
 

第 9 回中部放射線医療技術学術大会のご案内 

 
第 9 回 中部放射線医療技術学術大会 

（第 51 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会）                        
 大会長  山田 隆憲 

 
本年は伊勢志摩にてサミットが開催され三重県は注目される年となり、本大会のテーマ

も「次世代へつなぐ技術と英知のサミット」といたしました。我々の診療放射線技術を究

めるために、鈴鹿医療科学大学の千代崎キャンパスを会場として大会テーマにふさわしい

たくさんの魅力ある企画を準備して皆様をお迎えいたします。 

 近年はチーム医療の重要性が注目され、診療放射線技師の役割も医療界だけではなく国

民からも期待されており、これに応えるべく私たちは常に研鑽を怠ることなく続けていく

必要があります。この第 9 回中部放射線医療技術学術大会にて皆様にご提供させていただ

く企画や一般演題の研究をお聞きいただきまして、皆様の明日からの診療技術向上の一助

となれば幸甚です。 

 特に今までは各モダリティの撮影技術向上に重きを置かれていた私たちの職能に加えて、

近年ではより患者さんの目線に立った医療も求められています。その視点を本学術大会の

中でも十分に意識して今後の診療放射線技師のあり方を考える機会となればと思います。 

まず、特別企画サミットディスカッションでは「組織の将来構想とクリニカルラダーの

ありかた」をテーマに日本診療放射線技師会副会長 熊代正行先生、日本放射線技術学会副

代表理事 錦成郎先生、日本看護協会副会長 大久保清子先生によるパネルディスカッショ

ン。また一般公開講座では、元おニャン子クラブ・会員番号 40番の生稲晃子さんと三重大

学附属病院乳腺センター教授・小川朋子先生をお迎えして、生稲晃子さん自身の乳がん体

験をもとに皆様と共に『乳がんについて考える』シンポジウムを行います。私たち診療放

射線技師ががん診療と向き合う患者さんのことを思い、そして行動を考えることはやはり

未来の医療でも特に不可欠な要素でもあります。一般市民の方を含めてこの講座をお聞き

いただいて皆様と一緒に考える機会としたいと思います。 
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 また、本大会では学術だけでなく参加される皆様との交流や三重県そのものをご堪能い

ただきたいと思います。三重県は南北に長く海の幸、山の幸きれいな水など豊富な資源に

恵まれた地形でもあり、これらを生かした各特産物を楽しむことができます。少し足を延

ばして伊勢まで足をお運びいただけば伊勢神宮など人気のパワースポットもあります。伊

勢は開催地の鈴鹿から近鉄特急や高速道路を利用すれば気軽に行くことが可能です。また

鈴鹿市はモータースポーツ宣言都市でこの大会中にもレースが開催されています、お時間

が有りましたら鈴鹿サーキットへ足を運んでいただきオイルの匂いとエンジンの爆音（良

い）を体験されたら如何でしょうか。ぜひとも今学術大会とともに三重県を楽しんでいた

だければと思います。 

本大会が皆様にとって有意義な 2 日間となるよう、大会長ならびに実行委員一同願って

おります。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



第 9 回中部放射線医療技術学術大会の開催にあたって 

 

第 9 回 中部放射線医療技術学術大会 

（第 51 回 日本放射線技術学会中部支部学術大会） 

副大会長 中西 左登志 

 

G7伊勢志摩サミット 2016は 5月 26日、27日に無事終了しました。厳重な警備が行われ、

日常生活にも支障が出る状況でしたが、三重県民の協力によって成功裏に終わることが出

来たことはたいへん喜ばしいことです。それと共に、三重県民さえ知らなかった多くのも

のが話題となり、三重県のおもてなしの心をあらためて知ることが出来ました。外務省の

ホームページにはディナー等に使用された三重県産の食品、器、及びおしぼり等が沢山掲

載されています。 

さて、放射線医療技術のサミットである第 9 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）が

三重県北部の鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパスにて開催されます。大会テーマは「次世

代へつなぐ技術と英知のサミット」としました。 

前回の三重大会（第 3回 CCRT）では行いませんでした企業展示を今回は行います。円形

の学生食堂を利用して、間仕切り形式では無くて各ブースを円形に配置し、すべてのブー

スを見渡せる形式を試みます。中央には椅子と机、飲み放題の自動販売機を 1 台設置しま

すので、お好みのドリンクをお楽しみ頂けます。勉強で疲れた時の癒し空間としてご利用

下さい。 

2日目 9時 10分からの特別講演にはアクセンチュア Data Science Center of Excellence 

兼アクセンチュア アナリティクス日本統括マネジング・ディレクター工藤卓哉先生をお招

きし，「医療におけるデータ活用～分析力、パターン認識が医療にもたらす可能性～」とい

うご講演をお願いしました。現在私たちがニュースで見聞きする「防犯カメラ」は事件発

生後に犯人捜しのために使われていますが、現在のコンピュータによる顔認識システムは

犯罪が発生する前に犯人集団を認識できるそうです。その技術は近い将来 X 線 CT 装置や

MRI 装置と組み合わされ、より精度の高い CAD に発展するのではないかと、興味深いお話

を聞かせて頂けるものと期待しています。 

1日目10時から始まる画像読影補助技術向上セミナーは4回行われ、それぞれＸ線撮影、

Ｘ線 CT、MRI、及び胃透視の 4 種類のモダリティの画像について，クリッカーを用いたク

イズ形式の参加型セミナーとなります。楽しみながら学べるという企画にぜひともご参加



下さい。 

 ランチョンセミナーは初日の土曜日が 4 演題，2 日目の日曜日が 5 演題の合計 9 演題を

用意しましたので，初日から 2日目の午後までゆっくりと学術大会をお楽しみ下さい。 

 アクセスが少々不便な会場ですので，会期中は近鉄白子駅と鈴鹿医療科学大学千代崎キ

ャンパスを結ぶシャトルバスを毎時 2 便運行しますので，ぜひご利用下さい。シャトルバ

スはバスターミナルのある西口ではなく東口から発車しますので、改札口を出られました

ら右側の階段をご利用下さい。 

 近鉄白子駅には特急、急行、及び普通電車のすべてが停車いたしますが、千代崎キャン

パス最寄りの千代崎駅には普通電車しか停車いたしません。千代崎駅を利用されるには、

名古屋方面から特急電車又は急行電車ご利用の場合は四日市駅で普通電車に乗り換えて頂

く必要があります。千代崎駅から会場までは徒歩 15分程度です。 

 参加された方に必ず満足して頂ける企画を準備しておりますので，参加された皆様が 2

日間を長いと感じること無く、楽しく学術の研鑽と交流を行える場として頂けるよう、ス

タッフ一同おもてなしの心で準備をいたしますので、2 日間を有意義にお過ごしいただく

こと祈念いたします。 

 それでは、お楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



大 会 概 要 
 
名    称： 第 9回 中部放射線医療技術学術大会 

第 51回 日本放射線技術学会中部支部学術大会 

第 25回 中日本地域放射線技師学術大会 

大 会 テ ー マ：Technology and wisdom of the Summit to connect to the next generation 

               『次世代へつなぐ技術と英知のサミット』 

会    期：平成 28年 11月 5日（土）・6日（日） 

会    場：鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス 

       三重県鈴鹿市岸岡町 1001-1 

大    会     H   P：http://ccrt2016.mieart.jp  

主    催：（公社）日本放射線技術学会中部支部（公社）日本診療放射線技師会（一社） 

三重県診療放射線技師会（公社）岐阜県診療放射線技師会（公社）富山県

診療放射線技師会（公社）静岡県射線技師会（公社）石川県診療放射線技

師会（公社）愛知県診療放射線技師会（公社）福井県診療放射線技師会 

後    援：三重県・鈴鹿市 

 
第 9回 中部放射線医療技術学術大会事務局 

 

