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巻頭言 

私たちの未来 

 

公益社団法人 日本放射線技術学会 中部支部長 松浦幸広 

 

2016 年の中部支部会誌にて、私は、「30 年後の未来ー技術的特異点問題は起こる？ 」 

を書かせていただきました。あれから 3 年で AI（人工知能）の進歩はいかがなものでしょう

か？思っていた以上に進化している？また下火になるのでは？と意見が対極に分かれそうで

す。2000 年代より、ハードウェアの進歩で「機械学習」や「ディープラーニング」が実用化

され 1997 年にチェス専用 AI が人間に勝利し、2012 年に画像認識向上で画像データから「猫」

を特定、2016 年「アルファ碁」がプロ棋士に勝利と第 3 次 AI ブーム真っ只、2019 年が始ま

りました。日本では、これからの少子高齢社会が抱える労働生産人口減少の打開策として AI

やロボットが注目されています。医療においてはどうでしょうか？残念ながら実用レベルの

ものが世の中に未だ出ておりません。2018 年 5 月にディープラーニングを使って皮膚がんの

診断精度が AI が皮膚科医を上回るという論文や、2018 年 12 月には、「中国 Infervision、画

像によるがん検知サービスを 280 の病院に提供」のニュースを目にしたとき日本の AI への

取り組みが完全に遅れていることを実感しました。近年の RSNA においてもトピックは AI

で、演題エントリーも右肩上がりです。2016 年 RSNA では IBM ワトソンの体験型デモブー

スに足を運んだ方もいらっしゃるのではないでしょうか？放射線技術では、画像のデノイズ

や高 SN 化を AI で行う画質改善ソリューションが搭載され始めました。ここで私が最も危惧

することは、AI への盲信と過信、国家レベルの取り組みの完全なる立ち遅れです。AI は、

明るい未来への期待感が抱かせるが故に、AI が導き出した答えに何の疑問も持たないのは大

変危険です。放射線技術学という学問を探求する日本放射線技術学会は、今こそ放射線技術

分野に関する AI のイニシアティブを取る最大のチャンスであり責務かと思います。幸い中

部支部には AI に関して優秀な研究者の先生方が多数いらっしゃいます。ぜひ研究会やワー

キンググループなどで研究成果をブラッシュアップし全国、全世界へ発信していただきたい

と願っています。その際は、機械学習やコンピュータの性能、新しい思考回路等の理系的か

つ実際的側面ばかりではなく法律体系や社会的影響を意識した“私たちの未来”に幸福をもた

らすものであっていただきたいと思います。私たちの目指すべき境地の言葉を引用させてい

ただきます。 

「ひとつの発見が、人々の苦痛、悲哀をほぐす。この喜びに比肩するものは、何もない。」 

                 （ジュール・ボルデ 1919 ノーベル生理学・医学賞） 
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第 11 回中部放射線医療技術学術大会をおえて 

 

平成 31 年 3 月吉日 

第 11 回中部放射線医療技術学術大会 

第 53 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 森 光一 

 

銀嶺立山連峰を望む富山市の中心、富山国際会議場におきまして、平成 30 年 11 月 17 日、

18 日の両日、第 11 回中部放射線医療技術学術大会を開催いたしました。その銀嶺も雪解け

の季節を迎え、麓の里山の木々も芽吹き始め、生命の息吹が感じられる様になりました。第

11 回を数えた CCRT は富山県として 2 回目の開催であり、ランチョンセミナー、ハンズオ

ンセミナー、企業展示、広告など、延べ 54 社の協賛企業の多大なるご協力の上に開催する

ことができましたことに、まず心より感謝を申し上げなければなりません。 

大会テーマ「照于一隅（しょうういちぐう）－一隅を照らす放射線医療技術－」のもと、

一般演題数 126 演題、参加者数 651 名の方々が集い、放射線医療技術領域の研究発表が行な

われました。「照于一隅」とは「一隅を照らす、これすなわち国宝なり」「自分に与えられた

場所で一所懸命努力している人こそ国の宝である」という意味であることはご存知のとおり

です。我々が支えている放射線医療技術もこの世の中の一隅で、今日の高度先進医療の一翼

を担っています。だからこそ、本大会に参加された方々全員が国の宝であると言えるのです。 

さて、ブロードウェイというとニューヨークのマンハッタン島を南北に貫く長い通りのこ

とですが、もとはマンハッタン島の低木・沼地・岩場の中を通る、アメリカ先住民が使って

いた道でした。現在では、あとから入ってきた移民によって作られた何番アベニュー何番ス

トリートと呼ばれる道がマンハッタン島を碁盤目状に走っていますが、ブロードウェイはそ

れらにはまったく関知することなくその碁盤目を斜めに走っており、地図を眺めると少し奇

異の感に打たれるかもしれません。ブロードウェイでも、特にタイムズスクエア辺りの劇場

が多く集まる地区は、ミュージカルでもとても有名です。その劇場の幕間の雰囲気を情報交

換会に演出できればという思いから、情報交換会はガラス張りで隣接した富山城が見える、

開放的な空間である国際会議場のホワイエを利用して、ジャズが流れる、ゆったりと時間が

流れる空間を演出してみました。日本の地方学会が世界の中心、ニューヨークで開催された

国際学会のような雰囲気を醸し出し一人悦に入っていましたところ、参加者からもこれぞ正

しく情報交換の場にふさわしいとご好評をいただきました。 

その昔、ぶり街道（ブリーウェイ
．．．．．．

）と呼ばれた北端の地富山が、何時か知らノーベル街道

北端の地となりました。会議場は 2002 年ノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんの生家の

目と鼻の先であり、1987 年医学生理学賞の利根川進さん、2015 年物理学賞の梶田隆章さん、

2018 年医学生理学賞の本庶佑さんすべて富山にゆかりのあるノーベル賞受賞者です。ブリー
．．．

ウェイ
．．．

が通るここ富山が、人類の最先端科学の研究と深い結びつきがあることに興奮を禁じ

えません。ご講演をお願いしました CT X-map の開発者である富山大学放射線科教授 野口

先生、３D バイオプリンタでは世界的な先駆者である富山大学工学部教授 中村先生は、ブ
．
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リーウェイ
．．．．．

が通る富山の地でご研究を続けていらっしゃいます。こんなに身近で世界の最先

端技術に触れられる我々は、この恵まれた環境に感謝しなければならないと共に、改めて新

しい放射線医療技術の開発に結びつくような研究をしていかなければならない責務を感じさ

せられました。今、我々が解明していかなければならない放射線医療技術領域の自然科学の

法則を、目の前のできることから一つずつ解明し、その高みを目指して一歩ずつ歩んでいく

ことが責務だとするなら、この CCRT は第一歩を踏み出すための一番身近な研究成果発表の

場として、存在価値を高め続けていくことでしょう。 

富山の次は日本有数のものづくりの街、浜松での大会開催となります。たくさんの日本初

が生み出された、とてもエネルギー溢れる魅力的な発明の街です。青い、高い空の下、どん

な日本初に出会うことができるのだろうかと、今から楽しみにしています。 
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第 11 回中部放射線医療技術学術大会 

 

【大会テーマ】 『照于一隅 －一隅を照らす放射線医療技術』－ 

 

【参加登録者】 合計 651 名 

 

会員 558 名 非会員  35 名 学生  58 名 

  富山県 222 名 

  石川県  118 名 

  福井県  39 名 

  静岡県  35 名 

  愛知県 138 名 

  岐阜県  48 名 

  三重県  35 名 

その他  16 名 

 

【一般演題数】  126 演題 

 

【情報交換会】  135 名 

 

【協賛企業】  ランチョンセミナー 8 社 

   企業展示        20 社 

   広告協賛        24 社 

   ハンズオンセミナー      2 社 
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第 12 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）のお知らせ 

 

第 12 回中部放射線医療技術学術大会 

第 54 回 公益社団法人 日本放射線技術学会中部部会学術大会 

 大会長  澤田 通文 

 

   

開催概要 

 

 

名 称  第 12 回中部放射線医療技術学術大会 

第 54 回日本放射線技術学会中部支部学術大会 

第 28 回中日本地域放射線技師学術大会 

 

大会テーマ 新たな時代に道を拓く - Chance Challenge Change – 

 

会 期  2019 年 11 月 30 日(土)・12 月 1 日(日) 

 

会 場  アクトシティ浜松コングレスセンター 

         （静岡県浜松市中区板屋町 111-1 TEL：053-451-1111） 

演題募集期間    7/1～8/31（学生の締切延長も考慮） 

 

大会長：澤田通文（浜松医科大学医学部附属病院） 

 副大会長：山本英雄（聖隷袋井市民病院） 

 実行委員長：高橋真（すずかけセントラル病院） 

 副実行委員長：春田孝博（中東遠総合医療センター） 

 事務局（総務）：神谷正貴（浜松医科大学医学部附属病院） 

 事務局（財務）：竹田守（浜松医療センター） 

 

大会ホームページ https://square.umin.ac.jp/ccrt2019/ 

 

 

参加人数 ５００名（予定） （cf．11thCCRT 651名、10thCCRT 801名） 

 

参加費 

 会員 3,000円 非会員 4,500円  

 学生無料（但し、予稿集は別途） 予稿集 500円（予定） 
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学会業者 

 株式会社 JBE（社長：福島壽一氏） 

 

意見交換会  

 参加人数 ：（未定） 

 開催日： 2019年 11月 30日（土）18：30～20：30 

 会場： アクトシティ浜松コングレスセンター 43・44会場（予定） 

 会費： （未定） 

 

企画プログラム 

 特別講演（30日午後予定 90分） 

   演者：浜松医科大学 中村和正教授 

   内容：「前立腺がんの放射線治療の今後と展望」（仮題） 

  

 特別企画（30日午後予定 90分） 

   演者：技師会会長、技術学会代表理事、次世代技師 2名 

   内容：「新しい時代に道を拓く診療放射線技師」（仮題） 

  

 

 シンポジウム（1日午前 120分） 

   演者：放射線防護、CT、アンギオ、核医学、（医療情報）領域から 1名ず

つ 

   内容：「医療法改正 これからの被ばく管理をどうする」（仮題） 

   

 教育講演（ 60分） 

   演者：未定 

   内容：AI 

  

 臨床セミナー （未定） 

  

 女性活躍推進班企画パネルディスカッション（1日午前 90分） 

  

 教育セミナー   

   ４枠予定 

   放射線技術学会中部支部 各研究会 

  

 市民公開講座 （1日午後 1時間） 

   演者：浜松医科大学 山本清二副学長 

  内容：「浜松式の医工連携」（仮題） 
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 会員発表  150題（予定） 

  

 ランチョンセミナー  

   8枠（予定）   

   

 医療機器展示  

   25社（予定）（募集期間：2019年 3月 1日（金）～5月 31日（金）） 

  

  機器講習会（ハンズオンセミナー） 

   6枠（予定） 

   

 抄録集発行 

   

 ホームページ作成 

  https://square.umin.ac.jp/ccrt2019/ 

   参加登録者用 Web版予稿集の掲載（事前予約者も含む） 

  

https://square.umin.ac.jp/ccrt2019/
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平成 30年度 中部支部事業報告 

 

 

1．第 53回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 11回中部放射線医療技術学術大会）

を開催した。 

会期：平成３０年１１月１７日（土），１８日（日） 

会場：富山国際会議場（富山市） 

参加人数：６５１名 

2．平成３０年度第１回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成３０年６月２日（土） 

会場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

参加人数：６３名 

3．第１９回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

内容：解像特性 ～マクロからミクロへの挑戦～ 

会期：平成３０年７月７日（土）、８日（日） 

会場：立山国際ホテル（富山市） 

参加人数：４０名 

4．第１２回（公社）日本診療放射線技師会・（公社）日本放射線技術学会 合同公開市民講座 

内容：「家族・地域・ 医療で支える認知症認知症を理解し上手に付き合うためのマル得セミ

ナー－認知症 

の専門医と診療放射線技師，理学療法士がお答えします－」を開催した。 

会期：平成３０年８月４日（土） 

会場：名古屋市立大学病院（名古屋市） 

参加人数：２２７ 名 

5．第８回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーを開催した。（教育委員会、撮

影部会、共催） 

会期：平成３０年９月１日（土） 

会場：名古屋市立大学病院（名古屋市）    

参加人数：３１名 

6．平成３０年度Ｘ線ＣＴ認定技師指定講習会を開催した。（教育委員会，撮影部会，日本Ｘ

線ＣＴ専門技師認定機構後援） 

会期：平成３０年９月１５日（土），１６日（日） 

会場：栄ガスビル 5階キングルーム 

参加人数：９１名 

7．第３９回医用画像プログラミングセミナーを開催した。（教育委員会，画像部会共催）        

会期：平成３０年１０月２７日（土），２８日（日） 

会場：岐阜大学サテライトキャンパス 

参加人数： （詳細は教育委員会事業報告参照） 
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8．第８３回乳房撮影精度管理研修会を開催した。（教育委員会、撮影部会共催） 

会期：平成３０年１２月１日（土），２日（日） 

会場：福井県立病院（福井市） 

参加人数：４１名 

9．平成３０年度第２回支部学術セミナーを開催した。 

会期：平成３１年１月２６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） 

参加人数：９７名 

 

10．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。 (２２回開催、参加人数合計：１０３５

名) 

（１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「放射線治療のチーム医療」 

会期：平成３０年３月３日（土） 

会場：プラザヴェルデ （沼津市）     

参加人数：８１名 

（２）第２回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

内容：「ＣＴ 研究の最前線報告会」 

会期：平成３０年６月９日（土）           

会場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス（名古屋市） 

参加人数：４８名 

（３）第３回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：原子力災害医療における放射線防護と計測 

会期：平成３０年６月２３日（土） 

会場：金沢大学鶴間キャンパス（金沢市） 

参加人数：７名 

（４）第４回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：初級セミナー 

会期：平成３０年６月３０日（土） 

会場：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス臨床セミナー室（名古屋市） 

参加人数：２４名 

（５）第５回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：第４８回北陸放射線治療研究会 

会期：平成３０年６月３０日（土） 

会場：福井大学医学部附属病院（福井市） 

参加人数：６９名 

（６）第６回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：中級セミナー 

会期：平成３０年７月１日（日） 

会場：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス臨床セミナー室（名古屋市） 



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.21   (2019) 

