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巻頭言 

中部部会長 鈴木昇一 

 

決定論あれこれ 
 

いきなりの話ですが、決定論（determinism）とは、ブリタニカによると、「人間の行為をも含め

てあらゆる事象、出来事がなんらかの原因によってあらかじめ決められているとする考え方であ

る。」となっています。詳細は除きますが、機械論的決定論、神学的決定論、心理学的決定論 など

があるようです。医療において決定論は様々な分析によって行われているコホート研究（cohort 
study）があります。ウイキペディアによりますと、得られた将来予測で、特定の要因に曝露した

集団と曝露していない集団を一定期間追跡し、その発生率を比較することで、要因と疾病発生の関

連を調べる観察的研究となっています。利点は、危険因子の寄与がわかる、事象の発生順序がわか

る、複数の結果因子が同時に調べられる、予測因子の測定バイアスが少ない、などがあります。一

方、欠点として、稀な疾患に不向き、研究の時間と費用がかかる、多数の脱落がないように追跡し

なければならないと記載されています。コホート研究は前向き研究（prospective study）が該当し

ます。現在のデータから将来を予測する、後ろ向き研究（retrospective study）もあります。用語

の説明だけでも多く紙面を使用しますが、この研究手法を放射線技術学、特に私の分野である放射

線安全管理について述べてみたいと思います。 
放射線を利用する我々の学会においても、現状分析から将来に向けての考察は非常に重要な研究

手法の一つかと思います。研究のみならず、日常においても常に意識しなければならない考え方で

はないでしょうか。例えば、医療現場において、放射線は大量に照射されれば障害（傷害）が起き

ることは自明です。しかし、少量の放射線はどうかについては、現在なお結論は出ていません。そ

のため、放射線影響について二つの考えが示されています。その一つ、確定（決定論）的影響です。

これは、あるしきい値を超えると障害が現れることを示しています。もう一つは、確率的影響です。

将来起こるかもしれない障害あるいは影響と定義されています。障害が起きるという決定は、後ろ

向き研究結果からの予測となります。確率的影響は「確率」であって「確定」ではないとはっきり

と区別されています。「確定」には具体的な数値があります。この数値は、過去を振り返り、将来

を予測した結果導き出されたものです。さらにこの数値は多くデータを分析し、議論の後、導き出

されたものであることに注目すべきです。「確率」は将来を予測しています。よって「可能性？」

のため、数値がぼかされています。低線量の放射線影響については、多くの研究者が今なお研究し

ていますが、将来証明されることは非常に困難であるとの見解（限界）も示されています。そのた

め、これらの確率には、予測の結果が未知、あるいは検出できないほど微小な要素が多く含まれて

います。それでもなお研究を続け、最終目標は、現在の正当性が将来、どのような評価手法におい

ても正当であると証明できる研究成果が究極の到達点です。それらの道中では時として多くの人か

らの批判を受けます。 
研究報告で十分な考察がなされているにも関わらず、ある人からみると低い評価となることがあ

ります。現在の研究論文は、非常に厳しいルールのもと、査読という評価、判定を経て公表されて

います。それらがすべて正しいかについては、不確定なものであるとの認識が必要で、評価・決定

する側も経験のみで判断するには危険が伴います。しかし。「決定」してゆかなければなりません。
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種々の決定過程は、個人、集団を問わず、過去を振り返りながらこのような経過をたどっています。 
学会の運営においても、常に検証されながらその正否を模索し続けることが重要かと思います。現

在の放射線技術学は多くの先人により、研究が積み重ねられ発展し、現在に至っています。この領

域の学問は未だ他の学問体系のように確立されていません。次年度から中部部会が中部支部と名称

が変更されます。名称の変更のみでなく、ここから、さらに進んで、若い力のある人が活躍できる

場の提供、日本の放射線技術を推進できるよう牽引力のある人材育成が必要かと思います。この支

部には、それらに応えるべき人材と組織力があります。多くの人たちが先人の築いていたものをさ

らに強固にするため国内外の関連する領域で活躍し、本学会で得られた知識をもとに、新しい何か

を創造してほしいと期待しています。日本のど真ん中に存在している中部部会最後の部会長として、

新名称の次期中部支部、関係各位にバトンをお渡しします。 
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第 7 回中部放射線医療技術学術大会を終えて 

 
第 7 回中部放射線医療技術学術大会 

(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) 
副大会長  小山 修司 

 
 平成 26 年 11 月 1 日，2 日の両日，名古屋国際会議場において第７回中部放射線医療技術学術大

会（第 49 回日本放射線技術学会中部部会学術大会）が大勢の方々の参加のもと開催されました．

初日は天候が悪く大雨となりましたが，ほぼ予定数に近い 983 名の参加登録をいただきました．県

民公開講座の一般の参加者も含めると，千数百名のご参加をいただいたことになります．参加者の

皆様には，この場を借りて御礼を申し上げます．なお，佐野大会長は雨男ということで，以前愛知

県で行われた日本診療放射線技師会の全国大会では台風も呼んでしまったとのことでした． 
 さて，今回は，中部放射線医療技術学術大会として技師会と技術学会が合同で学術大会を行いは

じめて 7回目，福井県をはじめとして北陸と東海を交互にちょうど一巡した記念すべき大会でした．

大会テーマは「すべては未来のために − Breakthrough in Radiation Technology − 」とし，未来

を意識した内容を盛り込んだ企画をたくさん行いました． 
 特別講演では，東北大学多元物質科学研究所の百生 敦 先生をお招きし，一昨年 TV 番組で「ス

ーパーレントゲン」として取り上げられたタルボ・ロー干渉計の技術を応用した小型のＸ線装置と

その原理や応用などについて詳しくお話しいただきました．私自身，あらためて，Ｘ線が可視光の

ように回折したり干渉したりするということを認識しました．教育セミナーは４つ行われましたが，

先進放射線治療のはなし，新しい線量管理であります Dose SR のはなし，US・マンモグラフィ・

MRI の少し未来の技術のはなし，改訂の進む診療放射線技師法のはなしがありました．いずれも，

明日使える知識として参加者の糧になったものと思います． 
 人材育成セミナーでは，若手の診療放射線技師の皆様が，これからの技師像について熱く議論さ

れており，未来が明るいことを確信いたしました．特別企画は例年，日本放射線技師会と日本放射

線技術学会，それぞれの代表をお招きして，そのときに合ったお話をいただくのですが，今回は技

師会から小川 清 副会長，技術学会から小倉明夫 副代表にお越しいただき，それぞれの立場での

現在から未来へのお話をいただきました． 
 県民公開講座は，認知症に関する内容で，岐阜大学大学院医学系研究科神経内科・老年学分野教

授の犬塚 貴 先生のお話をはじめとして，認知症患者様のケアに関わるスタッフの方々から，一般

に向けわかりやすいお話をいただきました．少子高齢化の中，認知症対策については，近年，国策

にも盛り込まれるような大きな問題です．聴衆の皆様は身近な問題として熱心に耳を傾けておられ

るようでした．この中で，愛知県立芸術大学の学生さんたちによるミニコンサートがありました．

学会というかしこまった環境の中で，一服の清涼剤となったと思います． 
 なお，一般演題は，今回も多くの発表をいただき，全部で 179 演題が，各会場に分かれて発表さ

れました．それぞれの会場で，有意義な議論が行われていたことと思います．ご発表いただいた皆

様には，さらに研究を重ねられて，その成果を，是非とも論文として後世に残していただければと

願っております． 
 意見交換会は，180 名ほどの皆様にご参加いただき盛会となりました．各県から日本酒をご提供
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いただき，また，最近，名古屋メシと呼ばれるようになった名古屋を代表する食事をご用意させて

いただきました．ご参加の皆様，楽しんでいただけましたでしょうか． 
 名古屋国際会議場は会期中も，我々とは別にいろいろなイベントが開催されており，特に某アイ

ドルグループの公演との重なりでは，かなり人が入り乱れるのではないかと心配しておりました．

しかし，大きな問題もなくスムーズな運営が行われたことは，スタッフの貢献によるものが大きか

ったと思います． 
 今回は，愛知県が担当で名古屋での開催ということもあり，会場や会計の規模も大きくなってし

まいました．ご協賛頂いた企業の皆様にも大変感謝する次第です．今後も，開催県の地域性や特色

を生かした大会運営が行われて行くと思います． 
 本大会は二巡目に入り，脈々と受け継がれて行くことと思います．最後に，繰返し，本大会に参

加いただいた皆様，スタッフとして運営に関わっていただいた皆様，ご協賛の企業の皆様に感謝い

たしまして，第7回大会のご報告をおわらせていただきます． 
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第 8 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）のお知らせ 
 

第 8 回中部放射線医療技術学術大会 
第 50 回 公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部学術大会 

 大会長  安達 登志樹 
   

第 8回中部放射線医療技術学術大会を、福井県福井市の AOSSA 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 27 年 11 月 7 日(土)～8 日(日) 
【会 場】 

AOSSA 
〒910-0858 
福井県福井市手寄 1 丁目 4 

TEL 0776-20-6101 
【大会テーマ】 

挑む！さらなる高みへ その先へ 
 
大 会 長  安達 登志樹 (福井大学医学部附属病院) 
副大会長  福島 哲弥  (医療法人 林病院) 
実行委員長 村中 良之 (福井県立病院) 
 
主催／公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

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 
公益社団法人 静岡県放射線技師会 
公益社団法人 福井県診療放射線技師会 
公益社団法人 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 日本診療放射線技師会 

後援／福井県、福井市 
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平成 26 年度 中部部会事業報告 

 

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）を開催した。 
  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） 

参加人数：983 名  
2. 平成 26 年度第 1 回中部部会学術セミナーを開催した。 

会期： 平成 26 年 5 月 31 日（土）13：00〜16：00 
会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 
内容：「脳を診る」 
参加人数：109 名 

3. 平成 26 年度第 2 回部会セミナーを開催した。 
会期：平成 27 年 2 月 7 日（土） 
会場：名古屋市立大学病院 中央診療棟 大ホール（名古屋市） 
参加人数：31 名 

4. 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）を開催した。 
会期：平成 26 年 6 月 28 日（土）9：30～16：55 
会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 
参加人数：22 名 

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）を開催し

た。 
  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） 
  参加人数：27 名 
6. 第 15 回 CT 立山セミナーを開催した。 

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） 

 参加人数：66 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）を開催した。 
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） 
参加人数：39 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）

を開催した。 
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） 
参加人数：40 名 
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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）を開催した。 
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） 
参加人数：7 名 

10. 中部部会技術セミナー（研究会）を開催した（参加人数 1868 名；平成 26 年度）。       
（1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）           
会場：順天堂大学医療看護学部 
内容：「放射線治療計画装置の線量計算アルゴリズム」他   
参加者：60 名 

（2）第 2 回技術セミナー（CT 研究会） 
   日時：平成 26 年 6 月 7 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：119 名 
（3）第 3 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 6 月 7 日(土)   
会場：県立多治見病院 
内容：肺がん治療 ほか  
参加者：73 名 

（4）第 4 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
   日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）    

会場：三重大学医学部附属病院 
内容：電子線における平行平板型線量計の相互校正講習会    
参加者：36 名 

（5）第 5 回技術セミナー（超音波画像研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 22 日（日）       
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース     
参加者：47 名 

（6）第 6 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 7 月 26 日(土)     
会場：金沢大学 医薬保健学域 
内容：標準計測法 12 の水吸収線量計測      
参加者：67 名 

（7）第 7 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 10 日(日)     
会場：藤田保健衛生大学 
内容：CT ビギナーズセミナー       
参加者：24 名 
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（8）第 8 回技術セミナー（MR 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 24 日(日)      
会場：石川県立中央病院 
内容：MRI ビギナーズセミナー       
参加者：95 名 

（9）第 9 回技術セミナー（乳房画像研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)      
会場：福井駅東口 AOSSA 
内容：乳がんの診断から治療まで       
参加者：55 名 

（10）第 10 回技術セミナー（医療情報システム研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)～31 日（日）   
会場：名古屋大学医学部保健科 
内容：DICOM サーバーをつくろう      
参加者：40 名 

 （11）第 11 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 13 日（土）    
会場：名古屋市立大学病院 中央診療棟 大ホール 

  内容：「CT colonography の画像処理技術の現状と DR の被曝低減の手法」  
参加者：47 名 

（12）第 12 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 20 日（土）  
会場：アクトシティ浜松 研修交流センター  

 内容：「放射線治療における呼吸管理」      
参加者：68 名 

（13）第 13 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 27 日（土） 
会場：名古屋市市政資料館 第 3 集会室  

 内容：「CT 関連論文の抄読会」   
参加者：18 名 

（14）第 14 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 25 日(土) 
会場：愛知県がんセンター中央病院 
内容：体幹部定位照射（SBRT）の包括的品質管理     
参加者：119 名 

（15）第 15 回技術セミナー（超音波研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 26 日（土）     
会場：KDX 名古屋ビル 

 内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース    
参加者：38 名 
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（16）第 16 回技術セミナー（アンギオ研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 26 日（土）     
会場：金沢大学医薬保健学域 保健学類 

 内容：心電図の読み方    
参加者：80 名 

（17）第 17 回技術セミナー（放射線治療研究会；CCRT 教育セミナー） 
日時：平成 26 年 11 月 1 日（土）    
会場：名古屋国際会議場 第 1 会場 
内容：「がんを打ち砕く先進放射線治療 -がん粒⼦線治療⼊⾨-」   
参加者：95 名 

（18）第 18 回技術セミナー（医療情報・アンギオ・防護合同研究会；CCRT 教育セミナー） 
 日時：平成 26 年 11 月 1 日（土）    

会場：名古屋国際会議場 第 1 会場 
 内容：「これからの線量管理と医療情報システムの活⽤」    

参加者：80 名 
（19）第 19 回技術セミナー（乳房画像・MR・超音波合同研究会；CCRT 教育セミナー） 

日時：平成 26 年 11 月 2 日（日）    
会場：名古屋国際会議場 第 4 会場 
内容：「乳房検査の現状について」  
参加者：80 名 

（20）第 20 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 11 月 22 日（土）    
会場：金沢大学保健学科 
内容：「CTcolonography の画像処理技術の現状と DR の被曝低減の手法」 
参加者：35 名 

（21）第 21 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時：平成 26 年 11 月 22 日（土） 

会場：厚生連 松阪中央総合病院 多目的ホール 
内容：「γ-ナイフ治療 新装置の紹介を中心に」 
参加者：46 名 

（22）第 22 回技術セミナー（アンギオ・放射線防護研究会） 
日時：平成 26 年 12 月 13 日(土)  
会場：名古屋第二赤十字病院 研修ホール 
内容：「論文作成へつなげる研究の心得と伝わるプレゼンテーション技術」 
参加者：50 名 

（23）第 23 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時：平成 26 年 12 月 6 日（土） 

会場：中濃厚生病院 放射線治療棟 第一研修室 
内容：「復習しよう！電子線」 
参加者：64 名 
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（24）第 24 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時：平成 26 年 12 月 20 日（土） 

会場： 名古屋市立大学病院 さくら講堂 
内容：「 放射線治療技術の温故知新」 
参加者：64 名 

（25）第 25 回技術セミナー（MR 研究会） 
日時：平成 27 年 1 月 17 日 (土) 
会場：福井大学医学部附属病院 臨床教育研修センター２階 
内容：MRI ビギナーズセミナー 
参加者：88 名 

（26）第 26 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時：平成 27 年 1 月 17 日 (土) 

会場：富山大学附属病院 総合臨床教育センター2 階 
内容：「放射線治療計画システムと線量検証システムについて」 
参加者：59 名 

（27）第 27 回技術セミナー（放射線防護技術研究会） 
   日時：平成 27 年 1 月 18 日 (日) 

会場：金沢大学附属病院 病棟 2 階カンファレンスルーム 
内容：「血管造影装置の線量測定セミナー」 
参加者：18 名 

（28）第 28 回技術セミナー（MR 研究会） 
   日時：平成 27 年 1 月 31 日（土） 

会場：名古屋市立大学病院 病棟中央診療棟 3 階大ホール 
内容：「 膵臓 MRI 検査」 
参加者：114 名 

（29）第 29 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 27 年 2 月 1 日 (日) 
会場：石川県地場産業振興センター 第 10 研修室 
内容：CT 検査における医療安全 
参加者：24 名 

（30）第 30 回技術セミナー（超音波研究会） 
   日時：平成 27 年 2 月 8 日（土） 
 会場：KDX 名古屋ビル 7F 
 内容：「初心者向け腹部超音波実技講習会」 
 参加者：36 名 
（31）第 31 回技術セミナー（CT 研究会） 

日時：平成 27 年 2 月 14 日(土) 
会場：名古屋市市政資料館 第 3 集会室 
内容：CT 関連論文の抄読会 
参加者：20 名 
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（32）第 32 回技術セミナー（医療情報研究会） 
日時：平成 27 年 2 月 14 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：医用画像管理セミナー 
参加者：9 名 

 
11. 刊行物の発行 
 （1）タイトル：平成２５年度中部部会誌 Vol.16 平成 26 年 4 月 24 日発行 
  中部部会ホームページに掲載（Web 版） 
（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 15 日 
（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 日 
 

12. 部会表彰 
功労賞   山本 友行 みずほ病院   
       
技術奨励賞 画像分野 寺本 篤司 藤田保健衛生大学医療科学部   
 画像分野 藤本 真一 福井大学医学部附属病院   
 防護・計測分野 松永 雄太 名古屋共立病院放射線部   
 防護・計測分野 川口 愛 トヨタ記念病院   
 CT 分野 谷口 拓矢 朝日大学歯学部附属村上記念病院放射線室   
 CT 分野 瓜倉 厚志 静岡県立静岡がんセンター・画像診断科   
 CT 分野 作田 啓太 金沢大学附属病院   
 MR 分野 水口 貴詞 名古屋大学医学部保健学科 放射線技術科学専攻 
 MR 分野 菅 博人 名古屋市立大学病院中央放射線部   
 治療分野 安達 由美子 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科   
 RI 分野 市川 肇 豊橋市民病院放射線技術室   
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平成 26 年度 中部部会収支計算書 
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 H26 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 

(1) 研究奨励資金運用収入 

   

2,000 1,395  605 

0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金運用収入 

2) 会費収入 

(1) 部会正会員通常会費 

2,000 1,395  605 

5,700,000 6,905,500 1,205,500 

4,800,000 4,757,000  43,000 

(2) 特別会費収入(部会学術集会） 900,000 2,148,500 1,248,500 

(3) 特別会費収入(定期研究発表会） 

3) 事業収入 

(1) 広告料収入 

0 0 0 

500,000 7,560,400 7,060,400 

0 0 0 

(2) 研修会等収入 500,000 1,891,200 1,391,200 

(3) 学術大会事業収入 

4) 補助金等収入 

(1) 本部部会助成金収入 

0 5,669,200 5,669,200 

1,920,000 2,023,500 103,500 

1,920,000 1,873,500  46,500 

(2) 地方公共団体助成金収入 0 150,000 150,000 

(3) 民間補助金収入 
 
5) 負担金収入 

(1) 負担金収入 
 
6) 寄付金収入 

(1) 寄付金収入 
 
7) 雑収入 
(1) 利息収入 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 80,000 80,000 

0 80,000 80,000 

3,000 2,425  575 

1,000 425  575 

(2) 雑収入 

事業活動収入計 

2,000 2,000 0 

8,125,000 16,573,220 8,448,220 

2．事業活動支出 

1) 事業費 

   

5,980,000 13,435,067 7,455,067 
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(1) 部会学術集会費 

① 会議費 

2,400,000 9,547,700 7,147,700 

50,000 1,288,530 1,238,530 

② 旅費交通費 150,000 742,526 592,526 

③ 通信運搬費 0 43,851 43,851 

④ 消耗品費 0 1,450,214 1,450,214 

⑤ 印刷製本費 200,000 1,368,547 1,168,547 

⑥ 賃借料 1,500,000 3,077,510 1,577,510 

⑦ 諸謝金 0 83,527 83,527 

⑧ 委託費 500,000 1,485,199 985,199 

⑨ 雑費 0 7,796 7,796 

(2) 定期研究発表会費 

① 会議費 

   

0 0 0 

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 

(3) 表彰費 

① 表彰費 

0 0 0 

300,000 170,000  130,000 

100,000 120,000 20,000 

② 学術研究助成金 200,000 50,000  150,000 

③ 雑費 0 0 0 

(4) 講演会等開催費 

① 会議費 

1,200,000 1,565,188 365,188 

200,000 215,610 15,610 

② 旅費交通費 700,000 1,257,670 557,670 

③ 通信運搬費 20,000 246  19,754 

④ 消耗品費 10,000 0  10,000 

⑤ 印刷製本費 20,000 21,600 1,600 

⑥ 賃借料 100,000 0  100,000 

⑦ 諸謝金 100,000 66,822  33,178 

⑧ 委託費 0 0 0 
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⑨ 雑費 50,000 3,240  46,760 

(5) 会誌費 

① 通信運搬費 

 0  

0 0 0 

0 0 0 

② 印刷製本費 0 0 0 

③ 諸謝金 0 0 0 

④ 委託費 
(6) 調査研究費 
① 会議費 

0 0 0 

1,800,000 2,093,017 293,017 

300,000 406,164 106,164 

② 旅費交通費 1,000,000 1,340,810 340,810 

③ 通信運搬費 100,000 27,562  72,438 

④ 消耗品費 50,000 39,848  10,152 

⑤ 印刷製本費 100,000 178,400 78,400 

⑥ 賃借料 50,000 0  50,000 

⑦ 諸謝金 100,000 100,233 233 

⑧ 委託費 0 0 0 

⑨ 雑費 

(7) 諸委員会費 

① 企画委員会 

（会議費） 

100,000 0  100,000 

180,000 59,162  120,838 

0 0 0 

0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

② 編集委員会費 

（会議費） 

20,000 0  20,000 

20,000 0  20,000 

（旅費交通費）  0 0 

（雑費）  0 0 

③ 大会開催委員会費 

（会議費） 

20,000 0  20,000 

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 

（会議費） 

20,000 0  20,000 

20,000 0  20,000 

（旅費交通費） 0 0 0 
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（雑費） 0 0 0 

⑤ 広報委員会費 

（会議費） 

20,000 0  20,000 

20,000 0  20,000 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑥ 財務委員会費 

（会議費） 

100,000 59,162  40,838 

20,000 12,882  7,118 

（旅費交通費） 80,000 46,280  33,720 

（雑費）  0 0 

⑦ 総務委員会費 

（会議費） 

0 0 0 

 0 0 

（旅費交通費）  0 0 

（雑費）  0 0 

⑧ 特別委員会費 

（会議費） 

0 0 0 

0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑨ 委員会費 

（会議費） 

0 0 0 

0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 

(8) 雑費 

① 事業雑費 

0 0 0 

100,000 0  100,000 

100,000 0  100,000 

2) 管理費 

(1) 給料手当 

2,345,000 1,865,034  479,966 

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 300,000 638,263 338,263 

(5) 旅費交通費 1,200,000 942,880  257,120 

(6) 通信運搬費 50,000 3,776  46,224 

(7) 消耗什器備品費 150,000 133,000  17,000 

(8) 消耗品費 100,000 41,169  58,831 

(9) 修繕費 0 0 0 
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(10) 印刷製本費 80,000 0  80,000 

(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） 15,000 8,146  6,854 

(17) 委託費 300,000 97,800  202,200 

(18) 減価償却費 0 0   0 

(19) 管理雑費 

事業活動支出計 

事業活動収支差額 

100,000 0  100,000 

8,325,000 15,300,101 6,975,101 

 200,000 1,273,119 1,473,119 

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 

(1) 研究奨励資金取崩収入 

   

0 0 0 

0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金取崩収入 

投資活動収入計 

2．投資活動支出 

1) 固定資産取得支出 

(1) 什器備品購入支出 

0 0 0 

0 0 0 

 0  

0 0 0 

0 0 0 

2) 特定資産取得支出 

(1) 研究奨励資金支出 

 0  

0 0 0 

0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金支出 

投資活動支出計 

投資活動収支差額 

0 0 0 

0 0 0 

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 

2．財務活動支出 

財務活動支出計 

財務活動収支差額 

   

0 0 0 

   

0 0 0 

0 0 0 
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Ⅳ予備費支出 2,903,025   2,903,025 

当期収支差額 

前期繰越収支差額 

次期繰越収支差額 

 3,103,025 1,273,119 4,376,144 

3,103,025 3,103,025 0 

0 4,376,144 4,376,144 
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日本放射線技術学会中部部会 平成 26 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。 
・MR に関する安全情報を提供すること。 
 

2. 年度内の活動記録・今後の研究会予定 

年度内の活動の記録は中部部会 HP をご参照ください。 

 

3. 最近のトピックス 

各社、条件付き MRI 対応ペースメーカまたは ICD(植込み型除細動器)の登場により、より一層安全な検

査を行うことを認識していかなければならない。また、今後 MR 対応デバイスが発売されていくことが

予想されます。 
その他、Computed DWI（cDWI）という拡散強調画像の有用性を高める画像処理が取り上げられてい

ます。 

 

4. 今後の研究会の予定 

第 60 回 MR 研究会  8 月末 （石川県金沢市） 
第 61 回 MR 研究会  1 月  （愛知県名古屋市） 
第 62 回 MR 研究会  2 月  （富山県富山市） 



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.17   (2015) 

- 20 - 

 

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 

 

2. 年度内の活動記録 

月 日 会場 テーマ・内容 参加人数 

9 月 26 日 名古屋市立大学  

中央診療棟 3 階 

大ホール 

第 52 回 画像研究会 

「CT colonography の画像処理技術の

現状と DR の被ばく低減の手法（付加フ

ィルタ効果の検討）」 

47 名 

11 月 22 日 金沢大学医薬保健学

域保健学類  

4 号館 2 階 

第 53 回 画像研究会 
「CT colonography の画像処理技術の

現状と DR の被ばく低減の手法（付加フ

ィルタ効果の検討）」 

35 名 

 

 

研究会関連分野におけるトピックス 

 放射線画像を扱う場合に避けられないものが散乱線である．X 線が主に被写体などとの相互作用によ

り減衰する過程で生じ，被写体コントラストを低下させている．散乱線を画像から除去する方法に，散

乱線除去グリッドを使用することが一般的であるが，グリッドに対し一次 X 線が斜入した場合に一次 X
線まで除去してしまい，ポータブル撮影など環境では，グリッドは使用しにくかった．近年，各 X 線検

出器メーカからソフトウェアによって散乱線を除去することが可能となった．これは検出器で取得した

画像データから散乱線分布を推定し，各周波数成分に分解した画像から散乱性推定画像を作成して，元

画像に処理を加え散乱性低減処理画像を作成する．この新たな処理により，被写体が厚く散乱線で観察

しにくかった部位などに適応が期待される． 

 

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） 
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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． 

 

2. 活動報告 

第 44 回中部部会乳房画像研究会 
日 時：平成 26 年 8 月 30 日（土） 14:00～17:00 
場 所：AOSSA 607 研修室 
テーマ：「乳がんの診断から治療まで」 
     乳がんの診断がどのように行われ治療されているかを，石灰化病変を有する症例について 

それぞれの専門の方に解説いただく． 
内 容：講演 1．乳腺疾患の検査の流れ 

                 福井県立病院乳腺外科   大田 浩司 先生 
 
    講演 2．各モダリティにおける検査方法 
        マンモグラフィ                 福井赤十字病院放射線部     平木 美和 
        乳腺超音波                 福井県済生会病院画像検査室    岡田 香織 
        MR マンモグラフィ            福井県立病院放射線室     久保田 有貴 
 
    講演 3．乳腺疾患の画像診断   

福井県済生会病院放射線科   吉田 未来  先生 
講演 4．乳がんの治療 

手術と薬物療法             福井県立病院乳腺外科      大田 浩司 先生 
   放射線治療                福井大学医学部附属病院放射線部     戸井 章子 

 
講演 5．乳がんの病理診断    

福井大学医学部附属病院病理部  今村 好章 先生 

 

3. 最新動向 

 独立行政法人国立がん研究センター がん予防・検診研究センターは，2014 年 4 月に「有効性評価に

基づく乳がん検診ガイドライン 2013 年度版」を発行した．その中で，わが国における対策型検診・任
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意型検診としての実施の可否に対する推奨グレードが，次のように示されている． 
1) マンモグラフィ単独法(40～74 歳)：推奨グレード B (対策型検診・任意型検診の実施を勧める) 
2) マンモグラフィと視触診の併用法(40～64 歳)：推奨グレード B (65～74 歳には,マンモグラフィ

単独検診を対策型検診として推奨) 
3) マンモグラフィ単独法及びマンモグラフィと視触診の併用法(40 歳未満)：推奨グレード I (対策型

検診としての実施は推奨しない) 
4) 視触診単独法：推奨グレード I 
5) 超音波検査(単独法・マンモグラフィ併用法)：推奨グレード I 

ただ，現在のわが国の対策型検診は，40 歳以上の女性に対するマンモグラフィと視触診の併用検診であ

り，年齢制限もない． 
 超音波による検診に関しては，任意型検診としてのマンモグラフィと超音波検査を用いた乳がん検診

はすでに広く行われており，日本乳癌検診学会では「マンモグラフィと超音波検査の総合判定マニュア

ル」を作成しパブリックコメントを募集していたが，早ければ来年度からの実施を目指して準備を進め

ている． 
また，40 歳代女性を対象にした，超音波による乳がん検診の有効性を評価するランダム化比較試験で

ある“乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験：J-START”が平成 19 年度

から実施されている．この試験は，40～49 歳を対象にマンモグラフィに超音波を併用する群と併用しな

い群とを設定し，ランダム化比較試験を実施したもので，介入群，非介入群合わせて約 76,000 名が登

録されている． 
 最終的なエンドポイントである死亡率減少効果については，まだ先の報告になるが，介入群で，有意

差を持って感度・特異度の上昇が認められたという報告があり，今後の動向が期待される． 

 

放射線防護研究会 

代表世話人   能登 公也   金沢大学附属病院  （北陸ブロック） 

         小林 正尚   藤田保健衛生大学病院  （東海ブロック） 

 

1. 活動方針・活動目的 

臨床業務に有益な医療放射線防護関連の情報提供，放射線管理に必要な線量測定技術の実技指導，お

よび，市民を対象とした放射線被ばく講座などを関連する研究会と連携して行い，放射線画像診断検査

や放射線管理を安全に実践するための「現場で活きる」知識，技術の向上に貢献すること． 

 

2. 今年度の活動(アンギオ研究会との共催) 

・テーマ：「線量測定セミナー」  
少人数を対象とした線量測定法の講習と実技指導を計画している． 

               (東海ブロック；6 月頃) 
 
・テーマ：「論文作成へつなげる研究の心得と伝わるプレゼンテーション技術」 
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東海ブロックで昨年度に開催した講習会のテーマと内容が好評であり，北陸ブロックにおいても開

催を熱望する声が多く聞かれたために準備を進めている． 
(北陸ブロック；9 月頃) 

 

3. 研究会関連分野におけるトピックス 

国際放射線防護委員会(ICRP)は医科(X 線 CT 装置，C-アーム等)，歯科で利用される cone beam 
CT(CBCT)技術に対する適切な放射線防護・管理の必要性を認め「Radiation Protection in Cone Beam 
Computed Tomography (CBCT)」を勧告する予定である．現在，我が国においては歯科領域の放射線

画像診断検査に対する診断参考レベル(DRL)が定められていないため線量の最適化が重要であり，より

安全な医療を提供するためにも早期に DRL の構築が望まれる． 

 

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 

 

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．活動方針・目的 

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

に必要となる線量測定技術，今後，公開が予定されている診断参考レベル（DRL）に関する知識の普及

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．今年度の活動 

放射線防護研究会との共催で，東海ブロックでは 6 月頃に「線量測定セミナー」，北陸ブロックでは 9
月頃に「論文作成へつなげる研究の心得と伝わるプレゼンテーション技術」を開催する方向で準備を進

めている． 
 
３．研究会関連分野におけるトピックス 

現在、医療放射線防護関連学会・国立機関・大学・職能団体・医療施設・行政機関等の協力のもとに

設立された医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）を中心に我が国の診断参考レベル（DRL）設
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定に向けた作業が進められており，4 月に横浜市で開催される J-RIME 総会で承認される予定となって

いる．今後は DRL を利用した医療被ばくの最適化が進んでいくことが考えられるが，DRL の利用には

各医療機関で医療被ばくの線量評価が必要となってくる． 
また昨年より DICOM の Tag 情報である Radiation Dose Structured Report (RDSR)を利用した医療

被ばく管理システムの販売が開始され，RDSR に対応した X 線装置の被ばくデータのオンライン収集、

解析が可能となり，新たな医療被ばく管理ツールとして活用が期待される． 
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平成 27 年度 中部部会事業計画 

 

1. 第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術学術大会）の開催する 
  会期：平成 27 年 11 月 7（土）～8 日（日） 
  会場：AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 
2. 平成 27 年度第 1 回支部学術セミナーの開催 

会期：平成 27 年 6 月 13 日 
会場：石川県地場産業振興センター（金沢市） 

3. 平成 27 年度第 2 回支部学術セミナーの開催 
会期：平成 28 年 1 月 
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） 

4. 第 16 回 CT 立山セミナー 
会期：平成 27 年 7 月 11（土）～12 日（日） 
会場：立山国際ホテル（富山市） 
定員：60 名 

5. 第 36 回 CAD セミナー（教育委員会，画像部会，中部支部共催） 
会期：平成 27 年 9 月 26（土）～27 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：20 名 

6. 第 77 回 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会 （教育委員会，放射線撮影部会，中部支部共催） 
会期：平成 27 年 12 月 12（土）～13 日（日） 
会場：愛知県がんセンター中央病院（名古屋市） 
定員：100 名（東北支部と同時募集） 

7. 支部技術セミナーの開催（年 35 回程度開催予定） 
  CT 研究会，MR 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。 
 

（1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日 時：平成 27 年 3 月 14 日（土）           
会 場：静岡県立総合病院 
内 容：「放射線治療におけるチーム医療の在り方」   
参加人数：51 名 
 

8．刊行物の発刊 
1）タイトル：中部部会誌 Vol.17（平成 26 年度版） 

発刊日：平成 27 年 3 月 （web 版のみ） 
2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 27 年 6 月 
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3）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム号” 
発刊日：平成 27 年 10 月 

9．支部表彰について 
  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。 
10．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 27 年度 中部部会収支予算書 
平成 27 年 3 月 1 日から平成 28 年 2 月末日まで 

(単位：円） 
科   目 H27 年度予算額 H26 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 

(1) 研究奨励資金運用収入 

   

2,000 2,000 0 

0 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金運用収入 

2) 会費収入 

(1) 部会正会員通常会費 

2,000 2,000 0 

5,700,000 5,700,000 0 

4,800,000 4,800,000 0 

(2) 特別会費収入(部会学術集会） 900,000 900,000 0 

(3) 特別会費収入(定期研究発表会） 

3) 事業収入 

(1) 広告料収入 

0 0 0 

2,500,000 500,000 2,000,000 

1,000,000 0 1,000,000 

(2) 研修会等収入 1,500,000 500,000 1,000,000 

(3) 学術大会事業収入 

4) 補助金等収入 

(1) 本部部会助成金収入 

0 0 0 

1,920,000 1,920,000 0 

1,920,000 1,920,000 0 

(2) 地方公共団体助成金収入 0 0 0 
(3) 民間補助金収入 

 
5) 負担金収入 

(1) 負担金収入 
 
6) 寄付金収入 

(1) 寄付金収入 
 
7) 雑収入 

(1) 利息収入 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

3,000 3,000 0 

1,000 1,000 0 

(2) 雑収入 

事業活動収入計 

2,000 2,000 0 

10,125,000 8,125,000 2,000,000 

2．事業活動支出 

1) 事業費 

   

8,280,000 5,980,000 2,300,000 
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(1) 部会学術集会費 

① 会議費 

3,400,000 2,400,000 1,000,000 

200,000 50,000 150,000 

② 旅費交通費 500,000 150,000 350,000 

③ 通信運搬費 50,000 0 50,000 

④ 消耗品費 500,000 0 500,000 

⑤ 印刷製本費 500,000 200,000 300,000 

⑥ 賃借料 600,000 1,500,000  900,000 

⑦ 諸謝金 50,000 0 50,000 

⑧ 委託費 1,000,000 500,000 500,000 

⑨ 雑費 0 0 0 

(2) 定期研究発表会費 

① 会議費 

   

0 0 0 

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 

(3) 表彰費 

① 表彰費 

0 0 0 

300,000 300,000 0 

100,000 100,000 0 

② 学術研究助成金 200,000 200,000 0 

③ 雑費 0 0 0 

(4) 講演会等開催費 

① 会議費 

2,500,000 1,200,000 1,300,000 

300,000 200,000 100,000 

② 旅費交通費 1,500,000 700,000 800,000 

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 500,000 100,000 400,000 

⑦ 諸謝金 100,000 100,000 0 

⑧ 委託費 0 0 0 
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⑨ 雑費 

(5) 会誌費 

① 通信運搬費 

50,000 50,000 0 

0 0 0 

0 0 0 

② 印刷製本費 0 0 0 

③ 諸謝金 0 0 0 

④ 委託費 
(6) 調査研究費 
① 会議費 

0 0 0 

1,800,000 1,800,000 0 

300,000 300,000 0 

② 旅費交通費 1,000,000 1,000,000 0 

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 100,000 100,000 0 

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 

(7) 諸委員会費 

① 企画委員会 

（会議費） 

100,000 100,000 0 

180,000 180,000 0 

0 0 0 

0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

② 編集委員会費 

（会議費） 

20,000 20,000 0 

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 

（会議費） 

20,000 20,000 0 

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 

（会議費） 

20,000 20,000 0 

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 
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（会議費） 20,000 20,000 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑥ 財務委員会費 

（会議費） 

100,000 100,000 0 

20,000 20,000 0 

（旅費交通費） 80,000 80,000 0 

（雑費） 0 0 0 

⑦ 総務委員会費 

（会議費） 

0 0 0 

0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑧ 特別委員会費 

（会議費） 

0 0 0 

0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 0 0 0 

⑨ 委員会費 

（会議費） 

0 0 0 

0 0 0 

（旅費交通費） 0 0 0 

（雑費） 

(8) 雑費 

① 事業雑費 

0 0 0 

100,000 100,000 0 

100,000 100,000 0 

2) 管理費 

(1) 給料手当 

2,345,000 2,345,000 0 

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 80,000 0 

(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 
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(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 15,000 0 

(17) 委託費 300,000 300,000 0 

(18) 減価償却費 0 0 0 

(19) 管理雑費 

事業活動支出計 

事業活動収支差額 

100,000 100,000 0 

10,625,000 8,325,000 2,300,000 

 500,000  200,000  300,000 

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 

(1) 研究奨励資金取崩収入 

   

0 0 0 

 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金取崩収入 

投資活動収入計 

2． 投資活動支出 

1) 固定資産取得支出 

(1) 什器備品購入支出 

2) 特定資産取得支出 

(1) 研究奨励資金支出 

 0 0 

0 0 0 

   

0 0 0 

 0 0 

0 0 0 

 0 0 

(2) 総会学術集会等準備資金支出 

投資活動支出計 

投資活動収支差額 

 0 0 

0 0 0 

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 

2．財務活動支出 

財務活動支出計 

財務活動収支差額 

   

0 0 0 

   

0 0 0 

0 0 0 

Ⅳ予備費支出 3,876,144 2,903,025 973,119 

当期収支差額 

前期繰越収支差額 

次期繰越収支差額 

 4,376,144  3,103,025  1,273,119 

4,376,144 3,103,025 1,273,119 

0 0 0 
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平成 27 年度中部部会役員名簿 

 

支部長 松浦 幸広 （金沢大学附属病院） 

副支部長 小山 修司 （名古屋大学大学院医学系研究科） 

  森 光一 （富山大学附属病院） 

  國友 博史 （名古屋市立大学病院） 

支部監事 安達 登志樹 （福井大学医学部附属病院）  

  米田 和夫 （名古屋大学医学部附属病院） 

  理 事 

・庶務（画像） 市川 勝弘 （金沢大学医薬保健研究域） 

・庶務 高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 

・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 上田 伸一 （金沢大学附属病院）   

・富山県 藤本 勝明 （富山県済生会富山病院） 

・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 能登 公也 （金沢大学附属病院） 

・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 27 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 能登 公也 （金沢大学附属病院） 

  小林 正尚 （藤田保健衛生大学病院） 

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 26 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 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

複数部会 前月末 新入 退会 除籍 月末
３月 17 0 1 0 16
４月 16 1 0 0 17
５月 17 1 1 0 17
６月 17 1 0 0 18
７月 18 0 0 0 18
８月 18 0 0 0 18
９月 18 0 0 0 18
１０月 18 1 0 0 19
１１月 19 0 0 0 19
１２月 19 0 0 0 19
１月 19 1 0 0 20
２月 20 0 0 0 20
計 5 2 0 3

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 1 0 0 1
４月 1 18 3 0 0 22
５月 22 4 9 0 0 35
６月 35 3 4 0 0 42
７月 42 3 6 0 0 51
８月 51 0 11 0 0 62
９月 62 0 23 0 0 85
１０月 85 0 7 0 0 92
１１月 92 0 1 0 0 93
１２月 93 0 0 0 0 93
１月 93 0 1 0 0 94
２月 94 0 0 0 0 94
計 28 66 0 0 94

中部 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 2409 19 5 4 29 0 2 0 2398
４月 2398 28 2 3 9 0 0 -3 2419
５月 2419 9 1 1 7 0 3 0 2418
６月 2418 5 0 3 0 0 0 0 2420
７月 2420 18 2 0 3 0 0 0 2437
８月 2437 14 0 0 7 0 0 0 2444
９月 2444 3 1 1 3 0 3 0 2441
１０月 2441 10 0 0 0 0 0 0 2451
１１月 2451 2 0 0 0 0 0 0 2453
１２月 2453 3 0 0 3 0 0 0 2453
１月 2453 3 0 2 3 0 0 0 2451
２月 2451 1 0 1 36 0 0 18 2397
計 115 11 15 100 0 8 15 -12

月末納入数 納入率 前年度納入率

158 7% 15%
552 23% 29%
874 36% 37%

1488 61% 65%
1745 72% 73%
1897 78% 76%
2040 84% 84%
2179 89% 86%
2205 90% 87%
2225 91% 90%
2279 93% 92%
2263 94% 93%
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平成 26 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 26 年度本部表彰者 

 学会賞               小寺 吉衞   名古屋大学医学部保健学科 

  功労賞               津坂 昌利   名古屋大学医学部保健学科 

 川崎賞               飯田 泰治   金沢大学附属病院放射線部 

土井賞(診断物理分野)         周 向栄     岐阜大学大学院医学系研究科 
土井賞(核医学 MR 分野）      笠井 治昌   名古屋市立大学病院中央放射線部 

  研究奨励賞 
技術奨励賞 

計測分野                川口 愛     トヨタ記念病院 
     防護分野             松原 孝祐   金沢大学医薬保健学域保健学類 

技術新人賞 
治療分野              中澤 寿人   名古屋共立病院 

     撮影分野(一般撮影)         伊藤 富貴子  名古屋大学医学部附属病院 
撮影分野(CT)        谷口 拓矢   朝日大学歯学部附属村上記念病院放射線室 
計測分野          羽場 友信   名古屋大学大学院医学系研究科 
防護分野          松永 雄太   名古屋共立病院放射線部 

 

平成 26 年度中部部会表彰者 

功労賞               山本 友行     みずほ病院 

技術奨励賞 

   画像分野                 寺本 篤司   藤田保健衛生大学医療科学部 

                   藤本 真一   福井大学医学部附属病院 

防護・計測分野         松永 雄太   名古屋共立病院放射線部 

                    川口 愛    トヨタ記念病院 

CT 分野             谷口 拓矢   朝日大学歯学部附属村上記念病院放射線室 

                    瓜倉 厚志      静岡県立静岡がんセンター・画像診断科 

作田 啓太     金沢大学附属病院 

   MRI 分野           水口 貴詞   名古屋大学医学部保健学科  

放射線技術科学専攻 津坂研究室 

菅 博人    名古屋市立大学病院中央放射線部 

治療分野             安達 由美子  聖隷浜松病院 放射線部 

核医学分野                  市川 肇    豊橋市民病院放射線技術室 
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平成 26 年度総務委員会議事録・理事会議事録 

 

 

 

会 議 名 平成 26 年度 第 1 回 総務委員会 

開催日時 
平成 25 年 7 月 6 日（土）  

10 時 30 分～12 時 30 分 開催場所 名古屋市立大学医学部病院 

中央診療棟 10 階第 4 会議室 

出席者名 

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、小林謙一、市川勝弘、飯田泰治 

 
 合計  11 名 

（欠席） 

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 26 年度事業報告および事業計画 

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

4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 

5 論文化推進担当・倫理審査相談員報告 

6 平成 27・28 年度代議員選挙について 

7 中部部会役員選挙について 

8 学術委員会報告 

9 編集委員会報告 

10 庶務報告 

11 財務報告 

12 その他 
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議題 1 本部報告 
・次年度理事交代 
・5 月末 会員数 昨年度より微増、近年微増の傾向。 
・会員取り消しの件については未納分会費納入を条件に会員資格の復帰が認められた。 
・英文誌編集担当が変更になった。 
・総会 4700 名（学生含む） 5329 万円の収入 
・国際研究集会 CSIT 名古屋大学より 2 名承認された。（国内で開催する国際学術大会も

範疇に含まれるので、補助が支給できる。 
・入門講座 専門講座等は 45 分枠で春季 22 コマ、秋季 20 コマで従来実施していた。減

数の報告で調整中。 
・英語発表座長候補・英語化講習講師候補について 
現在委員が候補としてリスト化を行っている途中であるが、追加について募集中。スライドは

100%、口述発表は 50%の英語化を目指す。 
・地方部会名称は変更「支部」,委員会は調整中。 
 

議題 2 平成 26 年度事業報告および事業計画 
 
事業報告 
1）平成 26 年度 第 1 回中部部会学術セミナー 

会期：平成 26 年 5 月 31 日（土）13：00〜16：00 
会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 
内容：「脳を診る」 
参加人数：109 名 

2）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）9：30～16：55 
会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 
参加人数：22 名 

3）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） 
  参加人数：27 名 
4）中部部会技術セミナー（研究会）       

参加人数：335 名（第 5 回技術セミナーまで） 
 （1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）           
会場：順天堂大学医療看護学部 
内容：「放射線治療計画装置の線量計算アルゴリズム」他                     
参加者：60 名 

（2）第 2 回技術セミナー（CT 研究会） 
  日時：平成 26 年 6 月 7 日（土）      

会場：エーザイ株式会社 
  内容：CT 研究の最前線報告会       
（3）第 3 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 6 月 7 日（土）     
会場：県立多治見病院 
内容：肺がん治療 ほか       
参加者：73 名 
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（4）第 4 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
  日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）    

会場：三重大学医学部附属病院 
内容：電子線における平行平板型線量計の相互校正講習会    

（5）第 5 回技術セミナー（超音波画像研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 22 日（日）       
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース     

 
5）刊行物の発行 
（1）タイトル：平成２５年度中部部会誌 Vol.16 平成 26 年 4 月 24 日発行 
  中部部会ホームページに掲載（Web 版） 
（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 15 日 
 

以下事業計画 
 
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 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） 
 

4）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 

 
5）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 
 

6）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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7）中部部会技術セミナー（研究会） 
（1）第 6 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 7 月 26 日(土)    
会場：金沢大学 医薬保健学域 
内容：標準計測法 12 の水吸収線量計測 

（2）第 7 回技術セミナー（MRI 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 24 日(日)      
会場：石川県立中央病院 
内容：MRI ビギナーズセミナー 

（3）第 8 回技術セミナー（乳房画像研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)      
会場：福井駅東口 AOSSA 
内容：乳がんの診断から治療まで 

 （4）第 9 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 13 日（土）    
会場：名古屋市立大学 
内容：「CT colonography の画像処理技術の現状と DR の被曝低減の手法（付 

加フィルタ効果の検討）」 
 
8）刊行物の発刊 

（1）タイトル：中部部会誌 VOl.17 
発刊日：平成 27 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 2 号 CCRT プログラ 
ム号” 

発刊日：平成 26 年 10 月 
9）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。 
10）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。 
 
計画の 9）、10）について今後選考の必要あり。 
 
・セミナー参加費共催、協催、後援等の会費の明示方法に注意すること。 
 

議題 3 第 49 回中部部会学術大会（第 7 回中部放射線医療技術学術大会）準備報告 
 
・現在演題募集中締切りは 8 月 28 日 
・教育セミナー調整中 
・ランチョンセミナーと企業協賛は 75%程度確保済(金額の枠で調整中) 
・シンポジウム調整中 
・特別講演は OK 
・特別企画 技師会会長の調整中 
・市民公開講座 認知症の内容で講師調整中 
・機器展示募集中 約 50% 
・学生の懇親会 3000 円 
・役員宿泊 10,000 円で調整中 
・技師会から人材育成の企画について提案を受けており、今回の理事会で承認を受けて開

催の方向で調整。 
・スケジュール枠の調整段階 
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以下総務会での討議事項 
 
・英語表記について質問があったが，ポスターも作成済であり変更できない。 
・人材育成の内容について質問があったが,現在名古屋地区の若手技師会で行っている内

容について行いたいとのこと。 
・セミナーの時間枠についての確認 
・県民公開講座についての質問があったが,愛知県技師会で毎年開催している内容に準じ

て開催の予定。「県民」「市民」の使い方について、考慮の必要あり？ 
・予算について最初から予算超過の計画はよくない。 
 

議題 4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 
 
・ポスターは金色をベースとした金沢らしさをデザインした。 
・テーマに All you need の you の文字を入れる。 
・金沢市文化ホールとニューグランドホテル 
・特別講演 本田技研の主任研究員 開発及びリーダー論 
・紙ポスターの復活 
・EIZO の協力でディスプレイを多用した情報提供 
・「巧み」 
・防護をテーマで市民講座 金沢大学 松原先生担当 
・懇親会は金沢らしさを前面に押し出した構成にする予定 
 
以下質問事項 
 
・現在学会本部からアクションがないので本部にそろそろ聞いてみる 
・予算のうち 150 万円がすでに振込済。予算の使い方について会議費として使用する予

定。 
・国際学会としての扱いは大会長一任。 
・「巧」「匠」について「匠」がよいのではないか。 
・Wifi の扱いについて 
 

議題 5 論文化推進担当・倫理審査相談員報告 
 
3 月 21 日に学会本部で開催された倫理審査についての報告。 
・これまで私たちが行っていた研究は技術研究でなく臨床研究である。研究助成を受けるこ

とも多々ある。 
・利益相反を明らかにした発表。例えば新規の装置を借受した研究について利益相反を明

示する。メーカー独自のシーケンスについて補助をもらっている場合等々。 
・科研費等は開示の必要がないが学会によっては開示が義務つけられている場合もある。 
・薬剤の提供も誰が頼んでも入手できるならばよいが、特定の施設だけ入手できたりする場

合は利益相反に相当。 
企業独自の装置名やシーケンスの名称はだめ。 
・薬事法認可のシーケンス等を使用する発表はそのままで OK 
・患者データを使用する場合倫理委員会承認が必要 
・倫理委員会が必要ないと判断した場合は承認済と言うこと。 
・レトロ解析で画像を使用する場合も倫理審査必要。 
・前向き調査に関しては実験開始前より倫理委員会申請、及び患者への同意が必要。 
・実験計画を立案した段階で倫理審査すること。 
・観察者実験に対しても倫理委員会承認が必要。発表の謝辞に名前を入れる際にも観察

者の同意が必要。 
・悪いデータを省くことはできないので，予備実験等で参加者をはっきりさせる。 
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・学生や職員に対するアンケートも NG 審査必要。 
・共同研究者実際に研究にかかわり,内容について答えることができる場合のみ加えること

ができる。 
・データの外れ値等の取り扱いについても取り扱注意。 
 
以下総務意見 
 
・部会としてセミナーを開催する必要あり。 
・事例を本部より提供いただきホームページに公開するのがよいのでは。 
 

議題 6 平成 27・28 年度代議員選挙について 
現在選挙開催中 
・中部部会会員が選挙権を持つことが重要で未投票である方は選挙投票しましょう。 
 

議題 7 中部部会役員選挙について 
 
CCRT で選挙 
選挙管理委員を決める必要がある 
 
・前岐阜大学の横山氏を推薦予定 理事会で承認を求める 
・告示が 9 月 1 日に行われること（ホームページ） 
・9 月 1 日から 30 日を立候補受付期間 
・研究会代表で理事になっている人は総務委員に承認を受けること。 
 

議題 8 学術委員会報告 
・8 月 30，31 日開催の画像研究会の共催申請 
 

議題 9 編集委員会報告 
・ビーム中部 1 号発行済 
 

議題 10 庶務報告 
・メーリングリスト、お問い合わせ、メルマガの配信不具合 
金沢大学、名古屋日赤、富山大学が現状わかっている配信先 
 
業者に改修を強くお願いする。無理なら業者を変える。 
 
・CCRT リンク作成中 
・部会誌のホームページでの置き場 
 

議題 11 財務報告 
 
・財務処理の徹底。予算書作成から決算書の作成まで 
・謝金の支払いのルール 
・交通費計算のルール 
・宿泊費のルール 
・所属先と会議や委員会の開催場所については交通費の雑費を支払えない 
 
・領収書・予算書等の書類を再配布予定 
 
・雑費の取り扱いについては本部に問い合わせをしていく 
 
 



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.17   (2015) 

42 

議題 12 その他 
 
・次回理事会開催予定 10 月 4 日会場は後日決定 
・次期部会長推薦 金沢大学附属病院松浦技師長を理事会で推薦していく方向 
・部会長は本部の理事として立候補してほしい旨鈴木部会長よりお願いがあった 
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会 議 名 平成 26 年度 第 1 回 理事会 

開催日時 
平成 25 年 7 月 6 日（土）  

13 時 00 分～15 時 00 分 開催場所 名古屋市立大学医学部病院 

中央診療棟 10 階第 4 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、市川勝弘、 
木戸屋栄次、上田伸一、大橋一也、小林謙一、松浦幸広、川地俊明、井田義宏、 
中西左登志、森光一、原瀬正敏、澤田通文、村中良之、有賀英司、西出裕子 

 合計 23 名 
欠席 辻岡勝美、竹井泰孝（3 名） 
 

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 26 年度事業報告および事業計画 

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

4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 

5 論文化推進担当・倫理審査相談員報告 

6 平成 27・28 年度代議員選挙について 

7 中部部会役員選挙について 

8 学術委員会報告 

9 編集委員会報告 

10 庶務報告 

11 財務報告 

12 その他 
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議題 1 本部報告 

・5 月末 会員数 17328 名 昨年度より微増、近年微増の傾向。 

・国際化特別委員会スライドは 100%、口述発表は 50%の英語化を目指す。 

・入門講座 専門講座等は 45 分枠 

・英語発表座長候補・英語化講習講師候補について 

現在委員が候補としてリスト化を行っている途中であるが、追加について推薦の募集中。 

現在推薦者シートに記載の名前は委員会が挙げたメンバーで追加等に当たり本人の了承

は不要です。 

・地方部会名称は変更「支部」,委員会は調整中。 

 