  （一社）三重県診療放射線技師会内  

  〒514-0004 三重県津市栄町 3-269 冨士屋ビル 2階 

 TEL/FAX：059-225-1491 

  E-mail : contact@mieart.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



使 用 会 場 
 

会  場 座席数 内  容 

参加登録受付 
JART記念館 

（旧日放技 教育会館） 
— 

参加登録受付、実績登録、 

ランチョンセミナー整理券配布 

座長・演者受付 B講義棟 1階 ラウンジ — 座長・発表演題受付 

第 1会場 
JART記念館 

100年記念ホール 
360 

開会式、女性活躍推進サミット、 

シンポジウム、特別講演、特別企画、

教育セミナー,一般公開講座、 

閉会式 

第 2会場 B講義棟 3513講義室 303 ランチョンセミナー、一般演題 

第 3会場 B講義棟 3512講義室 156 ランチョンセミナー、一般演題 

第 4会場 B講義棟 3523講義室 303 ランチョンセミナー、一般演題 

第 5会場 B講義棟 3522講義室 156 ランチョンセミナー、一般演題 

第 6会場 B講義棟 3521講義室 156 

画像読影補助技術向上セミナー、 

一般演題 

ランチョンセミナー、中部支部年会 

会議室 1 A講義棟 3112講義室 — 中部支部理事会 

会議室 2 B講義棟 3515講義室 — 

中日本技師会会長会議、 

技師会教育委員会、 

CCRT運営会議 

会議室 3 B講義棟 2階 — スタッフ控室 

会議室 5-10 B講義棟 2階 — 
ランチョンセミナー・教育セミナー

他講師控室 

企業展示 学生食堂 — 

企業展示・ドリンクコーナー 

休憩コーナー・書籍販売 

MRポイントスタンプ 

大会本部 B講義棟 会議室 4 —  

クローク JART記念館 2階大会議室 —  

 

 



参加される皆様へのご案内とお願い 

 

１. 参加登録受付 

１） 参加登録方法 

本学術大会では事前参加登録を行なわず、当日登録のみとします。 

２） 参加登録の手続き 

参加登録受付は JART記念館（旧日本放射線技師会教育センター）にて行ないます。

参加申込書に必要事項をご記入の上、該当の参加登録費をお支払い下さい。引き換

えに参加章（ネームカード）と領収書をお渡しします。 

３） 参加登録費 

・正  会   員          3,000円 

     （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） 

    ・非  会  員          4,500円 

    ・学     生（社会人学生除く） 1,000円（学生証提示のこと） 

    ・技術学会学生会員（社会人学生除く）無 料 （会員証提示のこと） 

２. 参加登録受付時間 

 ・第 1日目 11月 5日（土）9 : 00 〜 16 : 00 

 ・第 2日目 11月 6日（日）8 : 30 〜 14 : 00 

３. 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。 

４. ランチョンセミナー 

ランチョンセミナーはお弁当とお茶をお配りします。 

＊参加登録受付前にて配布する入場引換が必要です。 

５. 録音・撮影 

発表会場内での、写真撮影、ビデオ撮影、録音は固くお断りいたします。 

広報などのために許可を受けたものについてはこの限りではありません。 

６. 喫煙者へのお願い 

大学敷地内および周辺は全面禁煙です。喫煙はご遠慮ください。 

７. 呼び出し・掲示・伝言 

呼び出しは行いません。本部事務局にお申し出下さい。 

 



８. 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下さい。アラーム機能も解除してご入場下さい。 

９. クローク 

場所：JART記念館 2階大会議室にございます。貴重品のお預かりは致しかねますの

でご了承ください。 

    日 時：11月 5日（土）8：30〜17：30 

             11月 6日（日）8：30〜16：00 

１０. 質疑をされる皆様へ 

あらかじめマイクの前で、座長の指示に従い、所属氏名を述べた後、簡潔に発言し

て下さい。 

 

意 見 交 換 会 

 

日   時 ： 平成 28年 11月 5日（土）18 : 30 〜 

場   所 ： ホテルグリーンパーク鈴鹿 三重県鈴鹿市白子 4-15-20  

TEL : 059-388-3211  http://www.greens.co.jp/gpsuzuka/ 

参 加 費 ： 5,000円（参加登録受付にて申し受けます） 

 

各専門技師・認定技師のポイント実績について 

 

 本学術大会は、次のポイント実績が取得できます。ポイント実績の証明は、各機構の承

認を得ていますが、詳細は各機構へお問い合わせください。 

 

１.会場実績登録用 PC（技術学会・技師会）によりおこなうもの 

１）  日本放射線技術学会 出席登録 

２）  日本診療放射線技師会 生涯学習ポイント 

 

２.本学術大会が作成した出席証明書によりおこなうもの 

１） 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 

（日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構） 



２） 核医学専門技師（日本核医学専門技師認定機構） 

３） X線 CT認定技師（日本 X線 CT専門技師認定機構） 

 [種別Ⅱ-2 一日以上 講師単位数 2単位 受講者単位数 10単位] 

４） 肺がん CT検診認定技師（肺がん CT検診認定機構） 

 [参加者 5単位 演者 7単位] 

５） 医用画像情報専門技師（医用画像情報専門技師共同認定育成機構） 

 [コード No. K-16-038 ポイント 5] 

６） 救急撮影認定技師（日本救急撮影技師認定機構） 

７） 放射線治療専門放射線技師（日本放射線治療専門放射線技師認定機構） 

    [B-14 もしくは 15 認定単位 2単位] 

 

３.該当者が持参する台紙に押印するもの 

  磁気共鳴専門技術者（MR専門技術者）（日本磁気共鳴専門技術者認定機構） 

  企業展示会場（学生食堂）書籍販売ブースまでお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発表者・座長の皆様へのご案内とお願い 

 