- 11 - 

参加人数：３７名 

（７）第７回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：頭部ＭＲ実践講座 

会期：平成３０年８月２５日（土） 

会場：石川県立中央病院（金沢市） 

参加人数：８０名 

（８）第８回技術セミナー（画像研究会） 

内容：画像処理の基礎と臨床 

会期：平成３０年９月８日（土） 

会場：名古屋大学大学院医学系研究科・医学部保健学科（名古屋市） 

参加人数：４４名 

（９）第９回技術セミナー（超音波画像研究会） 

内容：初心者実技講習会・腹部領域 

会期：平成３０年９月３０日（日） 

会場：金沢大学医学類教育棟（金沢市） 

参加人数：６４名 

（１０）第１１回技術セミナー（乳房画像研究会） 

内容：乳腺 MRI，トモシンセシス 他 

会期：平成３０年１０月１３日（土） 

会場：福井県済生会病院（福井市） 

参加人数：５３名 

（１１）第１０回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：IGRT～被ばく線量・画質評価 

会期：平成３０年１０月２０日（土） 

会場：アクトシティ浜松 研修交流センター（浜松市） 

参加人数：６９名 

（１２）第１２回技術セミナー（画像研究会） 

内容：画像処理の基礎と臨床 

会期：平成３０年１０月２７日（土） 

会場：金沢大学医薬保健学域保健学類（金沢市） 

参加人数：３０名 

（１３）第１３回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：IGRT～被ばく線量・画質評価 

会期：平成３０年１２月２日（日） 

会場：藤田医科大学 大学 2 号館 6階（豊明市） 

参加人数：９８名 

（１４）第１４回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：原子力災害医療における放射線防護と計測 2018 in 東海 

会期：平成３０年１２月１６日（日） 

会場：藤田医科大学医療科学部５号館 411 講義室（豊明市）    
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参加人数：１３名 

（１５）第１５回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療装置の品質管理 

会期：平成３０年１２月２２日（土） 

会場：桑名市総合医療センター（桑名市）              

参加人数：６１名 

（１６）第１６回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

内容：CT 関連論文の抄読会・RSNA報告会 

会期：平成３１年１月５日（土） 

会場：名古屋市市政資料館 第 3 集会室（名古屋市）              

参加人数：１８名 

（１７）第１７回技術セミナー（アンギオ研究会） 

内容：心臓カテーテル検査 

会期：平成３１年１月１２日（土） 

会場：TKP名古屋栄カンファレンスセンター カンファレンスルーム３（名古屋市）    

参加人数：１７名 

（１８）第１８回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：泌尿器領域のルーチン検査 

会期：平成３１年１月１２日（土） 

会場：石川県地場産業振興センター 第２研修室（金沢市）              

参加人数：４１名 

（１９）第１９回技術セミナー（乳房画像研究会） 

内容：乳房専用 PET 

会期：平成３１年１月１９日（土） 

会場：愛知県がんセンター中央病院 国際医学交流センター大会議室（名古屋市）              

参加人数：１１名 

（２０）第２０回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：最新の撮像技術や臨床検査 

会期：平成３１年１月１９日（土） 

会場：名古屋市立大学 医学部研究棟 11階 A 講義室（名古屋市）    

参加人数：９３名 

（２１）第２１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：Golden beam data の Linac 

会期：平成３１年１月２６日（土） 

会場：金沢大学 医薬保健学域 保健学類 4 号館 4111 号室（金沢市）   

参加人数：５６名 

（２２）第２２回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

内容：Dual Energy の基礎と臨床活用法 

会期：平成３１年２月２日（土） 

会場：金沢大学附属病院 新外来診療棟 4 階 会議室（名古屋市）   
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参加人数：２８名 

 

10．刊行物を発刊した。 

（１）タイトル：中部支部誌 Ｖ０ｌ.２０ 

発刊日：平成３０年４月１２日（ｗｅｂ版のみ） 

（２）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演題募

集号” 

発刊日：平成３０年６月１１日 

（３）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第２号 ＣＣＲＴプログ

ラム号” 

発刊日：平成３０年１０月１９日 

 

11． 国際学会発表者支援事業 

国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付した。 

（１）前期 

氏名： 柴田 英輝 

所属： JA愛知厚生連 豊田厚生病院 放射線技術科 

海外発表学会名称： European Congress of Radiology 2018 

発 表 演 題 名 ： Evaluation of Radiation Dose in Coronary Computed 

Tomography-Angiography Examination for Organ dose ane 

Effective dose.  

開催期間： 平成３０年２月２８日～平成３０年３月４日 

補助金額： １０万円 

 

12．支部表彰について 

   規程に基づき，功労賞，技術奨励賞を選考し、学術大会にて以下の会員に対し表彰を

行った。 

（功労賞）安達登志樹 （福井大学医学部附属病院） 

井田義宏 （藤田医科大学病院） 

上田伸一 （金沢大学附属病院） 

中村 学 （静岡医療科学専門大学校） 

（技術奨励賞）市川卓磨（藤田医科大学病院） 

松原孝祐（金沢大学医薬保健研究域） 

髙田 賢（大垣市民病院） 

小林正和（金沢大学医薬保健研究域） 

田端大輝（藤田医科大学病院） 

北岡ひとみ（鈴鹿医療科学大学） 

岡本千鶴（藤田医科大学病院） 

                       交付日：平成 30年 11月 17日（土） 
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平成 30 年度 中部支部収支計算書 

平成 30 年 3 月 1 日から平成 31 年 2 月末日まで 
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日本放射線技術学会中部支部 平成 30 年度研究会活動報告 

 

CT研究会 

代表世話人     辻岡 勝美    藤田医科大学 医療科学部  （東海ブロック） 

 高田 忠徳    金沢大学附属病院      （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

CT 研究会では多くの会員が容易に参加できるように東海ブロック、北陸ブロックと地域

ごとに活動しています。もちろん、会員はブロック関係なく参加可能です。東海ブロックでは

４月の総会学術大会の CT 部門の研究発表や同時開催されている国際医用画像総合展

(ITEM)での企業発表を再現するような企画として「CT 研究の最前線報告会」を開催して

います。また、「英文論文抄読会」も開催しています。北陸ブロックでは泊りがけのセミナー

として「CT立山セミナー」や「定例研究会」を開催しています。中部支部のCT研究会が開催

する企画は、X線 CT 認定技師、肺がん CT検診認定技師、救急撮影認定技師のポイントも

付きます。CT 研究会では会員の皆さんの研究への参加、研究発表、論文執筆のお助け研究

会です。企画の希望など大歓迎です。よろしくお願いします。 

 

2. 年度内の活動記録 

東海ブロックでは CT研究会では「CT研究の最前線報告会」「英文論文抄読会」を開催し

ました。「CT 研究の最前線報告会」では第 74 回総会学術大会における CT に関する研究

発表のうち、興味ある演題について 1 演題 20 分ということで研究の背景から将来まで数

演題について発表していただきました。また、各 CTメーカーによる ITEM発表もしていた

だきました。「英文論文抄読会」では若手会員が英語論文を読んで発表するというもので、

Dual Energy CT、Photon counting CTから動態 CTまで広い範囲の英語論文を紹

介していただきました。 

北陸ブロックでは「立山セミナー」「定例研究会」を開催しました。「立山セミナー」は「解像

特性～マクロからミクロへの挑戦～」とし、解像特性の基礎から話題の高精細 CT など、そ

の臨床への活用法について学びました。「定例研究会」は「Dual Energy の基礎と臨床活

用法」というテーマで開催されました。 

日本CT技術学会（JSCT）の第6回大会が名古屋市立大学で開催され、日本放射線技術学

会中部支部として後援させていただきました。中部支部会員の多くの参加に感謝します。 

 

3. 最近のトピックス 

CT は診療放射線技師の業務の中でも多くの会員が携わっているモダリティであります。

技術学会中部支部でも CT 関連の研究会を多く開催して多くの会員の参加を期待していま

す。最近の CT 分野の注目は Dual Energy CT や Photon counting CT、MBIR

（model based iterative reconstruction）があります。また、新しい画像再構成法と

してDLR（deep learning reconstruction）も登場しています。CT研究の幅は拡大を
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続けているのが現状です。日常で役に立つ撮影技術も開発も多く発表されています。CT研

究会では全国、世界の CT 研究を紹介して多くの会員が学会発表、論文執筆をされるよう

にサポートをしていきたいと思っています。 

 

4. 今後の研究会の予定 

東海ブロックでは「CT 研究の最前線報告会」のほかに、ビギナーズセミナーや英語論文

抄読会を開催します。また、いろいろな研究会、学会での発表についても紹介していきます。

是非ご参加ください。 

北陸ブロックでは「立山セミナー」が名物セミナーとして続けられてきましたが、これは次

回をもっていったん終了します。今後は、定例研究会や新しいセミナーで皆様の研究サポー

トを進めていきます。是非ご参加ください。 

 

 

MR研究会 

代表世話人     村中 良之   福井県立病院            （北陸ブロック） 

 梶田 公博   岐阜大学医学部附属病院  （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 

３回研究会を開催。年度内の活動の記録は中部支部 HP をご参照ください。 

 

3. 最近のトピックス 

高速化の技術で Compressed Sensing が臨床で使用できるようになった。撮像時間は

k-space Sharingやパラレルイメージングにより，飛躍的に短縮されてきた。Compressed 

Sensing は，さらなる高速撮像につながる画像再構成法であり，例えば頭部ルーチン検査が

MRA を含めて 5 分以内に終わることも可能となっている。また、高速化技術は心臓領域に応

用され、血管領域においては 4D flow MRI を用いた流体解析も行われるようになっていま

す。 

深層学習(ティ゙ープラーニンク)゙と呼ばれる機械学習技術が MR に応用され始め、関連学会で

注目を浴びている。 また、心血管領域においては 4D flow MRIを用いた流体解析も行われ

るようになっています。 

 

4. 今後の研究会の予定 

第 73回ＭＲ研究会  8月１０日 （富山大学附属病院） 
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テーマ：『 救急初期疾患に対するMR撮像技術ついて 』 

第 74回ＭＲ研究会  1月頃 （東海） 

第 75回ＭＲ研究会  1月頃 （北陸） 

 

 

画像研究会 

代表世話人      服部 真澄   東海学院大学  （東海ブロック） 

 市川 勝弘   金沢大学  （北陸ブロック） 

 

1. 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，および勉強会の開催 

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 

平成 30年 

9月 8日 

名古屋大学大学院医学系 

研究科・医学部保健学科  

大幸キャンパス 本館 2階  

第 2講義室 

第 61回 画像研究会 

「 画像処理の基礎と臨床 」 

44名 

平成 30年

10月 27日 

金沢大学医薬保健学域 

保健学類 4 号館 2 階会議

室 

第 62回 画像研究会 

「 画像処理の基礎と臨床 」 

30名 

 

4. 今後の研究会の予定 

DRL2015 が策定され医療被曝の最適化が進むと考えるが、DRL の利用には線量評価と

診断に必要な画質を考慮する必要がある。そこで次年度からの画像研究会は、一般撮影を対象

とした線量や画質の初歩的な内容をシリーズ化して企画する。第１回目のテーマは「線量の初歩」

として線量の基礎と測定に関する内容、その後は「X線画像の成り立ちと画質」、「画像の管理と

評価」と講演内容を深めて参加者の理解が向上する研究会としたい。今後の会員の皆様の参加

を期待しています。 

 

第 63回 画像研究会 平成 31年 9月 28日（土）  名古屋  

第 64回 画像研究会 平成 31年 11月 16日（土）  金沢 

 

 

医療情報システム研究会 

代表世話人  法橋 一生   静岡県立こども病院  （東海ブロック） 
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 伊藤 一    富山大学附属病院   （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

医療情報は単なる“IT 機器とデータの管理”だけでなく、”情報システム開発“に関わり理想的

なシステムとワークフローの構築に寄与する領域です。これまで診療放射線技術領域は

RIS/PACS による業務の効率化と安全性向上が進められ、近年は線量情報管理が話題となっ

ています。医用画像の利用範囲は施設全体から地域へと広がり関わる領域も広がっています。

また、高度なデータの利活用として、いわゆるビッグデータや深層学習などを利用した臨床研究、

業務や経営の分析なども期待されています。さらに自由度の高い領域ゆえに、個人情報保護法

などに代表される法の理解を深めることも大切です。当会では、入門者から実務に深く関わる

方を対象としたセミナーを開催しています。 

 

2. 年度内の活動記録 

2018年 6月 30日（土） 

初級セミナー 「PACSベーシックセミナー」 

場所：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス 臨床セミナー室 

 

2018年 7月 1日（日） 

中級セミナー「ベンダーニュートラルなPACSへの挑戦 ～VNAを理解し、現在の到達点を確認

する～」 

場所：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス 臨床セミナー室 

 

3. 最近のトピックス 

ご存知の通り、2020 年の線量情報管理の義務化に向けて業界は大きく動いており、本研究

会にも大きな期待が寄せられています。線量情報管理システムは購入さえすれば全ての目的が

達成されるものではなく、より良いシステム構築のためには、線量データやデータ保存と通信の

規格である DICOM や情報システムを理解する必要があります。また、データの蓄積だけでは

ただの箱であり、実際にデータ利用するためのシステムと運用の工夫も必要です。当会では、IT

や DICOMに馴染みのない方でも、業務や研究で活きる知識とノウハウを学べるセミナーを 7

月に開催します。 

 

4. 今後の研究会の予定 

2019年 7月 27日（土） 

初級・中級セミナー「ゼロから線量情報管理システム構築担当者を育成します。」（仮題） 

場所：金沢大学附属病院 CPDセンター 

１．線量情報をどう利用したいのですか？（仮題） 

２．まずは今の HIS、RIS、PACSの関係を理解しよう。 （仮題） 

３．医療被ばくを評価するデータを電子的に記録するためのガイドラインの解説（仮題） 

４．DICOMと RDSRと JJ1017（仮題） 

５．システム構築の見えざる壁をプロジェクトマネジメントで乗り越える。（仮題） 
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６．システム構築で実際に気をつけるポイント。（仮題） 

 

2019年 7月 28日（日） 

入門セミナー「一度は聞いておこう！安全な医療情報の利用」（仮題） 

場所：金沢大学附属病院  CPDセンター 

１．情報システムを正しく使うために知っておくと良いこと。（仮題） 

２．知らぬ間に加害者にならないために知っておくべきこと。（仮題） 

３．発表、論文、の前に研究倫理（仮題） 

 

 

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おいて，最新の話題や会員が関心を持っている内容に

ついて取り上げ，講演や会員発表などを行います． 

 