以下理事よりの意見 

・現在の座長選定は演題が決まる前からくるので、今後座長依頼を簡単に引き受けることが

できない。 

・秋の大会では 1 日をすべて英語で実施する。 

 

議題 2 平成 26 年度事業報告および事業計画 
 
事業報告 
1）平成 26 年度 第 1 回中部部会学術セミナー 

会期： 平成 26 年 5 月 31 日（土）13：00〜16：00 
会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 
内容： 「脳を診る」 
参加人数：109 名 

2）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）9：30～16：55 
会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 
参加人数： 22 名 

3）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） 
  参加人数：27 名 
4） 中部部会技術セミナー（研究会）参加人数：335 名（第 5 回技術セミナーまで） 
 （1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）           
会場：順天堂大学医療看護学部 
内容：「放射線治療計画装置の線量計算アルゴリズム」他                     
参加人数：60 名 

（2）第 2 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 7 日（土）     
会場：エーザイ株式会社 
内容：CT 研究の最前線報告会       

（3）第 3 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 7 日(土)      
会場：県立多治見病院 
内容：肺がん治療 ほか      
参加者：73 名 

（4）第 4 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
   日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）  

会場：三重大学医学部附属病院 
内容：電子線における平行平板型線量計の相互校正講習会    
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（5）第 5 回技術セミナー（超音波画像研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 22 日（日）     
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技１日コース     

 
5）刊行物の発行 
 （1）タイトル：平成 25 年度中部部会誌 VOl.16 平成 26 年 4 月 24 日発行 
  中部部会ホームページに掲載（Web 版） 

（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 15 日 
 

以下事業計画 
 
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 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） 
 

4）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 

 
5）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 
 

6）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  

 
7）中部部会技術セミナー（研究会） 
（1）第 6 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 7 月 26 日(土)    
会場：金沢大学 医薬保健学域 
内容：標準計測法 12 の水吸収線量計測 
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（2）第 7 回技術セミナー（MRＩ研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 24 日(日)      
会場：石川県立中央病院 
内容：MRI ビギナーズセミナー 

（3）第 8 回技術セミナー（乳房画像研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)      
会場：福井駅東口 AOSSA 

 内容：乳がんの診断から治療まで 
 （4）第 9 回技術セミナー（画像研究会） 

日時：平成 26 年 9 月 13 日（土）    
会場：名古屋市立大学 

 内容：「CT colonography の画像処理技術の現状と DR の被曝低減の手法（付加 
フィルタ効果の検討）」 

 
8）刊行物の発刊 
（1）タイトル：中部部会誌 Vol.17 

発刊日：平成 27 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 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 26 年 10 月 
9）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。 
10）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。 
 
・現在申請無い状態なので施設や研究会で周知をしていただき助成の実績としていきた

い。 
 

議題 3 第 49 回中部部会学術大会（第 7 回中部放射線医療技術学術大会）準備報告 
 
・現状資料の通り 
・現在演題募集中締切りは 8 月 28 日 150 題目標 
・教育セミナー調整中 
・ランチョンセミナー2 日で 8 社。確保済だが，金額の枠で調整中。 
・シンポジウム調整中 
・特別講演は OK 
・特別企画 技師会会長の確認中 
・市民公開講座 県民公開講座の名称。技師会の行事に合わせているため。認知症の内

容で講師調整中 
・機器展示申し込み締切り済であるが募集継続中  
・学生の懇親会 3000 円 
・役員宿泊 10,000 円で調整中 
・企業協賛金目標の 75％程度達成 
・技師会から人材育成の企画について提案を受けており、今回の理事会で承認を受けて開

催の方向で調整。 
・スケジュール枠の調整段階。11 月 1 日の部会年会 教育セミナーの 1 と調整 
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理事会での意見 
・人材育成の内容について学術大会であることを認識して内容選定。 
・県民公開講座についての質問があったが,愛知県技師会で毎年開催している内容に準じ

て開催の予定。「県民」「市民」の使い方について、考慮の必要あり？ 
・予算について最初から予算超過の計画はよくない。 
・教育セミナー依頼状の作成につきセミナー講師のリストをお願いする。 
 

議題 4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 
 
・ポスターは金色をベースとした金沢らしさをデザインした。 
・テーマに All you need の you の文字を入れる。 
・金沢市文化ホールとニューグランドホテル 10 月 8 日‐10 日 
・特別講演 本田技研の主任研究員 開発及びリーダー論 
・展示は紙ポスターの復活 
・EIZO の協力でディスプレイを多用した情報提供 
・「巧み」→「匠」 
・防護をテーマで市民講座 金沢大学 松原先生担当 
・懇親会は金沢らしさを前面に押し出した構成にする予定 
 

議題 5 論文化推進担当・倫理審査相談員報告 
 
3 月 21 日に学会本部で開催された倫理審査についての報告。 
 
・資料参照 
・利益相反を明らかにした発表。例えば新規の装置を借受けした研究について利益相反を

明示する。メーカー独自のシーケンスについての研究で補助をもらっている場合等々。 
・科研費等は開示の必要がないが学会によっては開示が義務つけられている場合もある。 
・昨年まで補助をもらっていたが今期はもらっていなくても相反になる。企業の人が共同演

者の場合は無条件で相反事項。特定のシーケンスについて実験しその内容についてメー

カーの講演会で発表しその際に謝金をもらっている場合も相反。薬剤の提供も誰が頼んで

も入手できるならばよいが、特定の施設だけ入手できたりする場合は利益相反に相当。 
・演題名に企業独自の装置名やシーケンスの名称はだめ。 
・薬事法認可のシーケンス等を使用する発表はそのままで OK 
・患者データを使用する場合すべて倫理委員会承認が必要。委員会がない場合施設で責

任をとれる人が承認すること。 
・倫理委員会が必要ないと判断した場合は承認済と言うこと。 
・レトロ解析で患者画像を使用する場合も倫理審査必要。 
・前向き調査に関しては実験開始前より倫理委員会申請、及び患者への同意が必要。実

験計画を立案した段階で倫理審査すること。 
・観察者実験に対しても倫理委員会の承認が必要。発表の謝辞に名前を入れる際にも観

察者の同意が必要。 
・観察者実験において悪いデータを省くことはできないので，予備実験等で参加者をはっき

りさせる。 
・学生や同僚職員に対するアンケートも NG。パワハラにあたるため倫理委員会審査必要。 
・共同研究者実際に研究にかかわり,内容について答えることができる場合のみ加えること

ができる。 
・データの外れ値等の取り扱いについても取り扱注意。 
・演習問題１はファントムと臨床データについて発表の場合委員会の承認がない場合はフ

ァントムのデータしか発表できない。 
・演題 6 も学生からのアンケートなので倫理委員会経ていない場合は不採択。 
・中部部会においても演題の審査で倫理判定必要。 
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理事会での意見 
現状各施設の基準には温度差がある。学会ごとの判断も差がある。 
他施設アンケートのような場合もアンケート実施者の施設の承認では不十分でアンケート

回答いただくすべての施設ごとの審査を必要とする。 
 

議題 6 平成 27・28 年度代議員選挙について 
 
現在選挙開催中 
・中部部会会員が本部理事の選挙権を持つことが重要で未投票である方は選挙投票しま

しょう。 
 

議題 7 中部部会役員選挙について 
 
CCRT で選挙 
選挙管理委員を決めるに当たり、前岐阜大学の横山氏を推薦し理事会で承認された。 
・告示が 9 月 1 日に行われること（ホームページ） 
・9 月 1 日から 30 日を立候補受付期間 
・研究会代表で理事になっている人は総務委員に承認を受けること。 
・総務、県代表理事に関しては選挙公示期日に合わせて報告が必要。 
・本部と同様の委員会構成に名称を改める必要がある。 
 

議題 8 学術委員会報告 
 
・8 月 30，31 日開催の画像研究会の共催申請について受理された。 
 

議題 9 編集委員会報告 
 
・ビーム中部 1 号 CCRT 演題募集号発行済 
 

議題 10 庶務報告 
 
・メーリングリスト、お問い合わせ、メルマガの配信不具合 
金沢大学、八事日赤、富山大学が現状わかっている配信先 
 
業者に改修を強くお願いする。無理なら業者を変える。 
 

議題 11 財務報告 
 
・特別補助金申請のルール。 
・財務処理の徹底。予算書作成から決算書の作成まで。月をまたぐと処理が難しくなる。 
・謝金の支払いのルール徹底。会員には払えない。 
・謝金の税計算を忘れない。 
・交通費計算のルール。主たる JR の駅で算定。市内交通 3,000 円の雑費で処理。 
・宿泊費のルール、本講習の終了時間で判定される。意見交換会の時間は考慮できない。 
・所属先と会議や委員会の開催場所については交通費の雑費を支払えない。 
 
・領収書・予算書等の書類を再配布予定。 
 
・雑費の取り扱いについては本部に問い合わせをしていく。 
 
 
 



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.17   (2015) 

49 

議題 12 その他 
 
・ICRST 札幌で開催される交際研究集会で本部補助があり。5 万円×8 名（英語発表する

会員）で旅費の実費を補助する。但し職場より旅費の補助がない学生会員または正会員に

限る。 
・次期部会長推薦 金沢大学附属病院松浦技師長を推薦することが理事会で了承された。 
・部会長と副部会長のうち 1 名以上は本部の理事として立候補してほしい旨，鈴木部会長

よりお願いがあった。全国で 20 名。 
・次回理事会開催予定 10 月 4 日会場は後日決定して知らせる。 
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会 議 名 平成 26 年度 第 2 回 総務委員会 

開催日時 
平成 26 年 10 月 4 日（土）  

13 時 00 分～15 時 00 分 開催場所 ウィンクあいち 13 階 
特別会議室 1306 

出席者名 

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、小林謙一、市川勝弘、横山龍二郎 

 
 合計  11 名 

（欠席） 

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 26 年度事業報告および事業計画 

3 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 

4 平成 27・28 年度代議員選挙および本部理事立候補者について 

5 平成 27・28 年度中部部会役員選挙について 

6 部会年会準備について 

 進行、挨拶、表彰（功労賞・奨励賞）、研究会報告 

7 学術委員会報告 
 共催申請承認 

8 編集委員会報告 

9 庶務報告 

10 財務報告 

11 その他 
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議題 1 本部報告 
1 ［お知らせ］平成 27・28 年度 役員（理事）候補者の公募について 

平成 26 年 9 月 20 日より平成 26 年 10 月 20 日（必着）まで 
定数：理事 15 名以上 20 名以内 、任期：理事 2 年 

2 ［お知らせ］平成 27 年度 国際研究集会派遣会員（前期）募集要項 
募集期間：平成 26 年 9 月 19 日（金）～平成 27 年 1 月 5 日（月）（必着のこと） 
10 万円/人、若干名 
開催期間が平成 27 年 3 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日に該当するものを対象 
継続して 3 年以上の正会員であること（但し，学生会員歴 2 年以上は正会員 
1 年に換算）．  

 
3 会員総数 17,419 名 （平成 26 年 6 月末） 

会員総数 17,490 名 （平成 26 年 7 月末）  
 

4 スライドの 100％英語化と発表の英語化に向けてのセミナーの開催 
2016 年春の JRC でスライドの 100％の英語化と、2018 年の春の JRC

で口述発表の 50％を英語化する方針が 2013 年度の理事会で決議され、そ

れに基づき国際化特別委員会の答申に盛り込まれた。今後、短期間に、各

地方部会ならび各分科会で、集中的な講習会等を開催し、前向きな会員を

支援する必要がある。国際化特別委員会では、別紙のような、英語に関す

る講習会の講師候補者ならびに英語発表の座長候補者を整理した。そこで

今年度から平成 30 年度まで地方部会などで複数回のセミナーを開催し、

目標達成に向けての教育啓発活動を行う。 
平成 26 年度開催予定（案）：東京？、近畿？、中部？、関東？ 
1 回あたりに見込まれる経費： 
講師 3 名（旅費 13 万円）、謝金（2 万円会員外講師のみ）、600,000 円/年 

 
5 交流を深めようとする海外の著名な学会に役員を派遣 

助成費用は、渡航費用の一部として最大 15 万円（一人あたり）以内。 
RSNA2014 (11/30-12/5, 2014), Chicago, Illinois, U.S.A. 
派遣役員 平野 大会開催委員長 
担務： RPT の配布、ブースの設置、当該大会との今後の交渉、など代

表理事 
をサポートする。以上，1 名 

 
6 医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）における診断参考レベルワー 

キングへの本学会からの委員の変更 
J-RIME の診断参考レベルワーキンググループへ本学会より以下の通

り変更したい。土`井 司，鈴木 昇一，五十嵐隆元 の 3 名から鈴木 昇一，

五十嵐隆元，竹井 泰孝 の 3 名へ 
 

7 新しい会員登録システムの導入（平成 27 年度内の完全導入を目的として， 
新しい会員登録システムを構築・導入する．） 

新しい会員登録システムは以下のことを基本として構築する；①本学会

の会員・非会員を問わずに利用登録を可能にする．②本学会の会員番号は

個人情報として扱い，システムへのログインの ID は各自が任意に設定す
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る．③基本データとして，登録会員の氏名，住所，所属，連絡先，生年月

日，会員の種別，メールアドレス，本学会の会員番号，所属地方部会，所

属専門分科会，入会年度等を一括管理する．④基本的に利用会員の本学会

への入金のすべてを管理し，その支払いは，クレジットカード決済，郵便

振替，銀行引き落とし，銀行振込，コンビニ決済，現金支払いに対応．シ

ステム全体のベータ版の完成期限を平成 27 年 2 月末日とし，現行システ

ムと併用でテストを行い，7 月 1 日の部分導入，平成 27 年度内の完全導

入を目指す． 
 

8 Web 参加登録者の CyPos 閲覧期間について 
第 71 回総会学術大会も継続予定（69 回 24 名、70 回 48 名閲覧）であ

るが、閲覧期間が短いため、学会開催日からの Web 閲覧、または 4 月 1 
日から 1 ケ月の Web 閲覧に統一する。 

 
9 第 71 回総会学術大会における海外若手研究者奨学金制度実施に向けて 

第 70 回総会学術大会においても同様に海外若手研究者奨学金制度を

用いて 12 名、JRC 運営費用において 6 名、計 18 名のアジアからの発

表者について旅費の支援を行った。アジアからの来日者を増やすために

も、継続して支援する必要性を感じている。アジア諸国の研究者が来日す

るには、一般的に費用的な問題で来日が困難であり、この賞金は実質的に

は、渡航費用支援として受け取られている。第 71 回総会学術大会も、継

続的に海外若手研究者奨学金制度を実施することで、アジアからの学会参

加者を継続し、学会参加意義をアジア諸国に広めてもらう。 
渡航費用 10 万円程度であり、12 名分で 120 万円の予算を見込んでい

る。 
 

10 新学会組織図 
下部に参照組織図 
 

11 平成 26 年度国内で開催される国際研究集会への派遣会員（第 2 回国際放 
射線技術科学会議研究発表者助成会員）の審査結果 

7 名の応募に対して、選考評価基準に従って、学術交流委員 4 名で評

価・審議、選考して、下記 7 名を提案する。 
 

会員番号    氏名   年齢     所属              研究集会 開催期間 
0092188 竹永 智美  25  熊本大学大学院         ICRST 2014/10/10 
0092409 竹上 和希  22  徳島大学大学院         ICRST 2014/10/10 
0050011 廣澤 文香  23  金沢大学               ICRST 2014/10/10 
0021655 矢部 仁    57  埼玉県立がんセンター   ICRST 2014/10/10 
0092543 清水陽一郎 23  九州大学大学院         ICRST 2014/10/10 
0092532 木全 洋奈  23  藤田保健衛生大学大学院 ICRST 2014/10/10 
0092459 伊藤 雄也  29  藤田保健衛生大学大学院 ICRST 2014/10/10 

費用 30 万円（会員：5 万円×2 名、学生会員：4 万円×5 名） 
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12 平成 26 年度国際研究集会派遣会員(後期)の審査結果 
9 名の応募に対して、選考評価基準に従って、学術交流委員 7 名で評

価・審議、選考して、下記 3 名を提案 
会員番号    氏名   年齢       所属                  研究集会 開催期間 
0034887 市原 裕紀  40  千葉県がんセンター           EANM 10/18-22 
0038301 庄司 友和  37  東京慈恵会医科大学附属柏病院 RSNA 11/30-12/5 
0035349 青木 孝子  51  埼玉医科大学                 RSNA 11/30-12/5 

（EANM：欧州核医学会、RSNA：北米放射線学会） 
費用 30 万円（10 万円／人×3 名分） 

 
13 その他 

1）第 42 回秋季学術大会（札幌）開催準備状況の報告 
選考演題数 607 演題中、採択演題数 581 演題（口述 497 演題 班研

究 10 演題 ポスター74 演題）、棄却演題数 26 演題 
2）平成 27・28 年度代議員選出選挙について 

投票結果（198 名の代議員を選出） 
選挙権有資格者数 16,459 名 （前回有資格者数 16,081 名） 
投 票 数 3,345 票 （前回投票数 3,154 票） 
・有 効 数 3,320 通、 ・白 票 数 13 通、 ・無 効 数 12 通 
投 票 率 20.3％ （前回代議員選挙 19.6％） 

部 会 人 数 （前 回） 
北海道 21（14）、東 北 22（21）、関 東 41（37）、東 京 16（32）、 
中 部 29（30）、近 畿 31（30）、中国四国 33（28）、九 州 5（8）、 
（合 計 198（200）） 

以上 
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議題 2 平成 26 年度事業報告および事業計画 
 
事業報告 
 
1）平成 26 年度 第 1 回中部部会学術セミナー 

会期：平成 26 年 5 月 31 日（土）13：00〜16：00 
会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 
内容：「脳を診る」 
参加人数：109 名 

2）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）9：30～16：55 
会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 
参加人数：22 名 

3）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） 
  参加人数：27 名 
4）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） 

 参加人数：66 名 
5）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） 
参加人数：49 名 

6）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） 
参加人数：40 名 
 

7） 中部部会技術セミナー（研究会）参加人数：749 名（第 13 回技術セミナーまで） 
 （1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）  
会場：順天堂大学医療看護学部 
内容：「放射線治療計画装置の線量計算アルゴリズム」他  
参加者：60 名 

（2）第 2 回技術セミナー（CT 研究会） 
  日時：平成 26 年 6 月 7 日（土） 

会場：エーザイ株式会社 
  内容：CT 研究の最前線報告会       
（3）第 3 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 6 月 7 日(土)      
会場：県立多治見病院 
内容：肺がん治療 ほか 
参加者：73 名 
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（4）第 4 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
  日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）    

会場：三重大学医学部附属病院 
内容：電子線における平行平板型線量計の相互校正講習会    

（5）第 5 回技術セミナー（超音波画像研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 22 日（日）       
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース     

（6）第 6 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 7 月 26 日(土)     
会場：金沢大学 医薬保健学域 
内容：標準計測法 12 の水吸収線量計測      

（7）第７回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 10 日(日)     
会場：藤田保健衛生大学 
内容：CT ビギナーズセミナー       

（8）第 8 回技術セミナー（ＭＲＩ研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 24 日(日)      
会場：石川県立中央病院 
内容：MRI ビギナーズセミナー       

（9）第 9 回技術セミナー（乳房画像研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)      
会場：福井駅東口 AOSSA 

 内容：乳がんの診断から治療まで       
（10）第 10 回技術セミナー（医療情報システム研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)～31 日（日）   
会場：名古屋大学医部保健科 

 内容：DICOM サーバーをつくろう      
 （11）第 11 回技術セミナー（画像研究会） 

日時：平成 26 年 9 月 13 日（土）    
会場：名古屋市立大学 
内容：「CT colonography の画像処理技術の現状と DR の被曝低減の手法（付 

加フィルタ効果の検討）」 
 参加者：47 名 

（12）第 12 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 20 日（土）  
会場：アクトシティ浜松 研修交流センター  

 内容：「放射線治療における呼吸管理」      
（13）第 13 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 27 日（土）  
会場：名古屋市市政資料館 第３集会室  
内容：「CT 関連論文の抄読会」      
参加者：18 名 

 
8）刊行物の発行 
（1）タイトル：平成 25 年度中部部会誌 Vol.16 平成 26 年 4 月 24 日発行 

中部部会ホームページに掲載（Web 版） 
（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 15 日 
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技術セミナーの開催数が昨年比で減少している。 
理事会で報告する。 
CCRT で開催される教育セミナーを実績としてあげる（技術学会主導に限る） 
 

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）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：名古屋市立大学病院 中央診療棟 大ホール（名古屋市） 
 

3）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  

 
4）中部部会技術セミナー（研究会） 
（1）第 14 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 10 月 25 日(土)     
会場：愛知県がんセンター中央病院 
内容：体幹部定位照射（SBRT）の包括的品質管理 

（2）第 15 回技術セミナー（超音波画像研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 26 日（日）     
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース 

（3）第 16 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 11 月 22 日（土）    
会場：厚生連 松阪中央総合病院 
内容：品質管理に関するシンポジウム 

（4）第 17 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 11 月 22 日（土）    
会場：金沢大学 保健学科 
内容：CT colonography の画像処理技術の現状と DR の被ばく低減手法(付加フ 

ィルタ効果の検討) 
（5）第 18 回技術セミナー（MR 研究会） 
日時：平成 27 年 1 月 31 日（土）    
会場：名古屋市立大学病院 
内容：膵臓 MRI 検査 

（6）第 19 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 27 年 2 月 14 日（土）    
会場：名古屋市市政資料館 
内容：CT 関連論文の抄読会 

5）刊行物の発刊 
（1）タイトル：中部部会誌 Vol.17 

発刊日：平成 27 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 2 号 CCRT プログラ 

ム号”  
発刊日：平成 26 年 10 月 
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6）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。 
7）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 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 
 
第 7 回中部放射線医療技術学術大会 準備状況の報告 2014.10.4 
会期：平成 26 年 11 月 1 日（土），2 日（日） 
会場：名古屋国際会議場 
参加者数：1,000 名を見込 
参加登録料：会員 3,000 円，非会員 4,500 円，学生 1,000 円 
意見交換会：6,000 円（学生も；サイプレスホテル金山；200 名を見込） 
宿泊＆二次会：10,000 円（サイプレスホテル金山）二次会場所変更かも 
協賛：ランチョン 8 社，予稿集広告 28 社，企業展示 26 社，寄付 3 社， 

バナー1 社 
書店：医学書ガリバー 
一般演題：179 題 
各種企画：プログラムを参照 
予稿集：印刷会社に入稿 
専門技師・認定技師取得可能ポイント（現状）： 

 磁気共鳴専門技術者（MR 専門技術者），救急撮影認定診療放射線技師， 
 CT 認定技師，放射線治療専門放射線技師，核医学専門技師， 
 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師，医用画像情報専門技師 
 
現在：運営マニュアルの作成中 
部会年会：11/1,13:00~13:30（小倉本部副代表理事にもご挨拶を依頼してあります） 
 
 

議題 4 平成 27・28 年度代議員選挙および本部理事立候補者について 
 
中部地区選出代議員 
鈴木 昇一   藤田保健衛生大学 
安達 登志樹  福井大学医学部附属病院 
小山 修司   名古屋大学 
國友 博史   名古屋市立大学病院 
木戸屋 栄次  福井大学医学部附属病院 
松浦 幸広   金沢大学附属病院 
川地 俊明   大垣市民病院 
辻岡 勝美   藤田保健衛生大学 
井田 義宏   藤田保健衛生大学病院 
上田 伸一   金沢大学附属病院 
西出 裕子   岐阜医療科学大学 
大橋 一也   名古屋市立大学病院 
能登 公也   金沢大学附属病院 
竹井 泰孝   浜松医科大学医学部附属病院 
原瀬 正敏   豊橋市民病院 
村中 良之   福井県立病院 
小林 謙一   藤田保健衛生大学病院 
森 光一    富山大学附属病院 
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高田 忠徳   金沢大学附属病院 
田中 利恵   金沢大学 
石井 美枝   岐阜医療科学大学 
小口 宏    名古屋大学 
林 直樹    藤田保健衛生大学 
小野口 昌久 金沢大学 
片渕 哲朗   岐阜医療科学大学 
法橋 一生   静岡県立総合病院 
松原 孝祐   金沢大学 
宮地 利明   金沢大学大学院 
 
鈴木現会長より、中部部会より立候補してほしい旨鈴木部会長よりお願いがあった 
 

議題 5 平成 27・28 年度中部部会役員選挙について 
 
10 月 4 日現在立候補なし 
 
支部長、副支部長 1 名、監事 1 名交代 
小山・國友副支部長は再任 
 
松浦支部長、森副支部長、安達監事 
富山・石川の理事および庶務交代予定 
石川：上田伸一 
富山：藤本勝昭 
庶務：高田忠徳 
 

議題 6 部会年会準備 
 
小倉理事挨拶 
新体制の報告 
 
功労賞 山本友行氏 
 
奨励賞 候補  40 歳程度まで 
 
寺本篤司 
藤本真一 
松永雄太 
川口 愛 
菅 博人 
谷口拓矢 
安達由美子 
市川 肇 
Urikura Atsushi 
Mizukuchi Takashi 
Sakuda Keita 
 
以上 11 名を推薦 
 
研究会報告 市川理事 
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議題 7 学術委員会報告 
★東海地区放射線治療研究会の共催申請について許可された 
 
★第二回 中部部会学術セミナー 企画 
日時：平成 27 年 2 月 7 日（土）13:00 ～17:00（予定） 
場所：名古屋市立大学 
テーマ「発表における研究倫理と英語化のために役立つセミナー」(仮題) 
（主旨） 
本学会は、世界の放射線技術学分野でリーダーシップをとり、国内だけでなく世界の

保険医療に貢献するために、研究成果を英語することを目標としている。今回、国際

化の意義、国際化のために必要な発表の英語化の進め方についてセミナーを開催す

る。研究倫理を含め、これから研究を始めたい方にもわかりやすいセミナーとする。 
（講演 1） 
司会 浜松医科大学医学部附属病院 澤田 通文 
「発表に必要な研究倫理」 
講師 未定 

研究を計画し実施するためには研究倫理を守ることが求められる。研究倫理

の基礎知識と具体例について解説する。 
（講演 2） 
司会 未定 
「国際化の意義（仮題）」 
講師 辻岡勝美 先生 
 本学会の国際化に向けて、英語推進化の意義と英語口述発表の取り組み方

について解説する。 
 

休憩 
「英語スライドの作成方法（仮題）」 
講師 田中利恵 先生 
 英語スライドの実践的作成方法をわかりやすく解説する。 
 

議題 8 編集委員会報告 
 
ビーム中部校正箇所確認待ち 
週明けホームページアップ 
 

議題 9 庶務報告 
 
メーリングリスト問題解決 
 

議題 10 財務報告 
8 月末時点での中間監査報告 
収入進捗：84.3% 
支出進捗：27.1％ 
 
・収入について技術セミナーの収入が思った以上に多かった．来年度以降修正して予算作

成 
・支出進捗が低い原因として，技術セミナーの開催回数減少が影響しているとの判断 
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議題 11 その他 
 
CCRT 開催における順番変更について、技師会の中日本地域理事よりお願いがあった． 
 
2016 年と 20017 年の岐阜県と三重県の入れ替え（そうしないと技師会の全国学術大会が

同一年度開催になるため． 
大会長・副大会長の順番が守られるのであれば問題なしと総務会では判断された． 
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会 議 名 平成 26 年度 第 3 回 総務委員会 

開催日時 
平成 27 年 3 月 7 日（土）  

13 時 00 分～15 時 00 分 開催場所 AOSSA 6F 
606 研修室 

出席者名 

鈴木昇一、國友博史、木戸屋栄次、上田伸一、大橋一也、松浦幸広、小林謙一、 
村中良之、高田忠徳 

 
 合計  9 名 

（欠席）安達登志樹、市川勝弘、小山修司   3 名 

議長･司会 國友博史 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 26 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 

3 平成 26 年度会計報告および平成 27 年度予算案 

4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 

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）最終報告 

6 第 8回中部放射線医療技術学術大会（第 50回中部部会学術大会）準備報告 

7 中部支部移行について 

8 その他 
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議題 1 本部報告 
平成 27 年 1 月 24 日(土)開催の報告 
1．平成27年度海外短期留学の派遣会員審査結果 

1名の応募に対して選考評価基準に則り選考された以下の1名を承認した。 
助成金は40万円 
俵 紀行 北海道大学大学院 チュラロンコン大学（タイ）（2015/7/1～9/30 3ヶ月間）  

2．平成27年度国際研究集会派遣会員(前期)の審査結果と推薦について  
応募7名に対して選考評価基準に則って選考した下記の4名の派遣を報告した。 
丹羽 伸次 中津川市民病院 欧州放射線学会 2015/3/4～8  
坪井 孝達 浜松赤十字病院 米国核医学会議 2015/6/6～10  
渡邉 城大 埼玉県済生会栗橋病院 国際磁気共鳴医学会 2015/5/30～31  
八島 幸子 宮城県対がん協会 欧州放射線学会 2015/3/4～8 

3．改訂事項  
1.（1） 正会員 年額 13,000円  

ただし，正会員にあって2月末で満60歳を超える場合は次の事業年度より，4月1日 
で満60歳を超える場合は当該事業年度より7,000円とする．  

（2） 学生会員 年額 3,000円  
（3） 賛助会員 年額一口 26,000円，一口以上  

2．会員の種類による地方支部費は，所属する1地方支部あたり次のとおりとする．  
（1） 正会員 年額 2,000円  
ただし，正会員にあって2月末で満60歳を超える場合は次の事業年度より，4月1日 
で満60歳を超える場合は当該事業年度より1,000円とする．  

（2） 学生会員 年額 2,000円（1地方支部分のみ免除）  
（3） 賛助会員 年額 2,000円  

3．会員の種類による専門部会費は，次のとおりとする．  
（1） 正会員 年額 最初の1部会 2,000円  
二つ目以上（1部会あたり） 1,000円  
ただし，正会員にあって2月末で満60歳を超える場合は次の事業年度より，4月1日 
で満60歳を超える場合は当該事業年度より、一律、1部会あたり1,000円とする．  

（2） 学生会員 年額 1部会あたり 1,000円  
（3） 賛助会員 年額 1 部会あたり 2,000 円  

４．第71回総会学術大会学生会員派遣者の選考結果 
内規に則って選考した下記の第71回総会学術大会学生会員派遣者4名を報告した。 

沖野 啓樹（徳島大学） 寺園 真（金沢大学大学院）  
石田 翔太（金沢大学大学院） 丸山 修紀（大阪大学大学院）  

 
5． 第71回総会学術大会海外若手研究者奨学金受給対象者の選考結果  

内規に則って選考した第71回総会学術大会海外若手研究者奨学金受給対象者11名 
（タイ 5 名、台湾 2 名、中国 3 名、韓国 1 名）を報告した。 
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平成 27・28 年度役員候補者定数選出選挙の結果 
会員番号  勤 務 先 

五十嵐隆元 24707 総合病院国保旭中央病院 
 石田 隆行 28186 大阪大学大学院 
 市川 勝弘 24973 金沢大学 
 上田 克彦 23272 山口大学医学部附属病院 
 遠藤登喜子 38377 国立病院機構東名古屋病院 
 小笠原克彦 38197 北海道大学大学院 
 奥田 保男 25357 放射線医学総合研究所 
 小倉 明夫 20976 群馬県立県民健康科学大学 
 坂本  博 34421 東北大学病院 
 白石 順二 20862 熊本大学大学院 
 隅田 博臣 23276 広島大学病院 
 千田 浩一 26400 東北大学大学院 
 錦  成郎 20647 天理よろづ相談所病院 
 西出 裕子 23923 岐阜医療科学大学 
 根岸  徹 32510 群馬県立県民健康科学大学大学院 
 平野 浩志 19444 信州大学医学部附属病院 
 船橋 正夫 19504 大阪府立急性期・総合医療センター 
 本間 龍夫 17318 オリオン電機（株） 
 宮地 利明 24101 金沢大学 
 梁川 範幸 24654 東千葉メディカルセンター 
 
中部支部 支部長・監事交代の本部報告を書面で提出→本部理事会で承認待ち 
 

議題 2 平成 26 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 
 
事業報告 
 
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） 
を開催した。 

  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） 

参加人数：983 名  
2．平成 26 年度 第 1 回中部部会学術セミナーを開催した。 

会期：平成 26 年 5 月 31 日（土）13：00〜16：00 
会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 
内容：「脳を診る」 
参加人数：109 名 

3．平成 26 年度第 2 回部会セミナーを開催した。 
会期：平成 27 年 2 月 7 日（土） 
会場：名古屋市立大学病院 中央診療棟 大ホール（名古屋市） 
参加人数：31 名 

4．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）を 
開催した。 
会期：平成 26 年 6 月 28 日（土）9：30～16：55 
会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 
参加人数：22 名 
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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）を開催した。 

  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） 
  参加人数：27 名 
6．第 15 回 CT 立山セミナーを開催した。 

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） 

 参加人数：66 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）を開催した。 
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） 
参加人数：39 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）を開催した。 
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） 
参加人数：40 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）を開 
催した。 
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） 
参加人数：7 名 

 
10． 中部部会技術セミナー（研究会）を開催した（参加人数 1868 名；平成 26 年度）。       
（1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日 時：平成 26 年 3 月 15 日（土）           
会 場：順天堂大学医療看護学部 
内 容：「放射線治療計画装置の線量計算アルゴリズム」他   
参加者：60 名 

（2）第 2 回技術セミナー（CT 研究会） 
   日時：平成 26 年 6 月 7 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：119 名 
（3）第 3 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 6 月 7 日(土)   
会場：県立多治見病院 
内容：肺がん治療 ほか       
参加者：73 名 

（4）第 4 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
   日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）    

会場：三重大学医学部附属病院 
内容：電子線における平行平板型線量計の相互校正講習会    
参加者：36 名 

（5）第 5 回技術セミナー（超音波画像研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 22 日（日）       
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース     
参加者：47 名 
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（6）第 6 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 7 月 26 日(土)     
会場：金沢大学 医薬保健学域 
内容：標準計測法 12 の水吸収線量計測      
参加者：67 名 

（7）第 7 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 10 日(日)     
会場：藤田保健衛生大学 
内容：CT ビギナーズセミナー       
参加者：24 名 

（8）第 8 回技術セミナー（MRI 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 24 日(日)      
会場：石川県立中央病院 
内容：MRI ビギナーズセミナー       
参加者：95 名 

（9）第 9 回技術セミナー（乳房画像研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)      
会場：福井駅東口 AOSSA 
内容：乳がんの診断から治療まで       
参加者：55 名 

（10）第 10 回技術セミナー（医療情報システム研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)～31 日（日）   
会場：名古屋大学医部保健科 
内容：DICOM サーバーをつくろう      
参加者：40 名 

 （11）第 11 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 13 日（土）    
会場：名古屋市立大学病院 中央診療棟 大ホール 

  内容：「CT colonography の画像処理技術の現状と DR の被爆低減の手法」  
参加者：47 名 

（12）第 12 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 20 日（土）  
会場：アクトシティ浜松 研修交流センター  
内容：「放射線治療における呼吸管理」      
参加者：68 名 

（13）第 13 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 27 日（土） 
会場：名古屋市市政資料館 第３ 集会室  
内容：「CT 関連論文の抄読会」   
参加者：18 名 

（１４）第 14 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 25 日(土) 
会場：愛知県がんセンター中央病院 
内容：体幹部定位照射（SBRT）の包括的品質管理     
参加者：119 名 

（15）第 15 回技術セミナー（超音波研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 26 日（土）     
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース    
参加者：38 名 
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（16）第 16 回技術セミナー（アンギオ研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 26 日（土）     
会場：金沢大学医薬保健学域 保健学類 

 内容：心電図の読み方    
参加者：80 名 

（17）第 17 回技術セミナー（放射線治療研究会；CCRT 教育セミナー） 
日時：平成 26 年 11 月 1 日（土）    
会場：名古屋国際会議場 第 1 会場 
内容：「がんを打ち砕く先進放射線治療 -がん粒⼦線治療⼊⾨-」   
参加者：95 名 

（18）第 18 回技術セミナー（医療情報・アンギオ・防護合同研究会；CCRT 教育セミ 
ナー） 
日時：平成 26 年 11 月 1 日（土）    
会場：名古屋国際会議場 第 1 会場 
内容：「これからの線量管理と医療情報システムの活⽤」    
参加者：80 名 

（19）第 19 回技術セミナー（乳房画像・MR・超音波合同研究会；CCRT 教育セミナ 
ー） 
日時：平成 26 年 11 月 2 日（日）    
会場：名古屋国際会議場 第４会場 
内容：「「乳房検査の現状について」  
参加者：80 名 

（20）第 20 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 11 月 22 日（土）    
会場：金沢大学保健学科 
内容：「CTcolonography の画像処理技術の現状と DR の被爆低減の手法」 
参加者：35 名 

（21）第 21 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日 時： 平成 26 年 11 月 22 日（土） 

会場： 厚生連 松阪中央総合病院 多目的ホール 
内容：「γ-ナイフ治療 新装置の紹介を中心に」 
参加者：46 名 

（22）第 22 回技術セミナー（アンギオ・放射線防護研究会） 
日時：平成 26 年 12 月 13 日(土)  
会場：名古屋第二赤十字病院 研修ホール 
内容：「論文作成へつなげる研究の心得と伝わるプレゼンテーション技術」 
参加者：50 名 

（23）第 23 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時：平成 26 年 12 月 6 日（土） 

会場： 中濃厚生病院 放射線治療棟 第一研修室 
内容：「復習しよう！電子線」 
参加者：64 名 

（24）第 24 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時：平成 26 年 12 月 20 日（土） 

会場：名古屋市立大学病院 さくら講堂 
内容：「 放射線治療技術の温故知新」 
参加者：64 名 
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（25）第 25 回技術セミナー（MRI 研究会） 
日時：平成 27 年 1 月 17 日 (土) 
会場：福井大学医学部附属病院 臨床教育研修センター2 階 
内容：MRI ビギナーズセミナー 
参加者：88 名 

（26）第 26 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日 時：平成 27 年 1 月 17 日 (土) 

会場：富山大学附属病院 総合臨床教育センター2 階 
内容：「放射線治療計画システムと線量検証システムについて」 
参加者：59 名 

（27）第 27 回技術セミナー（放射線防護技術研究会） 
   日 時：平成 27 年 1 月 18 日 (日) 

会場：金沢大学附属病院 病棟 2 階カンファレンスルーム 
内容：「血管造影装置の線量測定セミナー」 
参加者：18 名 

（28）第 28 回技術セミナー（MRI 研究会） 
   日時：平成 27 年 1 月 31 日（土） 

会場：名古屋市立大学病院 病棟中央診療棟 3 階大ホール 
内容：「 膵臓 MRI 検査」 
参加者：114 名 

（29）第 29 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 27 年 2 月 1 日(日) 
会場：石川県地場産業振興センター 第 10 研修室 
内容：CT 検査における医療安全 
参加者：24 名 

（30）第 30 回技術セミナー（超音波研究会） 
    日時：平成 27 年 2 月 8 日（土） 
 会場：KDX 名古屋ビル 7F 
 内容：「初心者向け腹部超音波実技講習会」 
 参加者：36 名 
（31）第 31 回技術セミナー（CT 研究会） 

日時：平成 27 年 2 月 14 日(土) 
会場：名古屋市市政資料館 第 3 集会室 
内容：CT 関連論文の抄読会 
参加者：20 名 

（32）第 32 回技術セミナー（医療情報研究会） 
日時：平成 27 年 2 月 14 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：医用画像管理セミナー 
参加者：9 名 

 
11．刊行物の発行 
 （1）タイトル：平成 25 年度中部部会誌 Vol.16 平成 26 年 4 月 24 日発行 
  中部部会ホームページに掲載（Web 版） 
（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 15 日 
（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 日 
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12．部会表彰 
功労賞   山本 友行 みずほ病院   
       
技術奨励賞 画像分野 寺本 篤司 藤田保健衛生大学医療科学部   
 画像分野 藤本 真一 福井大学医学部附属病院   
 防護・計測分野 松永 雄太 名古屋共立病院放射線部   
 防護・計測分野 川口 愛 トヨタ記念病院   
 CT 分野 谷口 拓矢 朝日大学歯学部附属村上記念病院放射

線室   
 CT 分野 瓜倉 厚志 静岡県立静岡がんセンター・画像診断

科   
 CT 分野 作田 啓太 金沢大学附属病院   
 MRI 分野 水口 貴詞 名古屋大学医学部保健学科 放射線技

術科学専攻 
 MRI 分野 菅 博人  名古屋市立大学病院中央放射線部   
 治療分野 安達 由美子 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科   
 RI 分野 市川 肇  豊橋市民病院放射線技術室  
 
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した。 
 

今年度は 1 名 金沢大学附属病院 峰広 香織 5 万円の助成を実施 
レポートを提出してもらいビーム中部に掲載 

 
事業計画 
1．第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第８回中部放射線医療技術学術大 

会）を開催する 
  会期：平成 27 年 11 月 7 日（土）～8 日（日） 
  会場：AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 
2．平成 27 年度第 1 回支部学術セミナーの開催 

会期：平成 27 年 6 月 13 日(土) 
会場：金沢大学附属病院 石川県地場産業振興センター（金沢市） 

3．平成 27 年度第 2 回支部学術セミナーの開催 
会期：平成 27 年１月 
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） 

4．第 16 回 CT 立山セミナー 
会期：平成 27 年 7 月 11 日（土）～12 日（日） 
会場：立山国際ホテル（富山市） 
定員：60 名 

5．第 36 回 CAD セミナー（教育委員会，画像分科会，中部支部共催） 
会期：平成 27 年 9 月 26 日（土）～27 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：20 名 

6. 第 77 回 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会 （教育委員会，放射線撮影分科 
会，中部支部共催） 
会期：平成 27 年 12 月 12 日（土）～13 日（日） 
会場：愛知県がんセンター中央病院（名古屋市） 
定員：50 名 
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7．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。 

8．刊行物の発刊 
1）タイトル：中部部会誌 Vol.17 

発刊日：平成 27 年 3 月（Web 版のみ） 
2）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 27 年 6 月 
3）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 
9．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。 
10．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。（4 名を予定） 
 
 
 
平成 27 年度中部支部組織図 
本部へ下記の組織図を提出済み 
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議題 3 平成 26 年度会計報告および平成 27 年度予算案 
 
下記決算書類について財務理事より説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今期より CCRT 分の会計も繰り入れたため（企業協賛金）、例年と比して高額となっている。

また予算額と決算額の差異が大きい点について財務理事より説明があった。 
「6 月の財務理事の連絡事項として CCRT 等の収入・支出をすべて財務報告に盛り込むよう

に指導があったため、差異が大きくなった。」 
27 年度予算（CCRT を含む） 
収入合計：10,125,000 円 
支出合計：10,625,000 円 
-500,000 予算とし、繰越金の減額を図った予算案としている。 
CCRT 分の見積もりは 3,400,000 円（技師会側も同額負担） 
 
 

議題 4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 
 
第 43 回日本放射線技術学会秋季学術大会 進捗状況 
会期：10 月 8 日～10 日 
会場：金沢市文化ホール、金沢ニューグランドホテル、石川県文教会館 
運営支援業者：ネクステージ 
役員 
役   職 氏    名 所    属 
大会長 市川 勝弘 金沢大学医薬保健研究域 保健学系 
実行委員長 松浦 幸広 金沢大学附属病院 
副実行委員長 熊谷 道朝 富山大学附属病院 
副実行委員長 安達 登志樹 福井大学医学部附属病院 
実行委員（学術） 松原 孝祐 金沢大学医薬保健研究域 保健学系 
実行委員（学術） 國友 博史 名古屋市立大学病院 中央放射線部 
実行委員（総務） 高田 忠徳 金沢大学附属病院 放射線部 
実行委員（総務） 大家 伸介 石川県立中央病院 
実行委員（財務） 木戸屋 栄次 福井大学医学部附属病院 
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実行委員会の動き 
2014 年   
9 月 17 日  ポスター・ちらし・テーマ 決定 

10 月 8 日～11 日 第 42 回大会視察  
10 月 3 日 第 1 回実行委員会  
10 月 9 日 第 2 回実行委員会  
2015 年   
2 月 10 日 第 3 回実行委員会  
3 月 1 日 趣意書発送  
3 月下旬 第 4 回実行委員会  
6 月 20 日 JIRA-JSRT 会議  

 
・現在最終日は午前で終了の予定であるが、演題数等により変更の可能性 
・紙ポスター実施 
・文教会館会場は大会長の意向に沿った内容とする予定 
・展示スペース少なくあまり受けることができない模様 
・企業協賛については本部へ収入を返還することとなっているので積極的には募集しない 
・抄録集は作成しない 
・一般演題枠は現在 500 程度（ポスター含む） 
・ランチョンセミナーを受けてくれる業者を募集中 
 

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）最終報告 
  
平成 26 年 11 月 1 日-2 日 
983 名参加 
一般演題：179 演題 
 
収入 
予算：16,949,000 円 決算：19,095,400 円 
決算 
予算：16,949,000 円 決算：19,095,400 円 
 
学生会員の扱いについて今後の課題 

議題 6 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部部会学術大会）準備報告 
 
会期：平成 27 年 11 月 7 日-8 日 
福井駅前 AOSSA 6F を中心に開催 
大会長：安達登志樹 
副大会長：福島哲弥 
700 名の参加を見込み 
 
特別講演：福井大学 伊藤春海教授 
シンポジウム：詳細未定 
教育セミナー：3 枠開催 内 1 枠は緊急被ばく医療 
中部支部 50 周年記念講演：京都大学 東村亨治 
特別企画：技師会、技術学会が目指す国際化について 
一般公開講座：三原じゅん子 
ランチョンセミナー：4 枠予定 
機器展示：23 社予定 
意見交換会：ユアーズホテルフクイ 
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駅伝大会と重なっているので宿泊とりにくいかもしれない 
会計報告上２次会の領収書は決算に組み入れることができないため 
 

議題 7 中部支部移行について 
 
ホームページ修正について総務会で確認したものに変更済み 
支部長挨拶を本部承認、中部部会理事会終了後掲載 
公印は各研究会に２個配布 
 

議題 8 財務報告 
 
財務処理上問題となった点を財務理事より資料に基づいて説明 
◇今年度見受けられた問題点 
1．領収書 
・宛名がない．→ 受取時にご確認下さい．【注】今年度から支部名となります。 
・日付が違う．→ 受取時にご確認下さい． 
・レシート．        → 必ず領収書を受け取り提出して下さい． 
・指定されていない領収書． → 指定の領収書かお店などが発行する領収書のみです． 
・個人（手渡し）A4×2 領収書の責任者欄が空欄．→ 研究会世話人が押印して提出下さい． 
2．旅費交通費の算定 
・出発地が市内の駅名，地下鉄の駅名，県名．→ 出発地は「勤務地」の市町村 JR 駅名で

す． 
・交通費の算定が不適切．→ JR の駅で算定すること。市内交通費は雑費にて支給．*1 
・開催施設の職員に雑費を支給している．→ 現在は支給することができません． 
3．助成金申請書 
・請求しないと提出されない．→ 開催 1 ヶ月前の提出にご協力下さい． 
・記載に誤りがある．→ 事業名称，開催日，科目をご確認下さい． 
・収支を無理やり 0 円にする．→ 余れば返金し不足すれば追加します． 
4．研究会内における周知 
・地域や担当によって財務処理がまちまち． 

→ 理事会での報告を研究会内に周知・ご指導下さるようお願いします． 
 
＊1：交通費の算定の概念 
自宅 → 勤務地の主な JR 駅 → 開催地の主な JR 駅 → 会場最寄駅 → 会場 
 

1)事業所にて支給      2)交通費         3)雑費 
 
 1）当日，自宅を出てから実際に必要となった費用を支給する訳ではありません． 
 2）交通費として算定できるのは，この区間のみです． 
 3）市内交通費は雑費として支給します．1,000 円 2,000 円 3,000 円という切のよい 

数字となります（雑費は日当ではありません）． 
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【資料】 
◇研究会開催時に提出する予算書（決算書） ； H27研究会事業収支（Excelファイル） 
◇領収書フォーマット ； 学会部会領収書等ｖ2014（Excelファイル） 

事業明細                          A.委員会(手渡し)A4×1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             .個人（手渡し）A4×2                  謝金領収書（手渡し） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議題 9 その他 
 
株式会社メテオ 「メディカルオンライン」の無料閲覧サービスへの支部としての登録について

は本部へ確認の上対応することとなった。 
 
国際化推進セミナーについては理事会で検討 
 
MRI 研究会の呼称を「MR 研究会」とする旨世話人より説明があった 
→ホームページ修正依頼、公印は修正済み 
 
次回 27 年度第 1 回総務委員会は 6 月 7 日(日)13：00 より総務会 15：00 より理事会 
名古屋開催 
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会 議 名 平成 26 年度 第 3 回 理事会 

開催日時 平成 25 年 11 月 1 日（土）  
12 時 00 分～13 時 00 分 開催場所 名古屋国際会議場 

第 436 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、市川勝弘、 
上田伸一、大橋一也、小林謙一、松浦幸広、井田義宏、中西左登志、森光一、 
原瀬正敏、澤田通文、村中良之、有賀英司、西出裕子、辻岡勝美、竹井泰孝、 
川地俊明、横山龍二郎 

 合計 23 名 
欠席 木戸屋栄次（1 名） 
 

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 部会長報告 

2 部会年会準備について 
 式次第、選挙結果報告、研究会報告、表彰式 

3 宮地本部理事あいさつ 

4 その他 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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議題 1 部会長報告 
・4 年間の任期についてお礼 
・今後とも研究活動を活発に行っていただきたいとのお願い。 
 

議題 2 部会年会準備 
 
・式次第 
1. 鈴木部会長報告 
2. 小倉副代表理事挨拶 
3. 中部部会役員選挙結果報告（横山選挙管理委員長） 
4. 研究会報告（市川理事） 
5. 表彰式（功労賞、技術奨励賞） 

 
表彰リストの漢字違いについて指摘 
 
功労賞のみすべて読み上げ、以下略式とする 
表彰者に最後に財務理事のところに寄るように 
 
・選挙結果報告 
 時期支部長 松浦氏に挨拶いただく 
 
平成 27 年・28 年度 中部支部役員 
 
支部長 松浦幸広（金沢大学附属病院） 
副支部長 小山修司（名古屋大学 大学院医学系研究科） 
副支部長 國友博史（名古屋市立大学） 
副支部長 森 光一（田山大学附属病院） 
監事 米田和夫（名古屋大学医学部附属病院） 
監事 安達登志樹（福井大学医学部附属病院） 
 
理事リスト 
庶務（画像研究会） 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） 
庶務 高田忠徳（金沢大学附属病院） 
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） 
岐阜県（超音波研究会） 川地俊明（大垣市民病院） 
愛知県 井田義宏（藤田保健衛生大学） 
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（浜松医科大学医学部附属病院） 
石川県（放射線治療研究会） 上田伸一（金沢大学附属病院） 
福井県（MRI 研究会） 村中良之（福井県立病院） 
富山県 藤本勝明（富山県済生会富山病院） 
CT 研究会 辻岡勝美（藤田保健衛生大学 医療科学部） 
乳房画像研究会 西出祐子（岐阜医療科学大学 保健科学部） 
アンギオ研究会 竹井泰孝（浜松医科大学医学部附属病院） 
放射線防護研究会 能登公也（金沢大学附属病院） 
医療情報システム研究会 原瀬正敏（豊橋市民病院） 
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議題 3 宮地 本部理事挨拶 
 
 本部の国際化推進の方向性を維持する方針の説明と中部部会発展の引き続き協力をお

願いしたい旨のご挨拶 
 2017 年の総会大会長に決定したので、その報告と中部部会の協力の要請 
 

議題 4 その他 
 
・次回第 8 回 CCRT 安達大会委員長より概要につき説明 
 大会テーマ「挑む！さらなる高みへ その先へ」 
 
 会期：2015 年 11 月 7 日、8 日 
 会場：福井駅前 AOSSA 
 
・中日新聞社より健康フェアの開催について→予算の関係でお断りした 
 
・CCRT 大会長の順番について（技術学会と技師会） 
 以前富山主催の際に技師会側に大会長をお願いした事例あり 
 今回は、大会長をやりたいとの趣旨なので議決事項であることを技師会サイドに伝える 
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会 議 名 平成 26 年度 第 4 回 理事会 

開催日時 平成 27 年 3 月 7 日（土）  
15 時 00 分～20 時 00 分 開催場所 AOSSA 6F 

606 研修室 

出席者名 

鈴木昇一、國友博史、木戸屋栄次、上田伸一、大橋一也、小林謙一、松浦幸広、 
川地俊明、井田義宏、中西左登志、原瀬正敏、澤田通文、村中良之、有賀英司、 
西出裕子、辻岡勝美、竹井泰孝、山本友行、森光一、米田和夫、高田忠徳 

 合計 20 名 
欠席 安達登志樹、小山修司、市川勝弘（3 名） 

議長･司会 國友博史 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 26 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 

3 平成 26 年度会計報告および平成 27 年度予算案 

4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 

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）最終報告 

6 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部部会学術大会）準備報告 

7 中部支部移行について 

8 その他 
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議題 1 本部報告 
1．平成27年度海外短期留学の派遣会員審査結果 

1名の応募に対して選考評価基準に則り選考された以下の1名を承認した。助成金は 
40万円 
俵 紀行 北海道大学大学院 チュラロンコン大学（タイ）（2015/7/1～9/30 3ヶ月間）  

 
2．平成27年度国際研究集会派遣会員(前期)の審査結果と推薦について  

応募7名に対して選考評価基準に則って選考した下記の4名の派遣を報告した。 
丹羽 伸次 中津川市民病院 欧州放射線学会 2015/3/4～8  
坪井 孝達 浜松赤十字病院 米国核医学会議 2015/6/6～10  
渡邉 城大 埼玉県済生会栗橋病院 国際磁気共鳴医学会 2015/5/30～31  
八島 幸子 宮城県対がん協会 欧州放射線学会 2015/3/4～8 

 
3．改訂事項  
（1） 正会員 年額 13,000円  

ただし，正会員にあって2月末で満60歳を超える場合は次の事業年度より，4月1日 
で満60歳を超える場合は当該事業年度より7,000円とする．  

（2） 学生会員 年額 3,000円  
（3） 賛助会員 年額一口 26,000円，一口以上  

2．会員の種類による地方支部費は，所属する1地方支部あたり次のとおりとする．  
（1） 正会員 年額 2,000円  

ただし，正会員にあって2月末で満60歳を超える場合は次の事業年度より，4月1日 
で満60歳を超える場合は当該事業年度より1,000円とする．  

（2） 学生会員 年額 2,000円（1地方支部分のみ免除）  
（3） 賛助会員 年額 2,000円  

3．会員の種類による専門部会費は，次のとおりとする．  
（1） 正会員 年額 最初の1部会 2,000円  

二つ目以上（1部会あたり） 1,000円  
ただし，正会員にあって2月末で満60歳を超える場合は次の事業年度より，4月1日 
で満60歳を超える場合は当該事業年度より、一律、1部会あたり1,000円とする．  

