30～16:30 

会場：愛知県がんセンター中央病院 国際医学交流センター 大会議室 

内容：講演① 「トモシンセシス 基礎から動向まで」 

       シーメンスジャパン（株） 大塚 恭一氏 

講演② 「モニタの管理」 

       東陽テクニカ（株）    清水 貴裕氏 

 

第 43回中部部会乳房画像研究会 

日時：平成 26年 2月 9日（日） 13:30～16:00 

場所：富山大学附属病院 総合臨床教育センター2F 多目的研修室 

内容：臨床講演  「乳癌の診断と治療における最新のトピックス」   

富山大学附属病院第二外科  長田拓哉先生 

技術講演① 「マンモ造影及びトモシンセスの新技術」 

GEヘルスケア・ジャパン(株) X線営業部営業技術 東尾 良介氏 

   技術講演② 「乳腺超音波の最新技術」 

シーメンスジャパン(株) 超音波ビジネス本部   新井 慧氏 

竹内章浩氏 

 

3. トピックス 

 マンモグラフィにおける新しい技術として乳腺デジタルトモシンセシス(DBT：Digital Breast 

Tomosynthesis)があるが，国内で市販されている装置メーカが 4社となり，今後さらに普及していくこ

とが予想される．他のモダリティにおけるトモシンセシス同様，X 線管を移動させて多方向から撮影す

ることにより得られた画像を再構成して断層像を得る．この技術により，読み過ぎや見落としの減少が

期待されているが，被ばく線量やデータ量の増加，読影時間の延長など検討課題もある． 

 乳房超音波検査は，現在検診への導入に対して大規模な RCTが実施されており，任意型の検診ではす

でに取り入れられている．検診への導入に当たっては，検査従事者の育成や技術の共有化などが求めら

れている．その対応として，NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会が 25年 11月に，NPO法人

日本乳がん検診精度管理中央委機構として再編され，超音波を用いた検診に対する教育・研修や精度管

理を行っていくこととなった． 

 また精密検査においては，エラストグラフィやドプラ，超音波造影剤の使用などが積極的に行われて

いるほか，CT や MR 画像との fusion によるリアルタイムバーチャルソノグラフィ(RVS)技術も必須とな

りつつある． 
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放射線防護研究会 

代表世話人   有賀英司   名古屋第二赤十字病院  （東海ブロック） 

         能登公也   金沢大学附属病院  （北陸ブロック） 

 

1. 本研究会の活動方針・活動目的 

・医療放射線防護における安全管理と実践 

・最新の放射線安全管理の情報提供 

・臨床現場における装置・患者等の線量測定の講習開催 

 

2. 年度内の活動記録 

テーマ：原子力災害における放射線被ばくを考える（福井） 

日時：3月 16日 

場所：福井市地域交流プラザ AOSSA 601研修室 

参加人数：40名 

内容：東日本大震災に伴う福島第一原発事故から二年を経た現在も一般市民に放射線被ばくによる健康

影響への不安が未だ存在するため，継続的な情報提供を目的とした研究会を福井県にて開催した．基調

講演では，北福島医療センターの丹治一先生に「福島での現状－市民意識の変化と放射線教育現場での

問題点について」についてご講演頂いた．事故後二年間での市民の意識変化についてアンケート調査や

被ばく相談での体験談など，現地の生の声を伺うことができた．続いて教育講演として，金沢大学附属

病院の飯田泰治先生に「放射線防護に関する継続的教育訓練の必要性」についてご講演頂き，放射線技

師以外の職種も含め放射線教育を継続することが不安を低減させることに繋がることを学んだ．名古屋

第二赤十字病院の有賀英司先生から「放射線技師に必要な放射線防護の基礎知識」について防護に必要

な単位や概念について詳細にご講演頂いた．浜松医科大学医学部附属病院の竹井泰孝先生から「放射能・

放射線に関する Risk Communication」についてご講演頂き，相手と同じ立ち位置で対応し，お互いに信

頼関係を築くことが重要であることを学んだ．総合討論では，臨床現場での医療被ばく相談への対応や，

放射線技師の知識向上のために今後も本会のような企画を期待される会員の声が多く聞かれた．（能登） 

 

テーマ：原子力災害における放射線被ばくを考える（三重） 

日時：２月１日 

場所：伊勢赤十字病院 多目的ホール やまだ 

参加人数：54名 

内容：基調講演として山田先生には原子力災害における三重県診療放射線技師会の取り組みをご講演い

ただき、遺体検案前のサーベイに従事されたご経験から、現場でともに働いた警察官や自衛官の懸命さ

からご遺体や家族に対するやさしさを感じたことなどをご紹介いただいた。特別講演として丹治先生に

は福島の現状を、詳細なアンケート結果をもとに放射線教育の機会は増えているものの市民の安心は実

現されていない事などをご講演いただいた。技術講演は、広藤先生の低線量リスクの考え方と Svのおさ

らい、竹井先生の医療現場に必要なリスクコミュニケーションスキルについてであった。モニタリング
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ポストからの計算値と個人線量計の値との乖離、放医研でのリスコミ研修など貴重な知見を紹介頂いた。

総合討論では、市民や患者、医療スタッフが求める安心に応えるには正確な情報を伝えるだけではなく、

信頼関係の構築が必要であり、まずは不安の背景を理解するために関心をもって聴く事が重要であると

結んだ。(有賀) 

 

他、アンギオ研究会、東海・北陸循環器研究会との共催によるセミナーの開催 2回（6/8,23） 

 

3. 研究会関連分野における最近のトピックス 

東日本大震災から３年、中部７県で原子力災害における放射線被ばくに関する研究会を開催し、一区

切りつけることができた。福島の現状を伝えるとともに放射線を正しく理解し、医療現場での放射線に

関するリスクコミュニケーションを学ぶことを一貫してきた。リスコミについては放射線防護分科会も

注力しており、浸透してきたように感じている。しかしながら、福島の現状については時とともに、西

日本にいる我々の関心が薄れつつあるのは紛れもない事実である。 

「今、福島では“分断”が起こっています。」ある福島県県会議員の言葉である。 

日本保健物理学会から「福島第一原子力発電所事故に関する放射線防護上の課題と提言（第２期提言）」

が近く発表される。事故調査報告書の分析から課題を抽出し、４０項目におよぶ提言に加え、さらに必

要に応じて詳細が項立てされている。提言の中には専門研究会や他学協会が協力して、という文言が多々

ある。主体的に提言あるいは事故調査報告書を読み解き、今後の放射線防護体系構築の中に我々日本放

射線技術学会員の役割を見出すことによって、震災の当事者である事業者、作業員、被災者に共感でき

るのではないだろうか。 

我が国において放射線に関するリスクコミュニケーションが実践され、国民の理解が深まるには時間

がかかる。少なくとも学会員の誤解、偏見や無関心によって日本を“分断”させる事があってはならな

い。 

 

4. 平成 2６年度活動計画案 

測定実習、シミュレーション、線量管理、記録に関するセミナーを予定しています。日程案内は中部

部会ＨＰにて行います。メールマガジン未登録の方は今すぐ登録をお勧めします。 

 

放射線治療研究会 

代表世話人   上田 伸一   金沢大学附属病院  （北陸ブロック） 

         山田 薫    聖隷浜松病院  （東海ブロック） 

 

1. 活動方針・目的 

・放射線治療の QA・QCを中心に、現場に役立つ内容の研究会を目指す 

・地方に根ざした放射線治療研究をバックアップする 

・会員相互の放射線治療に関する情報交換を活発にする 
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2. 今年度の活動 

今年度は 7回の技術セミナーを東海・北陸の各地で開催した。セミナーの内容は各地区の世話人によ

って企画構成されていますが、会員の皆様のリクエストがあれば、その内容を反映した物とすることも

可能です。放射線治療に携わる診療放射線技師の為の技術セミナーとなるよう随時意見の受付も歓迎し

ていますので、お近くの世話人や中部部会事務局へご一報くださるようお願いします。 

 

3. 最近のトピックス 

標準計測法 12に掲載された平行平板形電離箱の相互校正について、各地で測定実習や講習会が開催さ

れています。放射線治療研究会でも関係するセミナーを開催していますが、なるべく実習型の方がわか

りやすいかと思いますので、放射線治療専門技師認定機構開催の講習会等にも積極的に参加して情報収

集されるよう、よろしくお願いします。 

 

アンギオ研究会 

代表世話人   竹井 泰孝   浜松医科大学医学部附属病院  （東海ブロック） 

         指江 浩之   福井大学医学部附属病院  （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

活動内容の関連が高い放射線防護研究会と連携し，血管撮影・IVR 領域の最新技術や医療被ばく管理

に必要とされる線量測定法，医療被ばくにおけるリスクコミュニケーションなどの普及を行い，より良

い医療を国民に提供することを目的とする． 

 

2. 研究会関連分野におけるトピックス 

最新の血管撮影装置において，患者の皮膚面入射線量をモニタリングし，リアルタイムで検査室内の

モニタ上に線量情報を表示するシステムが搭載されるようになった．この機能は血管撮影装置から面積

線量，Ｘ線照射条件，アーム角度，寝台位置等の情報を受け取り，患者さんの入射皮膚面線量をリアル

タイムに装置に表示している．また入射皮膚面線量が最大となる位置も表示されるため，皮膚の確定的

影響を念頭においた被ばく管理が可能となっている． 

また画像処理技術によって従来よりも大幅に被ばくを低減した血管撮影装置が登場し，患者や術者，

医療スタッフの被ばく低減が可能となるなど，より安全に血管造影、IVR が施行されていくことが期待

される． 
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平成 26年度 中部部会事業計画 

 

１．第４９回日本放射線技術学会中部部会学術大会（第７回中部放射線医療技術学術大会）の開催 

  会期：平成２６年１１月１日（土），２日（日） 

  会場：名古屋国際会議場（名古屋市） 

２．第１５回ＣＴ立山セミナーの開催 

会期：平成２６年７月１２日（土），１３日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

定員： ６０名 

３．平成２６年度第１回部会セミナーの開催 

会期： 平成２６年５月３１日（土） 

会場： 金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 

４．平成２６年度第２回部会セミナーの開催 

会期： 平成２７年２月７日（土） 

会場： 名古屋大学医学部保健学科 本館２階第２講義室（名古屋市） 

５．第１３回 PACS Specialistセミナーの開催（教育委員会，医療情報分科会，中部部会共催） 

  会期：平成２６年６月２８日（土）１０：００～１７：００ 

  会場：エーザイビル６F会議室（名古屋市） 

  定員：３０名 

６．第１２回核医学画像セミナーの開催（教育委員会，核医学分科会，中部部会共催） 

会期：平成２６年６月２８日（土） 

会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 

定員：３０名  

７．第１５回 ＤＲ（ディジタルラジオグラフィ）セミナーの開催（教育委員会，画像分科会，中部部会

共催） 

会期： 平成２６年８月３０日（土），３１日（日） 

会場： 名古屋市立大学病院（名古屋市） 

定員： ３０名 

８．第３５回 コンピュータ支援診断（ＣＡＤ）セミナーの開催（教育委員会，画像分科会，中部部会共

催） 

会期：平成２６年９月２７日（土）～２８日（日） 

会場：岐阜大学 岐阜駅前サテライトキャンパス（岐阜市） 

定員： ３０名 

９．第１９回核医学技術研修会の開催（教育委員会，核医学分科会，中部部会共催） 

会期：平成２６年１１月２９日（土）～３０日（日） 

会場：福井大学医学部附属病院（福井県） 

定員：２０名  
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１０．部会技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定） 

  ＣＴ研究会，ＭＲＩ研究会，画像研究会，医療情報システム研究会，乳房画像研究会，放射線防護

研究会，放射線治療研究会，アンギオ研究会，超音波画像研究会， 全９研究会による開催。 

１１．刊行物の発刊 

１）タイトル：中部部会誌 V0l.１６ 

発刊日：平成２６年３月 

２）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１４年第１号 ＣＣＲＴ演題募集号” 

発刊日：平成２６年６月 

３）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１４年第２号 ＣＣＲＴプログラム号” 

発刊日：平成２６年１０月 

１２．部会表彰について 

  規程に基づき，功労賞，奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

１３．国際学会発表者支援事業について 

  国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付する。 
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平成 26 年度 中部部会収支予算書 

平成 26年 3月 1日から平成 27年 2月末日まで 

                (単位：円） 

 科   目 
H26年度 

予算額 

H25年度 

予算額 
増 減 

Ⅰ 事業活動収支の部       

１．事業活動収入       

1) 特定資産運用収入 2,000 4,000 △ 2,000 

  (1) 研究奨励資金運用収入 0 0 0 

  (2) 総会学術集会等準備資金運用収入 2,000 4,000 △ 2,000 

              

2) 会費収入 5,700,000 4,540,000 1,160,000 

  (1) 部会正会員通常会費 4,800,000 4,540,000 260,000 

  (2) 特別会費収入(部会学術集会） 900,000 0 900,000 

  (3) 特別会費収入(定期研究発表会） 0 0 0 

              

3) 事業収入 500,000 50,000 450,000 

  (1) 広告料収入 0 0 0 

  (2) 研修会等収入 500,000 50,000 450,000 

  (3) 学術大会事業収入 0 0 0 

4) 補助金等収入 1,920,000 1,914,000 6,000 

  (1) 本部部会助成金収入 1,920,000 1,914,000 6,000 

  (2) 地方公共団体助成金収入 0 0 0 

  (3) 民間補助金収入 0 0 0 

              

5) 負担金収入 0 0 0 

  (1) 負担金収入 
 

0 0 0 

              

6) 寄付金収入 0 0 0 

  (1) 寄付金収入 
 

0 0 0 

              

7) 雑収入   3,000 2,000 1,000 

  (1) 利息収入 1,000 1,000 0 

  (2) 雑収入 2,000 1,000 1,000 

              

      事業活動収入計 8,125,000 6,510,000 1,615,000 

              

       



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.16   (2014) 

- 25 - 

２．事業活動支出       

1) 事業費   5,980,000 5,000,000 980,000 

  (1) 部会学術集会費 2,400,000 1,500,000 900,000 

    ① 会議費 50,000 0 50,000 

    ② 旅費交通費 150,000 0 150,000 

    ③ 通信運搬費 0 0 0 

    ④ 消耗品費 0 0 0 

    ⑤ 印刷製本費 200,000 0 200,000 

    ⑥ 賃借料 1,500,000 1,500,000 0 

    ⑦ 諸謝金 0 0 0 

    ⑧ 委託費 500,000 0 500,000 

    ⑨ 雑費 0 0 0 

              

  (2) 定期研究発表会費 0 0 0 

    ① 会議費 0 0 0 

    ② 旅費交通費 0 0 0 

    ③ 通信運搬費 0 0 0 

    ④ 消耗品費 0 0 0 

    ⑤ 印刷製本費 0 0 0 

    ⑥ 賃借料 0 0 0 

    ⑦ 諸謝金 0 0 0 

    ⑧ 委託費 0 0 0 

    ⑨ 雑費 0 0 0 

              

  (3) 表彰費 300,000 100,000 200,000 

    ① 表彰費 100,000 100,000 0 

    ② 学術研究助成金 200,000 0 200,000 

    ③ 雑費 0 0 0 

  (4) 講演会等開催費 1,200,000 1,000,000 200,000 

    ① 会議費 200,000 200,000 0 

    ② 旅費交通費 700,000 500,000 200,000 

    ③ 通信運搬費 20,000 20,000 0 

    ④ 消耗品費 10,000 10,000 0 

    ⑤ 印刷製本費 20,000 20,000 0 

    ⑥ 賃借料 100,000 100,000 0 

    ⑦ 諸謝金 100,000 50,000 50,000 

    ⑧ 委託費 0 0 0 

    ⑨ 雑費 50,000 100,000 △ 50,000 
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  (5) 会誌費 0 850,000 △ 850,000 

    ① 通信運搬費 0 50,000 △ 50,000 

    ② 印刷製本費 0 800,000 △ 800,000 

    ③ 諸謝金 0 0 0 

    ④ 委託費 0 0 0 

  (6) 調査研究費 1,800,000 1,350,000 450,000 

    ① 会議費 300,000 300,000 0 

    ② 旅費交通費 1,000,000 600,000 400,000 

    ③ 通信運搬費 100,000 100,000 0 

    ④ 消耗品費 50,000 50,000 0 

    ⑤ 印刷製本費 100,000 50,000 50,000 

    ⑥ 賃借料 50,000 50,000 0 

    ⑦ 諸謝金 100,000 100,000 0 

    ⑧ 委託費 0 0 0 

    ⑨ 雑費 100,000 100,000 0 

              

  (7) 諸委員会費 180,000 100,000 80,000 

    ① 企画委員会 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ② 編集委員会費 20,000 20,000 0 

      （会議費） 20,000 20,000 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ③ 大会開催委員会費 20,000 20,000 0 

      （会議費） 20,000 20,000 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ④ 表彰委員会費 20,000 20,000 0 

      （会議費） 20,000 20,000 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑤ 広報委員会費 20,000 20,000 0 

      （会議費） 20,000 20,000 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 
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    ⑥ 財務委員会費 100,000 20,000 80,000 

      （会議費） 20,000 20,000 0 

      （旅費交通費） 80,000 0 80,000 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑦ 総務委員会費 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑧ 特別委員会費 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

    ⑨ 委員会費 0 0 0 

      （会議費） 0 0 0 

      （旅費交通費） 0 0 0 

      （雑費） 0 0 0 

  (8) 雑費 100,000 100,000 0 

    ① 事業雑費 100,000 100,000 0 

              

2) 管理費   2,345,000 2,260,000 85,000 

  (1) 給料手当 0 0 0 

  (2) 臨時雇用費 0 0 0 

  (3) 福利厚生費 0 0 0 

  (4) 会議費 300,000 300,000 0 

  (5) 旅費交通費 1,200,000 1,200,000 0 

  (6) 通信運搬費 50,000 50,000 0 

  (7) 消耗什器備品費 150,000 150,000 0 

  (8) 消耗品費 100,000 100,000 0 

  (9) 修繕費 0 0 0 

  (10) 印刷製本費 80,000 50,000 30,000 

  (11) 光熱水料費 0 0 0 

  (12) 賃借料 50,000 50,000 0 

  (13) 保険料 0 0 0 

  (14) 諸謝金 0 0 0 

  (15) 租税公課 0 0 0 

  (16) 負担金（支払手数料・事務所負担金） 15,000 10,000 5,000 

  (17) 委託費 300,000 150,000 150,000 

  (18) 減価償却費 0 0 0 

  (19) 管理雑費 100,000 200,000 △ 100,000 
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      事業活動支出計 8,325,000 7,260,000 1,065,000 

      事業活動収支差額 △ 200,000 △ 750,000 550,000 

Ⅱ 投資活動収支の部       

1．投資活動収入       

1) 特定資産取崩収入 0 0 0 

  (1) 研究奨励資金取崩収入 0 0 0 

  (2) 総会学術集会等準備資金取崩収入 0 0 0 

              

      投資活動収入計 0 0 0 

2．投資活動支出       

1) 固定資産取得支出 0 0 0 

  (1) 什器備品購入支出 0 0 0 

              

2) 特定資産取得支出 0 0 0 

  (1) 研究奨励資金支出 0 0 0 

  (2) 総会学術集会等準備資金支出 0 0 0 

              

      投資活動支出計 0 0 0 

      投資活動収支差額 0 0 0 

Ⅲ 財務活動収支の部       

1．財務活動収入       

      財務活動収入計 0 0 0 

2．財務活動支出       

      財務活動支出計 0 0 0 

      財務活動収支差額 0 0 0 

Ⅳ 予備費支出 2,903,025 3,140,869 △ 237,844 

      当期収支差額 △ 3,103,025 △ 3,890,869 787,844 

      前期繰越収支差額 3,103,025 3,890,869 △ 787,844 

      次期繰越収支差額 0 0 0 
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平成 25 年度中部部会役員名簿 

 

部会長 鈴木 昇一 （藤田保健衛生大学医療科学部） 

副部会長 小山 修司 （名古屋大学大学院医学系研究科） 

  安達 登志樹 （福井大学医学部附属病院） 

  國友 博史 （名古屋市立大学病院） 

部会監事 山本 友行 （みずほ病院） 

  米田 和夫 （名古屋大学医学部附属病院） 

  理 事 

・庶務（治療） 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 

・庶務（画像） 市川 勝弘 （金沢大学医薬保健研究域） 

・庶務 大橋 一也 （名古屋市立大学病院） 

・財務 木戸屋 栄次 （福井大学医学部附属病院） 

・財務 小林 謙一 （藤田保健衛生大学病院） 

・愛知県 井田 義宏 （藤田保健衛生大学病院） 

・岐阜県（超音波） 川地 俊明 （大垣市民病院） 

・三重県 中西 左登志 （鈴鹿医療科学大学保健衛生学部） 

・静岡県 澤田 通文 （浜松医科大学附属病院） 

・福井県（MRI） 村中 良之 （福井県立病院） 

・石川県 松浦 幸広 （金沢大学附属病院） 

・富山県 森 光一 （富山医科薬科大学附属病院） 

・CT研究会 辻岡 勝美 （藤田保健衛生大学医療科学部） 

・医療情報研究会 原瀬 正敏 （豊橋市民病院） 

・放射線防護研究会 有賀 英司  （名古屋第二赤十字病院） 

・乳房画像研究会 西出 裕子 （岐阜医療科学大学） 

・アンギオ研究会 竹井 泰孝 （浜松医科大学附属病院） 
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平成 25 年度中部部会研究会世話人名簿 

 

研究会代表世話人 

CT研究会 安達 登志樹 （福井大学医学部附属病院） 

  辻岡 勝美 （藤田保健衛生大学医療科学部） 

MR研究会 村中 良之 （福井県立病院） 

  笠井 治昌 （名古屋市立大学病院） 

医療情報システム研究会 原瀬 正敏 （豊橋市民病院） 

  伊藤 一  （富山大学附属病院） 

画像研究会 市川 勝弘 （金沢大学医薬保健研究域） 

  國友 博史 （名古屋市立大学病院） 

放射線治療研究会 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 

  山田 薫 （聖隷浜松病院） 

乳房画像研究会 西出 裕子 （岐阜医療科学大学） 

  高森 美保 （石川県立中央病院） 

放射線防護研究会 有賀 英司 （名古屋第二赤十字病院） 

  能登 公也 （金沢大学附属病院） 

アンギオ研究会 竹井 泰孝 （浜松医科大学医学部附属病院） 

  指江 浩之 （福井大学医学部附属病院） 

超音波画像研究会 川地 俊明 （大垣市民病院） 

 江端 清和 （福井大学大学院） 

サーバの管理 市川 勝弘 （金沢大学医薬保健研究域） 

事務局 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 
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中部部会会員動向 

●平成 25年度 月別会員数推移 

  

 

●複数部会会員数                 ●賛助会員数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学生会員数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正会員 前月末 新入 転入 転出 届出退会 死亡退会 休会 除名 月末
３月 2375 26 5 5 21 0 0 0 2380
４月 2380 27 0 4 3 0 0 -1 2401
５月 2401 13 1 0 0 0 5 0 2410
６月 2410 9 0 0 5 0 0 0 2414
７月 2414 17 1 0 1 0 0 0 2431
８月 2431 10 0 0 1 0 0 0 2440
９月 2440 10 1 1 1 0 0 0 2449
１０月 2449 5 0 0 1 0 0 0 2453
１１月 2453 5 0 0 2 0 1 0 2455
１２月 2455 1 0 1 3 0 0 0 2452
１月 2452 1 1 1 3 0 0 0 2450
２月 2450 1 0 0 28 0 -6 20 2409
計 125 9 12 69 0 0 19 34

月末納入数 納入率 前年度納入率

355 15% 18%
688 29% 30%
900 37% 41%

1578 65% 65%
1780 73% 74%
1847 76% 77%
2059 84% 83%
2105 86% 87%
2131 87% 88%
2219 90% 91%
2252 92% 92%
2245 93% 94%

複数部会 前月末 新入 退会 除籍 月末
３月 15 0 0 0 15
４月 15 1 0 0 16
５月 16 1 1 0 16
６月 16 0 0 0 16
７月 16 1 0 0 17
８月 17 0 0 0 17
９月 17 0 0 0 17
１０月 17 0 0 0 17
１１月 17 0 0 0 17
１２月 17 0 0 0 17
１月 17 0 0 0 17
２月 17 0 0 0 17
計 3 1 0 2

賛助会員 前月末 新入 退会 除籍 月末
３月 8 0 0 0 8
４月 8 0 0 0 8
５月 8 0 0 0 8
６月 8 0 0 0 8
７月 8 0 0 0 8
８月 8 0 0 0 8
９月 8 0 0 0 8
１０月 8 0 0 0 8
１１月 8 0 0 0 8
１２月 8 0 0 0 8
１月 8 0 0 0 8
２月 8 0 0 0 8
計 0 0 0 0

学生会員 前月末 更新 新入 退会 除籍 月末
３月 0 0 0 0 0 0
４月 0 0 0 0 0 0
５月 0 23 4 0 0 27
６月 27 5 15 0 0 47
７月 47 0 0 0 0 47
８月 47 0 11 0 0 58
９月 58 0 15 0 0 73
１０月 73 0 2 0 0 75
１１月 75 0 0 0 0 75
１２月 75 0 0 0 0 75
１月 75 0 1 0 0 76
２月 76 0 0 0 0 76
計 28 48 0 0 76
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平成 25 年度学会表彰者 

 

中部部会で以下の方々が表彰されました。 

おめでとうございます。 

 

平成 25 年度本部表彰者 

 

 学術賞               辻岡 勝美   藤田保健衛生大学 

                   片渕 哲朗      岐阜医療科学大学 

 瀬木賞               小林 正尚   藤田保健衛生大学病院 

研究奨励賞 

技術奨励賞(計測分野)       浅田 恭生   藤田保健衛生大学 

技術新人賞(撮影分野(一般撮影)  旗 理英美   名古屋市立大学病院 

土井賞(MRI/核医学/General分野)    石森 佳幸    茨城県立医療大学 

 

平成 25 年度中部部会表彰者 

 

功労賞                竹田 浩康     浜松医科大学医学部附属病院 

 

奨励賞    

   X線 CT分野               上野 博之   高岡市民病院 

   画像分野             川嶋 広貴   金沢大学附属病院 

防護分野             大塚 智子   大同病院 

計測分野             羽場 友信   藤田保健衛生大学病院 

治療分野             木下 尚紀   福井大学医学部附属病院 

                     鈴木 友輔      藤田保健衛生大学病院 

中澤 寿人     名古屋共立病院名古屋放射線外科センター 

血管撮影分野           井上 勝博   三重大学医学部附属病院 

超音波分野                   久野 淳也   やまね病院 
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平成 25 年度理事会議事録 

 

会 議 名  平成 25 年度 第 1 回 理事会  

開催日時  
平成 25 年 6 月 29 日（土）   

15 時 00 分～17 時 00 分  
開催場所  

名古屋市立大学病院中央診療棟 

10F 第 6 会議室  

出席者名  

山本友行、米田和夫、鈴木昇一、安達登志樹、國友博史、木戸屋栄次、松浦幸広、 

中西左登志、森光一、西出裕子、原瀬正敏、澤田通文、村中良之、有賀英司、竹井泰孝、

小林謙一  

 合計  16 名  

  

欠席（7 名）  

小山修司、市川勝弘、上田伸一、大橋一也、井田義宏、川地俊明、辻岡勝美  

議長･司会  國友博史  報告者名  小林謙一  

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する)  

議題       

1  本部報告  

2  平成 25 年度事業報告および事業計画  

3  第 6 回中部放射線医療技術学術大会（第 48 回中部部会学術大会）準備報告  

4  学術委員会報告  

5  編集委員会報告  

6  庶務報告  

7  財務報告  

8  その他  
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 議題審議に先立ち、今年度より部会理事に選出された 3 氏（澤田・村中・竹井）

の自己紹介がされた。  

議題 1  本部報告（鈴木部会長）  

日本放射線技術学会 第 3 回理事会報告  

・会費納入は、来年度から全国コンビニにて入金可能に（費用 171 万円）。   

会員サービスの向上と未収金減額を期待して。  

・第 69 回総会  

参加登録 3984 名  学生 669 名  WEB 参加 24 名 登録費総額 5258 万円。  

・第 70 回総会演題募集期間 9 月 2 日～10 月 27 日（秋季終了の 

1W 後締切）。  

海外（アジア）からの 10 名を発表者表彰する予定。渡航費用として 10 万円（総額 100

万円を計上）。今年 69 回では 16 名を表彰。  

・海外派遣 1 名（5 万円） 第 21 回中華医学会撮像技術学会 8 月 15～18 日タケナガ

（熊本大学）得点率 84％にて承認。  

・地方部会名称変更（次年度から実施）について分科会再編（防護計測統合，撮影分科会

の分割，防護委員会の設置など）に伴い、部会名称変更について本部より部会の意見を

求められている（別紙参照）。  

（案）分科会→部会  

部会→支部 （医学会等が地方会名称を使用しているため混乱すると判断）係る

費用（印鑑など）は、本部が支出する。封筒などの印刷物はしばらく使用可能。  

   ・支部からは広域性を感じない（國友）。  

・支部はなじまない。分科会を別名にすればよい。（山本）。  

・現状でよい（有賀）。  

最終確認は、メールで確認することとする。（鈴木）  

・国際化特別委員会 中期到達目標（仮）  

 ○3 年後までにスライドの英語化（100%）へ  

 ○5 年後までに口述研究発表の英語割合を 50％へ  

  ・秋季はこの限りでない。  

  ・部会はどうするか→今後検討を継続する。  

今回の CCRT は例年通り。（松浦）  

・演題登録時の倫理に関する項目への記載について  

 演題登録時に倫理に関する項目に記載がない場合、これまでは本部より問い合わせをし

ていたが、これからは reject される方向となる。  
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議題 2  平成２４年度事業報告および事業計画（鈴木部会長）  

 

《事業報告》  

１）平成２５年度 第 1 回中部部会学術セミナー  

日 時：平成２５年６月８日（土） １３：３０～１７：００  

会 場：金沢大学保健学科  

テーマ：手足を診る－整形外科医が求める画像参加者：６６名  

２）中部部会技術セミナー（研究会）  

（１） 第１回技術セミナー（放射線治療研究会）  

日 時：平成２５年３月９日（土）               会 場：静岡県立総合病院 

内 容：高精度放射線治療の実現に向けて         参加者：４９名  

（２） 第２回技術セミナー（超音波画像研究会）  

日 時：平成２５年３月９日（土）１０日（日）    会 場：ＫＤＸ 名古屋ビル７Ｆ 

内 容：腹部超音波<講義＆実技２日間徹底指導コース>  参加者：１１５名  

（３） 第３回技術セミナー（放射線防護・アンギオ合同研究会）  

日 時：平成２５年３月１６日（土）             会 場：福井市地域交流プラザ 

内 容：原子力災害における放射線被ばくを考える（福井）  参加者：４０名  

（４） 第４回技術セミナー（放射線治療研究会）  

日 時：平成２５年６月１日（土）               会 場：岐阜県立多治見病院 

内 容：放射線治療の将来展望 など              参加者：７１名  

（５） 第５回技術セミナー（ＣＴ研究会）  

日 時：平成２５年６月１日（土）               会 場：エーザイ株式会社 

内 容：ＣＴ研究の最前線報告会                 参加者：９０名  

（６） 第６回技術セミナー（アンギオ・防護合同研究会・東海循環器画像研究会共催）  

日 時：平成２５年６月８日（土）               会 場：名古屋大学医学部 

内 容：マキシマレーザーの有用性 など          参加者：１２７名  

（７） 第７回技術セミナー（アンギオ・防護合同研究会・北陸アンギオ研究会共催）  

日 時：平成２５年６月２３日（土）             会 場：金沢大学附属病院 

内 容：ＩＶＲにおけるチーム医療 など          参加者：１０１ 名  

（８） 第８回技術セミナー（超音波画像研究会）  

日 時：平成２５年６月２２日（土），２３日（日）   会 場：KDX 名古屋ビル 

内 容：腹部エコー 講義･実技 徹底指導２日間コース   参加者：１１１名  
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３）刊行物の発行  