2. 年度内の活動記録  

年度内の活動の記録は，中部支部事業報告をご参照ください． 

 

3. 最新動向 

 DRLs 2015において，マンモグラフィにおける平均乳腺線量のDRL(診断参考レベル)は，

2.4mGyに設定されました．各施設においては，この値に基づいて，線量の最適化や撮影条件

の見直しが行われていると思います．DRLsは，5年経過後に見直しが行われる予定であると

聞いていますが，マンモグラフィにおいては FPDを搭載した装置の導入が進んでいることから，

DRLがさらに低くなることが予想されます．各施設における，被ばく線量と画質の最適化をお

願いいたします． 

 

4. 今後の研究会の予定 

 今年度も，2回の研究会を開催予定です．多くの皆様の参加をお待ちしています． 

 

 

放射線防護研究会 

代表世話人      小林 正尚    藤田医科大学  （東海ブロック） 

 上野 博之    高岡市民病院  （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 
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 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

技指導を行い，「現場で活（い）きる」知識，技術の向上に貢献する。 

 

2. 年度内の活動記録 

 平成30年度は緊急医療時の対応として「原子力災害医療における放射線防護と計測」に関す

るセミナーを北陸ブロック（6月 23日）と東海ブロック（12月 5日）で実施した。 

 

3. 最近のトピックス 

 平成 30 年度の診療報酬改定により医療被ばく線量管理が施設基準項目に追加された。これ

を受けて，医療被ばく線量管理システムへの関心が高まっている。 

 

4. 今後の研究会の予定 

 放射線防護を考える上で線量を正しく評価する必要がある。線量評価法には種々あるが，線

量計を用いた実測定が基本である。近年，測定器の技術進歩により廉価で高精度，一度の照射

で複数種類の測定値が得られるものが普及しつつある。本研究会では現在までに様々な線量計

の特性や取り扱い・測定値の意味などを考え，適切な取り扱いと測定法を理解していただくた

めの実習形式のセミナーを実施してきた。一方，2019年度は，多くの病院で整備が求められて

いる医療被ばく線量管理システムに関する話題を取り上げてセミナーを開催する予定である。

開催時期は，北陸ブロック（7、8月）と東海ブロック（12月）で日程を調整しており，決定次第ホ

ームページなどで紹介する。 

 

 

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. 研究会の活動方針・活動目的 

・放射線治療の最新情報、精度向上をはじめとして、現場で役立つ内容の研究会を目指す 

・地方で個別開催することで、より会員各位の参加しやすい研究会を目指し、時代のニーズに即

した内容を選択することで、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 

 

2. 年度内の活動記録 

第 31回 静岡県放射線治療研究会 81名 

第 48回北陸放射線治療研究会 69名 

第 32回 静岡県放射線治療研究会 66名 

平成 30年度 愛知県放射線治療研究会 98名 

平成 30年度三重県放射線治療研究会 61名 

第 49回北陸放射線治療研究会 56名 
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合計 431名の参加をいただきました、ご協力ありがとうございます。 

 

3. 最近のトピックス 

MRI-LINACの国内登場が間近となってきました。 

 

4. 今後の研究会の予定 

例年どおり各地域において開催し、皆様の参加しやすい環境に配慮いたします。 

 

 

アンギオ研究会 

代表世話人      橋本 将彦   富山大学附属病院  （北陸ブロック） 

 水井 雅人   鈴鹿回生病院 （東海ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

血管撮影・IVR 領域の最新技術や治療法の普及、さらに診断参考レベル（Japan DRLs 2015）

が策定され、今後は医療被ばくの最適化が進んでいくことが考えられる。また 2020 年 4

月には医療被曝の線量記録を義務化する見通しとなっている。医療被ばくの最適化に必要と

される線量測定法や，医療被ばく相談に求められるリスクコミュニケーション等の知識の普

及、被ばく低減につながる診療補助としての診療放射線技師だからこそできる役割の普及など

に加え、活動内容の関連が高い放射線防護研究会と連携し、より良い医療を国民に提供するこ

とを目的とする。 

 

2. 年度内の活動記録 

日時 2019年 1月 12日（土） 

会場 TKP名古屋栄カンファレンスセンター カンファレンスルーム３（地下 2階） 

参加人数 17名 

内容 心臓カテーテル検査・治療で役立つ知識をテーマとし、デバイスの基礎から最近の動向に

くわえて、現場での取り組みに加えて、線量管理と被ばく低減に向けた提言を紹介した。 

 

3. 最近のトピックス 

厚生労働省の「医療放射線の適正管理に関する検討会」で、医療機関が医療被曝の線量管

理・記録を実施する方針を盛り込んだ「議論の整理」を大筋でとりまとめた。「議論の整理」では、

CT エックス線装置や血管造影検査に用いる透視用エックス線装置、診療用放射性同位元素な

ど、医療被曝の線量が特に高い放射線診療に対する線量の管理・記録を義務づける必要性を指

摘。必要な放射線診療を妨げる誤った解釈をしないよう患者に適切な説明を行うことや、医療

被曝の正当化・最適化に付随する業務の従事者（医師、放射線技師等）を対象とする研修の実施

も求めた。2020年 4月には医療被曝の線量記録を義務化する見通しである。 

 

4. 今後の研究会の予定 
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年一回以上の開催を予定していますが、現在のところは未定です。 

決まり次第HPでご案内いたします。 

 

 

超音波画像研究会 

代表世話人  秋山 敏一    藤枝市立総合病院  （東海ブロック） 

 江端 清和    福井大学医学部附属病院   （北陸ブロック） 

 

1. 研究会の活動方針・活動目的 

当研究会は、超音波検査の普及とレベルアップを目標に、超音波検査に興味のある方、これか

ら超音波検査を始める方を対象に、講義講習会と実技講習会を開催している。内容は、腹部、血

管、整形領域の各エコーで、昨年度より心エコーも加えた。初心者・興味のある方、さらなる技術

向上を求める方のご参加をお待ちしています。 

 

2. 年度内の活動記録 

平成30年9月30日(日）初心者向け腹部、心臓、頸部血管、整形の実技１日コースを金沢大学

宝町キャンパス医学類教育棟で開催した。参加人数 64名。 

 

3. 最近のトピックス 

下肢血管エコーはこれまで、断層撮影法の「その他（頭頸部、四肢、体表、抹消血管等）」として

350点でしたが、平成30年度の診療報酬改定で「下肢血管」450点が新設され、100点加算

されて独立した。 

また、超音波診断装置の小型軽量化に伴い point of care ultrasound（POCUS）として、

ベッドサイド、特に救急での超音波検査の活用が注目されている。 

 

4. 今後の研究会の予定 

平成 31年９月 1日 金沢大学宝町キャンパス 各領域の初心者向け実技講習会 
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平成 31 年度 中部支部事業計画 

 

1. 第 54回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第 12回中部放射線医療技術学術大会）

を開催する。 

会期：２０１９年１１月３０日（土），１２月１日（日） 

会場：アクトシティ浜松 

2. ２０１９年度第１回支部学術セミナーを開催する。 

会期：２０１９年６月８日 

会場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

3．２０１９年度第２回支部セミナーを開催する。 

会期：２０２０年１月２５日 

会場：名古屋市立大学病院 大ホール （名古屋市） 

4．第２０回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

会期：２０１９年７月６日、７日（予定） 

会場：ホテル森の風立山（富山市） 

5．２０１９年度支部学術セミナーを開催する。 

内容：「放射線技術学に Deep Learningを活用しよう」 

会期：２０１９年７月２０日 

会場：名古屋市立大学病院 (名古屋市) 

定員：２００名 

6．第５２回放射線治療セミナーを開催する。（教育委員会、放射線治療部会、共催） 

内容：「IGRTについて」（仮題） 

会期：２０１９年７月２７日 

会場：名古屋市（予定）       

定員：１００名 

7．第 26回 PACS Specialistセミナーを開催する。（教育委員会、医療情報部会、共催） 

会期：２０２０年１月（予定） 

会場：名古屋市 

定員：未定 

8．医療放射線リスクコミュニケーションセミナーを開催する。（教育委員会、放射線防護部

会、共催） 

会期：２０１９年５月もしくは６月 

会場：金沢市 

定員：未定 

9．支部技術セミナーの開催（年２０回程度開催予定）を開催する。 

  １．医療情報システム研究会主催初級・中級セミナー開催する。 

会期：２０１９年７月２７日（医療情報システム研究会） 

会場：金沢市 

定員：未定 
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  ２．医療情報システム研究会主催入門セミナー開催する。 

会期：２０１９年７月２８日（医療情報システム研究会） 

会場：金沢市 

定員：未定 

   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． 

 

10．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部誌 V0L.２１ 

発刊日：２０２０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 ２０１９年第１号 ＣＣＲＴ演題募

集号” 

発刊日：２０１９年６月 

（３）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１９年第２号 ＣＣＲＴプログ

ラム号” 

発刊日：２０１９年１０月 

11．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． 

12．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． 

  



日本放射線技術学会中部支部会誌 vol.21   (2019) 

- 27 - 

 

平成 31 年度 中部支部収支予算書 

平成 31 年 3 月 1 日から平成 32 年 2 月末日まで 
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平成 30年度中部支部役員名簿 

 

支部長 松浦 幸広 （金沢大学附属病院） 

副支部長 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） 

  小山 修司 （名古屋大学 大学院医学系研究科） 

  
理 事 

・庶務 能登 公也 （金沢大学附属病院） 

・庶務 高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 

・庶務 加藤 勝也 （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 （藤田医科大学病院） 

・愛知県 井田 義宏 （藤田医科大学病院） 

・岐阜県 廣田 真 （岐阜大学医学部附属病院） 

・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 （浜松医科大学医学部附属病院） 

・福井県（MRI） 村中 良之 （福井県立病院） 

・石川県（治療） 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 （藤田医科大学 医療科学部） 

・医療情報研究会 法橋 一生 （静岡県立こども病院） 

・放射線防護研究会 小林 正尚 （藤田医科大学） 

・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 橋本 将彦 （富山大学附属病院） 

・超音波画像研究会 秋山 敏一 （藤枝市立総合病院） 

・画像研究会 服部 真澄 （東海学院大学） 

・MR 研究会 村中 良之 （福井県立病院） 

・放射線治療研究会 上田 伸一 （金沢大学附属病院） 
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平成 30年度中部支部研究会世話人名簿 

 

研究会代表世話人 

CT 研究会 辻岡 勝美 （藤田医科大学 医療科学部） 

  高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 

MR 研究会 村中 良之 （福井県立病院） 

  梶田 公博 （岐阜大学医学部附属病院） 

医療情報システム研究会 法橋 一生 （静岡県立こども病院） 

  伊藤 一  （富山大学附属病院） 

画像研究会 服部 真澄 （東海学院大学） 

  市川 勝弘 （金沢大学医薬保健研究域） 

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 小林 正尚 （藤田医科大学） 

  上野 博之 （高岡市民病院 ） 

アンギオ研究会 橋本 将彦 （富山大学附属病院） 

  水井 雅人 （鈴鹿回生病院） 

超音波画像研究会 秋山 敏一 （藤枝市立総合病院） 

 江端 清和 （福井大学医学部附属病院） 

サーバの管理 能登 公也 （金沢大学附属病院） 

事務局 高田 忠徳 （金沢大学附属病院） 
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平成 30年度中部支部会員動向 

●平成 30 年度 月別会員数推移 

 

 

 

 

  

中部支部 前月末会員数 新入会 届出退会 死亡退会 休会開始 休会終了 除名 調整数 当月末会員数

平成30年 3月 2493 10 45 1 5 9 15 -3 2443

4月 2443 0 5 0 1 0 0 -5 2432

5月 2432 30 4 2 2 0 0 1 2455

6月 2455 14 2 0 2 0 0 -1 2464

7月 2464 7 1 0 0 0 0 -1 2469

8月 2469 0 2 0 1 0 0 0 2466

9月 2466 27 4 0 0 0 0 1 2490

10月 2490 10 13 0 1 0 0 -1 2485

11月 2485 7 7 0 1 0 0 0 2484

12月 2484 1 5 0 0 0 0 0 2480

平成31年 1月 2480 0 9 0 0 0 0 0 2471

2月 2471 1 12 0 0 0 0 -2 2458

107 109 3 13 9 15 -11

-35

年度会員数増減
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平成 30 年度学会表彰者 

中部支部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 30 年度本部表彰者 

 学会三賞 学術賞         宮地 利明 金沢大学医学保健研究域 

 

学術業績賞   滝内賞         松原 孝祐 金沢大学医学保健研究域 

 

研究奨励賞 技術奨励賞（撮影分野） 北岡 ひとみ 鈴鹿医療科学大学 

研究奨励賞 技術新人賞（画像分野） 岡本 千鶴 藤田医科大学病院 

研究奨励賞 技術新人賞（撮影分野） 市川 卓磨 藤田医科大学病院 

研究奨励賞 技術新人賞（防護分野） 上野 博之 高岡市民病院 

 

平成 30 年度中部支部表彰者 

功労賞    安達 登志樹 （福井大学医学部附属病院） 

井田 義宏  （藤田医科大学病院） 

上田 伸一  （金沢大学附属病院） 

中村  学  （静岡医療科学専門大学校） 

 

 

技術奨励賞      計測分野    市川 卓磨  （藤田医科大学病院） 

計測分野    松原 孝祐  （金沢大学医薬保健研究域） 

CT 分野      髙田 賢   （大垣市民病院） 

教育分野      小林 正和  （金沢大学医薬保健研究域） 

MRI 分野     田端 大輝     （藤田医科大学病院） 

一般撮影分野  北岡 ひとみ （鈴鹿医療科学大学） 

一般撮影分野  岡本 千鶴  （藤田医科大学病院） 
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平成 30年度総務委員会議事録・理事会議事録 

2018 年(平成 30 年) 3 月 3 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

  

会 議 名 平成 30 年度 第 1 回 総務委員会 

開催日時 
平成 29 年 3 月 3 日（土）  

10 時 30 分～12 時 00 分 
開催場所 福井 AOSSA 501 研修室 

出席者名 

松浦幸広、安達登志樹、小山修司、中村 学、國友博史、木戸屋栄次、小林謙一、能登

公也、高田忠徳 

 合計  9 名 

（欠席）西出裕子、森 光一、加藤勝也                        合計  3 名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