（2） 学生会員 年額 1部会あたり 1,000円  
（3） 賛助会員 年額 1 部会あたり 2,000 円  
 
4．第71回総会学術大会学生会員派遣者の選考結果 

内規に則って選考した下記の第71回総会学術大会学生会員派遣者4名を報告した。 
沖野 啓樹（徳島大学） 寺園 真（金沢大学大学院）  
石田 翔太（金沢大学大学院） 丸山 修紀（大阪大学大学院）  

 
5．第71回総会学術大会海外若手研究者奨学金受給対象者の選考結果  
内規に則って選考した第 71 回総会学術大会海外若手研究者奨学金受給対象者 11 名（タ

イ 5 名、台湾 2 名、中国 3 名、韓国 1 名）を報告した。 
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平成 27・28 年度役員候補者定数選出選挙の結果 
会員番号      勤 務 先 

五十嵐隆元 24707 総合病院国保旭中央病院 
 石田 隆行 28186 大阪大学大学院 
 市川 勝弘 24973 金沢大学 
 上田 克彦 23272 山口大学医学部附属病院 
 遠藤登喜子 38377 国立病院機構東名古屋病院 
 小笠原克彦 38197 北海道大学大学院 
 奥田 保男 25357 放射線医学総合研究所 
 小倉 明夫 20976 群馬県立県民健康科学大学 
 坂本  博 34421 東北大学病院 
 白石 順二 20862 熊本大学大学院 
 隅田 博臣 23276 広島大学病院 
 千田 浩一 26400 東北大学大学院 
 錦  成郎 20647 天理よろづ相談所病院 
 西出 裕子 23923 岐阜医療科学大学 
 根岸  徹 32510 群馬県立県民健康科学大学大学院 
 平野 浩志 19444 信州大学医学部附属病院 
 船橋 正夫 19504 大阪府立急性期・総合医療センター 
 本間 龍夫 17318 オリオン電機（株） 
 宮地 利明 24101 金沢大学 
 梁川 範幸 24654 東千葉メディカルセンター 
 

議題 2 平成 26 年度事業報告および平成 27 年度事業計画 
 
事業報告 
 
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）を開催した。 
  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） 

参加人数：983 名  
2．平成 26 年度 第 1 回中部部会学術セミナーを開催した。 

会期：平成 26 年 5 月 30 日（土）13：00〜16：00 
会場：金沢大学附属病院 宝ホール（金沢市） 
内容：「脳を診る」 
参加人数：109 名 

3．平成 26 年度第 2 回部会セミナーを開催した。 
会期：平成 27 年 2 月 7 日（土） 
会場：名古屋市立大学病院 中央診療棟 大ホール（名古屋市） 
参加人数：31 名 

4．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） 
を開催した。 
会期：平成 26 年 6 月 28 日（土）9：30～16：55 
会場：福井駅東口 AOSSA（福井市） 
参加人数：22 名 

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）を開催した。 

  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） 
  参加人数：27 名 
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6．第 15 回 CT 立山セミナーを開催した。 
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） 

 参加人数：66 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）を開催した。 
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） 
参加人数：39 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）を開催した。 
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） 
参加人数：40 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）を 
開催した。 
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） 
参加人数：7 名 

 
10． 中部部会技術セミナー（研究会）を開催した（参加人数 1868 名；平成 27 年度）。       
（1）第 1 回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）           
会場：順天堂大学医療看護学部 
内容：「放射線治療計画装置の線量計算アルゴリズム」他   
参加者：60 名 

（2）第２回技術セミナー（CT 研究会） 
   日時：平成 26 年 6 月 7 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：119 名 
（3）第３回技術セミナー（放射線治療研究会） 

日時：平成 26 年 6 月 7 日(土)   
会場：県立多治見病院 
内容：肺がん治療 ほか       
参加者：73 名 

（4）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 
   日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）    

会場：三重大学医学部附属病院 
内容：電子線における平行平板型線量計の相互校正講習会    
参加者：36 名 

（5）第５回技術セミナー（超音波画像研究会） 
日時：平成 26 年 6 月 22 日（日）       
会場：KDX 名古屋ビル 
内容：初心者向け腹部エコー講義・実技１日コース     
参加者：47 名 

（6）第６回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 7 月 26 日(土)     
会場：金沢大学 医薬保健学域 
内容：標準計測法 12 の水吸収線量計測      
参加者：67 名 
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（7）第７回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 10 日(日)     
会場：藤田保健衛生大学 
内容：CT ビギナーズセミナー       
参加者：24 名 

（8）第 8 回技術セミナー（MRI 研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 24 日(日)      
会場：石川県立中央病院 
内容：MRI ビギナーズセミナー       
参加者：95 名 

（9）第 9 回技術セミナー（乳房画像研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)      
会場：福井駅東口 AOSSA 
内容：乳がんの診断から治療まで       
参加者：55 名 

（10）第 10 回技術セミナー（医療情報システム研究会） 
日時：平成 26 年 8 月 30 日(土)～31 日（日）   
会場：名古屋大学医部保健科 
内容：DICOM サーバーをつくろう      
参加者：40 名 

 （11）第 11 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 13 日（土）    
会場：名古屋市立大学病院 中央診療棟 大ホール 

  内容：「CT colonography の画像処理技術の現状と DR の被爆低減の手法」  
参加者：47 名 

（12）第 12 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 20 日（土）  
会場：アクトシティ浜松 研修交流センター  

 内容：「放射線治療における呼吸管理」      
参加者：68 名 

（13）第 13 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成 26 年 9 月 27 日（土） 
会場：名古屋市市政資料館 第 3 集会室  

 内容：「CT 関連論文の抄読会」   
参加者：18 名 

（14）第 14 回技術セミナー（放射線治療研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 25 日(土) 
会場：愛知県がんセンター中央病院 
内容：体幹部定位照射（SBRT）の包括的品質管理     
参加者：119 名 

（15）第 15 回技術セミナー（超音波研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 26 日（土）     
会場：KDX 名古屋ビル 

 内容：初心者向け腹部エコー講義・実技 1 日コース    
参加者：38 名 

（16）第 16 回技術セミナー（アンギオ研究会） 
日時：平成 26 年 10 月 26 日（土）     
会場：金沢大学医薬保健学域 保健学類 

 内容：心電図の読み方    
参加者：80 名 
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（17）第 17 回技術セミナー（放射線治療研究会；CCRT 教育セミナー） 
日時：平成 26 年 11 月 1 日（土）    
会場：名古屋国際会議場 第 1 会場 
内容：「がんを打ち砕く先進放射線治療 -がん粒⼦線治療⼊⾨-」   
参加者：95 名 

（18）第 18 回技術セミナー（医療情報・アンギオ・防護合同研究会；CCRT 教育セミ 
ナー） 

 日時：平成 26 年 11 月 1 日（土）    
会場：名古屋国際会議場 第 1 会場 

 内容：「これからの線量管理と医療情報システムの活⽤」    
参加者：80 名 

（19）第 19 回技術セミナー（乳房画像・ＭＲ・超音波合同研究会；CCRT 教育セミナ 
ー） 
日時：平成 26 年 11 月 2 日（日）    
会場：名古屋国際会議場 第 4 会場 
内容：「「乳房検査の現状について」  
参加者：80 名 

（20）第 20 回技術セミナー（画像研究会） 
日時：平成 26 年 11 月 22 日（土）    
会場：金沢大学保健学科 
内容：「CTcolonography の画像処理技術の現状と DR の被爆低減の手法」 
参加者：35 名 

（21）第 21 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日 時： 平成 26 年 11 月 22 日（土） 

会場： 厚生連 松阪中央総合病院 多目的ホール 
内容：「γ-ナイフ治療 新装置の紹介を中心に」 
参加者：46 名 

（22）第 22 回技術セミナー（アンギオ・放射線防護研究会） 
日 時：平成 26 年 12 月 13 日(土)  
会場：名古屋第二赤十字病院 研修ホール 
内容：「論文作成へつなげる研究の心得と伝わるプレゼンテーション技術」 
参加者：50 名 

（23）第 23 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時： 平成 26 年 12 月 6 日（土） 

会場： 中濃厚生病院 放射線治療棟 第一研修室 
内容：「復習しよう！電子線」 
参加者：64 名 

（24）第 24 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時： 平成 26 年 12 月 20 日（土） 

会場： 名古屋市立大学病院 さくら講堂 
内容：「 放射線治療技術の温故知新」 
参加者：64 名 

（25）第 25 回技術セミナー（MRI 研究会） 
日時：平成 27 年 1 月 17 日 (土) 
会場：福井大学医学部附属病院 臨床教育研修センター2 階 
内容：MRI ビギナーズセミナー 
参加者：88 名 
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（26）第 26 回技術セミナー（放射線治療技術研究会） 
   日時：平成 27 年 1 月 17 日 (土) 

会場：富山大学附属病院 総合臨床教育センター2 階 
内容：「放射線治療計画システムと線量検証システムについて」 
参加者：59 名 

（27）第 27 回技術セミナー（放射線防護技術研究会） 
   日 時：平成 27 年 1 月 18 日 (日) 

会場：金沢大学附属病院 病棟 2 階カンファレンスルーム 
内容：「血管造影装置の線量測定セミナー」 
参加者：18 名 

（28）第 28 回技術セミナー（MRI 研究会） 
   日 時： 平成 27 年 1 月 31 日（土） 

会場：名古屋市立大学病院 病棟中央診療棟 3 階大ホール 
内容：「 膵臓ＭＲＩ検査」 
参加者：114 名 

（29）第 29 回技術セミナー（CT 研究会） 
日時：平成２７年２月１日(日) 
会場：石川県地場産業振興センター 第 10 研修室 
内容：CT 検査における医療安全 
参加者：24 名 

（30）第 30 回技術セミナー（超音波研究会） 
    日時：平成 27 年 2 月 8 日（土） 
 会場：KDX 名古屋ビル ７F 
 内容：「初心者向け腹部超音波実技講習会」 
 参加者：36 名 
（31）第 31 回技術セミナー（CT 研究会） 

日時：平成 27 年 2 月 14 日(土) 
会場：名古屋市市政資料館 第 3 集会室 
内容：CT 関連論文の抄読会 
参加者：20 名 

（32）第 32 回技術セミナー（医療情報研究会） 
日時：平成 27 年 2 月 14 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：医用画像管理セミナー 
参加者：9 名 

 
11．刊行物の発行 
 （1）タイトル：平成 25 年度中部部会誌 Vol.16 平成 26 年 4 月 24 日発行 
  中部部会ホームページに掲載（Web 版） 
（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 15 日 
（3）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 204 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

 発刊日：平成 26 年 10 月 1 日 
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12．部会表彰 
功労賞   山本 友行 みずほ病院   
       
技術奨励賞 画像分野 寺本 篤司 藤田保健衛生大学医療科学部   
 画像分野 藤本 真一 福井大学医学部附属病院   
 防護・計測分野 松永 雄太 名古屋共立病院放射線部   
 防護・計測分野 川口 愛 トヨタ記念病院   
 CT 分野 谷口 拓矢 朝日大学歯学部附属村上記念病院放射

線室   
 CT 分野 瓜倉 厚志 静岡県立静岡がんセンター・画像診断

科   
 CT 分野 作田 啓太 金沢大学附属病院   
 MRI 分野 水口 貴詞 名古屋大学医学部保健学科 放射線技

術科学専攻 
 MRI 分野 菅 博人  名古屋市立大学病院中央放射線部   
 治療分野 安達 由美子 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科   
 RI 分野 市川 肇  豊橋市民病院放射線技術室  
 
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した。 
 

今年度は 1 名 金沢大学附属病院 峰広 香織 5 万円の助成を実施 
を提出してもらいビーム中部に掲載 
 

事業計画 
1．第 50 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 8 回中部放射線医療技術学術大 

会）を開催する 
  会期：平成 27 年 11 月 7 日（土）～8 日（日） 
  会場：AOSSA 福井市地域交流プラザ （福井市） 
2．平成 27 年度第１回支部学術セミナーの開催 

会期：平成 27 年 6 月 
会場：金沢大学附属病院 石川県地場産業振興センター（金沢市） 
専門技師等のポイント認定可能な場合は申し込みすること 

3．平成 27 年度第 2 回支部学術セミナーの開催 
会期：平成 28 年 1 月 
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） 

4．第 16 回 CT 立山セミナー 
会期：平成 27 年 7 月 11 日（土）～12 日（日） 
会場：立山国際ホテル（富山市） 
定員：60 名 

5．第 36 回 CAD セミナー（教育委員会，画像分科会，中部支部共催） 
会期：平成 27 年 9 月 26 日（土）～27 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：20 名 

6. 第 77 回 乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会（教育委員会，放射線撮影分科会， 
中部支部共催） 
会期：平成 27 年 12 月 12 日（土）～13 日（日） 
会場：愛知県がんセンター中央病院（名古屋市） 
定員：50 名 

2 週間前に宮城県でも開催するので申込時に希望場所を書き込んで申し込む 
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7．支部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。 

8．刊行物の発刊 
1）タイトル：中部支部会誌 Vol.17 

発刊日：平成 28 年 3 月（web 版のみ） 
2）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 1 号 CCRT 演題募集号” 

発刊日：平成 27 年 6 月 
3）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 2015 年第 2 号 CCRT プログラム号” 

発刊日：平成 27 年 10 月 
9．支部表彰について 
  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。 
10．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。前期 2 名後期 2 名を予定 
 
 
 
平成 27 年度中部支部組織図 
本部へ下記の組織図を提出済み 
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議題 3 平成 26 年度会計報告および平成 27 年度予算案 
平成 26 年度決算書 
 
下記決算書類について財務理事より説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今期より CCRT 分の会計（特に企業協賛金等）も繰り入れたため、例年と比して高額とな

っている。また予算額と決算額の差異が大きい点について財務理事より説明があった。 
「6 月の財務理事の連絡事項として CCRT 等の収入・支出をすべて財務報告に盛り込むよう

に指導があったため、差異が大きくなった。」 
 
平成 27 年 3 月 1 日(日)に監査を受けて、問題ないことを確認した旨、監事山本友行氏より

説明があった。 
委員会の予算が執行少なく今後の課題（研究会単位で運用しているため） 
 
27 年度予算（CCRT を含む） 
収入合計：10,125,000 円 
支出合計：10,625,000 円 
-500,000 予算とし、繰越金の減額を図った予算案としている。 
CCRT 分の見積もりは 3,400,000 円（技師会側も同額負担） 
 
異議なく承認 
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議題 4 平成 27 年度第 43 回秋季学術大会準備報告 
 
第 43 回日本放射線技術学会秋季学術大会 進捗状況 
会期：10 月 8 日～10 日 
会場：金沢市文化ホール、金沢ニューグランドホテル、石川県文教会館 
運営支援業者：ネクステージ 
役員 
役   職 氏    名 所    属 
大会長 市川 勝弘 金沢大学医薬保健研究域 保健学系 
実行委員長 松浦 幸広 金沢大学附属病院 
副実行委員長 熊谷 道朝 富山大学附属病院 
副実行委員長 安達 登志樹 福井大学医学部附属病院 
実行委員（学術） 松原 孝祐 金沢大学医薬保健研究域 保健学系 
実行委員（学術） 國友 博史 名古屋市立大学病院 中央放射線部 
実行委員（総務） 高田 忠徳 金沢大学附属病院 放射線部 
実行委員（総務） 大家 伸介 石川県立中央病院 
実行委員（財務） 木戸屋 栄次 福井大学医学部附属病院 

実行委員会の動き 
2014 年   
9 月 17 日  ポスター・ちらし・テーマ 決定 
10 月 8 日～11 日 第 42 回大会視察  
10 月 3 日 第 1 回実行委員会  
10 月 9 日 第 2 回実行委員会  
2015 年   
2 月 10 日 第 3 回実行委員会 タイムスケジュールの大綱決定 
3 月 1 日 趣意書発送  
3 月下旬 第 4 回実行委員会  
6 月 20 日 JIRA-JSRT 会議  

 
 
・現在最終日は午前で終了の予定であるが、演題数等により変更の可能性 
・紙ポスター実施（コニカよりポスター掲示板提供） 
・文教会館会場は大会長の意向に沿った基礎的内容とする予定 
・抄録集は作成しない 
 

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）最終報告 
  
平成 26 年 11 月 1 日-2 日 
983 名参加 
一般演題：179 演題 
 
収入 
予算：16,949,000 円 決算：19,095,400 円 
決算 
予算：16,949,000 円 決算：19,095,400 円 
 
学生会員の扱いについて今後の課題 
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議題 6 第 8 回中部放射線医療技術学術大会（第 50 回中部支部学術大会）準備報告 
 
会期：平成 27 年 11 月 7 日-8 日 
福井駅前 AOSSA 6F・8F を中心に開催 
大会長：安達登志樹 
副大会長：福島哲弥 
700 名の参加を見込み 
 
特別講演：福井大学 伊藤春海教授 
シンポジウム：詳細未定 
教育セミナー：3 枠開催 内 1 枠は緊急被ばく医療 
中部支部 50 周年記念講演：京都大学 東村亨治 
特別企画：技師会、技術学会が目指す国際化について 
一般公開講座：三原じゅん子、仮題「母娘で考える子宮頸がん」 
ランチョンセミナー：4 枠予定 
機器展示：23 社予定 
意見交換会：ユアーズホテルフクイ 
 
駅伝大会と重なっているので宿泊とりにくいかもしれない 
会計報告上 2 次会の領収書は決算に組み入れることができないため 
 
学生会員の取り扱いについては、未登録のまま（発表規定では会員であること）発表を迎えたケー

スがあり、今後の課題となっている。 
技術学会への学生会員登録に3,000円かかり、期間もかかってしまう（本部審査が月1回のため）。 
 

議題 7 中部支部移行について 
 
ホームページの「部会」→「支部」への変更は 3 月 1 日に実施済み 
支部の公印は作成済み 
研究会には研究会名で作成した公印を 2 個ずつ配布 
「MRI 研究会」「MR 研究会」へと名称変更現状「MR 研究会」として実施している。 
 

議題 8 財務報告 
 
◇今年度見受けられた問題点 
1．領収書 
・宛名がない．→ 受取時にご確認下さい．【注】今年度から支部名となります。 
・日付が違う．→ 受取時にご確認下さい． 
・レシート．        → 必ず領収書を受け取り提出して下さい． 
・指定されていない領収書． → 指定の領収書かお店などが発行する領収書のみです． 
・個人（手渡し）A4×2 領収書の責任者欄が空欄．→ 研究会世話人が押印して提出下さい． 
2．旅費交通費の算定 
・出発地が市内の駅名，地下鉄の駅名，県名．→ 出発地は「勤務地」の市町村 JR 駅名で

す． 
・交通費の算定が不適切．→ JR の駅で算定すること。市内交通費は雑費にて支給．*1 
・開催施設の職員に雑費を支給している．→ 現在は支給することができません． 
3．助成金申請書 
・請求しないと提出されない．→ 開催 1 ヶ月前の提出にご協力下さい． 
・記載に誤りがある．→ 事業名称，開催日，科目をご確認下さい． 
・収支を無理やり 0 円にする．→ 余れば返金し不足すれば追加します． 
4．研究会内における周知 
・地域や担当によって財務処理がまちまち． 

→ 理事会での報告を研究会内に周知・ご指導下さるようお願いします． 
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5．参加人数をそろえる（会費徴収人数とホームページ報告人数） 
 
＊1：交通費の算定の概念 
自宅 → 勤務地の主な JR 駅 → 開催地の主な JR 駅 → 会場最寄駅 → 会場 
 

1)事業所にて支給      2)交通費         3)雑費 
 
 1）当日，自宅を出てから実際に必要となった費用を支給する訳ではありません． 
 2）交通費として算定できるのは，この区間のみです． 
 3）市内交通費は雑費として支給します．1,000 円 2,000 円 3,000 円という切のよい 

数字となります（雑費は日当ではありません）． 
 

【資料】 
◇研究会開催時に提出する予算書（決算書） ； H27研究会事業収支（Excelファイル） 
◇領収書フォーマット ； 学会部会領収書等ｖ2014（Excelファイル） 
 

事業明細                         A.委員会(手渡し)A4×1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .個人（手渡し）A4×2                    謝金領収書（手渡し） 
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議題 9 その他 
 
株式会社メテオ 「メディカルオンライン」の無料閲覧サービスへの支部としての登録について

は本部へ確認の上対応することとなった。 
 
国際化推進セミナーについて、来年度の事業計画として計上する方向で検討する。 
 
MRI 研究会の呼称を「MR 研究会」とする旨世話人より説明があった 
→ホームページ修正依頼、公印は修正済み 
 
本部組織編成に合わせて中部支部の編成・予算枠組みも変更しなければいけないかもし

れない。 
 
次回理事会は 6 月 7 日(日) 名古屋で 15：00 より開催 
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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） 

 

第 11条  部会事務所は，部会長が指定すると

ころにおく． 
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（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． 

 

４  会員の推薦により副部会長または部会
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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 
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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． 

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． 
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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． 

 

 

附則 

1. この要項は平成26年3月1日より施行  す

る．
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FAX 052-683-7777 
URL http://www.nagoya-congress-center.jp 

 
第 7 回中部放射線医療技術学術大会 
大 会 長  佐野幹夫 
副大会長  小山修司 
実行委員長 中村 勝 
 
主催／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 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 
公益社団法人 静岡県放射線技師会 
公益社団法人 福井県診療放射線技師会 
公益社団法人 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 日本診療放射線技師会 

後援／愛知県、名古屋市 
 
 
 
************* 
 
 
 
 
 
 
 
 

大会概要 

 

第 7 回 中部放射線医療技術学術大会事務局 

 

http://www.nagoya-congress-center.jp/
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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 
その他学生：1,000 円 

参加登録受付時間 

第 1 日目 11 月 1 日(土) 9:00～17:00 
第 2 日目 11 月 2 日(日) 8:30～14:30 
両日とも 4 号館 1 階白鳥ホールロビー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。 

*白鳥ホール南「ランチョンセミナー入場引換券配布コーナー」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。 

 
 
 

日 時：11 月 1 日(土) 18:30～ 
場 所：サイプレスガーデンホテル 

(金山駅南口直進徒歩 1 分) 
参加費：6,000 円  
*参加登録受付にて申し受けます 
 
 
 

参加される皆様へのご案内とお願い 

 

意見交換会 
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発表時間 
一般演題：発表 7 分＋質疑応答 3 分 

受付 
1) 発表用ファイルは、Windows 上で PowerPoint2003, 2007, 2010,2013 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) USB メモリーまたは CD-R に発表データのファイルのみを保存していただき、ファイル名は演題

番号と発表者名を記載してください。 (例)O-01_ 山田太朗.ppt 
3) 画面の解像度は XGA(1024×768)です。これ以外のサイズで作成した場合、正確に表示できません

のでご注意ください。また、画面をぎりぎりまで使用すると、再現環境の違いにより文字や画像の

はみ出し等の原因になることがあります。 
4) 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)までに名古屋国際会議場 4 号館 1

階白鳥ホール南の PC センターにデータファイル(USB ストレージ、CD-R)を持参して下さい。 
5) 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。 
6) 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。  
7) 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。 
8) 必ず最新のウイルス駆除ソフトでチェックを行ってください。 
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 4 号館 1 階白鳥ホール南 PC センター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 

 

質問をされる皆様へのご案内とお願い 
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交通のご案内 
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会場見取り図 
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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 会議室 会議室

白鳥北
レセプション
ホール東

レセプション
ホール西

141+142 131+132 133+134
白鳥南
ロビー

白鳥南 436 435

440名 220名 220名 296名 110名 110名
8:30

9:00

10:00 10:00

10:50 10:50

11:00 11:00

11:30
11:30

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

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

13:00

13:00 13:00 13:00 13:00
13:00

13:10

13:30 13:30
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30

13:40

14:20 14:20

14:30 14:30 14:30 14:30
14:30

14:40 14:40 14:40 14:40 14:40

15:00

15:20

15:30 15:30 15:30
15:30

15:40
15:40 15:40 15:40

16:00

16:10

16:30 16:30 16:30
16:40

17:00 17:00

17:30

18:00

18:30～　意見交換会
（サイプレスガーデンホテル）

セッション4
【CTⅣ】
16～20
-心臓・
血管-

セッション8
【放射線治療

Ⅱ】
37～42

-その他①-

セッション12
【乳腺撮影Ⅱ】

60～64
-管理・その他

-

16:00

【特別企画】
「すべては

未来のために」
17:00

参加登録
受付

セッション14
【放射線計測】

71～76
-技術・
その他-

セッション16
【核医学Ⅰ】

83～87
-PET-

技師会
教育担当

会議

14:00

セッション17
【核医学Ⅱ】

88～92
-SPECT①-

セッション3
【CTⅢ】
11～15

-技術開発-

セッション７
【放射線治療

Ⅰ】
32～36
-臨床-

中部部会
理事会

中日本
技師会

会長会議
13:00

部会年会

【教育セミナー1】
「がんを打ち砕く
先進放射線治療

‐がん粒子線
治療入門‐」

セッション2
【CTⅡ】
6～10

-逐次近似・高
分解能-

セッション6
【MRIⅡ】
26～31

-躯幹部・整形
-

セッション10
【画像工学Ⅰ】

49～54
-画像評価-

12:00

ランチョンセミ
ナー1

【日本メジフィ
ジックス】

ランチョンセミ
ナー2

【日立メディコ】

医療機器
展示

ランチョンセミ
ナー3

【第一三共】

ランチョンセミ
ナー4

【横河医療ソ
リューション

セッション11
【乳腺撮影Ⅰ】

55～59
-MMG・技術-

セッション15
【画像工学Ⅱ】

77～82
-画像解析-

15:00
【教育セミナー2】
「これからの線量
管理と医療情報
システムの活用」

セッション18
【医療安全】

93～98

１１月1日（土）

9:00

10:00

【シンポジウム】
「すぐに役立つ最新

医療放射線技術」

11:00
セッション9

【放射線治療
Ⅲ】

43～48
-線量分布-

セッション13
【放射線防護

Ⅰ】
65～70

-一般撮影・
CT-

セッション１
【CTⅠ】

1～5
-外傷ＣＴ・
技術支援-

セッション5
【MRIⅠ】
21～25

-頭頚部-開会式

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 展示会場 会議室 会議室

白鳥北
レセプション
ホール東

レセプション
ホール西

141+142 131+132 133+134
白鳥南
ロビー

白鳥南 436 435

440名 220名 220名 296名 110名 110名
8:30 8:30

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

9:50 9:50 9:50 9:50 9:50

10:00

11:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

13:00 13:00 13:00 13:00

13:10 13:10 13:10 13:10 13:10

13:50

14:00 14:00
14:00

14:10
14:10 14:10

14:30 14:30

14:40
14:40

15:10 15:10

15:30

16:00
16:00

16:20

12:00

セッション30
【一般撮影Ⅱ】

156～160
-臨床評価-

セッション33
【血管撮影】
169～173

-機器・被ばく-

17:00

18:00

13:00

セッション21
【CT Ⅴ】
109～113
-CT-C・

造影技術-

セッション25
【放射線治療

Ⅳ】
130～134

-その他②-

14:00

15:00

16:00

【県民公開講座】
「家族で地域で
医療で支える

認知症」

ランチョンセミ
ナー５

【エーザイ】

ランチョンセミ
ナー６

【バイエル】
CCRT運
営委員会

閉会式

セッション22
【CTⅥ】

114～119
-Dual Energy・
アーチファクト-

セッション26
【MRI Ⅳ】
135～140

-安全管理・
シーケンス評

価-

【教育セミナー４】
診療放射線技師
の業務拡大への

対応
-診療放射線技
師法の一部改正

を受けて
我々は何をすべ

きか-

セッション31
【核医学Ⅲ】
161～164

-SPECT②-

セッション34
【放射線防護

Ⅱ】
174～179

-術者・水晶体
-

【教育セミナー３】
乳房検査の現状

について

セッション32
【骨密度・
その他】

165～168

ランチョンセミ
ナー７

【東芝メディカ
ルシステムズ】

ランチョンセミ
ナー８

【富士フィルム
RIファーマ】

医療機器
展示

１１月2日（日）

参加登録
受付

9:00

セッション19
【超音波検査】

99～103
-技術・臨床-

セッション23
【CT Ⅶ】
120～124
-被ばく・

線量評価-

セッション27
【放射線治療

Ⅴ】
141～145

-精度管理-

セッション29
【一般撮影Ⅰ】

151～155
-画質評価-

【人材育成セミ
ナー】

「未来に通じる人材
育成の取り組み」

10:00

【特別講演】
「曲がるＸ線を捉える
高感度Ｘ線撮影技術

の開発」

11:00

セッション20
【乳腺撮影Ⅲ】

104～108
-MMG・US-

セッション24
【MRIⅢ】
125～129

-画像処理他-

セッション28
【放射線治療

Ⅵ】
146～150
-測定-
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第7回中部放射線医療技術学術大会 
プログラム 

 
 

 
 

特別講演                                                11月2日（日）10：00～11：00 第1会場 
 

「曲がるＸ線を捉える高感度Ｘ線撮影技術の開発」 
東北大学  多元物質科学研究所 教授 百生  敦 

 
司会：第7回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 小山 修司 

 
 
 
 
 

特別企画                                                11月1日（土）16：10～17：30 第1会場 
「すべては未来のために」 

座長：第7回中部放射線医療技術学術大会 大会長  佐野 幹夫 
副大会長 小山 修司 

 
「過去を振り返り未来を探る」              公益社団法人日本診療放射線技師会 副会長     小川  清 
 
「放射線技術学のさらなる発展のために、JSRTがすべきこと  - 将来構想答申からの考察 - 」 

        公益社団法人日本放射線技術学会  副代表理事 小倉 明夫 
 
 
 
 
 

シンポジウム                                              11月1日（土）10：00～11：30 第1会場 
「すぐに役立つ最新医療放射線技術」 

座長：   木沢記念病院     福山 誠介 
名古屋市立大学病院  笠井 治昌 
名古屋市立大学病院  大橋 一也 

 
 1．PET検査の最近の動向と今後の展望について       名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 阿部 真治 
 2．Dual Energy CTの基本と日常臨床への導入                  三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤 直樹 
 3．Siemens社MRI装置の最新技術                                    シーメンス・ジャパン株式会社  諸井 貴 
 
 
 
 

教育セミナー1                                           11月1日（土）13：10～14：30 第1会場 
「がんを打ち砕く先進放射線治療 ‐がん粒子線治療入門‐」 

座長：   名古屋陽子線治療センター 歳藤 利行 
 

 1．粒子線治療について                                                 兵庫県立粒子線医療センター 不破 信和 
 2．陽子線治療の技術・物理                                               名古屋陽子線治療センター 安井 啓祐 

 特 別 講 演 

 シ ン ポ ジ ウ ム 

 教 育 セ ミ ナ ー 

 特 別 企 画 
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教育セミナー2                                           11月1日（土）14：40～16：00 第1会場 
「これからの線量管理と医療情報システムの活用」 

座長：      豊橋市民病院   原瀬 正敏 
 

 1．線量管理の現状と課題                                  名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科 有賀 英司 
 2．被曝線量管理システムを活用し、診療放射線技師は誰に何を伝えるべきなのか 

～Dose-SRに対応した被曝線量管理システムの設計と実装～ 
大阪大学大学院 医学系研究科 情報統合医学 医療情報学 山本勇一郎 

 
 
 
教育セミナー3                                           11月2日（日）13：10～14：30 第4会場 
「乳房検査の現状について」 

座長：名古屋市立大学病院 笠井 治昌 
刈谷豊田総合病院  桑山 真紀 

 
 1．乳房画像診断におけるUSの役割 ～今，そしてこれから～                           市立敦賀病院 河野 晃代 
 2．マンモグラフィの現状とこれから                                     金沢大学附属病院 放射線部 餅谷 裕子 
 3．乳腺MRIの現状と展望                                         岐阜大学医学部附属病院 放射線部 梶田 公博 
 
 
 
教育セミナー4                                           11月2日（日）14：40～16：00 第4会場 
「診療放射線技師の業務拡大への対応 
－診療放射線技師法の一部改正を受けて 我々は何をすべきか－」 

  座長：  愛知医科大学病院 中村  勝 
    

 1．診療放射線技師会の立場から                                  公益社団法人日本診療放射線技師会 児玉 直樹 
 2．教育現場の立場から                                       藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科 鈴木 昇一 
 
 
 
人材育成セミナー                                           11月2日（日）9：00～9：50 第1会場 
「未来に通じる人材育成の取り組み」 
新人及び教育者に対する教育から、新たなキャリアフレームの構築を目指して 

総合司会 刈谷豊田総合病院 前田佳彦 
   

座長：                  トヨタ記念病院  山田 将大 
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院  福岡 秀彦 

 
【施設発表】 

 1．岡崎市民病院                   阪野 寛之 
 2．地方独立行政法人 三重県立総合医療センター    寺西 良太 
 3．社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 望月 卓馬 
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家族で 地域で 医療で支える 認知症                      11月2日（日）12：00～16：00 第1会場 

 認知症を理解し、上手に付き合うマル得セミナー 

 専門医、診療放射線技師、看護師、社会福祉士が最新知見・最先端の画像診断についてお話します 

 

座長：公益社団法人愛知県診療放射線技師会 副会長  近藤 裕二 

 

13：00～13：30 講演Ⅰ 

           「診療放射線技師から見た認知症の画像診断と検査の実際」 
講師：名鉄病院放射線科 桂川 義貴 

  13：30～13：50 講演Ⅱ 
           「認知症を支える医療機関の役割」 

講師：名鉄病院認知症疾患医療センター 堀田 晴美 
  13：50～14：10 講演Ⅲ 
           「地域で認知症の人と家族を支える社会資源」 

講師：名古屋市認知症相談支援センター 染野 徳一 
  14：25～15：25 講演Ⅳ 
           「認知症の理解と対応」 

講師：岐阜大学大学院医学系研究科 神経内科・老年学分野 犬塚  貴 
  15：30～15：55 質問コーナー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県 民 公 開 講 座 
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ランチョンセミナー1                                     11月1日（土）12：00～13：00 第2会場 
 提供：日本メジフィジックス株式会社                   座長： 名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 

杉本 美津夫 
 

①「ドパミントラスポータのイメージング（技術的検討）」 
名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 阿部 真治 

②「ドパミントラスポータのイメージング（臨床的視点から）」   
国立長寿医療研究センター 放射線診療部 加藤 隆司 

           
 
 

ランチョンセミナー2                                     11月1日（土）12：00～13：00 第3会場 
 提供：日立メディコ株式会社                          座長：名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 

黒木 荘八 
 

① 「日立最新技術の御紹介」                                株式会社 日立メディコ CT/MRI事業部   八杉 幸浩 
② 「日立3TMRI TrilliumOVALの使用経験」                           名古屋市立大学 中央放射線部   森   清孝 

  
 
 

ランチョンセミナー3                                     11月1日（土）12：00～13：00 第4会場 
 提供：第一三共株式会社                                           座長： 安城更生病院 放射線技術科 

柘植 達矢 
 
「造影剤の安全性 ～At-Risk患者の管理について～ 」   ＧＥヘルスケアジャパン アーミン ケィランディシュ 

           
 
 

ランチョンセミナー4                                     11月1日（土）12：00～13：00 第5会場 
 提供：横河医療ソリューションズ株式会社                     座長：名古屋大学医学部附属病院 放射線部 

三宅 良和 
 

「医療情報部門からみた放射線部門システムの現状と未来」         豊橋市民病院 事務局 医療情報課  原瀬 正敏 
 
 
ランチョンセミナー5                                     11月2日（日）12：00～13：00 第2会場 
 提供：エーザイ株式会社                               座長：医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 
エーディア株式会社                             赤井 亮太 

 
「CTコロノグラフィ（大腸CT）の現状～岐阜大学医学部附属病院の経験より～」  

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 富松 英人 
  

 
 

ランチョンセミナー6                                     11月2日（日）12：00～13：00 第3会場 
 提供：バイエル株式会社                      座長：JA愛知厚生連 海南病院 診療協同部長兼放射線技術科 

水谷 弘二 
 

「躯幹部造影・非造影MRAの技術的進歩」                     浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹原 康雄 
  

 ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー 
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ランチョンセミナー7                                     11月2日（日）12：00～13：00 第4会場 
 提供：東芝メディカルシステムズ株式会社                        座長：藤田保健衛生大学病院 放射線部 

  井田 義宏  
 検査が変わる！画質が変わる！ CT , MRI最前線 
 
① 「東芝MRI装置の最新トピックス紹介」  

東芝メディカルシステムズ株式会社 営業本部 MR営業部  山本 貴雄 
② 「東芝 CT装置の最新技術紹介」 

東芝メディカルシステムズ株式会社 営業本部 CT営業部  藤井 健二 
 
ランチョンセミナー8                                     11月2日（日）12：00～13：00 第5会場 
 提供：富士フイルムRIファーマ株式会社                             座長：藤田保健衛生大学病院 放射線部 

石黒 雅伸 
 

「これからの心臓核医学をみつめて ～標準化とcardioREPO～」    刈谷豊田総合病院 放射線技術科  青木  卓 
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第1会場

大会長挨拶他

第2会場　　

1 座長： 三好 利治 （ 岐阜大学医学部附属病院 ）

001 肝切除解析におけるEOB造影MRI画像Fusionの試み

聖隷三方原病院　画像診断部 松本 卓弥

002 外傷全身CTにおける撮影プロトコールの検討

名古屋掖済会病院　中央放射線部 小栗 健太

003 オフセンター撮影時のCT自動露出機構の精度

名古屋大学医学部附属病院　放射線部 古川 悌史

004 当院における高エネルギー外傷患者に対するCT検査についての検討

半田市立半田病院 神野 仁美

005 CTを用いた死亡時画像診断における画像加算平均処理に関する検討 
－加算回数決定の指標について－

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　放射線技術科 福岡 秀彦

2 座長 瓜倉 厚志 （ 静岡県立静岡がんセンター ）

006 腹部領域における逐次近似応用再構成法を用いた低線量化の検討

社会医療法人　明陽会　成田記念病院 黒川 淳平

007 微細な血管の描出におけるFull　IRの有用性の検討

磐田市立総合病院　第二放射線診断技術科 高城 正宏

008 異なるCT装置での骨領域における画質均一化の検討

聖隷三方原病院　画像診断部 水野 孝一

009 ノンヘリカルスキャンによる側頭骨CT撮影の検討

浜松医科大学　医学部附属病院　 大庭 孝志

010 四肢用高解像度computed tomographyの開発：ファントム回転機構による 
初期検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 渋谷 真緒

13：30-14：20

11：30－11：50

11：00-11：50

CT II　逐次近
似・高分解能

開会式

セッション
CT I　外傷ＣＴ・

技術支援

セッション

一般演題　　　　　　　　　　11月1日（土）
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3 座長 棚瀬 真伸 （ 国立長寿医療研究センター ）

011 CT撮影トレーニングを目的とした簡易体幹ファントムの作成

公立陶生病院　中央放射線部 秋山 宣行

012 320列CT装置におけるAVMU無線仕様の検討

社会医療法人宏潤会大同病院 松永 純也

013 320列CT装置におけるノイズキャンセル機能付ヘッドホン使用の検討

社会医療法人 宏潤会　大同病院　放射線科 工藤 匡平

014 医療用裸眼3Dディスプレイの有用性の検討

静岡県立静岡がんセンター 村松 典明

015 プロジェクションマッピングを利用したCT-NABのナビゲーション開発（投
 影方向の検討）

藤田保健衛生大学大学院　保健学研究科 佐藤 靖朋

4 座長 永澤 直樹 （ 三重大学医学部附属病院 ）

016 心臓CTにおける注入条件からみた心拍出量と造影効果の関係

三重大学医学部附属病院　中央放射線部 若林 里紗

017 ＡＤＣＴを用いた心筋Perfusion検査と負荷心筋シンチの比較検討

半田市立半田病院 放射線技術科 徳留 晃

018 160列心電図同期ヘリカルスキャンにおけるハーフ再構成での最大ヘリカ 
ルピッチの基礎的検討

磐田市立総合病院　第２放射線診断技術科 八重樫 拓

019 ステントグラフト内挿術後のtype2 endoleak予見因子としての下腸間膜動
 脈および腰動脈の形態の検討

大垣市民病院　医療技術部　中央放射線室 近藤 賢洋

020 320列ADCTを用いた頭頸部3DCTAにおける検査目的に応じた撮影法の
 検討

富山県済生会富山病院 和田 望未

セッション

CT IV　心臓・血管

15：40-16：30

CT III　技術開発

セッション

14：40-15：30
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第3会場　

5 座長 和田 陽一 （ 中津川市民病院 ）

021 海馬疾患を対象とした反転回復パルスを併用した高速スピンエコー法の最
 適条件の検討

名古屋市立大学病院　中央放射線部 吉田 亮哉

022 double inversion recoveryの脂肪抑制併用による反転時間の検討

名古屋市立大学病院　中央放射線部 荒井 信行

023 頭部領域における画像補正処理技術の違いによる画質の検討

福井大学　医学部附属病院　放射線部 佐藤 恵梨子

024 頭部T1WIにおけるFLAIR　SPACE法の検討

豊川市民病院　放射線技術科 澁谷 和義

025 SpineEcho法でのT1WIにおける頚部プラーク性状診断の装置間の検討

藤田保健衛生大学病院　放射線部 福場 崇

6 座長 芝山 裕紀 （ 松阪中央総合病院 ）

026 第1報 1.5Tによる4D-PCAを使用した鎖骨下動脈MRAにおける撮像時間
 短縮の検討

藤田保健衛生大学病院　放射線部 前田 繁信

027 第2報　3.0Tによる4D-PCAを使用した鎖骨下動脈MRAにおける撮像時間
 短縮の検討

藤田保健衛生大学病院　放射線部 増元 光

028 3Ｔ装置における腹部T2WI息止め画像の検討

聖隷浜松病院 小林 靖典

029 変形性股関節症患者における傍脊柱筋脂肪変性についてMRI画像の検討

名古屋整形外科　人工関節クリニック　放射線部 立川 雄太

030 脊髄腔造影後のMRI画像の信号変化の検討

国家公務員共済組合連合会　名城病院 村上 正悟

031 MRIを用いた膝蓋大腿関節の加齢に伴う影響

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科 有田 圭吾

セッション

MRI I　頭頚部

11：00-11：50

セッション
MRI II　躯幹部・

整形
13：30-14：30
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7 座長 三浦 淳也 （ 石川県立中央病院 ）

032 Flattening Filter FreeモードのMU独立検証 -施設基準の設定-

愛知医科大学病院　中央放射線部 青山 貴洋

033 Flattening Filter Freeモードを用いた脳定位放射線治療の初期臨床経験
 

愛知医科大学病院　中央放射線部 青山 貴洋

034 DIR＜deformable image registration＞の特性評価

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 池田 知広

035 ヘリカル式強度変調放射線治療装置Dynamic Jaws導入による線量分布と
 治療時間の最適化の試み

名古屋市立大学病院　中央放射線部 目方 祐司

036 強度変調放射線治療の各門検証におけるEPIDドジメトリを用いた線量分布
 エラーの検出

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 渡邊 浩平

8 座長 西田 康一 （ 市立伊勢総合病院 ）

037 2009年の北陸地域訪問線量測定と2014年に行った石川県内訪問線量測定
 の比較

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 首藤 由衣

038 当院放射線治療装置における故障の統計

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　放射線技術科 木村 友哉

039 当院における放射線治療情報システムを用いたカンファレンスへの取り組み
 

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部 中山 雅詞

040 ファイルメーカーを使用した照射時間管理に着目した放射線治療情報の一
 元管理に向けたデータベースの検討

名古屋市立西部医療センター　陽子線治療センター　陽子線治療技術科 下村 朗

041 ファイルメーカーを使用した放射線治療情報の一元管理を目的としたデー
 タベースの考案

社会医療法人　明陽会　成田記念病院　放射線科 高石 義幸

042 遠隔放射線治療症例の検討

社会医療法人財団　董仙会　恵寿総合病院　放射線課 山口 健二

セッション
放射線治療 II　そ

の他１

15：40-16：40

セッション
放射線治療 I

臨床
14：40-15：30
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第4会場　　

9 座長： 木下 尚紀 （ 福井大学附属病院 ）

043 前立腺癌に対するIMRT/VMATの統計的DVH解析

藤田保健衛生大学大学　医療科学部　放射線学科 辻 祥子

044 前立腺IMRTにおける照射毎の標的変位が線量分布に与える影響

藤田保健衛生大学病院　放射線部 江上 和宏

045 汎用モンテカルロにおける並列計算の最適化に関する検討

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 桂田 昌輝

046 モンテカルロ計算による電子線線量分布の検討

名古屋大学　医学部　保健学科 島田 星良

047 肺定位放射線治療における計算アルゴリズムのレトロスペクティブな比較
 

独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院 長谷川 信司

048 陽子線治療でのマルチパッチ照射法における治療計画装置の線量分布計
 算精度の検討

名古屋大学大学院　医学系研究科 北川 智基

座長： 東出 了 （ 名古屋市立大学病院 ）

049 トモシンセシスの断層厚特性　1回撮像での多断面評価

JA愛知厚生連　江南厚生病院　放射線技術科 伊藤 良剛

050 デジタルマンモグラフィトモシンセシスにおける解像特性の評価

名古屋市立大学病院　中央放射線部 細谷 香織

051 ディジタルラジオグラフィシステムにおける画像処理効果の基礎的検討

名古屋市立大学病院　中央放射線部 元田 智明

052 ディジタル一眼レフカメラを用いた近赤外光CT装置の開発

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 大澤 慎也

053 Talbot-Lau干渉計によるVisibility画像の画像特性の検討

名古屋大学　医学部　保健学科 松崎 千穂

054 高精細直接変換型CMOS検出器の印加電圧の変化に対する物理的画質 
特性の評価

名古屋大学　医学部　保健学科　放射線技術科学専攻 野々山 奈月

10：50-11：50

セッション

セッション
放射線治療 III

線量分布

10
画像工学 I　画

像評価
13：30-14：30
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座長： 広藤 喜章 （ セントメディカル・アソシエイツ LLC ）

055 トモシンセシス・マンモグラフィにおける線量評価～平均乳腺線量測定お
 よび臨床画像による検討～

独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　放射線科 鈴木 千絵

056 デジタルマンモグラフィにおけるX線照射時間を短縮するための撮影条件 
の検討

愛知県がんセンター中央病院　放射線診断・IVR部 坪田 恵里

057 マンモグラフィのグリッドレス撮影における散乱線補正処理

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 谷口 千嘉

058 撮影装置の異なるマンモグラフィ装置における空間線量分布

名古屋大学医学部附属病院　医療技術部　放射線部門 柴田 有加里

059 乳房トモシンセシスの金属アーチファクト低減処理における位置依存性の
 評価

愛知医科大学病院　中央放射線部 藤田 裕子

座長： 齋藤 望 （ 福井赤十字病院 ）

060 X線照射に伴うCR受像器(IP)の感度・均一性の変化について

岐阜医療科学大学　保健科学部　放射線技術学科 廣瀬 このみ

061 Ｘ線照射に伴うCR受像器(IP)の物理特性の変化

岐阜医療科学大学　保健科学部　放射線技術学科 平田 利菜

062 マンモグラフィ用ＣＲ受像器の経年変化が画像に与える影響

常滑市民病院　放射線検査センター 中村 登紀子

063 CRマンモグラフィ装置における乳腺割合の推定

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 杉田 和真

064 MRIを用いたマンモグラフィ（CC撮影）における月経周期乳腺変化の検討

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科 小夏 里菜

乳腺撮影 II　管
理・その他

15：40-16：30

セッション 11

セッション 12

乳腺撮影 I　マン
モグラフィ・技術
14：40-15：30
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第5会場

座長： 上野 博之 （ 高岡市民病院 ）

065 一般撮影装置の線量推定が表示総ろ過厚に与える影響

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 鵜飼 匠

066 ハイブリッド手術室に導入されたコーンビームCTの患者被ばく線量に関す
 る初期的検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 大澤 充晴

067 ガフクロミックフィルムの基礎特性およびCT撮影時の断面内線量評価に関
 する検討

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

068 CT装置における線量低減化技術の評価

社会医療法人 宏潤会　大同病院　放射線科 大塚 智子

069 冠動脈CTにおける患者の被ばく線量の評価

社会医療法人　宏潤会　大同病院 大塚 智子

070 嚥下CT検査における従事者の線量評価

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 鈴木 昇一

座長： 大塚 智子 （ 大同病院 ）

071 X線CTの半価層測定における半導体検出器のエネルギー特性の影響

浜松医科大学医学部付属病院　放射線部 竹井 泰孝

072 X線CTでX線管回転中に実効エネルギーの測定が可能な検出器の開発

名古屋大学　医学部　保健学科 角田 尚矢

073 DLP-実効線量換算係数(k-factor)の適切な利用方法と値の検討

藤田保健衛生大学病院　放射線部 小林 正尚

074 O-armイメージングシステムに係わる患者被ばく線量の評価

名古屋大学医学部附属病院 放射線部 杉本 成人

075 X線診断時に患者が受ける線量の調査研究(2014)－アンケート結果概要－

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 浅田 恭生

076 福島第一原発事故後の甲状腺検査結果に関する考察

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

10：50-11：50

セッション 13
放射線防護 I
一般撮影・CT

セッション 14

13：30-14：30

放射線計測　技
術・その他



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.17   (2015) 

122 

 

 

 

 

 

 

座長： 服部 真澄 （ 東海学院大学 ）

077 胃X線造影検査における，MTANNを用いた椎体除去のための学習用データ
 作成法の開発

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 麦谷 健

078 胸部CT画像の時系列ray-sum画像を対象とした動態解析

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 河原 康宏

079 非造影乳腺MR画像における腫瘍の自動検出手法～複数の強調画像を用 
いた検出手法の検討～

藤田保健衛生大学大学院　保健学研究科 安達 勇人

080 乳房Ｘ線画像における腫瘤と構築の乱れの自動検出に関する基礎的検討

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 山崎 瑞季

081 PET/CT画像による膵臓がんの自動検出

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 田中 舜也

082 動的輪郭手法を応用した肺結節の自動検出

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 宮阪 洋亮

第6会場

座長： 澤田 通文 （ 浜松医科大学医学部附属病院 ）

083 ＦＤＧ－ＰＥＴ／ＣＴ検査におけるＤｅｌａｙｅｄ撮像時間の検討

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　放射線技術科 竹内 誠

084 18F-FDGデリバリーシステムの利用におけるPET-CTの収集時間の検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 東 里和

085 CTtemplateを用いたPET画像の標準化の検討

名古屋市総合リハビリテーションセンター　企画研究室 布谷 隆史

086 空間分解能の異なるPET装置におけるSUVの比較に関する研究

名古屋大学　医学部　保健学科　放射線技術科学専攻 鈴村 瞳

087 閾値によるSUV測定結果の変動評価

東名古屋画像診断クリニック 佐々木 駿

セッション 15
画像工学 II　画

像解析
14：40-15：40

核医学 I　ＰＥＴ

セッション 16

13：30-14：20
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座長： 池谷 孝一 （ 富士市立中央病院 ）

088 201TlCl心電図同期心筋血流SPECTを用いた位相解析指標の正常値に関する
する検討

金沢市立病院　中央診療部　放射線室 柏屋 総一郎

089 アデノシン負荷心筋血流シンチにおける左室内腔拡大・肺集積増加・心筋
 洗い出し率と冠動脈疾患重症度の検討

藤田保健衛生大学病院　放射線部 大野 智之

090 アルゴリズムの異なる解析ソフトにおける心内腔容積の比較

名古屋大学　医学部　保健学科 小西 翔子

091 ドパミントランスポータシンチグラフィにおける最適収集処理条件の検討
 

名古屋大学　医学部　保健学科　放射線技術科学専攻 石原 加純

092 131Iシンチグラフィによる甲状腺摂取率の定量性に関する研究

名古屋大学　医学部　保健学科　放射線技術科学専攻 小芝 有美子

座長： 宮下 芳幸 （ 福井県済生会病院 ）

093 放射線部門における医療安全の取り組み

富山大学附属病院　放射線部 犀藤 友美

094 一般撮影臥位撮影台挟み込み防止への試み

社会医療法人　宏潤会　大同病院　　放射線科 高田 憲昭

095 MRI前室においてPartition Tapeが及ぼす心理的影響

やわたメディカルセンター 鮒田 達郎

096 吸着事故防止を目的としたＭＲＩ用「完全非磁性体」車いすの開発

名古屋市立大学病院　中央放射線部 川野 誠

097 メディカルコーチングが医療安全に果たす役割

名古屋第二赤十字病院 猪岡 由行

098 診療放射線技師のストレスマネジメントに関する取り組み

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　診療技術部　放射線技術科 杉浦 晶江

医療安全

15：30-16：30

セッション 17
核医学 II　ＳＰＥ

ＣＴ１
14：30-15：20

セッション 18
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第2会場

座長： 桑山 真紀 （ 刈谷豊田総合病院 ）

099 EVLAに対するコメディカルとしての係わり

藤田保健衛生大学病院　放射線部 高村 マキ

100 ポータブル超音波装置のビームプロファイルの比較検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 増永 麻衣奈

101 透析シャント狭窄に対するＰＴＡ術前超音波検査の有用性について

医療法人　林病院　放射線科 宮腰 宏平

102 Superb Microvascular Imaging（SMI）を用いた頸部リンパ節門の血流評価

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　放射線技術科 森田 香里

103 超音波4D探触子における冠状断面の空間分解能・コントラスト分解能に関
 する基礎的検討

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 放射線技術科 鈴木 智哉

座長： 近藤 偲瑞子 （ 桑名東医療センター ）

104 デジタルマンモグラフィにおけるターゲット/フィルタの違いによる低コ 
ントラスト分解能の検討

名古屋市立大学病院　中央放射線部 大津 康子

105 マンモグラフィで検出できず超音波検査で検出した乳癌症例の分析

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 小松 みゆ里

106 乳癌症例におけるエラストスコアのカットオフ値の検討

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 浅見 幸恵

107 当院における乳腺造影超音波とエラストグラフィの比較検討

医療法人 豊田会　刈谷豊田総合病院 山口 奈津季

108 トラペゾイドスキャンにおける分解能評価

社会医療法人厚生会　木沢記念病院　放射線技術部 谷川 奈穂

超音波検査　技
術・臨床

19

20

11：00-11：50

セッション

9：00-9：50

セッション
乳腺撮影 III
MMG・ＵＳ

一般演題　　　　　　　　　　11月2日（日）
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座長： 澤野 正樹 （ 金沢医科大学病院 ）

109 緩下剤を用いたタギング前処置法の検討

医療法人　山下病院　放射線部 末松 誠司

110 CT Colonographyにおける技師一次チェックの現状と課題

医療法人尚豊会　みたき総合病院 村田 浩毅

111 インジェクター注入実施情報を用いたリミッター設定の最適化の検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 村瀬 弘樹