  中部部会誌 平成２５年３月発行  

  部会ニュースレター“ビーム中部２０１３年第１号”平成２５年６月発行  

  

《事業計画》  

１) 第３７回放射線治療セミナー（教育委員会，放射線治療分科会，中部部会共催）日 

時：平成２５年７月２７日（土）  

会 場：名古屋大学医学部保健学科  

２) 第２３回医療被ばく測定セミナー（計測分科会，中部部会共催） 

日 時：平成２５年７月２７日（土）会 

場：金沢大学附属病院  

３）第１４回 ＣＴ立山セミナー  

日 時：平成２５年７月１３日（土），１４（日）

会 場：立山国際ホテル  

４）第７３回乳房撮影ガイドライン･精度管理研修会（放射線撮影分科会，中部部会共催） 

日 時：平成２５年９月２８日（土），２９（日） 

会 場：金沢大学附属病院  

５）第４８回 日本放射線技術学会中部部会学術大会（第６回中部放射線医療技術学術大会）

日 時：平成２５年１１月９日，１０日  

会 場：石川県地場産業振興センター  

テーマ：放射線技術の伝承と探求 －七色の糸を紡いで未来への架け橋を築く－  

６）平成２５年度 第２回部会セミナー  

日 時：平成２６年１月  

会 場：名古屋大学保健学科  

７）中部部会技術セミナー（研究会）  

（９） 第９回技術セミナー（放射線治療研究会）  

日 時：平成２５年７月６日（土）            会 場：富山県看護協会研修センター 

内 容：サイバーナイフの基礎技術と治療 など   

（１０）第１０回技術セミナー（研究会）  

   日 時：平成２５年７月１３日（土）          会 場：愛知県がんセンター中央病院 

内 容：トモシンセシス など  

（１１）第１１回技術セミナー（ＭＲＩ研究会）  

日 時：平成２５年８月２４日（土）           会 場：金沢大学附属病院 

内 容：産婦人科領域の MRI Update                 

（１２）第１２回技術セミナー（超音波画像研究会）  

日 時：平成２５年７月２０日（土）           会 場：金沢大学医学類教育棟 
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内 容：レベルアップ講義講習会   

（１３）第１３回技術セミナー（超音波画像研究会）  

日 時：平成２５年７月２１日（日）           会 場：金沢大学医学類教育棟 

内 容：腹部実技指導１日コース  

（１４）第１４回技術セミナー（超音波画像研究会）  

日 時：平成２５年７月２１日（日）           会 場：金沢大学医学類教育棟 

内 容：血管実技指導１日コース  

（１５）第１５回技術セミナー（超音波画像研究会）  

日 時：平成２５年７月２１日（日）           会 場：金沢大学医学類教育棟 

内 容：整形実技指導１日コース 

８）刊行物  

中部部会誌 平成２６年３月発行予定  

部会ニュースレター“ビーム中部２０１３年第２号”（プログラム号）平成２５年１０月発

行予定  

議題 3  第 6 回中部放射線医療技術学術大会（第 48 回中部部会学術大会）準備報告（松浦理事）  

◇別紙資料に基づき報告  

・特別企画の座長は、佐野会長より若手が推薦される。  

・教育セミナー（4企画）  

 原稿提出期限については、追って連絡する（松浦）。  

・演題募集 ～8月 31日 教員から問い合わせあれば延長可（学生からは却下）。  

・参加登録費￥3,000（学生￥1,000） 非会員¥4500（1.5倍）  

・8日（金）は国立病院機構の大会があり、駅付近のホテルは前泊予約が困難な状況。  

・意見交換会用にシャトルバスを運行（都ホテル）。  

・ＣＣＲＴ運営会議費用は、大会開催費から支出することとなった。  

中部部会からは、３回の会議費用を除いた金額を入金する。  

・役員には、例年のように宿泊パックの案内をする。  

議題 4  学術委員会報告（安達副部会長）  

・計測分科会より第 23回医療被ばく測定セミナーへの補助金申請（10万円）あり。  

→承認。  

議題 5  編集委員会報告（國友副部会長）  

・H24 年度部会誌を発行した。  

・ビーム中部 2013 年第 1 号（演題募集号）を発行した。  
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議題 6  庶務報告（小林財務）  

・本部 HP への部会イベント情報の入力について（４月にメーリングリストにて送信済

み）。  

 部会主催および合同イベントのみ対象。掲載希望あれば利用されたい。  

・H25 年度役員名簿を作成した。指摘事項あれば連絡のこと。  

・技術セミナーの結果入力について  

 技術セミナーの結果報告は、本部理事会提出資料作成に連動しているため、セミナー終

了後 1週間を目途に入力されたい。今年度の事業報告作成は國友副部会長が担当する。  

・新役員について、会員カードシステムのログインパスワードおよびメーリングリスト送

信方法に関してはあらためて連絡する。→大橋理事へ依頼。   

議題 7  財務報告（木戸屋財務）  

◇別紙資料に基づき報告  

１）予算執行状況  

２）CCRT 運営委員会会議の経費（3 回：1 回約 10 万円）を CCRT 開催費より支出。  

３）研究会助成金 今年度より最大 15 万円まで。  

・イベント決定次第、活動計画書を木戸屋財務に提出することによって経費が振り込ま

れる手順となっている。  

・特別補助金の位置づけを「単発イベントのみ」に変更。  

４）研究会支出報告書（8 月末と 2 月末に提出）  

  ・本年は内閣府による詳細な監査が実施されるため、特に助成金の取り扱い等に注意さ

れたい。  

【注意事項】  

○会場賃借料の科目は、会議費とする。  

○旅費規程市内交通費は雑費にて支給する。  

雑費は¥3000 を上限とする（必ずしもジャスト 3,000 円でなくてよい）。  

特別支給（¥2,000 上限）は、会員の演者などに支給することが可能であるが、支

給した場合は、部会長決済が記入された領収書へ変更すること。  

   ○領収書の宛名は、「日本放射線技術学会中部部会 ○○研究会」以外のものは認める

ことができない。  

○合同研究会の領収書は、折半して領収書を自作したりせず、科目別などで分担する

ことによって、明確な領収書を提出する。  

   ○謝金の税金は、復興税によって変更されている。  

     合計税率 10.21% 謝金¥30,000 の場合、領収書の金額¥33,403  

  

・会員へ謝金を出したい場合は、その対応について本部に相談すればよい。  

（鈴木部会長）。  
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議題 8  １）日医磁「ＭＲ安全性講演会」 について（小山副部会長よりメールにて送信済） 

座長：笠井さん（MRI 研究会世話人）を推薦。  

共催・後援の名称については、部会として「共催」を希望する。  

２）2015 年秋季   

市川大会長が本部承認された。  

松浦実行委員長。金沢文化ホールにて開催。  

秋季の視察をすることができる。→真田代表理事に確認する（松浦）。  

３）第 2 回部会セミナーについては、早めに日程を決定されたい。→井田理事。  

  

次回理事会開催予定： １０月５日（土）１３時～ 名古屋大学附属病院。  
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会 議 名 平成 25年度 第 2回 理事会 

開催日時 
平成 25年 10月 5日（土）  

15時 00分～16時 30分 
開催場所 

名古屋大学医学部附属病院 中

央診療棟 3階会議室 

出席者名 

山本友行、米田和夫、鈴木昇一、安達登志樹、小山修司、國友博史、木戸屋栄次、 

上田伸一、大橋一也、松浦幸広、川地俊明、中西左登志、森光一、原瀬正敏、 

澤田通文、村中良之、有賀英司、竹井泰孝、小林謙一 

 合計  19名 

欠席（3名） 

市川勝弘、井田義宏、西出裕子、辻岡勝美 

議長･司会 小山修司 報告者名 上田伸一 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 25年度事業報告および事業計画 

3 第 6回中部放射線医療技術学術大会（第 48回中部部会学術大会）準備報告 

4 部会年会準備について 

5 学術委員会報告 

6 編集委員会報告 

7 庶務報告 

8 財務報告 

9 その他 
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議題 1 本部報告（鈴木部会長） 

 

・本部電子会議 紙資料廃止 

・国際研究集会 

3名のうち 1名中部より 高田（金沢大学附属病院） 

ポイントで選定される 

・学術研究振興班の活動 期間の延長，報告執筆の義務化 

・英語版のホームページおよびスマートフォン版のホームページ作成中 

・メールマガジンの強化→アンケートの強化 

・英語論文 電子書籍化を推進 

・海外からの若手学会参加者に対する表彰制度 

・平成 27年 3月 1日より 

「専門分科会」を「専門部会」 

「中部部会」は「中部支部」 

係る費用は本部負担 

・倫理・利益相反に対する相談制度の拡充 倫理への相談員制度 

・倫理審査担当委員をプログラム小委員会内に作成 

・来年度より倫理委員会承認済み以外の演題は事前審査で不採用となる 

・総会学術大会の web閲覧システムの構築 

・叢書の原稿料規定 20万円，部会でも可 

・RPT冊子の配布中止 基本希望者のみ配布 約 1020万円程度の推定経費と算定 

RPT：Radiological Physics and Technology 

・国際交流報告 20名 

・国際化特別委員会 

 2016年までにスライドの 100%英語化 

 2018年までに英語口述発表の 50%達成 

 一部抄録の英文化への費用補助 

議題 2 平成 24年度事業報告および事業計画（鈴木部会長） 

 

・学術セミナー等 5回，技術セミナー18回開催 

・第 2回学術セミナー：26年 1月 25日（土）名古屋大学にて開催 
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議題 3 第 6 回中部放射線医療技術学術大会（第 48 回中部部会学術大会）準備報告（松浦理

事） 

 

演題数120  

座長4名未定 

展示16社広告23社 

実行委員 選定中 

議題 4 部会年会準備について（小林理事） 

 

真田筆頭理事挨拶 

市川理事研究会報告 

表彰 小林・大橋理事 

表彰候補 

・功労賞 

竹田浩康 浜松医科大学 

・奨励賞 

木下尚紀 福井大学附属病院 

川嶋広貴 金沢大学附属病院 

鈴木友輔 藤田保健衛生大学病院 

上野博之 高岡市民病院 

大塚智子 大同病院 

久野淳也 やまね病院 

井上勝博 三重大学医学部附属病院 

中沢寿人 名古屋共立病院 

YUKI KASE 

TOMONOBU HABA 

・司会 副部会長 小山もしくは國友 

 

奨励賞表彰規定の「10年未満」について「15年未満」に改定予定 

部会年会の時間配分について短すぎないかとの意見が出た 
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議題 5 学術委員会報告（安達副部会長） 

 

・共催申請 

アンギオ研究会 

防護・アンギオ研究会 

2件について承認 

議題 6 編集委員会報告（國友副部会長） 

 

ビーム中部 CCRT号編集中 

議題 7 庶務報告（小林庶務） 

 

メーリングリスト 

会員カードシステムについて 

村中理事のアドレス変更済み 

議題 8 財務報告（木戸屋財務） 

 

前期会計監査終了，源泉徴収計算の変更（復興特別税） 

来年度より会費収入も予算立てすること（会計士より） 

議題 9 1)会員の学術支援の現状 補助要請のひな型が既存の様式にある 

 

○次回理事会 

日時： 11月 9日（土）12時～  

会場： CCRT第７会場 
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会 議 名 平成 25年度 第 3回 理事会 

開催日時 
平成 25年 11月 9日（土）  

12時 00分～12時 50分 
開催場所 

石川県地場産業振興センター 

第 7会議室 

出席者名 

米田和夫、鈴木昇一、安達登志樹、小山修司、國友博史、木戸屋栄次、 

上田伸一、大橋一也、松浦幸広、川地俊明、中西左登志、森光一、辻岡勝美、 

原瀬正敏、澤田通文、村中良之、有賀英司、竹井泰孝、小林謙一、市川勝弘、 

井田義宏 

 合計  21名 

欠席（2名） 

山本友行、西出裕子 

議長･司会 小山修司 報告者名 上田伸一 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 平成 25年度事業報告，事業計画 

2 部会年会準備 

3 学術委員会報告 

4 第 2回部会セミナー準備報告 

5 財務報告 

6 その他 
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議題 1 平成 25年度事業報告，事業計画 

部会セミナーは 11月 3日まで 23回開催。 

CCRTが第 6回を迎えた。 

第 2回部会セミナー 名古屋大学医学部保健学科 1月 25日(土) 14:00～開催。   

技術セミナーも随時開催予定あり。 

会計の〆日が 2月末日なので、注意が必要。 

議題 2 第 48回部会年会準備 

進行についての最終打ち合わせ 

司会 國友副部会長 

挨拶 鈴木部会長，真田代表理事 

研究会セミナー報告 市川理事 

表彰者挨拶・返礼 竹田前理事（功労賞）、木下氏（奨励賞代表） 

表彰補助の女性はすでに依頼済み。 

議題 3 学術委員会報告 

共催申請 放射線治療専門技師認定機構 統一講習会 承認 

海外学会参加補助  

今後は20万円を目途に予算化。 

本部助成を含めて1回のみ5万円支給、正会員に限る。 

応募方法は２期制など要検討。審査基準は中四国、近畿部会を参考に作成する。 

議題 4 第 2回部会セミナー準備報告 

25年 1月 25日(土)13:00開始から 14:00開始を検討する。 

基調講演とパネルディスカッションで構成。 

消化管超音波の講師が急遽辞退のため、川地理事に依頼中。 

議題 5 財務報告 

9月の中間監査での指摘事項 

研究会は所定の様式で技術セミナー毎に収支報告が必要。 

不足分を財務から事後に振り込む形式が理想。 

余剰が出た場合は財務へ戻す必要がある。 

講師謝礼、旅費等の高額な経費は予め研究会口座に振り込むことは可能。 

議題 6 その他 

次回理事会 3月 1日(土) 福井 
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会 議 名 平成 25年度 第 4回 理事会 

開催日時 
平成 26年 3月 1日（土）  

14時 40分～16時 30分 
開催場所 

名古屋市立大学医学部 2F 

臨床研修センター 

出席者名 

山本友行、米田和夫、鈴木昇一、安達登志樹、小山修司、國友博史、木戸屋栄次、 

上田伸一、大橋一也、松浦幸広、森光一、澤田通文、村中良之、有賀英司、 

竹井泰孝、小林謙一、西出裕子、辻岡勝美、市川勝弘、 

 合計  19名 

欠席（4名） 

井田義宏、川地俊明、中西左登志、原瀬正敏 

議長･司会 安達登志樹 報告者名 上田伸一 

議題 (項目のみとし、審議内容および結果については 2 号用紙に記入する) 

議題    

1 本部報告 

2 平成 25年度事業報告および平成 26年度事業計画 

3 平成 25年度会計報告および平成 26年度予算案 

4 第 6回中部放射線医療技術学術大会（第 48回中部部会学術大会）最終報告 

5 第 7回中部放射線医療技術学術大会（第 49回中部部会学術大会）準備報告 

6 部会表彰要項改定について 

7 学術委員会報告 

8 編集委員会報告 

9 庶務報告 

10 その他 
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議題 1 本部報告（鈴木部会長） 

 

2014年 2月 1日の第 6回報告 

・本部公開資料が参照可能 

・平成 26年度短期留学生 藤淵氏→IAEA、橋氏→スタンフォード大学 

・委員会報告 電子媒体化を推進 

・スタンフォード大学派遣事業終了 

・短期留学 中部部会関係 3名 

・会費滞納者 除名処分 

・学生の派遣 3名 

・教育委員会 入門講座、専門講座の見直し 

・41回秋季学術大会 1732名参加、応募 463演題中 8演題不採択 

 

・国際化が推進されている現状 

・札幌秋季大会会期中 10月 9日～11日に第 2回国債放射線技術科学会議（平成 26年

10月 10日）を開催 

 

・雑誌の電子ジャーナル化 

 

・英語スライドのサンプル作製にむけて 

 

・Facebookを活用した学会運営 

議題 2 平成 25年度事業報告および平成 26年度事業計画案（鈴木部会長） 

 

平成 25年度事業報告 

１．第４８回 日本放射線技術学会中部部会学術大会（第６回中部放射線医療技術学術

大会）を開催した。 

参加者：６７３名 

２．第１４回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

参加者：７０名 

３．平成２５年度 第 1回中部部会セミナーを開催した。 

参加者：６６名 
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４．平成２５年度 第２回部会セミナーを開催した。 

参加者：４２名 

５．第２３回医療被ばく測定セミナー（教育委員会、計測分科会、中部部会共催）を

開催した。 

参加者：３５名 

６．第４７回 ＩＨＥ勉強会「初級編」（日本 IHE協会普及推進委員会 、医療情報分

科会、中部部会後援）を開催した。 

  参加者：１０名 

７．第７３回乳房撮影ガイドライン･精度管理研修会（放射線撮影分科会、中部部会共

催）を開催した。 

参加者：２６名 

８．第１７回講演会「ＭＲＩ安全性の考え方」（日本磁気共鳴医学会、日本医学放射

線学会中部地方会、日本放射線技術学会中部部会 後援）を開催した。 

  参加者：９５名 

９．中部部会技術セミナー（研究会）を 33回開催した。 

（参加者総数 2052名） 

１０．部会誌、ビーム中部刊行 

 

平成 26年度事業計画案 

１．第４９回日本放射線技術学会中部部会学術大会（第７回中部放射線医療技術学術

大会）の開催 

   会期：平成２６年１１月１日（土）、２日（日） 

   会場：名古屋国際会議場（名古屋市） 

２．第１５回ＣＴ立山セミナーの開催 

会期：平成２６年７月１２日（土）、１３日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

定員： ６０名 

３．平成２６年度第１回部会セミナーの開催 

会期： 平成２６年５月３１日（土） 

会場： 金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 

４．平成２６年度第２回部会セミナーの開催 

会期： 平成２７年２月７日（土） 

会場： 名古屋大学医学部保健学科 本館２階第２講義室（名古屋市） 
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５．第１３回 PACS Specialistセミナーの開催（教育委員会、医療情報分科会、中部

部会共催） 

   会期：平成２６年６月２８日（土）１０：００～１７：００ 

   会場：エーザイビル６F会議室（名古屋市） 

   定員：３０名 

６．第１２回核医学画像セミナーの開催（教育委員会、核医学分科会、中部部会共催） 

会期：平成２６年６月２８日（土） 

会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 

定員：３０名  

７．第１５回 ＤＲ（ディジタルラジオグラフィ）セミナーの開催（教育委員会、画像

分科会、中部部会共催） 

会期： 平成２６年８月３０日（土）、３１日（日） 

会場： 名古屋市立大学病院（名古屋市） 

定員： ３０名 

８．第３５回 コンピュータ支援診断（ＣＡＤ）セミナーの開催（教育委員会、画像分

科会、中部部会共催） 

会期：平成２６年９月２７日（土）～２８日（日） 

会場：名古屋市立大学病院（名古屋市） 

定員： ３０名 

９．第１９回核医学技術研修会の開催（教育委員会、核医学分科会、中部部会共催） 

会期：平成２６年１１月２９日（土）～３０日（日） 

会場：福井大学医学部附属病院（福井県） 

定員：２０名  

１０．部会技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定） 

  ＣＴ研究会、ＭＲＩ研究会、画像研究会、医療情報システム研究会、乳房画像研

究会、放射線防護研究会、放射線治療研究会、アンギオ研究会、超音波画像研究

会、全９研究会による開催。 

１１．刊行物の発刊 

１）タイトル：中部部会誌 V0l.１６ 

発刊日：平成２６年３月 

２）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１４年第１号 ＣＣＲＴ演

題募集号” 

発刊日：平成２６年６月 
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３）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１４年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成２６年１０月 

１．第４９回日本放射線技術学会中部部会学術大会（第７回中部放射線医療技術学術

大会）の開催 

   会期：平成２６年１１月１日（土）、２日（日） 

   会場：名古屋国際会議場（名古屋市） 

２．第１５回ＣＴ立山セミナーの開催 

会期：平成２６年７月１２日（土）、１３日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

定員： ６０名 

３．平成２６年度第１回部会セミナーの開催 

会期： 平成２６年５月３１日（土） 

会場： 金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 

４．平成２６年度第２回部会セミナーの開催 

会期： 平成２７年２月７日（土） 

会場： 名古屋大学医学部保健学科 本館２階第２講義室（名古屋市） 

５．第１３回 PACS Specialistセミナーの開催（教育委員会、医療情報分科会、中部

部会共催） 

   会期：平成２６年６月２８日（土）１０：００～１７：００ 

   会場：エーザイビル６F会議室（名古屋市） 

   定員：３０名 

６．第１２回核医学画像セミナーの開催（教育委員会、核医学分科会、中部部会共催） 

会期：平成２６年６月２８日（土） 

会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 

定員：３０名  

７．第１５回 ＤＲ（ディジタルラジオグラフィ）セミナーの開催（教育委員会、画像

分科会、中部部会共催） 

会期： 平成２６年８月３０日（土）、３１日（日） 

会場： 名古屋市立大学病院（名古屋市） 

定員： ３０名 
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８．第３５回 コンピュータ支援診断（ＣＡＤ）セミナーの開催（教育委員会、画像分

科会、中部部会共催） 

会期：平成２６年９月２７日（土）～２８日（日） 

会場：岐阜大学 駅前サテライトキャンパス（岐阜県） 

定員： ３０名 

９．第１９回核医学技術研修会の開催（教育委員会、核医学分科会、中部部会共催） 

会期：平成２６年１１月２９日（土）～３０日（日） 

会場：福井大学医学部附属病院（福井県） 

定員：２０名  

１０．部会技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定） 

  ＣＴ研究会、ＭＲＩ研究会、画像研究会、医療情報システム研究会、乳房画像研

究会、放射線防護研究会、放射線治療研究会、アンギオ研究会、超音波画像研究

会、全９研究会による開催。 

１１．刊行物の発刊 

１）タイトル：中部部会誌 V0l.１６ 

発刊日：平成２６年３月 

２）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１４年第１号 ＣＣＲＴ演

題募集号” 

発刊日：平成２６年６月 

３）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１４年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成２６年１０月 

１２．部会表彰について 

  規程に基づき、功労賞、奨励賞の選考および学術大会にて表彰を行う。 

１３．国際学会発表者支援事業について 

  国際学会発表者に対し、規定に基づき助成金を交付する。 

 

議題 3 平成 25年度会計報告および平成 26年度予算案（木戸屋財務理事） 

平成 25年度会計最終報告 

収入：7,764,955円 

支出：8,552,799円 

不足分は繰越金より清算、次年度繰越は 3,103,025円 
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監査報告（山本監事） 

平成 25年度会計報告について問題ないことが報告された 

監査報告について全員一致で承認された 

 

平成 26年度予算 

収入見込み 

技術セミナーの会費収入も計上 

平成 26年度：8,125,000円 

平成 25年度：6,510,000円 

増減：＋1,615,000円 

 

支出見込み 

学術研究派遣助成として 20万円 

平成 26年度：8,325,000円 

平成 25年度：7,260,000円 

増減：＋1,065,000円 

 

平成 26年度予算について理事会にて承認された 

今年度より小林財務理事が主たる処理を行う 

 

CCRT予算について技師会との協議 

技師会側が 150万円を 120万円に減額した予算立て 

金沢開催の秋季大会についての調査派遣の必要があるかも 

 

本部財務担当会議における指摘事項 

事業ごとに事業明細の提出 

 

開催１ヶ月前までに事業計画を立案し，確定している費用に関しては事前に振り込む，

その後1週間以内に決算の報告 

 

他団体との合同開催については、他団体の合計した収支や領収書のコピーが必要（但

し、本部事業報告としては従来通り）本部事業との共催に関しては従来通り 

 

中間及び期末監査は、部会長と副部会長を加えて事業を含めて監査すること 
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事業においては会員・非会員の区別をすること 

 

宿泊費は原則支給しない（2日にわたるセミナーや遠隔地の場合は認められる） 

 

議題 4 第 6回中部放射線医療技術学術大会（第 48回中部部会学術大会）最終報告（松浦理事） 

 

平成 25年 11月 9日、10日石川県にて開催 

平成 25年度は若干の支出超過、中部部会と石川県放射線技師会の折半にて処理したが

今後の開催について考慮する時期ではないか 

会場運営の専門会社分の支出が今後増加することも想定される（運営は非常に楽） 

 

議題 5 第 7回中部放射線医療技術学術大会（第 49回中部部会学術大会）準備報告（小山理事） 

 

平成26年11月1日、2日に名古屋国際会議場4号館で開催 

「すべては未来のために-Breakthrough in Radiation Technology- 」を大会テーマ

としてポスター等準備の段階 

 

参加費 会員3,000円、非会員4,500円、学生1,000円 の予定 

 

学会場に指定の業者 株式会社コングレ 

 

150演題位を目途に演題を募集予定 

 

技師会側の予算が120万円と減額（従来150万円）増額については交渉の余地あり 

 

特別講演 東北大学多元物質科学研究所 百生 敦教授 

「タルボ・ロー干渉計を用いた新しいX線画像撮影技術」 

 

ホームページ等準備進行中 

 

理事からの指摘事項は特にないが予算については今後も縮小方向へ努力願いたいとの

部会長から提言があった 
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議題 6 部会表彰要項改定について（國友理事） 

 

奨励賞の卒後 10年未満の部分を 15年未満に変更するよう理事会に諮り承認された 

 

議題 7 学術委員会報告（安達理事） 

 

日本放射線技術学会中部部会会員の国際研究集会等への派遣の補助に関する規定（案） 

 

第１条 この規定は、本会正会員が海外で開催される国際研究集会に発表が決まっ

た場合に、渡航費等の一部を補助する諸条件について定める。 

第２条 補助金対象者の選考基準について 

1） 本会正会員を継続して３年以上あること 

2） 国際研究集会に本会正会員として初めて参加する者を優先する。 

3） 日本放射線技術学会本部や他の学会等から、国際研究集会派遣の補助を

受けていないこと。 

4） 所属施設から旅費などが支給されないこと。 

5） 原則年齢が満４０歳未満であること。 

6） 選考は、採択された内容を基に総務会で決定し理事会に報告する。 

第３条 補助金支給額の期間と補助金対象人数について 

1） ３月～翌年２月までを会計年度とする。 

2） 原則３月～８月までの開催期間（前期）２名、９月～２月までの開催期

間（後期）２名の計４名を基本とする。 

第４条 補助金支給額について 

支給額は５万円／人 とし、本人指定の銀行口座等に振り込む。 

第５条 補助金受給者の報告義務について 

補助金受給者は、国際研究集会参加後、発表分野の研究会技術セミナ

ー等で報告を行うこと。もしくは、半年以内に日本放射線技術学会中部

部会部会長宛てに参加報告書（任意）を提出すること。 

第６条 その他 

応募者は、様式第５号に必要事項を記入し採択されたことが確認できるメール等と発

表内容（Summary ）と一緒に、部会長または事務局へ提出すること。 
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平成 26年 3月 1日より施行する 

 

上記について理事会に諮り承認された 

 

核医学画像セミナーと核医学技術研修会の2件の共催申請について了承された 

（本部との共催事業については区別をしっかりすること） 

 

議題 8 編集委員会報告（大橋理事） 

 

部会誌は 3月中に発刊の予定 

 

議題 9 庶務報告（上田理事） 

 

謝金の支払いが生じた際は速やかに事務局へ報告（源泉徴収支払いのため） 

 

議題 10 その他（大橋理事） 

 

メールマガジンンの送付の不具合が発覚した（現在 3名発覚） 

現在修正しているが、同様の事例があった場合は大橋理事に報告を 

 

来年度より「中部支部」へ名称変更 

 

市川理事より 

2015年秋季大会について現状の報告 

実行委員が決定し、2015年 10月 8－10日に開催 

金沢市文化ホール 

 

日本 CT技術研究会（名古屋）への参加要請 

 

次回開催 

6月 22日（日）名古屋市立大学病院 
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中  部  部  会  運  営  細  則 
 

第１章  総    則 

（目的） 

この細則は，公益社団法人日本放射線技術学 

会                    （以下，       本部）                  の定款および部会規約に基づ 

き，中部部会（以下，部会）の事業ならび 

に運営を円滑に行うことを目的に定める． 

 

第２章    部会事業および活動 

第２条  次に掲げる刊行事業を行う． 

1． 部会の機関誌として中部部会誌（以下，

部会誌）を，年１回以上発行する． 

2． 広報誌（以下，ビーム中部）を，年2回 

以上発行する． 

第３条  次に掲げる学術集会などを開催する． 

1． 部会研究発表会を年１回以上開催する． 

2． 講演会，セミナー，フォーラムなどを企画

し開催する． 

3． 部会の運営などを会員に報告し，意見を

聴取するための部会年会を年１回開催す

る．ただし，部会理事会が必要と判断した

場合には，これとは別に臨時の部会年会を

開催できる． 

第４条  学術研究会（以下，研究会）を設置

し，研究および調査ならびに交流事業を行う．

なお，学術研究会の詳細については，別に定

める． 

 

第３章    部会役員および部会組織 

（部会会員） 

第５条  部会の会員は，正会員および名誉会

員ならびに顧問，学生会員とする． 

2  学生会員の資格などについては，部会理

事会の承認を得るものとする． 

（部会役員） 

第６条  部会に次の役員をおく． 

1． 部会長 １名 

2． 副部会長  ３名 

3． 部会監事  ２名 

4． 部会理事  名 （必要に応じて部会理事会に

よる議決後，理事の追加もしくは削除を

行うことができる） 

2  部会役員の選出方法は，別に定める． 

（部会役員の担務など） 

第７条  部会長は，部会の会務を総括し，部会

を代表する． 

2  副部会長は，部会長を補佐し部会会務を

遂行する． 

3  部会監事は，部会運営を監査し，本部監

事と連動して民法第５９条の職務を行う．

また，署名および捺印をした監査記録を

作成し，部会理事会に示した後，本部に提

出する． 

4  部会理事は，部会執行会務を審議決定

し，総会議決事項を執行する． 

（部会役員の任期） 

第８条  部会役員および委員の任期は２年と

し，再任を妨げない．ただし，部会長の任期は，

最長でも２期４年を限度とする．なお，部会

開催委員会の委員長ならびに委員の任期は，

別に定める． 

（部会役員の解任） 

第９条  部会役員が次の事項に該当する場合

は，部会理事会で４分の３以上の賛成を得た

上で解任することができる． 

1．心身の故障によって職務遂行に耐えない

時． 

2．職務上の義務違反，その他部会役員とし

てふさわしくない行為があった時． 

2  部会長が前項に該当した場合，部会理事会

が指名する副部会長が部会長の坦務を代行

する． 

（役員補充選出） 

第 10条  部会長を除く部会役員に欠員が生

じた時は，部会理事会で補充者の選出を行う． 

2  補充する役員は，欠員が生じた当該県よ

り選任するものとし，部会長が委嘱する． 

3  補充された者の任期は前任者の残任期

間とする． 

（部会事務所など） 
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第 11条  部会事務所は，部会長が指定すると

ころにおく． 

（部会運営組織） 

第 12条  部会の事業計画や会務の企画や立

案および実施の確認などを行うため，部会長，

副部会長，部会監事，部会理事で構成する部

会理事会を置く． 

第 13条  部会理事会の業務を分担し，補佐す

るために，次の委員会を置く． 

1．部会総務委員会 

2．部会財務委員会 

3．部会学術委員会 

4．部会編集委員会 

5．部会開催委員会 

6．部会選挙管理委員会 

7．その他，部会理事会が必要と認めた委員

会 

２  委員会の構成および担務などについ

ては，別に定める． 

（部会事務所の運営） 

第 14条   部会の事務管理は，部会長が行う． 

２  部会事務を円滑に処理するため，必要

に応じて事務担当者を臨時的に雇用する

ことができる．（以下，臨時雇用者） 

３  臨時雇用者は，会務に係わる事項に

ついての守秘義務を負うものとする． 

４  事務所運営に係る事項に関し，部会

長が必要と判断した時は部会理事会に諮

り，その承認を得るものとする． 

 

第４章    部会費 

第 15条  部会費は，年額 2,000円とする． 

２  名誉顧問，名誉会員および学生会員

の部会費は免除する． 

３  部会費の改定は，部会理事会の議を経

て，部会年会ならびに本部理事会に報告

する． 

 