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 29 年度事業報告および平成 30 年度事業計画 

3 平成 29 年度会計報告 

4 平成 29 年度監査報告 

5 平成 30 年度予算案報告 

6 第 10 回中部放射線医療技術学術大会（第 52 回中部部会学術大会）開催報告 

7 第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53 回中部部会学術大会）準備報告 

8 その他 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 1 松浦支部長より本部理事会報告がされた。 重要事項のみの報告とした。 

 

・正会員は微増している。ただし学生会員は減少。 

・RacNeシステムを改修予定。 

・講師依頼の際に除名者に講演料を支払わないように。 

・支部の理事数を 20名以内にするよう本部より通達がなされた。研究会の代表者は理事を解

任する案もある。 

・総会 4月 12日‐15日 演題数 581 不採択 22 取り下げ 13 採択 546 英語口述 264 

・総会平成 31年 4月 11日‐14日 

・第 46回秋季学術大会 仙台 10月 4日  

・第 47回秋季学術大会 大阪 10月 17日‐19日 グランキューブ大阪 

 

《質疑等》 

講演候補者については本部に確認する事が必要との意見が出た。 

 

議題 2 國友副支部長より平成 29年度事業報告および平成 30年度事業計画について報告された 

 

 

平成 29年度事業報告 

 

１． 第５２回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１０回中部放射線医療技

術学術大会）を開催した。 

   会 期：平成２９年１１月４日（土），５日（日） 

  会 場：じゅうろくプラザ （岐阜市） 

参加者：８０１名 

２． 平成２９年度第１回支部セミナーを開催した。 

会 期：平成２９年６月３日（土） 

会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

参加者：１０８名 

３． 第１９回ＣＴ立山セミナーを開催した。 

会 期：平成２９年７月１日（土）、２日（日） 

会 場：立山国際ホテル（富山市）     

参加者：６６名 

４． 第１８回核医学画像セミナーを開催した。（教育委員会、核医学部会、共催） 

会 期：平成２９年６月２４日（土） 

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 多目的ホール（浜松市）  

参加者：２１名 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

５． 第１８回ＤＲセミナーを開催した。（教育委員会、画像部会、共催） 

会 期：平成２９年７月１５日（土）、１６日（日） 

会 場：名古屋市立大学病院（名古屋市）    

参加者：２０名 

６． 中部支部セミナーを開催した。 

内 容：研究方法と倫理 及び プレゼン・論文作成テクニック 

会 期：平成２９年９月２４日（日） 

会 場：名古屋市立大学（名古屋市） 

参加者：５３名 

７． 第７回ＰＡＣＳベーシックセミナーを開催した。（教育委員会、医療情報部

会、共催） 

会 期：平成２９年１０月１４日（土） 

会 場：エーザイ名古屋コミュニケーションオフィス（名古屋市）  

参加者：３４名 

８．診断参考レベル活用セミナーを開催した。（教育委員会、計測部会、放射線防護部

会、共催） 

  会 期：平成２９年１１月１９日（日） 

会 場：名古屋市立大学病院（名古屋市）     

参加者：１９名 

９．第５回救急撮影セミナーを開催した。（教育委員会、撮影部会、共催） 

 会 期：平成２９年１２月１７日（日） 

会 場：名古屋市立大学病院（名古屋市）     

参加者：２９名 

１０．平成２９年度第２回支部セミナーを開催した。 

会 期：平成３０年１月２０日（土） 

会 場：名古屋大学 （名古屋市） 

参加者：８５名 

 

 

 

１１．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。（参加者総数 ９６９名） 

１）第１回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：「Ｐｉｒａｎｈａ ／ Ｏｃｅａｎ 技術支援ワークショップ」 

日時：平成２９年３月５日（日）           

会場：名駅ＩＭＡＩビル （名古屋市）     

参加者：１９名 

２）第２回技術セミナー（放射線治療研究会） 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

内容：「最新の放射線治療周辺機器に関するトピックス」 

日時：平成２９年３月１１日（土）           

会場：静岡県立総合病院 （静岡市）             

参加者：６３名 

３）第３回技術セミナー（超音波画像研究会） 

内容：初心者向け頸動脈エコー講義・実技半日コース 

日時：平成２９年３月１２日（日）           

会場：ＫＤＸ名古屋ビル （名古屋市）            

参加者：４２名 

４）第４回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「誰でもわかる、はじめての PACS 管理」 

  日時：平成２９年５月１４日（日）           

会場：金沢大学附属病院 （金沢市）             

参加者：２９名 

５）第５回技術セミナー（超音波画像研究会） 

内容：「初心者実技講習会・腹部領域」 

日時：平成２９年５月１４日（日）           

会場：ＧＥヘルスケア・ジャパン名古屋支店 （名古屋市）   

参加者：３３名 

６）第６回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

内容：ＣＴ研究の最前線報告会 

日時：平成２９年７月１５日（土）           

会場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス６階ホール（名

古屋市） 

参加者：６３名 

７）第７回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：放射線測定機器体験セミナー 

日時：平成２９年７月２３日（日）  

会場：高岡市民病院2階講義室       

参加者：１５名 

８）第８回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療分野における最新トピックス 

日時：平成２９年８月１９日(土)   

会場：金沢大学 医薬保健学域 保健学類 4 号館    

参加者：６７名 

９）第９回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：ＭＲの安全性に関して 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

日時：平成２９年９月２日(土)  

会場：石川県地場産業振興センター （金沢市）    

参加者：３７名 

１０）第１０回技術セミナー（乳房画像研究会） 

内容：乳房超音波検査、トモシンセシスの読影体験 

日時：平成２９年９月３日(日)  

会場：三重大学医学部附属病院      

参加者：３７名 

１１）第１１回技術セミナー（超音波画像研究会） 

内容：初心者向け腹部および整形エコー講義・実技１日コース 

日時：平成２９年９月３日(日)  

会場：金沢大学宝町キャンパス 医学類研究棟 大多目的実習室  

参加者：４８名 

１２）第１２回技術セミナー（画像研究会） 

内容：画質を落とさず”被ばくを減らす！－最近ＦＰＤの性能検証－ 

日時：平成２９年９月９日(土)  

会場：名古屋市立大学病院      

参加者：５０名 

１３）第１３回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療におけるリスク分析・マネージメント 

日時：平成２９年９月９日(土)  

会場：アクトシティ浜松 研修交流センター     

参加者：４２名 

１４）第１４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療における線量計の品質管理 

日時：平成２９年１１月３日(祝)  

会場：市立四日市病院 講堂          

参加者：４７名 

１５）第１５回技術セミナー（画像研究会） 

内容：画質を落とさず”被ばくを減らす！－最近ＦＰＤの性能検証－ 

日時：平成２９年１１月１８日(土)  

会場：金沢大学医薬保健学域保健学類          

参加者：３５名 

１６）第１６回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：乳腺ＭＲＩの基礎と臨床 

日時：平成２９年１２月１６日(土)  

会場：名古屋市立大学          



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

参加者：１０６名 

１７）第１７回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：標準計測法１２で用いられる各種係数について他 

日時：平成２９年１２月２３日(土)  

会場：名古屋市立大学          

参加者：１３６名 

１８）第１８回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：乳幼児ＭＲＩ検査について 

日時：平成３０年１月６日(土)  

会場：富山大学附属病院          

参加者：４５名 

１９）第１９回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療における医療安全について 

日時：平成３０年１月１３日(土)  

会場：富山大学附属病院          

参加者：３８名 

２０）第２０回技術セミナー（アンギオ研究会） 

内容：アンギオ領域の被ばくについて 

日時：平成３０年１月２７日(土)  

会場：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ名古屋新幹線口   

参加者：１７名 

 

１２． 刊行物を発刊した。 

（１）タイトル：中部支部誌  V0L.１９  

発刊日：平成２９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 ２０１７年第１号 ＣＣＲＴ

演題募集号” 

発刊日：平成２９年６月１１日 

（３）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１７年第１号 ＣＣＲＴ

プログラム号” 

発刊日：平成２９年１０月２５日 

 

１３． 国際学会発表者支援事業 

国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付した。 

（１）前期 

氏名： 高田 賢 

所属： 大垣市民病院 医療技術部診断検査科 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

海外発表学会名称： European Congress of Radiology 2017 

発表演題名： Improvement Signal-to-Noise Ratio of Aorta in CT Angiography  

by High-resolution Kernel and Iterative Reconstruction 

開催期間： 平成２９年３月１日～平成２９年３月５日 

補助金額： １０万円 

交付日： 平成２９年４月１３日（木） 

（２）後期 

氏名： 中村 登紀子 

所属： 大同病院 放射線部治療科 

海外発表学会名称： Radiological Society of North America 2017 

発表演題名：  Radiation Risk of Digital Breast Tomosynthesis on a 

Childbearing  

Women with Increased Breast Density: Evaluation of Patient 

Dose and Scattered Radiation 

開催期間： 平成２９年１１月２６日～平成２９年１２月１日 

補助金額： １０万円 

交付日： 平成２９年１０月２５日（水） 

 

１４． 支部表彰について 

     規程に基づき，功労賞，奨励賞を選考し、学術大会にて以下の会員に対し表彰を行

った。 

（功労賞）宮地利明(金沢大学医薬保健研究域  保健学系) 

               市川勝弘 (金沢大学医薬保健研究域  保健学系) 

竹井泰孝（川崎医療福祉大学  医療技術学部  診療放射線技術学科） 

（技術奨励賞）北河志乃(富山市立富山市民病院)、 

滝口京佑（静岡県立静岡がんセンター）、 

鈴木省吾（医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院）、 

西條貴哉（名古屋第二赤十字病院）、 

石川祐也（静岡県立静岡がんセンター） 

大野晃治（藤田保健衛生大学大学院  保健学研究科） 

    交付日：平成２９年１１月４日（土） 

 

 

 

 

 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

平成 30年度 事業計画 

 

１．第５３回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１１回中部放射線医療技術学

術大会）を開催する。 

  開催日：平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日） 

会 場：富山国際会議場（富山市） 

２．平成３０年度第１回支部セミナーを開催する。 

  開催日：平成３０年６月２日（土） 

  会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

定 員：１５０名 

３．平成３０年度第２回支部セミナーを開催する。 

  開催日：未定（平成３１年１月（予定）） 

  会 場：未定（静岡担当） 

    定 員：１５０名 

４．第１９回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

開催日：平成３０年７月７日（土），８日（日） 

会 場：立山国際ホテル（富山市） 

    定 員：６０名 

５．第８回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーを開催する。（教育委員

会、撮影部会共催） 

  開催日：平成３０年９月１日 

  会 場：名古屋市立大学病院       

定 員：１００名 

６．第８３回乳房撮影精度管理研修会を開催する。（教育委員会、撮影部会共催） 

開催日：未定（平成３０年１２月（予定）） 

会 場：未定（福井市（予定））      

定 員：５０名 

７．第３９回医用画像プログラミングセミナーを開催する。（教育委員会，画像部会共

催）        

  開催日：平成３０年１０月２７日（土），２８日（日） 

  会 場：岐阜大学サテライトキャンパス     

定 員：２０名 

 

８．支部技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定）を開催する。 

１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「放射線治療のチーム医療」 

日時：平成３０年３月３日（土）           



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

会場：プラザヴェルデ （沼津市）     

定 員：  名 

２）第２回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「誰でもわかる、はじめてのＰＡＣＳ管理」 

日時：平成３０年５月（予定）           

会場：名古屋市 （予定）      

定 員：３０名 

３）第３回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「ＶＮＡ徹底理解セミナー」 

日時：平成３０年８月（予定）           

会場：名古屋市 （予定）      

定 員：３０名 

 

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． 

 

９．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部誌 V0L.２０ 

発刊日：平成３０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 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演

題募集号” 

発刊日：平成３０年６月 

（３）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成３０年１０月 

 

１０．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。 

 

１１．学術研究助成事業について 

   学術研究活動に対し，規定に基づき助成金を交付する。 
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（公社）日本放射線技術学会 中部支部 

平成 30 年度 第 1 回 中部支部学術セミナー（富山県担当） 

 

日  時：平成 30 年 6 月 2 日 14 時〜17 時（受付 13 時半） 

開催場所：石川県地場産業振興センター 本館 2 階 第 1 研修室 

     〒920-8203 石川県金沢市 鞍月２丁目１番地 

主  催：（公社）日本放射線技術学会 中部支部 

参 加 費：会員（技術学会・中日本技師会）学生：無料 非会員：1,000 円 

テーマ  「MRI 撮像技術 up date」 

 

≪質疑等≫ 

・X線 CT認定技師講習会の開催を名古屋にて 9月 15日で進めている。 
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議題 3 小林理事より平成 29年度収支報告がされた。 
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≪質疑等≫ 

・特になし 

議題 4 安達監事より監査報告がされた。 

 

監査の結果、特に問題がないことが確認された。 

 

《質疑》 

・特になし 
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議題 5 小林理事より平成 30年度予算案報告および財務報告がされた。 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

 

≪質疑等≫ 

・通信運搬費の増額について質問がされた。→支部主催セミナーについては紙媒体によ

る開催案内を中部支部内 300 の施設に郵送しているため、その予算を計上した。 
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以上 

≪質疑等≫ 

・飲食代として居酒屋の名称が記載されているのはよろしくない 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 6 中村理事より第 10回中部放射線医療技術学術大会（第 52回日本放射線技術学会中部支部

学術大会、第 26回中日本地域放射線技師学術大会）の開催報告がされた 

 

第 52 回中部部会学術大会（第 10 回中部放射線医療技術学術大会）の反省 

 

参加人数 

１１月４日 (１日目) 

会員 531 人 非会員 51 人 学生 74 人 

１１月５日 (2 日目) 

会員 97 人 非会員 6 人 学生 42 人 

通算 

会員 628 人 非会員 57 人 学生 116 人 

 

合計 801 人 

 

演題数 

１５２演題 

 

情報交換会参加人数 

１３３名 

 

反省等 

１． 総合受付 

・事前参加登録者が，紙をプリントアウトしてこない人が多く，受付時の対応が混乱し

た．プリントアウトしての持参を前提としたが，プリントアウトしなくても良い体制

を構築できていると良かった (会計とのやり取り)． 

・混雑時の対応として，入口に入った時点で参加登録表を渡すことで少しでもスムーズ

に受付が進むようにした． 

・受付と入口までのスペースが狭かった，また，記帳台のスペースも狭かった． 

・ランチョンセミナー前１５分くらいは，第一会場からのランチョンセミナー待ちの行

列が受付前まで伸びてくるので，早めの対応が必要であった． 

・総合受付で参加者の対応を３から４箇所でさせていただきましたが，会計は１箇所な

ので間違える原因となるところでした．今後は，２箇所で受付，その後方２箇所で会

計を行なう流れのほうが間違いないかと思われます． 

・初日は，参加費と意見交換会費とあるのでよほど慎重に対応しないと大変である．金

庫は一緒にしないほうが，後で集計する時分かりやすい． 

・集めた参加費の管理が大変である．今回は財務個人の家で保管管理し，週明けに大会
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口座へ入金の流れであった． 