１.発表者の皆様へ  

１） 演題受付について  

１. 発表データの登録はインターネットによるアップロード登録または会場の

PCで行いますが、当日の会場混雑を避けるためインターネットによる登録にご

協力ください。 

２. インターネットによる事前受付 

 以下サイトよりあらかじめ演題のプレゼンテーションをアップロードして

いただけます。受付開始は発表者の方に後日連絡いたします。 

http://ccrt2016.mieart.jp/endai_regi 

３. 当日の受付場所と受付時間当日に演題登録をされる方は、B講義棟1階ラウ

ンジにて受け付けます。下記の期間に演題登録会場のPCで演題登録を行ってく

ださい。 

 11月5日（土）9:00 ～ 17:00  

 11月6日（日）8:30 ～ 14:30 

４. 当日の登録は該当セッション開始の30分前までにお越しください。  

（2日目セッションの登録も初日から行えます） 

５. 学術大会開催日はインターネットによる登録はできませんのでご了承下さ

い。 

６. インターネット登録された方も当日登録の方も、来場されましたら、PC受

付にてご自分のプレゼンテーションの動作確認をお願い致します。 

２） 発表時間 

１. 発表時間は口演7分 ＋ 質疑3分を厳守ください。 

２. 次演者は、該当セッション開始15分前には次演者席にお着きください。 

３） 発表終了の合図 

１. 発表終了時（7分）にベル1回 

２. 質疑終了時（10分）にベル2回 

 

 

 



４）   発表に関する注意事項  

１. 発表はPowerPoint（pptxファイル）、画面サイズ（解像度）はXGA（1024 × 

768）に限ります。 

２. 発表用アプリケーションはWindows PowerPoint2013及びMicrosoft社製

PowerPointViewerを使用します。 

３. Macintoshで発表される方はご自身のMacintoshとVGAアダプタをご持参く

ださい。 

４. フォントはOS標準で装備されているものをご使用ください。 

５. 動画をご使用の場合は、動画ファイルをPowerPointに埋め込んでください。 

６. codecによって再生できない場合がありますので、動画を使用される場合は

念のためご自身のPCとVGAアダプタもご持参下さい。 

７. 音声は使用できません。 

８. 発表者ツールは使用できません。 

９. お預かりした発表データは学術大会終了後、事務局で消去致します。 

５）  PCお持ち込みの方へ  

１. PC受付で表示確認後、発表会場のPCオペレータ席までご自身でお持ち下さ

い。 

２. バッテリー切れを防ぐため電源アダプタをご持参ください。 

３. Windowsの場合はで電源オプションを”高パフォーマンス”に設定し、以下

の条件を設定して下さい。 

ディスプレイの電源を切る：なし 

ディスプレイを暗くする：なし 

コンピュータをスリープ状態にする：なし 

４. ノートPCの出力端子がMiniD-Sub15ピンでないものは、接続アダプタをご持

参ください。 

５. 画面サイズ（解像度）はXGA（1024 × 768）となります。 

 

 

 

 

 



２.座長の皆様へ 

１） セッション開始 30分前までに座長・演者受付までお越しください。 

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。 

 

３.個人情報保護等について 

個人情報保護法を順守し、患者データ等使用の手続きや個人情報の消去などは、所属施

設の規則に従い実施して下さい。 

 

４.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、企業からの補助金や援助を受けている場合、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、その事実を開示する義務があ

ります。スライドに必ず利益相反事項の有無を明示して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



会 場 案 内 図 

 
交 通 の ご 案 内 

 

＜お車で＞ 

  
 

＜電車で＞ 

  
 
＜シャトルバスのご案内＞ 

 三交バス：白子駅東口 ― 千代崎キャンパス正面着をご利用ください。 

毎時 2便随時運行。往復ご利用いただけます。 

 



会 場 見 取 図 

 

 
 
 



 

会 場 見 取 図 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



会 場 見 取 図 
 

 
企業展示（学生食堂） 

 

① 株式会社ジェイマックシステム  ⑩ トーレック株式会社 

② グローバル電子株式会社  ⑪ オリオン電機株式会社 

③ EIZO株式会社 ⑫ 株式会社東陽テクニカ 

④ リマージュジャパン株式会社 ⑬ PSP株式会社 

⑤ 富士製薬工業株式会社 ⑭ GEヘルスケア・ジャパン株式会社 

⑥ 東芝メディカルシステムズ株式会社 ⑮ 株式会社保科製作所 

⑦ 株式会社根本杏林堂 ⑯ インフォコム株式会社 

⑧ コニカミノルタジャパン株式会社 ⑰ フジデノロ株式会社 

⑨ 富士フイルムメディカル株式会社 ⑱ 書籍販売・MRポイントスタンプ 

 

 
 
 
 
 
 



第 9回中部放射線医療技術学術大会 日程表（第 1 日目） 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 



第 9回中部放射線医療技術学術大会 日程表（第２日目） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



企  画  プ  ロ  グ  ラ  ム 
 
特別講演                                                     11月 6日（日）第 1会場 9:10～10:10 

 

『 医療におけるデータ活用 ～分析力・パターン認識が医療にもたらす可能性～ 』 

 

アクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジング・ディレクター 

工藤卓哉先生 
 

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

 

特別企画 サミットディスカッション                            11月 6日（日）第 1会場 10:20～11:50 
 
テーマ：組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた 
 

座長：第 9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志 

公益社団法人 三重県看護協会 会長 西宮勝子先生 

 

講演 1：『 日本診療放射線技師会が目指す新生涯教育制度について 』        

公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 熊代正行 

 

講演 2：『 公益社団法人日本放射線技術学会の将来構想と教育への取り組み 』                    

公益社団法人日本放射線技術学会 副代表理事 錦 成郎 
 

講演 3：『 日本看護協会「看護の将来ビジョン」の実現への取組 』        

公益社団法人 日本看護協会 副会長 大久保清子先生 

 
シンポジウム                                              11月 5日（土）第 1会場 13:30～15:20 
 

テーマ：パニック像を考える    
座長：大垣市民病院 診療検査科 川地俊明 

済生会松阪総合病院 医療技術部 放射線課 森田英稔 

 

超 音 波                     静岡県立総合病院 放射線技術室 中村元哉 
一般撮影      名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 大保 勇 
C       T            岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好利治 

          M   R   I    金沢医科大学病院  医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



画像読影補助技術向上セミナー                            11 月 5 日（土）第 6 会場 
 

座長：鈴鹿回生病院 放射線課 水井雅人 溝口裕司 
X 線撮影                                                       10:00～10:45 
『 肩複合体から上肢の外傷を読み撮る 』              

とうかい整形外科  かわげ 難波一能 
CT                                                          11:00～11:45 

『腹部領域における CT撮影の意義について』 
社会医療法人大雄会 技術放射線科 日比野友也 

MRI                                                             13:30～14:15 
『 読影補助〜MRI検査の考え方 』                 

石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 大家伸介 
胃透視                                                         14:30～15:15 
『 上部消化管検査 』                   