第５章    資産および財務会計 

第 16条  部会の財務および資産運営に関し，

事業の効率的な運営と適正な財務執行のた

め財資の形成および運営を定め，綿密な事業

予算計画のもとに運用を図る． 

２  部会の会計は，部会規約第 16条に基づ

き，部会収支予算書および決算書を作成

する． 

 

第６章    旅費および雇用費 

第 17条  部会の会務に要した役員および委

員ならびに会員についての旅費（宿泊費およ

び交通費）については，本部旅費規定に準じ

て支給するものとする． 

２  臨時雇用者の賃金は，年度予算の範

囲内を原則とし，これを超えての費用を

必要とする時は，その都度において部会

理事会の承認を得るものとする． 

３  臨時雇用者の賃金は，労働基準法お

よび物価の諸状況を勘案し，理事会の承

認を経た上で決定する． 

 

第７章    部会運営細則の改訂 

第 18条  この細則は，部会理事会の議決によ

り改訂することができる． 

 

付  則 

1． この細則は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この細則は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この細則は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する．ただし，役員数と役員選出に

係る事項は平成１３・１４年度の役員選出よ

り適用する． 

4． この細則は，平成１６年１０月２４日の部会

理事会の承認により改訂し，平成１７年４月

１日より発効する． 

5． この要項は，平成１８年６月１０日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

6． この細則は，平成２０年６月２１日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

7． この要項は，平成２０年１１月２３日の部会

理事会により改訂し，同日より発効する． 

８．この要項は，平成２4年１１月３日の部会理

事会により改訂し，同日より発効する． 
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部  会  役  員  選  出  要  項 
 

第１条  この要項は，運営細則第６条第２項に

基づき部会役員の選出方法を定める． 

第２条  部会長は，正会員の中から３人の部会

選挙管理委員（以下，委員）を選任し，部会

理事会の承認を経て委嘱する． 

第３条  選挙管理委員長（以下，委員長）は，

委員の互選により選出する． 

第４条  委員長は，部会理事会の同意を得て，

委員会を召集する． 

第５条  委員会は，次の手順により部会役員の

選挙を実施する． 

1.  部会年会の開催日より６０日前に選挙告示

を行い，立候補を受け付ける． 

2.  立候補の届出期間は，告示日より３０日間と

する． 

3. 立候補がない場合は，部会理事会に候補者

の推薦を要請する． 

4.  委員長は，次に示す立候補届出に関する 

書類を整え，立候補者に交付する． 

・立候補届出書（様式：選管１） 

・同意書（様式：選管２） 

・履歴書（様式：選管３） 

・推薦連記署名書（様式：選管４） 

ただし，部会理事会により推薦された者にあ

っては，部会理事会の推薦書． 

5.  委員会は，立候補者の資格審査および届出

書類の資格を，届出締切の３０日以内に行

う． 

6.  委員会は，資格審査の結果および選挙の結

果を投票当日の部会年会で報告する． 

7.  立ち会い演説会を必要とする場合は，投票

日当日の部会年会において行なうものとし，

順序および持ち時間は委員会が決定する． 

8.  その他，選挙に関わる必要事項を処理する． 

第６条  委員会は，次の事碩について特に留意

する． 

1．立候補者が重複立候補していないことを確

認する． 

2．委員は，一切の選挙運動を行ってはならない． 

3．委員長は，立候補者の氏名および届出書類の

審査結果，選挙方法などを，投票実施前に部

会総務委員会に通知する． 

第７条  委員の任期は２年とし，再任を妨げ

ない． 

（部会長・部会監事の選出） 

第８条  部会長の定数は１名，監事の定数は

２名とする．ただし，監事については，原則

として東海地域に１名，北陸地域に１名を

定数配分する． 

２.  部会長または部会監事に立候補しよう

とする者は，立候補届出書（様式：選管１），履

歴書（様式：選管３）を委員会に提出しなけ

ればならない． 

３.  中部部会会員（以下，会員）の推薦により

部会長または部会監事に立候補しようとす

る者は，本人の同意書（様式：選管２）お

よび履歴書（様式：選管３）ならびに会員

２０名以上の推薦連記署名書（様式：選管

４）を委員会に提出しなければならない． 

４.  同一の者が複数の部会役員に立候補す

ることはできない． 

５.  各々の役職で定数を超えた立候補者が

ある場合は，部会年会において立ち会い演

説会を行う． 

６. 候補者が公示された以後に立候補を辞退

することはできない． 

（副部会長・理事の選出） 

第９条  副部会長の定数は３名とし，原則と

して東海地域に２名，北陸地域に１名を定数

配分する． 

２  原則として，部会理事の定数は１２名以下

とし，部会を構成する各県単位に最低１名

を定数配分し，庶務を担当する理事を数名

と財務を担当する理事を数名選出する．な

お必要に応じて部会理事会による議決後，理

事の追加もしくは削除を行うことができる． 

３  副部会長または部会理事に立候補しよ

うとする者は，立候補届出書（様式：選管

１），履歴書（様式：選管３）を委員会に提出

しなければならない． 
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４  会員の推薦により副部会長または部会

理事に立候補しようとする者は，本人の同意

書（様式：選管２）および履歴書（様式：選

管３）ならびに会員６名以上の推薦連記署名

書（様式：選管４）を委員会に提出しなけれ

ばならない． 

５  同一の者が複数の部会役員に立候補する

ことはできない． 

６  各々の役職で定数を超えた立候補者があ

る場合は，部会年会において立ち会い演説会

を行う． 

７  候補者が公示された以後に立候補を辞退

することはできない． 

（要項の改訂） 

第 10条  この要項は，部会理事会の議決によ

り改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３・１４年度

の役員選出より適用する． 

4． この要項は，平成１６年度・第２回部会理事会

（平成１６年１０月２４日）及びメールによ

る議決（平成１６年１１月３日締切）により

改訂し，平成１７・１８年度の役員選出より

適用する． 

5． この要項は，平成１８年６月１０日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効する． 

6． この要項は，平成２０年１１月２３日の部会

理事会により改訂し，同日より発効する． 

7．この要項は，平成２4年１１月３日の部会理

事会により改訂し，同日より発効する． 
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部 会 年 会 実 施 要 項  
 

第１条  部会規約第３条および第４条ならび

に部会運営細則第３条に基づき開催し，部会

会務に関する報告と意見聴取を行う． 

第２条  部会年会は，部会会員をもって構成す

る． 

２  部会長は，事業年度内に１回以上の部会年

会を開催しなければならない． 

３  部会理事会が必要と認めた場合，部会長は

部会年会を開催しなければならない． 

第３条  部会年会の開催は，部会総務委員会の

担務とする． 

２  部会年会の司会者は，部会長が指名する． 

第４条  部会年会では，次の事項を総会議決事

項として提出することを報告し，確認を受け

る． 

1．部会事業報告および収支決算に関すること 

2． 部会事業計画および収支予算に関すること 

3． 総会提案事項に関すること 

4． その他の報告事項に関すること 

（要項の改訂） 

第５条  この要項は，部会理事会の決議により

改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月 1日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発行する． 
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部 会 理 事 会 運 営 要 項  
 
 

第１条  この要項は，運営細則第１２条に定め

る部会理事会を円滑に運営することを目的

に定める． 

第２条  部会理事会は，部会長および副部会

長，部会監事，部会理事をもって構成する． 

２  部会理事会は，部会長が召集する． 

３  部会理事会を構成する者の３分の１以上

から開催要求があった場合，部会長は３０日

以内に部会理事会を召集しなければならな

い． 

４  部会長が必要と認めた場合，部会理事会を

構成する者以外の者の出席を求め，その意見

などを聞くことができる．ただし，採決を行

う場合の投票権はないものとする． 

第３条  部会理事会の議長は，副部会長が輪番

により務める． 

第４条  部会理事会は，部会会務執行に関する

事項および部会長が必要と認めた事項を議

決する． 

２  部会理事会における審議案件は，部会理事

会開催の１５日前までに部会事務所を経て，

部会長に提出する． 

３  部会理事会における報告事項は，部会理事

会開催の１５日前までに部会事務所を経て，

部会長に提出する． 

第５条   部会理事会は，構成する者の３分の

２以上の出席をもって議事を開き，議決する

ことができる．ただし，当該議事につきあら

かじめ書面をもって意志表示した者は出席

者とみなす． 

２  部会理事会の採決は出席者の過半数をも

って決し，可否同数の場合は議長の決すると

ころとする． 

（要項の改訂） 

第６条  この要項は，部会理事会の議決により

改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち

回り部会理事会の承認により改訂し，同日よ

り発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 
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部 会 委 員 会 業 務 要 項  

 

第１条  この要項は，部会業務を円滑に行うた

め，運営細則第１３条第２項に基づき各委員

会の構成および担務について定める． 

（部会総務委員会） 

第２条  部会総務委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 部会長 

2． 副部会長 

3． 庶務担当として選出された部会理事 

4． 財務担当として選出された部会理事 

5． 当該年度の部会開催委員長 

6． 次年度の部会開催委員長 

7． その他，部会長が必要と認めた者 

２  委員長は，部会長をもって充てる． 

第３条  部会総務委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 本部と中部部会の事務連絡事項に関する

こと． 

2． 部会事務管理および理事会ならびに各委

員会に関すること． 

3． 渉外および企画ならびに部会運営に関す

ること． 

4． 部会年会に関すること． 

5． 庶務事項に関すること． 

6． 事務運営に関すること． 

２  部会総務委員会は，部会事務を掌理し，す

べての事務処理を統括する． 

３  部会の事業計画案および事業報告書を作

成し，所定の期日までに本部理事会に提出す

る． 

４  部会財務委員会が作成する予算案および

決算報告書ならびに監査報告書を，部会理事

会に諮った上で所定の期日までに本部理事

会に提出する． 

（部会財務委員会） 

第４条  部会財務委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 部会長 

2． 総務を担当する副部会長 

3． 財務担当として選出された部会理事 

4． 庶務担当として選出された部会理事 

２  委員長は，総務を担当する副部会長をも

って充てる． 

第５条  部会財務委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 部会会計の予算ならびに決算に関するこ

と． 

2． 部会の財務監査に関すること． 

２  部会財務委員会は，部会財資の健全な運営

を行い，財務全般に関する統括管理を行う． 

（部会学術委員会） 

第６条  部会学術委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 学術を担当する副部会長 

2． 研究会を担当する副部会長 

3． 各研究会の東海地域および北陸地域の代

表世話人 

4． その他，部会長が必要と認めた者 

２  委員長は，学術を担当する副部会長をもっ

て充てる． 

第７条  部会学術委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 学術研究および調査ならびに企画に関す

ること． 

2． 講演会やシンポジウムなどの学術企画お

よび運営に関すること． 

3． 学術研究会の活動および運営管理に関す

ること． 

4． 学術交流に関すること． 

２  部会学術委員会は，学術研究や調査およ

び研究発表会事業の全般を企画し，運営を

統括する． 

３  各研究会は，次の事項に基づき活動する

ものとする． 

1． 各研究会の代表世話人は，部会理事会が

指名し，部会長が委嘱する． 

2． 各研究会には部会理事会で承認された額

の助成金が支給される． 

3． 各研究会は，助成金の範囲内で事業を計

画し，実施する． 
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4． 各研究会の事業に企業が参加する場合は，

あらかじめ部会総務委員会の承認を得

るものとする． 

5． 各研究会の代表世話人は，年度毎に事業 

計画および事業報告を部会理事会に報 

告するとともに部会誌に成果報告を行 

う．また，部会研究発表会あるいは研究 

会において報告する． 

（部会編集委員会） 

第８条  部会編集委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 編集を担当する副部会長 

2． 編集を担当する部会理事 

3． その他，部会長が必要と認めた者 

２  委員長は，編集を担当する副部会長をもっ

て充てる． 

第９条  部会編集委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 部会誌の編集，刊行に関すること． 

2． 部会研究発表後抄録の編集に関するこ

と． 

・部会研究発表会後の発行する抄録は， 

原則としてＢ５版刷り上がり２頁とする． 

・本部の編集委員会に提出する抄録は，400

字以内とする． 

3． 部会事業の記録ならびに編集に関するこ

と． 

4． 本部情報ならびに関連学会の情報の広報

に関すること． 

5． 広報誌の編集に関すること． 

6． 部会ホームページの管理ならびに運用に

関すること． 

２  部会編集委員長は，部会雑誌の編集企画お

よび刊行ならびに広報事業を統括する． 

（部会開催委員会） 

第 10条  部会開催委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 部会理事会が指名する開催委員長 

2． 開催委員長が指名する開催委員 

２  委員長および委員の任期は，部会研究発

表会の開催を担当する年度のみとする． 

第 11条  部会開催委員会の担務は，次の事項

とする． 

1． 部会研究発表会の企画ならびに運営に関す

ること． 

2． その他，部会研究発表会に関すること． 

 

２  部会開催委員長は，部会研究発表会の企

画および運営ならび財務などの内容につい

て，部会総務委員会および部会理事会に提案

し，承認を得るものとする． 

３  部会開催委員長は，部会研究発表会の参

加者数および収支決算などについて，遅滞な

く部会総務委員会および部会理事会に報告

するものとする． 

４  部会開催委員会は，部会理事会に前項の

報告をした後に解散するものとする． 

（要項の改訂） 

第 12条  この要項は，部会理事会の議決によ

り改訂することができる． 

 

 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 

4． この要項は，平成２０年６月２１日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効する． 
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部 会 表 彰 要 項  
 
 

第１条  この要項は，中部部会（以下，部会）

の目的達成に功績のあった者の表彰に関し

必要な事項を定める． 

第２条  表彰は功労賞，奨励賞とする． 

２  功労賞は，部会運営に功績があった者を表

彰するものとし，１人１回を原則とする．

ただし，本部の功労賞表彰の対象となり得る

者は除く． 

３  奨励賞は，卒後１5年未満の研究内容が優

秀な部会会員個人または研究内容が優秀な

グループを表彰するものとする． 

第３条  表彰対象者またはグループの選考お

よび審査は部会総務委員会の担務とし，部会

理事会の承認を経て決定するものとする． 

第４条  表彰は原則として，表彰状と副賞と

しての 1万円相当の物を授与して行うもの

とする． 

第５条  表彰は，部会年会にて行う．（要項の

改訂） 

第６条  この要項は，部会理事会の議決によ

り改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 

4． この要項は，平成２０年６月２１日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効する 

5．この要項は，平成26年3月1日の部会理事会の

承認により改訂し，平成26年４月１日より発

効する． 
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部 会 名 誉 会 員 お よ び 顧 問 推 戴 要 項  
 
 

第１条  部会運営細則第５条に基づき，部会

の運営に関する諮問を行うことを目的に，名

誉会員および顧問を若干名推戴することが

できる． 

２  名誉会員および顧問は，部会総務委員会

が部会理事会に推薦し，その承認を得て，部

会長が委嘱する． 

３  顧問の任期は，委嘱した部会長の任期と

同じとする． 

第２条  名誉会員および顧問は，部会長経験

者もしくは部会の運営または活動に関して

同等以上の功績があった部会正会員で，か

つ年齢が６５歳以上の者とする． 

第３条  名誉会員および顧問の処遇は，次の

とおりとする． 

1．  部会費を免除する． 

2．  部会長の要請があった時，部会理事会

に出席して意見を述べる． 

3．  名誉会員および顧問の予算は，特には

設けない． 

（要項の改訂） 

第４条  この要項は，部会理事会の議決によ

り改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 
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国際研究集会等の発表者への補助要項 
 
 

第１条 この規定は，本会正会員が海外で開

催される国際研究集会に発表が決まった

場合に，渡航費等の一部を補助する諸条件

について定める． 

第２条 補助金対象者の選考基準について 

本会正会員を継続して３年以上あること 

1. 国際研究集会に初めて発表する者を優

先する． 

2. 日本放射線技術学会本部や他の学会等

から，国際研究集会派遣の補助を受けて

いないこと． 

3. 所属施設から旅費などが支給されない

こと． 

4. 原則，申請時の年齢が満４０歳未満で

あることが望ましい． 

5. 選考は，採択された内容を基に総務会

で決定し理事会に報告する． 

第３条 補助金支給額の期間と補助金対象

人数，申込期限について 

1. ３月～翌年２月までを会計年度とする． 

2. 原則３月～８月までの期間（前期）２

名，９月～２月までの期間（後期）２名

の計４名を基本とする． 

3. 申込期限は，前期は１月末までに，後

期は７月末までとする． 

第４条 補助金支給額と支給方法について 

1. 支給額は５万円/人とする． 

2. 支給方法は本人指定の銀行口座等に振

り込む． 

第５条 補助金受給者の報告義務について 

補助金受給者は，国際研究集会発表後す

みやかに発表原稿等を部会事務局に提出

すること．発表原稿等は，中部部会ホー

ムページ等に掲載する． 

第６条 その他 

応募者は，様式第５号に必要事項を記入し

採択されたことを確認できるメール等と

発表内容（Summary ）を添付して部会事務

局へ提出すること． 

 

 

    付  則 

1. この要項は平成26年3月1日より施行する．
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第 6 回中部放射線医療技術学術大会 

 

 

 

 

 

 

： 第6回中部放射線医療技術学術大会
第22回中日本地域放射線技師学術大会
第48回日本放射線技術学会中部部会学術大会

： 放射線技術の伝承と探求　－七色の糸を紡いで未来への架け橋を築く－

： 2013年(平成25年) 11月9日(土)・10日(日)

： 石川県地場産業振興センター
〒920-8203　石川県金沢市　鞍月２丁目１番地
Tel:076-268-2010　Fax:076-268-2859
URL：http://www.isico.or.jp/jibasan/index

： http://square.umin.ac.jp/ccrt2013/

： 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 石川県診療放射線技師会
公益社団法人 富山県診療放射線技師会
公益社団法人 福井県診療放射線技師会
公益社団法人 静岡県放射線技師会
公益社団法人 愛知県診療放射線技師会
公益社団法人 岐阜県診療放射線技師会
一般社団法人 三重県診療放射線技師会

： 石川県

金沢大学附属病院　放射線部内　第6回中部放射線医療技術学術大会事務局

〒920-8641　石川県金沢市宝町13-1

TEL : 076-265-2000 (7231) FAX : 076-234-4311

Mail : ccrt-office@umin.ac.jp

主 催

後 援

大 会 HP

名 称

大 会 テ ー

会 期

会 場

大会概要

第６回 中部放射線医療技術学術大会事務局
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参加登録受付

１） 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。

２） 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。

３） 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。

４） 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(日本診療放射線技師会・中日本地域放射線技師会・日本放射線技術学会) ：3,000円
非会員：4,500円
日本放射線技術学会学生会員(社会人学生除く) ：無料（会員カードを必ず持参のこと）
その他学生：1,000円

参加登録受付時間

第1日目 11月9日(土) 8:30～17:00
第2日目 11月10日(日) 8:30～11:00

両日とも会場本館１階総合案内にて受付を行います。

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。

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。

： 11月9日(土) 18:15～

： 金沢都ホテル（会場よりシャトルバスが出ます）

： 5,000円 *参加登録受付にて申し受けます

日 時

場 所

参加費

参加される皆様へのご案内とお願い

意見交換会



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.16   (2014) 

- 69 - 

 

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のいずれかで作成して
下さい。（フォントは文字化けやズレを防ぐためWindows標準搭載のものをお使い下さい。）

２） 当該セッション開始60分前（2日目最初のセッションは30分前）までに会場本館1FのPCデータ受付に
データファイル（USBストレージ、CD-R）を持参して下さい。

３） PCデータ受付に設置してある映写チェック用PCで発表データの登録および内容・動作のチェックを
行って下さい。
なお、コピーしたファイルは、大会終了後に主催者側が責任を持って消去いたします。

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） 混乱を避けるため、原則、当日発表の演題のみ受け付けますが、2日目の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。ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ませんので
ご注意下さい。

２） 動画・音声の出力は出来ませんので、ご了承下さい。

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下さい。

１） セッション開始30分前までに会場本館1Fの座長受付までお越しください。

２） セッション開始15分前までに次座長席にお着きください。

３） 進行は時間厳守でお願いいたします。

４） 座長集約の提出はございません。

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。

発表者の皆様へのご案内とお願い

座長の皆様へのご案内とお願い

質疑をされる皆様へのお願い
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アクセス

◆タクシー

JR金沢駅西口より約10分

◆バス

JR金沢駅西口より約20分

金沢駅西口6番乗り場「工業試験場行」または「消費生活支援センター行」乗車

◆自家用車

金沢西インターおよび金沢東インターより約20分

車でお越しの方は、下記注意事項をお守り下さいます様、お願い致します。

◎通路での駐停車は、路線バス運行の妨げになりますので、ご遠慮ください。

◎線維・鉄工会館専用駐車場は、私有地につき駐車はご遠慮ください。
（上記地図の「駐車場」と記載されたスペースのみ使用可能です）

交通のご案内
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●本館

第２会場 画像工学，MRI，放射線検査
（セッション　１，2，3，14，15）

第３会場 一般撮影，乳房撮影
（セッション　4，16）

第４会場 管理・計測，放射線防護
放射線計測，RI
（セッション　5，6，7，17，18）

第５会場 CT
（セッション　8，9，10，19，20，21）

第６会場 放射線治療
（セッション　11，12，13，22，23）

●新館

会場見取り図

第3会

場

第4会

場

第5会

場

第6会

場

医療機器
展示会場

第2会

第1会

総合案内

・参加登録受付

・PCデータ、座長受付

・ランチョンセミナー券

総合案内
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第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 受付 展示会場 第７会議室 第２０会議室

大ホール 第７研修室 第１研修室 第２研修室 第５研修室 第３研修室
本館１Ｆ

エントランス

ホール

新館１F

コンベンショ ン

ホール

800人 108人 192人 96人 153人 108人
8:30 8:30

9:00

9:20

9:50

10:00

10:20 10:20 10:20 10:20
10:30
10:30

10:40

11:00

11:10 11:10 11:10 11:10

11:25

11:45

11:50 11:50 11:50 11:50 11:50

12:00 12:00

12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50

13:00 13:00

13:10

13:20 13:20
13:30 13:30

13:30

13:40 13:40

14:00 14:00
14:00 14:00

14:10
14:10

14:45
14:50 14:50 14:50

15:00 15:00 15:00
15:00

16:20

16:30

17:00 17:00

17:30

17:00

14:00
【教育セミナー2】

期待される診療

放射線技師の

今後の戦略

セッション13

【治療】

-モンテカルロ-

63～67

18:00

セッション2
【MRI】

-安全管理-
5～8

技師会
教育担当

会議

【教育セミナー1】
肺癌の治療戦略

早く診つけて
切らずに治す
放射線治療

18:15～　意見交換会
（金沢都ホテル）

15:00

【特別企画】
リーダーに訊く

診療放射線技師の
成長戦略

16:00

【特別講演】
「膵の画像診断」

ランチョン
セミナーⅤ

【日本メジフィジッ
クス】

【市民公開講座】
専門医がすすめる

ホントに身体に
いい食事

12:00

ランチョン

セミナーⅠ

【富士フィルム

RIファーマ】

ランチョン

セミナーⅡ

【第一三共】

ランチョン
セミナーⅢ

【GEヘルスケア
ジャパン】

ランチョン
セミナーⅣ
【バイエル】

セッション10
【CT】

-心臓-
44～52セッション3

【MRI】
-機能-
9～13

セッション7
【放射線計測】

31～35

中日本
技師会

会長会議

13:00

部会年会

セッション12
【治療】

-精度管理-
58～62

セッション6
【放射線防護】

24～30

セッション1
【画像工学】

1～4

セッション4
【撮影】
14～18

セッション5
【管理・教育】

19～23

セッション9
【CT】

-その他-
40～43

セッション11
【治療】
-測定-
53～57

開会式

11:00

１１月９日（土）

参加登録
受付

10:00 セッション8
【CT】

-撮影技術1-
36～39

医療機器
展示

中部部会
理事会

大会スケジュール
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第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 受付 機器展示会場 第７会議室 第２０会議室

大ホール 第７研修室 第１研修室 第２研修室 第５研修室 第３研修室
本館１Ｆ

エントランス

ホール

新館１F

コンベンショ ン

ホール

800人 108人 192人 96人 153人 108人
8:30 8:30

8:50 8:50

9:00

9:10 9:10 9:10 9:10

9:30
9:30

10:00

10:10 10:10 10:10 10:10 10:10

10:20

11:00

11:30 11:30 11:30

11:40
11:50

11:50

12:00

12:30 12:30

12:40 12:40 12:40 12:40 12:40

12:50

13:20

13:00
閉会式

14:00

【教育セミナー4】

機能MRI

～臨床に使うため

の基礎知識～

12:00
セッション15

【放射線検査】
-血管-
73～77

医療機器
展示

セッション14
【MRI】

-装置・コントラスト-

68～72

セッション16
【乳房撮影】

78～83

セッション17
【RI】

-脳・心臓-
84～89

セッション22
【治療】

-治療計画-
109～114

セッション20
【CT】

-補助具-
98～101

セッション21
【CT】

-画質評価-
102～108

セッション23
【治療】
-画像-

115～120

セッション18
【RI】

-SPECT-
90～93

１１月１０日（日）

参加登録
受付

9:00

【教育セミナー3】
画像情報管理の

変革時代
-画像情報の

運用管理と活用-

セッション19
【CT】

-撮影技術2-
94～97

10:00

【シンポジウム】
いまからできる

読影補助

11:00

CCRT
運営

委員会
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第1会場

司会　　公益社団法人　石川県診療放射線技師会会長 飯田　泰治

「専門医がすすめるホントに身体にいい食事」

座長　　医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院放射線技術科 　　　　　桑山　真紀
同 青木　卓

テーマ リーダーに訊く「診療放射線技師の成長戦略」

公益社団法人　日本放射線技術学会代表 真田　茂　先生

公益社団法人　日本診療放射線技師会副会長 小川　清　先生

JIRA 経済部会副部会長　診療報酬対策対応委員会委員長 鍵谷　昭典　先生

司会　　金沢大学附属病院放射線部 　　　　　松浦　幸広

「膵の画像診断」
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　経血管診療学　教授 蒲田　敏文　先生

座長　　大垣市民病院医療技術部　診療検査科 　　　　　川地　俊明

テーマ 「今からできる読影補助」

りんくう総合医療センター放射線技術部　参事 坂下　惠治　先生

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　経血管診療学　准教授 小林　聡　先生

シンポジウム　　　11月10日（日）　10:20～11:50

市民公開講座　　　11月9日（土）　13:30～14:45

上尾中央総合病院栄養サポートセンター　センター長　　　　　大村　健二　先生

特別企画　　　11月9日（土）　15:00～16:20

特別講演　　　11月9日（土）　16:30～17:30

プログラム
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日本放射線技術学会中部部会画像研究会、CT研究会、治療研究会合同企画

テーマ 「肺癌の治療戦略　－早く診つけて切らずに治す放射線治療－」

福井大学医学部附属病院放射線部　技師長 安達　登志樹　先生

石川県立中央病院放射線診断科　診療部長
金沢大学大学院医学部　臨床准教授 小林　健　先生

金沢大学附属病院放射線治療科　教授 髙仲　強　先生

テーマ 「期待される診療放射線技師の今後の戦略」

「日本診療放射線技師会の認定制度とその取り組み」

「診療放射線技師の価値評価に向けての新基軸」

テーマ 「画像情報管理の変革時代　－画像情報の運用管理と活用－ 」

「外部保存とクラウドの違い　－メリット・デメリットは？－ 」

「地域画像連携　－ふじのくにネットの実際－ 」

テーマ 「機能MRI　－臨床に使うための基礎知識－」

「評価対象と検査法」

「脳の灌流評価の実際」

第３会場

第１会場

座長　　医療法人社団瑞穂会　みずほ病院　　　　　山本友行

座長　　医療法人社団　浅ノ川　浅ノ川総合病院放射線部　　　　　飯田　融

座長　　福井大学医学部附属病院放射線部　　　　　上坂　秀樹

教育セミナー１　　　11月9日（土）　9:20～10:40

教育セミナー２　　　11月9日（土）　13:40～15:00

教育セミナー３　　　11月10日（日）　8:50～10:10 第１会場

座長　　福井県立病院放射線室　　　　　村中　良之

茨城県立医療大学保健医療学部放射線技術科学科　准教授　　　　　石森　佳幸　先生

福井大学医学部附属病院放射線部　　　　　藤原　康博　先生

高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科　准教授　　　　　児玉　直樹　先生

一般社団法人　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

兵庫県立大学大学院看護学研究科　　　　　横濱　則也　先生

地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院情報管理部　　　　　法橋　一生　先生

教育セミナー４　　　11月10日（日）　11:30～12:40 第３会場
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テーマ 「造影CT検査の運用とプロトコル」

座長　　福井大学医学部附属病院放射線部 石田　智一　先生

講師　　富山大学附属病院放射線部 伊藤　一　先生

テーマ 「大腸３次元CTの現状について」

座長　　金沢大学附属病院放射線部 高田　忠徳　先生

講師　　金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　経血管診療学　助教 龍　泰治　先生

テーマ 「GE最新技術の最前線　－SILENT SCANからSpectral CTまで－」

１．Discovery MR 750W Expert 3 .0T、Optima MR450W Expert 1 .5Tにおける新機能　
 －音のしないMR撮像技術「サイレントスキャン」を中心として－

講師　　GEヘルスケア・ジャパン　MRセールス&マーケティング部 池田 浩太郎　先生

２．最新技術、スペクトラルCTからフォトンカウンティングCT

講師　　GEヘルスケア・ジャパン 技術本部 CT技術部 CT System Gr. 貫井　正健　先生

テーマ 「乳がん検診　－MRマンモグラフィを中心に－」

講師　　バイエル薬品株式会社　ラジオロジー&インターベンショナル事業部 水内　宣夫　先生

テーマ 「がん治療の効果判定における機能画像の意義」

座長　　金沢医科大学病院診療放射線技術部門　技師長 川嶋　政広　先生

講師　　金沢医科大学放射線科　特任教授 的場　宗孝　先生

ランチョンセミナー　　　11月9日（土）　11:50～12:50

　ランチョンセミナーⅤ　第６会場　提供：日本メジフィジックス株式会社

　ランチョンセミナーⅠ　第２会場　提供：富士フイルムRIファーマ株式会社

　ランチョンセミナーⅡ　第３会場　提供：第一三共株式会社

　ランチョンセミナーⅢ　第４会場　提供：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

　ランチョンセミナーⅣ　第５会場　提供：バイエル薬品株式会社
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第1会場

大会長挨拶他

第2会場

1 座長 ： 斉藤　雅之 （ 福井県立病院　放射線室 ）

001 マンモグラフィ画像における乳腺領域の自動測定

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 小林美早紀

002 PET/CT画像を用いた肺結節の自動検出手法～集積部位強調処理による検出
 感度の向上～

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 高橋健太

003 乳腺MR画像を用いた乳腺構造の解析に関する基礎的検討

藤田保健衛生大学　医療科学部 柴崎美里

004 眼底画像の経時差分処理を用いた健康モニタリングシステムの開発

金沢大学大学　医薬保健学総合研究科　保健学専攻 中西勇介

2 座長 ： 藤本　勝明 （ 富山県済生会富山病院　放射線技術課 ）

005 体内金属のデータベースおよび履歴管理機能を有した新しい問診システム
 の検討

福井大学医学部附属病院　放射線部 賀田智美

006 金属・患者問診情報管理機能を持つMR検査支援システムの運用と支援状況
 評価

富山大学附属病院　放射線部 高澤美和

007 体内金属留置者におけるMRI検査の安全管理に関する取り組み

名古屋放射線診断財団　東名古屋画像診断クリニック 築島正拓

008 炭酸ランタン水和物がMRIに及ぼす影響

名古屋放射線診断財団　東名古屋画像診断クリニック 山室修

3 座長 ： 市場　義人 （ 社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院　放射線課 ）

009 てんかん症例におけるASL有用性の検討

市立敦賀病院　放射線室 田泉智明

010 3T装置における肝臓‐拡散強調画像(DWI)の腫瘍コントラストの検討

豊橋市民病院　放射線技術室 喜多和真

13：20-14：00

MRI
安全管理

開会式

セッション

画像工学

一般演題　　　　　　　　　　11月9日（土）

セッション

MRI
機能

14：00-14：50

10：20-11：00

セッション

11:25～11:45
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011 腹部領域における短時間撮像LAVAFLEX法の検討