 

２．会場 

・第一会場にて垂れ幕の並び，席次等の事前打ち合わせに曖昧な部分があった． 

・会期前日に舞台のセッティングをテストできたのはよかった．初日のセッティングが

スムーズにできた． 

・開会式の流れをよく理解できておらず，進行のアシストが上手にできていなかった．

マニュアルを十分に読み込んでおく必要があった． 

・座長，演者，会場スタッフが打ち合わせをする時間（２〜３分）がセッション前にあ

ると良い． 

・第一会場以外は，朝一番のセッション開始時より終日満員で立ち見が出る状態であっ

た．会場の広さや椅子の数は問題であった． 

・スタッフの配置は，適切でした（大ホール８名，中ホール６名）． 

・演者(PC 受付)はあったものの，座長受付がなかったため，座長出席の確認がとても

難しかった．それに起因して，インカムでのやり取りに少し混乱があった． 

・座長および演者のチェック表をいただきましたが顔も解らず，演者全員が前の席に座

っているわけでもなくチェックするのに大変苦慮しました．今後はフロアーに専用の

受付を設置した方が演者の方々も解りやすくスムーズに業務遂行できると思います

（エレベータ前にすべての会場の演者・座長の受付チェックブースを設置し，実行委

員を配置して業務を遂行するのが最良ではないかと考えます）． 

・第４会場にて椅子の配列を５席:５席にするのではなく，４席：３席：４席とかにして，

通路を多くしたほうが空席無く座りやすい． 

・第 4 会場の椅子の配置が，真ん中に通路が１本あるだけなので空席が中ほどにあると

入りにくく，席が空いていても立ち見している状態であった．移動もしづらいので，

質問の時，スタンドマイクまで行けず，その場でマイク無しで話していた． 

・一般演題セッションのスケジュールに誤りがあった（５人で４０分：１０分不足）．

１０分延長で対応した．その後のスケジュールも全て１０分押しで対応した． 

・ランチョンセミナーの垂れ幕が終日掲載されたままなので，取り外す時間が確保され

ても良い． 

・PC 受付前の立て看板が「PC 受付」となっていたが，PC による事前登録と間違えて

くる方がいるので，「スライド受付」などとすると良い． 

・当日実行委員は 1 名余分と感じました(第 2 会場)． 

・持ち場による業務量の差が目立っていた． 

・会場での座長，演者の確認がとても困難でした．受付を作るなど，確認方法を検討す

る必要がある． 

・準備業務の分担について，一部の実行委員への負担が多く，今後のことを考慮すると

特定の個人に負担が掛かり過ぎない体制作りが必要だと思います． 
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・演題割り振りをより効率的にすることで第 5 会場を空け，機器展示を同室に設定する

など，機器展示の環境を改善する必要があると思います．業者・メーカーにメリット

が感じられる提案をしないと受けていただけなくなってしまいそうである． 

  

３．事前準備 

・座長をお願いするタイミングがあまりにも遅すぎると思いました．学会直前に座長を

お願いされても困ります．全体的にもっとスケジュールを早めたほうが，座長をお願

いしやすいと思います．  

・前日準備の開始→終了時間の設定が遅いと感じましたが，ホテルをとって頂いたお陰

で負担は最小限であった． 

・２回の演題募集の延長で，その後の作業が非常にタイトになった． 

・事前参加登録を行ったものの，具体的にその情報をどのように活かすのかが明確にな

っておらず，結果的には今回は有効活用されなかった． 

・どの委員がどんな仕事をすればよいのかが明確になっておらず，詳細な業務分掌を早

い段階で提示してほしかった． 

・メーリングリスト以外でのやり取りが多々あり，委員の中で情報共有が十分になされ

なかった．個別調整にて決定した事項についても，メーリングリストを介して周知の

必要があったと思われる． 

 

４． その他 

・複数の荷物を預けられる方のために束ねる紐等があると便利だと思いました． 

・実行委員は会場で勉強できないのだから，2 日間の日当より参加費の方が高いのは非

常に不満に思う．また，そのあたりの不満を数多く耳にした． 

・せっかく学会に参加しているのだから，実行委員ではあるけれども，講演とか発表と

かが聞けたら良かった． 

 

 

 

 

 

 

 

≪質疑等≫ 

・現金の取り扱いについて要検討すべきとの意見が出た。 
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・収支計算書 

 

平成29年度

会場：じゅうろくプラザ 参加者数 ：801名　

（公益事業1）

平成３０年１月２６日

公益社団法人日本放射線技術学会　　

中部支部長 松浦　幸広　　印略　

大会長 中村　学　　印略　

(単位:円)

科　　目 予算額 中部支部 他団体 決　算　額 差異 備　　考

1.事業活動収入

　①事業収入

　　参加費等収入 1,980,000 1,070,250 1,070,250 2,140,500 160,500
会員3,000円×628名

非会員4,500円×57名

　　広告料収入（展示・広告） 4,120,000 2,246,400 2,246,400 4,492,800 372,800

広告4社×75,600円　14社×54,000円

24社×32,400円

展示18間×75,600円

セミナー協賛　2社×324,000円

4社×162,000円

　　民間からの補助金 100,000 50,000 50,000 100,000 0 岐阜観光コンベンション協会

　　部会等より助成金 3,000,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 0

　　受取寄付金 1,000,000 115,000 115,000 230,000
10,000円×2社，30,000円×2社，

50,000円×1社，100,000円×1社

　　受取利息 1 2 3

事業活動収入合計(A) 10,200,000 4,981,651 4,981,652 9,963,303 -236,697 

2.事業活動支出

　①事業費支出

部会学術集会費 10,200,000 4,981,651 4,981,652 9,963,303 -236,697

　　　（会議費） 884,893 (234,216) 234,217 (468,433) 416,460 弁当代、お茶代、会員懇親会補てん分（注1）

　　　（旅費交通費） 900,000 (834,175) (834,175) (1,668,350) (768,350) スタッフ旅費、非会員講師1名分（注2）

　　　（通信運搬費） 40,000 (12,354) (12,354) (24,708) 15,292 郵送代

　　　（消耗品費） 70,000 (5,825) (5,825) (11,650) 58,350 印刷用紙、看板等、記念品、文具

　　　（印刷製本費） 1,400,000 (895,279) (895,280) (1,790,559) (390,559) 資料集印刷費、コピー代

　　　（賃借料） 2,355,720 (955,230) (955,230) (1,910,460) 445,260 会場費、機材一式、備品

　　　（諸謝金） 150,000 (22,500) (22,500) (45,000) 105,000 非会員講演料1名分

　　　（委託費） 4,149,387 (2,000,050) (2,000,049) (4,000,099) 149,288 業務委託費：日本イベント企画

　　　（雑費） 250,000 (22,022) (22,022) (44,044) 205,956 振込手数料・記念品・手土産

事業活動支出合計(B) 10,200,000 4,981,651 4,981,652 9,963,303 -236,697

事業活動収支差額(A)-(B)　(注3) 0 0 0 0

（注1）委員会時の弁当お茶代。情報交換会招待者等の補てん分（情報交換会は参加者から会費を徴収し受益者負担で運営）。

（注2）非会員講師の旅費は必ずJSRT中部部会宛で交通機関の領収書が必ず必要。（個人名は不可）領収書がない時は納税が必要となり

旅費交通費の科目ではなく諸謝金に計上。

全ての領収書の宛名はJSRT宛か他団体宛であること。（個人名は不可）

宛名をJSRTにするか他団体にするかは先方との取り決めに従う。（諸謝金の納税をする団体名とする）

開催日： 平成29年11月4、5日

第10回中部放射線医療技術学術大会　収支計算書
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議題 7 松浦支部長より第 11回中部放射線医療技術学術大会（第 53回日本放射線技術学会中部支

部学術大会、第 27回中日本地域放射線技師学術大会）の準備報告がされた 

 

 

 

 

開催概要 

 

 

 

名 称  第 11 回中部放射線医療技術学術大会 

第 53 回日本放射線技術学会中部支部学術大会 

第 27 回中日本地域放射線技師学術大会 

 

大会テーマ  照于一隅 - 一隅を照らす 放射線医療技術 - 

 

会 期  平成 30 年 11 月 17 日(土)・18 日(日) 

 

会 場  富山国際会議場（富山市大手町１−２） 

 

大会長  森 光一 （富山大学附属病院） 

副大会長 石浦 幸成（富山県健康増進センター） 

実行委員長 藤本 勝明（富山県済生会富山病院） 

副実行委員長 伊藤 貞則（富山大学附属病院） 

 

大会ホームページ （URL：準備中） 

 

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 日本診療放射線技師会 

公益社団法人 富山県診療放射線技師会    公益社団法人 静岡県放射線技師会 

公益社団法人 石川県診療放射線技師会    公益社団法人 愛知県診療放射線技師会 

公益社団法人 福井県診療放射線技師会    一般社団法人 三重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 

 

後 援  富山市（申請予定） 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

事務局  〒930-0194 富山県富山市杉谷 2630 

富山大学附属病院 放射線部内 

第 11 回中部放射線医療技術学術大会事務局 

TEL 076-434-7816   

E-Mail  ccrt2018@gmail.com 

担当 酒井幹緒 

 

参加人数 500 名（予定） 

 

参加登録費 正会員 3,000 円、非会員 4,500 円 

  学生無料 

 

意見交換会 参加人数 （未定） 

  開催日  平成 30 年 11 月 17 日(土) 18：30～20：30 

  会 場  富山国際会議場アトリエ 3F （予定） 

  会 費  （未定） 

 

事業内容 ①会員発表 

②女性活躍推進班パネルディスカッション 

③教育セミナー 

④教育講演 

⑤ランチョンセミナー 

⑥シンポジウム 

⑦特別講演 

⑧臨床セミナー 

⑨特別企画 

⑩市民公開講座 

⑪企業展示 

⑫機器講習会（ハンズオンセミナー） 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

企画プログラム 

 

 

＜特別講演 (60min)＞ 

 （仮）DUAL energy による新しい頭部 CT 画像 

＜特別企画 (60min)＞ 

 （未定） 

＜シンポジウム (120min)＞ 

 テーマ：エックス線撮像技術 up date×４ 

＜教育講演 (50min)＞ 

 （仮）学術研究の進め方とプレゼンテーションテクニック 

＜入門講座 (80min)＞ 

 「手術支援画像」×3 

＜臨床セミナー (90min)＞ 

 テーマ：診療放射線技師のチーム医療へのかかわり方を考える 

＜女性活躍推進班パネルディスカッション (90min)＞ 

 （未定） 

＜教育セミナー1 (50min)＞ 

 （未定 AG・防護研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー2 (50min)＞ 

 （未定 治療研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー3 (50min)＞ 

 （未定 MR 研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー4 (50min)＞ 

 （未定 CT 研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー5 (50min)＞ 

 （未定 CT 研究会に講師依頼） 

＜市民公開講座 (90min.)＞ 

 （仮）バイオ 3D プリンター（生命融合科学関連） 

＜ハンズオンセミナー＞ 

 90min×6 
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タイムテーブル案（1日目） 

 

 

 

 

」 
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タイムテーブル案（2日目） 

 

 

 

 

 

《質疑等》 

・特になし 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2018年(平成 30 年) 3月 3 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

 

 

会 議 名 平成 30年度 第 1回 理事会 

開催日時 
平成 29年 3月 3日（土）  

13時 00分～14時 30分 
開催場所 福井 AOSSA 501 研修室 

出席者名 

松浦幸広、安達登志樹、小山修司、中村 学、國友博史、木戸屋栄次、小林謙一、中西

左登志、小林正尚、澤田通文、上田伸一、村中良之、服部真澄、秋山敏一、藤本勝明、

橋本将彦、大谷友梨子（医療情報システム研究会代理）、高田忠徳 

 合計  18名 

（欠席）西出裕子、辻岡勝美、井田義宏、法橋一生、森 光一、加藤勝也、能登公也  

合計   7名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

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 29年度事業報告および平成 30年度事業計画 

3 平成 29年度会計報告 

4 平成 29年度監査報告 

5 平成 30年度予算案報告 

6 第 10回中部放射線医療技術学術大会（第 52回中部部会学術大会）開催報告 

7 第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53回中部部会学術大会）準備報告 

8 その他 
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議題 1 松浦支部長および西出本部理事より本部理事会報告がされた。 

 

・正会員は微増している。ただし学生会員は減少。学生会員の増員を進めている支部には予

算配分で優遇する案が出ている。 

・RacNeシステムを改修予定。 

・講師依頼の際に除名者に講演料を支払わないように。 

・支部の理事数を 31年度より 20名以内にするよう本部より通達がなされた。 

・現状では学際化が推進されていない。 

・総会 4月 12日‐15日 演題数 581 不採択 22 取り下げ 13 採択 546 英語口述 264 

・総会平成 31年 4月 11日‐14日 

・第 46回秋季学術大会 仙台 10月 4日  

・第 47回秋季学術大会 大阪 10月 17日‐19日 グランキューブ大阪 提携している 4か国

との国際学会も併せて開催予定。 

・総合学術大会に於いて部会セミナーを支部が担当して開催することが検討されている。その

際の参加費は通常 6千円の半額となる予定。 

・今年より支部役員選挙の投票にラクネシステムを利用した電子投票を行う予定。今年度は移

行期として紙投票も可能。 

・本部科研費の申請を開始する。 

 

《質疑等》 

・講演候補者については本部に確認する事が必要との意見が出た。 

・理事定数の件について、研究会の代表者は理事を解任し、支部長招聘で理事会に参加頂く

案があるが、研究会代表者の議決権がなくなる。そこで、学術担当理事として研究会代表者 2

名（東海、北陸より 1名ずつ選出）が持ち回りで担当頂くことが提案された。今年度、シミュレー

ションを兼ねて試行することを検討する。 

 

議題 2 國友副支部長より平成 29年度事業報告および平成 30年度事業計画について報告された 

 

 

平成 29年度事業報告 

 

