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巻頭言 

 

第 8 回中部放射線医療技術学術大会開催のご案内 
 

                    第 8 回 中部放射線医療技術学術大会  
               第 50 回 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(福井大学医学部附属病院) 
 

このたび、第 8回中部放射線医療技術学術大会を平成 27年 11 月 7 日(土)、8日(日)
の 2 日間にわたり、福井市の「AOSSA：アオッサ」を会場として開催いたします。

本学術大会は公益社団法人日本放射線技術学会中部支部と、中部地区 7 県の各公益

社団法人県放射線技師会による、地域医療における放射線医療の研究と技術の発展

を目的とした合同学術大会として平成 20 年に第 1 回大会がこの「AOSSA」で開催

され、今年の大会は中部地区 7 県の二巡目の新たな出発を迎えます。そこで、今あ

る放射線医療の技術と知識の向上と未来への新たな一歩を踏み出す契機とするため

に、大会テーマを“「挑む！さらなる高みへ、その先へ」”として、実行委員一丸と

なって準備を進めております。 

まず、会員皆さまのおかげをもちまして、一般演題 145 題が発表されることにな

り、お礼を申し上げます。当日は活発な議論が展開されることを期待しております。 

 今大会の企画として、特別講演は長らく放射線技師教育に尽力いただいている福

井大学名誉教授伊藤春海先生に、「放射線技師と画像診断医を結ぶもの」と題してご

講演いただきます。特別企画では、「技術学会、技師会が目指す国際化」と題してそ

れぞれの立場からお話しいただきます。シンポジウムでは、 “さらなる高み”を求
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めて、「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術の試み」について、各モ

ダリティで装置を問わずどの施設でも創意工夫によって出来るワンランク上の臨床

技術を紹介し、大いにディスカッションしていただき、明日からの業務に取り入れ

てもらえるような企画としました。教育セミナーは、中部支部の各研究会と技師会

の合同企画とし「FDG-PET/CT を用いた放射線治療計画について」、「診断参考レ

ベルを考える」、「非造影 MRA の基礎と臨床応用-MRI で血管を診るためのテクニ

ック-」の 3 セッションを準備しております。各分野でのホットな話題を提供しま

すので是非ご参加ください。また、今大会は、中部支部として 50 周年に当たるた

め、京都大学（前福井大学）の東村享治先生に「先端医療を支える放射線技術の『シ

ーズ』と『ニーズ』」と銘打って記念講演をお願いしております。 

さらに、一般公開講演では、乳がんと共に死亡率が増加している子宮頸がんに焦点

を当てて、福井大学産科婦人科学教授吉田好雄と子宮頸がんを克服された女優の仁

科亜季子さんをお迎えしてお話しいただきます。 

 最後に、福井の観光名所は東尋坊や永平寺が有名ですが、最近はこれらの名所に

加えて勝山の恐竜博物館も脚光を浴び始めました。日本の恐竜化石の 80％以上がこ

の福井県勝山市で発掘されており、学会期間中は恐竜が生きていたジュラ紀、白亜

紀に思いを馳せて恐竜博物館の見学も一興と存じます。JR 福井駅前では、勝山で

発見されたフクイラプトル、フクイサウルス、フクイティタンの実物大の 3 体の恐

竜モニュメントがお出迎えいたします。どうか会員・学生の皆さまの多数の参加を

お待ちしております。 
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いっぺん回ったさかい、また福井で盛り上がろっさ! 
 
第 8 回中部放射線医療技術学術大会 

(第 50 回日本放射線技術学会中部支部学術大会) 
副大会長  福島哲弥 (医療法人 林病院) 

 
この度、第 8 回中部放射線医療技術学術大会副大会長を務めることになりました

福井県診療放射線技師会長の福島です。日頃は、両会の会員の皆様におかれまして

は日頃から会の運営にご理解とご協力を頂き感謝致しています。 
さて、中部放射線医療技術学術大会(CCRT)が初めて開催されたのが平成 20 年 11

月 23・24 日(日・祝日)で福井県開催でした。この大会は中部で初めて技術学会と技

師会がタッグを組んで開催され、技術学会側は第 43 回日本放射線技術学会中部部

会学術大会になり、技師会側は第 17 回中日本地域放射線技師学術大会となりお互

いに長い歴史のある大会を気持ちを一つにして一つの大会に生まれ変わった記念す

べき大会であったのではないかと思います。この中部放射線医療技術学術大会も早

や一回りして再び福井県で無事開催できることを大変嬉しく思っています。思えば

この学術大会は中部地域の両会員の学術向上と最新の放射線医学分野の知識を習得

する場として開催されたものです。 
今、大会テーマを「挑む！さらなる高みへ、その先へ」とし、特別企画としては

放射線技術学会代表と日本診療放射線技師会代表がコラボしたテーマ「目指す国際

化について」にてご講演を賜り、国際化に向けての技術学会と技師会の取組を報告

していただく予定です。論文の投稿や国際学会での研究発表はもとより、優秀な人

材が豊富な日本の診療放射線技師の地位を高める方向性を示唆出来るのではないか

と期待しています。その他、特別企画や教育セミナーも、これからの皆様の仕事や

研究の役に立つ情報を提供できるよう準備を進めてまいります。 
また、一般公開講座としては 7 年前の第 1 回 CCRT 時の『チーム・バチスタ』で

有名な Ai(オートプシー・イメージング＝死亡時画像診断)海堂 尊先生から、今回も

また世論で話題となったテーマである女性の特有の病気「子宮頸がん予防」としま

した。最近では子宮頸がんで亡くなる方は、年間約 3,000 人 (2011 年)と報告され

ています。年代別に見ると、30 代後半から増えていく傾向もあり、最近では若い年
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齢層(20～39 歳)で患者さんも増えています。体験者でもある女優の仁科亜季子氏と

福井大学医学部産科婦人科学講座 教授の吉田好雄先生をお招きしてこの問題につ

いて経験から語られる事実と最近の現状をご講演頂く予定です。 
最後に、学会期間中はしっかりと勉強した後は、ちょうどこの季節の福井では越

前ガニの解禁日(毎年11月6日)となりこともあり、少し高価なため皆様にごちそうは

出来ませんが、懐に余裕が有りましたらお召し上がるのも良いかと思います。また、

田舎の福井の観光を楽しんでいただければ幸いです。皆様のご参加を、心よりお待

ち申し上げます。 
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開 催 概 要 

 