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　放射線部 渥美裕

012 opposed phaseにおけるＴＲの変化による微量脂肪検出の検討

社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 赤坂正明

013 ADC測定における各撮像パラメータの影響

豊橋市民病院　放射線技術室 畑井博晶

第3会場

4 座長 ： 東出　了 （ 名古屋市立大学病院　中央放射線部 ）

014 ディジタルラジオグラフィにおける付加フィルタリングによる被ばく低減
 

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 服部雅之

015 演題取り下げ

016 NLM法を用いたノイズ除去法のX線画像での有用性の検討

金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　保健学専攻 加藤真理奈

017 足部斜方向撮影における角度統一の検討

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科 飯田和磨

018 動画対応FPDを用いたX線側面動態撮影法による運動解析 -腰椎運動と股関
 節運動との関係-

金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　保健学専攻 島田康佑

第4会場

5 座長 ： 大谷　友梨子 （ 福井大学医学部附属病院　放射線部 ）

019 当院における画像部門感染対策ワーキンググループ活動成果の評価

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 片岡咲

020 破格を有する解剖体資料を用いた、診療放射線技師養成課程の解剖学教育
 の有効法
名古屋大学大学院医学系研究科　医療技術学専攻　医用量子科学講座 本間光彦

021 ノンテクニカルスキル（NTS）におけるSBARを用いた状況報告トレーニング

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

022 データベースソフトを利用した患者到着情報共有システムの構築

社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院 池田征弘

023 臨床現場における医用モニタ管理：6年間のデータ分析から得た知見

名古屋第二赤十字病院　医療技術部　放射線科 真野晃浩

管理・教育

10：20-11：10

セッション

撮影

10：20-11：10

セッション
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6 座長 ： 小林　正尚 （ 藤田保健衛生大学病院　放射線部 ）

024 腰椎側面における撮影方向の違いによる実効線量比較

偕行会　名古屋共立病院　画像技術課 松永雄太

025 肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術を想定したコーンビームCTの散乱線の空間
 分布の検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 大澤充晴

026 当院の小児ＣＴ検査における医療被ばくの検討

南砺市民病院　画像技術科 細木栄希

027 内視鏡検査における放射線防護カーテンの有用性の検討

浜松医科大学　医学部附属病院　放射線部 坂本昌隆

028 当院の小児一般撮影における年間被ばくの現状調査

社会医療法人　宏潤会　大同病院　放射線科 大塚智子

029 妊婦の前置胎盤症例のIVR施術における胎児被ばく線量の測定

名古屋大学　医学部　保健学科 和田聡志

030 当院CT検査における医療被ばく低減の試み

福井県立病院　放射線室 塚本直孝

7 座長 ： 高田　光雄 （ 医療法人社団　浅ノ川　浅ノ川総合病院　放射線部 ）

031 X線CTにおけるファントム内深部線量分布の実測と線量指標の検討

名古屋大学　医学部　保健学科　放射線技術科学専攻 井上政輝

032 CTの線量評価に関する蛍光ガラス線量計の基礎検討

金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　保健学専攻 廣澤文香

033 既存CT実効エネルギー測定法の比較検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 近藤博仁

034 陽子線治療における放射化物による残留放射線の測定

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 濱野裕

035 陽子線治療残留放射線による放射化物の核種同定-可搬型γ 線スペクトル 
メータによる測定-

藤田保健衛生大学大学院　保健学研究科 鈴木志津馬

第5会場

8 座長 ： 三井　渉 （ 金沢大学附属病院　放射線部 ）

036 当院における頭部血管3DCT検査の最適な造影剤注入条件の検討について

岡崎市民病院　医療技術局　放射線室 青山真也

14：10-15：00

セッション

放射線防護

13：00-14：10

セッション

放射線計測

セッション

CT
撮影技術１

9：50-10：30
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037 体幹部CTプロトコルの検討

富山大学附属病院　放射線部 荒井一旭

038 PowerPortを用いた造影CTの基礎的検討

四日市社会保険病院 磯部好孝

039 臓器線量を考慮した線量調整機構の被ばく低減効果

社会医療法人厚生会　多治見市民病院　放射線技術課 塩原崇志

9 座長 ： 竹中 和幸 （ 大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 ）

040 関心領域設定型CTに関する初期的検討～実験装置の製作～

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 橋本二三生

041 3DCT(ray sum)画像を術前計画用テンプレートに一致する拡大率でフィル 
ム出力するための条件の検討

富山県済生会高岡病院　画像技術科 中田光俊

042 CTColonography(CTC)の受容性の検討（当院アンケート調査より）

医療法人　岐陽会　サンライズクリニック 舟渡誠司

043 頸動脈ステント術（CAS)前後でCT-Perfusionが有用であった症例について
 

国民健康保険　小松市民病院　中央放射線科 湊哲弥

座長 ： 糟谷 明大 （ 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 ）

044 当院での診療放射線技師による冠動脈ＣＴの読影補助について

社会医療法人　厚生会　木沢記念病院　放射線技術部 庄司力哉

045 当院の心臓CTにおける１次読影の取り組みについて

岡崎市民病院　医療技術局　放射線室 阪野寛之

046 128列MDCTを用いた無症候糖尿病患者の冠動脈疾患スクリーニング

磐田市立総合病院　放射線診断技術科 宮崎健介

047 静注用ランジオロール塩酸塩を使用した冠動脈CT検査における心拍数と血
 圧変化の検討

富山県立中央病院　画像技術科 森岡祐輔

048 小児心臓CTの至適造影法の検討

あいち小児保健医療総合センター 石黒泰範

049 縦隔脂肪量定量評価と冠動脈プラークの関係

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 市川宏紀

050 心臓CTにおける石灰化スコアと逐次近似再構成/低管電圧の関係

三重大学医学部附属病院　中央放射線部 高須千明

13：20-14：50

10セッション

CT
心臓

セッション

CT
その他

10：30-11：10



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.16   (2014) 

- 81 -  

051 冠状動脈CTにおけるカルシウムスコアと冠状動脈病変の相関性の検討

社会医療法人財団　恵寿総合病院 三味篤

052 冠動脈CTにおける体動補正Advanced patient motion correctionの有用性
 

沼津市立病院　放射線科 岡藤康明

第6会場

座長 ： 向山　隆史 （ 名古屋大学医学部附属病院　医療技術部 ）

053 前立腺IMRTにおける2次元検出器を用いた線量分布検証のγ 解析について 
の検討

金沢大学附属病院　放射線部 佐賀将人

054 電子線全身照射の線量測定

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 山崎希世

055 ラジオクロミックフィルムを用いた全身X線照射のin vivo線量測定の試み
 

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 前田美穂

056 標準計測法12の線質変換係数と防浸鞘の有無に即した線質変換係数による
 X線の校正深水吸収線量の比較検討

福井大学医学部附属病院　放射線部 吉岡千絵

057 ラジオクロミックフィルムを用いたQAの室内紫外線露光による影響

医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　放射線部 石黒充

座長 ： 三浦 淳也 （ 石川県立中央病院　医療技術部　放射線室 ）

058 放射線治療装置Novalis Txのオリジナルトラブルシューターの作成の有用性
 

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室 岩本康史

059 多施設間におけるMLC Dosimetric Data値の検討

株式会社　バリアン　メディカル　システムズ 原毅弘

060 Dynamic MLCのリーフ駆動安定性の評価について　　　　　　　　　　　 
－リーフ解析ソフトArgusを用いて－

伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課 河口洋平

061 陽子線MU計算ソフトの開発及び精度検証

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 山川哲弘

062 VMATの評価点線量検証における自施設の許容レベルの検討

金沢大学附属病院　放射線部 小島礼慎

放射線治療
精度管理

13：10-14：00

放射線治療
測定

10：20-11：10

セッション 12

セッション 11
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座長 ： 松永　卓磨 （ 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　放射線部 ）

063 低エネルギー電子が平均制限質量衝突阻止能比に及ぼす影響

愛知医科大学病院　中央放射線部 青山貴洋

064 高エネルギーＸ線の一次線カーネルの深さ依存性に関する研究

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 花井諒

065 高エネルギーX線の放射角度によるスペクトルと出力強度

藤田保健衛生大学大学院　保健学研究科　医用放射線科学領域 黒木燎平

066 モンテカルロシミュレーションPHITSを使用した粒子輸送の比較検討

金沢大学附属病院　放射線部 湯浅綾乃

067 高エネルギーX線に対する線質変換係数

藤田保健衛生大学大学院　保健学研究科 岡部方彦

放射線治療
モンテカルロ

14：00-14：50

セッション 13
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第2会場

座長 ： 平田　恵哉 （ 金沢医科大学病院　放射線部 ）

068 躯幹部Multi-Channel-Coil装着用補助スタンドの試作と評価

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院　画像診断部 天野智康

069 ＲＦ送信技術の違いによる画質への影響

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院　放射線部 遠藤嘉泰

070 2point DIXON法の脂肪画像を利用した3D VRFA FSE法による腕神経叢描出 
の検討

福井大学　医学部附属病院　放射線部 古川修人

071 3D TSE T1WIにおけるFlow Sensitive Dephasing Prepulseと信号強度の検討
 

名古屋市立大学病院　中央放射線部 西脇祐太

072 SPACE法におけるコントラストの検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 遠藤真

座長 ： 橋本　将彦 （ 富山大学附属病院　放射線部 ）

073 当院の血管専門検査室の現状

大垣市民病院　医療技術部　診療検査科　血管専門検査室 安田英明

074 炭酸ガス造影におけるカテーテル形状による被ばく低減の検討

石川県済生会金沢病院 塚田靖憲

075 冠動脈狭窄における解剖学的評価法（QCA）と冠血流予備量比（FFR）との
 関係について

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院 秋山梨紗

076 心臓カテーテル検査画像におけるコヒーレンスフィルタの基礎的検討

市立四日市病院　医療技術部　中央放射線室 丹羽正厳

077 被ばく低減に向けたアンギオ時患者皮膚線量報告の運用

石川県立中央病院　医療技術部　放射線室 奥村悠祐

　

座長 ： 西部　裕美子 （ 社会医療法人厚生会　木沢記念病院　放射線技術課 ）

078 新規トモシンセシスマンモグラフィ装置の基礎研究 －主に2次元画像評価
 を中心に－

セントメディカル・アソシエイツ LLC 広藤喜章

MRI
装置・コントラスト

セッション

9：10-10：00

セッション

放射線検査
血管

一般演題　　　　　　　　　　11月10日（日）

14

15

16

11：50-12：40

セッション

乳房撮影

9：10-10：10
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079 当院における健診マンモグラフィの一次読影と二次読影の乖離症例の分析
 

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

080 直接変換型ディジタルマンモグラフィにおけるグリットレス撮影の画質

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 橋渡沙織

081 マンモグラフィ用CR受像器の経年劣化による影響の検討

常滑市民病院　放射線検査センター 中村登紀子

082 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 山本安希子

083 月経周期における乳腺伸展の検討

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科 馬場野遥

第4会場

座長 ： 上桐　章 （ 三重大学医学部附属病院　中央放射線部 ）

084 心筋SPECT/冠動脈CTフュージョンソフトの使用において作成者の違いが読
 影に及ぼす影響

公立松任石川中央病院　医療技術部　放射線室 隅田恵子

085 ZSAM解析におけるZ-sum値とZ-score値の比較検討

医療法人社団　和楽仁　芳珠記念病院 香林和幸

086 心機能解析ソフトＨＦＶの心機能指標についての検討

社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　放射線科 北島悠介

087 123I-MIBGシンチグラフィにおけるプラナー像の最適な撮像時間に関する 
検討

金沢市立病院　中央診療部　放射線室 山本千代

088 Brain Methionine-PET 　T/N比における画像再構成条件の影響について

厚生会　木沢記念病院 中部療護センター　放射線技術部 奥村竜児

089 N－13アンモニア（NH３）心筋血流PET／CT検査における心電図同期分割数
 の検討

名古屋放射線診断クリニック 玉井伸一

座長 ： 原田　高行 （ 国立病院機構　三重中央医療センター　中央放射線室 ）

090 肺血流シンチにおける右左シャント率の正常値の検討

浜松医療センター　診療放射線技術科 中村文俊

091 SPECT画像とButterworth filterにおける統計ノイズの検討 -理論値とデ 
ジタルファントムでの検証-

浜松医科大学　医学部　附属病院　放射線部 澤田通文

RI
脳・心臓

RI
SPECT

12：00-12：40

セッション 18

セッション 17

9：10-10：10
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092 アシアロシンチにおける息止めSPECTの検討－第１報　SPECT収集時の呼吸
 について－

浜松医療センター　診療放射線技術科 小野孝明

093 アシアロシンチにおける息止めSPECTの検討－第2報　残肝機能率に及ぼす
 影響－

浜松医療センター　診療放射線技術科 岡部理史

第5会場

座長 ： 長谷川　晃 （ 富山赤十字病院　放射線技術課 ）

094 X線CT検査での内臓脂肪測定における再構成関数についての検討

社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院 溝口裕司

095 内臓脂肪評価目的における腹部X線CTの管電流時間積による影響

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科 野村彩華

096 がん検診における再構成関数の検討

浜松光医学財団　浜松PET診断センター 佐藤真由美

097 CTにおける人体軟部組織等価ファントムを用いた適正管電圧の検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 伊藤翔太

座長 ： 丸山　力哉 （ 福井大学医学部附属病院 放射線部 ）

098 眼窩ＣＴ撮影における頭部固定の検討

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院 大谷彩香

099 CT用小児固定具の頭部領域における改良の試み

社会医療法人　宏潤会　大同病院　放射線科 渡邉一正

100 改良を加えたＣＴ用小児固定具の画像評価

社会医療法人　宏潤会　大同病院　放射線科 工藤匡平

101 伝音性難聴再現下におけるＣＴ検査時の骨伝導式ヘッドホンの有用性

社会医療法人　宏潤会　大同病院　放射線科 松永純也

座長 ： 高橋 康方 （ 市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 ）

102 X線CTにおいてスライス厚が低コントラスト検出能に与える影響

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 平子若菜

103 CT画像におけるin-plain方向の空間分解能の均一性に関する検討

富山県厚生連高岡病院　画像診断部 清水明憲

19

20

21

CT
補助具

9：30-10：10

セッション

CT
画質評価

11：30-12：40

8：50-9：30

セッション

セッション

CT
撮影技術２
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104 Total Variation (TV)法の低コントラストな被写体に対する影響の視覚的
 検討

市立四日市病院　医療技術部　中央放射線室 倉谷洋佑

105 ガントリー自走式CT装置とテーブルスライド式CT装置の基本的物理特性の
 比較

大垣市民病院　医療技術部　診療検査科　中央放射線室 後藤竜也

106 Discovery CT 750HDにおける高分解能モードの体軸方向分解能評価

福井大学医学部附属病院　放射線部 嶋田真人

107 逐次近似法を応用した画像再構成よる体軸方向への影響の検討

名古屋市立大学病院　中央放射線部 渡邉雄太

108 CT画像における画質評価の経時的変化について

名古屋放射線診断財団　東名古屋画像診断クリニック 佐々木駿

第6会場

座長 ： 西本　康宏 （ 福井大学医学部附属病院 放射線部 ）

109 陽子線治療における呼吸性移動を伴う標的に対する新たな照射野形成法の
 考案

名古屋大学大学院　医学系研究科 原田崇臣

110 脊椎固定用インプラントが線量分布に与える影響

富山大学附属病院　放射線部 中島佑

111 当院におけるVirtual Wedge、Physical Wedgeの基本特性の比較

静岡県立総合病院　放射線技術室 平井健太

112 放射線治療計画支援を目的としたDVH評価プログラムの作成

藤田保健衛生大学大学院　保健学研究科 安達由美子

113 治療計画装置における外輪郭を認識させるしきい値が計算結果に与える影
 響について

石川県立中央病院　医療技術部　放射線室 山本瑛一

114 新規線量計算アルゴリズム導入に向けた検証：不均質領域における実測と
 線量計算アルゴリズムの比較

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 皿良僚太郎

座長 ： 原　勇人 （ 富山県立中央病院　画像技術科 ）

115 ライナックグラフィーにおけるTotal Variation (ＴＶ)法の基礎検討

市立四日市病院　医療技術部　中央放射線室 高橋康方

116 IGRTにおける操作者の照合精度評価

社会保険　中京病院　放射線部 田中聡

セッション

放射線治療
治療計画

9：10-10：10

22

11：40-12：40

23セッション

放射線治療
画像
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117 ポータルドジメトリにおける電子照合画像装置(EPID)のたわみの影響

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 吉田芽以

118 Cone-Beam CTの体軸方向におけるCT-ED変換テーブルの変化の原因につい 
ての検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 湧田もみじ

119 体幹部息止め照射時の透視画像を用いた照射精度の検討

金沢大学附属病院　放射線部 磯村直樹

120 CBCTの体軸方向における実効エネルギーの変化

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 山根諭里

第1会場

12:50～13:20
閉会式
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001 マンモグラフィ画像における乳腺領域の

自動測定

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
2藤田保健衛生大学大学院
3大同病院
4岐阜大学

小林 美早紀1、吉川るり葉2、高橋恵子2、大塚智子3、寺本

篤司1、藤田広志4

【目的】乳腺の割合は乳がんに罹患するリスクなどと関係が

あることから、乳腺領域の定量的な自動測定を行うことは、

リスク推定に役に立つ。本研究では、乳腺領域を抽出し、定

量的に測定する手法を開発し、その有用性を評価する。

【方法】マンモグラフィ画像に対し、前処理としてガンマ補正

とトップハット変換によりトレンドを除去する。次に、ガボール

フィルタを用い、乳腺構造を出力する。続いて2値化処理を

行い乳腺領域を抽出する。また、先行研究である2値化処

理をベースにした方法を用いて乳腺領域の抽出を行い、提

案手法との比較を行った。
【結果】マンモグラフィ20症例について放射線技師によるス

ケッチとジャッカール指数を用いて本手法と2値化処理のみ
の手法を評価したところ、両者とも70％以上の高い一致率

が得られていることを確認した。

002 PET/CT画像を用いた肺結節の自動検出

手法～集積部位強調処理による検出感度の向上～

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
2岐阜大学大学院
3東名古屋画像診断クリニック

高橋健太1、寺本篤司1、藤田広志2、高橋克彰3、山室修3、
玉木恒男3

【目的】我々が開発しているPET/CT画像からの肺結節の自

動検出処理では、GGOのようなFDGの集積の少ない肺結節

において検出感度が低いことが分かっている。そこで、塊状

強調フィルタを利用して、PET画像上でのFDGの集積の少な

い肺結節の検出を行い、肺結節の検出感度を向上させる手

法を検討した。

【方法】本手法では、CT画像とPET画像から個別に肺結節を

検出し、それらの検出結果を統合し最終結果とした。前者の

検出では、円筒型フィルタを用いて肺結節を強調し、2値化

およびラベリング処理を行った。後者の検出では3次元アイ

リスフィルタを適用し、塊状構造を強調した上で2値化処理
を行うことで、肺結節を検出した。

【結果および考察】がん検診のために撮影された100症例の

PET/CT画像を用いて検出性能の評価を行った。その結果、

検出感度が向上し、良好な検出性能が得られていることが

確認された。

003 乳腺MR画像を用いた乳腺構造の解析に

関する基礎的検討

1藤田保健衛生大学 医療科学部
2藤田保健衛生大学大学院
3岐阜大学
4東名古屋画像診断クリニック

柴崎美里1、吉川るり葉2、寺本篤司1、藤田広志3、山室 修4、

宮篠さとみ4、尾崎香帆4、玉木恒男4、大見久美子4

【目的】現在，国内では乳腺MRIを主に乳がんの存在診断に
用いているが，欧米では乳がんハイリスク女性の検診にも

用いられている．検査では主にダイナミック撮影により腫瘍
を検出しているが，腫瘍が存在する場合には乳腺構造も変

化をしており，構造を正確に解析することができれば新たな

診断情報を提供できる可能性がある．そこで，本研究では

乳腺MR画像を用いて乳腺構造を自動解析する手法を検討

する．

【方法】まず、乳腺MR画像に対して，２値化と胸筋の削除を

行うことで乳房領域を抽出する．続いて，トップハット処理に

より乳腺成分の抽出を行ったのち，ガボールフィルタを用い

て乳腺の方向や線強度を算出する．そしてそれらから特徴

量を算出する．

【結果および考察】５症例の乳腺MR画像を用いて，乳腺構

造の解析を行った．その結果，得られた特徴量は正常症例

と異常症例にて有意差があり，三次元的な乳腺構造が正確
に解析できることが確認された．

004 眼底画像の経時差分処理を用いた健康

モニタリングシステムの開発

1金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻
2金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
3（株）COM-ONE システム営業部

中西勇介1、真田 茂2、宮元成彦3

【目的】簡易型眼底カメラによって撮影された眼底画像をクラ

ウドサーバーにアップロードし，その経時差分画像を参照し

て健康モニタリングを実施するシステムの開発を目的とする．
本報では経時差分処理の有用性について検証した．

【方法】眼科を受診した正常1例，糖尿病網膜症15例，他10
例の計26例を対象症例とした．3か月～1年を経過する時系

列の眼底画像を用いて経時差分処理を行った．眼科専門医

および画像工学者により，それらの差分画像が診断を支援

する可能性について，主観的な評価を行った．

【結果】糖尿病網膜症等による出血，白斑などの病的変化は，

経時差分処理によって良好に強調され描出された．

【まとめ】病的変化の初期段階において，経時差分画像を参

照する診断は有効であり，診断精度を向上させることが示唆

された．なお現在，被検査者自身が簡便に撮像できるような，

双眼鏡様の眼底カメラを開発中である．
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005 体内金属のデータベースおよび履歴管理

機能を有した新しい問診システムの検討

1福井大学医学部附属病院 放射線部
2福井大学 医学部 放射線科

賀田智美1、藤原康博1、藤本真一1、安達登志樹1、木村浩彦
2

【目的】従来当院では、MR検査実施時の安全に関する問診

を検査依頼医が行っていたが、確認が出来ていないことが

多く、十分な安全性が担保されているとはいえなかった。そ

こで、安全で効率的な検査を行うために新しい問診システム

を導入した。

【方法】外来患者のみを対象として、放射線部の担当者が事

前に問診を行うシステムに変更した。当院で挿入した金属は、

医療事務および医療材料物流管理システムのスタッフと連

携し、製品名を調査した。院内の製品リストとそのMR適応に

ついてデータベース化し、製品名が判明すればMRの適応が

判断できるシステムとした。また、これらの情報を履歴管理で

きるシステムとした。
【結果】製品名を把握することでより安全にMR検査を行うこと

ができた。さらに、従来に比べて検査直前の確認漏れが著し
く減少し、円滑な検査を実施可能になった。さらに安全な検

査を行っていくために継続的なMR適応データベースの蓄積

が必要である。

006 金属・患者問診情報管理機能を持つMR検査

支援システムの運用と支援状況評価

富山大学附属病院 放射線部

高澤美和、森 光一、伊藤 一、伊藤貞則、長濱航永、澁谷
尚希、荒井一旭、熊谷道朝

【目的】1.5T/3T何れの装置を使用するか決定する際、患者

の体内金属や問診情報が大きな拠り所となる。当院では安

全で効率的な検査準備が行なえるように、検査の際行う体

内金属・問診内容を記録管理する機能を持つ独自のMR検

査支援システムを構築運用している。今回約１年経過したの

でその支援状況の評価を試みる。

【方法】問診は体内金属と体外金属に関する金属問診と患

者状態と造影剤に関する患者問診に分かれている。これら

の内容を禁忌・要注意・問題なしの3段階で記録している。評

価方法は、本支援システムの現在の支援状況について分析

し、HIS/RISシステムによって与えられる問診情報と本支援シ
ステムによる問診情報の比較を行った。

【結果】本支援システムでは検査件数の約50％で過去の記
録があった。オーダー時の問診では体内金属が無く支援シ

ステムの記録上であった割合は約10％であった。患者問診

では閉所恐怖症などの状態について支援されていた。

007 体内金属留置者におけるMRI検査の安全

管理に関する取り組み

1名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック
2名古屋放射線診断クリニック

築島正拓1、林部昌弘2、玉井伸一1、山室 修1

【背景】今年5月に厚生省からMRI装置に関わる使用上の注

意の改訂が通達された。近年のMRI装置の高磁場化、また

一部医療機器のMRI対応化により、MRI検査の安全管理が

複雑化しているためである。

【目的】当院のMRI検査における体内金属の安全管理につ

いて紹介する。今回、当院でH23年11月～H25年6月までの

MRI依頼検査2373件について、検査施行基準に適合せず検

査中止となった事例、また静磁場強度(装置)を変更し検査を
施行した事例について調査を行った。

【結果】当院基準により安全性の確認が必要な体内金属留
置者は211人であった。そのうち体内金属によって検査中止

となった事例が11件(5％)、静磁場強度を変更した事例が42

件(20％)であった。

【考察】MRI検査での医療事故は死亡事故など重篤な報告

もある。各施設で施行基準は異なるが、このような取り組み
を行う事により事故防止の一助になれば幸いである。

008 炭酸ランタン水和物がMRIに及ぼす影響

1東名古屋画像診断クリニック
2名古屋放射線診断クリニック

山室 修1、築島正拓1、田中宏卓1、林部昌弘1、高橋克彰1、

玉井伸一2

【目的】炭酸ランタン水和物にはLaが含まれているため,X線

写真にてBa様陰影を示したり,CT画像に強いビームハードニ

ングアーチファクトを認めたり,さらにはその形状から異物と

誤認する危険性がある.Gdと同じ「ランタナイド族」の一員で
ある炭酸ランタンのMRIに及ぼす影響について調べた.

【検討項目】1)吸引力2)アーチファクト3)信号強度
【方法】1)錠剤を糸につけ磁束密度が強い場所にて測定2)錠

剤の周囲をゼラチンで固定し撮影3)7種類のmol濃度に調整

し撮影

【使用機器】MRI:SignaHDxt1.5T/3.0T, CT:Biograph40, X-

P:SHIMADZU RAD speed safire, ホスレノールチュアブル錠

250mg/500mg,マグネビスト1mmol/l,吸引力計測器,アクリル

円板

【結果】1)錠剤250mg及び500mg共1.5T,3.0Tにおいて吸引力

は認められなかった2)錠剤の信号強度はアクリル円板より

低く,アーチファクトは認められなかった3)基準溶媒と比較し

た時,各シーケンスにおいて特異的な信号強度は見られな

かった
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009 てんかん症例におけるASL有用性の検討

1市立敦賀病院 放射線室
2市立敦賀病院 放射線科
3市立敦賀病院 小児科
4市立敦賀病院 脳神経外科

田泉智明1、松山 聡1、清水敦之1、山崎 厳1、日比 武1、

平口博之1、木船孝一2、萩原悠紀3、常俊顕三4、新井良和4

【目的】診察時に症状が出ていないことが多いてんかん症例

において客観的に判断できる情報を増やすことで診断の一
助になることを目的とする

【方法】2012年3月～2013年7月に行ったてんかん症例の患

者に対するASLの結果を報告する

【結果】局所的な脳血流の増加や左右の非対称などの所見

が見られた
【結論】所見が見られた割合は決して多い訳ではないが、所

見が出る時には特異的な情報となり診断の一助となることが
できたと考える

010 3T装置における肝臓‐拡散強調画像(DWI)

の腫瘍コントラストの検討

豊橋市民病院 放射線技術室

喜多和真、畑井博晶、寺部充昭、坂口哲基

【目的】3T 装置の導入に伴い，1.5T装置と同様のb値を用い
たDWIにおいて信号値が組織間で逆転する症例を経験した.

そこで3T装置DWIにおいてb値と組織コントラストとの関係を

1.5T装置と比較し検討した.

【方法】Gd造影剤及びショ糖水溶液を用いて，肝嚢胞及び肝

細胞癌のADC値及びT2値に近似させた試料を作成し，3T及

び1.5T各装置にて撮像を行った. b値は0～2000s/mm2とし，

その他の条件は装置間で可能な限り等しくした.各試料の信

号値に組織のプロトン密度値(文献値)を乗じた値を用いて，

肝嚢胞試料／肝細胞癌試料をコントラストとして算出した.

【結果】各b値におけるコントラスト比較では，b=800s/mm2に

おいて1.5Tでは約1.3倍であったのに対し，3Tでは約2倍と大

きくなった.更に3Tで1.5Tと同等のコントラストを得るには

b=1100s/mm2程度となった.
【結語】装置の違いによる組織コントラストの変化を考慮し，

各装置におけるb値の最適化が必要であると考える.