 JCHO高岡ふしき病院 放射線科 原田淳也 
 
女性活躍推進サミット                                    11月 5日（土）第 1会場 10:00～11:30 

 
テーマ：妊娠中の業務について～妊娠中のガイドライン作成に向けて～ 

座長 ： 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 落合三奈恵 

ぎふ綜合健診センター 業務部渉外課    吉川典子 

パネリスト ： 名古屋市立西部医療センター 中央放射線部    木俣礼乃 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 水口 仁 

JA 岐阜厚生連 岐北厚生病院           小倉早紀 

 ぎふ綜合健診センター 放射線グループ      金澤聖子 

JA 三重厚生連 松阪中央総合病院 放射線科    川野聡子 

福井県済生会病院 放射線技術部         岡田香織 

厚生連 滑川病院 画像診断部          酒井智美 

 
 

一般公開講座                           11月 6 日（日）第 1 会場 13:30～15:30 
 

テーマ：乳がんについて考える 

   座長：第 9回中部放射線医療技術学術大会 大会長 山田隆憲 

     桑名東医療センター 中央放射線室 近藤偲瑞子 

『 知っておきたい乳がんのこと 』 

三重大学医学部附属病院 乳腺センター 教授 小川朋子先生 

 

『 5度の手術と乳房再建 1800日 』                     女優 生稲晃子さん 

 
 
教育セミナー                           11月 5 日（土）第 1 会場 15:40～17:00 
                                              

座長：第 9回中部放射線医療技術学術大会 副大会長 中西左登志          

『  X線撮影における散乱線の影響 』      

金沢大学大学院保健学総合研究科 医薬保健学域保健学類 市川勝弘 

 
 



ランチョンセミナー                             11 月 5 日（土）12:00～13:00 
 
ランチョンセミナー1   共催：東芝メディカルシステムズ株式会社            第 2会場 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牧 浩昭 

『 逐次近似再構成技術FIRSTの初期経験 』     

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 八重樫拓 

『 明日から使える匠の技 1.5T装置の臨床撮像の工夫について 』 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

 

ランチョンセミナー2   共催：バイエル薬品株式会社                  第 3会場 
座長：豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

『 改めて考えよう！ 造影検査プロトコル 』 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 アプリケーションサービス 水内宣夫 
 

ランチョンセミナー3   共催：第一三共株式会社                    第 4会場 
座長：とうかい整形外科 かわげ 難波一能 

『 心筋 Perfusion CTの基礎  』          

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹 

 

ランチョンセミナー4   共催：富士フイルムメディカル株式会社             第 5会場 
司会：富士フイルムメディカル株式会社 

『 画像処理を考えるーVirtual Gridを中心にー 』 

奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 中前光弘 

 

 

ランチョンセミナー                                            11 月 6 日（日）12:00～13:00 
 

ランチョンセミナー5   共催：伏見製薬株式会社                   第 2 会場 
座長：医療法人 尚豊会 みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

『 CT Colonographyの意義 』                

医療法人 山下病院 理事長 服部昌志 

 

ランチョンセミナー6   共催：日本メジフィジックス株式会社              第 3会場 
司会：日本メジフィジックス株式会社 

『ゾーフィゴ®静注の紹介』             

バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 筒井弘一 

『GI-BONEの紹介』              

日本メジフィジックス株式会社 画像情報センター 大﨑洋充 

 

ランチョンセミナー7   共催：富士フイルム RIファーマ株式会社             第 4 会場 
座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山田 剛 

『 ハイブリッド手術室での脊椎脊髄神経手術 〜より高い精度と安全性の追求〜 』  

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授 水野正喜先生 

 

 

 

 



ランチョンセミナー8   共催：株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン      第 5 会場 
座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

『 PCI支援画像の最新トピックス：- PCI Suite - 』         

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ビジネスマーケティンググループ 

Image Guided Therapy Systems モダリティースペシャリスト 

牧野裕一 

『 IQon スペクトラル CT：- Dual Energy CTから Spectral CTへ - 』 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスグループ CT モダリティースペシャリスト 

吉村重哉 

 

ランチョンセミナー9   共催：長瀬産業株式会社                    第 6会場 
座長：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 鈴木昇一 

『 MedicVision社製 SafeCTの紹介 画像再構成装置を用いた医療被ばくの最適化について 』         

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 

 

第１日 11月 5 日（土）第 1 会場 100 年記念ホール 
 

10:00〜11:30 女性活躍推進サミット         
テーマ：妊娠中の業務について～妊娠中のガイドライン作成に向けて～ 

座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 落合三奈恵 

  ぎふ綜合健診センター 業務部渉外課 吉川典子 
パネラー ： 名古屋市立西部医療センター 中央放射線部    木俣礼乃 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 水口 仁 

JA 岐阜厚生連 岐北厚生病院           小倉早紀 

 ぎふ綜合健診センター 放射線グループ      金澤聖子 

JA 三重厚生連 松阪中央総合病院 放射線科    川野聡子 

福井県済生会病院 放射線技術部         岡田香織 

厚生連 滑川病院 画像診断部          酒井智美 

 

11:30〜11:50 開会式 
大会長挨拶 ほか 

 

13:30〜15:20 シンポジウム               座長：大垣市民病院 医療技術部 川地俊明 

テーマ：パニック像を考える                済生会松阪総合病院 放射線課 森田英稔 

S1 超 音 波                        

静岡県立総合病院 放射線技術室 中村元哉 

S2 一般撮影                 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 大保 勇 

S3 C      T                      

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好利治 

S4 M   R   I             

金沢医科大学病院  医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

 

15:40〜17:00 教育セミナー                座長：第 9回 CCRT 副大会長 中西左登志 
ES X線撮影における散乱線の影響    

金沢大学大学院保健学総合研究科 医薬保健学域保健学類 市川勝弘 

 

 



第 1 日 11月 5 日（土）第 2 会場 3513 講義室 
 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー1      座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 牧 浩昭 

LS1-1 逐次近似再構成技術FIRSTの初期経験                  

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 八重樫拓 

LS1-2 明日から使える匠の技 1.5T装置の臨床撮像の工夫について 

     金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 平田恵哉 

 

13:30〜14:20 セッション 1 CT1 撮影技術 1 座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山﨑暁夫 
001 大腸CT用経口造影剤「コロンフォート」を使用するにあたっての基礎検討  

JA愛知厚生連豊田厚生病院 放射線技術科 小寺直人 

002 大腸CTにおける下剤内服から検査開始までの適正時間の検討  

医療法人 山下病院 放射線部 末松誠司 

003 CT Colonographyにおけるバリウムを使用した前処置の検討            

医療法人尚豊会みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

004 石灰化の位置によるagatstonスコアの変化  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 安藤由真 

005 急性下肢虚血治療後の経過観察にて下肢動脈CTの2相撮影が有用であった2例  

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 放射線科 富田羊一 

 