名 称 第 8 回中部放射線医療技術学術大会 
 
大会テーマ 挑む! さらなる高みへ その先へ 
 
会 期 平成 27 年 11 月 7 日(土)・8 日(日) 
 
会 場    AOSSA 8F 福井県県民ホール，6F 福井市地域交流プラザ 

(福井県福井市手寄 1 丁目 4−1) 
 
大会ホームページ http://www.fukui-rt.jp/2015CCRT/top.html 
 
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   

公益社団法人日本診療放射線技師会 

 

後 援    福井県，福井市 

 

 

 

 

 

http://www.fukui-rt.jp/2015CCRT/top.html
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参加者の皆様へ 
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) 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。 
  入場の際はネームカードを着用してください(未着用者は入場をお断りします)。 
 
3) 参加登録受付時間 
   第 1 日目  11 月 7 日(土)  8:30 ～ 17:00 
   第 2 日目  11 月 8 日(日)  8:30 ～ 11:30 
  ※両日とも AOSSA 8 階ホワイエにて受付を行います。 
 
参加登録費 
日本診療放射線技師会会員：3,000 円 
中日本地域の放射線技師会会員：3,000 円 
日本放射線技術学会正会員：3,000 円 
非会員：4,500 円 
学生：1,000 円(社会人学生は除く) 
技術学会学生会員：無料(社会人学生は除く)会員証を提示のこと 
 
録音・撮影について 
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について 
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。 
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意見交換会 
開催日：平成 27 年 11 月 7 日(土) 18：45～20：30 
会 場：ユアーズホテルフクイ 4F 芙蓉の間 
会 費：5000 円 学生 3000 円  
※参加登録受付にて申し受けます 

 

 

 

交通のご案内 
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会場案内図 

 
AOSSA 8 階 
参加登録受付 
第 1 会場(県民ホール) 
第 2 会場(リハーサル室) 
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AOSSA 6 階 
第 3 会場(研修室 607） 
第 4 会場(研修室 601BC） 
機器展示(レクリエーションルーム) 
会議室 1(研修室 602) 
会議室 2(研修室 603) 
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企業展示配置図 

 

 

 

①飲み物コーナー 

AOSSA 
レクレーションルーム 

⑪ピー・エス・ピー株式会社 

②日本メジフィジックス株式会社 ⑫株式会社東陽テクニカ 

③EIZO 株式会社 ⑬東洋メディク株式会社 

④株式会社ジェイマックシステム ⑭オリオン電機株式会社 

⑤コニカミノルタヘルスケア株式会社 ⑮GE ヘルスケアジャパン株式会社 
⑥株式会社 杏林システマック ⑯株式会社島津製作所 

⑦株式会社根本杏林堂 ⑰シーマン株式会社 

⑧シーメンス・ジャパン株式会社  ⑱株式会社マエダ 

⑨エイペックスメディカル株式会社 ⑲横河医療ソリューションズ株式会社 

⑩アミン株式会社 ⑳富士製薬工業株式会社 

㉑富士フイルムメディカル株式会社 
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スケジュール 

第 1 日目 11 月 7 日(土) 
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30

9:30 9:30 9:30

10:00 セッション① セッション⑦ セッション⑬

CT-物理評価１ MRI-撮像技術 一般撮影-
10:00 1～6     　 FSE・DWI 画像評価　67～71

10:30 34～39　　　10:30

教育セミナー１ 10:30 10:30

「FDG-PETを用いた 10:40

11:00 放射線治療計画に セッション② セッション⑧ セッション⑭
ついて」 CT-物理評価２ MRI-撮像技術 一般撮影-FPD

7～12 ・その他 72～77
11:20 40～44

11:30 11:30 11:30

開会式　　　11：30

12:00 11:50

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

ランチョン１ ランチョン２ ランチョン３ ランチョン４ 中部支部

富士RIファーマー 第一三共 バイエル薬品 富士フィルム 理事会

　　　　　　株式会社 メディカル

13:00 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 技師会

12:50 中日本地域

支部年会  13：10 会長会議

13:10 13:10 13:10

セッション③ セッション⑨ セッション⑮ 13:30

13:30 CT-性能評価 MRI-性能評価 治療-IGRT

14:00 13～19 45～49 78～84 13:40

シンポジウム 14:00 技師会

14:00 中日本地域

「整形領域の検査に 14:20 セッション⑩ 14:20 教育委員会

おける創意工夫や 14:20 MRI-造影剤 14:20

新たな検査技術 セッション④      ・その他 セッション⑯

15:00 への試み」 CT-撮影技術 50～54　　　14:50 治療-IGRT

20～24 　　・被ばく 15:00

15:10 15:00 85～90

15:20 15:20

15:20 セッション⑪

15:30 セッション⑤ 画像工学 15:30

CT- 55～60 セッション⑰

16:00 特別企画 コーンビームCT 治療-治療計画

25～28       16:00 16:00 呼吸性移動

「技術学会、技師会 91～95

が目指す国際化に 16:10 16:10 16:20

ついて」 セッション⑥ セッション⑫ 16:20

被ばく-計測 機器管理 セッション⑱

17:00 29～33 61～66 治療-治療計画

17:00 17:00 線量計算 17:00 17:00

17:10 96～100　17:10

17:10

特別講演

「放射線技師と

18:00 画像診断医を

結ぶもの」

18:10

意見交換会 ユアーズホテル４Ｆ美蓉の間 18:45～20：10

参
加
登
録
受
付

機
器
展
示
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第 2 日目 11 月 8 日(日) 
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 受付 機器展示 会議室１ 会議室２