011 腹部領域における短時間撮像LAVAFLEX法

の検討

聖隷浜松病院 放射線部
渥美 裕、杉村正義

【目的】当院では腹部領域のT1撮像に息止めLAVAFLEX法を

使用している。その際撮像時間を短縮させる必要がある。そ

こでデータ収集法とデータ量を変化させ時間短縮した時の

画質を評価した。

【方法】GE社製Discovery750Wにて分解能ファントムを以下

の条件で撮像。データ収集法のTurbo ARCを0～2、ARC 

Factorを2*1～2*2、データ量の減少はk-space中心の間引き

値であるMin ARC Phase,Slice overscansを12,24,36,48と変化

させて撮像。
【結果】Turbo0,ARC Factor2*1,Overscan48のとき撮像時間は

最長となり、確認出来る分解能は2mmであった。Turbo1 or 
2，ARC Factor2*2,Overscans12に設定する事で撮像時間は

最短の41.4%に短縮したが2mm分解能は確認出来なかった。

2mm分解能が確認出来、且つ最短の撮像時間となるのは

Turbo1,ARC Factor2*2,Overscans24の時であった。

012 opposed phaseにおけるＴＲの変化による

微量脂肪検出の検討

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院
赤坂正明、森下 毅

【目的】上腹部腫瘍などのopposed phase imageによる微量

脂肪の検出は重要であるが、高齢者などの息止め困難な場

合に評価困難なことがある。今回撮影時間を数秒に短縮す

ることで、息止め困難な患者にどの程度評価できるか検討を

行った。

【方法】脂肪の評価が実際可能かどうか評価するため、油と

水の割合を変えた自作ファントムを使用した。ＴＲとＦＡを変え

て撮影し脂肪の信号変化などを調べた。自由呼吸下で従来

との撮影比較を行いどの程度認識できるかなどの評価を
行った。

【結論】３秒程度の撮影時間においても脂肪１％のファントム
でも脂肪の有無の評価は可能であった。ＴＲとＦＡの変更に

よって短時間撮影が可能であったが枚数の制限がかかるこ

とが問題となった。また自由呼吸下でもやはり描出は困難で

あるが、間欠撮影などの工夫をすれば目的箇所のみの脂肪

の評価は可能と思われた。
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013 ADC測定における各撮像パラメータの影響

豊橋市民病院 放射線技術室

畑井博晶、喜多和真、寺部充昭、坂口哲基

【背景および目的】3Tesra MRI装置Skyraの導入に伴いhigh b

値による撮像によるADC値の測定が行われるようになった。

しかし、軟部や正常組織において安定したADC値が得られな

いという事象を経験した。そこでADC測定における各撮像パ

ラメータの影響について比較検討した。

【方法】中性洗剤をファントムとしSE型EPI-DWIを用いた。
normalize filter,prescan normalizeの有無,parallel imagingの

有無,スライス厚は1mm～10mmで変化させb値は0～

4000s/mm2を用いて撮像した。ファントムの信号強度、標準

偏差を測定しADC値と変動係数を算出した。

【結果】normalize filterではコイルの中心ではADC値が安定し
ていたが辺縁では低くなるものがみられた。pararell imageの

使用によりADC値が低くなる傾向がみられた。スライス厚、b
値の影響による低い信号値では変動係数が高くなり、変動

係数が20～30を超えるとADC値は低くなった。

014 ディジタルラジオグラフィにおける付加フィル

タリングによる被ばく低減

1金沢大学 医薬保健学域保健学類 放射線技術科学専攻、
2金沢大学 大学院 医薬保健学 総合研究科、
3 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系

服部雅之1、田村能之2、永草大輔2、市川勝弘3

【目的】ディジタルラジオグラフィ(DRシステム)において，Cu付

加フィルタを用いたときの被ばく線量と画質の関係を信号対

雑音比を用いて評価する．

【方法】X線平面検出器には，シーメンス社LuminosDRF を用

いた．12cm厚のアクリルファントムをフィルタ無し：70，80，90，

100kVと，Cu付加フィルタ0.1，0.2，0.3，0.4mm：70kVを入射

表面線量を同一にして撮影した．画像から鮮鋭度（MTF），粒

状性（NPS），コントラストを測定し，コントラストを考慮した信

号対雑音比(SNRc)を算出した．SNRc2 を同一にする線量比で

撮影し，バーガーファントムの視覚評価から，その正当性を

検討した．

【結論】SNRc 2を比較した結果，コントラストの低下を抑えつ
つ，Cu0.1mmでは72.9%，Cu0.2mmでは58.1%，Cu0.3mmで

は53.7%，Cu0.4mmでは46.9%の被ばく低減が示唆された．

015 演題取り下げ 016 NLM法を用いたノイズ除去法のX線画像で

の有用性の検討

1金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻、
2金沢大学 医薬保健研究域 保健学系、
3金沢大学病院 放射線部

加藤真理奈1、真田 茂2、田中利恵2、峰広香織3

【目的】非局所平均法NonLocal-Means法(以下NLM法)を用い

たノイズ除去法のX線画像での有用性を検討する．

【方法】通常線量画像とNLM法処理後の低線量画像(1/2線

量，1/4線量)を比較した．解像特性：MTF，粒状性：NNPS，コ

ントラストノイズ比：CNRの物理評価を行った．また，バーガー

ファントムを用いたContrast-Detailダイアグラム(以下CDダイ
アグラム)による視覚評価を行った．

【結果】NLM法処理後の画像のMTFとCNRは通常線量画像

の各々と有意差が認められなかった．また，NLM法処理後

のNNPSは高周波数領域において通常線量画像のNNPSまで

改善した．また，NLM法処理後のCDダイアグラムは改善する

傾向を示した．

【まとめ】Ｘ線画像のノイズ除去にNLM法は有用であり，低線
量撮影の可能性が示唆された．
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017 足部斜方向撮影における角度統一の検討

1鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科
2聖隷三方原病院 画像診断部

飯田和磨1、山下剛範1、竹村実紀2、永峯岳樹2、塚原 等2、

長屋重幸2、山本英雄2

【目的】足部斜方向撮影における撮影角度統一の可能性を

検討する。

【方法】無作為に選択した11施設に対し、足部斜方向撮影の

撮影角度が定められているかアンケートを実施。247症例の
足部正面X線撮影画像より、皮膚面・中足骨の開張角を計測

し、撮影最適角度を算出。身体的特徴と撮影角の相関を確

認した。開張角18°・27°ファントムを用い正面位から5°刻

みで35°まで角度をつけ撮影し、中足骨の分離度合を確認

した。
【結果】20°から30°で行っている施設は全体の72％であっ

た。247症例中20°から30°で撮影可能な症例は85％で
あった。撮影角との相関は年齢が最も大きく、身長、体重、

BMI、開張角の順であった。開張角18°ファントムでは0-

25°、開張角27°ファントムでは0-35°まで中足骨の分離

は可能であった。よって統一可能な角度は25°となった。

【結論】身体的特徴と撮影角は関係が薄く、撮影角度を25°

に統一できる可能性が示唆された。

018 動画対応FPDを用いたX線側面動態撮影法

による運動解析 -腰椎運動と股関節運動との関係-

1金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻
2金沢大学附属病院 放射線部、
3金沢大学附属病院 整形外科、
4金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
島田康佑1、川嶋広貴2、吉岡克人3、真田 茂4

【目的】腰椎の可動域の測定には，X線側面ストレス撮影で

取得した静止像が用いられる．すなわち，不安定腰椎の診

断には運動機能情報は考慮されていない．また，Hip-Spine 

Syndromeの観点から，腰椎と股関節の運動を共に評価する

ことにより運動連鎖からの症状を改善できると報告されてい

る．そこで我々は，広視野のFPD装置で撮影した腰部側面の

動画像によって，腰椎と股関節の動態を同時に評価すること

を検討した．

【方法】対象は健常者17名，腰椎すべり症患者9名である．

撮影には動画対応FPD搭載のポータブル撮影装置 (キヤノン

社試作) を使用した．立位の最大前屈位から最大後屈位ま
でを10秒間で10～20枚の動画像を取得した．解析項目は腰

椎及び股関節の角度変化量である．

【結果とまとめ】健常群とすべり症群で腰椎と股関節の角度

変化量の関係に異なる傾向がみられた．すべり症群では腰

椎可動域の減少だけでなく，股関節優位の運動があること

が示唆された．

019 当院における画像部門感染対策ワーキン

ググループ活動成果の評価

大垣市民病院
片岡 咲、近藤賢洋、高田 賢、乙部克彦、石川照芳、野田

孝浩、川地俊明、奥村恭己

【目的及び方法】当院では平成21年に診療検査科画像部門

感染対策ワーキンググループ(以下WG)を発足し、診療放射

線技師の感染対策への知識や、意識向上を目指し院内感

染対策マニュアル作成、手指消毒キャンペーン、個人防護

具着脱訓練などを行ってきた。発足後4年が経過し、今回そ

の成果についてアンケート調査を中心に検討を行ったので

報告する。【結果】感染対策の知識は向上し、2年前には半

数以下であった手指衛生や個人防護具の認知度が向上す
るなどWGの活動が活かされていた。しかし意識の向上が認

められず、感染対策の実施状況においても改善の余地が
あった。

【考察】実施状況に改善が見られなかった要因は「意識の低

さ」で、感染予防の必要性への理解が不十分であったと思

われる。今後はWG主体で感染対策の講演会や知識を共有

する勉強会を行い、情報を十分浸透させ、またWGメンバー
が感染対策の行動規範となるよう一層努力していく必要が

あると思われた。

020 破格を有する解剖体資料を用いた、診療

放射線技師養成課程の解剖学教育の有効法

名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻 医用
量子科学講座

本間光彦

技師養成の解剖教育は解剖実習を行わず机上の学習のみ

で、内部構造を見たことがない者が、画像化しそれを評価す

るには大いに無理がある。

養成機関で破格を学習することはほとんどなく、血管造影な

どで脈管の変異に気づき、そこから初めて破格を学ぶ。正常

解剖は資料も豊富で独学も可能であるが、破格の資料は多

くなく、学習は困難を極める。

医療機関で最初に人体構造を画像化する部門の技師は、画
像化されたものがアーチファクトかどうかを判断しなければ

ならない。破格を十分理解していないために、実際に存在す
る構造物をアーチファクトとして処理してしまう恐れもある。

胸部ＣＴ・ＭＲＩ、乳房検査で破格として遭遇する可能性が高

いものの１つとして、胸骨筋の存在がある。

今回、巨大な胸骨筋を有する解剖体を経験し、解剖体資料

を用いた講義を行った。解剖体資料を用いた学習は十分な
説得力があり、破格、発生学の理解を深めるのに有用で

あった。
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021 ノンテクニカルスキル（NTS）におけるSBARを

用いた状況報告トレーニング

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、桑山真紀、佐々木綾美、角 英典、前田佳彦、森

佐知子、佐野幹夫

【背景・目的】医療行為にはマニュアルなど行動基準が存在

するが，情報伝達などのノンテクニカルスキル（以下NTS）に

このような基準は利用されておらず，診療放射線技師の教

育においてもNTSの教授に関する報告はない．そこで，情報

伝達の手法であるSBAR（状況，背景，判断，提案）を用いて

NTSの向上を目的としたトレーニングを行ったので報告する．

【方法】技師（経験年数2年以下）を対象とし，患者急変時の

シミュレーショントレーニングを実施した．また，トレーニング

前後での伝達内容チェックリストにてその効果を検証した．

【結果・考察】トレーニング前後でのチェックリストの達成ポイ

ントは3.4点（8点満点）から6.3点に向上し，情報伝達手法の

習得に役立った．かつては経験的に体得していたNTSを言語

化し教授することで一方的な指示待ちの受身の姿勢を改善
し，相手を尊重しかつ自己表現もできるアサーティブな姿勢

の習得に繋がると考える．

022 データベースソフトを利用した患者到着情報

共有システムの構築

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

池田征弘、森下 毅

【目的】当院では各撮影室への患者到着情報は、スタッフに
よる検査指示票の配布によって行われていた。新棟建設に

より撮影室の配置は大幅に変わり、運用の見直しが必須と

なった。HISのオーダー情報とMicrosoft Accessの組みあ

わせにより、費用をかけずに情報共有システムを構築した。

【方法 】各撮 影室 のHIS端末 にイ ンストー ルされ ている

Microsoft Accessにオーダーリングサーバーからの患者情

報をリアルタイムに取り込む。受付時の処理で撮影室毎に

患者到着が確認できるようする。

【結論】紙ベース或いは口頭で行っていた伝達が、各撮影室

のPCで確認できるようになった。もともとインストールされて

いた汎用的なソフトを使用したため費用はかからず、スタッフ

の要望に応じた機能、情報を追加できるなどカスタマイズも

容易である。スタッフの動線は明らかに短縮された。撮影業
務のペーパーレス化への可能性も高まった。

023 臨床現場における医用モニタ管理：6年間

のデータ分析から得た知見

名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科
真野晃浩、新美孝永、杉本美津夫、小坂健太

【目的】LCDモニタ管理は,継続的に実施することに意義があ

る.当院では,集中管理可能なEIZOのRadiforce GX-220が現

在120台導入され,約6年間継続的に管理を実施している.本

報では継続的管理で得られた知見を反映したモニタ運用例

を紹介する,【方法】内蔵センサで測定した6年間分の輝度,

階調,環境照度,使用時間等について詳細分析し,情報抽出

を実施した.【結果】全モニタの使用時間を平均的に運用する

ため配置場所の変更を実施した（14491±4010時間/6年）.

年１回キャリブレーションを実施したことで,階調はGSDF＜
15%,導入時450cd/m2に設定した最高輝度の低下は10%以

内であった.環境照度は,病棟や外来の69ヵ所平均で
447.9±278.2であり４年前（486.4±326.5）と比較して低下が

認められた.【結論】集中管理可能であっても業務の合間に

100台以上のモニタを継続管理するには,定期的に管理デー

タを分析し,モニタ特性や使用状況を把握した上での効率的

運用が要求される.

024 腰椎側面における撮影方向の違いによる

実効線量比較

1偕行会 名古屋共立病院 画像技術課
2トヨタ記念病院 放射線科
3藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科

松永雄太1、川口 愛2、浅田恭生 3、滝川幸則1、山田雅

巳1、鈴木昇一3

【目的】腰椎側面における一般撮影の入射表面線量は,IAEA

におけるガイダンスレベルにおいて最高値である。また,側面

像の撮影方向は各施設によって異なる。本研究では腰椎側

面の撮影方向の違いを実効線量で評価した。

【方法】ランドファントム,TLD素子(250本)を使用した。2011年

の全国調査で得られた撮影条件(管電圧,mAs値,SID,総ろ過)
の平均値で入射方向をLR方向とRL方向のそれぞれで照射を

行った。各臓器に配置したTLD素子を読み取り, 実効線量
(ICRP pub103)を算出した。

【結果】LR方向における実効線量は0.6 mSvとなり,RL方向で

は0.3 mSvとなった。LR方向では胃(3.1 mGy)が入射点側に位

置し,最大になったことに対し, RL方向では肝臓(2.5 mGy)が最

大となった。なお,両方向ともに入射表面線量は7.5 mGyと同
程度であった。

【まとめ】一般撮影における腰椎側面はRL方向で撮影するこ

とで線量低減が可能であった。入射点側の臓器によって実

効線量に違いが生じた。



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.16   (2014) 

- 94 - 

 

放射線防護 放射線防護

放射線防護 放射線防護

025 肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術を想定した

コーンビームCTの散乱線の空間分布の検討

1愛知医科大学病院 中央放射線部
2名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門
3愛知医科大学 医学部 放射線医学講座

大澤充晴1、伊藤雄二1、青井典隆 1、望月 博1、藤田尚利
2、森川真也子3、石口恒男3

【目的】肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術を想定したコーン

ビームCT(以下、CBCT)撮像時において、防護用具を用い

た場合と用いない場合で、撮影室内の散乱線の空間分布を

比較し、術者の最適な防護方法について検討した

【方法】撮影室内に光刺激蛍光線量計をファントムを中心に

三次元的に配置し、CBCT撮像を行った際の散乱線の空間

分布を測定した。測定は、1.防護用具なし、2.寝台の防護エ

プロン＋天井吊下げ式防護板使用、3. 寝台の防護エプロン

＋患者体表のエッジプロテクタ使用の3条件とした。

【結論】 防護用具を用いた場合に散乱線量は用いない場合

に比べ著明に減少した。また上記の測定条件2、3の間に統
計的有意差は認められなかったが、床面からの高さ135、

180cmの位置では両条件の間に差がみられた。術者が患
者から離れられない状況でも、適切な防護用具の使用と立

ち位置に注意を払うことで、ＣＢＣＴ撮像時の術者の被ばく線

量を軽減することができる。

026 当院の小児ＣＴ検査における医療被ばくの

検討

南砺市民病院 画像技術科

細木栄希

【目的】当院における小児CTにおいて年齢および体重に対す
る被ばく線量との相関性を調べ、また小児の被ばく線量の管

理を目的にこの研究を行った。

【方法】H23年10月から現在までの小児CT検査のDLP値から

実効線量を求めた。それにより年齢および体重と被ばく線量

の相関性を調べた。また被ばく線量の積算値管理はExcelを

用いた。

【結果】被ばく線量との相関性は年齢よりも体重の方があっ

た。しかしCTDIvol、DLP値に大きなバラつきが生じた。実効線

量に関しては、腹部CT以外はほぼ同程度の値を示した。【考

察とまとめ】体厚に比例して被ばくが多くなるので、体重と被

ばく線量の相関性があったと考える。CTDIvol、DLP値に大き

なバラつきが出たことは、技師により撮影方法と範囲が異な

ること、救急の患者を含むこと、体重の計り方に誤差があっ
たことが考えられる。以上のことにより体重と被ばく線量の

相関性をもとに、当院の小児の被ばく線量管理は有用だと

考える。

027 内視鏡検査における放射線防護カーテン

の有用性の検討

浜松医科大学 医学部附属病院 放射線部
坂本昌隆、竹井泰孝、岩田裕太、池田浩章、東田真吾

【目的】ERCP等の内視鏡検査ではオーバーチューブ方式X線

TV装置が利用されることが多く、スタッフの被ばく線量の増

加が懸念される。当院ではスタッフの水晶体被ばく低減を目

的に、オーバーチューブ方式X線TV装置用の防護カーテンを

導入した。我々は検査室内散乱線を測定し、防護カーテン

の防護効果について検討を行った。

【方法】25 cmのPMMAを散乱体として用い、電離箱線量計を

用いて1分間透視を行って検査中のスタッフの立ち位置での

散乱線を積算値として測定した。なお散乱線測定は、床上
100 cm（腹部）と150 cm（水晶体）の2点とした。

【結果】X線管正面に面する位置の床上150 cmの点において、
1.67 mGy/hrと最も大きな値を示したが、防護カーテンを利

用することで約1/10までに低減できた。

028 当院の小児一般撮影における年間被ばくの

現状調査

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科
大塚智子、松永純也、神谷 悟

【目的】我々は、第69回日本放射線技術学会総会にて小児

CTの年間被ばくを調査した。X線検査による年間の小児複合

被ばくを求めるため、今回は一般撮影検査を調査対象とした。

【方法】調査期間は2012/01/01から2012/12/31の0～15歳の

外来患者とした。線量算出方法はPCXMCで行い、各検査の

実効線量と入射表面線量を算出した。【結果】調査対象の小

児検査は約9000件であり、内一般撮影は約8000件であった。

撮影依頼の多い部位は胸部、腹部撮影であった。胸部撮影

の実効線量は0.008~0.078mSv、入射表面線量は
0.028~0.433mGyとなった。

【結論】当院における小児一般撮影検査の年間被ばくの現
状を把握することができた。今後、透視検査やRI検査を含め

シミュレーションを行い、複合被ばくを算出していきたい。
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029 妊婦の前置胎盤症例のIVR施術における

胎児被ばく線量の測定

1名古屋大学 医学部 保健学科
2名古屋大学 大学院医学系研究科 医療技術学専攻
3名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科

和田聡志1、櫻野壮太1、小山修司2、西條貴哉3、石川芳信3、

瀬口繁信3

【目的】妊婦の前置胎盤症例とは、出産時、胎盤が子宮口付

近を覆い産道を遮る症例である。この場合、子宮口付近の

内膜が薄いため剥離の際大量出血を伴う可能性がある。そ

こで、帝王切開術の前に、総腸骨動脈にバルーンカテーテ

ルを留置する。本研究では、このIVR手技での胎児の被ばく

線量を測定する。

【方法】IVR装置に、半導体線量計を装着した人体等価ファン

トムを配置し、各種条件でファントム内の各臓器位置と胎児

位置での吸収線量を測定した。

【結果】妊婦の腹厚200、240、280mmにおいて胎児位置の吸

収線量はそれぞれ4.5、3.5、2.5mGyとなった。また、胎児位
置を鉛で覆った場合の吸収線量は覆わない場合の約半分と

なった。
【考察】ICRPによる胎児の放射線影響のしきい線量は安全側

に見積もって100mGyであるため大きな問題は無いが、可能

な限り低減をする努力は必要と考えられる。

030 当院CT検査における医療被ばく低減の試み

福井県立病院 放射線室
塚本直孝、萩 勝彦、後藤茂樹、溝口直洋、渡辺修司、宮下

正巳

【目的】当院の医療被ばく低減認定施設更新を目指し、CT検

査の患者被ばく線量を実測とImPACTで求め、検討する。

【方法】各装置で頭部・胸部・腹部・小児頭部の撮影条件で

CTDIvolを実測した。同様にImPACTを使用し、CTDIvolを計算

した。結果は技師会の医療被ばくガイドラインおよび装置の

表示値と比較した。

【結果】頭部では(1)64列CTで実測52.6[mGy]と

ImPACT57.2[mGy](2)16列CTで48.41と59.80(3)320列CTで

78.59と80.70であった。胸部では(1)で17.84と14.30(2)で7.84

と15.20(3)で11.72と14.70であった。腹部では(1)で20.66と
31.70(2)で9.61と15.20(3)で14.63と18.10であった。小児頭部

では(3)で20.43と21.1であった。
【結論】いずれの検査でもガイドライン値を満たし、また患者

被ばく線量は装置表示値を十分参考に出来る。

031 X線CTにおけるファントム内深部線量分布

の実測と線量指標の検討

1名古屋大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻
2名古屋大学 大学院医学系研究科 医療技術学専攻
3名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部放射線部門

井上政輝1、小山修司2、沼元 瞳2、堤 貴紀3、遠藤真紀3

【目的】Ｘ線ＣＴにおいて、吸収線量のピーク位置がファント

ム表面からやや深部に遷移するという報告がされている。そ

こで、本研究では自作した水ファントムを用いてファントム内

線量分布を取得し、従来の線量指標について検討する。

【方法】発泡スチロールを用いて直径320mm、長さ450mmの

円筒形水ファントムを作成し、東芝メディカル社製CT装置

Aquilion64を用いて管電圧120kV、スキャン範囲100mmで照
射した。線量計には半導体検出器を用い、表面からの深さ

を変えて測定を行った。
【結果】ファントム内部の深部線量分布において、線量の

ピーク位置はファントム表面から約8mmの深さに遷移してお

り、表面より約7.3％増加していた。

【考察】線量のピーク位置がやや深部に遷移することで

CTDIwの精度に影響が表れると考えられる。CTDIwの算出に
用いる加重係数は従来の表面2/3、中心1/3よりも、1/2，1/2

を使用する方がより平均線量に近い値を示すと考えられる。

032 CTの線量評価に関する蛍光ガラス線量計

の基礎検討

1金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻
2金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
3金沢大学 医薬保健学域 保健学類

廣澤文香1、松原孝祐2、近藤博仁3、越田吉郎2

【目的】CT線量評価での使用を前提に、蛍光ガラス線量計の

基礎特性および断面内線量分布評価に関する検討を行った。

【方法】旭テクノグラス社製の低エネルギー補償フィルタ付素

子(GD-352M)と補償フィルタ無の素子(GD-302M)に関して、

エネルギー特性、素子間のばらつき、方向依存性を調べた。

さらに、使用エネルギーでの校正を行った2種類の素子を用

いてCT装置(GE社製Light speed VCT)で線量分布を測定した。
【結果】GD-302Mのエネルギー特性は38keV付近でピークを

示し、その後急激に低下した。一方、GD-352Mではエネル
ギー特性は良好であったが、素子間のばらつきは大きくなっ

た。また、方向依存性はGD-352Mで方向に依存して感度が

大きく変化した。断面内線量に関してはGD-352Mのほうが

GD-302Mよりも全体的に低くなった。

【考察】GD-352Mの断面内線量分布には散乱線の影響が含
まれていない可能性があり、GD-302Mを用いるのが妥当で

あると考える。
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033 既存CT実効エネルギー測定法の比較検討

1金沢大学 医薬保健学域保健学類 放射線技術科学専攻
2金沢大学 大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻
3金沢大学 医薬保健研究域 保健学系

近藤博仁1、廣澤 文香2、松原孝祐 3、越田吉郎3

【目的】CTの実効エネルギー測定法について従来の方法で

あるX線管固定法(以下、従来法)ではメーカ側の協力が必要

であった.現在その簡便化のため様々な手法が報告されてい

る.そこで今回、既存の測定法の精度について比較検討を
行った.

【方法】SOMATOM Emotion(シーメンス社製)において管電圧

を80,110,130kVと変化させ、既存の測定法のうち銅パイプ法、

鉛ケース法、半導体線量計による方法(以下、半導体法)、位

置決め条件による方法(以下、位置決め法)について銅また
はアルミニウム半価層を測定し、実効エネルギーを算出した.

その後従来法との誤差を出し、精度の比較を行った.
【結果】従来法との実効エネルギーの差、誤差は銅パイプ法

で0.62-2.22keV(1.45-4.33%)、鉛ケース法で0.15-0.58keV(0.3-

1.1%)、半導体法で0.39-1.49keV(0.8-3.57%)、位置決め法で

4.7-11keV(11-20.6%)であった.

【結語】今回行った比較より精度及び簡便性の観点から鉛

ケース法が最良である

034 陽子線治療における放射化物による残留

放射線の測定

1藤田保健衛生大学大学 医療科学部 放射線学科
2藤田保健衛生大学 大学院 保健学研究科
3名古屋陽子線治療センター 陽子線治療技術科

濱野 裕1、加藤秀樹1、林 直樹1、鈴木志津馬2、花井 諒1、山
本安希子1、安井啓祐3、柴田洋希3

【目的】現在、陽子線治療装置で発生する中性子および中

性子の核反応によって放射化された物質の残留放射線によ

る従事者の被曝について述べられた文献や研究は少ない。

そこで本研究では、残留放射線の時間的変化を測定し従事

者の被曝線量を推定した。

【方法】照射直後にノズルヘッド付近に電離箱サーベイメー

ターを置き、残留放射線量率の時間的変化を測定した。照

射は水平方向とし、幾何学的配置は実際に患者に照射する

配置とした。MU値による被曝線量の比較を行い、リニアック

の残留放射線量率との比較、検討をも行った。陽子線治療

においても、基準条件で100MU=1Gyとして校正されている。
【結果】照射終了後5分間作業したとすると、100MUで照射し

た場合は約0.8μSv、200MUの場合は約1.5μSv被曝すること

が推定された。また電子リニアックの高エネルギーＸ線照射

時と比較すると、陽子線の方が早く減衰し、短半減期放射化

核種の寄与の割合が多いことがわかった。

035 陽子線治療残留放射線による放射化物の

核種同定-可搬型γ線スペクトルメータによる測定
-
1藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
3名古屋陽子線治療センター 陽子線治療技術科

鈴木志津馬1、加藤秀起2、林 直樹2、花井 諒2、濱野 裕2、

山本安希子2、安井啓祐3、柴田洋希3

【目的】近年陽子線治療施設が各地に建設されており、多く

の治療が行われている。その一方、ノズル付近のMLCなど

での高エネルギーのプロトンと金属等による光核反応や、中

性子と金属等による熱中性子捕獲反応に伴う放射化、また
それに伴う従事者の被ばく線量については、十分なデータ

が得られていない。本研究では、放射化核種の同定を行う
ことで、従事者被ばく管理の有力な情報を得ることを目的と

した。

【方法】 陽子線治療装置の水平方向照射直後に、ノズル付

近で可搬型γ線スペクトロメータ（CdZnTe半導体検出器）を配

置し、測定を行った。測定により得られたスペクトルデータを

スペクトロメータに対する出力レスポンス補正をしたのちに

解析をし、放射化核種の同定を行った。

【結果】最大のNetカウント数があったのは消滅放射線によ

る511keVのピークであった。また同定された核種はNetカウ

ントの大きい順に56-Mn、52-Mn、28-Al、125-Sb、126-Sb、55-

Coであった。

036 当院における頭部血管3DCT検査の最適な

造影剤注入条件の検討について

岡崎市民病院 医療技術局 放射線室
青山真也、箕浦 健一郎、太田健児、太田和希、高橋賢史、

阪野寛之、平井佑典、鈴木順一、都築亮哉、鈴木貴之

【目的】当院における頭部血管3DCT検査の造影剤注入条件

は、常に一定「4.0ml/sec、60ml」であった。しかしこの条件で

は低体重の患者に対して、実験や医師との協議を経て設定

した適正CT値「350～400HU」を上回る症例が多数存在した。

そこで造影剤注入条件を新たに設定し、検討を行った。

【方法】造影剤量を9mgI/m2、注入時間を12秒と新条件を設

定し、VA、BA、MCA、ICのCT値を測定し、体重群ごとに比較

検討を行った。
【結果】低～中体重群においては、CT値は新条件の方が適

正範囲内の症例数が増加したが、高体重群においては、適
正範囲内の症例が減少した。

【結論】新しい条件では、低～中体重の患者に対してはCT値

をより適正値に近づけることが出来たが、高体重では適正

値から遠ざかる結果となった。今後高体重の患者に対する

条件を検討していきたいと考える。
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037 体幹部CTプロトコルの検討

富山大学附属病院 放射線部

荒井一旭、伊藤 一、橋本将彦、堀田大雄、長濱航永、犀

藤友美、水木敏雄、杉下浩生、熊谷道朝、高田 圭

【目的】当院での体幹部撮影スライス厚は6mmだが治験管

理センター依頼のスライス厚は5mmであり、他院持ち込み画

像にも5mmが多く比較読影も考慮しルーチンスライス厚を

5mmに変更することを考えた。しかし、スライス厚の薄層化

による画質の変化が考えられたため撮影条件、処理条件の
検討を行った。

【使用機器】SOMATOM sensation cardiac 64(以下 SS64)、

SOMATOM sensation 16(以下SS16)、キャットファントム、

image-J

【方法】SS64,16においてキャットファントムを用いて実効スラ
イス厚の確認を行った。その後、スライス厚・周波数処理・撮

影線量を可変しMTF・NPS・SDを算出し、合わせて視覚評価を

行った。

【結果・考察】SS64で従来の周波数処理[B35f]を[B25f]に、

SS16で従来の[B41f]を[B35f]に変更した。本実験では撮影線

量の変更を行わずに周波数処理のみによる画質の維持を

試みたが、放射線科読影医の意見によっては撮影線量によ

る検討も必要であると考える。

038 PowerPortを用いた造影CTの基礎的検討

1四日市社会保険病院
2藤田保健衛生大学

磯部好孝1、田中 孝1、吉田亘孝1、辻岡勝美2

【背景】従来ＣＶポートの破損を懸念してポートからの造影は

使用不可であったが造影CTが可能なパワーポート（以下

PWP）が販売され使用可能になった。

【目的】今回我々は血流動態ファントムを使用してPWPから

の造影における基礎的検討を行った。

【方法】腹部ダイナミック時、心臓撮像時の造影プロトコール

でのPWP有無のTDCとPWP使用時の注入可能速度の検討を

おこなった。

【結果】PWPからの腹部、心臓造影プロトコール共に大動脈

を想定した位置における最大CT値到達時間は約2秒早く最
大ＣＴ値は20HU高かった。中濃度造影剤においてはメー

カー明記の5.0ml/secは可能であったが高濃度造影剤では
4.2ml/secが上限であった。考察PWPからの造影では通常の

造影と比べて大きくは変化しないことがわかった。しかし使

用する造影剤濃度によっては注入速度を考慮する必要があ

ると考える。

039 臓器線量を考慮した線量調整機構の被ばく

低減効果

1社会医療法人厚生会 多治見市民病院 放射線技術課
2社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部

塩原崇志1、酒向 健二2、石川貴彬 1、川村忠1

【目的】当院に導入された64列MDCTには、臓器線量を考慮

し頭部では前面90°体幹部では前面180°で各々X線出力

を抑える線量調整機構：Organ Dose Modulation（以下ODM)

がついている。今回我々はODMを使用した場合の放射線感

受性の高い臓器への被ばく低減効果について検討した。

【使用機器】CT装置：GE社製 Optima660FD、ファントム：ラン

ドファントム TLD

【方法】撮影条件は120kVp、Noise indexは頭部で2.6とし、
ODMのON/OFFについてランドファントムの撮影を行った。ラ

ンドファントムの周囲及び内部にTLD素子を配置し1点につき
3回計測し、水晶体・皮膚線量および断面内線量分布を測

定した。

【結果】ODMを使用することで正面の皮膚線量は約25％、水

晶体部分の皮膚線量は約20％低減した。また断面内の線

量は前面で約10％低減した。
【結語】臓器線量を考慮した線量調整機構を用いることで、

画質を保ちつつ感受性の高い臓器への被ばく線量を減らす

ことができる。

040 関心領域設定型CTに関する初期的検討～

実験装置の製作～

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
2藤田保健衛生大学大学院
3岐阜大学

橋本二三生1、村田千佳2、寺本篤司1、藤田広志3

【目的】近年、医用X 線CT 装置の性能の向上、普及により医

療被ばくが増加しており、被ばく低減が課題となっている。現

在のX 線CT 装置は、関心領域だけを画像化したい場合でも、

有効視野全体の投影像を撮影することで断層像を取得して

いる。そこで、X線照射を関心領域のみとし、関心領域のみ

の投影データから断層像を取得することで、被ばくを低減で

きると考えられる。本研究では、被ばくの低減が期待できる
関心領域のみの投影データを用いたCT 装置を開発すること

を目的とし、その基礎的検討として実験装置を製作した。
【方法】被写体を回転させる簡易CT装置に、独立動作する２

つのコリメータを設置し、関心領域設定型CT装置の製作を

行った。また、ファントムの撮影を行い、得られた断層像を評

価した。

【結果・考察】本装置にて取得した関心領域のみの投影デー
タから、ファントムの断層像を取得することは可能であること

がわかった。
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041 3DCT(ray sum)画像を術前計画用テンプレー