112 外套に側孔が設けられた新しい造影用留置針の有用性の検討

浜松医科大学医学部附属病院　放射線部 吉田 逸郎

113 CT位置決め画像による造影剤高圧注入が可能な皮下埋め込み型ポートの
 識別能の検討

三重大学医学部附属病院　中央放射線部 久保岡 直哉

座長： 丹羽 伸次 （ 中津川市民病院 ）

114 Dual Energy撮影における仮想単色X線画像の物理特性の基礎的検討

三重大学医学部附属病院　中央放射線部 橋爪 健悟

115 デュアルエナジーCTにおける仮想非造影画像のCT値の評価

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線科学技術専攻 澤村 圭祐

116 Dual Energy Imagingによる血管狭窄率の評価

福井大学　医学部　附属病院 笹本 耕平

117 Dual energyを用いたmetal reductionの線量依存の検討

名古屋市立大学病院　中央放射線部 渡邉 雄太

118 金属アーチファクト低減処理の効果

名古屋大学 医学部附属病院 遠藤 真紀

119 口腔領域における金属アーチファクト低減再構成法が臨床画像に及ぼす
 影響

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 深尾 光佑

CT VI　Dual Energy・
アーチファクト

21セッション
CT V　CT-C・造

影技術
13：10-14：00

セッション 22

14：10-15：10
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第3会場

座長： 竹井 泰孝 （ 浜松医科大学医学部附属病院 ）

120 半導体検出器を用いたX線CTの半価層測定に対する精度検証　 
－CT用電離箱を用いた従来法との比較－

中津川市民病院　医療技術部 丹羽 伸次

121 Computed tomography 装置における被写体内の線質測定

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 三高 愛実

122 320列CTにおけるオーバーレンジングの評価

社会医療法人　厚生会　木沢記念病院 瀬戸 優麻

123 当院における健診胸部CTの撮影条件の検討

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　診療技術部　放射線技術科 本多 健太

124 日本診療放射線技師会2013年度線量調査X線CTの詳細分析

藤田保健衛生大学病院　放射線部 井田 義宏

座長： 藤本 勝明 （ 富山県済生会富山病院 ）

125 計算流体力学による血流動態解析：使用する形体画像による影響について
 

名古屋大学大学院　医学系研究科　医療技術学専攻　医用量子科学分野 米山 祐也

126 異なる正則化パラメータのTKD再構成を利用したSWIM法によるQSM

名古屋市立大学病院　中央放射線部 菅 博人

127 可変flip angle 3D-TSE(SPACE)法を用いたT1強調画像のパラメーター検討
 

愛知医科大学病院　中央放射線部 遠藤 真

128 受信コイルの設置角度とSNRの関係

小牧市民病院　放射線科 郡 倫一

129 体動画像におけるVSRAD解析の正確性の検討

和楽仁　芳珠記念病院　画像診断センター 別所 貴仁

CT VII　被ばく・
線量評価

24

9：00-9：50

セッション 23

11：00-11：50

セッション
MRI III　画像処

理他
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座長： 白崎 展行 （ 富山大学附属病院 ）

130 頭頸部IMRTにおけるクッション固定の有無による再現性・固定性の評価

偕行会　名古屋共立病院　医療技術部　画像技術課 小栗 佑太

131 CTDIファントムを用いたCone-Beam CT（CBCT）の品質管理についての 
検討

浜松医科大学医学部付属病院　放射線部　 坂本 昌隆

132 放射線治療装置における放射化物の管理に関する学会標準に準じた医用
 直線加速装置の廃棄

名古屋市立大学病院　中央放射線部 土屋 貴裕

133 当院における治療計画用CTの適正スライス厚の検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 小関 弘智

134 陽子線治療におけるCTシミュレータの安定性の検討について

名古屋市立西部医療センター　陽子線治療センター　陽子線治療技術科 奥村 郁代

座長： 山室 修 （ 名古屋放射線診断財団 ）

135 条件つきMRI対応ペースメーカの体制づくりと検査を経験して

市立敦賀病院　放射線室 田泉 智明

136 医療安全性の向上を目指したMRI検査問診の見直し

社会医療法人 宏潤会　大同病院　放射線科 豊城 嗣夫

137 金属アーチファクトに対するＶｉｅｗ　Ａｎｇｌｅ　Ｔｉｌｔｉｎｇ使用
 時の歪みとボケに関する検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 西井 厳夫

138 当院3機種のMRI画像の歪みの比較検討

愛知医科大学病院　中央放射線部 清水 郁男

139 low ｂ-valueの加算回数がADCに与える影響

磐田市立総合病院　第１放射線診断技術科 山田 英司

140 拡散強調画像におけるMPGパルス3軸同時印加法と従来法の比較検討

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　放射線技術科 大久保 裕矢

13：10-14：00

25

26

放射線治療 IV
その他２

14：10-15：10

セッション
MRI IV　安全管
理・シーケンス

セッション
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第４会場

座長： 杉本 賢吾 （ 聖隷三方原病院 ）

141 新病院に設置したリニアック2機種のBeam Data取得経験

愛知医科大学病院　中央放射線部 金田 直樹

142 名古屋陽子線治療センターにおける拡大ビーム法を用いた陽子線治療装置
 の精度管理

名古屋市立西部医療センター　陽子線治療技術科 木納 英登

143 当院におけるCBCTを用いたセットアップ精度の解析

愛知医科大学病院　中央放射線部 中村 和彦

144 VMAT実施に向けたコミッショニングと定期QAの確立

藤田保健衛生大学病院　放射線部 河村 美希

145 頸部画像誘導放射線治療におけるExacTracとCBCTによる照合精度の比較

愛知医科大学病院　中央放射線部　 安藤 未央

座長： 鎌田 茂義 （ 岐阜県立多治見病院 ）

146 側視鏡付照射筒を用いた電子線の深部線量分布の比較

岐阜医療科学大学　保健科学部　放射線技術学科 下郷 智弘

147 小照射野における10MeV未満の電子線測定の考察

聖隷三方原病院　画像診断部 杉本 賢吾

148 高精度放射線治療専門装置におけるコリメータ散乱係数の測定

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 一瀬 佑允

149 高エネルギー電子線に対する人工単結晶ダイヤモンド検出器の基礎特性

名古屋大学医学部附属病院　医療技術部　 向山 隆史

150 電子線における人工単結晶ダイヤモンド検出器の基本特性

愛知県　がんセンター中央病院　放射線治療部 磯村 泰己

セッション
放射線治療 V

精度管理
9：00-9：50

11：00-11：50

28セッション
放射線治療 VI

測定

27
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第５会場

座長： 鈴木 省吾 （ 刈谷豊田総合病院 ）

151 診断領域X線の後方散乱係数

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 新藤 聡

152 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 有澤 瑞希

153 胸部正面撮影における銅付加フィルタによる被ばく低減効果と画質への
 影響

名古屋市立大学病院　中央放射線部 西脇 祐太

154 トモシンセシスのディスク法によるスライス厚測定法の検討‐金属ディス
 クの大きさおよび厚さの影響

豊橋市民病院　放射線技術室 滝 亮馬

155 異なる体厚におけるEI値と画像コントラストについての考察

福井大学医学部附属病院　放射線部 藤本 真一

座長： 難波 一能 （ とうかい整形外科　かわげ ）

156 股関節屈曲における坐位・臥位での腰椎アライメントの関係

愛知医科大学病院　中央放射線部 西村 学

157 手関節の牽引が舟状骨の運動に与える影響

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 岡元 泰葉

158 医用画像表示用モニタの性能の違いが検像業務に及ぼす影響の検討

藤田保健衛生大学病院　放射線部 鈴木 友輔

159 腰椎側面像撮影時における付加フィルタの検討

藤田保健衛生大学病院　放射線部 市川 卓磨

160 全脊柱側面長尺撮影での撮影方法の違いによる計測誤差

社会医療法人　明陽会　成田記念病院 三須 義直

セッション 29
一般撮影 I　画

質評価

セッション 30
一般撮影 II　臨

床評価

9：00-9：50

11：00-11：50
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座長： 藤田 尚利 （ 名古屋大学医学部附属病院 ）

161 線条体イメージングにおけるOSEMの再構成条件の検討

豊川市民病院　放射線技術科 小林 徹丸

162 線条体イメージングにおける解析ソフト間誤差の検討

豊川市民病院　放射線技術科 加藤 敬之

163 SPECT/CT画像を用いた骨シンチグラフィにおける集積部位の自動解析「３
 次元的解析手法の提案と初期的評価」

藤田保健衛生大学病院　放射線部 辻本 正和

164 小児脳血流検査の収集処理条件の検討

浜松医科大学　医学部　附属病院 澤田 通文

座長： 成田 憲彦 （ 東海医療技術専門学校 ）

165 腰椎DEXA法と大腿骨DEXA法の若年成人平均骨密度比較値の相関と関 
連性の検討

社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院 診療関連部　放射線課 水井 雅人

166 DXA測定法による腰椎と大腿骨近位部の比較検討

医療法人　豊田会　刈谷豊田総合病院 小川 慶子

167 破格を有する解剖体資料を用いた診療放射線技師の解剖学教育

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

168 当院検診センター脳ドックにおける大脳白質病変の危険因子及び経年変化
 の検討

新田塚」医療福祉センター　福井総合クリニック　画像センター 末本 博康

セッション 31
核医学 III　ＳＰＥ

ＣＴ２
13：10-13：50

セッション 32

骨密度・その他

14：00-14：40
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第6会場

座長： 松井 隆之 （ 聖隷浜松病院 ）

169 血管撮影装置におけるI.I.とFPDの線量比較

社会医療法人宏潤会大同病院放射線科 三輪 弘樹

170 IVR支援マルチモダリティ画像における位置補正機能の精度

名古屋大学　医学部附属病院　医療技術部　放射線部門 滝川 淳一

171 血管撮影装置における新しいノイズ低減処理の基礎的検討

聖隷三方原病院　画像診断部　 鈴木 涼亮

172 OFDIのアンギオ同期機能を考慮した血球除去法の検討

石川県立中央病院　医療技術部　放射線室 荒川 昇

173 OCTによるAuto pullbackにおける血管内径がpullback方向の計測に及ぼす
 影響

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院　診療技術部　放射線技術科 角 英典

座長： 松原 孝祐 （ 金沢大学 ）

174 CT下透視における術者手指吸収線量の評価

静岡県立静岡がんセンター　画像診断科 滝口 京佑

175 超小型OSL線量計を用いたERCPに従事するスタッフの水晶体等価線量
 測定

浜松医科大学医学部附属病院　放射線部 竹井 泰孝

176 X線透視装置と内視鏡を併用した消化管検査における術者・介助者の水晶 
体被曝の実態調査

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻 本田 優樹

177 心臓カテーテル検査の術者の水晶体被ばく線量の評価及び防護方法の 
検討（１）

藤田保健衛生大学病院　放射線部 荒川 伸二

178 心臓カテーテル検査の術者の水晶体被ばく線量の評価及び防護方法の 
検討（２）検査を模擬したファントム実験

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 水野 雄斗

179 心臓カテーテル検査の術者の水晶体被ばく線量の評価及び防護方法の 
検討（３）放射線防護眼鏡の検討

藤田保健衛生大学　医療科学部　放射線学科 奥村 みず穂

第４会場

大会長挨拶他閉会式
16：00-16：20

セッション 34
放射線防護Ⅱ
術者・水晶体
13：10-14：10

セッション 33
血管撮影　機

器・被ばく
11：00-11：50
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第７回中部放射線医療技術大会 

       予稿 
 

■ 特 別 講 演 

■ 特 別 企 画 

■ シ ン ポ ジ ウ ム 

■ 教 育 セ ミ ナ ー 

■ 人 材 育 成 セ ミ ナ ー 

■ 県 民 公 開 講 座 

■ ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー 
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「曲がるＸ線を捉える高感度Ｘ線撮影技術の開発」 

 
東北大学 多元物質科学研究所  百生 敦  

 
司会  名古屋大学脳とこころの研究センター 小山 修司 

 
1895 年にＸ線が発見された直後から、Ｘ線透視画像は医療のための画像診断に活用されている。Ｘ

線透視画像のコントラストは、Ｘ線の減衰度合の大小によって与えられる。Ｘ線減弱係数は被写体を

構成する元素が重くなるほど急激に大きくなるので、生体組織では骨はよく映るものの、軟組織に対

する感度は決して十分とは言えない。これはＸ線透視画像の原理的な欠点として長く甘受されてきた。 
Ｘ線は光の一種であるので、波としての性質を有する。Ｘ線透視画像を解釈する際、被写体中を弾丸

的に直進してＸ線が検出されると考えられている。これは近似的には正しいが、可視光がプリズムに

よって曲げられるように、Ｘ線も被写体によって曲げられて（すなわち、屈折されて）いる。ただし、

この効果は極めて小さく、典型的には 1 万分の 1 度ほどＸ線が曲げられる程度で、通常は検出される

ことはない。屈折は、被写体によってＸ線の位相がシフトしているためであるが、Ｘ線の減衰とこの

位相シフトの相互作用の大きさを比べると、前者が後者より約千倍大きいという事実がある。これは、

僅かな屈折効果であるが、一旦これを検出して画像を形成する仕組みを構築すれば、従来のＸ線透視

画像に比べて格段の高感度化が実現することを意味している。 
これを実現するために研究されている技術がＸ線位相イメージングである。いくつかの方式が知られ

ているが、複数のＸ線透過格子を用いるＸ線 Talbot-Lau 干渉計と呼ばれる方法が特に医用画像技術

として有望視されている。これは、現在病院で使われている一般的なＸ線発生装置を用いて装置化で

きるからである。 
我々は、これを実現するため、㈱コニカミノルタ等と共同開発を進めてきた。軟骨が可視化できるこ

とを活用したリウマチ診断装置の開発が先行しており、次いで乳がん診断装置の開発に着手している。

前者については、埼玉医科大学の田中淳司教授らの協力のもと、実際に患者さんの撮影を行う臨床テ

ストの段階に入っている。後者については、名古屋医療センターの遠藤登喜子医師らの協力で開発が

進んでいる。 
講演では、Ｘ線位相イメージングの原理をできるだけ平易に解説し、これまでの開発経緯および病院

における撮影例を紹介する。  

特 別 講 演                 １１月２日（日） １０：００～１１：００ 第１会場 
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「すべては未来のために」 
座長：第7回中部放射線医療技術学術大会 大会長  佐野 幹夫  

副大会長 小山 修司 
 

１． 「過去を振り返り未来を探る」 
公益社団法人日本診療放射線技師会 副会長     小川 清 

 
 

現在は進行形です。従って未来から現在になった今は一瞬で過去になってしまいます。しかし現在を人の一生と

考え、仕事をして社会に貢献できる５０年とすれば十分な時間ともいえます。未来は現在からつながっていくものです。

我々は未来の医療社会に向けて想像力を発揮し診療放射線技師の将来像を描きながら、現在の事象に取り組んで

いけば、診療放射線技師の未来は拓けてくると来るとおもいます。近年、医療の高度化がすすむ中、各専門分野で

の能力・技術力の向上が強く求められており、診療放射線技師がその一端を担っていくためには、継続的な技術力と

医療人としての資質向上への取り組みが必要です。多くの先輩方が診療放射線技師の道を切り開いてくださったよう

に、我々も診療放射線技師の将来像を描きながら仕事をすすめ、そして後輩にバトンを渡していくことが未来につな

がると考える。 
 
 
 
 
  
 
２． 「放射線技術学のさらなる発展のために、JSRTがすべきこと - 将来構想答申からの考察 -」 

JSRT 副代表理事 小倉明夫 
 

今年度の文科省・日本学術振興会の科学研究費助成事業の応募項目に、医学物理学・放射線技術学

の細目が追加された。これは、放射線技術学という学問分野が公認されたことを示し、研究環境が急

速に整備されるであろうことを予測させる。 
その中で、今年 2 月に日本放射線技術学会将来構想特別委員会からの答申がでた。この答申は、本学

会の今後の事業展開としてのベースとなるべき方向性を示すものである。診療放射線技師会の皆さん

を含め、この答申を読まれていない JSRT 会員も多くおられると推察するため、今回、その紹介とと

もに、特に放射線技術学の発展のために、現在学会が推し進めようとしている事業とその背景を概説

する。特に国際化事業に関しては、会員の皆様から多くの意見を頂戴しているところである。会員の

皆さんのご意見を将来構想答申にフィードバックさせながら、今後の学術事業を皆さんとともに発展

的に進めていきたいと希望する。 
  

特 別 企 画                    １１月１日（土） １６：１０～１７：３０ 第 1 会場 
 



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.17   (2015) 

135 

 
 

「すぐに役立つ最新医療放射線技術」 

座長    木沢記念病院        福山 誠介   
名古屋市立大学病院   笠井 治昌 
名古屋市立大学病院   大橋 一也 

１． 「PET 検査の最近の動向と今後の展望について」 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 阿部 真治 

 

21 世紀になり PET 診療は大きな変化を見せた。PET 検査数は 02 年に 18F-FDG による検査が保険診

療として認められて以来、増加傾向が続いている。05 年の FDG の医薬品販売開始、保険適用の拡大

なども検査数増加の要因である。また、PET-CT 複合機の普及により、機能画像と形態画像の融合に

よる診断精度の高い画像が提供可能となった。 

 PET の放射性薬剤は 18F-FDG 以外にも、11C メチオニン、11C コリンなどの腫瘍検査、18F-FDOPA

による脳神経伝達機能検査などが臨床に用いられ、認知症における脳病理学的変化の測定も始まって

いる。また PET と MR の複合機、乳房専用 PET など新しい装置の国内施設への導入も始まっている。

本講演では、PET 診療の変化を概観し、18F-FDG 以外の PET 製剤を用いた検査を紹介する。また、こ

こ数年の間に臨床応用された新しい技術と装置について概説しつつ将来を展望する。  

 

 

２． 「Dual Energy CT の基本と日常臨床への導入」 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹 

 

Dual Energy(DE)はX線と物質の相互作用を利用している．異なる 2つの管電圧（実効エネルギー）

の X 線を照射して造影剤や各種体内成分を画像上で分離抽出する方法である． 
DE の歴史は古く，例えば骨密度測定に用いられる DEXA(dual energy X-ray absorptiometry)法はす

でに豊富な日常臨床経験を得ている． 
CT においても 2000 年代中頃より各社がそれぞれの方式により CT スキャナへ搭載し，DE 関連の

論文報告が急激に増加している．（2 管球：シーメンス，高速スイッチング：GE，2 回転：東芝，積

層検出器：フィリップス） 
当日は，DE における基本的な技術や実際の日常臨床例（肺 Perfusion，金属アーチファクト低減，

結石成分の判別，腫瘍の濃染，3D 作成における骨除去など）を，現状でどこまでできるのかを含め

て紹介する．また，DE がこれからの CT 検査において必須なものになりえるのか，将来展望も交え

て考察する. 
  

シ ン ポ ジ ウ ム                １１月１日（土） １０：００～１１：３０ 第 1 会場 
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３． 「Siemens 社 MRI 装置の最新技術」 

シーメンス・ジャパン株式会社 諸井 貴 

 

 MRI 装置における技術開発は目覚ましく、毎年のように新しい技術が発表されています。MRI 装

置登場の初期では高画質追求のためのアプロ－チばかりでしたが、最新の技術開発では高画質と患者

快適性の両立が追及されています。その代表的な例が Quiet Suite と呼ばれる静音撮像技術です。こ

れまでも静音撮像のための技術は存在していましたが、撮影部位の制限、コントラストの制限、画質

劣化、検査時間延長など様々な制約があり、なかなか実際の日常臨床では利用されてきませんでした。

Quiet Suite ではこれらの問題を大幅に改善しており、ルーチン検査が大きく変わることが期待され

ています。本講演ではこれ以外にも、画質を大幅に改善するための技術などを紹介いたします。 
  



日本放射線技術学会中部部会誌 vol.17   (2015) 

137 

 
 

「がんを打ち砕く先進放射線治療 ‐がん粒子線治療入門‐」 
座長  名古屋陽子線治療センター 歳藤 利行 

1. 粒子線治療について 

兵庫県立粒子線医療センター  不破信和 

 
抗癌剤の今後の方向性が分子標的薬剤などの様にがん特異的であるのと同様に、放射線治療の流れ

も、がん組織への集中性が高い粒子線治療に向かうことは間違いないであろう。 
多くの固形がんが粒子線治療の対象になり得る。特に有用性が高いとされている悪性腫瘍は頭蓋底腫

瘍、頭頚部非扁平上皮癌、早期肺癌、肝癌、前立腺癌、小児癌とされている。上記の腫瘍以外にもＸ

線治療あるいは化学療法との併用により進行肺癌、食道癌、頭頸部扁平上皮癌、膵癌などの難治癌へ

の適応拡大も行われつつある。さらに緩和治療あるいは症状寛解治療としても重要な役割を担うもの

と思われる。例えば単発での肺転移、肝転移あるいは大きな腫瘍塊を有する骨転移病巣も粒子線治療

の適応になるものと思われる。 
粒子線治療は根治治療だけでなく、緩和治療としても今後、重要な役割を果たすものと期待される。 

本学会では粒子線治療の臨床での実際、今後の展開について述べる。 
 
 
2. 陽子線治療の技術・物理 

 名古屋陽子線治療センター陽子線治療技術科  安井啓祐  
 

陽子線や炭素線を用いた粒子線治療施設は増加傾向にあり、現在世界で稼働している施設は 48 施

設、建設中が 25 施設とされている。日本国内においては 11 施設の粒子線治療施設が稼働し、そのう

ち 8 施設が陽子線を利用した治療を行っている。名古屋陽子線治療センターは 2013 年 2 月より治療

を開始し、これまでに約 500 名の治療を行った。 
陽子線治療装置については発展途上の装置であり、施設毎に特徴が異なることが多い。名古屋陽子

線治療センターでは Range Modulation Wheel（RMW）と散乱体を用いた拡大ビーム法とスポット

スキャニング法を使用した陽子線治療を行っており、どちらも国内では初めての照射法である。その

ために様々な課題もあり、本施設ではスタッフ一丸となって技術・物理的な課題についても対応を行

ってきた。 
本講演ではこれらの経験を基に、陽子線治療装置の機械的な特性や治療の実際、装置の QA/QC な

ど、陽子線治療における技術・物理について述べる。  

教 育 セ ミ ナ ー １                 １１月１日（土） １３：1０～１４：３０ 第 1 会場 
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「これからの線量管理と医療情報システムの活用」 
座長  豊橋市民病院 原瀬 正敏 

 
１． 線量管理の現状と課題 

  名古屋第二赤十字病院 有賀 英司 

 

これまで、患者さんの撮影線量の記録は撮影条件（管電圧、管電流時間積、距離など）が照射録と

して保管されてきた。オーダリングシステムや電子カルテの導入に伴い照射録も電子化され、放射線

情報システムと撮影装置の連携技術によって実際の撮影条件が自動的に記録されるに至った。さらに

標準的な測定技術の普及によって、撮影条件から患者被曝線量を推定し、記録することも可能となっ

てきている。一方、装置側であるディジタル単純撮影システムからは検出器到達線量の指標として

Exposure index が DICOM タグへ出力されるようになった。この様に、単純撮影のみでもＸ線装置

出力線量、患者入射表面線量、線量指標といった管理対象がある。X 線 CT 装置においては、CTDIvol

や DLP がレポートとして出力され、実効線量の推定が可能となった。 
これらの数値の意味や精度はもとより、線量管理の意義はどこにあるのか、これからの線量管理は何

を記録していく必要があるか、問題提起をする。 
 
 

２． 被曝線量管理システムを活用し、診療放射線技師は誰に何を伝えるべきなのか 

～Dose-SR に対応した被曝線量管理システムの設計と実装～ 

大阪大学大学院 山本 勇一郎 

 

 2014 年 4 月以降、何社かの被曝線量管理システムが販売開始された。この背景には、被曝線量情

報を患者単位で管理したいというニーズや、撮影装置や PACS への DICOM Dose-SR の実装が普及し

たことが要因として挙げられる。 
一方、被曝線量情報は、従来から MPPS により RIS で管理されてきた。しかし、その活用方法は

各施設様々で被曝線量を臨床医や患者に伝えるまでには至っていなかった。被曝線量管理システムに

は、線量集計やプレゼンテーション機能が実装されており、これらの機能を利用するためには、得ら

れた線量情報を誰にどのように伝えるべきか、という大きな方向性を議論しておく必要があると考え

る。 
本セッションでは、「診療放射線技師、臨床医、患者に対して被曝線量情報をどう伝えるべきか」と

いう視点で、実際に被曝線量管理システムの設計と実装指導を行った経験から得た情報提供モデルを

示し、議論したい。 
  

教 育 セ ミ ナ ー ２                １１月１日（土） １４：４０～１６：００ 第 1 会場 
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「乳房検査の現状について」 
座長  名古屋市立大学病院 笠井 治昌 

  刈谷豊田総合病院  桑山 真紀 
 

1. 乳房画像診断における US の役割 ～今，そしてこれから～ 

  市立敦賀病院 河野 晃代 

 
乳腺領域における画像診断には，マンモグラフィ（MMG），超音波検査（US），核磁気共鳴画像法（MRI），

コンピュータ断層撮影（CT），ポジトロン断層法（PET）などが挙げられ，それぞれ相補しながら乳癌

診療を支えている．その中でも US が担う役割は大きく，被曝がなく低侵襲でリアルタイムに分解能の

高い画像を提供できる．US はスクリーニングから精密検査，インターベンションなどに幅広く利用さ

れ，最近の研究結果で乳癌検診にも有用であるとの報告もある．近年では，多くの装置で組織の硬さを

客観的に評価することも可能となり，2012 年には超音波造影剤ソナゾイドが乳房腫瘤性病変に対して

保険適応され臨床応用が始まっている． 
今後，乳房 US は更なる需要拡大と技術の進歩が予想される．ここで私は，乳房 US の今と，これか

らの技師のあり方を述べたい． 
 
２． マンモグラフィの現状とこれから 

 金沢大学附属病院 餅谷 裕子 

 
 マンモグラフィはこの十数年で急速にディジタル化が進んでいる。これまでのスクリーン/フィル

ム系でのアナログ撮影から CR 撮影へと移行し、さらにフラットパネルディテクタ（FPD）によるフ

ルフィールドディジタルマンモグラフィ（FFDM）が普及している。これまで、ルーチン撮影後の追

加撮影は拡大・スポット撮影や体位の変更であったが、断層撮影（トモシンセシス）が登場し、さら

なる診断能の向上に寄与している。また、従来の FPD の直接、間接方式とは異なる変換方式のフォ

トンカウンティングマンモグラフィ装置が国内で販売され、低線量での撮影が可能となっている。デ

ィジタル化による撮影方式、画像処理技術の発展により、今後はさらに低被ばく、高画質なマンモグ

ラフィの撮影が期待できる。 
 
３． 乳腺 MRI の現状と展望 

岐阜大学医学部附属病院  梶田 公博 
 

乳癌の罹患率は年々増加傾向にあり、現在では女性の 12 人に 1 人が乳癌を患う時代が到来してい

る（国立がん研究センター資料）。乳癌の早期発見・治療に寄与する代表的な画像診断として、超音波、

マンモグラフィ、乳腺 MRI が挙げられ、各々が長所を生かし、各々の短所を補う形で日々の臨床に

用いられている。 
各種モダリティの中で MRI に期待されるのは“MRI 検出病変”と“拡がり診断”である。前者は

MRI が有する高い病変検出感度により、MRI 以外では描出できない病変の拾い上げを、後者は乳頭

側や大胸筋側への浸潤を含めた病変自体の拡がりの評価を指す。これらの結果如何により治療法及び

術式が異なるため、エビデンスに則した撮像を心掛ける必要がある。 
そこで今講演では、日本乳癌検診学会のガイドラインに沿った乳腺 MRI 撮像について解説する。

また将来的な展望として、乳腺領域における DWI Kurtosis の有用性や Viewsharing を用いた多相

Dynamic 撮像についても言及する。  

教 育 セ ミ ナ ー ３               １１月２日（日） １３：１０～１４：３０ 第４会場 
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「診療放射線技師の業務拡大への対応」 
－診療放射線技師法の一部改正を受けて 我々は何をすべきか－ 

 
座長 愛知医科大学病院 中村 勝 

 
今年 6 月 18 日に成立した診療放射線技師法の一部改正により、①造影剤の血管内投与に関する業

務、②下部消化管検査に関する業務、③画像誘導放射線治療に関する業務が、診療放射線技師の業務

の拡大として平成 27 年 4 月 1 日付けで認められることとなります。これらは、”チーム医療の推進” 

という方針の中で、「読影の補助」と「放射線検査等に関する説明・相談」をはじめとして、いくつか

の業務が診療放射線技師の役割として、公に認められ、法律改正につながったものです。 

ただし、業務を拡大するには、当然責任が伴います。今回も、教育・研修が必要条件となります。 

診療放射線技師会として、また教育機関として、診療放射線技師としてどんな対応が必要となるの

か、そして、将来の方向性、我々はそこへ向けて何をすべきか、考えたいと思います。 

 
 

 
１． 診療放射線技師会の立場から 

高崎健康福祉大学 児玉 直樹 
 
 平成 26年 2 月 12日に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律案が第 186 回国会（常会）に提出され、平成 26 年 6 月 18 日に参議院本会議にて可決

成立しました。この医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律に

は、診療放射線技師法の一部改正も含まれており、診療放射線技師の業務に放射線の照射等に関連す

る行為が追加されている。これに伴い、医療従事者の業務範囲拡大に関する研究において、診療放射

線技師の業務範囲拡大に関する議論も行われ、新たに診療放射線技師学校養成所指定規則別表第一（第

二条関係）の改訂が検討されている。この診療放射線技師法の一部改正に至る経緯については、平成

22 年 5 月に厚生労働省にチーム医療推進会議が設置され、日本診療放射線技師会（JART）からチー

ム医療推進会議に委員を派遣し、チーム医療推進方策検討ＷＧ（平成 23 年 2 月 9 日）において、日

本診療放射線技師会で実施した診療放射線技師の業務実態調査報告を行ったことから始まっている。

さらに、チーム医療推進会議において議論された内容が社会保障審議会医療部会において了承された。

ただし、教育内容の見直しについて、関係法令・通知等を改正し、検査等関連行為が安全かつ適切に

行うために必要な教育内容を現行の教育内容に追加すること、そして既に診療放射線技師の資格を取

得している者については、医療現場において検査等関連行為を実施する際には、医療機関や職能団体

が実施する教育・研修を積極的に受けるように促すことで、教育内容を担保することとされた。本講

演では、診療放射線技師法の一部改正に至るまでの詳細な経緯と日本診療放射線技師会で実施した診

療放射線技師の業務実態調査の内容、さらには診療放射線技師の業務範囲拡大に伴う教育内容の変更

内容、既に診療放射線技師の資格を取得している者に対する教育・研修内容について紹介するととも

に、今後の日本診療放射線技師会の立場について言及する。 
 

教 育 セ ミ ナ ー ４               １１月２日（日） １４：４０～１６：００ 第４会場 
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２． 教育現場の立場から 

藤田保健衛生大学 鈴木 昇一 

 
平成 26 年 6 月の法律改正により、診療放射線技師の業務拡大が認められ、核医学検査の業務明文

化、胸部検診の医師立会不要は即日施行されました。造影剤関連、下部消化管、IGRT 関連の施行は

平成 27 年 4 月からの予定であります。それらに対応すべく、既卒の技師には追加研修プログラムが

診療照射線技師会等で検討されています。一方、教育機関においても教育内容の追加など検討されて

います。初期には 4 単位必要とされていましたが、最終的には 2 単位となるとの検討がなれています。

［人体の構造と疾病の成り立ち］、「臨床病態学、臨床解剖学、臨床薬理の内容の追加」となっていま

す。さらに、専門領域で「医療安全（管理）学」の新設も出てきています。教育機関では時間確保が

重要な問題となっています。この対応は来年度入学生から義務付けられ、3 年後の国家試験には反映

されることとなります。ここでは、当日までに判明した状況と大学等の対応案を示したいと考えてい

ます。 
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「未来に通じる人材育成の取り組み」 

総合司会 刈谷豊田総合病院 前田 佳彦 

 

座長    トヨタ記念病院     山田 将大 

   刈谷豊田総合病院      福岡 秀彦 

                                          
 
本企画は、大会テーマ「すべては未来のために -Breakthrough in Radiation Technology-」で掲げ

られているように、未来を創造できる人材の育成に焦点を当てた企画です。変化を続ける医療情勢に

おいて、「診療放射線技師の高い専門性とは何か」という議論が、長い年月をかけ行われ続けています。

医療情勢など外的環境が変化し続ける中で、内的環境である診療放射線技師の専門性についても変化

に対応し得る必要があると考えています。 
本企画は、施設発表とディスカッションで構成し、特に「現場教育（OJT、Off JT）」にスポットを

当て、既成のキャリアフレームに囚われず未来に通じる人材育成の取り組みについて議論したいと思

います。次世代を担う若手を中心に進行したいと考えていますが、中間管理職、所属長の方々にもご

参加頂き、議論に深みを持たせて頂きたいと思います。 
 

【施設発表者】 
岡崎市民病院  阪野 寛之 

 
当院の新人教育は、市の指針に沿ってチューター制度を施行している。2 年前より新人研修の担当

となり、チューター制度を活かした新人教育に取り組んだ。若手技師をチューターに起用し、面談、

会議を毎月開催し、研修の進捗状況や業務の姿勢に応じた教育方法を考えた。 
また、新たなフレーム構築として、科内で「病院への貢献探し」をテーマにグループディスカッシ

ョンを行った。診療放射線技師が当院の戦略マップのどの部分に貢献できるかを考えた。通常業務に

+αで取り組めることが各施設の経営戦略等にリンクすれば、新たなフレーム構築が期待できる。 
 

  

人 材 育 成 セ ミ ナ ー             １１月２日（日） ９：００～９：５０  第 1 会場 
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地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 寺西 良太 

 
当院では、当直業務までの教育が円滑に行えるようチェックリストを作成し、使用している。担当

者が新人と適宜面談を行い、意見交換会等に共に参加することで他科とのコミュニケーションに努め

ている。 
また、新たなフレーム構築として、放射線部門の枠組みを超えた活動を始めた。災害拠点基幹病院

である当院に災害対策室という部門が設立され、その室員として病院の災害マニュアルや防災訓練の

見直し、病院のみでなく県庁での会議や県外での研修運営も行っている。 
新人教育制度や放射線部門を超えた活動によって診療放射線技師の職域の向上が期待できる。 
 
 

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 望月 卓馬 
 

聖隷福祉事業団では関連施設が多く、200 名を越える診療放射線技師が所属している。聖隷放射線

部として独自に作成した『職務基準書』を基に教育に取り組んでいる。職務基準書とは利用者中心の

医療を行うことを目的に、人間的に自立した診療放射線技師の育成、医療技術の質の向上を目指す指

針である。 
実務的には総責任者・統括として担当役職者の下、学習者・担当者・教育責任者の 3 者で教育を進

めている。3 者は学習者の行動目標や教育目標達成のため相互関係を作り、効果的な教育と連携・人

間関係を築いていく。職務基準書を導入することでマネジメントシステムが確立され、目標管理やコ

ミュニケーション、方向性の共有などの効果を得ることができる。 
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「家族で 地域で 医療で支える 認知症  
認知症を理解し、上手に付き合うマル得セミナー 」   

 
“専門医、診療放射線技師、看護師、社会福祉士が最新知見・最先端の 

画像診断についてお話します“ 
 

座長  愛知県診療放射線技師会  近藤裕二副会長 
 
 
 
 
 

  13：00～13：30   「診療放射線技師から見た認知症の画像診断と検査の実際」 
               名鉄病院放射線科 桂川 義貴 

 
高齢化社会が本格化した今日、俗に『ボケ』と総称されていたものが、認知症と名の付く病名とな

りその名称も世間でも知る人が多くなってきました。ここでは病気について詳しい内容に触れません

が、病気として診断するために必要とされている画像診断やそれに関連する事についてのお話をしま

す。 
認知症には大きく分けてアルツハイマー病、レビー小体型、血管性認知症とあります。これらを CT

（X 線を使った検査）,MRI（高磁場と電波を使った検査）,RI（放射性同位元素のお薬を注射して画

像にする検査）を用いて認知症の診断に役立てられています。実際どのような検査なのか？どのよう

な人が検査を受けるのか？診療放射線技師としてどのように患者様に接し、どのような事を感じたか

を個人的な感想ではありますがお伝えしたいと思います。 
 
 

  

県 民 公 開 講 座                １１月２日（日） １２：００～１６：００ 第 1 会場 
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  13：30～13：50   「認知症を支える医療機関の役割」   

 名鉄病院認知症疾患医療センター 堀田 晴美 
 

2025 年、団魂の世代が 75 歳に突入し、世界でも例をみない「超高齢化社会」となります。我が国

の認知症をもつ高齢者は、2013 年の報告では約 462 万人で、その予備軍は約 400 万人とされており、

65 歳以上の 4 人に 1 人が該当する計算となります。 
認知症の人と家族を支えるための医療支援体制の基本は、「認知症の人が地域で安心して生活を継続

できるようにすることを医療的に支援する」ことです。   
当院でも同様の目標を掲げ、平成 24 年 11 月に、認知症疾患医療センターの指定以降、認知症の専

門医療相談・専門外来・入院サポートの 3 本柱で取り組んでいます。  
専門医療相談では、様々な問題に対応しておりますが、老々・認々介護や独居のために認知症の発

見が遅延し、治療・介入が困難となるケースが多くあります。これらに対し取り組むべきは、生活圏

内での多職種医療介護連携であると考えています。 
 
 
 

   13：50～14：10   「地域で認知症の人と家族を支える社会資源」 
 名古屋市認知症相談支援センター 染野 徳一 

 
住み慣れた地域で、認知症のご本人やそのご家族の暮らしを支える社会資源には、どのようなもの

があるのでしょうか。 
認知症は、病気による認知機能の低下と環境や生活歴などによって生活のしづらさがあらわれる病

気のため、医療・介護サービスのほかに、気軽に相談できる窓口や金銭管理などの生活を支えるサー

ビス、そして介護するご家族の支援が必要になります。 
また、ご本人がこれまで続けてこられた、ご近所や友人との交流、趣味や買い物などのなじみの暮

らしが長く続けられるためには、地域での見守りや支え合いとなども大切な社会資源となります。 
そして、これらの社会資源が病気の進行などにあわせて、いつ、どこで、どのように利用できるの

かをあらかじめ知ることができ、なるべく早い段階で「これからこうしていきたい」とご自身の思い

をご家族等にお伝えしていくことが大切になります。 
私たちはそうしたご本人やご家族の思いを大切にし、その人らしさやその人らしい生活をご支援し

ています。 
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  14：25～15：25   「認知症の理解と対応」 

 岐阜大学大学院医学系研究科 神経内科・老年学分野 犬塚  貴 
 

わが国の認知症患者は約 500 万人で、軽度認知障害(MCI)を加えると成人人口の約 1 割が認知機能

に何らかのハンディーをもって生活しています。現在、アルツハイマー型認知症については 4 種類の

治療薬が用いられていますが、いずれも根本的な治療法とは言えません。認知症は医療だけでは解決

できず、日々の生活を支える家族や福祉サービスのあり方、町づくり、社会システムの整備など社会

的な問題になっています。すべての人が認知症への理解を深め、病む人の不安や混乱をできるだけ少

なくして生活の質を支えていくことが、行動・心理学的症状 (BPSD) を抑え、病気の進行や介護負担

を軽減することにもなります。具体的には認知症の症状、診断、治療法、患者さんへの適切な対応方

法や、介護などに利用できる社会制度について知ること、介護者の話を傾聴し共感することが大切で

す。最近では予防についても報告が増えています。講演では、1) 「認知症」とはどんな状態をいうの

か、2) 認知症の中核症状と周辺症状 (行動・心理学的症状）とは何か、3) 認知症の原因となりうる

病気（現在、わが国で最も多いのはアルツハイマー型認知症で、次いで脳血管性認知症、レビー小体

型認知症、前頭側頭葉変性、いわゆる「治療可能な認知症」などがあります）、4) 認知症の診断の進

め方、5) 認知症に対する薬物療法と薬物以外の治療法、6) 認知症の予防、7) 認知症の人の心を想像

すること、8) 家族の極度の疲労と虐待を防止するために、利用できる社会制度についてふれます。 
「認知症の人と家族の会」が作成した認知症発見の目安をご紹介します。①もの忘れがひどい：今

切った電話の相手を忘れる、同じこと何度も聞く、置き忘れが増えていつも捜し物をする、財布・衣

類を盗まれたと疑う。お金やお薬の管理が難しい。②判断・理解力の衰え：料理・整理整頓・計算・

運転のミスが増えた。新しいこと覚えられない、話のつじつま合わない、テレビの内容が理解できな

い。③時間・場所がわからない：約束の日時・場所をまちがう、今、何時ころか言えなくなる、慣れ

た道でも迷う。④人柄が変わる：怒りっぽくなった、気遣いがなくなり頑固になった、失敗を人のせ

いにする、この人らしくない。⑤不安感が強い：一人になると怖がる寂しがる、外出の時間と持ち物

を何度も確認する、頭が変だと訴える。⑥意欲がなくなる：身だしなみをかまわず、趣味や好きなテ

レビに興味を失う、何事もおっくうになる。 
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー １               第 ２ 会 場  

 提供： 日本メジフィジックス株式会社 
名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 杉本 美津夫 

 
「ドパミントラスポータのイメージング（技術的検討）」 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 阿部 真治 
 
ドパミントランスポータ(DAT)シンチグラフィは、黒質線条体ドパミン神経の脱落を SPECT で可視

化する検査である。検査には放射性医薬品として 2013 年 9 月に製造承認されたダットスキャン静注

®を用いる。本検査は、パーキンソン症候群及びレビー小体型認知症の診断に役立つ。現状、撮像条

件や画像処理条件についてはガイドラインにより推奨事項が示されており、また、読影は線条体への

トレーサ集積の視覚評価並びに定量的な指標による評価にて行われている。 
 本講演では、ガイドラインで示された検査の注意事項、撮像条件・画像処理条件について概説する。

また現在、日本核医学技術学会東海地方会では、頭部と線条体を模したファントムを、様々な施設の

様々な装置にて収集を行う多施設共同研究を行っている。これらの結果をもとに、推奨の撮像条件や

画像処理条件による定量的指標の妥当性、施設間における検査の標準化への取り組みについても述べ

る。 
 
「ドパミントラスポータのイメージング（臨床的視点から）」 

国立長寿医療研究センター 放射線診療部 加藤 隆司 
 
ドパミントランスポーターイメージングは、ドパミントランスポーター（以下、DAT）に高い親和

性を有するイオフルパン（123I）を有効成分とする SPECT 検査用の診断放射性医薬品を用いたイメ

ージングであり、2014 年１月から、パーキンソン症候群及びレビー小体型認知症の効能・効果で臨床

試用されている。 
パーキンソン病を含むパーキンソン症候群やレビー小体型認知症は黒質線条体ドパミン神経細胞が変

性する運動失調疾患であり、その神経終末に存在するDAT密度が低下していることが知られている。

ドパミン神経細胞の投射先である線条体は、大脳基底核を構成する神経核の１つであり、本剤は、線

条体における DAT 分布密度を SPECT 画像を提供することで、パーキンソン症候群およびレビー小

体型認知症の診断に寄与する。 
今回、DAT イメージングのパーキンソン症候群およびレビー小体型認知症における有用性を、自験

例を用いて紹介する。 
  

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー                           １１月１日（土） １２：００～１３：００ 
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー ２             第 ３ 会 場     

提供： 日立メディコ株式会社 
  座長： 名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 黒木 荘八 

 
「日立最新技術の御紹介」 

株式会社 日立メディコ CT/MRI 事業部 八杉 幸浩 
 

 日立の MRI 装置は、永久磁石方式から超電導方式まで幅広く取り揃えている。 
0.25～0.4T の永久磁石オープン MRI 装置や 1.2T 超電導オープン MRI「OASIS」、1.5T の超電導 MRI
「ECHELON」シリーズに加え、３T の超電導 MRI「TRILLIUM OVAL」を開発することで、さら

にラインアップを充実した。 
「TRILLIUM OVAL」は 1.5T MRI で高い評価をいただいている OVAL(楕円)形状のガントリーボア

を採用した。これにより体格の大きな被検者や、狭い所を苦手とする被検者においても MRI 検査の

可能性を広げている。さらに MRI 検査の Workflow を向上する種々の機構を搭載した。 
今回は日立 MRI 装置のハードウエアの特長に加え、独自技術の選択的 MRA 撮像機能や開発中の最先

端アプリケーションを紹介する。 
 

「日立 3TMRI Trillium OVAL の使用経験」 
名古屋市立大学 中央放射線部 森 清孝 

 
当院は、今年３月、日立社製初の 3T MRI である『 TRILLUM OVAL 』を導入した。 
この装置は横幅 74cm の楕円形型ワイドボアが特長である。検査空間が拡張したことにより、これ

まで磁場中心での検査が困難であった四肢等の部位でも磁場中心付近で撮像が可能となった。このワ

イドボアは被検者からも「圧迫感が少なくなった」と評価されている。さらに、システム化された受

信コイルによって被検者のセッティング時間が短縮し、スループットが向上した。 
3T 装置では厳しい SAR の制限が問題であるが、ソフトウェアの改良により改善されつつある。ま

た RF 照射の分布が不均一になりやすいが、4 チャンネルを独立制御することが可能な RF 照射コイ

ルが採用されており、その効果に期待している。 
本日は、臨床画像を中心に実際のルーチン検査や日立最新のアプリケーションの概要とその使用経

験について報告する。  

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー                    １１月１日（土） １２：００～１３：００ 
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー ３                         第 ４ 会 場     

提供： 第一三共株式会社 
  座長：安城更生病院 放射線技術科 柘植 達矢 

 
「造影剤の安全性 ～At-Risk 患者の管理について～  」 

ＧＥヘルスケアジャパン アーミン ケィランディシュ (Armin Kheirandish M.D.) 
 
現在、医療において造影剤が果たす役割は極めて重要である。ＭＲ、ＣＴ、血管造影撮影、超音波

検査など機器の進歩により検査は簡便になりつつあり、専門病院だけでなく一般病院でも普及してい

る。造影剤は生体にとっては異物であるから、造影検査の際には、必要最少量に抑えるとともに、重

要なポイントを考慮して、造影剤を選び使用しなければならない。  
ヨード造影剤は、血管造影や CT 造影などの画像診断において必要不可欠な体内診断薬で、その年

間国内の使用回数は極めて膨大である。その一方で，造影剤腎症と呼ばれる急性の腎障害を引き起こ

すことが広く知られており、臨床現場における大きな問題の一つとなっている。造影剤腎症は，患者

QOL の低下のみならず入院延長に伴う医療費増大の面でも解決されるべき問題である． 
今回、造影剤の安全性及び At-Risk 患者の管理について、話したい。 

 
 

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー ４               第 ５ 会 場 

提供： 横河医療ソリューションズ株式会社 
  座長：名古屋大学医学部附属病院 放射線部 三宅 良和 

 
「医療情報部門からみた放射線部門システムの現状と未来」 

豊橋市民病院 事務局 医療情報課 原瀬 正敏 
 

医療情報分野において、放射線部門は早くから標準規格である「DICOM」が主流となり、システム間

接続または医療機器接続において容易にデータ授受が行えるようになった。これらは業務系プロセス

におけるオーダ、撮影、読影といったプロセスの効率化に大きく寄与してきたことは言うまでもない。

また、画像診断系と放射線治療系といった業務プロセスには大きな違いがあり、今や診断用と放射線

治療用の放射線部門システムが二分化してきている。さらに、「DICOM」という規格は進化し続けてお

り、これらの業務系プロセスのみならず、被曝線量管理といったデータ利活用といった範囲にも及ん

できている。このような実態を鑑みると放射線部門システムは、一つの業務系プロセスのシステムの

みならず、データ利活用を考慮した仕組みが、今後は必要になる可能性がある。本セミナーでは、医

療情報部門という立場から放射線部門システムの現状と未来について述べたいと考えている。  

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー                    １１月１日（土） １２：００～１３：００ 
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー ５                            第２会場     

提供： エーザイ株式会社 
エーディア株式会社 

  座長：医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 赤井 亮太 
 

「CT コロノグラフィ（大腸 CT）の現状～岐阜大学医学部附属病院の経験より～」 
岐阜大学医学部附属病院 放射線部 富松 英人 

 
CT コロノグラフィ（大腸 CT）は比較的簡便で低侵襲に行うことが可能な大腸検査であり，注腸造

影検査や内視鏡検査と比較して手技に高度な習熟を必要としないことから，標準化の可能性に期待が

持たれている．大腸 CT は 2012 年に大腸 CT 撮影加算が認められたことを契機に急速に普及しつつあ

るが，前処置や読影などには検討すべき課題があり，今なお研究がすすめられている． 
大腸 CT は未だ発展途上であり，注腸造影検査，内視鏡検査により構築されてきた優れた大腸診断

学のエッセンスを大腸 CT に取り入れておくことが，今後の大腸診療において大きな意味を持つと思

われる．大腸 CT は CT 装置や画像処理技術など最先端の技術革新の恩恵を受け，さらなる進歩を遂

げつつあるが，今後いかに効率的に大腸癌診療に実用，活用できるかが重要な課題のひとつとなって

いる． 
  

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー                    １１月２日（日） １２：００～１３：００ 
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー ６                         第 ３ 会 場     

提供： バイエル薬品株式会社 
  座長：JA 愛知厚生連 海南病院 放射線技術科 水谷 弘二 

 
「躯幹部造影・非造影 MRA の技術的進歩」 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹原 康雄 
 

躯幹部 MR Angiography（MRA）は X 線カテーテル Angiography にかわる非侵襲的な血管画像

として急速に発展してきた。当初は time of flight 法や位相コントラスト法（PC 法）による非造影

の MRA が用いられ、また、直近の 20 年間ではガドリニウムキレート造影剤を利用した造影 MRA
の全盛時代であった。そこで、突然遭遇したのが腎性全身性線維症（NSF）という大きな逆風であ

った。基本的にガドリニウム製剤は経静脈性投与されている限り、腎機能に影響を与えない造影剤で

ある。この“非腎毒性”という事実が、“腎臓関連の副作用は皆無なのだ”と、誤って認識されて生

じたのが NSF であると考えられる。そして、NSF の発生には、1990 年台半ばから主として欧米で

行われたガドリニウム製剤の大量投与の試みが深く関与していると考えられる。これには、装置性能

の不足を造影剤量で補おうとした“いびつな”画像技術の弥縫策が災いしたものといえる。更に、こ

れらの試みの背景には、常に我々を悩ませてきた（ヨード系造影剤による）造影剤腎症のリスクの存

在がある。NSF 問題を受けて、FDA をはじめ、我が国や欧州のガイドラインが策定され、１）投与

量を順守すること、２）高度腎機能障害患者への投与を控えること、を臨床現場が徹底した結果、

2011 年以降の新規の NSF 患者発生はゼロとなった。この間に造影 MRA の検査は控えられ、本来な

らば造影 MRA で容易に診断できた症例が造影剤腎症のリスクをおかして造影 CTA を行われたりす

るケースも見られるようになってきた。これに関しては、今後少し、再考しなければならない場面も

ありそうである。 
ところで、NSF 問題を奇貨として、非造影 MRA は一段と進歩してきており、３D fast spine echo

系列による rephase、dephaseを利用した非造影MRAや、反転パルスを縦横に駆使する spin labeling
を利用した非造影 MRA なども進歩を遂げてきている。また、最も直近では流れの方向や速度までが

定量化できる 4 次元の位相コントラスト法を用いた MRA なども出現した。これには、データ収集後

に撮像範囲内の任意の部分での流速・流量測定が可能であったり、剪断応力の実測が可能であったり

と、心血管の病態生理学研究に直結する情報を引き出すことができるとして、その普及に期待が高ま

っている。 
この講演では、造影剤腎症を避けるために試みられた造影剤の大量投与の系譜を振り返りながら、

今後期待できる造影・非造影 MR Angiography の技術的進歩について、論じてみたい。 
  

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー                    １１月２日（日） １２：００～１３：００ 
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー ７                         第 ４ 会 場     

提供： 東芝メディカルシステムズ株式会社 
 

検査が変わる！画質が変わる！ CT , MRI 最前線 
  座長：藤田保健衛生大学病院 放射線部 井田 義宏 

 
「東芝 MRI 装置の最新トピックス紹介」 

東芝メディカルシステムズ株式会社 営業本部 MR 営業部 山本貴雄 
 

心臓疾患による突然死を未然に防ぐことの難しさを表現した「最初の発作が、最後の発作（The first 
attack is the last one）」という言葉があります。血管内脂質沈着が狭窄を招き、プラークへと進行す

る自覚症状のない期間に、いかに早期に心臓疾患の徴候を発見できるかということが重要になります。

診断機器としては CT、そして MRI があり、MRI は放射線被ばくがないといったメリットがあるも

のの、検査時間や安定性など懸念される要素も多く存在していました。 
 本セミナーでは、上記のような懸念を払拭する、検査安定性・再現性をもたらす画像基軸位置決め

アシスト機能「Cardio Line」、非造影 MRA パラメータアシスト機能「Delay Tracker」や撮像連動自

動解析機能など、CT 等の検査と相補的かつ臨床的に有用な MRI 検査を提供するための東芝独自の新

技術とその将来展望を紹介させて頂きます。 
 
「東芝 CT 装置の最新技術紹介」 

東芝メディカルシステムズ株式会社 営業本部 CT 営業部 藤井 健二 
 

160mmの範囲を 1回転で撮影可能な Aera Detecter CT 「Aquilion ONE」は、登場より常に進化を進

めて来ました。年内には、さらに最新機能を搭載したアプリケーションソフト Ver.7のリリースを予

定しています。 

 東芝が医療全体の被ばく低減を目指し開発を行った逐次近似応用再構成「AIDR3D」により、これまで

ノイズの影響により診断が困難であった低線量の撮影データの画質改善が可能となりましたが、画像

のテクスチャが従来画像と異なるなどの問題点もありました。そこでより違和感のない画像の提供を

目指し、新たに開発を行った「AIDR3D Enhanced」が Ver.7より搭載されます。 

 また、Ver.6より Volume撮影のみの適応で金属アーチファクト軽減処理「SEMAR」が搭載されました

が、Ver.7より Helical撮影の適応も可能となります。 

本セミナーでは、これらの東芝独自の新技術とその将来展望についてご紹介させて頂きます。  

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー                     １１月２日（日） １２：００～１３：００ 
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー ８                         第 ５ 会 場     

提供： 富士フィルムＲＩファーマ株式会社 
  座長：藤田保健衛生大学病院 放射線部 石黒 雅伸 

 
「これからの心臓核医学をみつめて ～標準化と cardioREPO～」 

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 青木 卓 
 

心血管疾患の画像診断法として最も歴史が古く、かつ、非侵襲的検査である心臓核医学検査は、目

的に合わせた放射性医薬品の選択によりさまざまな心筋細胞の機能を画像化することができるとても

有用な検査法である。しかしその検査法は、施設毎にアレンジされていることが多く、さらに地域性

や装置毎に特化しているため検査法の統一、いわゆる標準化が難しい現状にある。さらに近年は、わ

ずかな時間で検査が終了するだけでなく、空間分解能にも優れた心臓 CT 検査の急激な進歩により、

虚血性心疾患に対する検査法が徐々に形態学的診断にシフトされつつあると感じる。このような背景

の中、今後、心臓核医学検査が普及するためには、半導体カメラといった撮像機器の技術進歩と検査

法の標準化、さらには診断補助ソフトウェアの開発が重要なカギとなってくるだろう。あらためて心

臓核医学を見つめ直し、これからの方向性について考えてみたい。 
 

  

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー                    １１月２日（日） １２：００～１３：００ 
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CT Ⅰ -外傷CT・技術支援- CT Ⅰ -外傷CT・技術支援-

CT Ⅰ -外傷CT・技術支援- CT Ⅰ -外傷CT・技術支援-

001  肝切除解析におけるEOB造影MRI画像

Fusionの試み

1聖隷三方原病院 画像診断部
松本 卓弥1、鈴木 千晶1、平 真己人1、草田 栄二1、
藤崎 賢二1、山本 英雄1

【背景】近年、大腸がんの肝転移が手術対象として増
加している。肝切除の手術シミュレーションとして、
肝Dynamic CT撮影を行い、肝切除解析の3Dを作成し
ている。しかし、肝転移の腫瘤の特定は、EOB造影
MRI画像のほうが感度は良好であることは既知である。
【目的】肝切除解析の3D作成時に、CT画像だけでなく、
EOB造影MRI画像をFusionすることで、腫瘤の個数・
大きさがより正確に反映されるか、有用性を試みた。
【使用機器】SYNAPSE VINCENT（富士フィルム社
製）
【方法】肝切除解析の際にEOB造影MRI画像をFusion
させた。
【結果】CTの動脈相・門脈相の画像だけで肝臓解析の
3Dを作成するよりも、EOB造影MRI画像をFusionする
ことで、腫瘍の同定が容易となり、術前シミュレー
ションとして有用であった。
【考察】CTは吸気、MRIは呼気で撮影を行うため、
Fusionする際のズレが必ず生じる。CTでも同様に呼気
時での撮影を行う事でより有用性が高まると考えられ
る。

002  外傷全身CTにおける撮影プロトコールの検

討

1名古屋掖済会病院 中央放射線部
小栗 健太1、松崎 俊二1、成瀬 隆行1、鈴木 正広1

【目的】JATEC改訂第４版には、外傷全身CTの有用性
について記載されている。当院においても、外傷全身
CTの件数増加は著しくその重要性が高まっている。し
かし、JATEC推奨プロトコールと当院で使用している
プロトコールとでは異なる点があるため、今回当院の
プロトコール見直しを行ったので報告する。
【方法】使用造影剤の濃度と量を統一して、従来の方
法で撮影したグループとJATEC推奨プロトコールを元
にして撮影したグループを作り、それぞれの画像を救
命救急医師が評価を行った。
【結果】従来の方法で撮影した画像グループとJATEC
推奨プロトコールを元にして撮影したグループの間に
は、医師の評価に差が認められた。

003 オフセンター撮影時のCT自動露出機構の

精度

1名古屋大学医学部附属病院 放射線部
古川 悌史1、堤 貴紀1、遠藤 真紀1、阿知波 正剛1、
近藤 悟1、米田 和夫1

【目的】従来、CT-AEC（Auto Exposure Control）を
用いた場合でも、被写体の位置によって撮影条件や画像
の均一化に影響を及ぼすことが指摘されてきた。本研究
では、近年開発された寝台の高さ補正機構の評価を行い、
自動露出機構の向上とその効果について検証を行った。
【方法】高さ補正機構を備えた面検出器型装置と従来型
の装置を比較した。円柱水ファントムを寝台に配置し、
寝台の高さを変化させて撮影を行い、CT値、SD値、
mAs値を評価の指標とした。
【結果】
【考察】従来型装置では、ファントムが回転中心から離
れるほどmAs値が変化し、それに伴いCT値、SD値に影
響を及ぼした。一方、高さ補正機構で制御した場合には、
mAs値は一定であり、その他の項目についても大きな
変化は見られなかった。これらから、CT-AECの精度の
向上は、オフセンターを回避できない状況においても、
適切な撮影が可能となることが確認できた。

004 当院における高エネルギー外傷患者に対す

るCT検査についての検討

1半田市立半田病院
神野 仁美1、安井 英敏1、水口 敬1、鳴海 樹1、
徳留 晃1

【目的】当院は救命救急センターを有しており、搬送さ
れてくる重症者に対して迅速に適切な治療を行うことが
重要となる。そこで高エネルギー外傷に対するCT検査
に着目し検討した。
【方法】平成26年4～7月にバックボードにて固定され
当院に搬送された高エネルギー外傷患者でCT検査を受
けた37例を比較検討した。撮影は頭頸部単純と頸部～骨
盤部造影を行い、入室から退室までの時間を計測した。
【結果】入室から退室までの平均時間は12分19秒で、
最長20分30秒、最短7分6秒、操作時間は平均4分57秒、
最長9分27秒、最短3分であった。10分以内に退室した
症例は5例で、時間がかかった要因に金属除去があげら
れた。
【考察】10分以上かかった症例の約40％で金属の除去
が行われており、救命センターと連絡を密にし事前準備
を行うことが時間短縮に有用であると考える。さらに操
作時間には大差があり、最小限の操作にすることでも時
間短縮できると思われる。
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CT Ⅱ -逐次近似・高分解能- CT Ⅱ -逐次近似・高分解能-

CT Ⅰ -外傷CT・技術支援- CT Ⅱ -逐次近似・高分解能-

005  CTを用いた死亡時画像診断における画像加

算平均処理に関する検討－加算回数決定の指

標について－

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科
福岡 秀彦1、鈴木 省吾1、小川 慶子1、河野 泰久1、
佐野 幹夫1、玉木 繁1

【背景・目的】第70回日本放射線技術学会総会学術大会
にて，加算処理により冠動脈内腔の描出が可能であるこ
とを示した．加算回数を増加させればノイズは際限なく
向上するが，過大線量領域における視覚認識の差異は明
らかでない．本検討では加算回数決定の指標を得ること
を目的とした．
【方法】Aquilion ONEを使用し，120kV，450mAs，
volume scanにて複数回撮影したデータから試料を作成
した．試料はスライス厚0.5mm，再構成関数FC52，大
動脈内腔において標準偏差(SD)14.3～40.1の画像19枚と
した．放射線科医師5名による視覚評価に対し，
Dunnett法による多重比較を行った．
【結果】SD16.9以下の処理群はSD 14.3の対照群と視覚
評価結果に有意差を認めなかった．
【考察】ノイズの視覚認識に差異が生じない目安を得る
ことができ，加算前のSDから妥当な加算回数を決定す
ることが可能となった．

006  腹部領域における逐次近似応用再構成法

を用いた低線量化の検討

1社会医療法人 明陽会 成田記念病院
黒川 淳平1、久米 勇人1、中西 基真1、三須 義直1、
高石 義幸1

【目的】腹部条件においてDose Reduction機能(線量低
減率%)及び逐次近似応用再構成法(ASiR)を用いた低線
量化の検討を行った.
【方法】GE社製CT Optima660を用いて当院の腹部条
件にて管電流90,100,110,120mA, ASiR30,50,70,90%と
変化させ , NPSの測定を行った .次に同様の条件である
NI(Noise Index)8.89,線量低減率0%, ASiR30%に設定し
撮影を行った.また,低線量条件として線量低減率0～50%
に変化させた条件と ,NI10,12,14の時,それぞれASiR0～
100%に変化させた .得られた画像からCT値のプロファ
イルカーブを作成し,視覚評価を行った.
【結果】管電流及びASiRの増加に伴いNPSは改善され
た. 線量低減率及びASiRを高く設定することで ,プロ
ファイルカーブが滑らかになり ,視覚評価では分解能が
やや劣化する傾向になった.
【考察】NIを高く設定し,ASiR及びDose Reduction機能
を使用することで現状より線量は低減できるが ,分解能
の劣化の起こらない範囲で可能であると考える.