県民ホール リハーサル室 研修室607　 研修室601BC　 県民ホール レクレーションルーム 602 603

8F 8F 6F 6F ホワイエ 6F 6F 6F

8:30

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

9:10 9:10

セッション⑲ セッション㉓

教育セミナー２ 治療-線量計測 核医学-画像 教育セミナー３ 9:30

101～105 CCRT

「診断参考レベル 10:00 120～124  10:00 「非造影MRAの 運営会議

10:00 を考える」 10:00 10:00 基礎と臨床応用」

セッション⑳ セッション㉔

治療-その他 核医学-PET 10:30 10:30

106～110 125～128　10:40

10:50 10:50 10:40

10:10 10:50 セッション㉗

11:00 11:00 11:00 セッション㉕

記念講演会 セッション㉑ 教育・骨密度 医療安全

「先端医療を支える 乳房 　　　　　・症例 139～145 11:30 11:30

放射線技術の『シー 111～115 129～133  11:40

ズ』　と　『ニーズ』」 11:50 11:40 11:50

12:00 11:50 セッション㉖

12:00 セッション㉒ 被ばくー防護

超音波

116～119　12:30 134～138  12:30

閉会式　　12:30

12:50

13:00

13:30

14:00
一般公開講座

「母娘で考える

子宮頸がん」

15:00

15:30

受
付 機

器
展
示
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■ 発表者の皆様へ 
 
発表について 
1) 当日受付から発表までの流れ 
1．総合受付で受付登録を済ませた後、当該セッション 30 分前までに、スライド

受付にて発表用ファイルの登録および動作確認を行って下さい。 尚、登録された

発表用 PowerPoint ファイルは、発表終了後、実行委員会が責任を持って削除し

ます。 
 
 2．混雑を避けるため、原則として当日発表の演題だけを受け付けます。2 日目朝

1 番のセッションにつきましては、前日午後より受け付けます。 
  3．受付後の PowerPoint ファイルの変更は出来ません。 
  4．当該セッションの 15 分前までに、次演者席にお着き下さい。 
 
2) 発表方法 
 1．発表時間は 7 分、討論時間は 3 分です(時間厳守)。  
   発表終了時刻の 1 分前に 1 回、発表終了時刻に 2 回、ベルを鳴らします。 
  2．スクリーンは、全会場とも横一面映写のみとなります。 

3．発表時の PowerPoint の操作(画面切替など)は発表者が行ってください。 
  4．発表者ツールの使用はできませんのでご注意ください。 
 
3) 発表データについて 
 1．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下さい。 
   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) 01-001_ 福井花子.ppt 
 2．発表データは、Windows にて PowerPoint 2007、2010 及び 2013 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。 
  3．スライドの縦横比は 4:3 で作成してください。 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
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りますのでご注意ください。 
  4． 動画を使用する場合は同一の階層に保存して動作することを確認の上でお持

ちください。動画のファイル形式は「.avi」「.wmv」のみ使用可能です（これ以

外のファイル形式では動作しない可能性があります）。 
  5．発表データは 2 つ以上のメディアに入れてお持ちください。又、必ず事前に

最新のアンチウイルスソフト等でウイルスチェックを行って下さい。 
  6．ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ませんのでご了承下さい。 
 
個人情報保護について 
  個人情報保護法を厳守されますようお願いいたします。患者のデータ使用の手続

きや個人情報の消去などは、各所属施設の規則に則って実施してください。 
 
利益相反(Conflict of Interest)の有無の公開について 
 発表する研究に関連して，企業等からの補助や援助を受けている場合(金額は問い

ません)，または，応募演題に関係する企業の被雇用者が共同研究者に含まれる場合

は，その事実を開示する義務があります。 スライドの 2 枚目に必ず利益相反事項

の有無のスライドを入れてください。 
(HP より ppt ファイルがダウンロードできます)  
 
 
 

■ 座長の皆様へ 
座長の皆様へ 
1) 当該セッション開始 30 分前までに、総合受付の「座長受付」にて受付を済ませ

て下さい。 
2) 当該セッション開始 15 分前までに、「次座長席」に着席下さい。 
3) セッションの開始ならびに進行は座長に一任致します。 
4) 当該セッションの終了時間は必ず厳守下さい。 
5) 座長集約の提出はありません。 
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特別講演                         第 1日目 第 1会場 17：10～18:10 

「放射線技師と画像診断医を結ぶもの  

～Radiologic・Anatomic・Pathologic Correlation～」 

                        福井大学名誉教授   伊藤 春海 

司会：福井大学医学部附属病院 放射線部 安達 登志樹 

 

特別企画                       第 1日目 第 1会場 15：30～17:00 

 

「技術学会，技師会が目指す国際化について」 

                             座長：日本放射線技術学会中部支部  支部長  松浦 幸広 

                      公益社団法人日本診療放射線技師会 中日本地域理事 佐野 幹夫   

   

「放射線技術学会が目指す国際化」 

公益社団法人日本放射線技術学会 業務執行理事・国際戦略委 宮地 利明 

「日本診療放射線技師会が目指す国際化」 

公益社団法人日本診療放射線技師会 会長 中澤 靖夫 

                                    

シンポジウム                       第 1日目 第 1会場 13：10～15:20 

「整形領域の検査における創意工夫や新たな検査技術への試み」 

                             座長：福井県立病院  放射線室 村中 良之  

                      福井大学医学部附属病院 放射線部 江端 清和 

「今、単純 X 線検査に求められること」          とうかい整形外科  難波 一能 

「動きで考える運動器超音波検査のススメ」  刈谷豊田総合病院 放射線技術科 前田 佳彦 

 

「微小骨折・不顕性骨折に対する CT のアプローチの一案」 

                         富山労災病院 中央放射線部 野水 敏行 

「整形外科領域における低磁場 Open MRI の撮像工夫」 

    医療法人 社団双樹会 早徳病院 放射線科 吉田 幸泰 

 

企画プログラム 
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教育セミナー 

◆教育セミナー1                    第 1日目 第 1 会場 10:00～11:20 

「FDG-PET／CT を用いた放射線治療計画について」 

                    座長：福井県済生会病院 放射線技術部 猪田 康二 

                         

 「放射線治療計画への FDG-PET/CT の導入」   福井大学医学部附属病院 放射線部 戸井 章子 

 「FDG-PET画像を放射線治療にどう生かすべきか    福井県立病院 核医学科 玉村 裕保 

 

◆教育セミナー2                      第 2 日目 第 2 会場 9:00～10:50 

「診断参考レベルを考える」 

            座長：藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木 昇一 

              やわたメディカルセンター 診療技術部 放射線課 橋本 典子 

 

「知っておきたい！診断参考レベルの基礎知識」 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井 泰孝 

「Ｘ線 CT  の診断参考レベル」  公益社団法人 日本診療放射線技師会 専門職 諸澄 邦彦 

「（未定）」            藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 浅田 恭生 

「現状から考えるマンモグラフィの DRL」 

岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術学科 西出 裕子 

 

◆教育セミナー3                    第 2 日目 第 4 会場 9:00～10:30 

「非造影MRAの基礎と臨床応用 -MRIで血管を診るためのテクニック-」 

                                          座長：富山大学附属病院 放射線部 森 光一 

 