14:30〜15:30 セッション 2 CT2 物理評価  座長：石川県立中央病院 医療技術部放射線室 奥村悠祐 
006 胸部CTにおける肺野用再構成関数の最適化に関する検討  

富山県厚生連高岡病院 画像診断部 中崎真理 

007 新規CT装置の肝腫瘤性病変描出に関する基礎検討 

―低コントラスト測定用ファントムによる2装置間での比較― 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 山本有香 

008 脳血管3DCT検査における低管電圧撮影についての基礎的検討 

岡崎市民病院 医療技術局 放射線室 青山真也 

009 装置特性およびファントムサイズ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 増永麻衣奈 

010 MPR表示の空間分解能測定  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 尾藤直尭 

011 Wide-Volume Scanのつなぎ目における体軸方向の分解能                                     

市立四日市病院 吉田将人 

 

15:40〜16:30 セッション 3 CT3 性能評価 1      座長：厚生連高岡病院 画像診断部 清水明憲 

012 高精度水等価ファントムの開発  

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 松井亮太 

013 軟部組織における仮想単色X線CT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 本田梨沙子 

014 フォトンカウンティング検出器を用いたCT装置に関する予備的検討 ～実験用装置の開発～ 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 森俊太郎 

015 心臓CTにおけるテーブルシフトの検討 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 武内 文 

016 IVR-CTにおけるreal time AIDRの画質特性 

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 浅井 翼 

 

 



第 1 日 11月 5 日（土）第 3 会場 3512 講義室 
 

10:30〜11:10 セッション 4 MRI1 基礎・その他 座長： 名古屋市立大学病院 中央放射線部 笠井治昌 
017 MRI装置におけるケミカルシフトアーチファクトの検討  

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 吉崎惇一 

018 画像取得方法の違いによる拡散強調画像への影響 

豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

019 MRIにおける認知症診断補助ソフトウェアの新指標の検討 

名鉄病院 放射線科 桂川義貴 

020 無床診療所におけるオープン型MRIの効率的な運用方法と導入効果についての検討 

医療法人社団 大須賀医院 おおすが整形外科 小西佑也 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー2          座長：豊橋市民病院 放射線技術室 畑井博晶 

LS2 改めて考えよう！ 造影検査プロトコル 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 アプリケーションサービス 水内宣夫 

 

14:30〜15:10 セッション 5 MRI2 頭部     座長：岐阜大学医学部附属病院 放射線部 梶田公博 
021 Synthetic MRIを用いた画像の基礎的検討    

磐田市立総合病院 第1放射線診断技術科 小板橋実夏 

022 T1 weighted -PETRAにおける画質の検討  

愛知医科大学病院 中央放射線部 伊勢谷昌弘 

023 血液信号抑制併用可変型Flip Angle高速SE法T1強調画像のコントラスト特性の検証 

富山県済生会富山病院 放射線技術科 中居香菜恵 

024 頭頚部領域における静磁場不均一低減を目的とした補助具の作成と効果 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院 水野孝一 

15:30〜16:10 セッション 6 MRI3 心・血管    

座長： 三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山畑経博 
025 中京こどもハートセンターにおける先天性心疾患の心臓MRIの取り組み 

地域医療機能推進機構 中京病院 放射線部 栗林武志 

026 InversionRecovery併用BalancedSSFPを用いた非造影による病的細胞外液分画増加領域の描出 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院 松本和恵 

027 3D RADAR(RADial Acquisition Regime)-time of flight(TOF)法による腎動脈描出 

名古屋市立大学病院 中央放射線部 西脇祐太 

028 腎動脈と対象としたb-TRANCEによる4D撮像の試み            

藤田保健衛生大学病院 放射線部 田端大輝 

 

第 1 日 11月 5 日（土）第 4 会場 3523 講義室 
 

10:30〜11:20 セッション 7 治療 1 線量評価・線量測定  

座長：静岡県立がんセンター 放射線・陽子線治療センター 富田哲也 

 

029 電子線放射線治療における水晶体遮蔽ブロックの有用性についての検討   

藤田保健衛生大学病院 放射線部 近藤友香 

030 平坦度測定用二次元半導体検出器の校正条件が結果へ及ぼす影響(校正深の違い)  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 木村広大 

031 平坦度測定用二次元半導体検出器の校正条件が結果へ及ぼす影響(エネルギーの違い)  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小河路真由 



032 強度変調回転放射線治療において3D線量解析システムの平面検出器の設置位置誤差が線量分布検証に 

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 宮田洋平 

033 ラジオクロミックフィルム EBTXDにおける線量依存及び読取位置依存の補正方法の検討 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 佐藤なつみ 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー3            座長:とうかい整形外科 かわげ 難波一能 
 

LS3 心筋 Perfusion CTの基礎                       

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 永澤直樹 

 

13:30〜14:20 セッション 8 治療 2 治療計画・線量評価  

座長：愛知医科大学病院中央放射線部 金田直樹 

 

034 体厚変化が線量分布に与える影響―回転照射と固定照射との違い―   

三重県厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 伊東宏也 

035 前立腺放射線治療におけるPTV移動量解析  

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 大川夏輝 

036 前立腺移動、画像ノイズ、Fiducial markersの存在に対するDeformable Image Registrationの特性評価  

金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 池田知広 

037 前立腺がんに対する高線量率組織内照射とIMRTを併用した際の変形レジストレーションを使用した 

線量合算評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術学専攻 横山仁臣 

038 不均質ファントムを用いた電子線線量計算アルゴリズムの評価     

名古屋大学大学院 医学系研究科 坂上久記 

 

第 1 日 11月 5 日（土）第 5 会場 3522 講義室 
 
10:30〜11:30 セッション 9 計測 1    座長：大垣市民病院 診療検査科 中央放射線室 竹中和幸 
 

039 診断領域Ｘ線の後方散乱係数 １．焦点-入射表面間距離および被射体厚の違いによる変化 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木健太郎 

040 診断領域Ｘ線の後方散乱係数 ２．被射体内の不均質部の存在による変化 
藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 阪井啓太 

041 スマートフォンを用いた個人線量測定の基礎的検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 涌村 翔 
042 スマートフォンを用いた X線タイマー誤差測定に関する基礎的検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 清水 希 

043 ゼラチンの種類がポリマーゲル線量計に与える影響の評価  

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 石原翔太 

044 光学CTを用いたポリマーゲル線量計の撮影条件の検討  

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 和田拓也 

 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー4               司会：富士フイルムメディカル株式会社 
LS4画像処理を考えるーVirtual Gridを中心にー          

奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 中前光弘 

 



13:30〜14:20 セッション 10 画像工学   

座長：岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術科学科 安田成臣 

 

045 骨陰影低減処理を施した胸部 X 線動画像による肺機能評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 降幡健人 

046 ディープラーニングを用いた胸部Ｘ線画像における骨成分の抑制 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 野末直希 