007 微細な血管の描出におけるFull IRの有用

性の検討

1磐田市立総合病院 第二放射線診断技術科
高城 正宏1、神谷 正貴1、鈴木 敏之1、冨田 雄平1、
八重樫 拓1、宮崎 健介1

【背景・目的】昨年度、当院にFull IR再構成装置が導
入された。今回、Full IR画像が微細な血管を描出する
のに適しているか検討したので報告する。
【方法】当院で使用しているCT装置（Aquilion ONE、
Brilliance iCT）にてTOSファントムを線量を変化させ
撮影し、FBP、Hibrid IR、Full IR画像を作成した。
Radial Edge法を用いてTask-based MTF測定を行った。
【結果】Aquilion ONEでは全ての線量でFBPが最も
Task-based MTFが優れていた。Brilliance iCTでの
Task-based MTFは、通常線量ではFull IRが最も優れ
ていたが、低線量ではFBPが最も優れていた。これに
より、Full IRは通常線量において微細な血管の描出に
優れている可能性が示唆された。

008 異なるCT装置での骨領域における画質均

一化の検討

1聖隷三方原病院 画像診断部
水野 孝一1、鈴木 千晶1、田光 史浩1、藤崎 賢二1、
山本 英雄1

【背景】当院では, 救急室にLight speed ultra16(GE社
製 ) を配 置し ており , 一 方で通 常の予 約検査は
Aqullion64(東芝社製)で行っており,それぞれメーカー推
奨の条件にて撮影を行っている.
【目的】当院で稼働する2種類のCT 装置での骨領域に
おける画質を均一化する.
【方法】Light Speed ultra16とAqullion64でファント
ムを撮影してMTFを測定した .再構成関数とRotation
Time(RT)によるMTFの変化を比較した .RTを変化させ
てoff centerとon centerでMTFを測定した.
【結果】 10 ％MTF は Light Speed ultra16 で1.05,
Aqullion64で0.95であった .50％MTFはLight Speed
ultra16で0.65, Aqullion64で0.7であった. Light Speed
ultra16の再構成関数をBone+ plusにすることで50％
MTFは0.83になり,MTFの測定結果はAqullion64に近づ
いた. off centerによる影響は50％MTF において最大で
Aqullion64で40％低下し,Light Speed ultra16で16％低
下した.
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009 ノンヘリカルスキャンによる側頭骨CT撮影の

検討

1浜松医科大学 医学部附属病院
大庭 孝志1、竹井 泰孝1、福岡 通大1、吉田 逸郎1

【目的】当院に導入されたシーメンス社製Dual Source
CT装置 Definition Flashでは38.4 mm幅のノンヘリカル
スキャンが可能であり，側頭骨CT撮影へ応用すること
で撮影時間の短縮が見込まれる．そこでノンヘリカルス
キャンが側頭骨CT撮影に応用可能か検討を行った．
【方法】自作ワイヤファントム，頭部ファントム（アル
ダーソン）を用い，従来法（ヘリカルスキャン），ノン
ヘリカルスキャンのMTF，CNRを測定して比較検討を
行った．
【結果】従来法，ノンヘリカルスキャンのMTF，CNR
はほぼ同様の値を示し，CNRは管電圧80 kV～100 kVで
ピークとなり，120 kV以上では低下していた．またノ
ンヘリカルスキャンを使用することで，撮影時間が従来
法の2.6 秒から1秒へ短縮された．
【結論】ノンヘリカルスキャンによる側頭骨CT撮影は，
従来法とほぼ同等な画質で撮影時間も半分以下となるた
め，特に静止の難しい小児に有用であると考える．

010 四肢用高解像度computed tomographyの

開発：ファントム回転機構による初期検討

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、
3金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
渋谷 真緒1、村崎 祐一2、伊藤 翔太2、三高 愛実1、
市川 勝弘3

【目的】現状のcomputed tomography (CT) 装置より高
い空間分解能を有し，骨梁などの微細構造の描出を可能
とする四肢用CTシステムの開発を目指し，間接変換型
flat panel detector (FPD)とファントム回転機構を用い
た初期検討を行う．
【方法】足部ファントムを1.2°ずつ回転させ70kV，2
mAs，0.2 mm厚の銅フィルタ付加にて300回撮影して
投影データを取得し，再構成画像を得た．撮影距離は
150 cm，拡大率を1.11とした．また，ワイヤ法にて
modulation transfer function (MTF) を測定し，16列マ
ルチスライスCT装置と比較した．
【結果】本システムの10%MTFは3 cycles/mmとなり，
マルチスライスCTでは1.2 cycles/mmであった．本シス
テムより得た画像は，マルチスライスCTの画像に比べ
空間分解能が明らかに高く，骨梁も可視化された．

011 CT撮影トレーニングを目的とした簡易体幹

ファントムの作成

1公立陶生病院 中央放射線部
秋山 宣行1、小関 光男1

【背景】当院における救命救急センターの開設に伴い、
CT装置の更新が行われた。従来とは異なるメーカーで
ある新CTは、当院の全技師が扱う装置であり、装置据
え付けから救命センター開設までと短期間に全員の操作
トレーニングを行うことが必要であった。
【目的】胸部～骨盤や上腹部～骨盤撮影、MPR作成な
どスキャン計画や画像処理が行えるような簡易ファント
ムを作ること。
【方法】粘土、セメントやバリウムなどCT値を確保で
き容易に購入できるものを使用して、椎体や骨盤など体
幹部骨モデルと肝臓などを模した軟部モデルを組み合わ
せた人体と同じ大きさの体幹ファントムを作成した。
【結論】スキャン計画の際にランドマークとなる臓器や
境界がわかるファントムがあることで、CT操作トレー
ニングがスムーズに行え、ファントム作成は非常に有用
であった。

012 320列CT装置におけるAVMU無線仕様の検

討

1社会医療法人宏潤会大同病院、
2有限会社旭計測
松永 純也1、工藤 匡平1、大塚 智子1、神谷 悟1、
安野 泰史1、浅井 敏2

【目的】320列CT装置に搭載された ,ヘッドホンから音
声ガイドを流すことが可能なシステム（以下AVMUとす
る）を無線方式に改良した.無線機の配置で音声ガイド
の聞きとりやすさに変化があるか検討を行ったので報告
する.
【方法】CT寝台上で無線受信機の位置を変化させた際
の音声ガイド聞き取りやすさをボランティアにより評価
を行った.この際、無線送信機の位置は固定とした.
【成績】ボランティアによる評価では ,無線受信機がガ
ントリ内に入った位置で ,音声ガイドの聞き取りやすさ
が変化したと100％の回答を得た.
【結論】無線送受信機は ,送受信面の間に障害物がある
とノイズを生じ ,音声ガイドが聞き取れないことがわ
かった.無線の送受信機の位置を考慮することで,AVMU
が無線方式であっても有線方式時と比較して音声ガイド
聞き取りやすさに変化はないと考えられた.
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013 320列CT装置におけるノイズキャンセル機

能付ヘッドホン使用の検討

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、松永 純也1、大塚 智子1、神谷 悟1、
安野 泰史1、浅井 敏2

【目的】320列CT装置に搭載したAuto Voice Mixing
Unitとノイズキャンセルヘッドホンを使用し ,ガント
リー回転中のノイズ音圧低減効果と音声ガイドの聞こえ
方について検討した.
【方法】ヘッドホンなし,ノイズキャンセルなし,ノイズ
キャンセルありについて,管球回転速度0.275[s/rot]時の
音声ガイドとノイズの音圧を音声周波数解析ソフトで測
定した.ボランティアによる音声ガイドの聞き取りやす
さの評価も行った.
【結果】4分法での音声周波数解析よりノイズキャンセ
ルありが,ノイズ音圧が最も低下した.また,ボランティア
による聞き取りやすさの評価においても,ノイズキャン
セルありの音声ガイドが聞き取りやすいと100%の回答
を得た.
【考察】320列CT装置において、Auto Voice Mixing
Unitとノイズキャンセルヘッドホンを使用することで ,
ノイズ音圧が低減され ,音声ガイドが聞き取りやすくな
ると考えた.

014 医療用裸眼3Dディスプレイの有用性の検討

1静岡県立静岡がんセンター
村松 典明1、瓜倉 厚志1、中屋 良宏1

【目的】裸眼状態で3次元観察可能な医療用裸眼3Dディ
スプレイの視覚評価を行い有用性を評価する。
【方法】1)2本の円柱状模擬血管ファントムを左右並列
に配置した場合(0 mm)、A-P方向にずらして配置した場
合(1,2,5,10,15mm)における視覚的な位置関係の弁別に
ついて評価した。血管方向(水平,垂直)および面内の血管
位置が異なる場合について評価した。2)2Dディスプレ
イによるmaximum intensity projection(MIP),volume
rendering(VR)表示と3Dディスプレイを視覚的に評価し
た。
【結果】血管を垂直に配置した時、水平に比し僅かに正
答率が向上した。血管位置の違いに差は生じなかった。
2Dディスプレイに比し3Dディスプレイの正答率は向上
した。
【考察】2Dディスプレイにおいてintensityおよび血管
径が大きいほど視覚的に近く見える傾向を示した。3D
ディスプレイはA-P方向の僅かな差を認識可能であり、
3次元的な位置把握における3Dディスプレイの有用性が
示唆された。

015 プロジェクションマッピングを利用したCT-
NABのナビゲーション開発（投影方向の検討）

1藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科（学生）、
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、
3藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科（学生）
佐藤 靖朋1、辻岡 勝美2、阿知波 颯汰3、
水野 克彦3、加藤 良一2

【目的】我々はCT透視下生検（CT-NAB）におけるCT
透視画像を患者の体表面に投影するリアルタイム・プロ
ジェクションマッピング法を提案した。従来、我々はガ
ントリ前方からの投影を行っていた。しかし、この場合、
術者の影が投影を妨げる問題があった。今回、その解決
策として、ガントリ後方からの投影について検討を行っ
た。
【方法】CT装置のガントリ前方、後方に液晶プロジェ
クタを設置した。楕円形状のアクリル円筒内に直径
5mmのアクリル製模擬病巣をつけた肺血管ファントム
を設置した。投影方向と視点を考慮して、CT画像を変
形させ投影した。
【結果】ガントリ後方からの投影であっても、前方から
の投影と同様にプロジェクションマッピングは可能で
あった。
【考察】CT-NABでは術者の操作を邪魔せずにCT画像
を表示する必要がある。ガントリに対して任意の方向か
ら投影を行うことは、安全性向上、精度向上につながる
ものと考える。

016 心臓CTにおける注入条件からみた心拍出

量と造影効果の関係

1三重大学医学部附属病院 中央放射線部
若林 里紗1、永澤 直樹1、山崎 暁夫1、
久保岡 直哉1、橋爪 健悟1、牧 浩昭1

【目的】心臓CTにおける造影効果に影響を与える因子
として心拍出量(CO)や体重が考えられる。今回、注入条
件からみたCOと造影効果の関係をretrospectiveに評価
したので報告する。
【方法】2014年5月に心臓CT（CTA、心筋CTPを含
む）を行った14症例を対象とした。装置はSOMATOM
Definition Flash（SIEMENS）、検査時のCO測定は
NICaS （日本アメリケア）を用いた。CTA撮像時は造
影剤を体重に合わせ26mgI/kg/sで注入した。心筋CTP撮
像時は固定注入（5mL/s, 40mL）を使用した。管電圧の
違いは換算係数を用いて全て80kV相当のCT値を用いた。
CT値を上行大動脈で計測しCO及び体重が与える影響を
みた。
【結果】注入条件が体重に関わらず固定の場合、COが
大きいほどまた体重が重いほどCT値が低値を示した。
注入条件を体重に合わせた場合、COや体重によるCT値
の変動は少なかった。
【結論】造影剤注入速度や量を体重によって補正するこ
とでCT値の変動を抑える可能性を示した。
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017 ADCTを用いた心筋Perfusion検査と負荷心

筋シンチの比較検討

1半田市立半田病院 放射線技術科
徳留 晃1、安井 英敏1、水口 敬1、鳴海 樹1、
神野 仁美1、稲員 安由美1

【目的】負荷心筋シンチの結果と比較し当院撮影プロト
コールによる心筋PerfusionCTの有用性を検討した。
【方法】東芝社製AquilionONE vision editionを用いて
心筋PerfusionCTと負荷心筋シンチを施行した30名を対
象とした。安静時撮影タイミングは左室に造影剤が到達
してから10秒後、負荷時は１３秒後。負荷時撮影は安静
時から30分以上間隔をあけた。負荷心筋シンチの読影結
果と、TPR(Transmural Perfusion Ratio)のBull’s eye
表示画像の読影結果を比較し検討した。読影は循環器在
籍5年以上の医師3名で行った。
【結果】安静時撮影の比較結果にバラつきが生じ、負荷
時の比較結果はほぼ一致した。
【考察】安静時は負荷時より右室のCT値が高く中隔に
擬陽性が生じると考えた。安静時撮影は撮影タイミング
や造影剤注入法の検討が必要だが、負荷時撮影は有用で
あると考えた。

018 160列心電図同期ヘリカルスキャンにおける

ハーフ再構成での最大ヘリカルピッチの基礎的

検討

1磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科
八重樫 拓1、神谷 正貴1、鈴木 敏之1、宮崎 健介1、
高城 正宏1

【目的】連続曝射モードでの160列心電図同期ヘリカル
スキャンにおいて、任意の心拍数に対してデータ欠損の
生じない最大ヘリカルピッチの算出を検討した。
【方法】アクリル棒を寝台上に斜めに配置し、心拍数を
30bpm～75bpmまで5bpmずつ変化させ、ヘリカルピッ
チを各心拍に対して0.1ずつ変化させて連続曝射モード
にて撮影した。撮影された画像から各心拍数に対して
データ欠損の生じない範囲での最大ヘリカルピッチを算
出した。なお、ガントリー回転速度は0.275s/rと0.3s/r
に対して検討した。
【結果】実験より任意の心拍数に対するデータ欠損の生
じない最大ヘリカルピッチの算出が可能となった。
【結論】今回の検討結果より、連続曝射モードでの撮影
における被曝低減および撮影時間短縮に加え、予測可能
範囲に対しての心拍変動への対応が可能となった。

019 ステントグラフト内挿術後のtype2 endoleak
予見因子としての下腸間膜動脈および腰動脈の

形態の検討

1大垣市民病院 医療技術部 中央放射線室
近藤 賢洋1、奥村 恭己1、坂野 信也1、野田 孝浩1、
竹中 和幸1、市川 宏紀1、高田 賢1、後藤 竜也1、
田中 敬介1

【目的】ステントグラフト内挿術(EVAR)前に施行され
たCTにて下腸間膜動脈(IMA),腰動脈(LA)の形態を評価
し,EVAR後のtype2 endoleak(以下EL2)の予見因子にな
りうるか検討を行った.
【方法】
対象:EVAR後1年間CTにて経過観察された80症例
期間:2009年4月1日～2013年8月31日
検討項目:EVAR後CTにてEL2有と診断された群とEL2
無と診断された群の各々40症例についてEVAR前CTで
以下の項目を比較した.
IMA: 1 開存率 2 開口部周囲血栓有の割合 3 開口部血
管径
LA: 4 開存分枝数 5 開口部周囲血栓有の割合 6 開口部
血管径
【結果】EL2有;無: 1 90%;55%(p＜0.01) 2 15%;50%(p＜
0.01) 3 平均3.6mm;平均3.3mm(p＜0.01) 4 平均6.1本;平
均4.7本(p＜0.01) 5 5%;25%(p＜0.01) 6 平均2.9mm;平
均2.8mm(p=0.12)
EL2有群は無群と比較して ,1が高く ,2が低く ,3が大き
く,4が多く,5が低かった.
【結語】EVAR前CTのIMA,LAの形態はEVAR後EL2の
予見因子になることが示唆された.

020 320列ADCTを用いた頭頸部3DCTAにおける

検査目的に応じた撮影法の検討

1富山県済生会富山病院
和田 望未1

【目的】当院では頭頸部血管精査に3DCTAを行ってい
る。検査目的により必要な情報は様々である。今回320
列ADCTが導入され、Helical撮影に加え、Volume Scan、
Variable Pitch Helical スキャン（以降vHP）が新たに
加わった。そこで検査目的に応じた撮影法を検討したの
で報告する。
【方法】過去の4Dデータを元に、TD解析を行い撮影時
相を導いた。そして各撮影法の特徴に合わせて撮影法を
決定した。
【結果】
・SAH：vHP撮影
・血管異常：Volume Scanの2相撮影
・動脈瘤精査：Volume Scan
・脳梗塞: vHP撮影（MRAでの末梢血管描出良好：vHP
／不良：Volume Scanの2相撮影）
・脳出血精査：vHP撮影（皮質下出血：Volume Scanの
2相撮影）
【考察】各撮影法の特徴を活かし検査目的に応じた検査
が可能となった。それにより3D構築も容易となり、撮
影の統一化がなされた。
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021 海馬疾患を対象とした反転回復パルスを併

用した高速スピンエコー法の最適条件の検討

1名古屋市立大学病院
吉田 亮哉1、荒井 信行1、管 博人1、西脇 祐太1、
森 清孝1、國友 博史1、川野 誠1

【目的】側頭葉てんかんやその原因となる海馬硬化症の
診断には反転回復パルスを併用した高速スピンエコー法
の海馬に垂直な冠状断像が有用とされるが，最適化を
図った報告はみられない．そこで白質と灰白質を模した
自作ファントムを用いて撮像条件の検討を行った．
【方法】PHILIPS社製Ingenia 3.0T MR装置を使用し，
塩化マンガン水溶液を用いてT1，T2を調整した白質と
灰白質ファントムを作成した．low-high，linearの各k
空間充填方法においてTEを変化させ，信号強度を測定
して最適TEを求めた．さらに最適TEにおいてTIを変化
させ，白質と灰白質のコントラストを測定した．
【結果・考察】low-high，linearともに短いTEの方が高
い信号強度を示した．これは実効TEにおける信号のT2
減衰が少ないためである． 白質と灰白質のコントラス
トの変動は，low-high，linearともに同じだった．

022 double inversion recoveryの脂肪抑制併用

による反転時間の検討

1名古屋市立大学病院 中央放射線部
荒井 信行1、菅 博人1、森 清孝1、國友 博史1、
川野 誠1

【目的】白質病変として現れる脱髄疾患が対象のdouble
inversion recovery（DIR）は，白質と脳脊髄液が低信
号となる2つの反転時間（inversion time : TI）を設定す
るが，視神経領域等の病変にも対応させるために脂肪抑
制の併用を試みたところ，信号雑音比の低下を経験した．
それに伴いDIRの最初のTI（TI1）と2つ目のTI（TI2）
に変動がないか検討した．
【方法】使用装置はPhilips社製 MR装置 Ingenia 3T，
塩化マンガン水溶液を用いてT1値を調節した白質と灰
白質ファントムを使用した．まず脂肪抑制を併用しない
DIRの信号雑音比よりTI1とTI2を求めた．次に脂肪抑
制（SPIR，SPAIR）を併用し，TI1，TI2の変動を調べ
た．
【結果】脂肪抑制を併用しないDIRのTI1，TI2はそれ
ぞれ2200，450msecであった．脂肪抑制を併用したDIR
は信号雑音比の低下が認められた．各TIの変動は，
SPIRでは不変であったが，SPAIRではTI2のみ延長した．

023 頭部領域における画像補正処理技術の違

いによる画質の検討

1福井大学 医学部附属病院 放射線部
佐藤 恵梨子1、金本 雅行1、賀田 智美1、
谷内田 拓也1、藤本 真一1、安達 登志樹1

【目的】画像補正処理技術であるPURE， SCICによる
画質の違いについて比較すること．
【方法】使用装置はGE社製3.0TMRI装置である
(Discovery 750)．Coilは32ch Head Coilを用いた．頭部
のファントムを作成して3D Variable Refocusing Flip
Angle FSE (3D VRFA FSE) typeのFLAIRを撮像した．
得られた画像から PURE及びSCICを用いた信号強度を
測定してコントラストを算出した．さらに健常ボラン
ティアの頭部画像を取得してコントラストを算出した．
【結果】ファントムではSCICよりもPUREはコントラ
ストが高くなった。頭部画像では、PUREは中心部での
コントラストは増加傾向を示した．
【結論】頭部領域の中心コントラストはPUREを用いる
ことで向上するためSCICよりも有用であることが示唆
された．

024 頭部T1WIにおけるFLAIR SPACE法の検討

1豊川市民病院 放射線技術科
澁谷 和義1、伊藤 光代1、赤川 佳寛1、松下 浩基1、
中村 舞1

【目的】SPACEにIRパルスを印加することでコントラ
ストを高めたT1WI FLAIR SPACEの基礎検討を行っ
た。
装置 SIEMENS社製 MAGNETOM Avanto Dot
1.5T、Head coil 日興ファインズファントム（型
式90-401型）
【方法】ファントムによる検討1.SPACEにおける蒸留
水のnull pointをTR800～2000msで測定した。2.TIを
1で算出したnull pointに設定してTR800～2000msで
変化させCNR、SNRを測定した。ボランティアにおけ
る検討ファントムにより得られた最適なTR、TIで頭部
を撮像し白質、灰白質のCNR を算出。 SPACE、
MPRAGEによるT1WIとのCNRを比較した。
【結果・考察】 SPACEにおけるTR800、1000、1200、
1400、1600、1800、2000msのときの水のnull point
はTI390、490、580、660、740、800、860msであった。
ファントムによる測定結果ではTR 1600msでCNRが
一番高くなった。ボランティアにおける撮像では
SPACE、MPRAGE以上のCNRを得ることができた。
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025 SpineEcho法でのT1WIにおける頚部プラー

ク性状診断の装置間の検討

1藤田保健衛生大学病院 放射線部
福場 崇1、中井 敏昭1、山本 明人1、増元 光1、
岩瀬 秋吉1、河野 泰成1、海原 聡実1、浜口 舞1、
木野村 豊1

【目的】SpineEcho法（以下SE）のT1WI画像より胸鎖
乳突筋とプラークの信号強度比を求めることで性状診断
を行っている.3種類の異なる装置にてプラークの性状診
断の結果に差がないのか検討を行った.
【装置】 Philips 製 Ingenia3T,Achieva1.5T, 東芝製
Titan3T
【方法】Gd-DTPAを希釈した自作ファントムをSEにて
撮像を行い ,筋肉のT1値に近い値を持つファントムを基
準とした信号強度比を算出した .さらにMRI検査の結果
とCEA後の病理の結果を比較し検討を行なった.
【結果,考察】ファントム実験ではどの装置も類似した
グラフとなったが,1mmol/l以上では1.5Tの信号強度比が
高い結果となった .しかし信号強度比が高値であれば結
果はHemorrhageなので性状診断には影響がないと考え
られる .MRIの検査結果とCEA後の病理結果の比較を
行ったが,どの症例においてもほぼ結果は一致した.
【結論】SE法での頚部プラーク検査の性状診断はどの
装置を使用しても行えることが示唆された.

026 第1報 1.5Tによる4D-PCAを使用した鎖骨下

動脈MRAにおける撮像時間短縮の検討

1藤田保健衛生大学病院 放射線部
前田 繁信1、増元 光1、中井 敏昭1、山本 明人1、
福場 崇1、岩瀬 秋吉1、河野 泰成1、浜口 舞1、
海原 聡実1、木野村 豊1

【目的】当院における胸郭出口症候群を対象とした鎖骨
下動脈MRAは、下垂位と拳上位で撮像を実施している。
各体位での撮像時間は10分程度を要し、全ての検査時間
は40分程度となる。今回、画質低下を抑えた上での撮像
時間短縮を目的とし、Turbo DirectionとSENSE factor
の検討を行ったので報告する。
【方法】現在は、メーカー推奨のTurbo Direction：Y、
SENSE factor ： 2.0 で検査を行っている。 Turbo
DirectionをY（half scan 0.75）とradialについて流体
ファントムによる模擬血管の描出能と健常ボランティア
による鎖骨下動脈の描出能をIntensity曲線から解析し
検討を行った。また、SENSE factorを変化させ視覚評
価を行った。
【結果及び考察】Turbo Direction ではradialはYと同等
の分解能が得られ20％程度の撮像時間短縮が可能となっ
た。またSENSE factorの評価では2.7以下の設定で許容
される画質が得られた。本検討において、45％程度の時
間短縮が可能となった。

027 第2報 3.0Tによる4D-PCAを使用した鎖骨

下動脈MRAにおける撮像時間短縮の検討

1藤田保健衛生大学病院 放射線部
増元 光1、前田 繁信1、中井 敏昭1、山本 明人1、
福場 崇1、岩瀬 秋吉1、河野 泰成1、浜口 舞1、
海原 聡実1、木野村 豊1

【目的】3.0Tによる胸郭出口症候群を対象とした4D-
PCAの撮像は、第1報と同様で全ての検査時間は40分程
度を要する。今回、画質低下を抑えた上での時間短縮を
目的としたTurbo DirectionとSENCE factorの検討を
行ったので報告する。
【方法】現在は、メーカー推奨のTurbo Direction：
Y,SENCE factor：2.5で検査を行っている。Turbo
DirectionをY（half scan 0.75）,radialについての流体
ファントムによる模擬血管の描出能と健常ボランティア
による鎖骨下動脈の描出能をIntensity曲線から解析し
検討を行った。また、SENSE factorを変化させ視覚評
価を行った。
【結果及び考察】Turbo Direction ではradialはYと同等
の分解能が得られ、TFE factor数も増え時間短縮が可能
となった。SENCE factorを大幅に上げることができた。
これはds-SENSEアルゴリズムの変更による展開エラー
が抑えられたことが考えられる。本検討において、
60％程度の撮像時間短縮が可能となった。

028 3Ｔ装置における腹部T2WI息止め画像の検

討

1聖隷浜松病院
小林 靖典1、田中 睦生1、杉村 正義1、遠藤 嘉泰1

【目的】当院の腹部T2WIは呼吸同期法を用いて撮像を
しているが、motion artifactがしばしば見られる。そこ
でFRFSEを用い呼吸停止下での撮像条件を検討した。
【使用機器】DISCOVERY750W（GE社製）、NiCl
ファントム
【方法】ASSETのacceleration factorを2に固定し、TR
を1000から3000まで500ずつ変化させた。またTR2500
に固定し、acceleration factorを1.5から2.5まで0.25ず
つ変化させた。得られた画像より差分法を用いSNRにて
比較評 価し た 。 その他 撮像 条件 は FOV35cm 、
matrix352*256、スライス厚4ｍｍ、ETL20を用いた。
【結果・考察】息止め時間が25秒以下と考えた場合
TR2500 、 acceleration factor 1.75 と TR2000 、
acceleration factor 1.5において良好なSNRとなった。
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029 変形性股関節症患者における傍脊柱筋脂

肪変性についてMRI画像の検討

1名古屋整形外科 人工関節クリニック 放射線部
立川 雄太1

【目的】変形性股関節症患者における傍脊柱筋の脂肪変
性の割合についてMRI撮影を行い評価・検討を行なった
ため報告する。
【対象・方法】当院にて人工股関節置換術を施行した末
期変形性股関節症患者50例を対象とした。MRI画像より
腰椎L1-2,L2-3,L3-4,L4-5椎間板レベルでの筋内脂肪変
性程度をAkgulらの分類＜0:10％以下 ,1:10-25％,2:25-
30％,3:50％以上脂肪変性＞に従い検討を行なった。
【使用機器】日立製AIRIS Vent
【結果】今回対象とした50例全ての末期変形性股関節症
患者において傍脊柱筋脂肪変性を認めた。
【結論】末期変形性股関節症の全ての患者において、傍
脊柱筋脂肪変性がみられた事からこれらの疾患の関係性
は高いと考える。技師としてMRI撮影時に他の疾患との
併発を認識・理解し、また考慮しつつ撮影を行なう事は
必要であると考える。

030 脊髄腔造影後のMRI画像の信号変化の検

討

1国家公務員共済組合連合会 名城病院
村上 正悟1、山下 一彰1

【目的】当院では業務上の理由から脊髄腔造影後に
SSFP系シーケンスでMRミエログラフィーを撮像する
ことがしばしばある。しかし、ルーチン条件で撮像して
いるのが現状で、ヨード造影剤が注入されている脊髄液
の信号強度は変化してしまう。そこで、今回脊髄腔造影
後のMRミエログラフィーの信号変化について検討した
ので報告する。
【方法】ヨード造影剤入りの寒天ファントムを作成し、
ルーチン条件にて撮像を行った。次に、FAなどの条件
を変更しCNRを算出した。
【結果】ヨード造影剤が入っている寒天は入っていない
寒天と比較して50%CNRが低くなることがわかった。
これはヨード造影剤のT1値、T2値短縮効果によるもの
と考えられる。また、寒天のみの部分ではFAが30度、
造影剤が入っている部分では40度でCNRがそれぞれ最
大の値を示した。
【結語】SSFP系シーケンスは様々な要因でコントラス
トが決定されるため、その特性を理解する必要がある。

031 MRIを用いた膝蓋大腿関節の加齢に伴う

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南東北がん陽子線治療センター 診療放射線科、
3鎌ケ谷総合病院 放射線診断科
有田 圭吾1、浅野 小葉1、岡田 穂菜美1、
冨田 康博1、土居 伸匡1、仲本 大晃1、浪上 愛1、
廣垣 智也2、穴山 直人3、北岡 ひとみ1

【目的】膝蓋大腿関節症は軟骨の減少が原因といわれ、
膝蓋骨は伸展筋力を効率よく伝達する役割を担い、膝の
伸展メカニズムに大きく関与する。そこで加齢による膝
蓋軟骨の影響、膝蓋骨機能について検討する。
【方法】20歳代（若年群）と50歳以上（高齢群）の健
常者を対象に日立メディコ社製MRI装置ECHELON
Vegaを用いてAx像（T1WI、3D-RSSG WE）を撮像し
た。膝蓋骨移動として屈曲0、30、60、90度のLateral
patellar edge(LPE)、軟骨容積としてOsiriXにて表層、
中間層軟骨を測定した。
【結果】若年、高齢群ともに膝蓋骨が0度で最も外側、
30度で最も内側にみられた。高齢群はLPEの変化率が
低く、膝蓋脂肪体にも変化がみられ、軟骨の容積も減少
傾向にあった。
【考察】高齢群は屈曲時の膝蓋骨移動、膝蓋脂肪体の影
響により低負荷であっても軟骨の摩耗ストレスが集中し、
減少に繋がると考える。これは、膝蓋大腿関節症へのメ
カニズムの一助となることが示唆される。

032 Flattening Filter FreeモードのMU独立検証

-施設基準の設定-

1愛知医科大学病院 中央放射線部
青山 貴洋1、金田 直樹1、小関 弘智1、安藤 未央1、
中村 和彦1、中村 勝1

【目的】当院に新規導入された放射線治療装置
TrueBeamSTx(Varian) の 特 徴 の 一 つ に
FlatteningFilterFreeモード（以下FFF）がある。今回
FFFにおけるMU独立検証の施設基準の設定を目的とし
た。
【方法】治療計画装置Eclipse(Varian)、MU独立検証ソ
フトRadcalc(LifeLineSoftware)を用いた。2014年5月～
8月までのWithFlatteningFilter（以下WFF）の174プ
ランのうち、ウェッジを使用したプランと電子線を使用
したプランを除いた121プランを検証に使用した。治療
計画装置でWFFをFFFに変換し、MU値を再計算して検
証を行った。
【結果】FFFでの再計算の結果はWFFの結果と同様の
傾向を示した。
【結論】MU独立検証は、誤差が小さくなることよりも
誤差の傾向が同じであることが重要である。FFFの結果
は、十分検討を重ね信頼されているWFFプランと同様
の傾向を示した。それにより、FFFにおいてもRadcalc
の有用性が確認できた。この結果をもとに当院の施設基
準を設定した。
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033 Flattening Filter Freeモードを用いた脳定位

放射線治療の初期臨床経験

1愛知医科大学病院 中央放射線部
青山 貴洋1、金田 直樹1、小関 弘智1、
安藤 未央1、中村 和彦1、中村 勝1

【背景】当院に新規導入された放射線治療装置
TrueBeamSTx(Varian) の 特 徴 の 一 つ に
FlatteningFilterFree（以下FFF）モードがある。FFF
モードを使用して、脳定位放射線治療を行ったので報告
する。
【対象患者】42～75歳の男女8名、総線量20～38Gy、
治療日数1～10日
【方法】治療計画装置iPlan(BrainLAB)により算出され
た線量の検証は、電離箱とフィルムによる実測にて行っ
た。位置照合にはExacTrac(BrainLAB)を用いた。
【結果】MU検証結果は電離箱=-2.7%、フィルム(Pass
率 )= 95.6% であった。位置照合結果は、移動量
(AP,RL,SI)=0.2mm 以 下 、 回 転 角 度
(yaw,pitch,roll)=0.3°以下であった。治療時間は平均22
分であった。
【結論】今回FFFでの脳定位放射線治療を経験した。今
回の経験をもとに、脳定位放射線治療についてのフロー
チャートの作成を予定している。また、臨床データを蓄
積し当院の線量検証の許容値、位置精度の許容値の設定
を確立していく必要がある。

034 DIR＜deformable image registration＞の特

性評価

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金沢大学大学院 医薬保健学保健学総合研究所 保健
学専攻
池田 知広1、武村 哲浩2、小島 礼慎3、上田 伸一3、
磯村 直樹3

【目的】骨盤部を模したデジタルファントムを用い、前
立腺の形状変化に対する DIR ＜Deformable image
registration＞の特性を評価する。
【方法】骨盤部コーンビーム画像＜axial像＞を元に、
ベースと前立腺の形状を変化させた57のスライスからな
る2つのデジタルファントムを作成した。作成したファ
ントムをワークステーションに読み込ませ、ベースの
ファントムにターゲットのファントムを合わせこむ形で
DIRさせた。DIRの精度評価にはDice係数を用いた。
【成績】前立腺全体のDice係数は0.894となり、最も値
の高いスライスで0.956、最も値の低いスライスでは
0.779となった。また、値の低いスライスにおけるDIR
後の画像を視覚的に評価すると、前立腺の形状がベース
ではなくターゲットのものに近くなり、DIRがうまく行
われていないと判断できた。

035 ヘリカル式強度変調放射線治療装置

Dynamic Jaws導入による線量分布と治療時間の

最適化の試み

1名古屋市立大学病院
目方 祐司1、福間 宙志1、江口 佑太1、土屋 貴裕1、
北川 裕人1、廣瀬 保次郎1、川野 誠1

【目的】Dynamic Jaws(以下，DJ)とFixed Jaws(以下，
FJ)の線量分布と治療時間を比較し，DJ使用による治療
時間短縮に向けた検討を行ったので報告する．
【方法】前立腺癌症例を対象とし，照射幅1cmFJ，
2.5cmDJ，2.5cmFJ，5cmDJ，5cmFJにおける線量分
布と治療時間を比較検討した．
【結果】直腸のV38.5は1cmFJが32.8%，2.5cmDJが
33.8%，2.5cmFJが34.4%，5cmDJが36.2%，5cmFJが
37.3%となった．膀胱のV38.5は1cmFJが43.3%，
2.5cmDJが47.0%，2.5cmFJが52.6%，5cmDJが53.0%，
5cmFJが64.7%となった．治療時間に関しては1cmFJを
基準としたとき2.5cmDJが0.46，2.5cmFJが0.44，
5cmDJが0.30，5cmFJが0.28となった．
【考察】2.5cmDJは1cmFJとほぼ同等のDVHを示しつ
つ，治療時間を約半分にまで短縮が可能と考えられる．
また，5cmDJは2.5cmFJとほぼ同等のDVHを示しつつ，
治療時間の短縮が可能と考えられる．

036 強度変調放射線治療の各門検証における

EPIDドジメトリを用いた線量分布エラーの検出

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
渡邊 浩平1、武村 哲浩2、上田 伸一3、磯村 直樹3、
室井 大志3

【目的】我々の研究でElekta社の電子照合画像装置＜
EPID＞を用いたEPIDドジメトリが可能になってきてい
る。今回マルチリーフコリメータ＜MLC＞の位置にエ
ラーを起こし、EPIDドジメトリでMLCエラーによる線
量分布エラーの検出を試みた。
【方法】前立腺がんに対する7門全骨盤強度変調放射線
治療＜IMRT＞照射を用いた。現状の設定と片側のMLC
全てを0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm開く方向にエラーを加
えIMRT照射し、EPID＜XVI,Elekta社＞で画像を取得
した。EPIDで得られた画像と治療計画装置で得られた
線量分布画像を解析ソフトRIT113でガンマ解析を行っ
た。EPIDへの照射は6MV X線にてガントリ角度0°固
定で行った。
【結果】1門ではエラーなしと0.6 mmのエラーとでパス
率に10%程度の差が認められたが、2～7門ではパス率に
あまり差が見られなかった。
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037 2009年の北陸地域訪問線量測定と2014年

に行った石川県内訪問線量測定の比較

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医薬保健学総合研究科 保健学専攻
首藤 由衣1、武村 哲浩2、東海 芽衣3、室井 大志3、
佐々木 駿也1、池田 知広1、渡邊 浩平1

【目的】石川県内の放射線施設に対し訪問線量測定およ
び放射線治療の現場に関するアンケートを行い、2009年
の訪問線量測定の結果と比較する。
【方法】 標準計測法12に準じた基準深線量の測定及び
線量モニタユニット値の誤差を求め、各施設の標準線量
計と持参した線量計を比較校正した。この際、持参した
線量計を基準として比較校正による水吸収線量校正係数
を、各施設の線量計が校正時に得た水吸収線量校正係数
と比較し誤差を求めた。同時に放射線治療現場における
アンケートを実施し、2009年に行った訪問線量測定の石
川県内施設に絞った結果と比較した。
【結果】アンケート結果では放射線治療に関わる医師数
及び診療放射線技師数は2009年に比べ増加していた。年
間のQA・QCプログラムがあり実施している施設数に変
化は無く、LINAC1台あたりの外部照射治療患者は-
18.8％であった。また線量誤差1%を超えた施設数は2施
設であった。

038 当院放射線治療装置における故障の統計

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科
木村 友哉1、小川 信1、佐藤 史奈1、角 英典1、
中川 達也1、河野 泰久1、佐野 幹夫1、玉木 繁1

【目的】治療装置には故障や機器エラーを知らせる様々
なインターロック(以下I/L)が存在する。故障をすべて
メーカー任せにず、頻発するI/Lや自己修復可能な故障
を把握し、治療担当スタッフによる早期復旧の取り組み
が必要となる。そのため今回、当院での放射線治療装置
の故障件数の統計を行ったので報告する。
【方法】2003年4月～2014年7月の過去11年4ヶ月間に
お け る 放 射 線 治 療 装 置 （ Varian 社 製
CLINAC2100C/D）の故障件数について検討した。
【結果】総故障件数は354件であった。自己修復可能な
故障件数215件、自己修復後メーカー対応となった件数
63件、メーカーによる復旧が必要な件数76件であった。
特にMLCの故障件数が177件と多かったが、155件は自
己修復可能であった。
【考察】治療中止した場合、状況によっては患者への身
体的・精神的影響が大きいため、治療スタッフは様々な
I/Lや機器の故障を把握し、早期復旧に向けた対応・ス
キルを身につける必要がある。

039 当院における放射線治療情報システムを用

いたカンファレンスへの取り組み

1愛知県がんセンター中央病院 放射線治療部
中山 雅詞1、横井 和志1、久保田 隆士1、
薩來 英樹1、吉本 学1、市川 智啓1、清水 秀年1、
岩田 学1、磯村 泰己1、中島 地康1

【目的】放射線治療の手技が複雑、多様化したことによ
り患者情報が増大している。当院ではカンファレンスを
紙ベースで行なっていたが情報の増大によって従来の方
法では対応が困難になりつつあった。今回、我々は増大
する情報を一元管理できる放射線治療情報システム
（RT-RIS）を用いたカンファレンスの実施について検
討した。
【方法】新たに導入したRT-RISに照射スケジュール、
照射手技情報、照合画像や線量分布を集約した。これら
の患者情報を用いてカンファレンスが実施できるように
環境を整備した。
【結果】カンファレンスにおいて照射のスケジュールや
手技情報の確認ができるようになった。格納しておいた
計画画像と治療室で撮影した照合画像の同時比較により
照射位置の確認ができるようになった。また治療計画装
置から取り込んだ線量分布も表示できるようになった。
これらによって多くの情報が共有できる質の高いカン
ファレンスが可能となった。

040 ファイルメーカーを使用した照射時間管理に

着目した放射線治療情報の一元管理に向けた

データベースの検討

1名古屋市立西部医療センター 陽子線治療センター
陽子線治療技術科、
2社会医療法人 明陽会 成田記念病院 放射線科
下村 朗1、高石 義幸2、久米 勇人2

【目的】成田記念病院ではTomoTherapyを使用した
IMRTを行っている。業務を円滑に進める為、ファイル
メーカーを使用し放射線治療情報(患者情報、線量検証
データ、装置QA、電離箱各種補正係数、連絡事項等)の
データベースを作成し運用している。今回、照射時間管
理に着目しデータベースの再検討を行ったので報告する。
【方法】ファイルメーカーPro12を使用し、現在運用し
ているデータベースより照射、MVCT、患者線量検証、
装置QA等、照射時間に関するテーブルを抽出し方向利
用別に管理するリレーショナルデータベースを作成した。
【結果、考察】治療RIS等、既存のシステムではユー
ザーが求めるデータ管理、抽出が可能ではない場合があ
り、またコスト面からも導入が難しい状況も考えられる。
今回ファイルメーカーを使用し、放射線治療情報の管理
が簡便に行え、また汎用性のあるデータベースを構築す
ることができたと考える。
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041 ファイルメーカーを使用した放射線治療情

報の一元管理を目的としたデータベースの考案

1社会医療法人 明陽会 成田記念病院 放射線科、
2名古屋市立西部医療センター陽子線治療センター陽子
線治療技術科
高石 義幸1、久米 勇人1、下村 朗2

【目的】当院ではTomoTherapyを使用したIMRTでの放
射線治療を行っている。日々の業務で放射線治療分野の
扱うデータ項目は多岐に渡り、そのデータ管理は放射線
治療担当者の負担となっている。今回、放射線治療デー
タ情報の一元化に向けてデータベースを検討、作成した
ので報告する。
【方法】ファイルメーカー Pro12を使用し、患者情報、
照射情報、線量検証データ、装置QA情報、線量計各種
補正係数、各マニュアル、連絡事項等、各種テーブルを
作成し、リレーショナルデータベースを作成した。また、
院内ローカルネットワークを使用し院内の他端末からも、
データを確認できるシステムとした。
【結果、考察】放射線治療での多岐に渡る業務を今回作
成したデータベースを介して行うことにより、データ入
力、管理また必要なデータの抽出を簡便に行うことがで
き業務の効率化が図れたと考える。

042 遠隔放射線治療症例の検討

1社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院 放射線課、
2東海大学医学部放射線治療科、
3横須賀市立うわまち病院放射線科
山口 健二1、山下 勝1、福澤 毅2、大泉 幸雄3

【目的】2009年より遠隔放射線治療計画を行ってきた
当院と、全国標準に近く遠隔提携先でもある東海大学医
学部付属病院と患者背景、治療内容など比較を行い、遠
隔放射線治療システムの特徴や問題点を評価する。
【方法】当院の放射線治療開始から2013年までの治療
患者239名を対象とし、年齢・治療方針・照射方法など
を調査、肺癌の根治例は、生存期間なども調査した。比
較の対象は、2010年放射線治療全国構造調査、2010年
東海大学放射線治療新患患者を用いた。
【結果】治療方針別においては、当院は根治照射40.6%、
対症療法41.0%、術前術後照射18.4%、東海大と比較し
て対症療法が多く術前術後照射が少なかった。照射方法
については、当院で単純照射28.6%、やや複雑37.2%、
複雑34.2%と常勤放射線治療医のいる施設の平均と変わ
らなかった。
【考察】地方病院では疾患の偏りは避けられないが、当
院の遠隔治療では標準的治療が行われている。

043 前立腺癌に対するIMRT/VMATの統計的

DVH解析

1藤田保健衛生大学大学 医療科学部 放射線学科、
2聖隷浜松病院 腫瘍放射線科、
3聖隷浜松病院 放射線部
辻 祥子1、林 直樹1、長尾 江梨香1、桂田 昌輝1、
一瀬 佑允1、野末 政志2、山本 昌市2、
安達 由美子3、矢田 隆一3、松永 卓磨3

【目的】近年では線量体積ヒストグラム(DVHを応用し
たknowledgeベースの治療計画最適化(以下KBP)が注目
を浴びている。しかし、DVHは様々な因子に影響され
るため、KBPを利用する前にDVHデータを精査する必
要がある。本研究では、施設内DVHデータを利用する
ことを想定した、DVHデータの後方視的統計解析を目
的とする。
【方法】本研究は倫理委員会の承諾のもと、聖隷浜松病
院においてIMRTまたはVMATを施行し、研究に承諾さ
れた前立腺症例300例を対象とした。治療計画装置
(Eclipse)からDVHデータを排出し、治療計画の施行医
師別、IMRT/VMAT別、標的体積別に解析を行った。
【結果・考察】IMRT群とVMAT群の比較では、VMAT
の方が線量制約の指標(D95, D50, D5)の変動量は大きく、
IMRTに比べて顕著であった。医師別に比較すると、
IMRT症例でD95に顕著な違いは見られないもののD50と
D5に違いが見られた。しかし、VMAT症例では線量制
約の指標に有意差は見られなかった。

044 前立腺IMRTにおける照射毎の標的変位が

線量分布に与える影響

1藤田保健衛生大学病院 放射線部、
2藤田保健衛生大学 医療科学部
江上 和宏1、永留 里紗1、近藤 友香1、河村 美希1、
齊藤 泰紀1、澤井 剛1、加藤 正直1、林 直樹2、
井田 義宏1、木野村 豊1

【背景】位置精度向上のための金属マーカ挿入前立腺
IMRTでは、照射毎の前立腺変位検出が重要である．
【目的】計画標的体積(PTV)重心変位が線量分布に及ぼ
す影響と，線量制約内の許容変位量推定を目的とした．
【 方 法 】 I'mRT フ ァ ン ト ム (IBA) に Film
（EDR2,KODAK）を挟み，線量分布を実測し基準とし
た．次に，治療計画装置(iPlan,BrainLAB)を用いて，
PTV重心を背/腹/横へ変位させ線量分布を計算した．そ
れらを検証ソフト(MapCHECK2,SunNuclear)によって
比較した.比較指標はγ解析によるPass率とした．
【結果】 Pass 率は背 /腹 / 横方向へ変位 1mm では
95.8/94.9/96.6(%)，変位 2mmでは95.5/95.8/94.8(%)で
あった．背方向変位の影響が大きかった．
【結論】当院の線量制約ではPTV重心変位量を背方向
1mm以内にする必要がある．
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045 汎用モンテカルロにおける並列計算の最適

化に関する検討

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
桂田 昌輝1、林 直樹1、黒木 燎平2、濱野 裕2、
山川 哲弘2、一瀬 佑允1、辻 祥子1、長尾 江梨香1

【目的】モンテカルロシュミレーションにおいて、計算
精度を向上させるためには相当数の粒子計算が必要であ
り、膨大な計算時間を要する。並列計算処理によって計
算時間の短縮が可能であるが、その最適化に関する報告
は少ない。本研究では汎用モンテカルロコードPHITSに
おける最適な並列計算方法を検討した。
【方法】一般的なパーソナルコンピュータ上でPHITSを
動作させ、任意に設定した複数のシミュレーション条件
をsingle、MPI並列、openMP並列、hybrid並列の4種類
で計算し、計算速度と計算精度を比較した。
【結果・考察】各計算手法において同じ結果が得られ計
算精度が担保されていた。計算速度は理論通りsingleが
一番遅く、並列計算を利用すると計算速度が改善された。
計算に要するメモリ数や特定の仮想検出器の設定に依存
して、各計算方法の計算時間に違いがみられた。この結
果よりシミュレーション条件に適した並列計算の設定が
必要である事が示唆された。