「MRA の基本原理から最新技術まで」            日立メディコ MRIシステム本部 原田 邦明 

「MRI で血管を診るためのテクニック ―非造影の体幹部を中心に―」 

磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科  寺田 理希 

 

日本放射線技術学会中部支部 50周年記念講演会    第 2日目 第 1会場 11：00～12:00 

「先端医療を支える放射線技術の 『シーズ』と『ニーズ』」 

                    京都大学医学部附属病院 放射線部 東村 享治 

                  司会：日本放射線技術学会中部支部 支部長 松浦 幸広 
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一般公開講座                      第2日目 第1会場 13：30～15:30 

「母娘で考える子宮頸がん」 

      福井大学 産婦人科教授 吉田 好雄  

               女優  仁科 亜季子   

                          司会：さかい ちよみ。（アナウンサー）  

 

ランチョンセミナー                              第 1日目 第 2会場 12:00～12:50 

 

◆ランチョンセミナー1 (第 1 会場)          共催：富士フイルムRIファーマ                    

 

「X線 CT 撮影における標準化～GALACTIC～改訂 2 版」の概要と役割～整形領域を中心に～               

  富山労災病院 中央放射線部 野水 敏行 

 

座長：福井大学医学部附属病院 放射線部 石田 智一 

 

◆ランチョンセミナー2 (第 2 会場)                  共催：第一三共  

   

「ヨード造影剤～歴史から最新トレンド～」 

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 造影剤部門 アプリケーションスペシャリスト  入江 弘幸 

 

                   座長：財団医療法人 中村病院 放射線技術部 部長 白崎 伸一郎 

 

◆ランチョンセミナー3  (第 3 会場)                       共催：バイエル薬品株式会社 

   

「MRI 造影剤の最新情報 ～ガドブトロール（ガドビスト 1.0M）の特性と臨床的有用性～」 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 水内 宣夫 

 

◆ランチョンセミナー4  (第 4 会場)                      共催：富士フイルムメディカル 

   

「ポータブル撮影の効率化を目指した バーチャルグリッドの開発」 

                    富士フイルム株式会社 R＆D統括本部 画像技術センター 山田 雅彦 

  「ポータブル撮影におけるバーチャルグリッドの使用経験」 

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

               座長：名古屋市立大学病院 中央放射線部 撮影技術係長 國友 博史 
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一般演題プログラム 
 

第 1 日目    11 月 7 日（土） 第 2 会場 
 
セッション１ 
 
CT-物理評価１ 9:30～10:30     座長 清水 明憲 （厚生連高岡病院） 
 

 
001 信号対雑音比を用いた逐次近似再構成 CT 画像の線量低減率評価 
 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻  八木 亮輔 
   

002 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  高城 正宏 
   

003 逐次近似応用再構成による画質変化の検討 
 福井大学医学部附属病院 放射線部  松田 祐貴 
   

004 Advanced Modeled Iterative Reconstruction(ADMIRE)の画質効果について 
 東名古屋画像診断クリニック 画像技術課   田中 宏卓 
   

005 2 機種の CT 装置における物理評価の比較検討 
 東名古屋画像診断クリニック 画像技術課 宮條 さとみ 
   

006 第 3 世代 Dual-source CT における Sn フィルタの有用性 
 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻  舟本 和彰 
   

 
セッション２ 
 
CT-物理評価２ 10:30～11:30  座長 永澤 直樹（三重大学医学部附属病院） 
 

 
007 冠動脈 CT における至適スライス厚と再構成間隔の検討 
 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻  岩原 健吾 

 
008 冠動脈 CT におけるベクトル演算を用いた motion artifact 低減効果の検討 
 金沢大学大学院 医薬保健総合研究科  石川 貴彬 

 
009 撮影条件によるメタルアーチファクト低減ソフトの効果の検討 
 社会医療法人厚生会 木沢記念病院  瀬戸 優麻 
   

010 唾液腺 CT における最適造影剤濃度と Metal Artifact Reduction 
 名古屋市立大学病院 中央放射線部  水野 恭佑 
   

011 高リン血症治療剤におけるアーチファクトの検討 
 岐阜大学医学部附属病院 放射線部   安田 憲幸 
   

012 高速二重螺旋スキャンにおける pitch factor と画質の関係について 
 三重大学医学部附属病院 中央放射線部  高須 千明 
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セッション３ 
 
CT-性能評価 13:10～14:20      座長 丹羽 伸次（中津川市民病院） 
 

 
013 同一メーカにおける最新及び準最新 CT 装置間の画質比較 
                    金沢大学 医薬保健学域 放射線技術専攻  近藤 紫友花 
   

014 診断参考レベルを考慮した X 線 CT 画像の低コントラスト検出能評価 
        金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻    山口 紗季 
   

015 ADCT の新型検出器と旧検出器の比較 
              市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室    倉谷 洋佑 
   

016 異なる CT 装置による物理特性が血管描出能に与える影響 
 福井大学医学部附属病院 放射線部  嶋田 真人 
   

017 異なる検出器を備えた二機種の CT における中心部と周辺部における解像度について 
 聖隷三方原病院  水野 孝一 
   

018 超高精細 CT における空間分解能および部分体積効果に関する検討 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部 土井 裕次郎 
   

019 超高精細 CT を用いた脳動脈瘤血管性状の評価 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部   片岡 由美 
   

 
セッション４ 
 
CT-撮影技術 14:20～15:10       座長 水井 雅人（鈴鹿回生病院） 
 

 
020 乳幼児の CTA 検査最適化の検討 
 福井循環器病院 診療技術グループ 放射線科  山田 芳和 
   

021 CTAortography 撮影における体表面積を指標にした造影剤投与量算出法の有用性 
 福井大学医学部附属病院 放射線部 佐藤 恵梨子  
   

022 肺がん CT 検診における撮影条件の検討 
 浜松光医学財団 浜松 PET診断センター  佐藤 真由美 
   

023 CT 用小児固定具による画像への影響について ～スキャン法の比較～ 
 社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科     井上 翔 
   

024 脳腫瘍術前 4D-CT を利用した新たなサブトラクション法に関する検討 
 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   和田 悠平 
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セッション５ 
 