１． 第５２回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１０回中部放射線医療技

術学術大会）を開催した。 

   会 期：平成２９年１１月４日（土），５日（日） 

  会 場：じゅうろくプラザ （岐阜市） 

参加者：８０１名 

２． 平成２９年度第１回支部セミナーを開催した。 
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会 期：平成２９年６月３日（土） 

会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

参加者：１０８名 

３． 第１９回ＣＴ立山セミナーを開催した。 

会 期：平成２９年７月１日（土）、２日（日） 

会 場：立山国際ホテル（富山市）     

参加者：６６名 

４． 第１８回核医学画像セミナーを開催した。（教育委員会、核医学部会、共催） 

会 期：平成２９年６月２４日（土） 

会 場：浜松医科大学医学部附属病院 多目的ホール（浜松市）  

参加者：２１名 

５． 第１８回ＤＲセミナーを開催した。（教育委員会、画像部会、共催） 

会 期：平成２９年７月１５日（土）、１６日（日） 

会 場：名古屋市立大学病院（名古屋市）    

参加者：２０名 

６． 中部支部セミナーを開催した。 

内 容：研究方法と倫理 及び プレゼン・論文作成テクニック 

会 期：平成２９年９月２４日（日） 

会 場：名古屋市立大学（名古屋市） 

参加者：５３名 

７． 第７回ＰＡＣＳベーシックセミナーを開催した。（教育委員会、医療情報部

会、共催） 

会 期：平成２９年１０月１４日（土） 

会 場：エーザイ名古屋コミュニケーションオフィス（名古屋市）  

参加者：３４名 

８．診断参考レベル活用セミナーを開催した。（教育委員会、計測部会、放射線防護部

会、共催） 

  会 期：平成２９年１１月１９日（日） 

会 場：名古屋市立大学病院（名古屋市）     

参加者：１９名 

９．第５回救急撮影セミナーを開催した。（教育委員会、撮影部会、共催） 

 会 期：平成２９年１２月１７日（日） 

会 場：名古屋市立大学病院（名古屋市）     

参加者：２９名 

１０．平成２９年度第２回支部セミナーを開催した。 

会 期：平成３０年１月２０日（土） 

会 場：名古屋大学 （名古屋市） 
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参加者：８５名 

 

１１．中部支部技術セミナー（研究会）を開催した。（参加者総数 ９６９名） 

１）第１回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：「Ｐｉｒａｎｈａ ／ Ｏｃｅａｎ 技術支援ワークショップ」 

日時：平成２９年３月５日（日）           

会場：名駅ＩＭＡＩビル （名古屋市）     

参加者：１９名 

２）第２回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「最新の放射線治療周辺機器に関するトピックス」 

日時：平成２９年３月１１日（土）           

会場：静岡県立総合病院 （静岡市）             

参加者：６３名 

３）第３回技術セミナー（超音波画像研究会） 

内容：初心者向け頸動脈エコー講義・実技半日コース 

日時：平成２９年３月１２日（日）           

会場：ＫＤＸ名古屋ビル （名古屋市）            

参加者：４２名 

４）第４回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「誰でもわかる、はじめての PACS 管理」 

  日時：平成２９年５月１４日（日）           

会場：金沢大学附属病院 （金沢市）             

参加者：２９名 

５）第５回技術セミナー（超音波画像研究会） 

内容：「初心者実技講習会・腹部領域」 

日時：平成２９年５月１４日（日）           

会場：ＧＥヘルスケア・ジャパン名古屋支店 （名古屋市）   

参加者：３３名 

６）第６回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

内容：ＣＴ研究の最前線報告会 

日時：平成２９年７月１５日（土）           

会場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス６階ホール（名

古屋市） 

参加者：６３名 

７）第７回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：放射線測定機器体験セミナー 

日時：平成２９年７月２３日（日）  
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会場：高岡市民病院2階講義室       

参加者：１５名 

８）第８回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療分野における最新トピックス 

日時：平成２９年８月１９日(土)   

会場：金沢大学 医薬保健学域 保健学類 4 号館    

参加者：６７名 

９）第９回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：ＭＲの安全性に関して 

日時：平成２９年９月２日(土)  

会場：石川県地場産業振興センター （金沢市）    

参加者：３７名 

１０）第１０回技術セミナー（乳房画像研究会） 

内容：乳房超音波検査、トモシンセシスの読影体験 

日時：平成２９年９月３日(日)  

会場：三重大学医学部附属病院      

参加者：３７名 

１１）第１１回技術セミナー（超音波画像研究会） 

内容：初心者向け腹部および整形エコー講義・実技１日コース 

日時：平成２９年９月３日(日)  

会場：金沢大学宝町キャンパス 医学類研究棟 大多目的実習室  

参加者：４８名 

１２）第１２回技術セミナー（画像研究会） 

内容：画質を落とさず”被ばくを減らす！－最近ＦＰＤの性能検証－ 

日時：平成２９年９月９日(土)  

会場：名古屋市立大学病院      

参加者：５０名 

１３）第１３回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療におけるリスク分析・マネージメント 

日時：平成２９年９月９日(土)  

会場：アクトシティ浜松 研修交流センター     

参加者：４２名 

１４）第１４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療における線量計の品質管理 

日時：平成２９年１１月３日(祝)  

会場：市立四日市病院 講堂          

参加者：４７名 
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１５）第１５回技術セミナー（画像研究会） 

内容：画質を落とさず”被ばくを減らす！－最近ＦＰＤの性能検証－ 

日時：平成２９年１１月１８日(土)  

会場：金沢大学医薬保健学域保健学類          

参加者：３５名 

１６）第１６回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：乳腺ＭＲＩの基礎と臨床 

日時：平成２９年１２月１６日(土)  

会場：名古屋市立大学          

参加者：１０６名 

１７）第１７回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：標準計測法１２で用いられる各種係数について他 

日時：平成２９年１２月２３日(土)  

会場：名古屋市立大学          

参加者：１３６名 

１８）第１８回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：乳幼児ＭＲＩ検査について 

日時：平成３０年１月６日(土)  

会場：富山大学附属病院          

参加者：４５名 

１９）第１９回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：放射線治療における医療安全について 

日時：平成３０年１月１３日(土)  

会場：富山大学附属病院          

参加者：３８名 

２０）第２０回技術セミナー（アンギオ研究会） 

内容：アンギオ領域の被ばくについて 

日時：平成３０年１月２７日(土)  

会場：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ名古屋新幹線口   

参加者：１７名 

 

１２． 刊行物を発刊した。 

（１）タイトル：中部支部誌  V0L.１９  

発刊日：平成２９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 ２０１７年第１号 ＣＣＲＴ

演題募集号” 

発刊日：平成２９年６月１１日 
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（３）タイトル：部会ニュースレター“ビーム中部 ２０１７年第１号 ＣＣＲＴ

プログラム号” 

発刊日：平成２９年１０月２５日 

 

１３． 国際学会発表者支援事業 

国際学会発表者に対し，規定に基づき助成金を交付した。 

（１）前期 

氏名： 高田 賢 

所属： 大垣市民病院 医療技術部診断検査科 

海外発表学会名称： European Congress of Radiology 2017 

発表演題名： Improvement Signal-to-Noise Ratio of Aorta in CT Angiography  

by High-resolution Kernel and Iterative Reconstruction 

開催期間： 平成２９年３月１日～平成２９年３月５日 

補助金額： １０万円 

交付日： 平成２９年４月１３日（木） 

（２）後期 

氏名： 中村 登紀子 

所属： 大同病院 放射線部治療科 

海外発表学会名称： Radiological Society of North America 2017 

発表演題名：  Radiation Risk of Digital Breast Tomosynthesis on a 

Childbearing  

Women with Increased Breast Density: Evaluation of Patient 

Dose and Scattered Radiation 

開催期間： 平成２９年１１月２６日～平成２９年１２月１日 

補助金額： １０万円 

交付日： 平成２９年１０月２５日（水） 

 

１４． 支部表彰について 

     規程に基づき，功労賞，奨励賞を選考し、学術大会にて以下の会員に対し表彰を行

った。 

（功労賞）宮地利明(金沢大学医薬保健研究域  保健学系) 

               市川勝弘 (金沢大学医薬保健研究域  保健学系) 

竹井泰孝（川崎医療福祉大学  医療技術学部  診療放射線技術学科） 

（技術奨励賞）北河志乃(富山市立富山市民病院)、 

滝口京佑（静岡県立静岡がんセンター）、 

鈴木省吾（医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院）、 

西條貴哉（名古屋第二赤十字病院）、 
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石川祐也（静岡県立静岡がんセンター） 

大野晃治（藤田保健衛生大学大学院  保健学研究科） 

    交付日：平成２９年１１月４日（土） 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 事業計画 

 

１．第５３回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１１回中部放射線医療技術学

術大会）を開催する。 

  開催日：平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日） 

会 場：富山国際会議場（富山市） 

２．平成３０年度第１回支部セミナーを開催する。 

  開催日：平成３０年６月２日（土） 

  会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

定 員：１５０名 

３．平成３０年度第２回支部セミナーを開催する。 

  開催日：未定（平成３１年１月（予定）） 

  会 場：未定（静岡担当） 

    定 員：１５０名 

４．第１９回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

開催日：平成３０年７月７日（土），８日（日） 

会 場：立山国際ホテル（富山市） 

    定 員：６０名 

５．第８回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーを開催する。（教育委員

会、撮影部会共催） 

  開催日：平成３０年９月１日 

  会 場：名古屋市立大学病院       

定 員：１００名 

６．第８３回乳房撮影精度管理研修会を開催する。（教育委員会、撮影部会共催） 

開催日：未定（平成３０年１２月１日、２日） 

会 場：未定（福井市（予定））      

定 員：５０名 

７．第３９回医用画像プログラミングセミナーを開催する。（教育委員会，画像部会共
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催）        

  開催日：平成３０年１０月２７日（土），２８日（日） 

  会 場：岐阜大学サテライトキャンパス     

定 員：２０名 

 

８．支部技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定）を開催する。 

１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「放射線治療のチーム医療」 

日時：平成３０年３月３日（土）           

会場：プラザヴェルデ （沼津市）     

定 員：  名 

２）第２回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「誰でもわかる、はじめてのＰＡＣＳ管理」 

日時：平成３０年５月（予定）           

会場：名古屋市 （予定）      

定 員：３０名 

３）第３回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「ＶＮＡ徹底理解セミナー」 

日時：平成３０年８月（予定）           

会場：名古屋市 （予定）      

定 員：３０名 

 

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． 

 

９．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：中部支部誌 V0L.２０ 

発刊日：平成３０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 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演

題募集号” 

発刊日：平成３０年６月 

（３）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成３０年１０月 

 

１０．支部表彰について 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

   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。 

 

１１．学術研究助成事業について 

   学術研究活動に対し，規定に基づき助成金を交付する。 

 

 

 

 

（公社）日本放射線技術学会 中部支部 

平成 30 年度 第 1 回 中部支部学術セミナー（富山県担当） 

 

日  時：平成 30 年 6 月 2 日 14 時〜17 時（受付 13 時半） 

開催場所：石川県地場産業振興センター 本館 2 階 第 1 研修室 

     〒920-8203 石川県金沢市 鞍月２丁目１番地 

主  催：（公社）日本放射線技術学会 中部支部 

参 加 費：会員（技術学会・中日本技師会）学生：無料 非会員：1,000 円 

テーマ ：「MRI 撮像技術 up date」 

 

≪質疑等≫ 

・X線 CT認定技師講習会の開催について、9月 15日に名古屋開催で進めている。 

・支部主催セミナーについては紙媒体による案内配布を年 2 回行っているが、開催案内の同

封を希望される場合は庶務高田までご連絡ください。同封希望調査は理事メールにて行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 3 小林理事より平成 29年度収支報告がされた。 

 

 



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 日本放射線技術学会中部支部 

 

 
 

≪質疑等≫ 

・特になし 

議題 4 安達監事より監査報告がされた。 

 

監査の結果、特に問題がないことが確認された。 

 

《質疑等》 

・特になし 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 5 小林理事より平成 30年度予算案報告および財務報告がされた。 

 

 



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 日本放射線技術学会中部支部 

 

≪質疑等≫ 

・特になし 
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以上 

≪質疑等≫ 

・特になし 
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議題 6 中村理事より第 10回中部放射線医療技術学術大会（第 52回日本放射線技術学会中部支部

学術大会、第 26回中日本地域放射線技師学術大会）の開催報告がされた 

 

第 52 回中部部会学術大会（第 10 回中部放射線医療技術学術大会）の反省 

 

参加人数 

１１月４日 (１日目) 

会員 531 人 非会員 51 人 学生 74 人 

１１月５日 (2 日目) 

会員 97 人 非会員 6 人 学生 42 人 

通算 

会員 628 人 非会員 57 人 学生 116 人 

 

合計 801 人 

 

演題数 

１５２演題 

 

情報交換会参加人数 

１３３名 

 

反省等 

１． 総合受付 

・事前参加登録者が，紙をプリントアウトしてこない人が多く，受付時の対応が混乱し

た．プリントアウトしての持参を前提としたが，プリントアウトしなくても良い体制

を構築できていると良かった (会計とのやり取り)． 

・混雑時の対応として，入口に入った時点で参加登録表を渡すことで少しでもスムーズ

に受付が進むようにした． 

・受付と入口までのスペースが狭かった，また，記帳台のスペースも狭かった． 

・ランチョンセミナー前１５分くらいは，第一会場からのランチョンセミナー待ちの行

列が受付前まで伸びてくるので，早めの対応が必要であった． 

・総合受付で参加者の対応を３から４箇所でさせていただきましたが，会計は１箇所な

ので間違える原因となるところでした．今後は，２箇所で受付，その後方２箇所で会

計を行なう流れのほうが間違いないかと思われます． 

・初日は，参加費と意見交換会費とあるのでよほど慎重に対応しないと大変である．金

庫は一緒にしないほうが，後で集計する時分かりやすい． 

・集めた参加費の管理が大変である．今回は財務個人の家で保管管理し，週明けに大会
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口座へ入金の流れであった． 

 