046 モンテカルロ計算による電子線線量分布の

検討

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、
3名古屋大学医学部附属病院
島田 星良1、小口 宏2、奥平 訓康3、加茂前 健2、
坂上 久記1、宮地 貴之2、鈴木 直樹2、小森 雅孝2

【目的】電子線は低エネルギーほど飛程が短い利点を有
するが、相反して表面線量が低くなってしまう特徴があ
る。この点を改善するために全身皮膚照射ではデグレー
ションフィルタ（D.F.）が用いられている。
そこで、本研究ではモンテカルロ（M.C.）計算におけ
るD.F.挿入時の線量分布計算精度を評価した。
【方法】Varian Clinac iX電子線9 MeVにて照射野内の
楔フィルタ挿入位置にD.F.を挿入し、M.C.により深部量
分布とビームプロファイルを計算した。同様の条件での
実測値と比較検討した。
D.F.はアクリル樹脂板 5 mm、10 mm、15 mm、20
mm厚を用いた。
【結果・考察】D.F.を挿入した深部率はオープン照射野
と比較して表面線量は変化せず、飛程や最大線量深は浅
部に移動し、D.F.の影響で制動放射線が増加した。また、
この傾向はD.F.の厚さに依存した。今後は照射野外に見
受けられた漏洩線量の低減方法の検討を、D.F.の材質や
形状を変化させて行う必要がある。

047 肺定位放射線治療における計算アルゴリズ

ムのレトロスペクティブな比較

1独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
長谷川 信司1、藤田 健太1、西橋 みな美1、
田中 聡1、野々垣 喜徳1

【背景・目的】近年Eclipseに搭載されたAcuros XB
(AXB)は、モンテカルロと同程度の計算精度と考えられ、
特に不均質での計算精度向上が期待される。当院でも不
均質でのAXBと実測との良好な一致を確認し、肺定位
放射線治療へAXBを用いることを検討している。今回
の目的は、肺定位放射線治療においてAXBと従来のモ
デルベースアルゴリズムAAAとのレトロスペクティブ
な比較、検討をすることである。
【方法】アイソセンタ処方の肺定位放射線治療80例を
用いた。AAAと同一処方で計画したAXB（MU値は異
なる）とAAAとを比較した。
【結果】AAAに対するAXBのMU値は＋0.4％、PTVの
D95は＋1.3%、D50は＋1.7%、D20は＋1.3%(いずれも
中央値)で、PTV線量に統計的有意差p＜0.05を認めた。
またCIにも統計的有意差を認めた。
【結論】AXBへの変更は、わずかな線量増加と線量収
束性の向上をもたらした。線量検証結果と今回の比較か
ら、AXBの導入は妥当であると考えられる。

048 陽子線治療でのマルチパッチ照射法におけ

る治療計画装置の線量分布計算精度の検討

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
北川 智基1、小森 雅孝1、安井 啓祐2、原田 崇臣1、
小口 宏1

【目的】陽子線治療において、我々は一方向から複数の
照射野を繋ぎ合わせる照射方法（マルチパッチ照射法）
を考案している。本研究では、複数の隣接した照射野の
繋ぎ目の線量分布を治療計画装置により計算し、その計
算精度を検討する。
【方法】名古屋陽子線治療センターの水平照射ポートに
おいて、MLCにより50 mm×50 mmの照射野を複数形
成し、二次元検出器（PTW：OCTAVIOUS）による実
測値と治療計画装置（日立製作所：VQA ）、及び
Geant4を用いたモンテカルロシミュレーションによる
計算値とを比較した。
【結果】繋ぎ目の線量分布は、上下方向において実測値
に対して治療計画装置では大きなコールドスポットが生
じたが、左右方向ではよく一致した。またGeant4によ
る計算結果は両方向において計算精度が高い結果となっ
た。
【結論】マルチパッチ照射法における繋ぎ目領域には、
通常の治療に要求される以上の計算精度が治療計画装置
に必要であることが確認できた。
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049 トモシンセシスの断層厚特性 1回撮像での

多断面評価

1JA愛知厚生連 江南厚生病院 放射線技術科
伊藤 良剛1、赤塚 直哉1、加藤 寛之1、吉川 秋利1

【目的】当院に導入されたトモシンセシス(Discovery
XR650)の特性が評価されておらず、X線断層撮影装置と
同様の使用には読影上支障をきたす可能性が考えられた。
そこで傾斜ワイヤーファントムを用いて1回撮影で多断
面の断層特性を評価した。
【使用機器】Discovery XR650:GE、傾斜ワイヤーファ
ントム、Image J
【方法】装置をウォールスタンドモードに設定。FDPに
対して垂直になるようにファントムを配置。撮影条件は、
振り角40度、70kV 、400mA、2mAs。画像再構成は
Start:60mm 、 End:220mm 、 Interval:10mm 、 Look
Factory:Look3。以上の条件で各画像の断層厚、拡大率
を計測した。
【結果】断層厚は断層面の高さに関係なく、1.65～
2.17mmの値を示した。拡大率は0.98～1.02倍と断層面
の高さによる影響はなかった。
【まとめ】1回撮影で多断面の断層厚と拡大率の測定を
行った。断層厚にばらつきが生じたが、目視での計測で
は、2mm前後であり実用上の問題はないと考える。

050 デジタルマンモグラフィトモシンセシスにお

ける解像特性の評価

1名古屋市立大学病院
細谷 香織1、國友 博史1、籏 理英美1、大津 康子1

【目的】直接変換型FPD MAMMOMAT Inspiration
(SIEMENS)のトモシンセシス撮影の断層面内のMTFを
測定し管球移動（水平）方向と直交（垂直）方向と、高
さを変化させた場合について、マンモグラフィ撮影との
解像特性を比較検討した。
【方法】マンモグラフィは1.0mmのタングステンエッ
ジ、トモシンセシスは0.03mmのタングステンワイヤー
を用いて、それぞれのMTF測定を行った。水平方向・
垂直方向で0・2.5・5.0cmの高さにおけるMTFを測定し
た。さらに、水平方向に左右100mm平行移動させた箇
所のMTFを測定した。また、高さ（Z軸）方向は1mm
のステンレス球を用いて半値幅を測定した。
【結論】トモシンセシスでは、水平方向におけるMTF
は垂直方向に比べ高周波成分の解像度が低下した。また、
マンモグラフィと比べ、極低周波数のMTFは低く、方
向依存性が強くみられた。どちらも高さ方向では、ディ
テクタから離れるにつれてボケが生じて解像度が低下し
た。

051 ディジタルラジオグラフィシステムにおける

画像処理効果の基礎的検討

1名古屋市立大学病院 中央放射線部
元田 智明1、國友 博史1、東出 了1、西脇 祐太1、
山田 雅人1、川野 誠1

【目的】ディジタルラジオグラフィシステムにおける画
像処理効果の定量的な評価方法は確立されておらず、そ
のため画像処理パラメータを客観的な方法で決定するこ
とができない。そこで、本研究では画像処理効果を定量
的に評価するために、デジタルファントムとアルミニウ
ム板を用いて比較検討を行った。
【方法】間接変換型Flat panel detector Aero DR(コニ
カミノルタ社) を用いて、1.0 mmアルミニウム板の
エッジ像とデジタルファントムのエッジ像を用いて、
CS-7（画像診断ワークステーション、コニカミノルタ
社）にて周波数強調処理のタイプ及び係数を変化させ、
種々のレスポンス関数を求め、画像処理をしていないレ
スポンス関数との比を求める方法にて評価した。
【結果】提案手法によるデジタルファントムとAl板のレ
スポンス関数の比は、コントラストを同一した場合ほぼ
一致した。しかし、コントラストが異なる場合は高周波
数において一致しなかった。

052 ディジタル一眼レフカメラを用いた近赤外光

CT装置の開発

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岐阜大学大学院 医学系研究科
大澤 慎也1、村田 千佳2、寺本 篤司2、
藤田 広志3

【目的】光CTとは可視光や近赤外光を利用したCT装置
であり、X線を使用することなく断層像を取得すること
ができるものである。我々はこれまでに可視光を用いた
光CTを開発してきた。しかし、可視光では対象が透明
物体や微小物体に限られるという問題があった。そこで
本研究では近赤外光に着目し、近赤外光を用いた光CT
装置を開発し、断層像の取得を行った。
【方法】本研究では近赤外光源と近赤外光カットフィル
タを除去したディジタル一眼レフカメラを用いた光CT
装置を使用した。被写体には生体組織に近いものとして
ソーセージを用い、得られた投影像を逆投影することで
断層像を取得した。
【結果及び考察】今回用いた装置から得られた断層像よ
り、近赤外光は被写体を透過し、形状再現性の良い画像
が得られることがわかった。
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053 Talbot-Lau干渉計によるVisibility画像の画

像特性の検討

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
松崎 千穂1、大久保 翔平2、柴田 貴行2、
小寺 吉衞2

【目的】従来のX線画像では被写体によるX線吸収コン
トラストを利用している。近年、被写体を通過したX線
の位相の変化を画像化する技術が注目されている。今回、
位相コントラストを画像化するTalbot-Lau干渉計で得ら
れるVisibility画像の画像特性について検討した。
【方法】様々な厚さのアルミニウム、アクリル板を撮影
し、被写体の厚さとVisibility値の関係を求めた。同じ材
質の円柱のVisibility値を測定し、板を用いて求めた関係
から算出した推定値を測定値と比較・検討した。
【結果】各板のVisibility値の測定値は厚みに対して指数
関数的に変化した。また、推定値と円柱の測定値を比較
すると、アクリルの場合はほぼ一致したが、アルミニウ
ムの場合は誤差が生じた。
【考察】アルミニウムにおける測定値と推定値に誤差が
生じた要因として、アルミニウムは密度がアクリルと比
較して大きいことからビームハードニングによる影響が
考えられる。

054 高精細直接変換型CMOS検出器の印加電

圧の変化に対する物理的画質特性の評価

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
野々山 奈月1、岡本 千鶴2、小寺 吉衞1

【目的】浜松ホトニクスで開発された画素サイズ50 μｍ
の高精細直接変換型CMOSフラットパネル検出器の印加
電圧変化による画質特性について検討した。
【方法】管電圧は29 kV とし、印加電圧は-0.5 kV、-0.8
kV、-1 kV、-2 kV、-3 kVの五つについて検討した。各
電圧での入出力特性、プリサンプルドMTF、ウィナー
スペクトル(WS)、DQEを算出した。プリサンプルド
MTFの測定はIEC62220-1-2に準じエッジ法を、WSは
二次元フーリエ変換法を、X線の線質はRQA-M2を用い
た。
【成績】入出力特性曲線より、照射線量とピクセル値と
の間に良い線形性があった。また印加電圧の絶対値が高
いほど、システムコントラストは上昇した。DQE及び
MTFとWSは水平方向、垂直方向ともに印加電圧の影響
はなかった。
【結論】今回使用したCMOS検出器は非常に高精細で、
高い検出効率をもち、一定範囲内で印加電圧を変化させ
ても解像特性、ノイズ特性、検出効率に大きな差は生じ
いことがわかった。

055 トモシンセシス・マンモグラフィにおける線量

評価～平均乳腺線量測定および臨床画像によ

る検討～

1独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター
放射線科、
2名古屋医療センター 臨床研究センター、
3セントメディカルアソシエイツＬＬＣ、
4名古屋医療センター 乳腺科、
5東名古屋病院 乳腺外科
鈴木 千絵1、広藤 喜章2、林 和奈1、安藤 朝子1、
松田 恵里1、森下 亜希1、米澤 科乃1、
山口 奈保美1、森田 孝子4、遠藤 登喜子5

【目的】近年Digital Brest Tomosynthesis System(以
下DBT)による3次元撮影が注目されている。今回
EUREFよりDBTの評価方法が公開されたことを受け，
線量評価と臨床画像評価を行った。
【方法】富士フィルム社製AMULET Innovalityを使用
し，EUREFに従って乳房厚20～60mmでの入射空気
カーマの測定を行い，Tomoの振り角の違う２つのモー
ド(HR，ST)と，通常の2D，拡大撮影の平均乳腺線量
(以下AGD)を算出した。また，臨床画像について比較検
討を行った。
【結果・考察】乳房厚40mmにおけるTomoのAGDは
1.80mGy(HR)，0.98mGy(ST)であった。 一方2Dは
1.44mGy，拡大撮影は2.38mGy程度となり，拡大撮影
に比べDBTは低い値となった。DBTは厚さ方向の情報
量が増えるため，2Dと併用することで診断の確信度を
上げることが示唆され，特に病変が乳腺と重なる症例に
おいて有用であった。今後，DBTが拡大撮影に変わる
撮影法となるのか検討していきたい。

056 デジタルマンモグラフィにおけるX線照射時

間を短縮するための撮影条件の検討

1愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部、
2愛知県がんセンター中央病院 放射線治療部
坪田 恵里1、黒田 ひとみ1、奥村 真衣1、
中島 地康2、松島 秀1

【目的】平均乳腺線量（AGD: Average Glandular
Dose）を担保し、画像のぼけを軽減することを目的と
して、X線照射時間を短縮するための撮影条件を検討す
る。
【方法】使用装置は富士フィルム社製 AMULET
Innovalityである。PMMA40mmを臨床で使用している
フルオートの高画質モード(H-mode)で撮影した条件を
撮影条件の基準とし、同条件で1shot phantomを撮影し
た。この時のAGDと同等になるよう、管電圧とmAsの
組み合わせを変化させ1shot phantomを撮影し、CNRお
よび低コントラスト分解能の変化を検討した。
【結果】AGDが同等のとき、管電圧を上げてもCNRお
よび低コントラスト分解能に変化は無かった。
【結論】管電圧を増加させX線照射時間を短縮する撮影
条件は、AGDを担保し、画像のぼけを軽減するために
有用である。
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057 マンモグラフィのグリッドレス撮影における

散乱線補正処理

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、
3金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
谷口 千嘉1、永草 大輔2、服部 雅之2、有澤 瑞希1、
市川 勝弘3

【目的】被ばく低減を目的としたグリッドレス撮影にお
いて、散乱線の影響を補正処理によって低減可能かを検
討する．
【方法】40 と20 mm厚の PMMAファントム上にアクリ
ル円盤 (直径10 mm，厚さ4 mm) を置き，Mo/Mo (ター
ゲット/フィルタ) では28 kV，W/Rhでは 31 kVの管電圧
にて，平均乳腺線量 (AGD) を変化させ，グリッドの有
無の条件で撮影した．それぞれの画像から，粒状性とコ
ントラストを測定し，解像特性データと合わせて信号対
雑音比（SNRc）を算出した．また，散乱線補正ソフト
ウェアにより補正処理を施した．
【結果】同一AGDで比較すると，40 mm厚においてグ
リッド有に対してグリッド無のSNRc は同等であった．
20 mm厚では，グリッド無が高いSNRcを示した．20
mm厚においてグリッドレス撮影は，被ばく低減技術に
寄与することが示唆された．

058 撮影装置の異なるマンモグラフィ装置にお

ける空間線量分布

1名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門
柴田 有加里1、飯田 葉子1、伊藤 富貴子1、
遠藤 真紀1、籏 道子1、米田 和夫1、近藤 悟1

【目的】当院では2014年にマルチスリットスキャンに
よる低線量撮影を特徴としたPhilips社製Micro Dose
Mammography（以下MDM）、トモシンセシス機能を
搭載したFuji Film社製 AMULET Innovalityの2台の装
置を導入した。そこで、各装置について撮影時の空間線
量分布を作成し比較した。
【方法】乳房支持台の高さを100cmとして、厚さ40mm
のPMMAファントムを置き、両装置ともにAECを作動
させてFull-Autoの条件で撮影し散乱線を測定した。測
定点は、乳房支持台から25cm間隔、床面から50、100、
150cmの各高さとした。その結果より空間線量分布を作
成した。
【結果】空間線量は患者胸壁側が多く、床面から高さ
100cmで最も高くなり、乳房支持台から50cm の距離で
はMDM は0.67μGy 、AMULET Innovalityは1.16μGy
であった。
【考察】各装置の撮影時の空間線量分布を確認できた。
今後、防護衝立の配置や撮影時の介助者の被ばくについ
て検討していく上で役立てたい。

059 乳房トモシンセシスの金属アーチファクト低

減処理における位置依存性の評価

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
藤田 裕子1、多和田 有花1、藤田 尚利2、近藤 恭典1、
望月 博1

【目的】乳癌術後の経過観察を目的としたマンモグラ
フィ検査では，乳腺内に術後クリップが挿入されている
ことが多く，トモシンセシス画像特有の金属アーチファ
クトにより局所的に観察困難な領域が存在する．今回、
画像上の金属アーチファクトを低減する処理(De Metal
処理)の使用機会を得たため，処理の位置依存性を評価
した．
【方法】当院で使用している術後クリップを，深さ，位
置（前後・左右方向）および向きを変えた時に，処理前
後でアーチファクト領域のピクセル値を比較した．
【結果】クリップ位置を上記いずれの方向に変化させて
も，胸壁端を除いてアーチファクト低減を確認できた．
ただし左右端では撮像範囲端という特異性により，他の
位置とは異なる挙動を示した．
【結論】De Metal処理は金属アーチファクト低減に有
用であるが，胸壁端は処理がかからない事，左右端では
異なる挙動を示すことを理解した上での使用が望まれる．

060 X線照射に伴うCR受像器(IP)の感度・均一性

の変化について

1岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科
廣瀬 このみ1、平田 利菜1、来本 央1、西出 裕子1

【目的】CRマンモグラフィでは、IPのほぼ一定位置で
乳房を撮影するため、直接線のみが照射される部分にい
わゆる焼き付きが発生し、面内の感度が不均一となるこ
とが知られている。本研究では、マンモグラフィ用IPの
曝射による感度変化について照射線量とIPの画素値との
関係から検討を行った。
【方法】1．マンモグラフィ装置はヒール効果があり照
射される線量は一様ではないため、ガラス素子を用い、
面内に照射される線量分布を測定した。2．未使用のIP
をカセッテに挿入し、乳房模擬ファントムを一定線量で
撮影し読み取り消去を行い、これを3000回繰り返した。
3．ファントム照射前および照射後は一定回数ごとにIP
を何も置かない状態で曝射し、ファントムの撮影位置と
その周囲の画素値を測定し比較した。またコントロール
IPとの比較も行った。
【結果】画素値の変化は1000回目以降より見られ、画
像からもその変化を視認できた。
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061 X線照射に伴うCR受像器(IP)の物理特性の

変化

1岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科
平田 利菜1、廣瀬 このみ1、来本 央1、西出 裕子1

【目的】CRマンモグラフィでは、IPにおける乳房の撮
影位置がほぼ固定されており、直接線が照射される領域
での感度低下が知られている。本研究では、マンモグラ
フィ用IPに照射による感度変化が生じた場合、それに伴
う物理特性の変化について検討した。
【方法】未使用IPを3枚使用し、(1)全面曝射用IP、(2)乳
房模擬ファントム撮影用IP、(3)コントロールIPとした。
全面曝射用IPと乳房模擬ファントム撮影用IPは、同じ線
量で3000回照射した。照射前にCNR、SCTFの測定、
DMQCファントム、RMI156ファントム、CDMAMファ
ントムの撮影を行い、照射後は1500回までは500回毎、
それ以降は250回毎に測定をした。DMQCファントムと
CDMAMファントムは解析ソフトを用いて評価し、
RMI156ファントムは模擬病変の視覚評価を行った。
【結果】2000回までは物理特性に大きな変化はなかった
が、その今後の変化については検討して報告する。

062 マンモグラフィ用CR受像器の経年変化が画

像に与える影響

1常滑市民病院 放射線検査センター
中村 登紀子1

【目的】前回、新旧CR受像器に対して156ファントム視
覚評価と濃度測定、均一露光の画素値測定を行い、焼き
付けが原因と思われる濃度傾斜及び画素値傾斜を確認し
た。今回、信号強度とノイズが経年でどのように変化す
るか検討した。
【方法】新旧受像器の均一露光画像を取得し、得られた
画像上にimageJを用いてROIを設定し、各ROIの画素
値と標準偏差を比較検討する。
【結果】全てのROIで旧受像器のノイズが大きく、ROI
ごとのバラつきも大きくなった。また画素値傾斜に一致
した信号雑音比(SNR)の傾斜がみられた。
【考察】旧受像器においてSNRの低下がみられノイズ
成分を多く含んだ画像となった。また画素値とSNRに
相関がみられ、焼き付けによる影響は画素値傾斜、つま
り感度変化だけではなくノイズの増加をもたらすといえ
る。CR受像器の管理として、ノイズの増加を考慮し、
受像器内の均一性（バラつき、傾斜）を測定する必要が
あることが示唆された。

063 CRマンモグラフィ装置における乳腺割合の

推定

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、
3大同病院 放射線部、
4辻村外科病院 放射線科
杉田 和真1、浅田 恭生2、鈴木 昇一2、南 一幸2、
白川 誠士2、大塚 智子3、川島 健4

【目的】現在広く普及しているCRマンモグラフィ装置
において撮影条件や撮影された画像データから、個人の
平均乳腺線量を評価するために、乳腺割合の推定式を作
成し、検証したので報告する。
【方法】乳腺割合既知のファントムを用いて、臨床で用
いる条件で処理したファントム画像データを収集した。
imageJを用いて画素値を求めた。画素値と撮影条件か
らSPSSを用いて重回帰分析を行い、推定式を作成した。
推定式の検証のために匿名化された臨床データを用いて
行った。
【結果】乳腺割合の推定式は、相関係数0.924、決定係
数0.855となり良い当てはまりとなった。乳房の構成
（脂肪性、乳腺散在、不均一高濃度、高濃度）の臨床
データを用いた検証結果は、約6割で一致した。
【まとめ】結果より作成した推定式はある程度の精度が
あることが確認できた。普及しているCR装置において、
推定式の作成が可能で、臨床でも使用できることが示さ
れた。

064 MRIを用いたマンモグラフィ（CC撮影）におけ

る月経周期乳腺変化の検討

1鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科
小夏里菜1、城山 裕未1、北岡 ひとみ1

【目的】乳房は月経周期により変化することが知られて
いる。先行研究においてマンモグラフィ撮影の疼痛を軽
減するために最適時期の検討を行った。そこで今回、最
適時期の検討に加え、月経周期による乳腺の厚み及び
CC撮影時に留意すべき乳房領域をMRI装置を用いて検
討する。
【方法】基礎体温計を用いて月経周期を算出した。CC
撮影圧迫時の乳腺厚を各周期ごとに超音波画像診断装置
で計測し、同時に疼痛の記録も行った。また、MRI装置
で自然下垂時の乳房を撮影し、解析ソフトを用いて乳腺
分布を計測した。CC撮影におけるI領域は乳癌の占拠領
域A,Bに、O領域はC,D領域に対応させ、乳腺変化の検
討をそれぞれ行った。対象症例は乳腺が豊富な20代女性
とした。
【結果及び考察】月経終了から排卵日までの時期におい
て疼痛が減少し、乳腺の厚みも薄くなった。加えて、乳
房領域における乳腺分布の変化も見られた。これらを考
慮し、より最適な撮影を行う必要がある。
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065 一般撮影装置の線量推定が表示総ろ過厚

に与える影響

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
鵜飼 匠1、中江 寛樹2、山下 晃2、米川 亮2、
鈴木 昇一2

【目的】一般撮影における線量推定は表示された管電圧、
管電流、照射時間、総ろ過厚等により算出される。総ろ
過厚以外はJISで規定されている。今回、表示総ろ過厚
での出力が線量推定に与える影響を評価した。
【方法】X線非接続式アナライザーを使用し表示管電圧
等で線量を評価した。対象のX線装置は現在等で使用さ
れている装置とした。70ｋV、200mA、0.1secを基本と
し110kV、500mA、0.5secまでそれぞれ変化させ、表示
値と測定値の比較、線量、測定ろ過厚、半価層、出力波
形を同時に測定し評価した。
【結果】]臨床で使用されているX線装置は管電圧等、
JISで規定されている範囲を逸脱している装置はなかっ
た。総ろ過厚表示においては、一部装置を除き測定値と
の差は表示3mmAで10%程度であった。空中線量は、
SCD100cm、70ｋV、200mA、0.1secで0.7-0.9mGyで
あった。
【まとめ】本研究結果により、総ろ過厚の表示は線量推
定においてある誤差範囲内で評価できることが判明した。

066 ハイブリッド手術室に導入されたコーンビー

ムCTの患者被ばく線量に関する初期的検討

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、
3名古屋大学 脳とこころの研究センター、
4愛知医科大学病院 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、小山 修司3、石口 恒男4

【目的】当院のハイブリッド手術室に新たに導入された
血管造影装置Artis Qと従来型装置Artis zee （共に
SIEMENS社製）のコーンビームCT（CBCT）について
線量評価を行い，各装置の線量特性について検討する．
【方法】主に腹部撮影で使用される，Artis Qを用いた
収集時間6秒でのCBCT撮像とArtis zeeを用いた収集時
間8秒でのCBCT撮像のプロトコルを中心に比較検討を
した．各装置において、X線の線質評価を行い，その結
果を基に，人体等価ファントムを使用して患者被ばく線
量の評価を行った。
【結論・考察】 Artis QによるCBCT撮像はArtis zee
によるCBCT撮像より，患者被ばく線量が低減できる事
が示唆された．この要因として，Artis Q は，Artis zee
に比べ，X線管球が短時間パルスで高出力が可能になっ
た事や，検出器の信号雑音比が改善された事などが考え
られる．

067 ガフクロミックフィルムの基礎特性およびCT
撮影時の断面内線量評価に関する検討

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
廣澤 文香1、松原 孝祐2、越田 吉郎2

【目的】ガフクロミックフィルムがCTにおける断面内
の線量評価に用いられることがある。そこで、ガフクロ
ミックフィルムの基礎特性およびCT撮影時の断面内線
量評価に関する検討を行った。
【方法】ガフクロミックフィルム（XRQA2： ISP社
製）を使用して、CT実効エネルギーでの線量濃度曲線
を取得するとともに、方向依存性を調べた。さらに、
CT装置（Light Speed VCT：GE Healthcare社製）を
用いて断面内線量分布を取得した。その際のCTDIvolは
約20 mGyとした。
【結果】2種類のエネルギーから得られた線量濃度曲線
の比較によりエネルギー依存性が確認された。方向依存
性はフィルムに対してX線が平行に入射した場合に認め
られた。断面内の線量は80 kVにおいて2～10 mGy、
120 kVにおいて3～11 mGyであった。
【考察】CT装置において断面内の線量分布を測定する
際はフィルムに対して平行に入射するX線が多いため、
断面内の線量が低くなった可能性がある。

068 CT装置における線量低減化技術の評価

1社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科
大塚 智子1、神谷 悟1、安野 泰史1

【目的】RTI社製のX線出力アナライザはCT Dose
Profilerを接続することによってCTのビームプロファイ
ルを取得することができる。この測定器を使用しビーム
プロファイルを得ることで最新のCT装置に搭載されて
いる様々な被ばく低減技術を評価する。
【方法】CT装置は東芝社製Aquilion ONE, Aquilion
Primeを使用した。16cmφのPMMAファントム中心に線
量計を挿入し、ビームプロファイルを取得した。評価項
目はAIDR、X-Y Modulation、心電同期、軌道同期とし
た。撮影条件は当院にて臨床で使用しているものとした。
【結果】本測定器を用いることでビームプロファイルを
取得することができた。各評価項目において、1検査に
おける線量変化を観察することができた。
【結論】時系列のX線出力のデータを得ることで視覚的
に評価することが可能であった。
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069 冠動脈CTにおける患者の被ばく線量の評

価

1社会医療法人 宏潤会 大同病院、
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
大塚 智子1、松永 純也1、神谷 悟1、安野 泰史1、
鈴木 昇一2

【目的】冠動脈CTは被ばく線量の多い検査となってい
る。そこで1回転で心臓の撮影が可能な、320列CTを用
いて冠動脈CT検査を行い、患者の被ばく線量を評価し
た。
【方法】TLD素子を専用ケースに入れ、3本1セットとし
て体の表面に貼り、冠動脈CT検査における被ばく線量
を測定した。対象は冠動脈疾患があり定期的に冠動脈
CTにてフォローをしている患者1名とした。対象者には
事前に測定することに対して了承を得ている。CT装置
は東芝製Aquilion ONEを使用し、検査は2008年、2010
年、2014年施行した。撮影条件は測定時の心拍数や実験
をした病院の撮影プロトコルに準じて決定した。
【結果】最大線量は左側前面であり17～48mGyとなっ
た。水晶体は0.1～0.3mGy、甲状腺は0.85～1.8mGy、
生殖腺は0.02～0.05mGyとなった。
【結論】実際の患者にTLDを貼り付けて測定することに
よって冠動脈CTにおける患者の被ばく線量を把握する
ことができた。

070 嚥下CT検査における従事者の線量評価

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 医学部、
3藤田保健衛生大学病院 放射線部
鈴木 昇一1、金森 大輔2、小林 正尚3、片岡 由美3、
鵜飼 匠2、中江 寛樹2、山下 晃2、米川 亮2

【目的】嚥下CT検査は嚥下状態を三次元的に把握でき
るため、臨床上有効である。しかし、造影を行いながら
検査するため、従事者は検査室内で作業するため被ばく
を伴う。今回、嚥下検査における従事者線量を、従事者
自身の線量とファントムを使用した体内線量を評価した
ので報告する。
【方法】患者をガントリ角度22度頭側に向け、320列
CT装置で、120kV 、40mA、0.275秒*10、撮影範囲
160mmで照射し術者、ファントムにTLDを装着して線
量測定を行った。術者は防護メガネ、ネックガード、防
護エプロン着用した。
【結果】表示CTDIは21.9mGyであった。防護エプロン
なしで目、頸部で0.03mGy 程度、体幹部表面で
0.02mGyであった。防護エプロン等使用で測定下限値以
下となった。ファントムを使用した実効線量についても
同様な結果であった。
【まとめ】嚥下CT検査における術者線量は非常に低い
ことが判明した。防護することにより線量は無視できる
ほど低くなることも判明した。

071 X線CTの半価層測定における半導体検出

器のエネルギー特性の影響

1浜松医科大学医学部付属病院 放射線部、
2藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
竹井 泰孝1、鈴木 昇一2

【目的】半導体検出器によるX線CTの半価層測定にお
いて、測定値に対する検出器のエネルギー特性の影響を
検討した。
【方法】CT装置はDefinition Flash (Siemens)、測定器
はAccu-Gold+ (Radcal), 半導体検出器はAGMS-D+
(Radcal)を用いた。寝台上に検出器を配置し、X線管を
0時の位置に固定してX線を曝射して半価層の測定を
行った。また電離箱検出器(10X5-0.6CT：Radcal)を用
い、アルミ吸収法による半価層測定を行って比較検討を
行った。
【結果】半導体検出器はアルミ吸収法とほぼ同等の精度
で半価層を測定できたが、Snフィルタ挿入時の半価層
は測定できなかった。また設定管電圧が高くなるにつれ、
測定管電圧との誤差が大きくなった。
【考察】Snフィルタ挿入によって実効エネルギーが上
昇し、半導体検出器の測定エネルギー範囲を超えたため
に測定できなかったと考える。半導体検出器を使用する
際は、検出器のエネルギー特性を確認しておく必要があ
ると考える。

072 X線CTでX線管回転中に実効エネルギーの

測定が可能な検出器の開発

1名古屋大学 医学部 保健学科、
2名古屋大学 脳とこころの研究センター、
3名古屋大学大学院 医学系研究科、
4名古屋大学附属病院 医療技術部 放射線部門、
5筑波記念病院 放射線部、
6春日井市民病院 放射線技術室
角田 尚矢1、小山 修司2、亀山 裕司3、堤 貴紀4、
平井 雄大5、近藤 晋平6

【目的】X線CT装置のボウタイフィルタは形状や素材が
不明なためモンテカルロシミュレーションに組み込むこ
とは困難である。そこでボウタイフィルタ透過後のファ
ンビームの実効エネルギーを角度毎に取得できる検出器
を作製する。
【方法】当研究室で作製されたPINフォトダイオードを
上下二層に重ねた検出器から実効エネルギーを求めるこ
とが出来る。この8セットの検出器に指向性をもたせる
ためコリメータを作製し、特定の方向からのファンビー
ムのみを検出できるようにして、実効エネルギーの測定
を行った。
【結果】名古屋大学附属病院のAquilion ONEで測定を
した。実効エネルギーはファン角度0°、6°、12°、
18°においてそれぞれ45.3keV、48.7keV、54.8keV、
58.4keVであった。
【考察】8チャンネルの半導体検出器とコリメータを組
合わせることにより、X線CT装置におけるファンビーム
の角度毎の実効エネルギーを容易に取得できる検出器を
作製することができた。
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073 DLP-実効線量換算係数(k-factor)の適切な

利用方法と値の検討

1藤田保健衛生大学病院 放射線部、
2藤田保健衛生大学 医療科学部、
3金沢大学 医薬保健研究域、
4名古屋共立病院 画像課、
5トヨタ記念病院 放射線科、
6藤田保健衛生大学病院 放射線医学教室
小林 正尚1、浅田 恭生2、松原 孝祐3、松永 雄太4、
川口 愛5、外山 宏6、越田 吉郎3、鈴木 昇一2

X線CT検査の実効線量評価は国際放射線防護委員会勧告
102で報告されたdose length product：DLPから実効線
量を推定するk-factor(Sv・Gy-1・cm-1)が利用されてい
る。我々は係数の不適切な利用に注意喚起し、実用的な
係数の算出方法を提案する。線量評価は線量推定ソフト
ウェアImPACTを利用した。MIRD-5ファントムの各ス
ラブを120kV、50mA、1.0sec/rot、0.5mm×4列、ピッ
チファクター 1.0 、 DLP;Head ； 6.17mGy ・ cm 、
Body;2.73mGy・cmで線量評価した。実効線量は乳房領
域のスキャンで最大 0.122mSv、次いで、甲状腺
0.074mSvとなった。k-factorは頭部で0.0021、頚部で
0.0061、胸部で0.0205、腹部-骨盤で0.015となった。こ
れは勧告102の係数と近い値を示した。また、MIRD-5
の任意の範囲に対するk-factorを算出可能なソフトを作
成した。小児に対してはCT-EXPOより得た実効線量を
利用した。但し、その線量はImPACTとCT-EXPOの大
人の線量比較で得た補正係数を考慮している。

074 O-armイメージングシステムに係わる患者

被ばく線量の評価

1名古屋大学医学部附属病院 放射線部、
2名古屋大学 医学部 保健学科 放射線技術科学専攻
杉本 成人1、阿知波 正剛1、小山 修司2、近藤 悟1、
米田 和夫1

【目的】O-armイメージングシステム(以下O-arm)は、
ナビゲーションシステムと組み合わせ、リアルタイム表
示可能な術中支援画像として使用することが可能である。
O-armが主に適用される脊椎領域の外科的手術は、小児
にも施行されるため様々な撮影条件での線量評価が重要
となる。本研究では臨床に使用される各種条件での線量
測定を行い、条件間での被ばく線量を比較検討した。
【方法】円筒形アクリルファントムを用い、"Low dose"、
"Standard"、"HD(High dose)"の各種条件間での線量を
比較検討した。また人体等価ファントム臓器線量計測シ
ステムを用い実効線量評価を行った。
【結果・結論】Low doseの線量と比べ、HDでは約1.9
倍、Standardでは約1.3倍高くなり、条件の違いにより
最大2倍近い線量差となることが示された。また、測定
線量はO-arm装置の線量表示値と比べ、約1.3倍高い値
を示した。患者年齢や体格を考慮した最適な撮影条件の
使用が重要である。

075 X線診断時に患者が受ける線量の調査研

究(2014)－アンケート結果概要－

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、
2名古屋共立病院 画像課、
3トヨタ記念病院放射線科、
4藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科、
5藤田保健衛生大学病院 放射線部
浅田 恭生1、鈴木 昇一1、松永 雄太2、川口 愛3、
杉田 和真4、鵜飼 匠4、小林 謙一5

【目的】患者が受ける線量の現状を把握し、推移を解析
することによって今後の取り組みに役立つ情報提供を目
的としている。今回は線量推定以外の結果の概要につい
て報告する。
【方法】アンケート調査項目は、施設調査として施設種
別、病床数、診療放射線技師数、各モダリティ装置の台
数および件数等とした。一般撮影の調査項目は、胸部
（100 kV以上）、腹部、産科領域、乳房撮影、骨系等
の撮影条件と総ろ過、発生方式等とした。CT装置につ
いては、成人と小児の頭部、胸部、腹部の撮影条件等と
した。
【まとめ】アンケートの回収率は21.9%（656通/3000
通）であった。胸部（100kV以上）では管電圧の平均は
120.6kV、中央値は120kVであった。mAs値の平均は
4.9、中央値は4.0であった。発生方式はインバータが9
割以上を占め、受像系は2施設以外がデジタルであった。
CTについては、20施設はシングルを用いていたが、そ
れ以外はマルチスライスであった。

076 福島第一原発事故後の甲状腺検査結果に

関する考察

1国立病院機構名古屋医療センター 臨床研究センター、
2セントメディカル・アソシエイツLLC、
3福島医科大学 医学部放射線健康管理学講座
広藤 喜章1、大葉 隆3

【目的】福島第一原発事故により大量の放射性核物質が
放出され広い地域で汚染した。それから3年半が過ぎ、
特に小児・幼児の甲状腺疾患が懸念され調査が行われて
きたが、その一巡目結果などについて様々な角度から考
察を試みた。
【方法】主に福島医科大学や県民健康調査結果、WHO、
UNSCEARなどの国際機関のデータや論文等を参考とし
た。
【結果・考察】被ばく線量は様々な推定値があるが国際
的に評価されている値として、集団実効線量および甲状
腺等価線量は、それぞれ1000人あたり10年間で36Sv、
100Sv程度と推定されたものが評価されているようであ
る。これらはチェルノブイリ原発事故に比べ、それぞれ
15%、5%程度であった。一方、甲状腺がんと確定した
のは57人であったが、様々な結果も鑑みれば、県などが
示したように今回の被ばくによる影響とは考えにくいも
のと言えた。しかしながら、今後も注意深くみていく必
要があり、我々の対応にも多大な課題が見えた。
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077 胃X線造影検査における，MTANNを用いた

椎体除去のための学習用データ作成法の開発

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シカゴ大学 放射線科
麦谷 健1、田中 利恵2、鈴木 賢治3、真田 茂2

【目的】胃X線造影検査は，椎体陰影が病変と重なり発
見が困難になる場合がある．それを解決するために，
Massive training artificial neural network (MTANN)
による知的画像処理を用いた，胃造影像からの椎体陰影
除去を試みている．今回は，その学習用データとして，
CT画像から椎体を除去して椎体陰影のない2次元投影画
像を作成することを検討した．
【方法】胃部ファントム (BMU-1型，京都科学) 内にバ
リウム造影剤を封入し，“NPO基準撮影法”に基づく8
方向でCT画像を取得した．3次元画像処理ワークステー
ション（AZE）を用いて椎体を除去した後に，2次元投
影画像を作成した．主要臓器の画素値を計測し，実際の
胃造影像の画素値と一致させるための変換処理を行った．
【結果とまとめ】本法により椎体陰影のない疑似胃X線
造影像を作成できた．得られた疑似胃X線画像で
MTANNを学習させることで，胃X線造影像から椎体陰
影除去画像を得ることが期待できる．

078 胸部CT画像の時系列ray-sum画像を対象と

した動態解析

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
河原 康宏1、田中 利恵2、真田 茂2

【目的】簡便な肺血流の計測手法として，動画対応FPD
による胸部X線動態撮影法がある．単位容積あたりの肺
血流量の増減が，X線透過性 (=画素値) の変化として定
量化できる．本研究では，心電同期CT画像を用いて心
周期との関係を詳細に検証した．
【方法】心電同期で胸部CT画像を1心拍11phaseで撮影
した．3次元画像処理ワークステーションを用いて
phaseごとのray-sum画像を作成し，心房・心室・肺血
管・大動脈弓の画素値を計測し，心周期との関係を検証
した．なお本研究では，高画素値は高X線吸収に対応す
る．
【結果と考察】計測した画素値は，動脈系では収縮期で
増加し拡張期で減少，左心系では収縮期で減少し拡張期
で増加しており，心周期に応じた画素値の変化がみられ
た．この心周期と画素値変化の関係は，既知の循環生理
学に矛盾しない変化であった．本研究により，胸部X線
動画像上で観察される画素値の変化が，肺血流に起因す
る変化であることが確認できた．

079 非造影乳腺MR画像における腫瘍の自動

検出手法～複数の強調画像を用いた検出手法

の検討～

1藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科、
2東名古屋画像診断クリニック、
3岐阜大学大学院 医学系研究科
安達 勇人1、寺本 篤司1、宮條 さとみ2、山室 修2、
大見 久美子2、藤田 広志3

【目的】乳癌の罹患率は年々増加しており、近年日本で
は40，50代女性の死亡率1位になっている。乳がん検診
のモダリティは種々あるが、遺伝的に乳がんになりやす
いハイリスク群の検診には、検出率の高いMRI検査が
用いられている。しかし、検査では主に造影剤が用いら
れており、検診受診者への負担が大きい。そこで本研究
では異なる非造影乳腺MR画像を解析することにより、
腫瘍を自動検出する手法を開発する。
【方法】まず、T1強調画像に対して二値化と胸筋削除
を行うことで、乳房領域を半自動的に抽出する。次に腫
瘍領域と正常領域の信号値を考慮して決定したしきい値
を用いて二値化処理を行い、初期候補領域を抽出する。
その後、各強調画像の画像情報を統合し腫瘍を検出する。
【結果および考察】正常症例を含む15症例の乳腺MR画
像に対して本手法を適用した。その結果、検出率71％
で腫瘍が検出され、本手法の有効性が確認された。

080 乳房Ｘ線画像における腫瘤と構築の乱れの

自動検出に関する基礎的検討

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大同病院、
4岐阜大学病院
5岐阜大学大学院 医学系研究科
山崎 瑞季1、村田 千佳2、大塚 智子3、吉川るり葉4、
寺本 篤司1、藤田 広志5

【目的】近年、病変の見落としの軽減や診断能の向上の
ためにコンピュータ支援診断(CAD)が注目されている。
構築の乱れは、現在実用化されている乳房X線画像用
CADで検出精度が低く、他所見と同時に検出した結果
はこれまでにない。そこで本研究では腫瘤と構築の乱れ
の同時検出を行う手法を検討し、初期的な評価を行った。
【方法】乳房X線画像10症例40枚の画像に対し、腫瘤検
出にアイリスフィルタ、構築の乱れの検出に適応型ガ
ボールフィルタを適用した。どちらもフィルタ処理後に
2値化、ラベリング処理により得られた初期候補領域に
対し、SVMを用いた偽陽性削除を行った。2つの検出結
果を統合して最終的な候補領域とした。
【結果・考察】腫瘤検出法と構築の乱れの検出法を統合
することで2種類の病変部を高い検出感度にて検出する
ことが可能であった。今後の課題として偽陽性の削減が
あげられる。
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081 PET/CT画像による膵臓がんの自動検出

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岐阜大学大学院、
4東名古屋画像診断クリニック
田中 舜也1、橋本 二三生2、寺本 篤司1、
田所 匡典1、周 向栄3、藤田 広志3、尾崎 香帆4、
宮條 さとみ4、山室 修4、玉木 恒男4

【目的】膵臓がんは早期発見が困難な疾患として知られ
ている。PET/CT画像を用いて稀に早期発見されること
はあるが、読影の際に周辺臓器の生理的集積と区別が難
しいという課題があった。そこで本研究ではPET/CT画
像から膵がんを自動検出する検討を行う。
【方法】まず、CT画像のAxial, Coronal, Sagittalの3断
面を求め、それらからパターンマッチングを用いて膵臓
領域を抽出した。この膵臓領域をPET画像に当てはめ、
膵臓領域内の高集積領域を２値化とラベリング処理によ
り自動検出する。
【結果および考察】全身のPET/CTを撮影した８症例で
検出性能の評価を行なった。CT画像を用いた膵臓領域
の抽出は8症例中5症例で成功し、膵臓領域内の高集積領
域が自動的に検出されていることを確認した。今後はよ
り多くの症例を用いて臓器抽出処理の精度を高める必要
がある。

082 動的輪郭手法を応用した肺結節の自動検

出

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東名古屋画像診断クリニック、
4岐阜大学大学院 医学系研究科
宮阪 洋亮1、寺本 篤司1、安達 勇人2、高橋 克彰3、
山室 修3、玉木 恒男3、藤田 広志4

【目的】我々はこれまでにCT画像に含まれる肺結節を
自動検出する手法を開発してきた。しかし、コントラス
トの低い結節が肺血管や気管支等の正常構造に近接して
いる場合に検出感度が低下する問題があった。そこで本
研究では、動的輪郭技術を利用した肺結節検出能力の改
善について検討する。
【方法】3次元CT画像から肺領域を抽出した画像に対し、
新たに開発した動的輪郭フィルタを適用する。このフィ
ルタは注目画素値とその周辺領域の画素値の差を出力す
るものであり、周辺領域は動的輪郭法に基づいた手法で
決定する。強調された領域は2値化とラベリング処理に
より自動的に検出され、複数の特徴量とSVMを用いた
偽陽性削除処理を経て候補領域が得られる。
【結果および考察】100症例のCT画像に対し本手法を適
用した結果，従来手法では検出できなかった結節の半数
以上が正しく検出され、本手法の有効性が確認された。

083 FDG-PET/CT検査におけるDelayed撮像時間

の検討

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科
竹内 誠1、青木 卓1、安井 悠貴1、杉浦 晶江1、
中川 達也1、河野 泰久1、佐野 幹夫1、玉木 繁1

【背景および目的】現行、Delayed撮像時間については、
18Ｆの物理学的半減期を考慮して決定している(以下現
行法)。しかし臨床では排泄等の影響もあるため、全身
撮像とDelayed撮像における画質の差が懸念される。そ
こで、生物学的半減期を考慮したDelayed撮像時間につ
いて検討した。
【方法】Delayed撮像する部位に対し、全身撮像時に同
部位にて得られたカウント数を取得するまでの時間を撮
像時間として決定した。現行法に対し、撮像時間および
肝SNR、NECについて算出し比較検討を行った。
【結果および考察】撮像時間については、現行法に対し
長く、画質については、現行法に対し肝SNR、NEC共
に良くなる傾向が見られた。Delayed撮像は全身撮像と
比較すると、総撮像時間は短いため、撮像時間が延長さ
れても患者さんへの負担も少なく、より良い画像が提供
できることが示唆される。

084 18F-FDGデリバリーシステムの利用における

PET-CTの収集時間の検討

1愛知医科大学病院 中央放射線部
東 里和1、大場 理1、高畑 友理1、早川 祐樹1、
東 直樹1

【目的】新病院が開院しそれに伴いデリバリーシステム
におけるPET-CT検査を開始した。デリバリーシステム
では、1患者に1バイアル全量投与が基本となり、患者の
体格にあわせた投与量が困難である。体重が軽い場合、
調整が可能だが、体重が重い場合、投与量が不足する場
合がある。体重と投与量によっては画質が低下すること
が考えられるため、収集時間の検討を行った。
【方法】検査を施行した患者のデータより、投与量とkg
あたりの投与量のばらつきを求めた。収集1bed、2分間
の患者画像により物理的指標を求めた。
【結果】投与量は約4倍、kgあたりの投与量においても
約3倍のばらつきが生じた。物理的指標でも、投与量と
患者の体格により基準を下回るものがあった。
【考察】物理的指標を満たすために、体重別の収集時間
を決定する必要があると思われる。収集時間を長くすれ
ば、画質は向上するが検査時間が長くなり、患者の負担
が大きくなるので注意が必要である。
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085 CTtemplateを用いたPET画像の標準化の検

討

1名古屋市総合リハビリテーションセンター 企画研究
室、
2名古屋市総合リハビリテーションセンター 放射線診
断科
布谷 隆史1、後藤 啓介2

【目的】当センターではPET検査において、MRI画像を
用いてPET画像を標準化しROI設定を行っているが、吸
収補正用に撮影するCT画像を用いてPET画像を標準化
できないか検討した。
【方法】正常ボランティア９名のMRI画像とCT画像、
O－15Gas画像を用いて、画像解析ソフトPmodで既存
のMRIT1templateでMRI画像を標準化した時と同じ変
換係数をCT画像に適用し、９名分の画像を平均して
CTtemplateを作成した。そしてMRI、CTそれぞれの
Templateで標準化したO－15Gas画像にROIを設定し、
Templateの違いでROIの値に差がないか比較した。
【結果】MRI、CTそれぞれのtemplateで標準化したO
－15Gas画像でROIの値に差はなかった。
【考察】CTtemplateでO－15Gas画像を標準化しても問
題ないと考えられる。

086 空間分解能の異なるPET装置におけるSUV
の比較に関する研究

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
医用量子科学講座、
3名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門、
4名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻
鈴村 瞳1、加藤 克彦2、阿部 真治3、櫻木 庸博3、
藤田 尚利3、小田川 哲郎4、丹羽 亜利紗4、
藤田 佑介4、土屋 沙貴4

【目的】 PET 検査において、集積度評価はSUV
(Standardized Uptake Value)を算出して行う。SUVは
同じ装置でも収集・画像再構成条件で異なり、異なる装
置では空間分解能の違いで変化する。そこで、装置、撮
像条件に依存しないSUV標準化を検討することを目的
とする。
【方法】PET装置HeadtomeV (島津)とPET/CT装置
Biograph16 (シーメンス)によりNEMA Bodyファントム
を撮像した。複数の再構成条件で取得した画像からリカ
バリー曲線を算出し、空間フィルタのパラメータを変更
して各リカバリー曲線を同一にする特性を検討した。
【結果】一部臨床で利用するPET装置20分の2D収集
データとPET/CT装置15分3D収集データ間で、半値幅
3.7mmのGaussianフィルタでリカバリー曲線の差が最
小となり、放射能濃度差が15.9%から8.3%に低下した。
【結論】各種条件で変化するSUVに対し、事前に空間
分解能特性を計測し同一化するフィルタ特性を調べるこ
とは、SUV標準化の可能性を示した。

087 閾値によるSUV測定結果の変動評価

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
佐々木 駿1、小島 明洋2、築島 正拓1、玉井 伸一2、
山室 修1

【目的】SUV測定は描いたVOIと閾値を設定して対象
形に沿ってしぼり測定する。しかし設定する閾値により
SUVmeanやVolumeが変化する。設定する閾値が適切
であるか検討を行ったので報告する。
【方法】Body Phantomを使用し、HOT：B.G. の濃度
比が4：1となるファントムを作成。PET-CTにて120秒
収集した。画像再構成は3D-OSEM＋PSF補正、3D-
OSEM、FORE＋OSEMの3種類にて行った。ワークス
テーションにてファントム球径に合わせてVOIを囲み閾
値を変化させながら、得られるVolumeを測定し、最も
真値に近づく閾値を求めた。
【結果】3D-OSEM＋PSF補正では37mm球で39％、
13mm球で40％、10mm球で70％の閾値が得られた。
SUVmeanは閾値を高くすると高値になった。
【考察】径が小さくなると部分容積効果の影響を受け閾
値が高くなったと思われた。設定する閾値により
SUVmean、Volumeの値が変わることが確認できた。
今後、TLG評価時等において考慮する必要がある。

088 201TlCl心電図同期心筋血流SPECTを用い

た位相解析指標の正常値に関する検討

1金沢市立病院 中央診療部 放射線室、
2金沢大学附属病院 核医学診療科
柏屋 総一郎1、松尾 信郎2

【目的】当院では心電図同期 201TlCl心筋血流SPECT
データの左心室の収縮期機能に関してHeart Function
View(1.1)によって位相解析を行っている。2014年7月か
らCardio REPOが使用可能となったが、タリウム製剤
の正常値の報告は少ない。そこで ,今回我々は正常値に
ついて各々のソフトを使用し検討を行った。
【方法】心電図同期201TlCl負荷心筋SPECT連続24症例
(女性/男性=4/20名,平均年齢61.4 ± 13.0歳)を対象とし、
SSS≦3かつ左室駆出率(EF)男性＞49％,女性＞55％かつ
収縮末期容積(ESV)男性＜60ml,女性＜40mlの基準を満
たす症例を正常群として各指標の平均、標準偏差を算出
した。位相解析指標としてPeak phase, Phase SD,
Bandwidthに関して検討を行った。
【結果】安静時においてPeak phase 122.1±8.8,Phase
SD 20.1±11.6,Bandwidth 87.4±63.9となった。
【考察】解析ソフトの違いによって左室収縮機能の位相
解析指標値は異なる可能性がある。
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089 アデノシン負荷心筋血流シンチにおける左

室内腔拡大・肺集積増加・心筋洗い出し率と冠動

脈疾患重症度の検討

1藤田保健衛生大学病院 放射線部、
2藤田保健衛生大学 循環器内科、
3藤田保健衛生大学 放射線科
大野 智之1、皿井 正義2、辻本 正和1、中村 仁美1、
古谷 勇一郎1、宇野 正樹1、石黒 雅伸1、高田 佳代
子2、木野村 豊1、外山 宏3

【目的】アデノシン負荷タリウム心筋血流シンチ(AD-
TL)における一過性左室内腔拡大、一過性肺集積増加、
心筋洗い出し率低下と冠動脈疾患重症度について検討し
た。
【方法】狭心症を疑いでAD-TLを施行した75例を対象
とし、左室拡大率（TID）、肺/心臓集積比（L/H）、心
筋洗い出し率（WOR）を算出した。冠動脈は75%以上
を有意狭窄とし、0～3枝病変に分けて検討を行った。次
に、過去の論文などを参考に3つの指標に閾値を設定し、
すべて加算したものを3FP（Feature Positive）とし、
冠動脈病変枝数と検討を行った。
【結果】冠動脈病変枝数による比較では、3つの指標と
も有意差を認めなかった。3FPでは、冠動脈病変枝数に
より有意差を認めた。
【考察・結論】冠動脈疾患重症度とアデノシン負荷タリ
ウム心筋血流シンチにおけるTID、L/H、WORは、それ
ぞれ単独では有意差が認められなかったが、3つの指標
を合わせることによって重症度を予測できる可能性が示
唆された。

090 アルゴリズムの異なる解析ソフトにおける心

内腔容積の比較

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名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部 放射線部
門
小西 翔子1、加藤 克彦2、阿部 真治3、櫻木 庸博3、
藤田 尚利 3、小田川 哲郎 2、藤田 祐介2、
丹羽 亜利紗 2、土屋 沙貴 2