CT-コーンビーム CT15:20～16:00  座長 奥村 悠祐（石川県立中央病院） 
 

 
025 CBCT におけるコリメータが画質におよぼす影響 
 朝日大学歯学部附属村上記念病院 放射線室  大野 光生 
   

026 CBCT(コーンビーム CT)における画像特性の基礎的検討 
 市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室  山本 優貴 
   

027 歯科用コーンビーム CT の短時間撮影における画質評価 
 愛知医科大学病院 中央放射線部 長谷川 亜美  
   

028 Cone Beam CT(CBCT)用 MAR アプリケーションの有用性 
 岐阜大学医学部附属病院 放射線部  土田 裕規 
   

 
セッション６ 
 
被ばく-計測 16:10～17:00   座長 嶋田 真人（福井大学医学部附属病院） 
 

 
029 半導体検出器を用いた半価層の測定 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科  中林 夏音 
   

030 AAPM report No.111 による CTDI の測定法における線量計の最適化に向けた検討 
 金沢大学 医薬保健学類 保健学類 放射線技術科学専攻  小林 晶代 
   

031 ファントム内における線質変化の検討 
 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻   松下 航大 
   

032 CT 検査に従事する診療放射線技師の水晶体被ばく線量に関する検討 
 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系  山浦 雄太 
   

033 嚥下 CT 検査時のリクライニング角度が患者の被ばく線量に及ぼす影響の評価 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科   小林 正尚 
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11 月 7 日（土） 第 3 会場 
 
 
セッション７ 

 
MRI-撮像技術 FSE・DWI 9:30～10:30  座長 菅 博人（名古屋市立大学病院） 
 

 
034 STIR 併用 propeller 法を用いた頚部領域撮像の検討 
 福井大学医学部附属病院 放射線部   金本 雅行 
   

035 PROPELLER と Cartesian scan における T2 強調画像の磁化率アーチファクトの比較検討 
 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科  森部 龍祐 

 
036 TSE DWI の歪みに関する基礎的検討 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部     増元 光 
   

037 TSE DWI のボケに関する基礎的検討 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部   前田 繁信 
   

038 Single Shot TSE DWI の臨床画像導入への検討 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部  河野 泰成 
   

039 Readout-segmented EPI における Readout partial fourier が画質に与える影響 
 愛知医科大学病院 中央放射線部    遠藤 真 
  

 
 

セッション８ 
 
MRI-撮像技術・その他 10:40～11:30 座長 藤本 勝明（富山県済生会富山病院） 
 

 
040 Slice Encoding for Metal Artifact Correction(SEMAC)の検討 
                   愛知医科大学病院 中央放射線部  西井 厳夫 
   

041 THA 前後における傍脊柱筋脂肪変性の変化についての検討 
                  名古屋整形外科人工関節クリニック  安藤 貴法 
   

042 腹部領域における LAVA 法の息止めと reduction factor に関する検討 
                       聖隷浜松病院 放射線部  小出 若葉 
   

043 静音化技術を用いた撮像音低減効果の検討 
                   愛知医科大学病院 中央放射線部  村瀬 弘樹 
   

044 LGE-MRI(Late gadolinium Enhancement-MRI)における最適 TI 時間の検討 
                      財団医療法人 中村病院  佐々木 基充   
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セッション９ 
 
MRI-性能評価 13:10～14:00     座長 荒井 啓介（福井県済生会病院） 
 

 
045 格子ファントムを用いた 3TMRI の歪みの検討 
 愛知医科大学病院 中央放射線部  清水 郁男 
   

046 18ch 乳腺コイルのコイル特性の検討 
 愛知医科大学病院 中央放射線部  若杉 奈央 
   

047 グラディエントコイルバージョンアップによる有用性の比較検討 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部   岩瀬 秋吉 
   

048 膝関節 MRI 検査のコイル選択および基本性能の評価 
 名古屋セントラル病院 中央放射線室  鈴木 智明 
   

049 3T MRI 装置用改良版 Posterior Head coil の基礎的検討 
 名古屋市立大学病院 中央放射線部   笠井 治昌 
   

 
セッション 10 
 
MRI-造影剤・その他 14:00～14:50   座長 林 弘之（金沢大学附属病院） 
 

 
050 ジャックナイフ位 MRI における脂肪抑制効果向上のための補助具の検討 
 医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院  庄田 隆志 
   

051 円背患者に対する画質改善の検討 
 国家公務員共済組合連合会 名城病院 放射線部   村上 正悟 
   

052 Gd‐HP‐DO3A と Gd‐BT‐DO3A の造影効果の比較 
 名古屋共立病院 画像技術課  林部 昌弘 
   

053 ガドペンテト酸メグルミンとガドブトロールの T1 造影効果の比較 
 東名古屋画像診断クリニック 画像技術課  築島 正拓 
   

054 市販サプリメントが MR 画像に与える影響について 
 社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部  谷川 奈穂 
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セッション 11 
 
画像工学 15:00～16:00       座長 東出 了（名古屋市立大学病院） 
 
 
055 Signal-difference-to-noise ratio によるグリッドレス撮影の画質評価 
 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻  上田 明日香 
   

056 スパースコーディング超解像処理(ScSR 処理)を用いた画質改善 
 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻   宮阪 洋亮 
   

057 演題取り下げ  
  

058 CT 画像を用いた頭部線状骨折の自動検出手法の開発～ファントムによる基礎的検討～ 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科  山田 あゆみ 
   

059 ガボールフィルタと HOG 特徴量を用いた乳腺 MR 画像における乳腺形態の解析 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小野江 愛里 
   

060 乳房 X 線画像における構築の乱れの自動検出手法 －偽陽性削除処理による性能改善－ 
 藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科    山崎 瑞季 
   

 

セッション 12 
 
機器管理 16:10～17:10        座長 水野 求（土岐市立総合病院） 
 

 
061 モニタ輝度と環境照度が検像業務に与える影響 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部  尾崎 一樹 
   

062 院内モニタの品質管理と読影時の室内環境光の影響の評価 
 名古屋市立 緑市民病院 診療技術部 放射線技術科  橋岡 由佳 
   

063 血管撮影部門におけるオンラインマニュアル導入に関する検討 
 福井赤十字病院 放射線科部  安藤 剛一 
   

064 造影剤自動注入器における精度管理についての検討 
 医療法人 気象会 東朋八尾病院 放射線科  須賀 龍也 
   

065 医療機器管理においての検討 
 十全記念病院 放射線部  中村 晃道 
   

066 放射線機器単独の非常用発電機の導入 
 社会医療法人宏潤会 大同病院 放射線科  渡邉 一正 
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11 月 7 日（土） 第 4 会場 
 