047 PET/CT画像を用いた肺結節の良悪性自動鑑別に関する検討 

〜胸部単純 CT画像を併用した新たな特徴量の検討〜 

藤田保健衛生大学 医療科学部 浅間海宏 

048 Deep Bilateral Filter を用いた医用画像のノイズ低減の検討  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 中瀬隆太 

049 Deep convolutional neural networkを用いた医用画像の超解像処理 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 寺本篤司 

 

14:30〜15:30 セッション 11 一般撮影               座長：岐阜大学医学部附属病院  廣田 真 
 

050 腰椎立位側面撮影における上肢前方挙上時の脊椎アライメント 

愛知医科大学病院 中央放射線部 西村 学 

051 Spine parameters の計測における 2D法と 3D 法の有意差について 

国家公務員共済組合連合会 名城病院 放射線部 山田誠一 

052 整形計測用球形スケールの位置が手術に与える影響 

愛知医科大学病院 中央放射線部 安藤未央 

053 胸部 X線画像の読影 eラーニングシステムの評価 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 鮫島由佳 

054 時系列胸部 X線差分処理システムの診断支援への検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 黒内美宇 

055 散乱線補正処理における撮影画像外からの散乱線による画像への影響について 

福井大学医学部附属病院 放射線部 藤本真一 

 

第 1 日 11月 5 日（土）第 6 会場 3521 講義室 
座長：鈴鹿回生病院 放射線課 水井雅人 溝口裕司 

 
10:00〜10:45 画像読影補助技術向上セミナー X線撮影 
IS1 肩複合体から上肢の外傷を読み撮る                     

とうかい整形外科 かわげ 難波一能 

11:00〜11:45 画像読影補助技術向上セミナー CT 
IS2腹部領域における CT撮影の意義について                 

 社会医療法人大雄会 技術放射線科 日比野友也 

13:30〜14:15 画像読影補助技術向上セミナー MRI 
IS3 読影補助〜MRI 検査の考え方                

 石川県立中央病院 医療技術部 放射線室 大家伸介 

14:30〜15:15 画像読影補助技術向上セミナー 胃透視 
IS4上部消化管検査                             

JCHO高岡ふしき病院 放射線科 原田淳也 
 
 
 



第 2 日 11月 6 日（日）第 1 会場 100 年記念ホール 
 

9:10〜10:10 特別講演       座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

SL 医療におけるデータ活用 ～分析力・パターン認識が医療にもたらす可能性～ 

アクセンチュアアナリティクス日本統括 データサイエンスCoE北米統括マネジング・ディレクター 

工藤卓哉先生 

 

10:20〜11:50 特別企画 サミットディスカッション     座長：第 9回 CCRT 副大会長 中西左登志 

テーマ：組織の将来構想とクリニカルラダーのありかた   

公益社団法人 三重県看護協会会長 西宮勝子先生 
SD1日本診療放射線技師会が目指す新生涯教育制度について                                                   

 公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 熊代正行 
SD2 公益社団法人日本放射線技術学会の将来構想と教育への取り組み 

公益社団法人 日本放射線技術学会 副代表理事 錦 成郎 
SD3日本看護協会「看護の将来ビジョン」の実現への取組                 

公益社団法人 日本看護協会  副会長 大久保清子先生 

 

13:30〜15:30 一般公開講座                    座長：第 9 回 CCRT 大会長 山田隆憲 

テーマ：乳がんについて考える            桑名東医療センター 中央放射線室 近藤偲瑞子 

GL1 知っておきたい乳がんのこと                           

三重大学医学部附属病院 乳腺センター 教授 小川朋子先生 

GL2 5 度の手術と乳房再建 1800日                                                  

 女優 生稲晃子さん 

 

15:40〜16:00 閉会式 
大会長挨拶・次回大会長挨拶 ほか 

 
第 2 日 11月 6 日（日）第 2 会場 3513 講義室 

 
10:10〜11:00 セッション 12 CT4 性能評価 2  座長：福井大学医学部附属病院 放射線部 嶋田真人 
056 FOVの違いによるCT値-電子密度変換テーブルの変化の検討  

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 林 藍花 

057 撮影条件が回転中心部のCT値に及ぼす影響についての基礎的検討  

地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 中央放射線部 恒川和弘 

058 寝台高さ補正機構の特性評価 撮影面内の線量分布について 

名古屋大学医学部附属病院 放射線部 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻 古川悌史 

059 臓器感受性を考慮した被ばく低減機構（OEM）使用にあたっての基礎的評価  

磐田市立総合病院 第2放射線診断技術科 高城正宏 

060 臓器感受性を考慮した被ばく低減機構(OEM)使用時の水晶体被ばく低減効果 

磐田市立総合病院 第１放射線診断技術科 永井佳奈枝 

11:10〜11:50 セッション 13 CT5 撮影技術 2  

座長：磐田市立総合病院 第 2 放射線診断技術科 神谷正貴 

061 整形領域における線量の最適化   

榊原温泉病院 放射線部 草川拓也 

062 鏡視下腱板縫合術術後CTにおける撮影条件の最適化  

やわたメディカルセンター 診療技術部 放射線課 徳田一輝 

063 腕下ろし体位におけるアームアーチファクト低減アルゴリズムの開発と評価 

金沢大学 医薬保健学域 放射線技術科学専攻 名和 蓮 



064 極値統計学を用いたSn 100kVによるCT画像上のストリークアーチファクトの低減 

医療法人名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック 小澤陽香梨 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー5  座長：医療法人 尚豊会 みたき総合病院 放射線室 村田浩毅 

LS5 CT Colonographyの意義                              

          医療法人 山下病院 理事長 服部昌志 

13:20〜14:10 セッション14 CT6 応用技術         座長：鈴鹿回生病院 放射線課 福田剛史 

065 CFD解析による脳動脈瘤発生機序の検討   

鈴鹿回生病院 放射線課 中野響子 

066 PhyZiodynamicsの動態補間特性 第1報 濃度変化特性 

朝日大学歯学部附属 村上記念病院 放射線室 佐々木陽介 

067 PhyZiodynamicsの動態補間特性 第2報 移動情報特性 

朝日大学歯学部附属 村上記念病院 放射線室 佐々木陽介 

068 volume dynamic scanにおけるシーケンシャルサブトラクションの検討  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 竹内明日香 

069 CT angiographyにおけるTime MIP  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木結雅 

 

第 2 日 11月 6 日（日）第 3 会場 3512 講義室 
 

10:10〜10:50 セッション 15 乳腺・骨塩 

座長：鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 北岡ひとみ 
070 撮影条件が乳腺量の定量的測定値に及ぼす影響について 

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 小夏里菜 

071 当院の FPD マンモグラフィシステムにおける撮影条件の検討 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 中村美友紀 

072 ディジタル乳腺トモシンセシスにおける薄層化処理の検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 平野凪彩 