トに一致する拡大率でフィルム出力するための条

件の検討

富山県済生会高岡病院 画像技術科

中田光俊、片岡礼子、岡田真一

【目的】当院では3DCT(ray sum)画像をフィルム出力し、術前

計画に用いる予定である。ワークステーションで決めた拡大

率が出力されたフィルムと一致しないので、計画用テンプ

レートが想定している拡大率で出力するための条件につい
て検討した。

【方法】CT装置にて100mmのメジャーを撮影する。撮影FOV・
再構成スライス厚/スライス間隔・再構成FOV・表示枚数を変

化させ、ワークステーションにてray sum画像を作成する。フィ

ルム上でメジャーの長さを計測し、拡大率110%となる条件を

調べる。

【結果】表示枚数、再構成FOVによってフィルム上での長さが

変化し、撮影FOVや再構成スライス厚/スライス間隔では変

化しなかった。フィルム上で拡大率110%にするためには、表

示枚数・再構成FOVに注意が必要であることがわかった。

【考察】計画用テンプレートが想定している拡大率でフィルム

出力するための条件について把握することができた。今後は

その精度について検討する。

042 CTColonography(CTC)の受容性の検討（当

院アンケート調査より）

医療法人 岐陽会 サンライズクリニック

舟渡誠司、國枝栄二、美濃輪博英

【はじめに】近年大腸がんによる死亡率は男女ともに高く、そ
の原因の一つに精検受診率が低くいことが挙げられ、大腸

精密検査の受容性を高める必要がある。今回、

CTColonography(CTC)において、その受容性について検討し

たので報告する。

【方法】2011年9月～2013年5月に当院で実施したCTC後のア

ンケートのうち回答を得られた850例から集計検討した（大腸

内視鏡検査とも比較検討する）。【結果】前処置は満足が

60.2％、検査を苦しいと感じた方は9.9％、スタッフの対応に

満足が99.8％、再度受診を希望される方は80.2％であった。

【考察】前処置の受容性がやや低く、前処置改良の必要性

があると考えられた。大腸内視鏡検査のアンケートでは20～

30％の方が予想以上に苦しいと答えているが、CTC検査を苦

しいと答えている方は約10％で、CTCの受容性は高いと考え
られた。

043 頸動脈ステント術（CAS)前後でCT-Perfusion

が有用であった症例について

国民健康保険 小松市民病院 中央放射線科
湊 哲弥

【目的】当院では頸動脈ステント術（CAS）治療前後にIMPに

よるダイアモックス負荷で脳血流評価を行っているが、今回

それに加えCAS前後にCT-Perfusion（CTP）を行い脳血流評価

を行ったので報告する。

【方法】CASの前日と術翌日に320列Dynamic Volume Scan

（間欠スキャン）を用いたCT-Perfusionを撮影した。

【結果及び考察】東芝320列CT導入（2012年2月）後のCAS症

例4例のうち2例においてCT-Perfusionを行い，CAS前後の

CBF及びMTTを比較した。片側頸動脈狭窄の患者に対する
CTPでは、CAS前は患者のCBF・MTTは健側に比べて低下し

ていたが、CAS後では患側のCBF・MTTは著しく改善がみられ
脳血流量変化の評価ができた。両側頸動脈狭窄の患者に

対するCTPでは、CAS前のCBF・MTTを左右で比較し、左右ど

ちらのCASを優先するかの判断要因のひとつになった。

044 当院での診療放射線技師による冠動脈ＣＴ

の読影補助について

社会医療法人 厚生会 木沢記念病院 放射線技術部
庄司力哉、酒向健二、瀬戸優麻、石井和輝、坪内隆将

【目的】冠動脈CTの読影補助を診療放射線技師が施行し、

医師と技師の間での冠動脈評価の差を比較検討する。

【方法】２０１３年４月～７月の間に施行した検査のうち、冠動

脈CTの経験年数が１～５年の技師４名が読影をした１０６件

において、各セグメントでの狭窄率を比較した。

【成績】撮影結果が良好なものをＡ判定、造影不良や血管の

ブレを認めるが評価できるものをＢ判定、息止め不良や線量

不足により評価困難なものをＣ判定としたとき、技師が評価

した狭窄率と医師が評価した狭窄率はＡ判定８３件のうち約
８３％、Ｂ判定２２件のうち約７２％一致し、Ｃ判定に該当する

ものは１件のみで評価に誤差はみられなかった。
【結論】冠動脈の狭窄率評価において技師と医師の間で大

きな見解の差はなく、読影を技師が行うことは医師の読影補

助に有用である。また、読影補助により医師の負担が軽減さ

れることで検査件数の増加が期待できると思われる。
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045 当院の心臓CTにおける１次読影の取り組み

について

岡崎市民病院 医療技術局 放射線室

阪野寛之、太田健児、太田和希、青山真也、高橋賢史、箕

浦健一郎、平井佑典、鈴木順一、都築亮哉、鈴木貴之

【目的】心臓CT検査において当院循環器内科医との協議の

結果、診療放射線技師が１次読影をすることが提案された。

そこで１次読影システム稼働前に心臓CTの読影に関して教

育・訓練を行ったので報告する。

【方法】2012年11月から2013年1月の期間に心臓CTを施行し

た12症例に対し、診療放射線技師11名で狭窄度、画質に関

してそれぞれ5段階で評価を行った。評価結果をもとに心臓

CT検査における当院の一次読影基準を作成した。

【結果】狭窄度評価は、感度0.20、特異度0.93、PPV0.60、

NPV0.67であった。また、画質は技師間におけるバラツキが

顕著であった。特に高度石灰化症例やモーションアーチファ

クトを有する症例は正診率の低下や画質評価のバラツキが

みられた。
【考察】評価結果をもとに1次読影に関する施設の基準を作

成することは、技師間における読影の統一が図れるとともに、
狭窄度評価の向上が期待できると考える。

046 128列MDCTを用いた無症候糖尿病患者の

冠動脈疾患スクリーニング

磐田市立総合病院 放射線診断技術科

宮崎健介、神谷正貴、鈴木敏之、冨田雄平、八重樫拓、高

城正宏、寺田理希

【目的】無症候糖尿病患者に対する冠動脈疾患のスクリーニ

ング方法は確立されていない。冠動脈造影CTを用いたスク

リーニングの妥当性を検討する。

【方法】2011年10月～2013年7月に当院糖尿病内科に教育

入院した心疾患の既往のない無症候糖尿病患者59名に冠

動脈造影CTを行い、その後の転機を追跡した。

【結果】冠動脈造影CTで有意狭窄と判定した26例、高度石灰

化で評価困難であった1例に更なる精査が施行された。負荷

心筋シンチは17例中5例が陽性、CAGは13例に施行され、う

ち12例は血行再建の適応と判断された。11例が血行再建

（PCI9例、CABG2例）を受け、16例が薬物療法で経過観察と

なった。

【考察】コントロール不良の糖尿病患者群では無症状であっ
ても20％に血行再建を要する冠動脈の有意狭窄病変が検

出された。どのような糖尿病症例に対し積極的なスクリーニ

ングを施行すべきかが今後の検討課題と考えられる。

047 静注用ランジオロール塩酸塩を使用した冠

動脈CT検査における心拍数と血圧変化の検討

富山県立中央病院 画像技術科
森岡祐輔、橋本 敏一、田村昌一、荒幡純貴、森 勝

【目的】静注用ランジオロール塩酸塩（コアベータ）を使用し

た冠動脈CTにおける心拍数低減効果と血圧変化について

検討した．

【方法】対象はコアベータを使用して冠動脈CTを施行した114

例とした．投与量は0.125  mg/kgとした．検査前，コアベータ

投与から約10分後，約40分後における心拍数と血圧をそれ

ぞれ測定した．さらに，約4分後の心拍数も測定した．

【結果】コアベータ投与から約4分後には平均で約9bpm低下

した．約40分後では検査前と比較して収縮期血圧が低下し
たが，拡張期血圧，心拍数に有意差はなかった．

【考察】コアベータによって64.0％の症例において心拍数が
65bpm以下となり，心拍数低減効果が期待できると考えられ

る．一方で，検査前心拍数が75bpm以上の場合，コアベータ

投与後に65bpm以下となったのは30.2％にとどまった．約40

分後における収縮期血圧の低下は緊張緩和によるものと考

えられ，心拍数・血圧への影響は短時間であると考えられる．

048 小児心臓CTの至適造影法の検討

あいち小児保健医療総合センター

石黒泰範、岩崎浩康、安田和志、河井 悟、金川公夫

【目的】当院は小児心臓3DCTを4列MDCTにて行ってきたが、

128列に多列化したため多様な病態に応じた造影法を見直

す必要が生じた。

【方法】対象は心臓3DCTを施行した50例。25例は多様な病

態に応じた造影法（以下従来法）、残り25例は2ml/kgを20秒

で注入（後押しあり）、注入開始から30秒後に撮影した（以下
本法）。右室及び左室のCT値、CT値の平均値、標準偏差の

比較、循環器医2名、技師2名での視覚評価を行った。
【結果】CT値において従来法は右室＞左室、右室＜左室が

混在し、本法ではほぼ右室＜左室となった。右室、左室共に

平均値の差はなく、標準偏差では本法が低い値を示した。

視覚評価において従来法は右室、左室の造影能に差はなく、

本法では左室優位と評価した。

【まとめ】本法は従来法に比し小児の多様な病態に対して満

足できる造影法であり、心臓3DCTのルーチンワークとして問

題なく使用できる方法と考える。
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049 縦隔脂肪量定量評価と冠動脈プラークの関

係

大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室

市川宏紀、野田孝浩、竹中和幸、高田 賢、後藤竜也、近藤

賢洋、堀 貴好、田中敬介、奥村恭己

【目的】心膜下脂肪量は冠動脈イベント発生率に相関がある

といわれる。縦隔脂肪量を定量評価し、冠動脈CTにおける

positive remodeling(以下PR)の有無との関係を検討した。

【方法】冠動脈CTを施行し良好な静止画像が得られた50才

以上の54症例(男性20名、女性34名)。高度石灰化症例やス

テント症例などは除いた。縦隔脂肪の定量評価法として石灰

化スコア測定用の単純CT画像において気管分岐レベルの縦

隔脂肪量をWorkStationで求めた。PRはRemodeling 

Index=1.1以上としWorkStation上で測定し縦隔脂肪量との相

関を求めた。

【結果】PRを有した症例の縦隔に対する脂肪面積割合は男

性で26.6±6.7％、無かった症例は17.5±4.8％、女性は各々

17.7±6.3％、16.1±5.5％であった。男性ではPR発生率に対
する縦隔脂肪量はｐ＜0.01と有意差を示した。

【結語】男性に関してPR発生率と縦隔脂肪量は有意差を示し
た。縦隔脂肪量測定は冠動脈イベント発生率の予測因子に

なりうる。

050 心臓CTにおける石灰化スコアと逐次近似再

構成/低管電圧の関係

三重大学医学部附属病院 中央放射線部

高須千明、久保岡直哉、加藤拓樹、山崎暁夫、永澤直樹、

牧浩昭

【目的】心臓CTにおける逐次近似再構成(IR)と低管電圧撮影

について石灰化スコアの変化の検討を行った。

【方法】2013年1月～2013年7月に当院で行われた包括的心

臓CT検査（石灰化スコア、冠動脈CTA、心筋パーフュージョ

ン）のうち石灰化が見られる症例10例を対象とした。撮影装

置はDefinition Flash(SIEMENS)を使用した。IRの検討は120kV

で撮影された石灰化スコアリング画像を用い、IRの強度を変

えて（無し、1～5）評価した。低管電圧については80kVで撮

影されたダイナミック心筋パーフュージョン画像のうち、まだ

造影剤の到達していない時相を使用し評価した。

【結果】IRの検討では、強度を上げるとともに石灰化スコアが

低下し、強度5ではIRを使用しない再構成に比べ

60.1±14.1%の値を示した。低管電圧の検討では120kV撮影
に比べ80kVで173.5±45.0%の値を示した。

【結論】IRや低管電圧の使用は従来の石灰化スコアの値と

異なるため、取り扱いに注意が必要である。

051 冠状動脈CTにおけるカルシウムスコアと冠

状動脈病変の相関性の検討

社会医療法人財団 恵寿総合病院
三味 篤、森下 毅

【目的】動脈の石灰化は動脈硬化の最終像といわれている。

石灰化の程度から冠状動脈疾患の危険度を予測できれば、

早期にハイリスク患者を発見できると考えた。今回、カルシ

ウムスコアとＣＴ、CAGの結果より相関関係を調査し、診断能

の有用性と限界について検討した。

【方法】冠状動脈CTとCAGを施行された症例を対象とした。

CAGで評価された狭窄率で分類しカルシウムスコアの統計

解析を行った。CTで石灰化により評価不能だった群と評価

可能な群を分類し、カルシウムスコアの限界値を求めた。
【結論】カルシウムスコアと狭窄率の相関性において、スコア

増加にともなって狭窄率も上昇する傾向はみられたが、直
線性の相関はみられなかった。重症冠状動脈疾患症例群で

は有意に高値となった。カルシウムスコアには有病率を予

測するようなカットオフ値は存在しないが、リスクファクター

の一要因として注意喚起する指標となることが示唆された。

052 冠動脈CTにおける体動補正Advanced 

patient motion correctionの有用性

沼津市立病院 放射線科
岡藤康明、下山 浩、田中 章、中西孝文、澤口知、望月 茂

【目的】低心拍数症例に対するFull再構成の適用を検討する。

Full再構成には体動補正を加えたAdvanced patient motion 

correction(以下APMC)という再構成法がある。そこで、Half、

APMC、Full三種類の再構成法の時間分解能とノイズ特性を

計測し、その有用性について検討する。

【方法】金属球体法にて時間分解能を計測した。ノイズ特性

については円筒形水ファントムを撮影し、SD法にてSD値を計

測した。同等SD値における線量低減率を計測した。

【結果】時間分解能はFull、APMC、Halfの順に高くなった。SD
値もFull、APMC、Halfの順に高くなった。Halfに対する線量低

減率はAPMCで約27%、Fullで約45%であった。
【考察】Halfは時間分解能が高い一方、再構成に使用する

データが減少するためSD値が高くなる。低心拍数症例では

時間分解能がHalfに比べて劣るFull再構成が可能で画質、

被曝の点で優れ、APMCによって再構成可能となる心拍数範

囲が拡大し有用と考える。
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053 前立腺IMRTにおける2次元検出器を用いた

線量分布検証のγ解析についての検討

金沢大学附属病院 放射線部

佐賀将人、上田伸一、倉田雄一、能登公也、小島礼慎、磯

村直樹、松浦幸広

【目的】IMRTの線量評価は、評価点線量と線量分布の両方

が必要で、線量分布評価にはFilmや2次元検出器等を使用

した方法がある.今回はFilmとI´mRT MatriXX（以下MatriXX）

による線量分布検証の結果からMatriXXのγ解析の結果につ

いて検討した.

【方法】前立腺IMRTのプラン52例を対象にEDR2とMatriXXで

得られた各プランの冠状断，矢状断にγ解析を実施した.その

結果より両者の線量分布図とγPass Rateを比較し,一致度が

低い症例に対しては詳細に結果を検討した.

【結果・結論】ほとんどのPlanではFilmとMatriXXに大きな差は

見られなかった.一致度が低いPlanでは線量勾配が急峻な所

で誤差を示し，矢状断では低線量域の誤差が目立った.その

原因としては、検出器の間隔が広いことと、角度ごとの検出
器の補正の影響と考えられる.

054 電子線全身照射の線量測定

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
2藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科
3大垣市民病院 医療技術部 外来放射線室

山崎希世1、林 直樹1、前田美穂1、皿良僚太郎1、山川哲弘1、

安達由美子2、黒木燎平2、高木 等3、加藤秀起1

【目的】菌状息肉腫に対する全身電子線照射（TSEBI）では、

線量投与均一性を担保することが重要である。TSEBIは立位

での照射が主流であるが、高齢の患者ではその体位を保持

することは難しく、臥位での照射を選択する場合がある。

我々はラジオクロミックフィルムを用い、臥位でのTSEBIの線

量分布を検証した。

【方法】基礎実験としてフィルムの校正、基準条件での線量

計測を行い、電離箱と比較した。次に、応用実験としてLong 
SSD設定下で水等価ファントムでの測定と人体模擬ファント

ムを用いた測定を行った。照射装置は、Novalis Tx(BrainLAB)、
電離箱線量計はPPC40(IBA)、フィルムはGAFCHROMIC EBT3

を用いた。

【結果】電子線の特性曲線はX線とほぼ一致したが、低線量

領域で不安定であった。実測では、計算値と実測値の乖離

が大きかった。また、電離箱で0.54 Gyであるのに対し、フィ

ルムでは0.67 Gyとなり、低線量領域での計測には課題が残

る結果となった。

055 ラジオクロミックフィルムを用いた全身X線

照射のin vivo線量測定の試み

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
2藤田保健衛生大学 保健学研究科
3大垣市民病院 医療技術部 外来放射線室

前田美穂1、林 直樹1、山崎希世1、皿良僚太郎1、山川哲弘1、

安達由美子2、黒木燎平2、高木 等3、加藤秀紀1

【目的】全身照射では線量投与均一性が求められ、照射前・

照射中の線量管理が重要である。今般我々はラジオクロ

ミックフィルムを用いたin vivo測定を実現させるために、その

精度検証を実施した。

【方法】基礎実験としてフィルムの校正と基準条件における

電離箱線量計とフィルムによる線量を比較した。基礎実験
のデータを基に、Long SSD設定条件において水等価ファント

ムによる簡易評価と人体模擬ファントムによる線量分布評
価を実施した。

照射装置はNovalis Tx、照射エネルギーは6 MV、フィルムは

EBT3、スキャナはEpson ES-10000Gを用いた。

【結果】特性曲線は赤色領域を用いた。基礎実験、Long SSD

条件下での測定ともに電離箱線量計とフィルムの測定値は
概ね一致し、Long SSD条件での計算値と実測値の誤差は

2％以内であった。人体模擬ファントムによる線量分布評価

では概ね設定条件での2 Gy程度だったが、臍部表面線量が

最も線量が高く、50%の線量増であった。

056 標準計測法12の線質変換係数と防浸鞘の

有無に即した線質変換係数によるX線の校正深

水吸収線量の比較検討

福井大学医学部付属病院 放射線部

吉岡千絵、木下尚紀、西本康宏、村井恵巳、戸井章子、北
章延、笹本耕平、安達登志樹

【目的】標準計測法12では校正深水吸収線量計測において

防浸鞘(有・無)にかかわらず防浸鞘0.3mm相当の壁補正係

数(Pwall)を考慮した線質変換係数(kQ,Q0)を用いている． 防

浸鞘0.3mm相当のPwallを考慮したkQ,Q0を用いたときと防

浸鞘(有・無)に即したPwallを考慮したkQ,Q0を用いたときで
校正深水吸収線量に差が生じるか検討を行った．

【方法】6および10MV X線において，標準計測法12に準じて

算出した校正深水吸収線量と防浸鞘(有・無)に即したkQ,Q0

を用いて算出したそれの差を解析した．防浸鞘の有無に即

したkQ,Q0は, Pwallを防浸鞘1mmおよび防浸鞘無し相当の

値を算出し, それを考慮して求めた．

【結果・結論】防浸鞘(有・無)にかかわらず防浸鞘0.3mm相当

のkQ,Q0を使用したときの校正深水吸収線量の差が6MV X

線より10MV X線で差が大きいが-0.061～0.043%程度であり

実務的に問題となるような差でないと考える．
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057 ラジオクロミックフィルムを用いたQAの室内

紫外線露光による影響

浅ノ川総合病院 放射線部

石黒 充、太郎田 融、長谷川拡平、舟田 悟

【背景】放射線治療のQA等に用いるラジオクロミックフィルム
（EBT2）において放射線照射後約2時間は濃度が上昇する特

性があり、照射後の保存時間や温度、環境によってさらに誤

差が生じる。中でも紫外線（以下UV）露光は禁忌であるが蛍

光灯など室内で発生するわずかなUVによる不確かさは不明

である。

【目的】室内UVよるラジオクロミックフィルム濃度変化がQA等

に与える影響を検討した。

【方法】ラジオクロミックフィルム開封直後から室内蛍光灯、

シャウカステン、スキャナーなどの人口光に曝し、フィルム

ベース濃度の変化を、フラットベッドスキャナーを用いて経時

的に測定した。検証に用いた放射線照射後のフィルムも同

様に人口光にさらし濃度変化を測定した。

【結果・考察】すべての人口光によるわずかなUVにおいて濃
度上昇がみられたが、20分以内の露光であれば濃度上昇

は検証許容誤差（３％）範囲内であり、QAの精度には影響し
ない。

058 放射線治療装置Novalis Txのオリジナルトラ

ブルシューターの作成の有用性

大垣市民病院 診療検査科

岩本康史、坂野信也、高木等、竹島賢治、伊藤益弘、船坂

佳正、恒川明和、橋ノ口信一、藤原 宏、前田裕美

【背景】放射線治療トラブルの際には、その修理に対する所

有時間は想定できない場合が多い。我々治療技師は、極力

装置を止めずに対処することが責務である。【目的】装置の

トラブルに対するトラブルシューターの作成により、トラブル

の把握と対応を迅速化するとともに、新人治療技師への装

置の理解を高めることが目的である。

【方法】File Makerにて装置のトラブルが発生した日時、解決

に要した時間、内容、原因、対処方法について記録し、過去

3年分のNovalis Txにおけるトラブルシューターを作成した。

【結果】装置のトラブルの内容および頻度が明確になったこ

とにより、メーカーへの対応の要否の判断と的確な状況説明

が行えるようになった。現場において解決できるトラブル対

応が迅速になり、治療業務への支障が軽減された。
【考察】トラブルを記録し把握することで迅速な対応ができ、

新人治療技師に必要不可欠な情報を提供することができる

と考えられた。

059 多施設間におけるMLC Dosimetric Data値

の検討

1株式会社 バリアン メディカル システムズ
2磐田市立総合病院

原 毅弘1、佐々木浩二2

【目的】放射線治療計画装置に登録するMLC Dosimetric 

Dataは線量分布計算結果に影響を与える項目の一つであ

る。測定方法による差と、ビームエネルギー毎の参考値を確

認し、多施設におけるMLC Dosimetric Dataデータを評価、検

討する。

【方法】Varian社製C-Series（施設数13）を用いた 。測定条件

は、照射野10 cm x 10 cm、測定深10 cm。チェンバータイプ、

測定時のチェンバー位置は各施設に依存する。
【結果】MLC係数測定時のチェンバー中心位置をMLC幅の半

分ずらして測定した場合、全てのエネルギーで係数の値が
低くなった。透過係数値は6X=0.014657, 10X=0.015955。リー

フギャップ値は、6X=0.163760 cm, 10X=0.180202 cm 。

【考察】治療計画装置に登録するMLC Dosimetric Dataの確

認、検討は各施設で責任をもって実施する必要がある。今

回作成したデータは多施設の平均値を用いており、各施設
のコミッショニング時の参考値として用いることが出来る。

060 Dynamic MLCのリーフ駆動安定性の評価に

ついて－リーフ解析ソフトArgusを用いて－

伊勢赤十字病院 医療技術部 放射線技術課
河口洋平、松枝孝次、釜谷 明、谷貞和明、柴原卓彦、大岩

和由、伊藤伸太郎、大形鮎美、大山 泰

【目的】リーフ解析ソフトArgusを用いて、Dynamic MLCのリー

フ駆動がガントリー角度、リーフ速度によってどのように変化

するかを解析する。

【方法】MU値80、線量率300MU/minを固定でリーフ速度が6

種類(0.715、0.835、1.000、1.250、1.665、2.500cm/s)のリーフ

モーションパターンを用い、DMLC照射プランを作成した。ガ

ントリー角度８方向(0°、45°、90°、180°、225°、270°、

315°)でそれぞれ照射し、リーフ位置、リーフ間隔の変動を
Argusで解析した。

【結果】リーフの速度が速くなるにつれて、リーフ位置の変動
は大きくなったが、角度依存性は小さくなった。重力に逆らう

方向にリーフが動く時、最もリーフ位置の変動が大きかった。
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061 陽子線MU計算ソフトの開発及び精度検証

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
2藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科
3名古屋市陽子線治療センター 陽子線治療技術課

山川哲弘1、林 直樹1、安達由美子2、皿良僚太郎1、黒木燎平
2、山崎希世1、前田美穂1、安井啓祐3、柴田洋希3、加藤秀起
1

【目的】我々は過去に陽子線治療のMU計算プログラムを開

発したが、実測による厳密な線量評価には至っていなかった。

今般、実測との比較を通してプログラムの改良を行ったので

報告する。

【方法】従来までVisual Basic(以下VB) 6.0を用いて作成された

陽子線MU計算プログラムを、VB 2010に換装、改良した。関

心評価点への処方線量Dを照射するためのMUの導出理論
は変えていない。実測評価として照射野およびスノートの設

定を変化させて照射を行い、電離箱線量計(TN30013, PTW)

を用いて測定した線量とプログラムで求めた計算値と比較し

た。

【結果】VB 2010への換装によって、OS依存による変化にも対

応し、将来性を持たせることができた。実測との検証により

MU値の算出速度は変化せず、データの整合性を高めること

ができた。線量計算精度は基準照射野では±1%程度である

が、複雑な条件では線量計算精度が低下することが確認で

き、今後の課題である。

062 VMATの評価点線量検証における自施設の

許容レベルの検討

金沢大学附属病院 放射線部

小島礼慎、倉田雄一、上田伸一、能登公也、磯村直樹、佐

賀将人、松浦幸広

【目的】当院におけるVMAT評価点線量検証の許容レベルを

算出し、自施設の基準値として設定することを目的とする。

【方法】全116例のVMATにおいて、アイソセンタでの計画線

量と実測線量の相対偏差の平均値（mean）と標準偏差（SD）

から、許容レベル（mean±1.96SD）を算出した。また、症例別

に許容レベルの評価を行った。

【結果・考察】当院のVMAT全症例における相対偏差の平均

値および許容レベル（下限値と上限値）は-1.19%（-3.42%と

1.04%）であった。前立腺は-1.50%（-3.09%と0.10%）、頭頸部

は0.22%（-2.38%と2.82%）、体幹部は-1.07%（-3.28%と1.15%）

であった。相対偏差の平均値が負となる原因として、輪郭辺

縁部へ電子密度を割り当てる際の部分容積効果が考えられ

る。セグメントあたりのMU値やガントリ回転速度による影響
は認められなかった。

【結論】自施設の許容レベルを設定することにより、自施設

に適応した評価点線量検証の判定が可能となった。

063 低エネルギー電子が平均制限質量衝突阻

止能比に及ぼす影響

1愛知医科大学病院 中央放射線部
2藤田保健衛生大学 大学院 保健学研究科
3藤田保健衛生大学 医療科学部

青山貴洋1、岡部方彦2、加藤秀起3、林 直樹3、中村 勝1、金

田直樹1

【目的】標準計測法12(以下、12)には、『光子の水/空気の平

均制限質量衝突阻止能比(以下、阻止能比)は、照射野の大

きさおよび水中深さにほとんど依存しない』との記述がある。

今回モンテカルロ法を用いて照射野、深さを変化させてX線

の阻止能比の変化を調べたところ、12の値と1%程度の差が

生じた。その理由を調べる。
【方法】X線のエネルギーは4,6,10MVとし、12に示された線

質指標に合致する入射X線スペクトルを用いた。照射野サイ
ズ、深さを変化させ2次電子スペクトル(Δ=10keV)を求め、各

点における阻止能比を算出した。

【結果】差異が生じた最大の原因は電子線の低エネルギー

成分の扱いにあると考える。そこで、2次電子スペクトルの低

エネルギー成分(Δ=50keV)を無視した条件で阻止能比を求
めたところ12の値と良い相関を示した。

【結論】2次電子スペクトルの変化は低エネルギー部分で非

常に大きく、この成分の取り扱いの違いで差異が発生した

可能性がある。

064 高エネルギーＸ線の一次線カーネルの深さ

依存性に関する研究

藤田保健衛生大学大学 医療科学部 放射線学科
花井 諒、加藤秀起、林 直樹、濱野 裕、山本安希子

【目的】 非電子平衡における高エネルギーX線照射の線量

計算、線量分布計算アルゴリズムであるSuperposition法で

は、一次線カーネルというデータを基にしている。基準とする

深さを変化させたとき、一次線カーネルがどの程度変化する

か調べた。

【方法】 (1) エネルギー：4,6,10,15MVで水中の深さ：

2,5,10,15,20,25cmにおいて、各エネルギーで水中の深さを

変化させたときの、X線スペクトルデータファイルを作成した。

(2) (1)で求めたスペクトルデータを用いて、入射光子数を入
力しモンテカルロ法を用いて計算を行い、一次線カーネルの

広がりを定性評価した。
【結果】 同じエネルギーでも、相互作用点の深さを深くする

と、一次線カーネルが大きくなった。これは、基準とする相互

作用点が深いと、ビームハードニング効果の影響を受け、そ

の光子との相互作用によって生じた二次電子のエネルギー

も高くなるので、一次線カーネルが大きくなったと考えられた。
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065 高エネルギーX線の放射角度によるスペクト

ルと出力強度

1藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 医用放射線科

学領域
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科

黒木燎平1、加藤秀起2、林 直樹2、安達由美子1、鈴木志津馬
1

【目的】放射線治療で用いられる高エネルギーX線のエネル

ギースペクトルは，患者体内の線量および線量分布を評価

する上で重要な因子である．高エネルギーX線スペクトルは、

Schiffの公式から近似的に計算することができる。本研究で

は、このSchiffの公式を用いフラットニングフィルタから濾過さ

れる角度ごとによるX線スペクトルの推定方法について研究

した。

【方法】Schiffの公式を用い、光子エネルギー、フラットニング

フィルタ厚、フラットニングフィルタから濾過されるX線角度を

種々変化させX線スペクトルを得る。得たX線スペクトルからX

線出力強度の変動を考察する。
【結果】フラットニングフィルタから濾過されるX線は0°方向

に放射される時に、最も高エネルギー成分が多くX線出力強
度も高くなる。しかし角度が大きくなるに従って、高エネル

ギー成分が減少しX線出力強度も減少する。

066 モンテカルロシミュレーションPHITSを使用し

た粒子輸送の比較検討

金沢大学附属病院 放射線部

湯浅綾乃

【目的】近年、粒子線治療などの医療分野や、航空宇

宙分野等でモンテカルロシミュレーションPHITSが利

用されている。本研究は、PHITSによる輸送計算の

精度を調べることを目的に行った。

【方法】X線、陽子線を水ファントムに照射する条件で、

ポリマーゲル線量計での実測、GEANT4、PHITSの

シミュレーションで得たPDDの比較を行った。

【結果】ポリマーゲル線量計、GEANT4、PHITSで得

たPDDに大きな相違はなく、ほぼ1％以内で一致した。

【考察とまとめ】PHITSのシミュレーションで得たPDD

が、ポリマーゲル線量計の実測、GEANT4のシミュ

レーションで得たPDDと1％以内で一致したことから、

PHITSの精度は高いと考えられる。PHITSはほぼ全

ての粒子と重イオンを扱うモンテカルロシミュレーショ

ンコードであり、GEANT4より幅広く利用され、今後、

高い精度が求められるような分野において期待される。

067 高エネルギーX線に対する線質変換係数

1藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科岡部方彦1、

鈴木志津馬1、安達由美子1、青山貴洋1、加藤秀起2、林 直

樹2

【目的】放射線治療の標準測定法12では，計算パラメーター

の一つである線質変換係数を各エネルギーで一定値として

いる．しかし，ファントム内に入射したX線は相互作用の影

響により,照射野サイズ・深さによってＸ線スペクトルは変化
し，それに伴って線質変換係数も変化すると考えられる．照

射野サイズ・深さによってＸ線スペクトルおよび線質変換係
数がどの程度変化するか調べた．

【方法】X線エネルギーを4, 6, 10,15 MVとし，標準測定法

12に示されたTPR20,10の値にもっとも近い入射スペクトル

を求めた．このスペクトルを基に水ファントム内での各照射

野サイズ，深さにおける光子スペクトルをモンテカルロ法より

求め，これらを用いて各点における線質変換係数を算出し

た．

【結果】照射野サイズ，深さに依存して，線質変換係数の値

は変化した．4MVでは個々の電離箱の材質によって異なる

分布が得られたが,6,10,15MVでは,共通性の高い分布が

得られた.