 
セッション 13 
 
一般撮影-画像評価 9:30～10:20   座長 川嶋 広貴（金沢大学附属病院） 
 

 
067 当院における仰臥位脊椎側面撮影の有用性 
 愛知医科大学病院 中央放射線部     西村 学 
   

068 JSGI ファントムを用いた幾何学的変化に伴う画質評価 
 名古屋掖済会病院 中央放射線部  小栗 健太 
   

069 胸部ポータブル撮影条件の統一へ向けての検討―画質評価から― 
 富山県済生会富山病院  和田 望未 
   
070 FPD 搭載型ポータブル装置による連続消化管撮影への応用 
 大垣市民病院 診療検査科 外来放射線室   浦崎 昇平 
   

071 Slot scan における重心動揺計を用いた motion artifact の評価手法について 
 国家公務員共済組合連合会 名城病院 放射線部  山田 誠一 
   

 
セッション 14 
 
一般撮影-FPD 10:30～11:30   座長 西脇 祐太（名古屋市立大学病院） 
 

 
072 散乱線除去処理の処理設定パラメータの違いによる画像への影響の検討 
 福井大学医学部附属病院 放射線部  藤本 真一 
   

073 胸部 X 線動画イメージングのための体動補正法の開発 
 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科  松田 紘明  

 
074 手関節側面動態検査法を対象にした撮影補助システムの開発 
 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻量子医療技術学講座   石田 悠葵 

 
075 FPD の実効エネルギー感度依存特性の検討 
                              福井大学医学部附属病院 放射線部   吉澤 沙織 
   

076 長尺撮影用フラットパネルディテクタの基礎的検討 
                   藤田保健衛生大学病院 放射線部  前田 圭太 
   

077 視覚評価および正規化順位法を利用した撮影条件の適正化に関する検討 
                名古屋大学医学部附属病院 医療技術部  丸山 裕輝 
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セッション 15 
 
治療-IGRT 13:10～14:20  座長 内藤 雅之（三重大学医学部附属病院） 
 

 
078 頭頚部 IMRT における患者固定精度の検討 
 愛知医科大学病院  安藤 未央 
   

079 陽子線治療における CT 自動位置決めシステムの精度検証 
 福井県立病院 放射線室    安川 裕 
   

080 陽子線治療における CT 位置決めを用いた肝臓がん治療の基礎的検証 
 福井県立病院 放射線室   佐賀 友輔 
   

081 前立腺がん陽子線治療におけるCT位置決めシステムを利用した骨盤内臓器の変化と線量解析

についての検証 
 福井県立病院 放射線室    南 大樹 
   

082 骨盤部画像誘導放射線治療における骨自動照合成功率の評価 
 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻   北川 雅康 
   

083 Deformable Image Registration に対する新しい評価指標 
 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻     長野 晃 
   

084 前立腺 IMRT における超音波装置を用いた膀胱体積測定の有用性 
 愛知医科大学病院 中央放射線部  中村 和彦 
   

 
セッション 16 
 
治療-IGRT・被ばく 14:20～15:20 座長 江口 佑太（名古屋市立大学病院） 
 

 
085 人体ファントムを用いたリニアック kV-CBCT における骨盤部被ばく線量測定 
 名古屋大学医学部付属病院  川端 文隆 
   

086 当院におけるリニアック 2 機種の Cone-Beam CT による患者被ばく線量比較 
 愛知医科大学病院 中央放射線部    南 佳孝 
   

087 X 線シミュレータと On-board imager を用いた CBCT と CT の CTDI の比較 
 三重大学医学部付属病院 中央放射線部  中井 瑞記 
   

088 kV ベースの IGRT における被曝線量の訪問測定 
 金沢大学附属病院 放射線部  室井 大志 
  

089 Tomotherapy における Dynamic Jaw を用いたペースメーカーの線量評価 
 福井県済生会病院 放射線技術部   吉本 直也 
   

090 コリメータを用いた陽子線スキャニング照射における中性子周辺線量当量の推定モデル作成 
 名古屋大学大学院 医学系研究科  關原 恵理 
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セッション 17 
 
治療-治療計画・呼吸性移動 15:30～16:20 座長 金田 達也（福井県立病院） 
 

 
091 放射線治療計画用４DCT の呼吸条件が物理特性に及ぼす影響 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科   宮地 孝徳 
   

092 Prospective 同期 CT 撮像における遅延時間が ITV に及ぼす影響 
 名古屋大学大学院 医学系研究科   鈴木 直樹 
   

093 金属マーカーを用いた肺定位放射線治療における腫瘍位置の定量的解析 
 名古屋市立大学病院 中央放射線部   北川 裕人 
   

094 高精度放射線治療専門装置における動体追尾照射の精度検証 
 大垣徳洲会病院 放射線科  高田 勇馬  
   

095 スポットスキャニング陽子線治療における線量計算システムを用いた呼吸性移動に 
関する検討 

 
 
 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科  上島 佑介  

セッション 18 
 
治療-治療計画・線量計算 16:20～17:10 座長 小島 礼慎（金沢大学附属病院） 
 

 
096 放射線治療計画 CT における金属アーチファクト低減ソフトウェアの基礎的検討 
 静岡県立静岡がんセンター 放射線治療科  村松 典明 
   

097 体厚減少が線量分布に与える影響―ファントム評価― 
 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科  吉永 真奈 
   

098 脳定位放射線治療における線量計算アルゴリズムの比較 
 愛知医科大学病院 中央放射線部  青山 貴洋 
   

099 モンテカルロ法を用いた高エネルギー電子線カーネルの計算 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科  菊地 慧史  
   

100 スポットスキャニング陽子線治療における線量計算システムの環境構築 
 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     濱野 裕 
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第 2 日目    11 月 8 日（日）  第 2 会場 
 
 
セッション 19 
 
治療-線量計測 9:10～10:00     座長 白崎 展行（富山大学附属病院） 
 

 
101 X 線を用いた相互校正における外部モニタが与える影響 
 福井大学医学部附属病院   笹本 耕平 
   

102 Flattening Filter Free ビームの水吸収線量計測における Prp の検討 
 愛知医科大学病院 中央放射線部  金田 直樹 
   

103 付加フィルタを用いた電子線深部線量分布の最適化 
 名古屋大学大学院 医学系研究科  島田 星良 
   

104 Gafchromic Film と多列半導体検出器型線量検証システムによる前立腺 IMRT プラン 
検証結果の比較 

 岐阜県立多治見病院 中央放射線部   佐賀 将人 
   

105 拡大照射陽子線治療において軸外線量比が field size factor の軸外距離依存性に与える影響 
 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  北川 智基 