073 DXAによるIVA（即時脊椎骨折分析）の有用性 

愛知医科大学病院 中央放射線部 多和田有花 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー6                    司会：日本メジフィジックス株式会社 
LS6-1「ゾーフィゴ®静注」の紹介              バイエル薬品株式会社 腫瘍・血液領域事業部 筒井弘一 

LS6-2「GI-BONE」の紹介         日本メジフィジックス株式会社 画像情報センター 大﨑洋充 

 

13:20〜14:20 セッション 16 MRI4 体幹    座長：市立敦賀病院 医療技術部 放射線室 田泉智明 
074 3Dシーケンスを用いた自然呼吸下における胸郭3D化の検討   

国家公務員共済組合連合会 名城病院 村上正悟 

075 肩甲下筋腱描出を目的とした3D-MERGE撮像条件の検討  

聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院 画像診断室 鈴木康太 

076 腰椎MRI撮像におけるDSTの有用性の検討  

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 盛 史範 

077 乳腺MRIにおける冠状断拡散強調画像の最適化 

聖隷三方原病院 画像診断部 中村陽子 

078 乳がんの術前化学療法におけるADC値の変化と組織学的効果判定との関連についての基礎的検討 

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 稲垣由美 

079 骨盤部放射線治療計画に用いる3D T2強調画像の検討  

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 飯田真由 



第 2 日 11月 6 日（日）第 4 会場 3523 講義室 
 
10:10〜11:00 セッション 17 治療 3 照射法・セットアップ 

座長：富山大学附属病院 放射線部 酒井幹緒 
080 放射線治療における腫瘍位置確認用金マーカの留置方法に関する検討  

愛知医科大学病院 中央放射線部 櫻木亜美 

081 前立腺IMRT時の直腸ガスに苦渋したが食事内容により改善した一例   

愛知医科大学病院 中央放射線部 金田直樹 

082 RPMを用いた呼吸同期照射における位相解析プログラムの構築  

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 比嘉ゆかり 

083 Ι期肺癌に対するVero4DRTRを用いた体幹部定位動体追尾放射線治療の初期経験  

福井赤十字病院 放射線科部 大西一幸 

084 皮膚マークによるセットアップおよび骨照合によるセットアップ精度の検証 

福井赤十字病院 放射線科部 大西一幸 

 

11:00〜11:50 セッション 18 治療 4 IGRT 被ばく線量 

 座長：金沢医科大学病院 中央放射線部 山下 修 
085 当院リニアック装置間のIGRT被ばく線量比較   

藤田保健衛生大学病院 放射線部 齊藤泰紀 

086 ファントム長とCTDIとの関係を考慮したCBCTの品質管理について   

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 坂本昌隆 

087 IGRTにおけるIMRTファントムを用いたCBCT線量測定法の妥当性評価（頭頸部における検討）  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 桂川侑也 

088 IGRTにおけるIMRTファントムを用いたCBCTの線量の妥当性評価(骨盤部条件における検討)  

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 小林将也 

089 動体追尾照射時の診断用X線監視が与える標的外の被曝線量評価  

大垣徳洲会病院 棚橋伸吾 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー7     座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 山田 剛 

LS7 ハイブリッド手術室での脊椎脊髄神経手術 〜より高い精度と安全性の追求〜 

三重大学医学部附属病院 脳神経外科 病院教授 水野正喜先生 

 

13:20〜14:00 セッション 19 治療 5 管理  座長：三重大学医学部附属病院 中央放射線部 内藤雅之 
090 コバルト60定位手術的照射装置の線源交換時の被ばく管理  

偕行会 名古屋共立病院 医療技術部 画像技術課 小栗佑太 

091 リニアック治療室の利用線錐に対する放射線遮蔽計算法の検証 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 内山瑞樹 

092 治療RIS未導入施設における照射室での患者・セットアップ情報表示の検討 

春日井市民病院 放射線技術室 内田守彦 

093 当院の放射線治療における品質管理の取り組み  

聖隷三方原病院 総合画像診断部 杉本賢吾 

 

 
第 2 日 11月 6 日（日）第 5 会場 3522 講義室 

 
9:00〜9:50 セッション 20 計測 2                座長：静岡市立静岡病院 放射線技術科 増田秀道 
094 歯科用コーンビーム CT 装置と面検出器 CT装置における患者被ばく線量の評価 

社会医療法人 宏潤会 大同病院 放射線部 下谷祐大 



095 CTにおける円柱状水ファントム内部の実効エネルギーの解析 

藤田保健衛生大学病院 放射線部 羽場友信 

096 蛍光ガラス線量計を用いた X線 CT 撮影における断面内エネルギー分布推定に向けた試み 

金沢大学 医薬保健学域 保健学域 放射線技術科学専攻 會津 綾 

097 CT用ペンシル型電離箱とタングステンリングを用いた CT装置のビーム幅評価 

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 鈴木昇一 

098 異なる電離箱検出器を用いた X 線 CTのビームプロファイル測定 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 

 

10:10〜11:00 セッション 21 防護          座長：JA愛知厚生連 江南厚生病院 横山栄作 
099 X 線防護衣の破損による防護能力の変化について 

大垣市民病院 医療技術部 山中一輝 

100 一般撮影および CT撮影における防護メガネの最適化に向けた検討 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 西郡健太 

101 歯科パノラマ断層撮影時における介助者の被ばく線量の評価 

社会医療法人 宏潤会 大同病院 吉田花穂 

102 一般撮影での介助時における水晶体被曝の評価 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 栗野直也 

103 一般撮影、CT撮影に従事する診療放射線技師の水晶体被ばく線量の実態調査 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 小原優貴 

 

11:00〜11:50 セッション 22 超音波              座長：刈谷豊田総合病院 今田秀尚 
104 小型薄層超音波プローブのカラードップラーにおける心臓外科部門への応用 

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 放射線技術科学専攻 佐々木美貴 

105 小松市学童期野球検診の二次検査の報告 −内側型野球肘の検討− 

特定医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター 放射線課 宮下高雄 

106 超音波検査を契機に診断し得た濾胞性リンパ腫の 2 例 

名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 放射線科 今泉 延 

107 偽胆石による胆石性膵炎の一例 

藤枝市立総合病院 診療技術部 秋山敏一 

108 腸骨動脈病変における総大腿動脈パルスドプラ波形の検討 

財団医療法人 中村病院 画像情報センター 黒田周也 

 

12:00〜13:00 ランチョンセミナー8  

座長：社会福祉法人 聖隷福祉事業団法人本部 理事 日下部行宏 

LS8-1 PCI支援画像の最新トピックス：- PCI Suite - 

               株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ビジネスマーケティンググループ 

Image Guided Therapy Systems モダリティースペシャリスト 

牧野裕一 

LS8-2 IQonスペクトラル CT：- Dual Energy CTから Spectral CT へ – 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン DIビジネスグループ CT モダリティースペシャリスト 