068 躯幹部Multi-Channel-Coil装着用補助スタン

ドの試作と評価

聖隷三方原病院 画像診断部
天野智康、長屋重幸、鈴木高広、藤崎賢二、渥美雄介、友

田英晃、山本英雄

【目的】躯幹部撮像用Multi-Channel-Coil は、後面側では

テーブル内蔵型が主流となりつつあるが、前面側は体表を

覆う形状に変わりは無く撮像領域拡張にはChannel数の増

加のみならず、Coilの軽量化、感度の均一性の担保等、解消

すべく課題が多い。我々は、この問題の解消に向け、塩ビ管

を用い軽量で汎用性を持たせたコイルスタンドを自作し有用

性を検討した。

【方法】使用装置は、Ingenia 3.0T (Philips社製)、ds-Torso Coil、
内蔵型Posterior Coilである。評価は、従来の装着法とコイル

スタンド使用法での感度分布（装置調整用Phantom使用）の
比較、ボランティアによる聞取り調査および膵・胆管系スク

リーニング画像の視覚評価を行った。

【結果】コイルスタンドの使用では、被験者への圧迫感が解

消されセッティングの煩雑さも無く、上腹部領域にて感度ム

ラが改善された良好な画像が得られた。
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069 ＲＦ送信技術の違いによる画質への影響

聖隷浜松病院 放射線部

遠藤嘉泰、杉村正義、田中睦生

【目的】4point driveで1アンプと2アンプを採用する3T装置に

てファントムの撮像を行い画像の均一性とFAの分布を1.5T装

置と比較し評価する。

【方法】1アンプDISCOVERY750と2アンプDISCOVERY750W（RF

送信モードはquadrature,preset,optimizedの3方法）と1.5T装

置のSIGNA HDxtにてNiClファントムを撮像しFAの分布と画像
均一度を評価した。測定はimage-jを用いた。装置は全てGE

社製。

【結果】RFの分布は両3Tで中心部分で所定のFAになる傾向

にあった。750WのRFモードの違いではoptimizedモードが比

較的RFが均一になる傾向にあった。FAの広がりでは両3Tとも
1.5Tの約3倍となった。画像均一度は両装置とも30％程度と

なりほぼ同等の均一度となった。若干横断像で均一度が良
い傾向にあった。

【まとめ】RFの分布に関しては装置間の違いで差は見られな

かった。画像均一性においてはほぼ同等の値になった。これ

は被写体の形状が影響したものと考えられる。

070 2point DIXON法の脂肪画像を利用した3D 

VRFA FSE法による腕神経叢描出の検討

福井大学 医学部附属病院 放射線部

古川修人、金本雅行、藤原康博、安達登志樹

【目的】腕神経叢を高分解能に描出することを目的として
2point DIXON法を用いたVariable Refocusing Flip Angle 

(VRFA) FSE法による撮像条件を検討した。

【方法】神経・筋肉のT1・T2値に近似したファントムを作成し、

3T MRI装置でTRを可変させて信号強度と各組織間のコント

ラストを測定した。そして2point DIXON法を撮像して得られた

脂肪画像を減算することで脂肪抑制効果の検証を行い、従

来の周波数選択的脂肪抑制法(CHESS)と比較した。さらに至

適撮像条件で健常ボランティアを撮像した。【結論】TR 

3500msでコントラストが臨床で使用し得る条件内で最大と

なった。また、CHESSと比較して2point DIXON法を併用した場

合に脂肪抑制効果が高かった。

【考察】頚胸部は磁化率の影響を受けやすいためCHESSを用

いると脂肪抑制効果不良になるが、2point DIXON法を用い
れば正確にピクセル単位で脂肪抑制がなされたため高分解

能に腕神経叢を描出できたと考えられる。

071 3D TSE T1WIにおけるFlow Sensitive 

Dephasing Prepulseと信号強度の検討

名古屋市立大学病院 中央放射線部
西脇祐太、荒井信行、菅 博人、森 清孝、國友博史、川野 誠

【目的】3D TSE T1WIにおける血管内の血流信号の残存を解

決するために，一対の傾斜磁場を印加し血流信号を抑制す

る手法がある．これは3軸それぞれに傾斜磁場を印加可能

で，今回この印加軸を変化させ異なる強度で印加した時と，

流速を変化させた時のそれぞれの血流信号を測定し，信号

強度の変化を検討した．

【方法】SIEMENS社製 MAGNETOM Skyra3.0Tを使用し，擬似

血液流体ファントムを作成し，各軸の傾斜磁場強度を変化さ

せファントムの血流信号を測定した．同様の条件で流速を変
化させ血流信号を測定した．

【結論】印加軸を変化させると，流れの方向の軸の時に傾斜
磁場強度が小さくても血流信号が低下した．また流速を変

化させると，遅い流速に比べ速い流速の時に血流信号が低

下した．三次元的に走行し流速の異なる血管に対して，三

軸それぞれに傾斜磁場を印加する必要があると考えられる．

072 SPACE法におけるコントラストの検討

愛知医科大学病院 中央放射線部

遠藤 真、清水郁男、平生蓉子、若杉奈央、望月 博

【目的】SPACE法constantモードにおける、Turbofactor, Phase 

Partial Fourie(PPF)とコントラストの関係を検討する。

【方法】寒天とガドリニウム造影剤の濃度を変えて作成した

自作試料２種類と水を測定対象とした自作ファントムを作成

した。SPACE法constantモードにて位相エンコード数とEcho 

train per slice  (ETS)を変化させて自作ファントムを撮像し、コ
ントラスト比(CR)、コントラストノイズ比(CNR)を測定、検討を

行った。
【結果・考察】 自作試料、水ともにTurbofactor が短くなるほ

どCRが上昇した。Turbofactor とTEによりPPFが自動で設定さ

れるため、CNRは PPFが100％付近となる撮像条件でCNRが

最大値を示した。

【結論】 PPFが100％付近になるようなTurbofactor、TE、位相

エンコード数、ETS等を設定することで、CRとCNRが最大とな

る。
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073 当院の血管専門検査室の現状

大垣市民病院 診療検査科 血管専門検査室

安田英明、奥村恭己

【はじめに】 近年、食生活の欧米化による糖尿病、脂質異

常症等の生活習慣病に伴う動脈硬化性病変が増加している。

また医療機器の進歩により、全身の血管の詳細な診断が、

無侵襲に行えるようになり、血管検査の需要も増加している。

こうした背景の中で、当院でも平成24年10月に血管検査の

質の向上と集約化を目的に血管専門検査室が開設された。
そこで、開設してからの検査推移を分析し、施設紹介と共に

報告する。

【方法】 平成24年10月から25年7月までの検査数を検査別

に分析した。

【結果】超音波については、頸動脈は月50件前後であまり変
動がなかった。腎動脈は11～42件で増加傾向であった。下

肢動脈は19～37件で増加傾向であった。下肢静脈は19～54
件で増加傾向であった。生理機能検査についてはABIとSPP

は件数にばらつきがあるのみで増加はしていなかった。FMD

は減少傾向であった。

074 炭酸ガス造影におけるカテーテル形状によ

る被ばく低減の検討

石川県済生会金沢病院

塚田靖憲

【目的】当院では年間200件以上シャントPTAを行っており、そ
の中でヨードアレルギー患者に対しては炭酸ガスを用いた造

影を行っている。炭酸ガス造影では15f/sでDSA撮影を行って

おり、ヨード造影剤を用いた撮影より被ばくが多い。今回先

端に複数の側溝を開けたカテーテルを使用し、撮影フレーム

数を減らすことができないか検討した。

【方法】自作血管モデルに水を注入しながら、２種類（穴が一

つのものと側溝を開けたもの）のカテーテルで空気を注入し、

それぞれ15f/s、10f/s、7.5f/sで撮影を行い比較検討した。

【結果】15f/sの撮影では2種類とも血管モデル全体が描出さ

れ、7.5f/sの撮影では２種類とも描出不良であった。10f/sで

の撮影では側溝を開けたカテーテルでのみ血管モデル全体

の描出が可能であった。

【考察】先端に側溝を開けたカテーテルでは一度に多方向か
ら炭酸ガスが放出されるため、撮影フレーム数を減らし被ば

く低減可能であることが示唆された。

075 冠動脈狭窄における解剖学的評価法

（QCA）と冠血流予備量比（FFR）との関係について

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病
院

秋山梨紗、鈴木康太、長屋重幸、山本英雄

【目的】FFRは狭窄部位前後の冠動脈内圧から求められる数

値で、その狭窄によって誘発する恐れのある心筋虚血の程

度を評価することができる生理学的指標である。近年FFRが

PCIの適応を判断する上で重要視されており、当院でも多用

されるようになった。今回、冠動脈狭窄の解剖学的評価法と

して用いられているQCAとFFRとの関係を調べた。

【方法】病変部のQCAから得られた狭窄率、病変長、最小血

管径についてFFRとの関係を調べた。対象は42例とし、急性
期病変は除いた。

【結果】FFRとQCAはある程度の相関を認めたが、狭窄率が
高くなるにつれ乖離も目立った。QCAとFFRは必ずしも一致す

ることはないため、PCI適応を判断する上で血管造影画像に

よる視覚的・解剖学的評価だけでなくFFR等の生理学的評価

も考慮することが重要であると考えられる。

076 心臓カテーテル検査画像におけるコヒー

レンスフィルタの基礎的検討

1市立四日市病院 放射線室
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科

丹羽正厳1、高橋 康方1、倉谷洋佑 1、黒田康裕1、辻岡勝

美2

【目的】従来、心臓カテーテル検査では画質向上と被曝低減

を目的として、リカーシブルフィルタを使用していた。近年、コ

ンピュターの処理能力が向上したことにより、より複雑な計

算を必要とするコヒーレンスフィルタを用いた処理（SNRF）が

使用出来るようになった。従来使用していたリカーシブフィル

タとコヒーレンスフィルタを比較し、画質の検討を行った。

【方法】ワイヤー入りファントムを用い検討をおこなった。ファ
ントムを動かしながら透視を行いそれぞれの画像を取得し、

ワイヤーのプロファイルを計測した。またファントムのない状
態で取得した画像をImageJにて画像特性を測定した。

【結果】リカーシブフィルタに比べコヒーレンスフィルタではノ

イズの少ない画像が得られた。

【考察】コヒーレンスフィルタを使用することによって、従来使

用していたリカーシブフィルタで生じる時間成分のボケがすく
なくなり、画質の向上が期待できる。
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077 被ばく低減に向けたアンギオ時患者皮膚

線量報告の運用

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室

奥村悠祐

【目的】IVR に伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライ
ンでは皮膚被ばく線量が1Gy以上3Gy未満の場合では被ばく

線量と部位を診療録などに記載すること推奨されている。

当院ではこれまで照射録として被ばく量を記録していたが、

担当医への伝達や診療録への記載は確実になされてはい

なかった。

そこでガイドラインに則り、当院での被ばく線量の報告につ

いて運用の変更を行ったので報告する。

【方法】これまで運用していた表計算ソフトによる照射録形式

の台帳から、データベースソフトを用いて入力フォームと出

力用レイアウトを作成し、患者皮膚線量が２Gyを超えた場合

には「患者皮膚線量報告書」を出力して運用した。

【結果】運用変更後38例で報告書を作成した。担当医からは

被ばく線量と部位が分かりやすいとの評価を得た。
【考察】また、電子カルテに載せることで担当技師が確実に

被ばく線量の報告をでき、担当医に被ばく線量についての意
識付けができるようになった。

078 新規トモシンセシスマンモグラフィ装置の

基礎研究－主に2次元画像評価を中心に－

1セントメディカル・アソシエイツ LLC
2国立病院機構名古屋医療センター 放射線科
3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1、林 和奈2、安藤朝子2、堀川佑加子2、笹田裕美2、
米澤科乃2、松田恵里2、山口奈保美2、安江森祐2、遠藤登喜

子3

【はじめに】我々は新規FPD搭載のトモシンセシス乳房撮影

装置の初期研究を行う機会が得られたので主に画質特性と

撮影線量について評価した。

【使用機器・方法】撮影装置は富士フイルム：AMULET  

Innovality、線量計はRadcal：ACCU-GOLD（10X6-6M）である。

物理評価はIEC“62220-1-2”に則り線量を変化させ、MTFと

WSを測定しDQEを算出した。視覚評価はCDMAMファントム

を使用し線量を変化させEUREF CDCOM Ver.1.6に従って算出

した。

【結果・考察】MTF、DQEはこれまで実験を行ってきた機種に
比べても高い結果が得られた。これはFPDが新規HCP構造で

あることが主な要因と考えられた。視覚評価では乳房厚

60mmにおける臨床条件でEuref指標のAcceptableを達成し

ており、AGDは1.4mGy程度とこれまでの機種と比べ低かった。

これはWターゲットを利用しその線質補正技術により低線量

で画質の維持が可能となっていると考えられた。Tomo評価

については順次報告していきたい。

079 当院における健診マンモグラフィの一次読

影と二次読影の乖離症例の分析

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、桑山真紀、佐藤道子、河合可奈、森田香里、

浅見幸恵、佐野幹夫

【背景・目的】当院の健診マンモグラフィ（MMG）において

2012年9月より診療放射線技師による一次読影を開始した。

医師による二次読影と比較し一次読影で要精検とした割合

は高い傾向にあり、その原因を追究するため、乖離症例を

分析したので報告する。

【対象】2012年9月～2013年7月に当院健診センターでMMG

を施行した4674例のうち、一次読影と二次読影の要精検判

定が乖離した症例404例。
【結果・考察】乖離した症例のうち、一次読影にて要精検とし

二次読影で精査不要とした症例は319例、一次読影で精査
不要とし二次読影で要精検とした症例は85例であった。さら

に前者の所見が腫瘤とFADであった症例が乖離症例の約

60%を占めた。その原因として、有意所見を要精検とする傾

向が技師に強かったことが考えられる。二重読影の意義を

考え、今後は腫瘤とFADの特徴を理解し適切な要精検率を
検討した上で過剰読影とならないような取り組みが必要であ

ると考える。

080 直接変換型ディジタルマンモグラフィにおけ

るグリットレス撮影の画質

1金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専
攻
2金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
3金沢大学 医薬保健学 総合研究科
4金沢大学付属病院 放射線部

橋渡沙織1、市川勝弘2、川島麻由3、森下あゆ美4

【目的】直接変換型ディジタルマンモグラフィにおいて，グリッ

ト有，Mo/Mo（ターゲット/フィルタ）とW/Rh及びMo/Moのグ

リッドレスの画質を比較検討する．

【方法】40mm厚（RMI156ファントム）と25mm厚（RMI156ファ

ントム蝋部分+アクリルファントム20mm）を，Mo/Moでは
28kV，W/Rhでは29～33kVの管電圧にて，平均乳腺線量

（AGD）を変化させ撮影した．画像から粒状性，模擬腫瘤コン
トラストを測定し，解像特性とからコントラストを考慮した信号

対雑音比（SNRc）を算出した．

【結果】40mm厚では，Mo/Mo，AGD=2.28mGy に対してグ

リッド無は同等のSNRcを示した．25mm厚では，

AGD=1.41mGy のとき，グリッド無は18.3％，W/Rhでは7%の
SNRc向上を示した．25mm厚ではグリッドレス撮影が画質向

上に寄与することが示唆された．
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081 マンモグラフィ用CR受像器の経年劣化に

よる影響の検討

常滑市民病院 放射線検査センター

中村登紀子、浅井満良、堀尾裕司

【目的】CR受像器の新規購入に伴い、従来から使用していた
CR受像器（以下Old受像器）と新しいCR受像器（以下New受

像器）でファントム画像の比較を行い、劣化による影響を検

討する。

【方法】Old受像器とNew受像器を用い「乳房撮影精度管理

マニュアル」に準じてファントム画像評価を行う。またファント

ム画像内にROIを設定し濃度を測定する。

【結果】視覚評価ではOld受像器で評価のバラつきがみられ、

石灰化模擬試料の視認性が低下していたが、管理マニュア

ルの基準範囲内であった。ROIの濃度測定ではOld受像器で

濃度のバラつきが大きく、胸壁側から乳頭側方向に濃度傾

斜がみられた。

【考察】CR受像器の劣化は視覚評価より画像濃度の傾斜や

バラつきに顕著にあらわれた。今後、日常管理においてファ
ントム画像評価に追加しファントム内の濃度測定を行うこと

でCR受像器の変化や劣化がより簡単に把握できるのではな
いかと考える。

082 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

山本安希子、加藤秀起、林 直樹、花井諒、濱野 裕

【目的】マンモグラフィにおいてファントムを均質・不均質に設

定した時と、ターゲット-フィルタの組合せ、管電圧、被写体の

乳腺割合、厚さ等による被写体内線量分布や平均乳腺線量

の変化を調べた。
【方法】ターゲット-フィルタをMo-Mo、Mo-Rh、管電圧を26、

28、30、32ｋVに設定し入射スペクトルを求め、モンテカルロ

法により均質条件と不均質条件において管電圧、乳腺割合、

厚さ等を変化させたときの平均乳腺線量や被写体内線量分

布を求め、ACR法とEUREF法により求めた値との比較を行っ

た。

【結果】不均質条件での被写体内線量分布は均質条件に比
べて乳腺組織の線量は大きく、脂肪組織の線量は小さくなっ

た。また均質、不均質ともMo-Rhにし、管電圧を高くし、乳腺

割合を低くし、厚さを薄くするほど平均乳腺線量が大きくなっ

た。いずれも深部での吸収線量の差が大きくなった。乳腺割

合による変化は均質条件では微小であったが、不均質条件

では明確に現れた。

083 月経周期における乳腺伸展の検討

1鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科
2美杉会 佐藤病院 放射線部

馬場野遥1、三好里佳1、坂本美紀2、北岡ひとみ1

【目的】乳房はホルモンバランスで変化するが月経周期を考

慮したマンモグラフィ検査は行われていないのが現状である.

より良いポジショニングを実現させるためには患者の疼痛の

軽減に加え,乳腺の伸展が非常に重要となる.そこで月経周

期による乳腺伸展変化を検討する. 
【方法】対象症例はエストロゲン,プロゲステロンの分泌が盛

んな20代女性である. 基礎体温を測定し,月経周期を算出し
た.各時期にてマンモグラフィによるポジショニングを行い,エ

コーを用いて圧迫時の乳腺厚,乳腺の伸展,引き出しを測定

した.乳腺の測定には,探触子にあわせた自作圧迫板を使用

した.同時に疼痛についても検討を行った.

【結果・考察】月経開始前後3日では乳腺が厚く,疼痛も高い

傾向にあった.月経終了から排卵日前では,乳腺が薄く伸展

し,疼痛も軽減されていた.結果より,月経終了から排卵日前

が最適な時期であり,これを考慮した検査を行うことが有用

である.

084 心筋SPECT/冠動脈CTフュージョンソフトの使

用において作成者の違いが読影に及ぼす影響

1公立松任石川中央病院 医療技術部 放射線室、2金沢大
学附属病院 核医学診療科

隅田 恵子1、谷内理恵子1、山本治樹1、横山邦彦1、中嶋憲

一2

【目的】心筋SPECT/冠動脈CTフュージョンソフト使用に際し、

作成者によるCTとSPECT画像位置合わせの差が読影に及ぼ

す影響に関して検討を行った。

【方法】冠動脈CTにて狭窄や石灰化が検出され、かつ負荷

心筋SPECTが施行された症例に対し、放射線技師3名が

CT/SPECTフュージョンソフト(ziostation2 CT/SPECT心臓フュー

ジョン)を使用してフュージョン画像を作成し、核医学専門医1
名が読影を行った。作成条件は自動位置合わせ後、１）前後

左右方向のみ手動設定した場合、２）１）に加え拡大/軸回転
を手動で行った場合の2通りとした。

【結果】前後左右方向のみ手動設定した場合、作成者間によ

る読影結果に差は生じなかった。手動拡大を行うとBull’s 

eye mapの表示範囲が変化し、手動軸回転を行うと責任冠

動脈枝や梗塞/虚血の診断に差が生じた。
【結論】作成時、前後左右方向のみ手動設定する方法が作

成者間の読影結果の差を生じさせない方法であると考えら

れる。
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085 ZSAM解析におけるZ-sum値とZ-score値の

比較検討

医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院

香林和幸、西出雅之、池村 豊、口田安昭

【目的】読影補助解析ソフトZSAM（Z-score summation 
analysis method）を用い、血流低下の指標として算出される

Z-sum値と従来の評価に用いられているZ-score値との比較

検討を行う。

【方法】当院において、認知症疑いで脳血流SPECTを施行し

た30例についてZSAM解析を行った。頭頂葉、後部帯状回楔

前部の左右計4カ所の関心領域において、Z-sum値およびZ-

score値を算出し比較評価する。

【結果】Z-sum値とZ-score値に一定の相関性が認められる

ROIが存在したが、相関性が低いと判断するROIも存在した。

すなわち、同一症例においてZ-sum値が大きく異なった値が

算出されてもZ-score値が同程度を示す事例を認めた。

【考察】本検討より、Z-sum値とZ-score値による各々の血流低

下の評価法が、必ずしも同じ指標を示すものではないことが
示唆された。相関性が低いROIの存在から、Z-sum値とZ-

score値では異なった血流低下の程度を示す指標であること
が考えられる。

086 心機能解析ソフトＨＦＶの心機能指標につい

ての検討

社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 放射線科

北島悠介、坂倉範和、丹羽孝光、長野史明

【目的】現在、核医学検査において心機能解析については
QGSが主に使用されている。今回、新たに開発された心機能

解析ソフトウェアであるＨｅａｒｔ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｖｉｅｗ（心筋ＳＰＥ

ＣＴ解析ソフトウェア研究会）を用いて、心機能指標について

検討した。

【方法】心臓カテーテル検査で有意狭窄を判定した２群（OMI

既往症例は除外）に対して、Ｔｃ－99ｍ製剤心電図同期ＳＰＥ

ＣＴで得られた心機能指標を、負荷・安静・負荷安静変化率

のそれぞれで比較した。

【結果】狭窄がある群は心機能指標が悪くなる傾向があった。

考察；負荷、安静の心機能指標値を比較するより、負荷安静

変化率の数値を比較することで、正常群と異常群との間に

有意差が見られ、心機能低下が示唆された。また今後症例

を重ねることで、当施設における心機能指標の閾値を得ら
れる可能性があるといえる。

087 123I-MIBGシンチグラフィにおけるプラナー

像の最適な撮像時間に関する検討

1金沢市立病院 中央診療部 放射線室、2金沢市立病院
放射線科

山本千代1、柏屋総一郎1、東 登志之1、上田隆之2

【目的】123I－MIBGシンチグラフィにおいて，H/M比の算出

に用いるプラナー像の最適な撮像時間を，ファントム実験に

より求める。

【方法】MEGAPコリメータを用い，マトリクスサイズは

256×256とし，撮像時間を1.2秒～5分とし，それぞれのプラ

ナー像を作成した。得られたプラナー像の心臓と縦隔にROI

を設定し，変動係数(CV)とH/M比を算出した。また、核医学

を専門とする医師1名および技師3名が，5段階スコアで視覚
的評価を行った。心臓のCVが0.30未満，縦隔のCVが0.48未

満かつ視覚的評価のスコア平均が4以上を満たした場合に
良好な画像と判断した。【結果】心臓のCV，縦隔のCV，視覚

的評価のスコア平均が上記の条件を満たす最短の撮像時

間は2分であった。

【考察】撮像時間2分で得たプラナー像で，良好な画質とH/M

比が得られることが示唆された。

088 Brain Methionine-PET T/N比における画像

再構成条件の影響について

厚生会 木沢記念病院 中部療護センター 放射線技術部
奥村竜児、福山誠介、小川大輔、山田裕一

【目的】悪性脳腫瘍診断において、11C-Methionine PETは、

腫瘍の局在や、再発と放射線壊死の鑑別など重要性を増し

ている。診断に用いる指標として、腫瘍:SUVmax/正常脳皮

質:SUVmean 比、以下（T/N比）をもちいることが多い。 画像

再構成条件によってT/N比が変化することに着目し、この影

響について検討を行った。

【方法】NEMAファントムに対し（球体：３）：（水槽：１）を作成し、

再構成条件を変更させ、T/N比と腫瘍:SUVmean/正常

脳:SUVmean比、について検討した。
【結果】Tmax／Nmean ファントムでは、最大で18％の差異が

あった。Tmean／Nmeanは,ファントム実験では、ほぼ同程度
であった。

【考察】T/N比は、再構成条件の影響で20％程度の誤差が生

じることがわかった。機種変更や再構成条件変更の際には

十分に注意しなければならない。
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089 N－13アンモニア（NH３）心筋血流PET／CT

検査における心電図同期分割数の検討

1名古屋放射線診断クリニック、2東名古屋画像診断クリニッ

ク

玉井伸一1、小島明洋1、山室 修2、林部昌弘2、田中宏卓2

【目的】当院では本年４月より心筋血流アンモニアPET／CT検

査を開始した。心筋血流検査の収集方法は、ダイナミック収

集、心電図同期収集を行い、心電図同期画像データーを心

機能解析ソフトにて解析を行っている。検査当初の心電図同

期収集は８分割で収集を行っていたが、最近16分割収集に

収集方法を変更した。８分割収集と16分割収集のデーター

収集の違いにて、心機能解析の数値に差が出るかについて

比較検討した。

【方法】心筋血流アンモニアPET／CT検査と心臓エコー検査

を施行した症例に対して、EF（心駆出率）（％)、EDV（ml）等を

比較検討した。

【結果】8分割収集と心臓エコー検査では、両者間でのEF値

の差が大きい場合が多く、16分割にすることで解析結果値
の差は減少した。

【結論】16分割収集の方が８分割収集よりも分割数が倍にな
ることで心臓の動きも細かくなり、心機能解析画像数も増加

することで精度よく解析が行えた。

090 肺血流シンチにおける右左シャント率の正

常値の検討

1浜松医療センター 診療放射線技術科、2浜松医療センター

画像診断科

中村文俊1、岡部 理史1、杉村洋祐 1、室本直子1、小野孝

明1、岡和田 健敏2

【目的】末期肝疾患の患者では右左シャントが生じ、肝肺症

候群になることがある。診断は肺血流シンチで全身撮像を

行い、全身と肺のRIカウントから、シャント率の評価を行うこ

とである。しかしながら、シャント率の正常値は文献によりさ

まざまであるため、右左シャント率の正常値を求める検討を

行った。

【方法】対象症例は、肝疾患の疑いがなく、心内シャントのな

い、肺血栓塞栓症患者8例である。99mTc-MAA静注後、約5

分後より全身撮像を行った。全身のROIは体輪郭に設定し、

また全身と肺のback groundの補正を行い解析した。

【結果】解析結果は13.0±2.3％であり、文献よりも高い値を

示した。異常値を＋2SDで考えると17.6％であった。
【結語】文献値を用いての判断は参考程度とし、各条件を一

定にした自施設での正常値を評価しておくことが重要である

と考えられた。

091 SPECT画像とButterworth filterにおける統

計ノイズの検討 -理論値とデジタルファントムでの

検証-

1浜松医科大学 医学部 附属病院 放射線部、2金沢大学

医薬保健域研究保健学系量子診療技術学分野
澤田通文1、小野口昌久2

【目的】統計ノイズは，総カウント数，ピクセルサイズ，前処

理フィルタにより変化し，Hoffmanらは， SPECT画像の統計ノ

イズは，√(12M/π2(D/d)3)と報告している．今回，前処理フィ

ルタとSPECT画像の統計ノイズの関係を検討したので報告す

る．
【方法】画像解析ソフトはProminence Processor Version 3.0を

使用し，ファントムは SPECTデータ処理評価用デジタルファン

トムを使用した．

投影画像は，SPECTデータ処理評価用デジタルファントムか

ら作成し， Butterworth filter 処理を行い，フィルタ付逆投影

(FBP)法によりSPECT画像を作成した．各SPECT画像の評価は，

ファントムの均一性領域の%CVを比較検討した．

【結果】Butterworth filter（次数:8）の遮断周波数とSPECT画

像の統計ノイズの関係は，S/N=√（3M/2π2D3f3）となった．

092 アシアロシンチにおける息止めSPECTの検

討－第１報 SPECT収集時の呼吸について－

浜松医療センター 診療放射線技術科
小野孝明、岡部 理史、杉村洋祐、室本直子、中村文俊

【目的】核医学画像と他のモダリティの画像とのFusionが普

及してきている。通常、呼吸停止下に撮影されるCTに対し、

核医学のSPECT収集は、安静呼吸（non-breath-hold：non-

BH）で行われるのが一般的である。今回、アシアロシンチの

SPECT収集を呼吸停止下（breath hold：BH）で行い、その有用

性を検討した。

【方法】アシアロシンチにおいて息止めSPECT収集を行い、安

静呼吸（non-BH）および吸気呼吸停止（BH）の画像となるよう

再構成した。それらとBHにおいて撮影したCT画像とを任意の
箇所を基準としてFusionを行い、位置合わせした際の移動量

を求めた。
【結果】non-BHにおけるFusionでは、BHよりも頭側かつ背側

方向へ移動する傾向がみられた。各方向への移動量は、BH

と比較しnon-BHで大きくなった。

【結語】non-BHにおけるSPECT画像とCT画像とではFusionに

おいて呼吸の違いによるずれが大きいが、息止めSPECTによ
りFusionの位置精度が向上すると考えられた。
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093 アシアロシンチにおける息止めSPECTの検

討－第2報 残肝機能率に及ぼす影響－

浜松医療センター 診療放射線技術科

岡部理史、小野孝明、杉村洋祐、室本直子、中村文俊

【目的】アシアロシンチにおいて肝機能を評価することが一般
的であるが、近年では外科的な手術の評価としてCT画像と

Fusionし、OPE後の残肝機能率を計測することが求められる

ようになった。今回その残肝機能率の精度を向上させる目的

で息止めによるアシアロシンチSPECTを行った。

【方法】息止めしたSPECT収集データを(1)散乱および減弱補

正有り(2)散乱および減弱補正無し(3)安静呼吸下に分け、

VINCENT（FUJIFILM）によるCT画像とのFusionを行い残肝機能

率の解析を行った。

【結果】息止めSPECTにより横隔膜下の移動量が低下し、ま

た散乱および減弱補正により、肝実質のカウントのバラつき

が平坦化された。残肝機能率に及ぼす影響は大きかった。

【結語】OPE前の評価に用いる残肝機能率の測定には、呼吸

移動の少ない息止め撮影と散乱および減弱補正が精度向
上の方法と考えられた。

094 X線CT検査での内臓脂肪測定における再構

成関数についての検討

社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院

溝口裕司、水井雅人、山田隆憲

【目的】CTを用いた内臓脂肪量測定において現段階では撮
影条件について明確なガイドラインが存在せず、条件設定

は施設ごとに異なる。内臓脂肪測定にのみに使用される画

像であることから、再構成関数の設定において被曝低減を

検討した。

【方法】CT内臓脂肪量測定を行った男性５名、女性５名の画

像に対し再構成関数設定（FC1～5、11～15： BHC有り無しと

する）を変えて、内臓脂肪解析ソフトにおける内臓脂肪面積、

皮下脂肪面積、腹囲径、ノイズ、及びCT値を測定した。

【結果】内臓脂肪面積は優位な差は認めなかった。皮下脂

肪面積は優位な差は認めないもののノイズが増加すると面

積が減少する傾向があった。腹囲径の変化は見られなかっ

た。ノイズはFC1～5及びFC11～15共に順に上昇した。CT値

はFC1～5群はFC11～15群より高い値を示した。
【考察】ノイズを一定の値に担保できれば被曝量を低減でき

ると考える。

095 内臓脂肪評価目的における腹部X線CTの

管電流時間積による影響

1鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科、2

鈴鹿回生病院 診療関連部 放射線課

野村彩華1、西川沙江1、山下和己1、萩谷雄大1、北岡ひとみ
1、水井雅人2、溝口裕司2、山田隆憲2

【目的】近年,食生活の欧米化により生活習慣病への関心が

高まっている.腹部X線CT検査では,皮下脂肪,内臓脂肪面積

の測定を行うが,基準となる撮影条件を明確に示すものは存

在しない.そこで,撮影に用いる管電流時間積の影響を検討

する. 

【方法】臍周囲を基準とした腹部自作ファントムを作製した.