 
 
セッション 20 
 

治療-その他 10:00～10:50    座長 鎌田 茂義（岐阜県立多治見病院） 
 

 
106 コバルト 60 定位手術的照射装置の治療において異なる血管撮影装置間の幾何学的精度の比較 
 偕行会 名古屋共立病院 医療技術部 画像技術課  小栗 佑太 
   

107 ゲル線量計を用いたアイソセンタの位置精度評価の試み 
 金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学学科  金武 建佑 
   

108 照射野が限定されている装置における乳房接線照射の可能性 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科   鬼頭 彩音 
   

109 三次元スキャナ技術による乳房照射中の体表面動態解析 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科  中神 史恵 
   

110 高精度放射線治療装置のための品質管理プログラムの策定と管理シートの作成 
 医療法人 徳洲会 大垣徳洲会病院  中江 寛樹 
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セッション 21 
 
乳房 11:00～11:50              座長 辻 孝枝（城北病院） 
 
 
111 MicroDose Mammography SI の精度管理に関する基礎的検討 
 名古屋大学医学部附属病院  山本 香澄 
   

112 DIGIMAM ファントムを用いた日常管理に関する検討 
 名古屋大学医学部附属病院  河合 菜月 
   

113 モンテカルロ法を用いたマンモグラフィにおける平均乳腺線量の算出 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 梁川 奈津子 
   

114 モンテカルロ法を用いたマンモグラフィにおける被写体コントラストの検討 
 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科  田町 瑞穂 
   

115 月経周期各時期におけるマンモグラフィ圧迫時の乳腺変化 
 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科  川口 菜摘 
  

 
 

セッション 22 
 
超音波 11:50～12:30        座長 澤口 信孝（富士市立中央病院） 
 

 
116 乳腺腫瘤における Shear Wave Elastography(SWE)の初期的検討 
 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 山口 奈津季  
   

117 Shear Wave Elastography による肝硬度測定の有用性 
 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院  界外 忠之 
   

118 超音波検査で診断し得た精索静脈瘤の一例 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部  日比 亮輔 

 
119 当院における野球肘検診の取り組み 
 福井県済生会病院 放射線技術部 中垣内 雅弥 
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 11 月 8 日（日） 第 3 会場 
 
 
セッション 23 
 
核医学-画像 9:10～10:00    座長 澤田 通文（浜松医科大学附属病院） 
 

 
120 線条体シンチにおける SPECT 撮像時間の検討 
 聖隷浜松病院  松尾 長昌 
   

121 SBR の標準化に向けた多施設検討 
 鈴鹿回生病院 放射線課    南 紀夫 
   

122 骨シンチグラフィ診断支援ソフトを用いた SPECT の定量評価 
 愛知医科大学病院 中央放射線部 伊藤 ありさ 
   

123 全身 PET/CT 画像を用いた乳腺腫瘍および腋窩転移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   箕浦 菜月 
   

124 PET/CT 画像を用いた肺結節の悪性度自動解析 
～複数の特徴量とランダムフォレストによる解析手法の開発～ 

 
 
 

藤田保健衛生大学 医療科学部   寺本 篤司 

セッション 24 
 
核医学-PET10:00～10:40        座長 中森 由浩（公立小浜病院） 
 

 
125 PET-CT 装置における continuous bed motion 収集と step and shoot 収集の比較 

－均一性，雑音による画質評価－ 
 福井大学医学部附属病院 放射線部  吉岡 千絵 
   

126 連続寝台移動 PET-CT における呼吸同期収集での収集時間の検討 
 静岡県立 静岡がんセンター 画像診断科  多田 宏臣 
   

127 視野外から受ける散乱線の影響についての検討 
 名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック   佐々木 駿 
   

128 FDG-PET における心筋の生理学的集積に関する検討 
 愛知医科大学病院 中央放射線部    東 里和 
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セッション 25 
 
教育・骨密度・症例 10:50～11:40  座長 前田 佳彦（刈谷豊田総合病院） 
 

 
129 Propolis は THA 術後の Stress shielding を抑制するか。 

-力学的ストレス低下モデルマウスによる基礎的研究- 
 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 大橋 美保子 
   

130 BMI が腰椎正側 BMD 値に及ぼす影響の検討 
 愛知医科大学病院 中央放射線部 多和田 有花 
   

131 RAP-C で正常胸部 X 線画像を正しく学ぶ教育実践モデル 
～受講者と指導者が共に成長する Mini 寺子屋～ 

 福井大学医学部附属病院 放射線部  上坂 秀樹 
   

132 RAP-C で正常胸部 X 線画像を正しく学ぶ教育実践モデル 
～Mini 寺子屋を受講することで得た変化～ 

 福井大学医学部附属病院 放射線部 増永 麻衣奈 
   

133 診断に難渋したエキノコックス症例とそこから学んだ地域性疾患 
 市立敦賀病院 医療技術部 放射線室  田泉 智明 
 
 

  

セッション 26 
 
被ばく-防護 11:40～12:30  座長 五十嵐 哲郎（ 石川県済生会金沢病院） 
 

 
134 血管造影装置の更新における患者被曝線量の評価 
 福井県済生会病院 放射線技術部  小林 鉄也 
   

 

135 新しい散乱線線量分布測定法の基礎検討 
 聖隷三方原病院 画像診断部  鈴木 涼亮 
  

136 ハイブリッド手術室においてコーンビーム CT で上腹部を撮影した際の散乱線の空間分布の 
検討 

 愛知医科大学病院 中央放射線部  大澤 充晴 
   

137 当院の肝ダイナミック CT 検査で患者が受ける線量の実態 
 浜松医科大学医学部附属病院 放射線部  石賀 慎基 
   

138 当院の肝ダイナミック CT で患者が受ける線量の装置間格差について 
 浜松医科大学医学部附属病院 放射線部  竹井 泰孝 
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11 月 8 日（日） 第 4 会場 
 