２．会場 

・第一会場にて垂れ幕の並び，席次等の事前打ち合わせに曖昧な部分があった． 

・会期前日に舞台のセッティングをテストできたのはよかった．初日のセッティングが

スムーズにできた． 

・開会式の流れをよく理解できておらず，進行のアシストが上手にできていなかった．

マニュアルを十分に読み込んでおく必要があった． 

・座長，演者，会場スタッフが打ち合わせをする時間（２〜３分）がセッション前にあ

ると良い． 

・第一会場以外は，朝一番のセッション開始時より終日満員で立ち見が出る状態であっ

た．会場の広さや椅子の数は問題であった． 

・スタッフの配置は，適切でした（大ホール８名，中ホール６名）． 

・演者(PC 受付)はあったものの，座長受付がなかったため，座長出席の確認がとても

難しかった．それに起因して，インカムでのやり取りに少し混乱があった． 

・座長および演者のチェック表をいただきましたが顔も解らず，演者全員が前の席に座

っているわけでもなくチェックするのに大変苦慮しました．今後はフロアーに専用の

受付を設置した方が演者の方々も解りやすくスムーズに業務遂行できると思います

（エレベータ前にすべての会場の演者・座長の受付チェックブースを設置し，実行委

員を配置して業務を遂行するのが最良ではないかと考えます）． 

・第４会場にて椅子の配列を５席:５席にするのではなく，４席：３席：４席とかにして，

通路を多くしたほうが空席無く座りやすい． 

・第 4 会場の椅子の配置が，真ん中に通路が１本あるだけなので空席が中ほどにあると

入りにくく，席が空いていても立ち見している状態であった．移動もしづらいので，

質問の時，スタンドマイクまで行けず，その場でマイク無しで話していた． 

・一般演題セッションのスケジュールに誤りがあった（５人で４０分：１０分不足）．

１０分延長で対応した．その後のスケジュールも全て１０分押しで対応した． 

・ランチョンセミナーの垂れ幕が終日掲載されたままなので，取り外す時間が確保され

ても良い． 

・PC 受付前の立て看板が「PC 受付」となっていたが，PC による事前登録と間違えて

くる方がいるので，「スライド受付」などとすると良い． 

・当日実行委員は 1 名余分と感じました(第 2 会場)． 

・持ち場による業務量の差が目立っていた． 

・会場での座長，演者の確認がとても困難でした．受付を作るなど，確認方法を検討す

る必要がある． 

・準備業務の分担について，一部の実行委員への負担が多く，今後のことを考慮すると

特定の個人に負担が掛かり過ぎない体制作りが必要だと思います． 
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・演題割り振りをより効率的にすることで第 5 会場を空け，機器展示を同室に設定する

など，機器展示の環境を改善する必要があると思います．業者・メーカーにメリット

が感じられる提案をしないと受けていただけなくなってしまいそうである． 

  

３．事前準備 

・座長をお願いするタイミングがあまりにも遅すぎると思いました．学会直前に座長を

お願いされても困ります．全体的にもっとスケジュールを早めたほうが，座長をお願

いしやすいと思います．  

・前日準備の開始→終了時間の設定が遅いと感じましたが，ホテルをとって頂いたお陰

で負担は最小限であった． 

・２回の演題募集の延長で，その後の作業が非常にタイトになった． 

・事前参加登録を行ったものの，具体的にその情報をどのように活かすのかが明確にな

っておらず，結果的には今回は有効活用されなかった． 

・どの委員がどんな仕事をすればよいのかが明確になっておらず，詳細な業務分掌を早

い段階で提示してほしかった． 

・メーリングリスト以外でのやり取りが多々あり，委員の中で情報共有が十分になされ

なかった．個別調整にて決定した事項についても，メーリングリストを介して周知の

必要があったと思われる． 

 

４． その他 

・複数の荷物を預けられる方のために束ねる紐等があると便利だと思いました． 

・実行委員は会場で勉強できないのだから，2 日間の日当より参加費の方が高いのは非

常に不満に思う．また，そのあたりの不満を数多く耳にした． 

・せっかく学会に参加しているのだから，実行委員ではあるけれども，講演とか発表と

かが聞けたら良かった． 

 

 

 

 

 

 

 

≪質疑等≫ 

・現金の取り扱いについて要検討すべきとの意見が出た。 
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・収支計算書 

 

平成29年度

会場：じゅうろくプラザ 参加者数 ：801名　

（公益事業1）

平成３０年１月２６日

公益社団法人日本放射線技術学会　　

中部支部長 松浦　幸広　　印略　

大会長 中村　学　　印略　

(単位:円)

科　　目 予算額 中部支部 他団体 決　算　額 差異 備　　考

1.事業活動収入

　①事業収入

　　参加費等収入 1,980,000 1,070,250 1,070,250 2,140,500 160,500
会員3,000円×628名

非会員4,500円×57名

　　広告料収入（展示・広告） 4,120,000 2,246,400 2,246,400 4,492,800 372,800

広告4社×75,600円　14社×54,000円

24社×32,400円

展示18間×75,600円

セミナー協賛　2社×324,000円

4社×162,000円

　　民間からの補助金 100,000 50,000 50,000 100,000 0 岐阜観光コンベンション協会

　　部会等より助成金 3,000,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 0

　　受取寄付金 1,000,000 115,000 115,000 230,000
10,000円×2社，30,000円×2社，

50,000円×1社，100,000円×1社

　　受取利息 1 2 3

事業活動収入合計(A) 10,200,000 4,981,651 4,981,652 9,963,303 -236,697 

2.事業活動支出

　①事業費支出

部会学術集会費 10,200,000 4,981,651 4,981,652 9,963,303 -236,697

　　　（会議費） 884,893 (234,216) 234,217 (468,433) 416,460 弁当代、お茶代、会員懇親会補てん分（注1）

　　　（旅費交通費） 900,000 (834,175) (834,175) (1,668,350) (768,350) スタッフ旅費、非会員講師1名分（注2）

　　　（通信運搬費） 40,000 (12,354) (12,354) (24,708) 15,292 郵送代

　　　（消耗品費） 70,000 (5,825) (5,825) (11,650) 58,350 印刷用紙、看板等、記念品、文具

　　　（印刷製本費） 1,400,000 (895,279) (895,280) (1,790,559) (390,559) 資料集印刷費、コピー代

　　　（賃借料） 2,355,720 (955,230) (955,230) (1,910,460) 445,260 会場費、機材一式、備品

　　　（諸謝金） 150,000 (22,500) (22,500) (45,000) 105,000 非会員講演料1名分

　　　（委託費） 4,149,387 (2,000,050) (2,000,049) (4,000,099) 149,288 業務委託費：日本イベント企画

　　　（雑費） 250,000 (22,022) (22,022) (44,044) 205,956 振込手数料・記念品・手土産

事業活動支出合計(B) 10,200,000 4,981,651 4,981,652 9,963,303 -236,697

事業活動収支差額(A)-(B)　(注3) 0 0 0 0

（注1）委員会時の弁当お茶代。情報交換会招待者等の補てん分（情報交換会は参加者から会費を徴収し受益者負担で運営）。

（注2）非会員講師の旅費は必ずJSRT中部部会宛で交通機関の領収書が必ず必要。（個人名は不可）領収書がない時は納税が必要となり

旅費交通費の科目ではなく諸謝金に計上。

全ての領収書の宛名はJSRT宛か他団体宛であること。（個人名は不可）

宛名をJSRTにするか他団体にするかは先方との取り決めに従う。（諸謝金の納税をする団体名とする）

開催日： 平成29年11月4、5日

第10回中部放射線医療技術学術大会　収支計算書
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議題 7 藤本理事より第 11回中部放射線医療技術学術大会（第 53回日本放射線技術学会中部支部

学術大会、第 27回中日本地域放射線技師学術大会）の準備報告がされた 

 

 

 

 

開催概要 

 

 

 

名 称  第 11 回中部放射線医療技術学術大会 

第 53 回日本放射線技術学会中部支部学術大会 

第 27 回中日本地域放射線技師学術大会 

 

大会テーマ  照于一隅 - 一隅を照らす 放射線医療技術 - 

 

会 期  平成 30 年 11 月 17 日(土)・18 日(日) 

 

会 場  富山国際会議場（富山市大手町１−２） 

 

大会長  森 光一 （富山大学附属病院） 

副大会長 石浦 幸成（富山県健康増進センター） 

実行委員長 藤本 勝明（富山県済生会富山病院） 

副実行委員長 伊藤 貞則（富山大学附属病院） 

 

大会ホームページ （URL：準備中） 

 

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 日本診療放射線技師会 

公益社団法人 富山県診療放射線技師会    公益社団法人 静岡県放射線技師会 

公益社団法人 石川県診療放射線技師会    公益社団法人 愛知県診療放射線技師会 

公益社団法人 福井県診療放射線技師会    一般社団法人 三重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 

 

後 援  富山市（申請予定） 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

事務局  〒930-0194 富山県富山市杉谷 2630 

富山大学附属病院 放射線部内 

第 11 回中部放射線医療技術学術大会事務局 

TEL 076-434-7816   

E-Mail  ccrt2018@gmail.com 

担当 酒井幹緒 

 

参加人数 500 名（予定） 

 

参加登録費 正会員 3,000 円、非会員 4,500 円 

  学生無料 

 

意見交換会 参加人数 （未定） 

  開催日  平成 30 年 11 月 17 日(土) 18：30～20：30 

  会 場  富山国際会議場アトリエ 3F （予定） 

  会 費  （未定） 

 

事業内容 ①会員発表 

②女性活躍推進班パネルディスカッション 

③教育セミナー 

④教育講演 

⑤ランチョンセミナー 

⑥シンポジウム 

⑦特別講演 

⑧臨床セミナー 

⑨特別企画 

⑩市民公開講座 

⑪企業展示 

⑫機器講習会（ハンズオンセミナー） 
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企画プログラム 

 

 

＜特別講演 (60min)＞ 

 （仮）DUAL energy による新しい頭部 CT 画像 

＜特別企画 (60min)＞ 

 （未定） 

＜シンポジウム (120min)＞ 

 テーマ：エックス線撮像技術 up date×４ 

＜教育講演 (50min)＞ 

 （仮）学術研究の進め方とプレゼンテーションテクニック 

＜入門講座 (80min)＞ 

 「手術支援画像」×3 

＜臨床セミナー (90min)＞ 

 テーマ：診療放射線技師のチーム医療へのかかわり方を考える 

＜女性活躍推進班パネルディスカッション (90min)＞ 

 （未定） 

＜教育セミナー1 (50min)＞ 

 （未定 AG・防護研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー2 (50min)＞ 

 （未定 治療研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー3 (50min)＞ 

 （未定 MR 研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー4 (50min)＞ 

 （未定 CT 研究会に講師依頼） 

＜教育セミナー5 (50min)＞ 

 （未定 CT 研究会に講師依頼） 

＜市民公開講座 (90min.)＞ 

 （仮）バイオ 3D プリンター（生命融合科学関連） 

＜ハンズオンセミナー＞ 

 90min×6 
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タイムテーブル案（1日目） 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

タイムテーブル案（2日目） 

 

 

 

 

 

《質疑等》 

・シンポジウム等と他のセッションとの時間が重ならないように配慮すべき。 

・演題の追加募集については自粛の方向で進めるべき。締め切り厳守で、演題が少なくても無

理に増やさず、他のプログラムを充実させる方向で。 

・教育セミナーへの協力をお願いします。 

・今後、本部の理事会を 11月第2週の土曜に行うので、次年度以降の支部での事業は日程を

考慮頂きたい。 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2018 年(平成 30 年) 6 月 16 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

 

 

会 議 名 平成 30 年度 第 2 回 総務委員会 

開催日時 
平成 30 年 6 月 16 日（土）  

13 時 00 分～15 時 00 分 開催場所 名古屋 コンベンションルー
ム・AP名古屋 名駅 Jルーム 

出席者名 松浦幸広、森 光一、國友博史、木戸屋栄次、西出裕子、加藤勝也、能登公也 
 合計  7 名 

（欠席）、小林謙一、高田忠徳                        合計  2 名 

議長･司会 森 光一 報告者名 能登公也 

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 30 年度事業報告および事業計画 

3 第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53 回中部支部学術大会）準備報告 

4 支部理事選について 

5 財務委員報告 

6 その他 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 1 西出理事より本部理事会報告がされた。 重要事項のみの報告とした。 

 

・現時点で新規入会会員数は 177 名であり、前年より微増状態。 

・和文紙の論文数が減少。約 3 割は取り下げ。 

・RPT 誌の投稿規定が一部変更になる予定。インパクトファクター取得に向けて活動中。 

・UMIN が使用できなくなるため、今後演題登録システムが変更になる可能性がある。 

・9 月 29 日に本部にて倫理審査相談員の会議があり中部支部より２名派遣することになった。 

・DRL（診断参考レベル）が 2020 年に改定予定。JSRT から JRIME のワーキングメンバーとして

派遣が決定した。 

・JSRT がミャンマーに医療支援活動（養成校の指導者教育が目的）を行うことが決定した。 

・第 74 回総会学術大会平成 30 年 4 月（横浜市）では参加数４８２７名（学生７８６名：２７％） 

 座長より英語発表に関する問題点が複数あり、今後の検討課題となっている。 

・総会平成 31 年 4 月 11 日‐14 日（横浜市） 

・第 46 回秋季学術大会 平成 30 年 10 月 4 日（木）〜6 日（土） （仙台市） 

・第 47 回秋季学術大会 平成 31 年 10 月 17 日〜19 日 （大阪市） 

 

インターナショナルセッションは秋季学会ではなくて総会で実施したほうが良いのではないかと

の意見が出た。 

 

議題 2 國友副支部長より平成 30 年度事業報告および事業計画について報告された 

 

平成 30 年度事業報告 

 

１．平成３０年度第１回支部セミナーを開催した。 

  開催日：平成３０年６月２日（土） 

  会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

参加人数：６３名 

 

２．支部技術セミナーを開催した。 

１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「放射線治療のチーム医療」 

日時：平成３０年３月３日（土）           

会場：プラザヴェルデ （沼津市）      

参加人数：８１名 

 

 

２）第２回技術セミナー（CT研究会） 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

内容：「ＣＴ 研究の最前線報告会」 

日時：平成３０年６月９日（土）           

会場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス（名古屋市） 

参加人数：４８名 

 

３．刊行物を発刊した。 

 （１）タイトル：中部支部誌 Ｖ０ｌ.２０ 

発刊日：平成３０年４月１２日（木）（web 版のみ） 

（２）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演題募集号” 

発刊日：平成３０年６月１１日（月） 

 

 

平成 30 年度 事業計画 

 