【目的】近年、新しい心筋血流シンチグラフィ解析ソフ
トウェアとしてcardio REPOが開発された。本研究では、
cardio REPOとQGSについて、画像再構成の処理条件
を変えた場合の解析結果を比較する。
【 方 法 】 心 筋 動 態 フ ァ ン トム （ EDV:143ml 、
ESV:107ml）を低エネルギー高分解能コリメータで心電
図同期SPECT撮影後、FBPで再構成を行った。前処理
フィルタ(Butterworth)のCut off周波数を変化させ、再
構成SPECT画像に対しQGSとcardio REPOを適用し、
EDVとESVを算出した。
【結果】前処理フィルタのCut off周波数を変え、画像
再構成を行った結果、QGSでEDVが111±15 ml、ESV
が91±13 mlとなり、cardio REPOでEDVが113±20 ml、
ESVが50±13 mlとなった。誤差の平均値は真値より、
前者でEDV が22.9%、ESV が15.3%、後者でEDV が
22.6%、ESVが53.6%の差となった。
【考察】QGSとcardio REPOで心基部の輪郭抽出に違
いがみられたことが解析結果に差が出た原因であると考
えられる。

091 ドパミントランスポータシンチグラフィにおけ

る最適収集処理条件の検討

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
石原 加純1、加藤 克彦2、阿部 真治3、
小田川 哲郎2、藤田 尚利3、櫻木 庸博3、
藤田 佑介2、丹羽 亜利紗2、土屋 沙貴2

【目的】ドパミントランスポータシンチグラフィでは、
線条体への集積度合を視覚評価とSpecific binding
ratio(SBR)で評価する。SBRは収集処理条件で変化する。
そこで、ファントムデータより、収集処理条件について
検討を行い、最適な条件を得る事を目的とする。
【方法】バックグラウンド(BG)と左右の線条体の濃度
比を1:4:8としたファントムのデータを用いて、処理条
件を変えて、SBRを求めた。SBRは(線条体－BG)／BG
で求めるため、3:7を理論値とし、最も理論値に近い
SBRを示す画像処理条件を求めた。
【結果】3D OSEMに対して2D OSEMによる画像再構
成では理論値に対して平均8%近いSBRとなった。再構
成法は2D OSEM、吸収補正を行い、ガウシアンフィル
タの半値幅を3mm、Subsetが6、Iterationが8の時に理
想条件が得られた。
【結論】ファントムの収集データから理想条件が得られ
た。その条件を用いて、臨床画像の評価も必要であると
考える。

092 131Iシンチグラフィによる甲状腺摂取率の定

量性に関する研究

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 、
3名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門
小芝 有美子1、阿部 真治3、藤田 尚利3、
土屋 沙貴2、丹羽 亜利紗2、藤田 佑介2、
小田川 哲郎2、加藤 克彦2

【目的】甲状腺機能亢進症の131I治療前後の摂取率測定
について検討した。
【方法】治療前後を想定した濃度の131Iから頸部ファン
トムと標準線源を作成した。activityを変化させてプラ
ナー、SPECT収集を行い、画像上の総カウントを測定
し摂取率を求めた。さらに摂取率測定装置を用いて測定
を行った。また溶液のウェルカウンタでの計測結果より
摂取率を求め、これを基準に摂取率の測定誤差を求めた。
【結果】プラナー、SPECT画像上の総カウントとウェ
ルカウンタでの計測結果において、それぞれ相関係数
0.999、0.967で濃度直線性がみられた。また、プラナー、
SPECT、摂取率測定装置において摂取率の最大誤差は
それぞれ4.79、4.90、9.85%となった。
【考察】プラナー、SPECT画像において5%以内の誤差
で摂取率測定が可能であった。臨床画像における評価も
必要であると考える。
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093 放射線部門における医療安全の取り組み

1富山大学附属病院 放射線部
犀藤 友美1、熊谷 道朝1、吉田 寿1、安井 正一1、
荒井 一旭1、堀田 大雄1、倉橋 瀬那1

【目的】平成25年4月より、放射線部門に限局した医療
安全を図る目的の小委員会（放射線部医療安全委員会
以下、委員会という）を編成した。
【運用】委員会では事案発生ごとに3部構成でなるイン
シデント報告書を作成し、危険レベルに応じて1、2報を
当事者が記載する事とした。これを元に委員会で調査・
分析した結果を3報として包括する。重要事案について
はRCAの手法を用い対策案を提示、担当部署に対して改
善要求を行い、部内で総意を得たものは速やかに実行に
移した。
【成績】発足から１年半を経過して、インシデントの内
容や発生量に変化がみられてきた。部署固有と部内全体
に共通した案件が明確になった。分析結果は部署ごとの
技師の業務への心理的、物理的不均衡を浮き彫りにした。
【結論】現在、この医療安全の取り組みは、人員配置の
適正化、必要業務の明瞭化など安全面を包含した部門全
域を監視するツールとして重要な役割を果たしている。

094 一般撮影臥位撮影台挟み込み防止への試

み

1社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科
高田 憲昭1、大塚 智子1、神谷 悟1、安野 泰史1

【目的】一般撮影臥位撮影台の天板を動かした際に、患
者の指を挟み込む危険性が生じていた。この危険性を低
減させるため赤外線センターと接触センサーを用い、指
はさみ事故等の医療事故防止策を講じることが出来たの
で報告する。
【方法】臥位撮影台には赤外線センサーが配置されてお
り、初期仕様は触れるとベットが動く仕様であった。
よってこの赤外線センサーを触れるとベットが動かない
仕様に変更した。またベット反対側は赤外線が装置の特
性状配置できなかった為、接触センサーを配置し触れる
と動かなくなる様にした。
【結果】患者がベットを掴んだ際にはベットが動かない
仕様となった為、患者の指挟みこみの危険性が低減した。
【結論】本システムは患者の指挟みこみの危険性を低減
させる事に対して有用であると思われる。

095 MRI前室においてPartition Tapeが及ぼす

心理的影響

1やわたメディカルセンター
鮒田 達郎1、渋谷 翼1、黒田 他寿子1、岩井 洋子1、
田畑 悦子1、堂下 雅雄1

【目的】MRI室の安全対策としてPartition Tape（以下，
PT）や類似品の設置を推奨される事はあるが，その効
果を検証したものは渉猟した限りない．今回PTの効果
を把握するために，看護師を対象としたアンケートから
心理面に与える影響を検証した．
【方法】扉やPTの開閉に関するアンケートを作成し回
答を得た．安全行動と危険行動をMRI検査従事者にて
決め，状況ごとにリスク比を求めた．
【結果】扉が開放された環境に比べ，閉鎖された環境，
もしくは扉は開放しているもののPTが閉鎖された環境
でリスク比が低下した．
【考察】結果より，扉と同様にPTの閉鎖のみという環
境でも，視覚的抑止力になると考えられた．入退室時や
患者の急変時など，扉が開放してしまう状況は存在する．
そこで，扉とPTを効果的に扱うことにより独立した二
つの視覚的抑止力となるため，安価で有効な安全管理が
実現できると考えた．

096 吸着事故防止を目的としたＭＲＩ用「完全非

磁性体」車いすの開発

1名古屋市立大学病院 中央放射線部、
2名古屋市立大学 経済学部、
3（株）亘陽
川野 誠1、長坂 拓1、大河原 章平1、近藤 邦治2、
近藤 猛3

【目的】吸着事故防止を目的で視覚的に明瞭に判別でき
る「完全非磁性体」MRI用車いすを開発する。
そのコンセプトは
1) 完全非磁性体であること
2) MR非対応車いすと視覚的な判別が明瞭であること
3) 使用感・耐久性が現在の市販品と同等であることと
した。
【方法】試作に際し、視覚的に明瞭な判別が可能な
「色」について6色のカラー画像について技師15名のア
ンケートを行い、もっとも多かった色で、塗装後、実際
に臨床現場へ持ち込んだ。
以下の項目について検討した。
1) 吸着確認テスト
2) X線撮影による非破壊検査
3) 使用のアンケート
【結果】明瞭に判別できる色は「黄緑」であった。吸着
テストは吸着しないことを確認した。X線非破壊検査で
は、金属はなかった。
【考察】視覚的な判別では、鮮やかな色調が他の対応品
とは確実に識別できこれにより思い込み等による持ち込
み事例も予防できる。
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097 メディカルコーチングが医療安全に果たす

役割

1名古屋第二赤十字病院
猪岡 由行1、有賀 英司1

【目的】コミュニケーションエラーを原因とする医療過
誤の割合は4割を超えるとされている。当院で導入され
たコーチングのスキルが医療安全の推進にどのような効
果をもたらすのか、コーチングの中で取り組んだ他職種
間ミーティングを一例に紹介する。
【方法】コーチングのテーマとしてコミュニケーション
エラーを防止するために、他職種によるモダリティー別
始業前ミーティングを提案した。ひと月に1、2回のコー
チングを受けながらミーティングを企画し、実践した。
ミーティング開始前後のインシデントレポートの内容を
評価した。また開始約6ヶ月後に、必要度についてアン
ケートを行った。
【結果】インシデントレポートの数に大きな差は見られ
なかった。しかしながら、アンケートではミーティング
の必要性が認められた。
【考察】今回のミーティング企画を契機に、医療安全に
ついて考える機会が増えた。この継続が今後医療安全に
寄与すると考える。

098 診療放射線技師のストレスマネジメントに関

する取り組み

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部 放
射線技術科
杉浦 晶江1、森 佐知子1、前田 佳彦1、河野 泰久1、
桑山 真紀1、佐野 幹夫1、玉木繁 玉木繁1

【目的】医療従事者は、煩雑で緊張感のある業務、また
多種多様な患者ニーズに対応する必要性があり、それら
を原因とするストレスの問題が深刻化している。今回、
診療放射線技師におけるストレスの現状について検討し
た。
【方法】看護師の感情労働測定尺度と職業性ストレス簡
易調査票を用いた。対象は、1.緊急検査の多い部署と少
ない部署2.病棟勤務と健診勤務3.年齢とした。
【結果】1.緊急検査の多い部署は活気が高いが抑うつ感
も認められた。2.病棟勤務では、探索的理解を行う傾向
が認められた。3.30代が他の世代に比べてマイナスのス
トレス反応による影響が強かった。
【考察】緊急検査で扱う領域は主に救急医療であり、診
療放射線技師にも高度な臨床力とすばやい判断力が求め
られる。今回の結果から、救急医療のやりがいによって
活気が、緊張感によって抑うつ感が高くなったと考えら
れ、これらを認知することがストレス対策の一助になる
と思われた。

099 EVLAに対するコメディカルとしての係わり

1藤田保健衛生大学病院 放射線部
高村 マキ1、高井 洋次1、赤堀 竜一1、木野村 豊1

【はじめに】下肢静脈瘤に対する標準的治療法である
ストリッピング術に比べ、より低侵襲な血管内レー
ザー焼灼術(Endovenous LaserAblation:EVLA)が2011
年1 月から保険適用となり，現在注目されてきている．
【目的】当院におけるEVLAの現状とコメディカルとし
ての係りについて報告する。
【現状】超音波検査担当技師は入院時に術前マーキン
グを行い、重篤な合併症である血栓症防止にも寄与す
る浅腹壁静脈（SEV）の合流位置を確認する。手術に
は技師が立ち会い清潔下でプローブ操作を行う。これ
により、医師は蛇行血管に対するワイヤー操作や焼灼
時のレーザーファイバー掃引に集中できると考える。
また、技師は術式を理解することで、術前、術後の検
査における重要ポイントが理解できた。さらに今後の
手術、検査件数増加を見込み、検査プロトコルの見直
しを行い検査時間短縮に関して効果を認めたので併せ
て報告する。

100 ポータブル超音波装置のビームプロファイ

ルの比較検討

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東京医科大学病院 画像診断部、
3金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
増永 麻衣奈1、河本 敦夫2、真田 茂3

【目的】ポータブル超音波装置は据置型と比べて安価
であり，小型・軽量であるため，救命救急・在宅医療
などで利用されている．しかし，メーカーによって装
置の性能や画質は異なっている．そこで，各装置固有
のスライス方向分解能を評価し比較を行った．
【方法】スライス方向分解能測定用ファントム (ATS
Lab.) を用いて，Skolnickらの方法で画像を取得した．
撮影にはポータブル超音波装置2種SONIMAGE P3 (コ
ニカミノルタ)，ACUSON P10 (シーメンス) を使用し
た．取得した画像を用いて各深度におけるスライス厚
を測定し，ビームプロファイルを作成した．
【結果とまとめ】SONIMAGE P3では，深度3cmと
8cmの2か所でビームが収束した．一方，ACUSON
P10ではビームの収束点が1ヵ所となった．これはプ
ローブの方式の違いを反映しているものと考えられた．
使用にあたり各装置で適切な観察深度に留意しなけれ
ばならない．
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101 透析シャント狭窄に対するＰＴＡ術前超音波

検査の有用性について

1医療法人 林病院 放射線科
宮腰 宏平1、上口 雅也1、宮下 和幸1、小岡 睦美1、
福島 哲弥1

【目的】今回我々は、技師が透析シャント狭窄に対し術
前検査として超音波検査を行う様になり、所見描出が的
確に行われているかを検証することを目的とした。
【方法】術前超音波検査所見とＰＴＡ術施行時に行う血
管造影画像の所見において同一部位と思われるところの
狭窄率を計測し、両者の有意差の有無を調べた。
【成績】術前超音波検査とＰＴＡの術中血管造影画像に
おける狭窄率の計測値には、約50％近くの差が有る症
例もあった。しかしながら、全体としては有意な差は見
られず狭窄所見の描出が的確に行われていることが検証
出来た。
【結論】両者の狭窄率の差が大きく出た症例においては、
画像の描出方向（断面）の違いや血管の拍動性によるズ
レなどが考えられた。

102 Superb Microvascular Imaging（SMI）を用い

た頸部リンパ節門の血流評価

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科
森田 香里1、前田 佳彦1、今田 秀尚1、田淵 友貴1、
鈴木 智哉1、水口 仁1、桑山 真紀1、佐野 幹夫1、
玉木 繁1

【目的】超音波によるリンパ節評価においてリンパ節門
の描出は診断の要点となるが、Bモードでの判定が困難
な場合がある。そこで新しいドプラ技術 SMIを用いた
リンパ節門部血流描出能の検討を行った。
【対象・方法】健常人30例38個の上内深頸リンパ節に
て、従来のAdvanced Dynamic Flow （ADF）および
SMIで得られた血流像を、今回の検討では点状・線状・
樹枝状の3パターンに分類した。またリンパ節門同定の
可否を Bモードのみ、血流を加味した場合それぞれで評
価した。
【結果・考察】ADFでは描出不能または点状が半数で
あったが、より高分解能なSMIでは80%以上に一方向よ
り流入する線状・樹枝状のシグナルが描出された。これ
によりBモードでリンパ節門を同定不能な17個のうち15
個はSMIで同定する事ができた。正常例の血流パターン
を詳細に理解することで、今後リンパ節炎等の疾患との
鑑別の一助にもなると期待された。

103 超音波4D探触子における冠状断面の空間

分解能・コントラスト分解能に関する基礎的検討

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科
鈴木 智哉1、今田 秀尚1、前田 佳彦1、田淵 友貴1、
糟谷 明大1、森田 香里1、水口 仁1、桑山 真紀1、
佐野 幹夫1、玉木 繁1

【目的】4D探触子MPR表示から得られる冠状断面(以下
C-plane)の空間・コントラスト分解能に関する基礎的検
討を行う。
【使用装置】TOSHIBA Aplio500
【方法】N-365 Phantomを走査し、振動方向解像度
Resolution、γ、DR、Smoothを変化させた。取得画像
でImageJにてプロファイルカーブ、CNRを算出した。
CNRはターゲット・非ターゲット部、非ターゲット部
のSDより求め、横断面(以下A-plane)と比較した。
【結果および考察】両分解能はResolutionの増加に伴い
向上し、その他条件は装置default設定による使用が良
い結果となり、B-mode画像はA-planeと同等に描出され
た。Resolutionは振動方向データ量を反映するため、C-
planeに影響したと考えられる。C-planeの分解能に関す
る基礎的な特性が理解でき、臨床応用が示唆された。

104 デジタルマンモグラフィにおけるターゲット/
フィルタの違いによる低コントラスト分解能の検

討

1名古屋市立大学病院 中央放射線部
大津 康子1、國友 博史1、細谷 香織1、籏 理英美1

【目的】デジタルマンモグラフィにおいて高線質化によ
る被ばく低減が可能であるという報告があるが，3cm以
下の薄い乳房厚ではMo/Mo(ターゲット/フィルタ)で撮影
している装置が多い．今回，直接変換型FPDを用いて特
に薄い乳房厚での各PMMA厚におけるAECの線量を基
準とし，高線質化によるAGDと画質との関係の検討を
行なった．
【方法】低コントラスト検出能評価ファントムである
CDMAM(Contrast Detail Mammography)ファントム
を20, 30, 40, 45mm 厚のPMMAファントムで挟み ,
Mo/Mo，Mo/Rh，W/Rhにおいて平均乳腺線量が同一と
なる条件で撮影し，CNR，Contrast Detail Curve(CD
曲線)およびImage Quality Figure inverse(IQFinv)を求
めて評価を行った.
【結果】平均乳腺線量が同一となる条件では， W/Rhの
使用時に低コントラスト分解能が高いという結果が得ら
れた．よって，薄い乳房厚の撮影でもW/Rhを使用した
方が被ばくを低減させ，画質も担保されることが示唆さ
れた.
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105 マンモグラフィで検出できず超音波検査で

検出した乳癌症例の分析

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
小松みゆ里1、桑山 真紀1、岸保 道子1、
森田 香里1、山口 奈津季1、浅見 幸恵1、水口 仁1、
佐野 幹夫1、玉木 繁1

【目的】当院にてマンモグラフィ（以下MMG）で検出
できず乳腺超音波検査（以下US）で検出した乳癌症例
について分析したので報告する。
【対象・方法】平成25年1月～平成26年7月に当院で手
術を施行した全乳癌191例のうち、USのみで検出した
20例（以下US乳癌）を対象に乳房構成、組織型、病変
範囲を全乳癌と比較し、US乳癌の特徴を分析した。
【結果・考察】US乳癌は全乳癌と比較し、MMGの乳
房構成は不均一高濃度・高濃度が多く(95%/63%)、組織
型は非浸潤癌・浸潤性小葉癌が多かった(35%/19%)。ま
たUS乳癌所見の特徴は、病変範囲が小さく全乳癌と有
意差を認め(13mm/21mm)、硬癌では後方エコーの減衰
が乏しく繊維の増生が少ないためMMGにて濃度上昇に
寄与しない病変が大半を占めた(80%)。乳房構成や病変
の大きさは病変検出に影響するほか、非浸潤癌や浸潤性
小葉癌のように周囲間質の増生を伴わない病変はMMG
での指摘が困難であると考えられる。

106 乳癌症例におけるエラストスコアのカットオ

フ値の検討

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
浅見 幸恵1、桑山 真紀1、岸保 道子1、森田 香里1、
山口 奈津季1、小松 みゆ里1、水口 仁1、
佐野 幹夫1、玉木 繁1

【背景・目的】乳腺超音波検査において、エラストスコ
ア(ES)の値が高いほど、悪性を示唆する所見といわれ、
腫瘤性病変では2-3間が妥当だと報告されている。本研
究では、良悪性のESカットオフ値を、組織型および発
育形式別に検討した。
【対象・方法】2012年1月～2013年12月に当院にて手術
施行された乳癌症例のうち、エラストグラフィを施行し
た199例。浸潤癌・非浸潤癌を腫瘤・非腫瘤性病変に分
け、各々のESから良悪性鑑別のカットオフ値を求めた。
【結果・考察】浸潤癌の腫瘤性病変ではES3以上の割合
が90%であった。対し、浸潤癌の非腫瘤性病変では61%、
ES2以上の割合は94%となった。非浸潤癌の腫瘤性病変
ではES3以上は63%、ES2以上は79%、非腫瘤性病変で
はES3以上は35%、ES2以上は78%であった。したがっ
て、ESのカットオフ値は組織型別・発育形式別の設定
が必要であると考えられた。

107 当院における乳腺造影超音波とエラストグ

ラフィの比較検討

1医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院
山口 奈津季1、桑山 真紀1、岸保 道子1、
森田 香里1、浅見 幸恵1、小松 みゆ里1、水口 仁1、
佐野 幹夫1、玉木 繁1

【背景・目的】当院では平成25年9月より悪性症例を対
象に乳腺造影超音波検査を開始した。今回当院で経験し
た悪性症例について乳腺造影超音波の画像所見とエラス
トグラフィのスコアの関係について検討したので報告す
る。
【使用装置】日立アロカ社製HI VISION Preirus、
Ascendus
【対象・方法】平成24年9月～平成25年6月までに当院
で施行された乳腺造影超音波検査78例をエラストスコア
別に分類し造影範囲、造影程度、均質性について検討す
る。
【結果・考察】スコアが高いほど腫瘤を超えて濃染され、
その程度は正常乳腺組織と比較して強く、腫瘤内に不染
域を認める傾向にあった。これらはいずれもスコア5で
顕著に表れた。スコア5は腫瘤径を超えた浸潤が示唆さ
れるが、造影超音波でも同様の結果が得られ、硬癌の割
合が高かったことからも乳管外周囲組織への浸潤性発育
による腫瘤周囲濃染や間質結合織の増生による不染域を
反映していることが考えられた。

108 トラペゾイドスキャンにおける分解能評価

1社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部
谷川 奈穂1、坪内 隆将1、西部 裕美子1、大竹 知代
1、下村 望1、吉村 早紀1

【背景・目的】トラペゾイドスキャンは視野を台形状に
広げるため、画質の劣化が懸念される。従来のリニア方
式とトラペゾイド方式（バーチャルコンベックス方式と
ハイブリッドスキャン方式）の方位方向分解能の比較検
討を行った。
【使用機器・方法】装置はα10(アロカ社)、aplio(東芝
社)。甲状腺の観察条件にて、寒天グラファイト内にナ
イロン糸を張ったファントムの糸に対し垂直方向に探触
子を設置。糸部の方位方向にてon/offでそれぞれMTFを
求めた。
【結果・考察】バーチャルコンベックス方式はトラペゾ
イドスキャンを使用することで全体の分解能の低下が認
められたのに対し、ハイブリッドスキャン方式では辺縁
のみの分解能の低下が認められた。これらの特徴はそれ
ぞれの走査線方式違いをよく表していると考えられた。
【まとめ】大きな病変の全体像の観察に有用である。病
変内の性状など細部の評価には、従来法を用いこれらを
適宜切り替えて行う必要がある。
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109 緩下剤を用いたタギング前処置法の検討

1医療法人 山下病院 放射線部
末松 誠司1、柳瀬 忠彦1、野々垣 秀彦1、
山崎 通尋1

【目的】これまで被検者の負担が少ない緩下剤のみによ
る前処置法を検討してきたが、便通状態に左右され対象
者は制約されている。今回、さらなる大腸検査の受容性
向上のために、ガストログラフィンを用いた前処置法を
検討した。
【方法】大腸CTの前処置剤として検査前日に、マグ
ミット1.5gを夕食後内服、ガストログラフィン100ｍL
を毎食後3回に分けて飲用した。検討方法は大腸CT画像
を用いて、大腸を6部位に区分し、残水、残便について
5段階で視覚評価した。
【結果】タギング法を用いることで最終便の状態に関係
なく、評価部位の80%以上で残水、残便は認めなかった
か、均一に標識され良好な評価を得られた。
【考察】全体に良好なタギング画像が得られたが、造影
剤によるアーチファクトや小腸からの標識されていない
残渣の流入など、偽陽性、盲点が発生する可能性があり、
さらなる検討が必要である。

110 CT Colonographyにおける技師一次チェック

の現状と課題

1医療法人尚豊会 みたき総合病院
村田 浩毅1、佐々木 文昭1、南谷 恵里佳1、
水谷 隆文1

【目的】大腸 CT 導入における問題点の一つに
WorkStation解析を含めた読影が挙げられる。そこで今
回我々は、教育方法の検討を目的に読影テストを実施し、
その現状と課題について検討した。
【方法】CTC専従者と非専従者において病変の拾い上げ
においては大きな差を認めなかったが、良悪性の鑑別に
おいては専従者が優れており、大腸がんの肉眼形態や発
育進展についての理解が必要と考えられた。
【成績】病変拾い上げ感度では専従者が79%、非専従者
が74%であった。特異度は専従者が33%、非専従者が
16%であった。陽性反応的中度は専従者が73%、非専従
者が64%であった。読影係数（感度×特異度×陽性反応
的中度）は専従者が19%、非専従者が7%であった。
【結論】CTC専従者と非専従者において病変の拾い上げ
においては大きな差を認めなかったが、良悪性の鑑別に
おいては専従者が優れており、大腸がんの肉眼形態や発
育進展についての理解が必要と考えられた。

111 インジェクター注入実施情報を用いたリミッ

ター設定の最適化の検討

1愛知医科大学病院 中央放射線部、
2名古屋大学大学院医学系研究科
村瀬 弘樹1、山内 雅人1、辻 洋子1、伊勢谷 昌弘1、
大澤 充晴1、川浦 稚代2

【目的】CT用インジェクターには、注入ルートの破損
防止のための注入最大圧に対するリミッターが設けられ
ているが、注入条件ごとに最適なリミッター設定を検討
することで、より安全な検査が実施可能であると考えら
れる。そこで本研究では、インジェクター注入実施情報
から注入条件と最大圧の関係を調べ、リミッター設定の
最適化の可能性を検討した。
【方法】注入実施情報から、造影剤の種類、注入速度、
最大圧を抽出し、関係を調べた。また、検査時と同じ注
入ルートを用いた実験を行い比較した。
【結果および考察】最大圧の平均値は、実施情報、実験
値共に、注入速度が速いほど大きく、造影剤の種類で異
なった。また実施情報の最大圧のばらつきは、注入速度
が速いほど大きかった。従って、インジェクターのリ
ミッター設定を、造影剤の種類と注入速度別に設定し、
患者間のばらつきを考慮に入れることで、検査の最適化
が可能であると考えられた。

112 外套に側孔が設けられた新しい造影用留

置針の有用性の検討

1浜松医科大学医学部附属病院 放射線部
吉田 逸郎1、竹井 泰孝1、福岡 通大1、大庭 孝志1

【目的】留置針の外套先端に側孔が設けられた新型留置
針の有用性を検討する。
【方法】370 mgI/mlのシリンジ製剤を自動注入器に
セットして注入速度を変化させて造影剤の注入を行い、
注入圧力と留置針の形状との関係について検討した。同
様に臨床で使用した際の注入圧力の調査を行った。
【結果】実験系では、新型留置針が22G、24Gともにす
べての注入速度において、側孔なし留置針よりも圧力が
有意に低値となった。しかし臨床では22Gで注入速度が
約2.5ml/s以下のとき、新型留置針の圧力が従来型留置
針より低値となったが、注入速度が約2.5ml/s以上で逆
転した。24Gではすべての注入速度において、新型留置
針が従来型より圧力が低値となった。
【考察】実験系において、新型留置針は従来型留置針に
比べ、より低い圧力で注入が行えることが確認された。
しかし臨床では穿刺する血管の内径や蛇行等により、注
入速度と圧力の関係が必ずしも一定にならないと考えら
れる。
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113 CT位置決め画像による造影剤高圧注入が

可能な皮下埋め込み型ポートの識別能の検討

1三重大学医学部附属病院 中央放射線部
久保岡 直哉1、山崎 暁夫1、橋爪 健悟1、
若林 里紗1、永澤 直樹1、牧 浩昭1

【目的】造影剤の高圧注入が可能な皮下埋め込み型ポー
ト（パワーポート、メディコン社）がある。従来のポー
トとの識別方法としてX線画像によるCTマーカの確認
があるがCT位置決め画像で識別が可能か検討を行った。
【方法】DefinitionFlash (SIEMENS)、
Discovery750HD (GE)、AquilionONE (TOSHIBA)を
使用した。胸部ファントムにパワーポートを配置し、
CT位置決め画像による識別能を、管電圧、管電流、ス
カウト長、ポート留置部位の違いにより検討した。識別
能は視覚にて4段階評価とした。
【結果】750HDはどの条件下においても良好な識別能
を示した。AquilionONEはどの条件下においても識別
が困難であった。Flashはスカウト長が1000mmの場合、
識別が困難であった。
【考察】750HDは良好な識別能を得ることができたが
他装置においては撮影条件によって識別できない場合が
ある。CT位置決め画像のみでCTマーカの確認を行うに
は注意が必要である。

114 Dual Energy撮影における仮想単色X線画像

の物理特性の基礎的検討

1三重大学医学部附属病院 中央放射線部
橋爪 健悟1、山崎 暁夫1、久保岡 直哉1、
若林 里紗1、永澤 直樹1、牧 浩昭1

【目的】Dual Energy撮影における仮想単色X線画像は
自由な実効エネルギー設定により、任意のkeV画像を得
ることができる。今回、各keV画像における物理特性を
評価した。
【方法】CTはSOMATOM Definition Flash
(SIEMENS)とDiscovery750HD (GE)を使用した。人体
組織のCT値と実効エネルギーの関係を評価した。また、
ワイヤーファントムを用い空間分解能をMTFで評価し
た。そしてCatphanを用いノイズ特性をNPSで評価した。
【結果】高吸収組織は実効エネルギーの上昇によりCT
値が低下した。負のCT値を呈する組織は実効エネル
ギーの上昇によりCT値が上昇した。MTFは実効エネル
ギーの違いにより異なる特性を示した。また実効エネル
ギーの違いによるNPSの形状変化はみられなかった。
【考察】各keV画像における物理特性を把握することが
できた。

115 デュアルエナジーCTにおける仮想非造影画

像のCT値の評価

1金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線科学技術
専攻、
2金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
澤村 圭祐1、本田 優樹1、谷下 温子1、山盛 萌夕1、
松原 孝祐2、越田 吉郎2

【目的】デュアルエナジーCTの造影画像より作成した
仮想非造影画像が通常の非造影画像と比較して同等の
CT値を呈するかについて評価を行った。
【方法】腹部造影検査を施行した52例(年齢68.6±10.1
歳)の非造影画像および仮想非造影画像(動脈相、門脈相、
平衡相より作成)の肝臓、筋肉、腎臓、脾臓、膵臓、大
動脈に関心領域を設定してCT値を測定した。各群のCT
値についてボンフェローニの方法で多重比較を行った
(有意水準0.05)。
【成績】肝臓、筋肉、右腎においては非造影画像と仮想
非造影画像のCT値の間に有意差は認められなかった。
大動脈では全ての仮想非造影画像で、脾臓では動脈相と
門脈相の仮想非造影画像において有意にCT値が高く
なった。
【考察】大動脈、脾臓、膵臓を除く臓器において仮想非
造影画像は非造影画像と同等のCT値を呈した。仮想非
造影画像間のCT値を比較すると、動脈相、門脈相では
高くなる傾向を認めたため、平衡相での作成が最も適切
である。

116 Dual Energy Imagingによる血管狭窄率の評

価

1福井大学 医学部 附属病院
笹本 耕平1、丸山 力哉1、石田 智一1、
安達 登志樹1

【演題】Dual Energy Imagingによる血管狭窄率の評価
【目的】当院で稼働しているCT：Discovery750HD
(GE社)ではDual Energy Imaging (以後GSI)が可能であ
る．装置の導入に伴い頸部血管撮影などに使用され始め
たので，その際の血管径や狭窄率の違いについて今回評
価することとした．
【方法】16cmのCTDIファントムに水および数種の希釈
造影剤を入れた模擬血管ファントムを挿入し，当院の頸
部撮影条件とGSIモードで撮影し，得られた画像より
Image Jで血管径・狭窄率の変化について面積および内
腔径の比の2通りの方法で，水での測定結果を基準とし
て比較・評価した．
【結果・考察】全体的に，面積による測定では狭窄率が
大きく測定される傾向が見られた．またCT値が高く
なった場合も狭窄率は大きくなった．これは，通常の撮
影法に比べGSIでは形状再現性が低いからだと考えられ
る．
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117 Dual energyを用いたmetal reductionの線

量依存の検討

1名古屋市立大学病院 中央放射線部
渡邉 雄太1、大橋 一也1、水野 恭介1、堀内 一樹1、
近藤 雅裕1

【目的】Dual energyを用いたmetal artifact reduction
の線量依存の検討.
【 方 法 】 Siemens SOMATOM Definition Flash
(Definition Flash)でチタン製金属を埋め込んだファン
トムを撮影 .撮影は以下の条件で行った .管電圧:100 kV
とSnフィルタを付加した140 kV(100/ Sn 140 kV).mAs
値 :20,33,50,67,80,100,133,200 mAs.取得した画像が
各々400 mAs等価となるよう平均化を行い,メタルアー
チファ クトの 強い箇 所と 弱い箇 所に region of
interest(ROI)を置きStandard Deviation(SD)にて比較
検討をした.
【成績】100/ Sn 140 kVにおいて20 mAsから100 mAs
にかけてSDが減少し ,それ以降はSDはあまり変化しな
い傾向にあった.
【結論】100/ Sn 140 kVにおいてmetal artifact
reductionの効果が適正に働く線量域があり,ただ線量を
増やせばよいものではないと考えられる .今回はチタン
製金属の物を使用したが ,他金属での検討も今後必要だ
と考えられる.

118 金属アーチファクト低減処理の効果

1名古屋大学 医学部附属病院、
2名古屋大学 医学部 保健学科
遠藤 真紀1、今井 國治2、堤 貴紀1、阿知波 正剛1、
森 政樹1、西本 卓矢1、古川 悌史1、近藤 悟1、
米田 和夫1

【目的】近年、逐次近似法を応用した金属アーチファク
ト低減アルゴリズムが開発され、コイル塞栓後のCT検
査において、その有用性が期待されている。そこで本報
では、極値統計学的手法を用いてこの処理によるアーチ
ファクト低減効果を定量的に検討した。
【方法】本研究ではニッケルクロム合金及びプラチナ製
コイルを使用し、これらのコイルを各々水中に固定した
上で面検出器CT装置によるスキャンを行った。今回、
金属アーチファクトがどの程度低減したかを定量解析す
るため、アーチファクト低減処理前後の画像を対象に
Gumbel法を適用した。
【結果・考察】処理前画像ではプラチナ製コイルによる
アーチファクトの方がニッケルクロム合金より高いCT
値変動を示した。そこでこれらの画像に対しアーチファ
クト低減処理を施したところ、前者の軽減割合は後者よ
りも大きかった。このことから、アーチファクト軽減効
果はコイルの材質に依存することが判明した。

119 口腔領域における金属アーチファクト低減

再構成法が臨床画像に及ぼす影響

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
深尾 光佑1、糟谷 明大1、赤井 亮太1、
佐々木 綾美1、和田 悠平1、伊藤 暢浩1、
河野 泰久1、佐野 幹夫1、玉木 繁1

【目的】口腔領域におけるCT検査は義歯のアーチファ
クトにより目的部位が評価困難となる症例が多い．本研
究は金属アーチファクト低減再構成法（SEMAR）が口
腔領域の臨床画像に及ぼす影響について検討する．
【方法】 320列面検出器CTを用いて口腔領域の撮影を
行った32症例（義歯あり：26症例，義歯なし：6症例）
の臨床画像についてレトロスペクティブに解析した .各
画像のCT値，SD値，Artifact Index（AI）値を測定し，
アーチファクト低減ソフト使用画像（SEMAR）,未使用
画像（ORG），義歯なし症例と比較した．
【結果・考察】内側部のCT値について，SEMAR
（ 65HU ）は ORG （ 191HU ）と比較し義歯なし
（51HU）に近い値を示した .SD値は部位に，AI値は義
歯数に各々依存する結果となった．SEMAR使用はアー
チファクトによる欠損データの改善，評価困難症例の減
少に寄与すると考えられる.

120 半導体検出器を用いたX線CTの半価層測定

に対する精度検証 －CT用電離箱を用いた従来

法との比較－

1中津川市民病院 医療技術部
丹羽 伸次1、原 孝則1、加藤 秀記1、和田 陽一1

【目的】半導体検出器を用いたX線CTの半価層測定につ
いて，固定照射法と回転照射法における測定精度を検証
する．
【方法】固定照射法は，半導体検出器 (Piranha：RTI
社製)をX線CT装置(Emotion 6：シーメンス社製)のガン
トリ中心部に配置し，X線管を0時方向に固定しX線照射
を行った．回転照射法は，0時方向に約2 cmの開口を設
けた鉛箱内に半導体検出器を配置し，X線管を回転させ
X線照射を行った．また，X線の固定照射とCT用電離箱，
アルミニウム減弱板を用いた従来法による半価層測定を
行い，この値を基準値として半導体検出器で得られた値
と比較した．
【結果】半導体検出器による半価層値と従来法との差は，
固定照射法で0.09～0.16 mmAl，回転照射法で0.02～
0.07 mmAlとなった．
【考察】半導体検出器を用いた半価層値は従来法とほぼ
等しい値を示しており，正確性及び簡便性に優れた手法
であるが，他のX線CT装置を含めた更なる検討が必要で
あると考える．
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121 Computed tomography 装置における被写

体内の線質測定

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、
3金沢大学医薬保健研究域保健学系
三高 愛実1、村崎 祐一2、伊藤 翔太2、渋谷 真緒1、
市川 勝弘3

【目的】現在のComputed tomography (CT) 装置は，
装置間で様々であるが，被写体外の線質と画像化に寄与
した線質が異なっている可能性がある．そこで，再構成
画像のCT値から被写体内の線質の推測を試みた．
【方法】アクリル，ポリプロピレン，及びポリスチレン
を直径30，20，及び15 cmの水ファントム内に固定し，
管電圧130，110，及び80 kVで撮影した．エネルギー毎
の物質のCT値テーブルを作成し，得られたCT値から実
効エネルギーを推測した．
【結果】80，100，130 kVの実測エネルギーは，それ
ぞれ，42.3，50.4，55.1 keVであったのに対し，20cm
ファントム内の樹脂のCT値から推測した値は，55.5，
65.2，70.0 keVであり，約13～15 keV高くなった．樹
脂間の実効エネルギー差はどのファントム径においても
僅かであった．

122 320列CTにおけるオーバーレンジングの評

価

1社会医療法人 厚生会 木沢記念病院、
2阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科
瀬戸 優麻1、酒向 建二1、庄司 力哉1、坪内 隆将1、
山内 浩司2

【目的】CTの多列化により高速撮影が可能となったが、
同時にオーバーレンジングも増加している。今回、我々
はヘリカルスキャン撮影時のオーバーレンジングについ
て検討したので報告する。
【方法】イメージングプレート（IP）を日常点検用ファ
ントムに巻きつけアイソセンターに配置し、撮影範囲を
100mmとして撮影を行った。ディテクタ列数、ヘリカ
ルピッチ、回転時間を変化させファントムを撮影し、得
られたIP画像の照射範囲からオーバーレンジングを測定
した。
【結果】・オーバースキャン範囲は列数、ヘリカルピッ
チを多くすると広がる傾向があり、最大70mmのオー
バーレンジングを認めた。・回転時間による大きな違い
は見られなかった。
【考察】列数、ヘリカルピッチが多くなると寝台移動速
度が上がるためオーバーレンジングが広くなると考える。
生殖腺やペースメーカー部を撮影範囲から外して撮影す
る場合、今回の結果を考慮し撮影する必要があると考え
る。

123 当院における健診胸部CTの撮影条件の検

討

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部 放
射線技術科
本多 健太1、鵜飼 智子1、赤井 亮太1、森部 龍祐1、
中川 達也1、桑山 真紀1、佐野 幹夫1、玉木 繁1

【背景・目的】当院の健診胸部CTは,読影医による臨床
画像の視覚評価から ,体型に関わらず縦隔領域の読影に
支障がないことを重視した低線量条件を設定した.今回
低線量条件での健診CT受診者に対して体型とノイズを
測定し,改善点を検討した.
【方法】撮影はAECを使用し ,5mGyを目安にNoise
Index(NI)を調整した .対象者115名に対しBMIと甲状腺,
心臓,肝臓のSD及びSDを測定した横断像での身体の断面
積を長径・短径から算出した.
【結果・考察】BMIとNIとの間,心臓と肝臓のSDとNIと
の間には正の相関を認めた.一方で甲状腺のSDとNIとの
間には相関を認めなかった .これは低線量における管電
流変調では肩の影響で横断面の体型を補正しきれていな
いことや甲状腺近傍の構造物におけるアーチファクトが
考えられる .今後BMIなどの体型指標に合わせAECを活
用していく際には ,まず甲状腺の診断能が担保される線
量について検討していく必要がある.

124 日本診療放射線技師会2013年度線量調査

X線CTの詳細分析

1藤田保健衛生大学病院 放射線部、
2市立横手病院、
3大阪府立母子保健総合医療センター、
4名古屋大学大学院医学系研究科、
5愛知学院歯学部附属病院
井田 義宏1、藤原 理吉2、阿部 修司3、小山 修司4、
松尾 綾江5、法花堂 学2

【目的】昨年度日本診療放射線技師会で行った線量調査
のX線CTに関する事項は，2014年3月号の会誌で中間報
告されたが，すべてのアンケート設問に対しての分析は
報告されていない．今回，アンケート内容を詳細分析し
検討した．
【方法】アンケート307件の有効回答の内「診療放射線
技師数」「X線CT認定技師のプロトコールへ関与の有
無」「メーカ別」の分析を行った．また，線量評価値は
成人の頭部，腹部，胸部のCTDIを使用した．
【結果】技師数分析では，頭部CTで技師数1～5名の施
設で78～83mGyと小さい値であったが6名以上の施設で
は87～90mGyとなった．胸部，腹部は傾向がみられな
かった．認定技師有無の分析では頭部，胸部，腹部すべ
てで認定技師関与群のCTDIが大きかった．メーカ別分
析では頭部CTにおいて差が大きかった．
【考察】今回母数が少ないので評価精度は十分ではない
が，傾向を知る上で参考となった．
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125 計算流体力学による血流動態解析：使用す

る形体画像による影響について

1名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻
医用量子科学分野、
2名古屋大学 脳とこころの研究センター、
3磐田市立総合病院 放射線技術科、
4株式会社アールテック
米山 祐也1、礒田 治夫2、寺田 理希3、小杉 崇文4

【目的】本研究では、計算流体力学(CFD)による血流動
態解析に使用する形体画像の違いによる影響を検討する
ことを目的とし、回転血管撮影 (RA),CT血管撮影
(CTA),MR血管撮影(MRA)で得られた形状を用いたCFD
を行い、microCTで得られた形状によるCFDと比較し
た。
【方法】シリコン製の脳動脈瘤モデルを用いて、
microCT,RA,CTA,MRAデータを取得した。各形体画像
から血管形状を抽出し、収縮期の脳血流を模擬した流量
を境界条件として定常流のCFD解析を行い、動脈瘤内
の壁剪断応力 (WSS)分布図・流線図を算出した。
microCTの解析結果を基準とし、RA,CTA,MRAの解析
結果と比較を行った。
【成績】WSS分布図・流線図共に、RA,CTA,MRAは良
い一致を示したが、microCTとは一致しなかった。
【結論】RA,CTA,MRAで得られた形状を用いたCFD解
析から算出したWSSと流線図は良好な一致を示してい
たが、microCTの結果とは異なっていた。

126 異なる正則化パラメータのTKD再構成を利

用したSWIM法によるQSM

1名古屋市立大学病院 中央放射線部
菅 博人1、荒井 信行1、森 清孝1、西脇 祐太1、
國友 博史1、笠井 治昌1

【目的】Quantitative susceptibility mapping（QSM）
は強い磁化率の組織からストリークアーチファクトを生
じる．QSM の再構成法の一つである susceptibility
weighted imaging and mapping（SWIM）は強い磁化
率の部位のマスク画像を使ってアーチファクトを抑制す
る手法である．そこで強度画像のエッジ情報を参照する
新たなマスク画像の作成法を用いたSWIMによるQSM
をシミュレーション画像で検討した．
【方法】複数の異なる正則化パラメータのthreshold-
based k-space divisionで再構成したQSMのエッジ画像
と強度画像のエッジの差が小さくなるまで閾値を可変さ
せてマスク画像を作成した．そのマスク画像を用いた
SWIM法で再構成を行った．画像の信号雑音比を5から
100まで変化させて磁化率，マスク画像の誤差を測定し
た．
【結果】すべての信号雑音比で誤差の小さいマスク画像
を作成し，アーチファクトを抑制できた．磁化率は設定
値とほぼ一致した．

127 可変flip angle 3D-TSE(SPACE)法を用いたT1
強調画像のパラメーター検討

1愛知医科大学病院 中央放射線部
遠藤 真1、清水 郁男1、清水 希1、西井 厳夫1、
望月 博1

【目的】3D-TSE(SPACE)法において新しいflip angle
モード(T1 var)が使用できるようになった。そこで、
SPACE法T1 varモードでパラメーターが画質に及ぼす
影響について検討する。
【方法】使用機器はMAGNETOM Skyra 3.0Tと、寒天
と造影剤の濃度を変えて作成した自作コントラストファ
ントムを 使用 し 、 T1 var モ ードで TR,TE,Turbo
factor(TF)を変化させたときのコントラスト比(CR)、コ
ントラスト雑音比(CNR)を測定し比較した。また、JIS
ファントムのスリット板をTurbo factorを変化させて撮
像し、blurringの影響について視覚評価した。
【結果・考察】TRを延長させるとCRは低下するが、
SNが上昇し CNR は向上した。 TEは 10 ～20ms で
CR,CNRともに大きくなる傾向になり、20ms以上では
低下した。 TFを延長させてもflip angleを可変させるこ
とでCRを維持できたが、TFの延長はSNRを低下させ、
CNRが低下した。またTFの延長に伴いblurringの影響
で空間分解能が低下した。

128 受信コイルの設置角度とSNRの関係

1小牧市民病院 放射線科
郡 倫一1、倉田 和馬1、前田 安貴子1

【目的】頭部撮影時 ,顎が拳上している患者では頭部用
コイルが被れないことがあるが ,コイルを傾けることで
使用できることがある .だが,SNRとコイルの設置角度に
は,一定の相関関係があるといわれている.今回受信コイ
ルの設置角度を変え,SNRを測定した.
【方法】コイルの設置角度を静磁場方向に対して縦方向
と横方向に変更した時,感度補正を使用した時を撮影し ,
差分法を用いてSNRを求めた.
【結果・考察】1ch表面コイル以外ではコイル設置角度
の傾きに応じて ,SNRは低下したが ,指数関数的ではな
かった.これは,multi channel coilの為channel数,感度分
布の違いなど,受信コイルの特性によるものと考えられ
る.また,静磁場方向に対して,90°になっても無信号にな
らず最大でも0°のSNRに対して40%の値であった.静磁
場方向に対して横方向へ角度を変えた時、縦方向に角度
変更した場合に比べ,SNRの低下は緩徐であった.また,感
度補正によりSNRの低下が若干改善した.
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129 体動画像におけるVSRAD解析の正確性の

検討

1和楽仁 芳珠記念病院 画像診断センター
別所 貴仁1、香林 和幸1、庄田 隆志1、中崎 歩1

【目的】体動のある画像におけるVSRAD解析の正確性
を検討すること。
【方法】VSRAD用に通常通り撮像した画像をImage-J
で読み込み、画像間演算およびフィルタ処理によって体
動のある画像を作成した。Image-Jのプラグイン機能を
利用してDICOM保存を行い、DICOM編集ソフトを用
いて、VSRAD解析の読み込みに必要なDICOMタグ情
報（スライス厚、スライス間隔、画素サイズ等）を追加
した。元画像と作成した体動画像との比較をZ-scoreに
て行った。
【結果】多少の体動があってもVSRADの解析処理を行
うことができた。体動のある画像ではZ-scoreの値が変
化し、認知症の程度が過小評価または過大評価された。
【考察】体動画像においてZ-scoreが低くなった要因と
しては、リフォーマットされたAxial画像のボケ要因が
強く、灰白質、白質、脳脊髄液の組織分割処理の精度が
低下したためと考える。

130 頭頸部IMRTにおけるクッション固定の有無

による再現性・固定性の評価

1偕行会 名古屋共立病院 医療技術部 画像技術課
小栗 佑太1、中澤 寿人1、松永 雄太1、萩原 昌宏1、
滝川 幸則1、内山 幸男1、山田 雅巳1

【目的】定位放射線治療装置ノバリスで頭頚部病巣の
IMRT照射をする際に用いる固定用クッションの使用例
と不使用例のセットアップの再現性・固定性を評価した。
【方法】2006年7月から2014年6月までに実施した頭頸
部IMRTの際に、シェル固定に加えて、クッションを使
用した9例と使用しなかった9例の計18例、177回のセッ
トアップデータより平行移動と回転移動の平均と標準偏
差を算出し、再現性と固定性を比較した。
【結果】再現性の評価では、クッション使用例は不使用
例より平行移動の誤差がわずかに大きいが、long方向を
除く回転移動誤差は小さかった。固定性の評価では、
クッション使用例が平行移動と回転移動とも良好であっ
た。
【考察】クッションを使用することによって、患者背部
の固定される範囲が格段に多くなるため、再現性・固定
性が共に良好であったと考えられる。

131 CTDIファントムを用いたCone-Beam CT
（CBCT）の品質管理についての検討

1浜松医科大学医学部付属病院 放射線部
坂本 昌隆1、竹井 泰孝1、岩田 裕太1、池田 浩章1、
竹田 浩康1

【目的】CTDIファントムを用いて放射線治療装置に装
備されているCBCTのファントム長とファントム中心線
量の関係を測定して,CBCTの品質管理への応用を検討し
た.
【方法】放射線治療装置（Varian Clinac iX） ,160
mmφCTDI測定用ファントム ,多機能X線アナライザー
（ Accu-Gold+:Radcal ） , 電 離 箱 検 出 器 （ 10X6-
0.6CT:Radcal）,半導体検出器（AGMS-D+:Radcal）を
用いた.コリメーション幅を変化（1から18 cmまで,1 cm
間隔）させたときの各ファントム長（600,450,300,150
mm）におけるファントム中心の空気カーマを測定した.
【結果】ファントム長600 mmと150 mmではコリメー
ション幅が広がるにつれて空気カーマの差が大きくな
り,18 cmのコリメーション幅で最も大きくなった .また,
ファントム長600 mmと450,300 mmでの差はわずか
だった.
【結論】CTDIファントムによってCBCTの日常的な線
量管理を行うことは可能であるが,少なくとも300 mm以
上のファントム長が必要と考える.