セッション 27 
 
医療安全 10:40～11:50         座長 野田 孝浩（大垣市民病院） 
 

 
139 CT 造影検査での造影剤副作用発生傾向の調査 
 富山大学附属病院 放射線部    熊野 恵 
   

140 造影 CT 検査における eGFR 表示の有用性に関する検討 
 富山大学附属病院 放射線部  堀田 大雄 
   

141 タブレット端末を用いた造影剤認証システムの構築 
 JA 愛知厚生連 江南厚生病院 放射線技術科  古田 和久 
   

142 当院の MRI 検査における事故と、その後の安全対策への取り組み 
 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院 放射線部  栗林 武志 

 
143 小線源療法における医療事故防止のための安全運用体制の構築 
 藤田保健衛生大学病院 放射線部  江上 和宏 
   

144 一般撮影室における患者急変時初期対応シミュレーションの有用性 
 大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室  喜早 亮介 
   

145 多職種を含めた造影剤アレルギー初期対応シミュレーションの必要性 
 大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室   市川 宏紀 
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            日本放射線技術学会中部支部  

 《 第 55 回画像研究会 》のお知らせ  
        

『  最新のグリッドレス撮影の活用法  
 －新しい散乱線除去処理について－  』 

 
画像研究会代表世話人  市川勝弘、服部真澄  

第 54 回画像研究会は，「最新のグリッドレス撮影の活用法 －新しい散乱線除去処

理について－」の内容で開催いたします．最近，話題になっています「新しい散乱

線除去処理」についてのメーカーからの紹介とユーザーから散乱 X 線について解説

していただきます．また，リフレッシュ講座としまして「Image J の基礎」，「DRL
で得られる画質」も盛り込んだ内容といたしました．なお、技術学会会員・非会員

を問わず，参加可能で，多数の参加をお待ちしています． 

 
日時： 平成 27 年 11 月 21 日(土) 14 時 00 分～ 17 時 30 分    

会場： 金沢大学医薬保健学域保健学類 4 号館 2 階会議室     
                 ＊ バス 金沢駅東口 3 番乗り場発 

           11 東部車庫・金沢東高校・金沢学院大学行き 小立野下車 

             ＊  正会員、学生会員；会費無料，  非会員；500 円 

事前参加登録 不要 

 

 

 

技術セミナーのお知らせ 
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第１部 散乱線除去処理に関する最新の話題    
（１）散乱 X 線を理解する              

           名古屋市立大学病院 中央放射線部  山田 雅人 氏 
（２）Virtual Grid（バーチャルグリッド）の紹介   

             富士フイルムメディカル株式会社   網本 直也 氏 

（３）PRIME テクノロジーによるグリッドレス技術の紹介 
           シーメンス・ジャパン株式会社   大塚 恭一 氏 

（４）散乱線補正処理「IntelligentGrid」の紹介     
                       コニカミノルタ株式会社   松村 茂樹 氏 

（５）散乱線除去処理技術「SkyFlow」について 
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン   北中 康友 氏 

第２部 リフレッシュ講座    
（１）Image J の基礎      東海学院大学健康福祉学部  服部 真澄 氏 
（２）DRL（診断参考レベル）で得られる DR の画質 

金沢大学医薬保健研究域保健学系  市川 勝弘 氏 

 

＊ 問合せ先 東海学院大学 服部 まで 

E-mail : m-hattori”AT”tokaigakuin-u.ac.jp“AT”を＠に変換してください．    

 

第 61 回ＭＲ研究会（東海ブロック） 
日時：平成 27 年 10 月 31 日（土）13:30 （13:00 受付開始） 
会場： 名古屋市立大学病院 病棟中央診療棟 4 階第 1 会議室 
内容：MRI 研究者をはじめとする MRI 愛好者のための The 統計を開催いたします。

多数の方々の参加をお待ちしています。MRI 愛好者以外の方もお待ちしています。 
 
第 62 回ＭＲ研究会（北陸ブロック） 
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30（13:00 受付開始） 
会場：富山大学附属病院 

テーマ：拡散強調について 

mailto:m-hattori@tokaigakuin-u.ac.jp
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第 46 回中部支部乳房画像研究会 
 
 2000 年にマンモグラフィ併用の検診が普及し，今年で 15 年が経ちました．ちょ

うど各施設が装置の更新を考えている時期だと思います．装置を選定するにあたり，

トモシンセシス機能をはじめとする新技術が必要なのか，被ばく，効率，周辺環境

の構築など検討することが山積みです．今回は各社の特長を話していただき，ユー

ザー側として最近更新した施設の担当にもお話いただききます． 
これから更新を考えている施設だけでなく，既に更新した施設の方にも今後の運

用も含めて参考になる内容にするつもりです． 
 多数の参加をお待ちしています。 
 
テーマ：「知りたい となりのマンモ部屋」 

～更新，購入を考えているあなたへ～ 
 
日時：平成 27 年 12 月 12 日（土）13：30～ 
会場：石川県立中央病院 健康教育館 2 階 
内容：13:30～15:00 「最新のデジタルマンモグラフィ装置の紹介」 
             装置メーカ各社 

15:00～16:00 「私たち装置更新しました！」 
             金沢医療センター  
             根上市立病院         

  16:00～16:50 「準備や運用の実情」 
             金沢大学病院 
             石川県立中央病院 
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放射線治療研究会の予定 
 
第 26 回静岡県放射線治療研究会 
平成 27 年 10 月 24 日(土) 14:00-17:00 アクトシティ浜松 
【治療計画 CT について】 
 
三重県放射線治療研究会 
平成 27 年 12 月 5 日(土) 14:00-18:00 三重大学医学部附属病院 三医会ホール 
【セットアップについて】 
 
第 43 回北陸放射線治療研究会 
平成 27 年 12 月 20 日(日) 福井県開催 
【標準計測法 12 その他】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
日本放射線技術学会中部支部 ビーム中部 2015-No.2 

－ 36 － 

 

 

 



 
日本放射線技術学会中部支部 ビーム中部 2015-No.2 

－ 37 － 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 ビーム中部 2015 年 第 2 号 
発行人：松浦幸広 
編 集：大橋 一也 

  

住 所 変 更 な ど の 会 員 情 報 の 変 更 は 技 術 学 会 本 部 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.jsrt.or.jp/)の入会案内からお願いします。 

 

中部部会事務局の連絡先 

〒920-8641 金沢市宝町 13-1 金沢大学附属病院 放射線部内 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

TEL: 076-265-2010 FAX: 076-234-4311 

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

URL ： http://jsrt-chubu.org/index.cgi 

 

事務局からのお知らせ 

mailto:raddiv@med.kanazawa-u.ac.jp
http://jsrt-chubu.org/index.cgi