吉村重哉 

13:20〜13:50 セッション 23 血管撮影   

座長：市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 丹羽正厳 
109 小児心臓カテーテル検査におけるX線管球位置変更による散乱線分布の変化 

聖隷浜松病院 放射線部 山崎友希 

110 コーンビームCT画像におけるアーチファクト補正アルゴリズムを用いた画質改善効果に関する検討 

愛知医科大学病院 中央放射線部 大澤充晴 



111 フラットパネルディテクタを搭載したcone beam CTにおける空間分解能の評価 

市立四日市病院 医療技術部 中央放射線室 山本優貴 

 

第 2 日 11月 6 日（日）第 6 会場 3521 講義室 
 

9:00〜9:50 セッション 24 核医学      

座長：鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 中舍幸司 
112 乳房専用PETによる背景乳腺のSUV値の検討−マンモグラフィ乳腺濃度群での比較− 

社会医療法人厚生会 木沢記念病院 放射線技術部 吉村早紀 

113 ９９ｍTc薬剤負荷心筋シンチにおける腹臥位の有用性 

社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 放射線科 丹羽孝光 

114 検定日変更に伴う心筋血流シンチ収集プロトコールの対応 

富士宮市立病院 診療技術部 中央放射線科 小林邦和 

115 ソマトスタチン受容体シンチグラフィー(SRS)の初期経験～分化度と集積～ 

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部 放射線技術室 岩間功訓 

116 Ra―223による床材の放射性表面汚染測定法の検討 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 澤田通文 

11:00〜11:50 セッション 25 医療安全・Ai・ほか    座長：中村病院 画像情報センター 荒谷繁弘 
117 当院における MRI 検査の脳動脈クリップ事故未遂の一例 

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 

118 当院での緊急時に対する取り組み報告                 

聖隷浜松病院 放射線部 小林靖典 

119 当院における造影剤使用リスク分析    

JA 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 放射線科 小濱健太 

120 業務範囲、業務拡大見直しに関する診療放射線技師の意識調査 

 医療法人 誠仁会 塩川病院 伊能太久摩 

121 X線 CTを用いた死後の経過時間における画像変化の基礎的検討 

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 放射線技術科学科 森道静香 

ランチョンセミナー9   座長：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 鈴木昇一 

 

LS9 MedicVision社製 SafeCTの紹介 画像再構成装置を用いた医療被ばくの最適化について 

浜松医科大学医学部附属病院 放射線部 竹井泰孝 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



技術セミナーのお知らせ 
 

 画像研究会 
 

 《 第 58回画像研究会 》のお知らせ  

 

       『 被ばく線量低減に活用できる画像評価 』 

 

画像研究会代表世話人  市川勝弘、服部真澄  

 

第 58 回画像研究会は，「 被ばく線量低減に活用できる画像評価 」の内容で開催いた

します． 

昨年の DRL の策定により，被ばく線量の最適化が進むと考えられますが，DRL の利用には

線量評価だけでなく，診断に必要な画質を考慮する必要があります．そのため，新しい画

像評価法も必要になってくると考えられます．そこで，DRLの基礎から新しい画質評価法、

被ばく線量などの解説をして頂きます。多数の方々の参加をお待ちしています． 

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 28年 11月 26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 

 

（１）「 DRLの解説 」         

 藤田保健衛生大学病院 放射線部   鈴木 崇宏 氏    

（２）「 入射表面線量測定の解説（コツ） 」   

名古屋大学 脳とこころの研究センター 小山 修司 氏 

（３）「 コントラスト特性を加味した物理評価法（SDNR）について 」   

名古屋市立大学病院 中央放射線部  國友 博史 氏 

（４）「 Rose modelの解説 」       

金沢大学医薬保健研究域 保健学系   市川 勝弘 氏 

（５）「 X線線量情報の一元管理システム～Radimetrics～ 」   

      日本メドラッド株式会社/バイエル薬品株式会社    上村 しづ香 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． 

 
 
 

mailto:m-hattori@tokaigakuin-u.ac.jp


 乳房画像研究会 
 
第 47回乳房画像研究会 

日時：2016年 11月 19日（土）14:00～ 

会場：静岡県立総合病院 6F つつじホール 

 

第 48回乳房画像研究会 

日時：2016年 12月 3日（土）13:30～ 

会場：富山大学附属病院 

 

 MR研究会 

 
第 65回 MR研究会（北陸ブロック） 

2017年 1月 7日（土）14時（未定） 

会場：石川県立中央病院 

テーマ：整形領域の MR 

 

第 66回 MR研究会（東海ブロック） 

2017年 1月 28日（土）13:30～16:30 

会場：名古屋市立大学病院 病棟中央診療棟 3階大ホール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 放射線治療研究会 
 

第 45 回北陸放射線治療研究会開催のご案内  

 

JSRT 中部支部 北陸放射線治療研究会 代表世話人 上田 伸一 

 

時下、皆様におかれましてはますますご活躍のことと存じます。 つきましては、標記の

放射線治療研究会を下記内容にて開催致します。 今回は、「Vero4DRT」をテーマに北陸で

唯一、導入されました福井赤十字病院を会場に 企画いたしました。本研究会ではシステム

の開発から実際の導入、技術、臨床まで幅広い 講演内容となっております。また施設見学

も予定しておりますので、ご多忙の折りとは存 じますが、多数参加下さりますようご案内

申し上げます。   

  

日 時 ：平成 28 年 12 月 17 日（土） 14:00～17:00  

場 所 ：福井赤十字病院    

受付場所：栄養管理棟 3F 講堂  施設見学：先進中央棟 1F 放射線治療センター  

会 費 ：会員 500 円  非会員 1000 円  学生（社会人学生は除く）無料  

  

 

 

プログラム内容  

13:30～  受付     

  

14:00～  研究会講演              司会  福井大学医学部附属病院  西本 康宏  

 

１、「Vero4DRT の臨床」             

 福井赤十字病院 放射線科部 部長  坂本 匡人 先生  

２、「Vero4DRT の導入」          

 福井赤十字病院 放射線科部 中尾 秀昭   

３、「Vero4DRT の精度管理・動体追尾」   

福井赤十字病院 放射線科部 大西 一幸    

４、「Vero4DRT の開発」     

三菱重工業株式会社 金子 周史   

  

 16:10～17:00  施設見学およびシステム紹介    

  

 

  

   < 問合せ先 >  福井大学医学部附属病院 放射線部 西本 康宏  

E-mail nishiy@u-fukui.ac.jp Tel  0776-61-3111  

  



交通案内  

  

福井赤十字病院までの交通情報  JR 福井駅前より京福バス赤十字病院終点下車  

 JR 福井駅からタクシー6 分  

 JR 福井駅前より福武線赤十字前駅下車徒歩 5 分  

 北陸自動車道福井 I.C から 15 分  

 駐車場は有料です。ご了承ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部支部事務局の連絡先 

〒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 
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