132 放射線治療装置における放射化物の管理

に関する学会標準に準じた医用直線加速装置の

廃棄

1名古屋市立大学病院 中央放射線部
土屋 貴裕1、福間 宙志1、江口 佑太1、目方 祐司1、
北川 裕人1、笠井 治昌1、廣瀬 保次郎1、川野 誠1

【目的】放射線治療装置更新に伴い、X線の公称エネル
ギー18MVを有する医用直線加速装置Varian 社製
Clinac23EX の廃棄を行う。今年度「放射線治療装置に
おける放射化物の管理に関する学会標準」が正式リリー
スされ、”X線最大エネルギーが10MeVを超えるもの”
は廃棄時に放射化を考慮するため、学会標準に準じて廃
棄することを目的とする。
【方法】18MVのX線を使用した臨床プランを照射して、
照射直後から電離箱式サーベイメータとγ線スペクトロ
メータを用いて経時的に測定を行った。放射化核種の推
定はγ線スペクトルより解析し、放射化の減衰は線量率
とγ線スペクトルで得たカウント数より評価した。
【結果】放射化核種は照射直後に62Cu， 64Cu、3日後に
187Wなどが推定された。また3日後には照射直後の0.5%
に放射化が減衰した。学会標準には廃棄は照射停止後3
日間以上空けるとある。本データも3日間で平衡に近づ
き、学会標準に準じた廃棄が可能だと考える。
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133 当院における治療計画用CTの適正スライス

厚の検討

1愛知医科大学病院 中央放射線部
小関 弘智1、金田 直樹1、中村 和彦1、安藤 未央1、
青山 貴洋1、中村 勝1

【目的】当院では、2014年5月の新病院の開院に伴って
Varian社製TureBeam STxが導入された。そこで通常
の外照射だけでなく高精度放射線治療が可能となったの
で、治療計画に最適なスライス厚の検討を行った。
【方法】20、30、40mmΦのアクリル球をAquilion LB
でスキャンし、スライス厚を変化させ体軸方向の
Profile curveを計測した。次にスキャンデータを治療計
画装置Eclipseに送り、アクリル球をContouringしMLC
で照射野を形成して、その照射面積及びMLCのX/Y開度
比を計測した。照射野はコリメータ0°と90°で作成し
た。
【結果】アクリル球のProfile curveはスライス厚が厚い
ほど半影が広く、実際の大きさとの乖離が大きくなった。
照射面積はコリメータ0°では大きな変化がなく、90°
の時にスライス厚間で差が生じた。また、X/Y開度比は
3mm以上のスライス厚で等方性が悪くなった。
【考察】当院の治療計画用CTのスライス厚は2mm以下
が適正であると考えられる。

134 陽子線治療におけるCTシミュレータの安定

性の検討について

1名古屋市立西部医療センター 陽子線治療センター
陽子線治療技術科
奥村 郁代1、柴田 洋希1、吉田 敦1、林 建佑1、
安井 啓祐1、山本 貴大1、鈴木 利徳1、磯山 茂1

【目的】陽子線治療において、CT値の変動はCT値-水等
価厚変換テーブルから換算される飛程に影響を与え、治
療の精度に関係する。本研究ではDaily、Monthly、
Annual QAの結果に基づき、CTシミュレータAquilion
LB〔東芝〕の安定性の検討を行ったので報告する。
【方法】当施設ではAAPMレポートのTG66を基に、
Daily、Monthly、Annual QAの項目を策定し、行って
いる。ファントムとしてはCT 評価用ファントム
Catphan〔The Phantom Laboratory〕、CT値電子密度
ファントムModel 062〔CIRS〕を用い、解析を行った。
【結果・考察】CT値に関しては、Daily QAでの変動は
±5 HUの範囲であった。Monthly、Annual QAでは
様々な物質のCT値を測定し、電子密度ファントムでは
0.5%程度の誤差であった。その他の項目についても、
結果はトレランス内で安定していた。

135 条件つきMRI対応ペースメーカの体制づくり

と検査を経験して

1市立敦賀病院 放射線室、
2同院 放射線科、
3同院 循環器内科、
4同院 検査室
田泉 智明1、松山 聡1、清水 敦之1、山崎 厳1、
日比 武1、木船 孝一2、音羽 勘一3、坊 直美4、
河野 裕樹4

【目的】条件付きMRI対応PMにおいて当院でMRI検査
が出来るよう体制を整え確実で円滑な部署連携の構築を
すること。
【方法】必要4職種のWebトレーニングから開始し終了
後に施設基準を満たしていることを確認した。次に内科、
放射線科看護師や内科外来アシスタントなど職種を広げ
て話し合いを重ね、専用のチェックリストやマニュアル
を作成してリスクの削減とスムーズ化を図った。並行し
て院内勉強会も行った。しかし、検査を行うと問題点が
浮き彫りになったため再び話し合いを重ね、より当院に
合った体制を作り上げていった。
【結果】各職種において知識と意識の向上が見られ、よ
り親密な部署連携の体制を確立することができた。
【考察】多くの手間を要したが得たものも大きかった。
目的の達成はもとより意識の向上とチームでの達成感は
他業務においても効果を感じることができた。これは
チーム医療の中で診療放射線技師がさらに一歩前進でき
るチャンスであると感じた。

136 医療安全性の向上を目指したMRI検査問診

の見直し

1社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線科
豊城 嗣夫1、小島 隆行1、辻井 重吉1、大坪 寛知1、
神谷 悟1、安野 泰史1

【背景】当院では、電子カルテ化に伴いMRI検査オーダ
時は医師が電子カルテ上に表示される項目を口頭で問診
を行う電子的な運用を行っていた。 しかし、様々な制
限もあり十分な問診ができずインシデントが発生してい
た。
【目的】問診項目と運用方法を見直し、病院全体でMRI
検査の安全に関する意識向上を目指した。
【方法】医療安全室と放射線科で共同し、問診項目を大
きく見直して紙運用のチェックリストを作成しＤＡＣＳ
に取り込んだ。また、MRI検査に対する同意書を作成し、
MRI検査の安全性向上を患者、医療者間で共有できるよ
うにした。
【結果】問診項目を見直し、紙を基本とした運用に変更
したことにより、インプラントに関するインシデントレ
ポートは減った。
【考察】MRI検査の問診に関して紙と電子的媒体のハイ
ブリッド運用を行い、患者、看護師、医師、放射線技師
による安全機構を構築することができた。
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137 金属アーチファクトに対するView Angle
Tilting使用時の歪みとボケに関する検討

1愛知医科大学病院 中央放射線部
西井 厳夫1、清水 郁男1、遠藤 真1、清水 希1、
望月 博1

【背景と目的】体内インプラントによる金属アーチファ
クトの改善策の１つであるView Angle Tilting (VAT)が
当院で使用できるようになった。
今回，VATを用いた時の歪みとボケの評価，検討を行っ
た。
【方法】寒天にチタン製のスクリューを埋め込んだ自作
ファントムとJISファントムを用いて，VAT値を変えて
撮像し，歪みとボケの評価を行った。
また，分解能とバンド幅をそれぞれ変化させた時の歪み
とボケの変化を評価した。
MRI装置はSiemens社のMAGNETOM Aera。
【結果】VAT値を大きくするほど周波数方向の歪みは低
減したが，ボケは大きくなった。
分解能，バンド幅が低い方がVATによる歪みの低減効果
はより高かったが，ボケは大きくなった。
【結論】体内インプラントがある場合は，VATを使用す
ることで歪みが抑えられ，分解能とバンド幅を上げるこ
とでボケの少ない画像が得られることが分かった。

138 当院3機種のMRI画像の歪みの比較検討

1愛知医科大学病院 中央放射線部
清水 郁男1、青山 貴洋1、遠藤 真1、西井 厳夫1、
清水 希1、須田 康介1、望月 博1

【目的】定位放射線照射の治療計画ではCT画像にMRI
画像を重ね合わせて治療範囲が決定される。MRI画像は
歪みが生じるため、治療計画に影響を及ぼすことになる。
今回、当院の静磁場強度、ボア径の異なる3機種のMRI
装置の画像の歪みの検討を行った。
【方法】ラジオサージェリー治療計画ファントームを用
いて3機種のMRI装置で3D撮像し、CT画像との比較を
行った。撮像シーケンスは3D-VIBE。MRI装置はシー
メンス社製Skyra 3T、Aera 1.5T、Avanto 1.5T。
【結果】歪みが一番少ないのは、ボア径が小さく、マグ
ネット長が長い Avanto1.5T であった。 Distortion
correctionを用いることにより、歪みは改善され、3D
Distortion correction Filterを使用することで、歪みは
より改善された。今回、gradient系のシーケンスでの検
討を行った。今後SE系のシーケンスを含めて歪みの検
討を行っていきたい。

139 low b-valueの加算回数がADCに与える影響

1磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科
山田 英司1、寺田 理希1、松芳 圭吾1、大杉 正典1、
安澤 千奈1

【背景・目的】拡散強調像の撮像時、ADCを作成するた
めには2点以上のb-valueを用いて撮像する必要がある。
当院では撮像時間短縮のためlow b-value(b0)の加算回数
を1回で行っている。しかし、動きの大きな部位を撮像
する際、b0加算回数がADCに影響を与えることが懸念
される。そこで静止物体、動体物体を撮像した拡散強調
像において、b0加算回数がADCにどのような影響を与
えるか検討した。
【方法】自作ファントムを用い、high b-value (b1000)
の加算回数は一定でb0加算回数を変化させ撮像。次に、
同条件でボランティアの上腹部を自然呼吸下にて撮像し、
評価対象は拡散制限の大きい脾臓とした。それらについ
て加算回数の違いによりADCは変化するか比較した。
【結果】ファントム実験ではb0加算回数の違いによる
ADCの変化は認めなかった。ボランティア撮像では、
b0加算回数が少ないほどmisregistrationの影響が顕著
になり、ADCのバラつきが大きくなった。

140 拡散強調画像におけるMPGパルス3軸同時

印加法と従来法の比較検討

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科
大久保 裕矢1、細野 翔太1、藤田 真広1、
杉浦 広晃1、今泉 康弘1、伊藤 暢浩1、河野 泰久1、
佐野 幹夫1、玉木 繁1

【目的】拡散強調画像におけるMPGパルス3軸同時印加
法(3in1)と従来法(ALL)の比較検討を行った。
【使用機器】GE社製1.5TMRI装置、HEAD Coil、MRI
ファントム90-401型(日興ファインズ)
【方法】3in1とALLの2種類のMPGパルス印加方法(b
値：1000s/mm2)にてファントム撮像を行った。評価項
目はSNRとADCとした。SNRは差分法で、ADCは2点
法で算出した。ADC測定点はファントム中央(Center)と
周辺部(Off-Center)4ヶ所に設定した。
【結果および考察】SNRは同一撮像時間においてALL
より3in1で高くなった。この要因として、3軸同時印加
によるTEの短縮が考えられた。ADCはCenterで両者に
差は認められなかったが、Off-Centerで異なる結果と
なった。この要因として、画像歪みと再構成アルゴリズ
ムによる影響が考えられた。
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141 新病院に設置したリニアック2機種のBeam 
Data取得経験

1愛知医科大学病院 中央放射線部
金田 直樹1、青山 貴洋1、安藤 未央1、小関 弘智1、
中村 勝1、中村 和彦1

【目的】新病院開院によりVARIAN社製TrueBeam STx
新規導入とCLINAC-iXの移設によるBeam Data取得経
験の報告。Flattening Filter Free Mode(FFF Mode)の
Beam特性の評価。
【方法】2機種とも6MV・10MV－X線を有するので各
エ ネ ル ギ ー の PDD ・ OCR を PTW 社
MEPHYSTOmc2(Version1.8)を使用し各指標の評価を
した。FFF Modeと通常Modeのプロファイルを各照射
野毎に評価した。
【結果】TrueBeam STxとCLINAC-iXの6MV・10MV-
X線はほぼ同様のPDD曲線となった。TrueBeam STxと
iXの照射野10cmX10cmでのDmaxは6MV-X線で14mm、
10MV-X線で23mmとなり同じ値であった。FFF Mode
は6MV・10MV-X線で比較すると照射野3cmX3cmの
PDDでDmaxが約1mm浅くなった。OCR は照射野
3cmX3cm以下でFFF Modeとほぼ同様のプロファイル
曲線となった。
【まとめ】2機種間でのエネルギーの互換性を理解する
事でリニアックのビーム不調時に迅速な対応ができる。
FFF Modeの特性を生かした放射線治療計画が出来る。

142 名古屋陽子線治療センターにおける拡大

ビーム法を用いた陽子線治療装置の精度管理

1名古屋市立西部医療センター 陽子線治療技術科
木納 英登1

【目的】名古屋陽子線治療センターでは2013年2月に陽
子線拡大ビーム法による治療を開始した。本研究ではこ
れまで1年8カ月分の精度管理（QA）の結果を報告する。
【方法】Daily、Monthly、Annualの線量測定や幾何学
的なQAのプロトコールを作成し、二次元検出器〔PTW
OCTAVIUS 〕 、 電 離 箱 線 量 計 〔 PTW Farmer
Chamber〕、固体ファントム〔京都科学 タフウォー
ター〕、幾何学QA用のジグなどを用い実施している。
【結果】Daily QAの出力測定においてLevel1のトレラ
ンスを上回ることがあった。また、トレンドをみると季
節的な変動も見られた。Monthly QAの多くはトレラン
ス以内であったが、呼吸同期の定常性でやや変動が見ら
れた。
【考察】季節的変動は加速器や線量計など装置特性によ
るものではないかと考えられるが、処方線量は実測ベー
スで決定しており、変動としても2 %以内であるため問
題ないと考えられる。呼吸同期の定常性はRMWとの関
連など検討を進めている。

143 当院におけるCBCTを用いたセットアップ精度

の解析

1愛知医科大学病院 中央放射線部
中村 和彦1、青山 貴洋1、安藤 未央1、小関 弘智1、
金田 直樹1、中村 勝1

【目的】当院では2014年5月よりVarian社製TrueBeam
STxが稼動している。CBCTによる画像照合を用いた治
療件数が増加してきたので、セットアップエラーとセッ
トアップマージンについて解析した。
【対象・使用機器】CBCTによる画像照合を行った症例
を対象とした。加速器およびOBIシステムはVarian社製
TrueBeam STx、画像解析ツールはVarian社製ARIAを
用いた。
【方法】画像照合に基づく補正量からvrt方向・lng方
向・lat方向と3軸ベクトル合成（以下3D）を調べ、Van
Herkの2.5Σ＋0.7σによりセットアップエラ－とセット
アップマージンを算出した。
【結果】CBCTによる画像照合の結果、セットアップエ
ラーは vrt 方向 2.2mm ・ lng 方向 1.9mm ・ lat 方向
1.9mm・3D 3.7mmで、セットアップマージンはvrt方
向4.1mm・lng方向2.8mm・lat方向3.2mm・3D 4.7mm
だった。
【結論】照射部位に応じたセットアップマージンを考慮
し、今後の治療計画にフィードバックしていきたい。

144 VMAT実施に向けたコミッショニングと定期

QAの確立

1藤田保健衛生大学病院 放射線部、2藤田保健衛生大学
医療科学部
河村 美希1、林 直樹2、江上 和宏1、加藤 正直1、
澤井 つよし1、齊藤 泰紀1、近藤 友香1、
永留 里紗1、井田 義宏1、木野村 豊1

【目的】Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
はガントリ回転速度 (GS)、マルチリーフコリメータ動
作速度 (LS)、線量率を変化させながら標的に線量を集
中させる照射技術のため、物理的コミッショニングと
QAが必要である。本演題はVMAT実施に向けたコミッ
ショニング及びQAの確立を目的とする。
【方法】VMAT特有のコミッショニングとして、Picket
Fence (PF)試験、線量率とGSの制御試験、LSと線量投
与の制御試験を行った。検出器として、Film(EDR2)、
二次元検出器 (MapCHECK2;MC2)、Electric Portal
Imaging Device（EPID）を用い、Filmを基準として比
較をした。
【結果と考察】PF試験は、EPIDとFilmとの解析結果に
大きな差異はなく、MC2では解像度が低く解析は不可
能であった。線量率とGSの制御及びLSと線量投与の制
御の誤差は、MC2とEPID共に許容範囲内であった。今
回の結果から、今後はFilmに代わりMC2やEPIDを適宜
使用して定期QAを行う方針を確立した。
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145 頸部画像誘導放射線治療における

ExacTracとCBCTによる照合精度の比較

1愛知医科大学病院 中央放射線部
安藤 未央1、青山 貴洋1、中村 和彦1、小関 弘智1、
金田 直樹1、中村 勝1

【目的】当院では頸椎の骨照合による画像誘導放射線治
療を行う際、ExacTracでの画像照合に難さを感じ
CBCTを用いる事も多々ある。そこで今回、頸椎ファン
トムを用いてExacTracとCBCTの照合精度を比較検討
した。
【方法】頸椎ランドファントムの中心に鉛玉を固定し計
画用CTで撮影後、鉛玉の中心をIsocenterとし治療計画
を立てた。IsocenterからAP/RL/SI方向に既値量動かし、
ExacTrac (BrainLAB)とCBCT (VarianTrueBeamSTx)
にて照合補正した後の鉛玉とIsocenterのずれを測定し
た。
【結果】照合後の鉛玉とIsocenterのずれはAP/RL/SIで
ExacTrac 0.086/0.045/0.195 CBCT 0.041/0.177/0.225
(mm)であった。
【結論】両者の照合誤差に著明な差は認めず、
Isocenterとのずれは0.25mm以内である事から照合の信
頼性は高いと言える。しかし被曝や照合時間を考慮する
と、ExacTracの方が有用であると考えられる。ただし
臨床では頸椎の動態及び捻れの対応を考慮する必要があ
る。

146 側視鏡付照射筒を用いた電子線の深部線

量分布の比較

1岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科、
2名古屋大学医学部附属病院、
3愛知県がんセンター中央病院、
4磐田市立総合病院
下郷 智弘1、奥平 訓康2、清水 秀年3、磯村 泰己3、
佐々木 浩二4

【目的】口腔内腫瘍に対しては、側視鏡付照射筒を使用
した電子線照射が行われる場合がある。側視鏡付照射筒
は照射口に金属コリメータを付属することにより、直径
数ｃｍの小照射野を作ることができる。電子線は照射筒
の種類によって深部線量曲線が変化することが知られて
おり、特に小照射野は分布変化が著しい。このことから、
通常照射で使用される照射筒で測定した線量分布とは別
に測定の必要がある。本研究では照射野の違いによる分
布の変化を検討する。
【方法】側視鏡付照射筒を付加して電子線の深部線量分
布を取得する。検出器の違いによる曲線の相違を検討す
るために数種類の検出器による測定値を取得する。
【結果・考察】照射野の大きさが小さくなると、分布の
傾斜はなだらかになった。これは、エネルギーが高いほ
ど顕著に現れていた。また、検出器の違いによる影響は
通常の照射野に比べて大きく注意が必要である。

147 小照射野における10MeV未満の電子線測

定の考察

1聖隷三方原病院 画像診断部
杉本 賢吾1、磯貝 健太1、深津 真吾1、外崎 好洋1、
山本 英雄1

【目的】平行平板形電離箱線量計(以下,電離箱)による測
定が困難な小照射野においては ,測定手法に確立した技
術がない.そこで ,小照射野における電子線測定について
検討した.
【方法】1.エネルギー9,6,4MeV,照射野6x6cm,異なる照
射筒(A10,A6)について水ファントムを用い治療計算装置
(Eclipse, PBC(pencil beam calculation) ,varian)の計算
値と測定値を比較した. 2.エネルギー4MeV,ケロイドの
術後照射を想定し照射野2x7cmを制作した .計画装置に
よる計算と円筒形電離箱を用いOPFを測定し計算を行
なった.電離箱による測定,Long SSD法,ガフクロミック
フイルムによる測定を行ない比較した.
【結果】1.低エネルギーになるに従ってA6の線量低下が
顕著であった. 計算値と実測値は,4MeVで線量差が10%
を超えた. 2.小照射野の測定は ,電離箱,フイルム,OPFに
よる計算値において2%程度で一致していた.Long SSD
法と治療計画装置の計算値は ,電離箱による測定値と大
きく乖離していた.

148 高精度放射線治療専門装置におけるコリ

メータ散乱係数の測定

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、
2大垣徳洲会病院 放射線部、
3藤田保健衛生大学病院 放射線部
一瀬 佑允1、林 直樹1、桂田 昌輝1、辻 祥子1、
長尾 江梨香1、伊藤 徹2、水野 勉2、高田 勇馬2、
江上 和宏3

【目的】高精度放射線治療専門装置(VERO-4DRT)は、
上段および下段絞りを持たないため、上下段絞りを有す
る汎用リニアックとビーム特性が異なる可能性がある。
今回はコリメータ散乱係数(Sc)に照準を絞り、VEROと
汎用リニアックとの違いを考察することを目的とした。
【方法】Scの測定はミニファントム法を採用した。電離
箱線量計はPTW製0.6 ccをミニファントムに挿入し、
SCD： 100 cmに設置した。汎用リニアック(Novalis
Tx)でも同様に測定を行い、比較した。
【結果と考察】Scの値は、VERO-4DRTにおいては照射
野一辺を5 cmから15 cmまで変化させたときに0.967-
1.002であった。それに対して汎用リニアックにおいて
は照射野一辺5 cmから40 cmまでの変化で0.954-1.049
であった。VERO-4DRTではリニアックのように上段絞
りによるヘッド構造内散乱が小さいため、VERO-4DRT
のScはリニアックに比べ、照射野の大きさによるScの変
動が小さかった。
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149 高エネルギー電子線に対する人工単結晶

ダイヤモンド検出器の基礎特性

1名古屋大学医学部附属病院 医療技術部、
2名古屋大学大学院医学研究科
向山 隆史1、加茂前 健2、奥平 訓康1、
野口 由美子1、中谷 隆佳1、都築 真1、
冨田 真司1、小口 宏2、三宅 良和1、米田 和夫1

【目的】 近年、人工単結晶ダイヤモンドを用いたmicro
diamond detector (MDD) が商用利用可能となった。
MDDは組織等価性を有し、高分解能といった利点があ
る。本研究の目的は高エネルギー電子線に対するMDD
の基礎特性を評価する事である。
【方法】 MDDのヒステリシス効果におけるプレ照射特
性、線量率依存性、線量直線性を評価した。深部線量百
分率と軸外線量比をMDD、半導体検出器、電離箱線量
計で測定し、dmax、R50、半影の値をそれぞれ算出した。
3種線量計で比較してMDDの特性を評価した。
【結果・考察】 プレ照射特性はプレ照射後との差が最
大0.9%、10 Gy照射で0.2%以下となった。線量率依存
性は0.1%以下、線量直線性は相関係数R2 = 1となった。
深部線量百分率から得られたdmax、R50の値は3種線量計
でほぼ一致した。また軸外線量比における半影は半導体
検出器と同等の結果が得られた。以上の結果より高エネ
ルギー電子線に対するMDDの有用性が示唆された。

150 電子線における人工単結晶ダイヤモンド検

出器の基本特性

1愛知県 がんセンター中央病院 放射線治療部
磯村 泰己1、清水 秀年1、横井 和志1、
久保田 隆士1、中山 雅詞1、薩來 英樹1、吉本 学1、
市川 智啓1、岩田 学1、中島 地康1

【目的】 PTW 社から販売された micro Diamond
Detector (MDD) の電子線における基本特性を評価した。
【方法】Clinac 21EXの電子線6 ,12 ,20 MeVを使用した。
評価項目はプレ照射特性と線量直線性、線量率依存性、
出力係数、PDD、OCRの6項目とした。出力係数、
PDD、OCRの評価については、Diode E、Advanced
Markus (AM)と比較した。
【結果】プレ照射特性はプラトーの値に対し最大0.89%
の増加を示し、5 Gy以降の線量の標準偏差 (1 σ)は
±0.09%であった。線量直線性は、10-500 MUの範囲で
偏差は0.3%を下回った。線量率依存性は、100-1000
MU/minの範囲で偏差は0.2%を下回った。PDD曲線は
Diode EとAMと良く一致した。出力係数は全検出器と
測定誤差の範囲で一致した。OCRの80-20%半影幅の差
はAMにて1.0-1.6 mmで、Diode Eにて0.1-0.35 mmと
なり、Diode Eと良く一致した。
【結論】今回の測定範囲においてMDDは電子線の特性
を適正に評価できる検出器であることが示された。

151 診断領域X線の後方散乱係数

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
新藤 聡1、池田 賢司1、下谷 祐大1、
加藤 秀起1、林 直樹1

【目的】患者入射表面線量の算出に使用されている後方
散乱係数(Back Scatter Factor;BSF)は、入射面が平らな
水ファントムを基にしている。BSFは入射面の形状に
よって変化することが考えられる。今回入射面が平らな
時、球面とした時のBSFについての評価を行った。
【方法】管電圧、ろ過量を変化させて、アルミ半価層が
1～8mmとなるX線スペクトルを用いた。水ファントム
(60cmφ×30cm)の入射面を球面とし、その球面の半径を
変えた時のBSF、また球面の半径を大きくし入射面が平
らであると想定したときのBSFをモンテカルロ法によっ
て計算した。
【結果】入射面の球面半径の違いによってBSFに差が見
られた。その差は球面半径が小さくなるほど、半価層が
大きくなるほど、照射野が大きくなるほど拡大する傾向
を示した。

152 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 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
有澤 瑞希1、永草 大輔2、服部 雅之2、谷口 千嘉1、
市川 勝弘3

【目的】ディジタルラジオグラフィにおいて，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】70 kV，80 kVの0.1 mmと0.2 mmのCu付加と，
70 kV，80 kV，90 kV，及び100 kVのCu付加なしで，
骨とアクリル板を含んだ20 cm厚のアクリルファントム
を，入射表面線量（約3 mGy）を同一にして撮影した．
取得画像から，コントラストを考慮した信号対雑音比
(SNRc2)を算出した．SNRc2が同一となる線量で人体
ファントムとバーガーファントムを撮影し，画像を比較
した．
【結論】SNRc2の結果から，70 kVでは0.1 mmのCu付
加により約30 %，0.2 mmでは約40 %，80 kVでは0.1
mmで約25 %，0.2 mmで約35 %の被ばく低減の可能性
が示唆された．同一SNRc2の画像の視覚的印象はほぼ同
等となった．
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153 胸部正面撮影における銅付加フィルタによ

る被ばく低減効果と画質への影響

1名古屋市立大学病院 中央放射線部
西脇 祐太1、國友 博史1、東出 了1、山田 雅人1、
川野 誠1

【目的】ディジタルラジオグラフィ(DR)システムと
なっても検出器の特性を活用し ,被ばくと画質を最適化
する撮影条件の検討はされていない.今回,胸部正面撮影
にて銅付加フィルタによる被ばく低減効果と画質特性を
検討し,DRシステムにおける撮影条件の最適化を行った .
【方法】間接変換方式flat panel detector(FPD)を用い,
管電圧120kV一定とし,銅フィルタを付加して実効エネ
ルギーを変化させた条件と ,管電圧80kV～140kVにおい
て銅フィルタを付加して実効エネルギーを同一にした条
件にて , 同一入射表面線量におけるコントラス
ト,Contrast-to-Noise Ratio(CNR)を測定し,コントラス
トを考慮した信号雑音比(SNRc2)を算出した.さらに被ば
く低減効果を求めた.
【結論】付加フィルタに銅を用いることで，画質を保ち
つつ最大40%の被ばく低減効果が得られた .しかし,胸部
撮影では短時間撮影が必要なことから ,撮影時間と銅付
加フィルタ厚を考慮した撮影条件が必要と考えられる.

154 トモシンセシスのディスク法によるスライス

厚測定法の検討-金属ディスクの大きさおよび厚

さの影響

1豊橋市民病院 放射線技術室
滝 亮馬1、市川 肇1、小野 孝明1

【目的】トモシンセシスのスライス厚測定において、金
属ディスクを用いたslice sensitivity profile（SSP）の
full width at half maximum（FWHM）測定に用いる
適切な金属ディスクの形状を検討した。
【方法】高さ10cmの位置に5～20mmφ、厚さ0.2mmの
金属ディスクを配置し、それぞれ重ねることで厚さを変
化させてトモシンセシス画像を得た。得られた画像を
image jでディスクサイズと同等の大きさにROIを設定
し、SSPのFWHMを算出した。
【成績】5mmφではディスク厚の変化による影響は認め
なかった。20mmφではアーチファクトの影響を強く認
めFWHMを得られなかった。
【考察】トモシンセシスのディスク法でのスライス厚測
定における適切なディスクサイズは5mm程度であると
考えられる。
【結論】ディスク法での最適なディスクサイズは5mmφ
である。

155 異なる体厚におけるEI値と画像コントラスト

についての考察

1福井大学医学部附属病院 放射線部、
2フィリップス ヘルスケア事業部
藤本 真一1、嶋田 真人1、笹本 耕平1、賀田 智美1、
木戸屋 栄次1、長谷川 善也1、安達 登志樹1、
北中 康友2

【目的】同じEI値を示す画像において、体厚が異なれば、
異なった画像コントラストを示すと考えられ、これにつ
いて検討したので報告する。
【方法】実験には、Philips社製DR装置を用いた。バー
ガーファントム（京都科学）と異なる厚みのアクリル板
を組み合わせたファントムに対し、管電流を調整して同
じEI値が出力されるように撮影した。管電圧は、胸部
（ 120kV,grid+ ） 、 腹 部 （ 70kV,grid+ ） 、肘 関 節
（58kV,grid-）の条件で固定とした。得られた画像から
CNRを算出し、アクリル厚の変化に対するCNRの変化
を評価した。
【結果と考察】同じEI値において、アクリル厚の増加に
伴い、デジタル値の差は低下、SDは一定、CNRは低下
した。胸部、腹部、肘関節を想定したどの部位でも同じ
傾向を示した。CNRの低下は、被写体厚の増加に伴う
散乱線の影響だと思われた。臨床で目標EIを設定する際
には、体厚によるCNRの変化を考慮する必要があるこ
とが分かった。

156 股関節屈曲における坐位・臥位での腰椎ア

ライメントの関係

1愛知医科大学病院 中央放射線部、2愛知医科大学病院
脊椎脊髄センター
西村 学1、多和田 有花1、竹内 幹伸2、近藤 恭典1

【目的】腰椎前屈側面撮影の体位は坐位・臥位が診断す
る上でより有用な画像が得られる。その際の股関節屈曲
角度は坐位が90°、臥位は可能な限り屈曲としていた。
しかし、屈曲角度の違いによる前弯角の変化は分かって
いない。そこで、屈曲角度を変化させて調査した。
【方法】健常男性に対し坐位前屈：股関節屈曲90°およ
び150°、臥位前屈：股関節屈曲60°、90°、120°お
よび150°を撮影。各画像から前弯角(Th12/S1)および
骨盤回旋角(PA)を測定した。
【結果・結語】臥位では、屈曲角度が大きくなるほど腰
椎は前屈し、PAは大きくなった。しかし、坐位では前
弯角、PA共に大きな差は見られなかった。骨盤を後傾
させることが腰椎を前屈させる上で重要である。坐位で
は屈曲角度にかかわらず自荷重により容易に骨盤を後傾
させることが可能であるが、臥位では屈曲角度が大きく
ならなければ骨盤は後傾しないことが明らかとなった。
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157 手関節の牽引が舟状骨の運動に与える影

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金沢大学附属病院 放射線部、
3金沢大学 医薬保健研究域 保健学系
岡元 泰葉1、川嶋 広貴2、真田 茂3、田中 利恵3

【目的】手関節を牽引し掌背屈運動することは，橈骨手
根関節のリハビリテーションとして有用と報告されてい
る．しかし，牽引下の手根骨運動は明らかでないことも
多い．中でも舟状骨は可動域が最大の手根骨であり，手
根骨を連動させる機能がある．そこで，牽引が舟状骨に
与える影響をX線動態撮影によって評価した．
【方法】対象は健常男性5名とした．撮影には動画対応
FPD搭載回診用撮影装置 (キヤノン社製) を使用した．
自作の牽引装置を用い，手関節側面の最大掌屈から最大
背屈までを，牽引下と非牽引下でそれぞれ撮影した．解
析項目は，有頭骨-舟状骨間角度，月状骨-舟状骨間角度，
橈骨-舟状骨間角度とした．掌背屈において角度変化率
を算出し，牽引による影響を比較した．
【結果と考察】牽引下の掌屈時で舟状骨運動は8.5%増
加し，背屈時で2.2%抑制される傾向があった．牽引に
より，舟状骨運動が掌背屈それぞれで異なる変化をする
可能性が示された．

158 医用画像表示用モニタの性能の違いが検

像業務に及ぼす影響の検討

1藤田保健衛生大学病院 放射線部
鈴木 友輔1、尾崎 一樹1、市川 卓磨1、鈴木 崇宏1、
竹内 吉人1、小林 謙一1、木野村 豊1

【目的】当院の一般撮影室では撮影者と検像者間に画質
評価の相違が見られた．本研究はモニタ性能の違いに起
因する観察者の画質評価の差を主観的評価により解析す
ることを目的とした．
【方法】撮影者用モニタはFlexScan L560CB(1MPixel)，
検像者用モニタはRadiForce GS310(3MPixel)を評価し
た．粒状性，コントラストに対する評価としてmAs値の
異なるバーガーファントム像3枚を用いて低コントラス
ト検出能をモニタ間で比較した．また被写体の動きによ
る不鋭を模した手部，胸部のファントム画像を含む試料
の中から不鋭な画像を抽出させ，その正答率についても
比較した．
【結果と考察】モニタ間における信号の視認率はmAs値
の違いによらず検像用モニタの方が約10%高かった．不
鋭な画像の正答率も検像用モニタの方が優れていたが，
胸部画像は正答率に有意な差が見られなかった．撮影者
用モニタは患者の体動や微細な異物等の検出に限界があ
ることが示唆された．

159 腰椎側面像撮影時における付加フィルタの

検討

1藤田保健衛生大学病院 放射線部
市川 卓磨1、鈴木 友輔1、鈴木 崇宏1、竹内 吉人1、
小林 謙一1、木野村 豊1

【目的】腰椎側面像撮影時に銅フィルタを加えることで
どの程度表面入射線量を低減させることができるのか検
討した。また、これに粒状性抑制処理を加えることで従
来の撮影に対しどの程度表面入射線量を低減させること
ができるのか検討した。
【方法】付加フィルタは Al0.5mm 、 Cu0.05mm+
Al0.5mm、Cu0.1mm+Al0.5mmを使用した。管電圧を
90、95、100kVとし、mAs値を変化させた条件でファ
ントムを撮影した。またこれらの画像に対し粒状性抑制
処理を施した画像も用意した。現在使用している撮影条
件の画像を標準画像として、診断能が同等であろう撮影
条件を診断用モニタも用いた視覚評価で評価した。
【結果】管電圧95kV、0.5mmAl＋0.05Cuを用いること
で約30%入射表面線量を減少させることが出来、粒状性
抑制処理を施すことで約70%入射表面線量を低減させる
ことが出来ることが示唆された。

160 全脊柱側面長尺撮影での撮影方法の違い

による計測誤差

1社会医療法人 明陽会 成田記念病院
三須 義直1、黒川 淳平1、山本 和也1

【目的】X線透視装置が首振り型からCアーム型へ更新
となり、長尺撮影の方法が変更になった。全脊柱側面撮
影における腰椎前弯角（Lumbar Lordosis以下LL）の
撮影方法による違いを検討した。
【方法】全身骨格模型を用いて(1)一般FPD(2)首振り型
(3)CアームFPD縦(4)CアームFPD横で長尺撮影を行った。
LLの計測は技師7名にて各5回ずつ行い平均値、標準偏
差、変動係数を求めた。
【結果】それぞれの LL の計測値は (1)39.8 ± 1.9
(2)47.3±5.2 (3)40.4±3.0 (4)40.9±1.2であり、変動係
数はCアームFPD横で最もばらつきが少なかった。
【考察】装置の機構上、S1への斜入角は首振り型で大
きくなり、Cアーム型で小さくなる。LL計測値のばらつ
きは前者では大きく、後者では小さくなったと考える。
計測誤差の少ないCアームFPD横が全脊柱側面撮影では
最も適していると思われた。
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161 線条体イメージングにおけるOSEMの再構

成条件の検討

1豊川市民病院 放射線技術科
小林 徹丸1、渡邊 洋一1、名倉 広剛1、加藤 敬之1、
道野 翔平1

【目的】線条体イメージングについて過去に視覚評価に
よる再構成条件の検討を行ったが ,今回はNMSE法を用
いて物理評価を行い,より最適な再構成条件を求める.
【方法】臨床データ50例からSBRの平均を求め,123-I溶
液をファントムの線条体部と脳実質部に20kBq/ml及び
4kBq/ml封入し, 推奨条件にて撮像した.AC＋SC＋RC＋
とAC－SC－RC＋でsubset数(以下s)を3,6,9と変化させ
NMSE法にてiteration回数(以下i )の最適値を算出し,視
覚評価の値と比較した.
【結果】過去の視覚評価ではAC＋SC＋RC＋でs6,i80が
最適となったが ,今回のNMSE法を用いた物理評価では
AC－SC－RC＋でs3, i30,AC＋SC＋RC＋でs3, i40が最
適となった.
【考察】今回の結果に乖離がみられた原因として ,過去
の視覚評価では線条体部のみをCTとのfusion画像にて
比較しており ,脳実質部を比較対象に入れていなかった
のが原因だと考えられる .そのため双方を比較し各施設
でより最適な再構成条件を検討する必要がある.

162 線条体イメージングにおける解析ソフト間誤

差の検討

1豊川市民病院 放射線技術科
加藤 敬之1、小林 徹丸1、通野 翔平1、名倉 広剛1、
渡邊 洋一1

【目的】線条体イメージングにおいてSBRを算出するソ
フトウエアはQSPECTとDatViewが提供されており比較
検討した.
【方法】線条体ファントムに,5.2MBqの123-I水溶液を,
線 条 体と 脳 実質 が 5:1 、 4:1 で封 入 し推 奨条 件
（LMEGP）で撮像した .QSPECT及び当院の処理機で
再構成（ACSCRC+）しQSPECT及びDatViewを用い
SBRを算出した.また,臨床例100例も同様に算出した.
【結果】ファントムはQSPECT・当院の処理をDatView
解析の順でSBRが真値に近づき,臨床では大きな差はな
かった.
【考察】ファントムで差がついたのは脳表抽出にソフト
間差があると考えられる.解析ソフトとしてQSPECTは
真値に限りなく近づいたことから有用であり、当院の各
種補正法を組み込んだ処理条件も真値に近いことから、
各種補正法を組み込むことで真値に近づくであろう.

163 SPECT/CT画像を用いた骨シンチグラフィに

おける集積部位の自動解析「3次元的解析手法

の提案と初期的評価」

1藤田保健衛生大学病院 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 医学部 放射線医学、
4岐阜大学大学院 医学系研究科
辻本 正和1、寺本 篤司2、石黒 雅伸1、
木野村 豊1、外山 宏3、藤田 広志4

【目的】現在、骨シンチグラフィの集積部位を自動解析
するソフトウエアが注目を集めているが、これらは2次
元画像を評価しており、重なりの影響を解決できない。
SPECT/CT装置において、CT画像から得られる骨の情
報を利用して全身SPECT画像中の集積部位を解析でき
れば、既存の手法に比べ飛躍的な精度改善が期待できる。
本報告では、SPECT/CT画像を用いた集積部位の自動解
析手法とファントムの評価結果を示す。
【方法】SPECT画像から集積部位を2値化処理にて抽出
する。CT画像から骨領域を自動抽出し、骨領域外にあ
る生理的集積を削除する。骨領域に対する高集積領域の
割合を算出する。
【結果・考察】椎体の一部に模擬的な高集積部位を配置
した骨ファントムを作製し、その撮像画像に本手法を適
用した。その結果、骨ならびに集積領域の体積値はファ
ントムの設計値と良く一致した。今後は臨床データを用
いた有効性の評価、偽陽性削除処理等の改善を行う予定
である。

164 小児脳血流検査の収集処理条件の検討

1浜松医科大学 医学部 附属病院、
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】小児核医学検査のコンセンサスガイドラインで
定められた脳血流検査の投与量は少ない量に設定されて
いる．今回，我々はピクセルサイズとButterworth
filterの組み合わせについて検討したので報告する．
【方法】シミュレーションデータは，SPECTデータ処
理評価用デジタルファントムに統計ノイズを加えて作成
し，ピクセルサイズを，2，4 mmとした．画像再構成
条件はButterworth filter 処理を行い，フィルタ付逆投
影(FBP)法で行った．画像解析ソフトはProminence
Processor Version 3.0を使用した．各組み合わせによる
影響をSPECT画像の統計ノイズ，プロファイルカーブ，
NMSE値から評価した．
【結果】コンセンサスガイドラインで定められた投与
量は，SPECT画像の総カウント数が少なくなるため統
計ノイズが多くなる．そのため，ピクセルサイズ4 mm
の投影画像は統計ノイズが小さくなるため，部分容積効
果による影響も小さくなり，NMSE値も低値を示した．
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165 腰椎DEXA法と大腿骨DEXA法の若年成人

平均骨密度比較値の相関と関連性の検討

1社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院 診療関連部 放
射線課、
2放送大学大学院、
3社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院 健康管理セン
ター
水井 雅人1、溝口 裕司1、落合 嘉平1、田城 孝雄2、
千田 豊3

【背景・目的】高齢化社会は人々の健康面での影響も大
きく、とりわけ骨粗鬆症への関心は高い。骨粗鬆症は寝
たきり原因の2位に挙げられ、DEXA法による診断は重
要である。DEXA法の測定部位は腰椎・大腿骨・前腕な
どであるが、臨床では大腿骨頸部骨折のリスク評価に腰
椎DEXA法が用いられることもある。本研究では腰椎及
び大腿骨DEXA法相関や関連性を検討する。
【方法】DEXA法のデータより年齢・男女・Ca密度・
同年齢平均骨密度との比較値・若年成人平均骨密度との
比較値を取得し相関・その他の関連性を解析する。
【結果】男性はサンプルがなく除外した。症例の45.8％
は腰椎と大腿骨での診断結果が異なった。若年成人平均
骨密度の比較値に診断が異なる群の平均年齢は71.3歳、
同じ群の平均年齢は67.3歳だった。
【考察】腰椎DEXA法で大腿骨骨折リスク評価は困難で
ある。加齢は骨量減少部位にばらつきを与える。DEXA
法はリスク評価を行いたい箇所での測定が望まれる。

166 DXA測定法による腰椎と大腿骨近位部の比

較検討

1医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院
小川 慶子1、福岡 秀彦1、河野 泰久1、佐野 幹夫1、
玉木 繁1

【目的】DXAによる骨密度測定は、腰椎および大腿骨近
位部の2部位で行うことが望ましいとされており、当院
でも整形外科を中心に2部位測定が施行されている。今
回、両者の測定結果の比較検討を行う。
【方法】対象は2012年4月から2014年8月に腰椎および
大腿骨近位部骨密度測定を施行した296例のうち、期間
内に2回以上測定を行った137例（59名）について、骨
密度量（BMD）の比較検討を行った。
【結果】腰椎と大腿骨近位部測定値に明らかな相関関係
は認められなかった。また、投薬前後のBMDの変化量
では、腰椎では上昇する傾向が見られたが、大腿骨近位
部では変化がみられず、薬剤の効果に差がみられた。
【考察】腰椎と大腿骨近位部の測定値に相関関係がみら
れず、また薬剤の効果も部位によって差がみられたこと
より、腰椎および大腿骨近位部の2部位を測定すること
は、骨粗鬆症の診断、治療を行う上で有用である。

167 破格を有する解剖体資料を用いた診療放

射線技師の解剖学教育

1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1

診療放射線技師に求められる画像診断の読影補助業務で
は、解剖学の十分な知識を有することは必然である。し
かし、診療放射線技師の養成機関で習得した解剖学は、
人体において最も多いタイプの構造であり、破格（個体
差）についての学習はほとんど行われていない。
臨床業務における血管造影検査などでは、教科書とは異
なる脈管の変異に気づき、そこから初めて破格について
気づき学ぶことになる。正常解剖については資料も豊富
で独学も可能であるが、破格に関する資料は多くなく、
独学による学習は困難を極める。病気の原因が、破格に
よるものであることも少なく、臨床業務では破格につい
ての理解が必要となる。
今回、梨状筋症候群の原因にもなる、坐骨神経の破格を
有する解剖体を経験し、解剖体資料を用いた教育を行っ
た。解剖体資料を用いた解剖学の学習は十分な説得力が
あり、破格、病因の理解を深めるのに有用であった。

168 当院検診センター脳ドックにおける大脳白

質病変の危険因子及び経年変化の検討

1新田塚医療福祉センター 福井総合クリニック 画像
センター
末本 博康1

【目的】当院検診センター脳ドック受診者の検診データ
から、大脳白質病変の危険因子及び病変の経年変化や進
展度を検討。
【方法】2009年から5年間に脳ドックで脳MRIを複数回
撮影した受診者を対象に、FLAIR、T2WI水平断MRI画
像各スライスレベルで画像評価を、大脳白質病変グレー
ドは脳ガイドライン2008分類を用い、病変の経年変化
は独自の進展度スコアで評価。
【結果】大脳白質病変の有無2群と年齢、SBPなど5項目
で優位差を認めた。病変グレード分類は、加齢でスコア
の重症度が進んだ。病変の経年変化は、無病変群から病
変有りの進展は1名だが、有病変群で23名に進展が見ら
れた。HT受診者の血圧が140／90mmHg未満の血圧コ
ントロール良好群とそれ以上の不良群では有意差を認め
ず。
【考察 】大脳白質病変の危険因子は、加齢、高血圧、
脂質異常、糖尿病などが示唆された。HTで血圧コント
ロール良好でも、虚血性変化の経年的進展が示唆され、
継続的なフォローが必要。
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169 血管撮影装置におけるI.I.とFPDの線量比較

1社会医療法人宏潤会大同病院放射線科
三輪 弘樹1、大塚 智子1、渡邊 一正1、佐々木 宏1、
神谷 悟1、安野 泰史1

【目的】本院の血管撮影装置機種更新にてI.I.装置より
FPD装置を導入した。そこで、I.I.とFPD装置の線量を
測定し、比較した。
【方法】装置は島津DIGITEX PREMIER（ I.I.）、
PHILIPS AlluraClarity FD10/10(FPD) 、線量計は
Unfors Xi （ 半 導 体 線 量 計 ） 、 フ ァ ン ト ム は
PMMA(30cm×30cm×5cm)を4枚使用した。線量計は
IVR基準点に設置し、透視と撮影について線量測定を
行った。また、視野サイズは本院で使用しているサイズ
とし、I.I.装置は9,7.5inch、FPD装置で10,8inchとした。
【結果】臨床で使用している照射野サイズにおいてI.I
装置(6inch)とFPD装置(10inch)を比較すると、透視、
撮影ともに線量が50％程度低減した。
【結論】I.I.装置と比較し、FPD装置では透視線量、撮
影線量ともに線量は低減した。

170 IVR支援マルチモダリティ画像における位置

補正機能の精度

1名古屋大学 医学部附属病院 医療技術部 放射線部
門
滝川 淳一1、植村 武司1、小柳 仁美1、籏 道子1、
酒井 崇1、西本 卓矢1、西村 拓真1、杉本 成人1、
近藤 悟1、米田 和夫1

【目的】近年、IVR等においてVR画像とX線装置画像と
の重ね合わせ表示を用いたIVR支援を行うことが可能と
なった。双方の画像は投影方法に相違があるため、重ね
合わせ画像にずれが生じる問題も抱えている。当院が新
規に導入したHybridOR血管撮影装置には、これを補正
する機能が備わっている。本研究では、補正機能の精度
について検討を行った。
【方法】立方体格子状ファントムを被写体としたCTに
よるVR画像とX線装置による透視像を重ね合わせ表示さ
せ、位置のずれに関する評価を行った。
【結果】補正機能により位置ずれの少ない重ね合わせ画
像が得られた。管球の角度、寝台位置によってはずれが
大きくなることも見受けられた。
【考察】本研究において、重ね合わせの精度が高く、位
置ずれが少ない事が確認され、補正が十分に機能してい
ると考えられた。但し、被写体と管球の位置関係により
精度に差がみられたため、留意して臨床応用する必要が
ある。

。

171 血管撮影装置における新しいノイズ低減処

理の基礎的検討

1聖隷三方原病院 画像診断部
鈴木 涼亮1、鈴木 康太1、秋山 梨紗1、宮本 一宏1、
田中 敏夫1、鈴木 千晶1、金田 絵里子1、
山本 英雄1

【目的】血管撮影における透視画像のノイズ低減方法と
しては従来からリカーシブフィルターが用いられている。
今回我々は、新しいノイズ低減処理法として島津製作所
の開発したモーショントラッキングノイズリダクション
(以下MTNR）を使用する機会を得た。そこでMTNRと
従来型のリカーシブフィルターを比較評価した。
【方法】ノイズ評価としてPMMAファントムを用いて
NPSを算出した。また、バーガーファントム、動体ファ
ントムによる視覚評価を行った。
【結果】MTNRは従来型リカーシブフィルターと同様の
ノイズ低減効果が見られた。また、従来型リカーシブ
フィルタの欠点である残像がMTNRではほとんど生じる
ことはなかった。
【結論】残像の影響の少ないMTNRは透視時のデバイス
の視認性向上が期待できる。

172 OFDIのアンギオ同期機能を考慮した血球除

去法の検討

1石川県立中央病院 医療技術部 放射線室、
2石川県立中央病院 循環器内科、
3石川県立中央病院 臨床工学室
荒川 昇1、渡邊 公司1、高森 美保1、奥村 悠祐1、
松原 隆夫2、中村 勇介3

【背景】光干渉断層装置（OCT、OFDI）の血球除去に
は造影剤が推奨されているが、造影剤の過負荷などの問
題を考慮して、当院では低分子デキストランによる血球
除去法を採用しており、造影剤と同等の画像が得られる
ことを確認している。一方、OFDIにはアンギオ同期機
能があり血管内のどこを観察しているかが把握しやすく
なったが、造影剤による血球除去が必要となる。そこで、
いかに造影剤負荷を減らし、良い画像が得られるかを検
討した。
【方法】50・40・30・20・10%造影剤濃度による血管
とセンサーの描出の比較を行った。
【結果】希釈造影剤は濃すぎるとセンサーが描出できず
薄すぎると血管の描出ができないが、20％造影剤では両
方が描出されて血球除去を行うことができた。
【考察】血管とセンサーを描出可能で、より造影剤負荷
を減らすには20%造影剤が適している。これにより1回
のOFDI施行に要する造影剤は約5mlとCAG1ショット
と同量に抑えることができた。
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173 OCTによるAuto pullbackにおける血管内径

がpullback方向の計測に及ぼす影響

1医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 診療技術部 放
射線技術科
角 英典1、鈴木 省吾1、中川 達也1、小川 信1、
木村 友哉1、佐藤 史奈1、河野 泰久1、佐野 幹夫1、
玉木 繁1

【目的】冠動脈形成術においてデバイス選択のため血管
の正確な情報が求められる。近年、IVUSよりも分解能
が優れているOCTの急速な普及を認めるが、その精度
に関する報告は少ない。本検討では、Auto pullbackに
よるpullback方向の計測精度について検討をした。
【方法】ST.JUDE MEDICAL社製ILUMIEN OPTISを
用い、内径:2.0,3.0および4.0mmのシリコンチューブに
25mm間隔のマーカーをつけ、Long pullbackモード(S
モード)とHigh-density pullbackモード(HDモード)にて
収集を行い、画像上にてマーカー間距離を計測した。
【結果】内径が4.0mmでは、4.1%の短縮が認められた。
Sモード及びHDモードの間に差は認められなかった。
【結論】内腔が大きくなるにつれて距離が短縮する傾向
を、デバイス選択時に応用することが有効である。

174 CT下透視における術者手指吸収線量の評

価

1静岡県立静岡がんセンター 画像診断科
滝口 京佑1、瓜倉 厚志1、吉田 司1、廣澤 賢一1、
中屋 良宏1

【目的】CT fluoroscopy (CTF)施行時における術者の手
指吸収線量についてファントムを用いた評価を行うこと．
【方法】IVR-CTシステムの寝台に配置した楕円ファン
トム (京都科学)上に術者の手指における吸収線量を測定
するために穿刺位置を設定し，半導体線量計 (Unfors
RaySafe Xi)を用いて計測した．寝台の高さ，穿刺位置
を変化させて吸収線量を比較した．スキャン条件は，
120 kV の管電圧，50 mAの管電流，0.5 s の回転速度，
および 3 mm × 4 の検出器設定を使用した．また，2種
類 (M, L)のscan fieid of view (sFOV)設定を使用し，
sFOVが吸収線量に及ぼす影響についても評価した．
【結果】吸収線量は，寝台が高くなるほど，穿刺位置が
中心から離れるほど，それぞれ低下した．またsFOVは
Mのほうが低い吸収線量を示した．CTFにおける術者の
手指吸収線量は半導体検出器に入射する直接X線の相対
的な割合に依存することが示唆された．

175 超小型OSL線量計を用いたERCPに従事する

スタッフの水晶体等価線量測定

1浜松医科大学医学部附属病院 放射線部、
2浜松医科大学医学部附属病院 看護部 中央診療検査
部門、
3浜松医科大学医学部附属病院 光学医療診療部、
4浜松医科大学 医学部 放射線医学講座、
5長瀬ランダウア株式会社
竹井 泰孝1、岩田 祐太1、坂本 昌隆1、菅沼 弓恵2、
谷脇 智恵子2、山田 まち子2、大沢 恵3、
阪原 晴海4、小林 育夫5

【目的】当院ではオーバーテーブル式X線装置でERCP
検査が行われており，スタッフの水晶体被ばく線量の増
加が懸念される．そこで我々は超小型OSL線量計を用い
て水晶体等価線量の実測を行い，ERCPにおける水晶体
被ばくについて検討を行った．
【方法】本研究は倫理委員会の承認を得て行った．
ERCPに従事する医師，看護師に超小型OSL線量計
(nanoDot)を貼付した放射線防護ゴーグルと不均等被ば
く測定用OSL線量計を装着し，スタッフの水晶体等価線
量の測定を行った．
【結果】水晶体等価線量の中央値は0.55 mSvであった
が，一部の医師，看護師は1.5 mSvを超えていた．
【結語】国際放射線防護委員会(ICRP)は水晶体等価線量
限度を大幅に引き下げる勧告を公表し，本邦も法改正に
伴って新しい線量限度の導入が考えられる．オーバー
テーブル式X線装置によるERCPはスタッフの水晶体等
価線量が新しい線量限度を超える可能性が高く，水晶体
被ばく防護策の追加が必要と考える．

176 X線透視装置と内視鏡を併用した消化管検

査における術者・介助者の水晶体被曝の実態調

査

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
本田 優樹1、澤村 圭佑1、谷下 温子1、山盛 萌夕1、
松原 孝祐2、越田 吉郎2

【目的】ICRPは2011年の声明で水晶体の線量限度の低
減を推奨した。そこで、X線透視装置と内視鏡を併用し
た消化管検査を行う術者・介助者の水晶体被曝の実態調
査を行った。
【方法】検査に従事する医師2名と看護師2名が長瀬ラン
ダウア製のnanoDot・InLight線量計を取り付けた防護
メガネを着用して1ヶ月間にわたり測定を行った。測定
した結果から年間の推定水晶体線量を算出した。
【結果】医師1名と看護師1名の推定年間水晶体線量が
20mSvを超える値となった。医師は左目、看護師は右
目および顔正面で高い値となった。単位時間あたりの線
量値は、医師が看護師よりも高い線量となった。
【考察】X線透視装置を用いた場合の消化管検査を行う
術者・介助者の被曝線量はICRPが推奨した新しい線量
限度値を超える可能性がある。医師と看護師の単位時間
あたりの線量値の差は患者からの距離が関係すると考え
られる。線量限度値を超えないために防護メガネの着用
が望ましい。
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177 心臓カテーテル検査の術者の水晶体被ばく

線量の評価及び防護方法の検討（１）

1藤田保健衛生大学病院 放射線部、
2藤田保健衛生大学 医療科学部
荒川 伸二1、木野村 豊1、井上 聡1、鈴木 昇一2、
水野 雄斗2、奥村 みず穂2、池山 未来2、
西浦 茉莉2、横山 須美2

【目的】術者被ばく線量（水晶体被ばく）を測定し、最
適な被ばく防護を検討する。
【方法】X線防護衣の胸部外側にDose3（電子線量計）、
防護眼鏡付近（左右・内外・眉間中央）、頚部・腰部
（X線防護衣の外側）にnanoDot（OSL積算線量計）を
装着した。Dose3では、1cm線量当量および70μm線量
当量を算出、nanoDotでは表面吸収線量を求めた。対象
は診断検査のみとし、術者が対応する検査は一日約6件、
平均透視時間13分であった。
【結果】胸部に装着したDose3の値は一日約200μSv～
800μSvの被ばくであった。防護眼鏡左外側（管球側）
の線量は頚部の2/3程度であった。防護眼鏡左内側は外
側の1/2から1/4の線量であった。
【考察】nanoDotの結果、胸部のDose3の値から水晶体
線量を推定すると、これらの手技を週二回実施した場合、
ICRPの新しい水晶体の線量限度20mSv/年を超える可能
性は高い。しかし、防護眼鏡を着用することで十分下回
ることができると考えられる。

178  心臓カテーテル検査の術者の水晶体被ばく

線量の評価及び防護方法の検討（２）

検査を模擬したファントム実験

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、
2藤田保健衛生大学病院、
3長瀬ランダウア
水野 雄斗1、奥村 みず穂1、池山 未来1、
西浦 茉利1、横山 須美1、鈴木 昇一1、荒川 伸二2、
井上 聡2、木野村 豊2、小林 育夫3

【目的】ファントムを用いて、心臓カテーテル検査を実
施する術者の水晶体被ばく線量の評価の方法と被ばく防
護の方法を検討する。
【方法】心臓カテーテル検査を模擬した条件下で、術者
用ファントムに電子線量計（DOSE3）及びOSL線量計
（nanoDot）を装着し、水晶体に重点を置いて測定した。
【結果・考察】撮影方向の違いによる被ばく線量を比較
したところ、LAO30°-CAU20°でX線管球側（左側）
における胸部の高さでの表面吸収線量が0.165mGy、左
側の水晶体の高さでの表面吸収線量が0.129mGyと最も
高くなった。これは、LAOでは脊柱や縦隔といった密度
の高い物質を通して心臓を観察するために多くの線量を
必要とすることが原因だと考えられる。
防護眼鏡外側の線量は左が右の約1.8倍大きいにも関わ
らず、防護眼鏡内側の目の線量は右が左の約1.2倍大き
くなった。患者からの散乱線が左目よりも右目に、防護
眼鏡の隙間から散乱線が入りやすいことが原因だと考え
られる。

179 心臓カテーテル検査の術者の水晶体被ばく

線量の評価及び防護方法の検討（３）

放射線防護眼鏡の検討

1藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科、
2藤田保健衛生大学病院、
3長瀬ランダウア
奥村 みず穂1、水野 雄斗1、池山 未来1、
西浦 茉利1、横山 須美1、鈴木 昇一1、荒川 伸二2、
井上 聡2、木野村 豊2、小林 育夫3

【目的】心臓カテーテル検査に携わる術者を模擬した
ファントムの水晶体位置での線量を測定し、鉛線量当量
と形状の異なる放射線防護眼鏡の特性を評価する。
【方法】OSL線量計(nanoDot)を術者用ファントムの両
眼、胸部、甲状腺及び防護眼鏡に装着した。防護眼鏡は
0.75及び0.07mmPb当量のものを使用した。また、防護
眼鏡が入射放射線を阻止するのに十分かどうか判断する
ために1mm厚の鉛を防護眼鏡に追加した。撮影方向PA、
LAO30°及びRAO30°に対して線量測定を行った。
【結果・考察】LAO30°において0.75mmPb当量の防護
眼鏡の場合、X線低減率は管球側の左目で48.2%、右目
で51.4%となり、左右差はあまりなかった。0.07mmPb
当量の防護眼鏡の場合、左目で70.1%、右目で14.7%と
なり、左右差が生じた。これは主に眼鏡と頬の隙間から
入射する散乱線量の違いと考えられる。防護眼鏡を選択
する際には、鉛当量だけではなく、防護眼鏡の形状も十
分に考慮する必要がある。
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