管電圧等を一定とし,管電流時間積を5～165mAsまで変化さ
せ撮影を行った.撮影画像より内臓脂肪・皮下脂肪面積およ

び画像ノイズ量を計測した. 
【結果・考察】同一管電圧で内臓脂肪・皮下脂肪面積は管電

流時間積が高いほど増加傾向にあり,画像ノイズ量は減少

傾向にあった.さらに,管電流時間積を変化させ画像ノイズ量

がプラトーに達すると,内臓脂肪・皮下脂肪面積もプラトーに

達することが確認できた.これらを考慮し,内臓脂肪測定では
一般的な腹部測定線量より低線量での撮影が行えることが

示唆された.

096 がん検診における再構成関数の検討

浜松光医学財団 浜松PET診断センター

佐藤真由美、伊東繁、佐野由高、竹内美穂、谷崎靖夫、菅

野敏彦、中村明弘 西澤貞彦

【目的】新規装置(PET-CT装置名)Siemens社製SOMATOM 

Definition AS(Biograph mCT)と東芝社製Aquilion16(SHR74k)

にて検診における腹部再構成関数の検討を行ったので報告

する。

【方法】従来装置(GE社製Light Speed Ultra)にて検診の撮影
条件で低コントラスト分解能とNPSの測定を行った。また中心

吸収線量とCTDIvolの測定も行った。新規装置にて中心吸収
線量が従来装置と同等程度となる条件で、再構成関数を

Definition ASではB26f、B30f、B40f、Aquilion16ではFC01～05

と変えて低コントラスト分解能とNPSの測定と視覚評価を行い、

最適となる再構成関数を検討した。

【結果】NPS値はB26f、B30f、B40fで低周波数領域、FC03～05

で高周波数領域が従来装置よりも高い傾向であった。B30fと

FC03を選択することで中心吸収線量、CTDIvolは従来装置よ

り低く、CNRはほぼ同程度となった。

【考察】再構成関数を検討した結果、従来装置と同等の低コ

ントラスト分解能を得られた。
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097 CTにおける人体軟部組織等価ファントムを

用いた適正管電圧の検討

1金沢大学 医薬保健学域保健学類 放射線技術科学専攻
2金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 医療科

学領域
3金沢大学 医薬保健研究域 保健学系

伊藤翔太1、村崎 祐一2、市川勝弘3

【目的】人体軟部組織等価ファントムを用いて，異なる直径の

水ファントムにおける各管電圧の画質を測定し，単純撮影に

おける適正管電圧を検討する．

【方法】直径30，20，15cmの水ファントムに人体軟部組織等

価ファントムを固定し，直径30cmのファントムは管電圧110，

130kVで，直径20cmおよび15cmのファントムは管電圧80，

110，130kVで，すべて同一CTDIvolとなるように撮影した．ファ

ントム画像から求めたNPS，コントラストとMTFよりコントラスト

を考慮した信号対雑音比（SNRc）を求め，比較した．

【結果】30cmでは管電圧によってSNRcは変化せず，20cmで

は，110kVが80，130kVより4～6%高いSNRcを示した．15cmで
は，130kVが80kVよりも約20%高いSNRcを示した．

098 眼窩ＣＴ撮影における頭部固定の検討

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
大谷彩香

【目的】当院では眼科の特殊外来があり、経過観察目的で

眼窩撮影を行なうことが多い。そこで眼窩の被ばく低減を目

的とし、頭部固定方法と撮影位置の違いによる線量と画質

の評価を行った。

【方法】 頭部ファントムにTLDを装着し、当院標準条件で線量

固定時とAEC使用時で眼窩を撮影した。固定具はヘッドフォ

ルダ、発砲スチロール製固定具（以下アンギオピロー）、

4.5cm底上げしたアンギオピローの3条件で、撮影位置は

ヘッドフォルダ、クレードル接続部、クレードルの3ヵ所とした。

画質評価は水ファントムにてSD法で評価した。

【結果・考察】線量固定時ではヘッドフォルダの方が被ばく線
量が多く、ノイズは少なかった。これはクレードルがX線を吸

収したためと考えられる。AEC使用時ではアンギオピローの
方が被ばく線量が多く、画質評価は大きな差はなかった。以

上より眼窩撮影ではヘッドフォルダを使用して撮影した方が

被ばく低減と画質向上が期待できる。

099 CT用小児固定具の頭部領域における改良

の試み

1社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科、2有限会社
旭計測

渡邉一正1、工藤匡平1、大塚智子1、辻井重吉1神谷 悟1、浅

井 敏2

【目的】我々は第4回・第5回本大会において、技師一人でも

安全にCT検査を施行出来る事を目的とした小児固定具開発

について報告した。今回は、これまでの重点課題となってい

た頭部固定の強化を図るべく検討を行ったので報告する。

【固定具について】固定具のボディー部分や患児の体幹を

固定する為のベルトなどはそのまま継承し、新たに脱着式

のヘッドレストを作成した。そして、更なる固定力を確保する
為に脱気式の形状保持クッションe-Colle（以下e-Colle）を額

から頭部全体に巻きつけるようにセッティングし、その上から
マジックバンドで固定する事とした。

【まとめ】脱気したe-Colleは患児毎に異なる形状で固定化さ

れる為、ヘッドレストと併用する事で従来よりも効果的な頭

部保持が可能となる。すなわち、今回の改良でこれまで有し

ていた患児に対する安全性を担保した上で、更なる固定力
向上が期待される。

100 改良を加えたＣＴ用小児固定具の画像評価

1社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科、2有限会社

旭計測

工藤匡平1、渡邉一正1、大塚智1辻井重吉1、神谷悟1、浅井

敏2

【目的】我々は第4回・第5回本大会において、技師一人でも

安全にＣＴ検査を施行出来る事を目的とした小児固定具に

ついて報告した。今回は、新たに改良した小児固定具が画

像に与える影響について評価し、臨床応用が可能か検討を
行ったので報告する。

【方法】水ファントムを使用し、当院で使用している小児の頭
部撮影条件において、固定具及び形状保持クッションe-Colle

（以下e-Colle）の有無でそれぞれ撮影を行った。そして、得ら

れた画像から被写体内のアーチファクトを確認をする為にサ

ブトラクションを行い、診療放射線技師による視覚的評価を

実施した。

【結果】いずれの撮影条件下においても固定具及びe-Colle

の有無にかかわらず、被写体内においてアーチファクトの影

響は認められなかった。

【結語】今回新たに改良した固定具においても被写体内に及

ぼす影響が認められなかった事から、固定力を向上させた

上で臨床応用が可能と考えられる。
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101 伝音性難聴再現下におけるＣＴ検査時の

骨伝導式ヘッドホンの有用性

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科

松永純也、神谷悟、大塚智子

【目的】我々は第69回総会学術大会において、高度伝音性
難聴を再現した健常人に対しＣＴ検査時の骨伝導式ヘッドホ

ン使用の有用性について報告した。今回、世界保健機関に

おける難聴分類（軽度～非常に高度）を再現した健常人に対

し同ヘッドホン使用の有用性を検証したので報告する。

【方法】聴力検査で異常を指摘されなかった当院スタッフに

対し伝音性難聴を分類ごとに再現可能な耳栓をそれぞれ装

着した。ＣＴ装置ガントリー回転中の息止めボイス聞き取りや

すさを骨伝導式ヘッドホンを装着した場合と通常の寝台ス

ピーカーとで聞き比べる主観的評価を行った。

【結果】軽度伝音性難聴以上の再現において「骨伝導式ヘッ

ドホンを装着した方が息止めボイスが聞き取りやすかった。」

と100％の回答を得た。

【結論】軽度伝音性難聴以上の難聴者において、骨伝導式
ヘッドホンを使用することでＣＴ装置の息止めボイス聞き取り

やすさが向上する可能性が示唆された。

102 X線CTにおいてスライス厚が低コントラスト

検出能に与える影響

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻

平子若菜、伊藤翔太、村崎祐一、市川勝弘

【目的】X線CTにおいて，同一線量下の異なるスライス厚の画
像が球体の低コントラスト検出能に与える影響について視覚

的検出率試験と物理的検出率指標で評価する．

【方法】5mmのアクリル球を水中に固定した低コントラスト検

出能ファントムを作成し，管電圧110kVで撮影を行い，5，3，2，

1mmのスライス厚で再構成した．画像から球の中心をランダ

ムに変化させた画像をそれぞれ100枚ずつ切り出し、スライ

ス厚ごとに視覚的検出率試験を行った．検出率試験には画

像順をシャッフルして表示する専用プログラムを用いて，観

察者が球の位置を正しく指示した割合を検出率とした．また、

MTF，NPS，SSPを用いて物理的検出率指標を求め，視覚的

検出率試験の結果と比較した．

【結果】視覚的検出率試験の傾向と物理的検出率指標の傾

向はほぼ一致した．5mm球体に対しては，5mmと3ｍｍのス
ライス厚の検出率が高く，2mm，1mmの順に低下した．

103 CT画像におけるin-plain方向の空間分解能

の均一性に関する検討

富山県厚生連高岡病院 画像診断部
清水明憲

【目的】CT画像におけるin-plain方向の空間分解能の均一性

を評価し、通常撮影と高分解能撮影を比較しView数がin-

plain方向の解像特性に及ぼす影響について検討する。

【方法】自作ワイヤーファントムを用いたin-plain方向の解像

特性実験を中心位置，5，10，15，20cm位置で行い、直行す

るMTFx，MTFyの2方向に関して測定し空間分解能を評価し

た。通常撮影と高分解能撮影で解像特性を比較し2つの撮

影方法によるin-plain方向の空間分解能の均一性を評価し

た。
【結果】in-plain方向の解像特性は中心から離れるほど空間

分解能が低下し、より高周波強調関数でin-plain方向の空間
分解能の均一性が低下した。通常撮影と比較し高分解能撮

影ではin-plain方向の空間分解能の均一性が向上した。

【考察】in-plain方向におけるオフセンター位置での空間分解

能評価には多方向からの評価が有効であり、空間分解能の

均一性の評価は臨床画像の撮影条件の最適化に有効で
あった。

104 Total Variation (TV)法の低コントラストな

被写体に対する影響の視覚的検討

1市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室、
2藤田保健衛生大学 医療科学部 診療放射線技術学科、
3藤田保健衛生大学大学院 医用放射線科学領域 修士課

程 2年

倉谷洋佑1、丹羽正厳1、高橋康方1、辻岡勝美2、郷中絢子3

【目的】近年、逐次近似法を利用した画像処理技術が臨床

応用されている。これまで我々はその一つであるASiRの低コ

ントラストな被写体に対する影響について視覚的なものを含

め検討してきた。今回、イメージベースで逐次近似処理をお

こなうTotal Variation （以下TV）についても同様に低コントラス

トな被写体について、その影響を視覚的なものを含め検討し
た。

【方法】自作の低コントラストラダーファントムを線量を変えて
スキャンし、画像にTV処理を行った。解析はImageJを用い、

CNR、NPS、SDを求めた。同SDとなる条件において視覚評価

を行った。得られた結果についてASiRの結果と比較した。

【成績】TVの使用によりASiRの場合とほぼ同様のノイズ低減

が行え、画質の改善が見られた。
【結論】逐次近似応用再構成法を搭載していない装置で得ら

れた画像でもTV法を使用することにより、逐次近似応用再構

成とほぼ同等の画質の改善が見られ、臨床的価値が高いと

考える。
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105 ガントリー自走式CT装置とテーブルスライド

式CT装置の基本的物理特性の比較

大垣市民病院 医療技術部 診療検査科 中央放射線室

後藤竜也、奥村恭己、野田孝浩、竹中和幸、市川宏紀、高

田 賢、近藤賢洋、堀貴好、田中啓介

【目的】当院に導入されたIVR-CT装置であるガントリー自走式

CT装置(以下自走式)と既存のCT装置であるテーブルスライド

式CT装置(以下スライド式)における基本的物理特性を比較

する．

【方法】使用機器は自走式：Aquilion CX,スライド式：Aquilion 

16を使用した．Modulation transfer function(MTF)をワイヤ

法,noise power spectrum(NPS)をradial frequency法で測定

し,signal-to-noise ratio(SNR)を算出した．実効スライス厚は微

小球体法で算出した．再構成スライス厚5mm,再構成関数

FC5,管球回転時間0.5sとし,装置表示CTDI vol.が20mGyとなる

よう調節した．

【結果・考察】MTFはほぼ同値であり,NPSはスライド式が僅か

に高値となった．実効エネルギーが低い為と考えられる．こ
れに伴いSNRはスライド式で僅かに低値となった．実効スライ

ス厚に差は認めなかった．移動方式の違いによる基本的物
理特性に大差ないと考えられる．結語自走式,スライド式は

ほぼ同等のSNRを呈した．

106 Discovery CT 750HDにおける高分解能

モードの体軸方向分解能評価

1福井大学医学部附属病院 放射線部、2富山県立中央病院

画像技術科

嶋田真人1、石田智一1、古川修人1、森岡祐輔2、安達登志樹
1

【目的】GE社製Discovery CT 750HDでは高分解能撮影モード

(HD)が使用でき，通常モード(Normal)に比べ，off centerにお

いても面内空間分解能が向上する．今回，off centerにおけ

る体軸方向の分解能についてHDモードと通常モードで比較，

検討した．

【方法】回転中心より1，5，10，15cmオフセットした計4点にお

いて，HDとNormalそれぞれでコインファントムを撮影し，得ら

れたSSPzから半値幅および1/10幅を求めた．同様の撮影条

件でゴム製ファントムを撮影し，3D画像の形状を視覚的に評

価した．

【結果】 半値幅はオフセットしても差はなかった．1/10幅は，

Normalにおいては10cm以上のオフセットで値は大きくなった

が，HDでは大きな差はなかった．3Dについては，HDはより
細かい構造を描出できた．

【考察】HDはNormalに比べview数が多く，体軸方向において

より密なデータ補間を行うことができると考える．そのためoff 

centerでも体軸方向分解能を維持することが可能になる．

107 逐次近似法を応用した画像再構成よる体

軸方向への影響の検討

名古屋市立大学病院 中央放射線部
渡邉雄太、大橋一也

【目的】逐次近似法を応用した画像再構成よる体軸方向へ

の影響の検討

【方法】使用装置は東芝社製 Aquilion ONE ViSION Editionと

SIEMENS 社製SOMATOM Definition Flashを用いた。スライス

感度プロファイルの測定は微小コインファントムを使用し，撮

影条件は管電圧120kV、回転速度0.5s、Pitch0.6で行った。

画像再構成はAquilion ONEではスライス厚0.5mm再構成間

隔0.1mmで再構成関数FC04を用いてAIDR３Dの強度を変え

て再構成を行った。Definition Flashではスライス厚0.6mm再
構成間隔0.1mmで再構成関数B31、I31を用いてSAFIREの強

度を変えて再構成を行った。得られたスライス感度プロファ
イルからFWHMとFWTMを求めた。

【結果】Aquilion ONEはAIDR３Dによるスライス厚の変化はな

かった。Definition FlashはSAFIRE強度を強くするとスライス厚

が薄くなった。

【考察】逐次近似法を用いた画像再構成の体軸方向への影
響はメーカーにより違いがある。

108 CT画像における画質評価の経時的変化に

ついて

1名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック
2名古屋放射線診断財団 名古屋放射線診断クリニック

佐々木 駿1、田中宏卓1、山室 修1、玉井伸一2、築島正拓1

【目的】当院は同型のSiemens社製PET－CT装置を3台所有し

ている。3台がPET－CT検査及びCT検査を行う上で常に著変

なく適切な画像が得られているか、また装置間で画質に差

がないか月に一度画質評価を行っている。今回はこの測定

結果を報告する。

【方法】評価項目は水ファントムでSD、ノイズパワースペクト

ルの値を測定しノイズの評価、ワイヤ法にてMTFの値を測定

し空間分解能の評価、微小球体法にてスライス感度プロ
フィールの値を測定しスライス厚の評価を行った。平成23年

6月から現在までの測定結果をまとめた。
【結果】各装置において経時的変化はみられなかった。また、

装置間においても大きな差は認めなかった。

【考察】当院は治験実施施設でもあり、画質の不変性は重要

である。現在はファントムの都合上限られた測定しか行って

いないが、測定項目は他にもある。今後はそれらの項目も
含めて検討していく。
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109 陽子線治療における呼吸性移動を伴う標的

に対する新たな照射野形成法の考案

1名古屋大学大学院 医学系研究科、2名古屋陽子線治療セ

ンター

原田崇臣1、小森雅孝1、安井啓祐2、大町千尋2、歳藤利行2、

竹内瑛彦1、丹羽まい子1、小口 宏1

【目的】陽子線治療の新しい照射法を考案し、標的の呼吸性

移動に伴う照射野境界での線量分布の形状を評価した。

【方法】新しい照射法では、パッチ照射の技術を応用して標

的に対し5～10個の照射野を形成する。各照射野は、飛程を

任意に変調することのできる回転ホイールと照射野形成に

利用するマルチリーフコリメータを用いて形成する。これによ

り、呼吸性移動を伴う標的に対して拡大照射法より良い線量

分布が得られるのではないかと考えている。

標的内の1スライスに限定した二次元平面における線量分

布を呼吸モデルに基づき一方向に動かし、半影部分を評価

した。

【結果・考察】標的の移動を加味した線量分布はもとの線量
分布より半影が大きくなった。半影の大きさは新たな照射法

における線量分布の形状に影響するため、今後は標的に対
する照射野の大きさおよび各照射野のつなぎ合わせについ

ての最適化が必要である。

110 脊椎固定用インプラントが線量分布に与え

る影響

富山大学付属病院 放射線部

中島 佑、嘉戸祥介、吉田 寿、白崎展行、酒井幹緒、杉本浩

章、齊藤久紘、熊谷道朝

【目的】脊椎骨転移に対してインプラントで固定後に照射され

るケースがあり、近年ではチタン製のインプラントが用いられ

ている。このチタン製のインプラントが線量分布にどのような

影響を与えるか検討した。

【方法】脊椎固定用のインプラントを水槽内に、地面に垂直

に固定しマイクロチェンバーでPDDを測定し、インプラントが

ある場合とない場合を比較した。また自作ファントムにガフク

ロミックフィルムとインプラントを固定し線量分布を測定し、

RTPSで計画した分布と比較をした。

【結果】インプラントの入射側の線量は変化が少なく、下端の

射出側の減衰率が最も大きく25％となった。線量分布はイン

プラント近辺が計画とは異なった。

【考察】RTPSではチタンの電子密度のデータがないため、計
画された分布と実際の分布は異なる。

111 当院におけるVirtual Wedge、Physical 

Wedgeの基本特性の比較

静岡県立総合病院 放射線技術室
平井健太、渥美希義、高崎哲也、望月勇人、川口彩子、笹

田祐未、佐藤信之

【目的】乳房接線照射等においてターゲット内の線量分布を

均一にするためにWedgeの使用は有用である。今回、当院

装置におけるPhysical Wedge(PW)・Virtual Wedge(VW)の特

性を評価し、臨床におけるWedge選択基準を検討する。

【方法】6MV-X線リニアックを用いて線質、表面線量、照射野

外線量を測定しPW、VWで比較した。Wedge角度は15deg、

30deg、45deg、照射野サイズは5cmx5cm、10cmx10cmとし

た。
【結果】TPR20，10は全Wedge角度でPWがVWよりも大きく、

VWはOPEN照射野とほぼ同値であった。表面線量(測定深
=0.1cm)は全Wedge角度でPWがVWよりも低く、VWはOPEN

照射野とほぼ同値であった。Wedge使用軸の照射野外線量

(照射野端から1cmの位置)はVW、PW共にWedge角度の増

加に伴い照射野外線量は増加した。

【結語】VWは作業効率、安全性の面で大変有用であるが、
放射線性皮膚炎を十分配慮しなければならない症例では表

面線量が低下するPWの使用も考慮すべきである。

112 放射線治療計画支援を目的としたDVH評価

プログラムの作成

1藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科、
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、
3聖隷浜松病院 腫瘍放射線科、
4聖隷浜松病院 放射線部

安達由美子1、林直樹2、加藤秀起2、野末政志3、山本昌市3、

矢田隆一4、松永卓磨4

【目的】治療計画支援のための，治療計画装置(TPS)と独立し

てDVHの評価が可能な自作プログラムを開発する．

【方法】TPSより抽出したDVH情報のデータを読込み，汎用パ

ソコン上で評価可能なプログラムを作成した．その後，放射

線腫瘍医によって作成した模擬症例を利用し，本プログラム
の妥当性を評価した．使用言語はMicrosoft社製Visual Basic 

2010，治療計画装置はVarian社製Eclipse Ver. 8.9を使用した．
【結果と考察】開発したプログラムはWindowsパソコン上で動

作を確認した．プログラムでは，任意設定体積のDVHの形状

評価，2症例同時にDVHを表示しての比較，読込グラフの表

示とデータ作成が可能である．本プログラムを用いることで，

TPS上では行うことが困難なDVHの比較を行うことが可能と
なった．またデータ作成機能を活用することで，過去の症例

との比較をすることができるため，実施中の治療計画の妥当

性を容易に評価することが可能になると考えられる．



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.16   (2014) 

- 116 - 

 

放射線治療　治療計画 放射線治療　治療計画

放射線治療　画像 放射線治療　画像

113 治療計画装置における外輪郭を認識させる

しきい値が計算結果に与える影響について

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室

山本瑛一、三浦淳也、小林裕介、安田敏博、脇沢雅之

【目的】放射線治療において患者固定精度を高めるために
シェルが用いられているがシェルは減弱が問題となる．その

減弱を含めて線量は計算されるがシェルの認識がうまくなさ

れないと計算結果に影響がでることが考えられる．今回は計

画装置における外輪郭を認識させるしきい値（CT値)を変化さ

せたときにシェルの認識がどの程度計算結果に影響を与え

るのか検討した．

【方法】Solid Waterの上に体幹部用，頸部用，頭部用シェル，

シェル固定用フレームを乗せ線量を実測した．次にCT値によ

るシェルの認識を変化させるしきい値を様々に変化させ計算

を行い実測値と比較した．

【成績】CT値によるしきい値を-200から-800程度まで変化させ

てもすべてのシェル，フレームにおいて計算結果に与える影

響は0.2％程度であり，実測との違いは最大でも0.5％程度で
あった．

【結論】しきい値によるシェルの認識の変化が計算結果に与
える影響は非常に小さいことが確認できた．

114 新規線量計算アルゴリズム導入に向けた検

証：不均質領域における実測と線量計算アルゴ

リズムの比較

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、2藤田保健

衛生大学大学院 保健学研究科、3聖隷浜松病院放射線部、
4磐田市立総合病院医学物理室

皿良僚太郎1、林直樹1、山川哲弘1、山崎希世1、前田美穂1、

安達由美子2、黒木燎平2、矢田隆一3、松永卓磨3、下郷智弘
4

【目的】治療計画装置に新規線量計算アルゴリズムを導入

するにあたり、AAPM TG-53に準拠し、線量計算精度の検証

を行うこと。

【方法】水等価ファントム(Wp)、肺野ファントム(Lp)を用いて均

質および不均質モデルを作成し、治療計画用CT撮像により、

ファントム内の電子密度の情報を取得した。CT画像を利用し

て治療計画装置(eclipse 11.0)を用いて、すべて100 MU照射
することを想定し、Acuros XB(AXB)およびAnalytical 

anisotropic algorithm(AAA)にて線量計算を行った。実測は電

離箱CC04(IBA)を用いて行った。実測で得られた吸収線量の

データとAXBおよびAAAの計算値を比較した。

【結果】実測値はLp中に電離箱を設置した際に減少し、Lp中

であってもWpで周囲を囲まれた電離箱での線量は上昇した。

これはビルドダウン、再ビルドアップの効果と考えられる。実

測値と比較した誤差は、AXBでは最大:-2.357%、最小:-

0.187%、AAAでは最大:-2.710%、最小:0.075%となった。

115 ライナックグラフィーにおけるTotal Variation 

(ＴＶ)法の基礎検討

1市立四日市病院 医療技術部、
2社会医療法人宏潤会 大同病院、
3藤田保健衛生大学 医療科学部 診療放射線技術学科、
4藤田保健衛生大学大学院 医用放射線科学領域 修士課

程

高橋康方1、丹羽正厳1、倉谷洋佑1、大坪寛知2、辻岡勝美3、

郷中絢子4、古市斉1

【目的】近年、逐次近似法を利用した画像処理技術が臨床

応用され、積極的に使用されている。今回我々はイメージ

ベースで逐次近似処理をおこなう、Total Variation 法（以下

TV法）を使用して、ライナックグラフィーにおける画像処理に
よる画質改善についての基礎的検討を行った。

【方法】ファントムをライナックにて通常の臨床で使用する条
件で撮影を行った撮影した。画像はPC上でTV処理を行った。

解析はImageJを用い骨部分とそれ以外の背景部分のそれ

ぞれの信号値、SDを測定しCNRを求めた。また辺縁のプロ

ファイルを測定し比較検討した。

【結果】TV法を使用する事により、辺縁のプロファイルをそれ
ほど変化することなく、ノイズの低減が行え画質の改善が見

られた。

【考察】ライナックグラフィーはTV法を使用するとにより画質

の改善が見られ臨床的価値が高いと考える。今後最適な処

理条件等について検討をしていきたい。

116 IGRTにおける操作者の照合精度評価

社会保険 中京病院 放射線部

田中 聡、野々垣喜徳、長谷川信司、西橋みな美、石川繁和

【背景】強度変調放射線治療（IMRT）においては位置精度を

高める目的で画像誘導放射線治療（IGRT）が広く用いられて

いる。IGRTの精度評価については多くの研究がなされてきた

が、画像照合を実際に行う操作者側の照合精度に関する研

究は十分になされていない。【目的】IGRTにおける照合精度

に関し操作者のヒューマンエラーの観点から評価することを
目的とした。

【方法】被験者を放射線治療に従事する診療放射線技師4名
とした。前立腺IMRT症例を対象とし、Offline Review(Varian)

を用いて同一の治療計画CT画像と同一のCBCT画像とのマッ

チングを各被験者がそれぞれ30回ずつ行った。その際の照

合時の、AP方向、SI方向、RL方向のスケールを記録し評価し

た。

【結果】AP方向S.D.=0.793, 最大値+2mm,最小値-1mm SI方

向S.D .=1.077, 最大値+2mm, 最小値-2mm RL方向

S.D.=0.441, 最大値+1mm, 最小値-1mm
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117 ポータルドジメトリにおける電子照合画像装

置(EPID)のたわみの影響

1金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専

攻、
2金沢大学 医薬保健研究域保健学系、
3金沢大学附属病院 放射線部、
4金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻

吉田芽以1、武村哲浩2、上田伸一3、室井大志4、東海芽生4、
山根諭里1、湧田もみじ1、佐々木駿也1

【目的】電子照合画像装置 (EPID)を用いたポータルドジメトリ

を行うにあたり、EPIDのたわみによる品質保証への影響を確

認する。

【方法】EPIDのズレと傾き、焦点のズレの個々による歪みを

算出しグラフを作成した。ここで、画像上に歪みが現れ始め

るEPIDのズレと傾き、焦点のズレをそれぞれ決定し、歪みが

EPIDのピクセルサイズである＋0.04cmを超えたときを最大値、

－0.04cmを下回ったときを最小値とした。EPIDのズレと傾き、

焦点のズレのパラメータを最大値または最小値で固定し、1
つのパラメータのみを変化させ、EPIDのズレと傾き、焦点の

ズレすべてを加味した歪みを算出してグラフを作成した。条
件は焦点-アイソセンタ間距離を100cm、アイソセンタ-EPID間

距離を60cmとした。

【結果】EPIDのズレと焦点のズレは歪みとの間に直線性が認

められた。EPIDの傾きは曲線となったため、傾きの変化量が

同じでも角度が異なると歪み量に変化が生じることが考えら

れる。

118 Cone-Beam CTの体軸方向におけるCT-ED変

換テーブルの変化の原因についての検討

1金沢大学 医薬保健学域保健学類 放射線技術科学専攻、
2金沢大学附属病院 放射線部、
3金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻、
4金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
湧田もみじ1、武村哲浩4、上田伸一2、磯村直樹2、小島礼慎2、

能登公也2、東海芽生3、山根諭里1、室井大志3、吉田芽以1

【目的】Cone-Beam CT(CBCT)で治療計画を行うために必要な

CT‐電子密度(ED)変換テーブルの体軸方向の変化および体

積の影響を検討する．

【方法】電子密度ファントムをアイソセンターから頭尾方向に

±7.5cmの範囲内にて2.5cm間隔で動かし，Field of 

View(FOV)をM（40×40cm）とS（27×27cm）としてそれぞれ

360度収集により撮影した(管電圧120kV，管電流40mA)．同

様の条件で電子密度ファントムの前後に10cmと20cmの水等

価ファントムを置き FOV Mで撮影した．撮影したファントム内

のロッドのCT値を得た．得られたCT値から変換テーブルを作
成した．CT値はファントム中心のスライスとその前後1枚のス

ライス(合計３枚)の平均値を用いた．

【結論】体軸方向の位置によりCT-ED変換テーブルは変化し

た．電子密度ファントムの前後に水等価ファントムを置くこと

でCT-ED変換テーブルは変化した．水等価ファントムが厚い

ほどCT値は低くなり，CT-ED変換テーブルは立ち上がった．

119 体幹部息止め照射時の透視画像を用いた

照射精度の検討

1金沢大学附属病院 放射線部、
2金沢大学医薬保健研究域 保健学系

磯村直樹1、上田 伸一1、武村哲浩 2、倉田雄一1、能登公

也1、小島礼慎1、佐賀将人1、松浦幸広1

【目的】当院では体幹部息止め治療時に胸腹部2点測定式

呼吸モニタリング装置と透視画像併用で位置確認を行う．今

回治療時透視画像で標的臓器近傍の金属の動きを計測し

照射精度の検討を行った．

【方法】対象は肝臓症例で腫瘍近傍にコイルを留置して治療

を実施した4症例、膵臓症例は血管内コイルが留置された4

症例の計8症例とした。治療計画用CTから作成したDRR画像
上でのコイル位置を基準として、治療実施時に呼吸停止と

判断した透視画像上でのコイル位置の変位を計測し照射精
度として評価した。

【結果】解析は平均と標準偏差で求め肝臓で頭尾・左右・腹

背の3方向順で平均：-0.5mm・1.2mm・1.5mm，標準偏差：

2.4mm・1.6mm・1.9mm膵臓で平均：3.9mm・-2.3mm・2.1mm，

標準偏差：2.2mm・2.7mm・1.8mmであった．
【考察】今回膵臓症例で移動量が大きくなった，これは血管

内コイルを指標としており日々の体内移動変位量が位置精

度の悪化につながったと考察する．

120 CBCTの体軸方向における実効エネルギー

の変化

1金沢大学 医薬保健学域保健学類 放射線技術科学専攻、
2金沢大学 医薬保健研究域 保健学系、
3金沢大学 附属病院 放射線部、
4金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻

山根諭里1、武村 哲浩2、上田伸一3、能登公也3、小島礼慎
3、磯村直樹3、室井大志4、東海芽生4、湧田もみじ1、吉田芽

以1

【目的】昨年の研究において、治療計画時に用いるコーン

ビームCT(CBCT)のCT値-電子密度(ED)変換テーブルが体軸

方向において不均一であった。そこでCBCTの体軸方向にお

ける実効エネルギーの変化を調べる。
【方法】コリメータを焦点から約0.5m、フィルタを約0.8m、線量

計を約1.3mに配置した。ビーム中心での位置およびCBCTの
検出器の頭尾方向両端位置にて半価層を測定した。Alフィ

ルタ、Cuフィルタを用いた半価層の測定を行い実効エネル

ギーを算出した。撮影条件は透視にて120kV、1mAs/fとした。

【結果】Al/Cuフィルタによる実効エネルギーは頭側で

55.6keV/57.0keV、中心で56.1 keV/57.1keV、足側で56.6 
keV/57.6keVであった。

【考察】実効エネルギーより骨のCT値を求めると、中心と頭

側、中心と足側とのCT値の差が共に27HUとなる。問題とす

るCT値の差は約200HUであるため、この実効エネルギーの

差は関与していないと考えられる。
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