１．第５３回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１１回中部放射線医療技術学

術大会）を開催する。 

	 	 開催日：平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日）	

会	 場：富山国際会議場（富山市）	

２．平成３０年度第２回支部セミナーを開催する。 

	 	 開催日：平成３１年１月 26 日（土）	

	 	 会	 場：名古屋大学（静岡県担当）	

				定	 員：１５０名	

３．第１９回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

開催日：平成３０年７月７日（土）〜８日（日）	

会	 場：立山国際ホテル（富山市）	

				定	 員：６０名	

４．第８回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーを開催する。（教育委員

会、撮影部会共催） 

	 	 開催日：平成３０年９月１日	

	 	 会	 場：名古屋市立大学病院（名古屋）	 	 	 	 	

定	 員：１００名	

５．第８３回乳房撮影精度管理研修会を開催する。（教育委員会、撮影部会共催） 

開催日：平成３０年１２月 1日（土）、２日（日）	

会	 場：福井県立病院	 （福井市）	 	 	 	 	 	

定	 員：５０名	

	

	



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

６．第３９回医用画像プログラミングセミナーを開催する。（教育委員会，画像部会共

催）        

	 	 開催日：平成３０年１０月２７日（土）〜２８日（日）	

	 	 会	 場：岐阜大学サテライトキャンパス	 	 	 	 	

定	 員：２０名	

	

７．支部技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定）を開催する。 

１）第３回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：「原子力災害医療における放射線防護と計測」	

日時：平成３０年６月２３日(土)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：金沢大学鶴間キャンパス（金沢市）	 	 	 	 	

定	 員：２０名	

２）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「第４８回北陸放射線治療研究会」	

日時：平成３０年６月３０日(土)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：：福井⼤学医学部附属病院（福井市）	 	 	 	

定	 員：６０名	

３）第５回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「初級セミナー」	

日時：平成３０年６月３０日(土)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：名古屋市立大学（名古屋市）	 	 	 	 	

定	 員：３０名	

４）第６回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「中級セミナー」	

日時：平成３０年７月１日(日)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：名古屋市立大学（名古屋市）	 	 	 	 	

定	 員：３０名	

５）第７回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：「頭部ＭＲ検査」	

日時：平成３０年８月２５日（土）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：石川県立中央病院（金沢市）	 	 	 	 	

定	 員：	 	 名	

６）第８回技術セミナー（画像研究会） 

内容：「画像処理の基礎と臨床」	

日時：平成３０年９月８日（土）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：名古屋大学（名古屋市）	 	 	 	 	 	

定	 員：６０名	



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

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。	

	

８．刊行物の発刊について 

 （１）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成３０年１０月予定	

	

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．学術研究助成事業について 

  	 学術研究活動に対し，規定に基づき助成金を交付する。	

	

	

・理事定数の変更について 

・本部より中部支部の理事数を２０名以下にするように要請されている。次年度より学術委員と

して２名の理事を追加することとなった。 

 

意見については引き続きメール会議で行うこととなった。 

 

議題 3 森副支部長より第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53 回中部支部学術大会）の準備

報告がされた。 

 

・支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演題募集号” （発刊日：平成３０年

６月１１日（月））にて募集要項等の情報が公開された。大会ホームページは現在準備中。 

・参加登録は当日受付のみとする。 

・演題募集期間は 7 月 2 日（月）〜8 月 31 日（金） 

・演題登録は UMIN を使用し、演題採択通知はメールにて 10 月初旬を予定。 

・27 セッション、各セッション５演題でトータル 135 演題を予定。 

・新潟県、長野県、群馬県に対し放射線技師会を通じて大会広告を行った。今後 JSRT 関東支

部にも広告することとなった。 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 
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議題 4 松浦支部長より支部理事選について報告がされた。 

 

・支部役員選出要項に関する名称等の変更案について議論がなされた。 

・後日最終修正案を作成し、メール会議にて引き続き議論することとなった。 

 

議題 5 木戸屋理事より財務報告がされた。 

 
・会議費の使い方について本部より指導があった。会議費は基本的に弁当代であり、

居酒屋等のお店は利用しないことが推奨された。 
 

その他 能登理事より中部支部ホームページの一部変更についての報告がされた。 

 

・中部支部ホームページにＸ線 CT 認定技師指定講習会申込み用のバナーを新たに設置し

た。期間終了後は他のセミナー申込みに利用できるようになり、今年度は 12 月に開催される

乳房撮影精度管理研修会で利用することとなった。	

 

 

次回理事会は第１候補：10 月 14 日（日）、第 2 候補：11 月 3 日（土）、（福井市） 

総務委員会 11:00〜13:00、理事会 13:00〜15:00、 後日日程調整を行うこととなった。 

 

 

上記報告内容において相違がない事を確認した 

 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2018 年(平成 30 年) 6 月 16 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

 

 

会 議 名 平成 30 年度 第 2 回 理事会 

開催日時 
平成 30 年 6 月 16 日（土）  

1５時 00 分～1７時 00 分 開催場所 名古屋 コンベンションルー
ム・AP名古屋 名駅 Jルーム 

出席者名 

松浦幸広、森 光一、國友博史、木戸屋栄次、西出裕子、加藤勝也、能登公也、廣田

真、井田義宏、中西左登志、澤田通文、上田伸一、藤本勝明、秋山敏一、辻岡勝美、橋

本将彦、小山修司 
 合計  １7 名 

（欠席）、小林謙一、高田忠徳、村中良之、服部真澄、小林正尚、法橋一生、安達登志

樹                        合計  ７名 

議長･司会 森 光一 報告者名 能登公也 

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 30 年度事業報告および事業計画 

3 第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53 回中部支部学術大会）準備報告 

4 支部理事選について 

5 財務委員報告 

6 その他 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

議題 1 西出理事より本部理事会報告がされた。 重要事項のみの報告とした。 

 

・現時点で新規入会会員数は 4 月１ヶ月で 177 名であり、前年より微増状態。 

・和文紙の論文数が減少。約 3 割は取り下げ。 

・RPT 誌の投稿規定が一部変更になる予定。インパクトファクター取得に向けて活動中。 

・UMIN が使用できなくなるため、今後演題登録システムが変更になる可能性がある。 

・9 月 29 日に本部にて倫理審査相談員の会議があり中部支部より２名派遣することになった。 

・DRL（診断参考レベル）が 2020 年に改定予定。JSRT から JRIME のワーキングメンバーとして

派遣が決定した。 

・JSRT がミャンマーに医療支援活動（養成校の指導者教育が目的）を行うことが決定した。 

・第 74 回総会学術大会平成 30 年 4 月（横浜市）では参加数４８２７名（学生７８６名：２７％） 

 座長より英語発表に関する問題点が複数あり、今後の検討課題となっている。 

・総会平成 31 年 4 月 11 日‐14 日（横浜市） 

・第 46 回秋季学術大会 平成 30 年 10 月 4 日（木）〜6 日（土） （仙台市） 

・第 47 回秋季学術大会 平成 31 年 10 月 17 日〜19 日 （大阪市） 

 

議題 2 國友副支部長より平成 30 年度事業報告および事業計画について報告された 

 

平成 30 年度事業報告 

 

１．平成３０年度第１回支部セミナーを開催した。 

  開催日：平成３０年６月２日（土） 

  会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

参加人数：６３名 

 

２．支部技術セミナーを開催した。 

１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「放射線治療のチーム医療」 

日時：平成３０年３月３日（土）           

会場：プラザヴェルデ （沼津市）      

参加人数：８１名 

２）第２回技術セミナー（CT研究会） 

内容：「ＣＴ 研究の最前線報告会」 

日時：平成３０年６月９日（土）           

会場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス（名古屋市） 

参加人数：４８名 
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３．刊行物を発刊した。 

 １）タイトル：中部支部誌 Ｖ０ｌ.２０ 

発刊日：平成３０年４月１２日（木）（web 版のみ） 

２）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演題募集号” 

発刊日：平成３０年６月１１日（月） 

 

 

平成 30 年度 事業計画 

 

１．第５３回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１１回中部放射線医療技術学

術大会）を開催する。 

	 	 開催日：平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日）	

会	 場：富山国際会議場（富山市）	

２．平成３０年度第２回支部セミナーを開催する。 

	 	 開催日：平成３１年１月 26 日（土）	

	 	 会	 場：名古屋大学（静岡県担当）	

				定	 員：１５０名	

３．第１９回 ＣＴ立山セミナーを開催する。 

開催日：平成３０年７月７日（土）〜８日（日）	

会	 場：立山国際ホテル（富山市）	

				定	 員：６０名	

４．第８回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーを開催する。（教育委員

会、撮影部会共催） 

	 	 開催日：平成３０年９月１日	

	 	 会	 場：名古屋市立大学病院（名古屋）	 	 	 	 	

定	 員：１００名	

５．第８３回乳房撮影精度管理研修会を開催する。（教育委員会、撮影部会共催） 

開催日：平成３０年１２月 1日（土）、２日（日）	

会	 場：福井県立病院	 （福井市）	 	 	 	 	 	

定	 員：５０名	

６．第３９回医用画像プログラミングセミナーを開催する。（教育委員会，画像部会共

催）        

	 	 開催日：平成３０年１０月２７日（土）〜２８日（日）	

	 	 会	 場：岐阜大学サテライトキャンパス	 	 	 	 	

定	 員：２０名	
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７．支部技術セミナーを開催（年３５回程度開催予定）する。 

１）第３回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：「原子力災害医療における放射線防護と計測」	

日時：平成３０年６月２３日(土)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：金沢大学鶴間キャンパス（金沢市）	 	 	 	 	

定	 員：２０名	

２）第４回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「第４８回北陸放射線治療研究会」	

日時：平成３０年６月３０日(土)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：：福井⼤学医学部附属病院（福井市）	 	 	 	

定	 員：６０名	

３）第５回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「初級セミナー」	

日時：平成３０年６月３０日(土)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：名古屋市立大学（名古屋市）	 	 	 	 	

定	 員：３０名	

４）第６回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

内容：「中級セミナー」	

日時：平成３０年７月１日(日)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：名古屋市立大学（名古屋市）	 	 	 	 	

定	 員：３０名	

５）第７回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

内容：「頭部ＭＲ検査」	

日時：平成３０年８月２５日（土）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：石川県立中央病院（金沢市）	 	 	 	 	

定	 員：	 	 名	

６）第８回技術セミナー（画像研究会） 

内容：「画像処理の基礎と臨床」	

日時：平成３０年９月８日（土）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

会場：名古屋大学（名古屋市）	 	 	 	 	 	

定	 員：６０名	

	

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。	
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８．刊行物の発刊について 

 （１）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成３０年１０月予定	

	

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．学術研究助成事業について 

  	 学術研究活動に対し、規定に基づき助成金を交付する。	

	

 

・理事定数の変更について 

・本部より中部支部の理事数を２０名以下にするように要請されている。次年度より学術委員と

して２名の理事を追加することとなった。 

 

意見については引き続きメール会議で行うこととなった。 

 

議題 3 森副支部長より第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53 回中部支部学術大会）の準備

報告がされた。 

 

・支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演題募集号” （発刊日：平成３０年

６月１１日（月））にて募集要項等の情報が公開された。大会ホームページは現在準備中。 

・参加登録は当日受付のみとする。 

・演題募集期間は 7 月 2 日（月）〜8 月 31 日（金） 

・演題登録は UMIN を使用し、演題採択通知はメールにて 10 月初旬を予定。 

・27 セッション、各セッション５演題でトータル 135 演題を予定。 

・新潟県、長野県、群馬県に対し放射線技師会を通じて大会広告を行った。今後 JSRT 関東支

部にも広告することとなった。 

 

・前回大会で行われた事前登録を辞めた理由についての質問が出された。個人情報の管

理等が煩雑、システムトラブルが問題になるため、今回は採用しなかった。 
・UMIN が今年度で利用できなくなるが、次年度からどうなるのかとの質問が出された。本部に

おいても対応を検討中とのことであった。 
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議題 4 松浦支部長より支部理事選について報告がされた。 

 

・支部役員選出要項に関する名称等の変更案について議論がなされた。 

・後日最終修正案を作成し、メール会議にて引き続き議論することとなった。 

 

議題 5 松浦支部長より財務報告がされた。 

 

・会議費の使い方について本部より指導があった。会議費は基本的に弁当代であり、

居酒屋等のお店は利用しないことが推奨された。 
 

その他 井田理事よりＸ線 CT 認定技師指定講習会についての報告がなされた。 

 

能登理事より中部支部ホームページの一部変更についての報告がされた。 

 

・中部支部ホームページにＸ線 CT 認定技師指定講習会申込み用のバナーを新たに設置し

た。期間終了後は他のセミナー申込みに利用できるようになり、今年度は 12 月に開催される

乳房撮影精度管理研修会で利用することとなった。	

・参加申し込み開始日はアクセスが殺到してサーバがダウンする可能性があり、管理会社に対

応連絡することとなった。 

 

澤田理事より来年度 CCRT について報告がなされた。 

開催日時：平成３１年 11 月 30 日（土）〜12 月 1 日（日） 

会場：浜松市 

 

次回理事会は第１候補：10 月 14 日（日）、第 2 候補：11 月 3 日（土）、（福井市） 

総務委員会 11:00〜13:00、理事会 13:00〜15:00、 後日日程調整を行うこととなった。 

 

上記報告内容において相違がない事を確認した 
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2018年(平成 30 年) 10月 14 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

 

 

会 議 名 平成 30年度 第 3回 総務委員会 

開催日時 
平成 30年 10月 14 日（日）  

9 時 30 分～11 時 00分 
開催場所 福井 AOSSA 501 会議室 

出席者名 

松浦幸広、西出裕子、森 光一、國友博史、木戸屋栄次、小林謙一、能登公也、 

高田忠徳 

合計  8 名 

（欠席）加藤勝也                        合計  1 名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

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 30年度事業報告および事業計画 

3 第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53回中部支部学術大会）準備報告 

4 支部役員選出要項見直しについて 

5 支部年会準備について 

6 第 2回支部学術セミナーについて 

7 財務報告 

8 その他 
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議題 1 西出理事より本部理事会報告がされた。 重要事項のみの報告とした。 

 

・第 75回大会は平成 31年 4月 11日から開催。 

 シンポジウム AI 

・第 47回秋季学術大会は来年 10月 17日〜19日開催。大阪市で。第 4回 ICRST も開催。 

・２０２０JRC より 英語セッションを作る（英語発表は英語セッションのみで） 

・UMINを今後も使用するかは検討中 

・市民公開シンポ 2テーマを科研申請中 

・仙台秋季 看護学会との学術協定調印式が行われた 

・演題採択通知への問い合わせ多い→ 採否の理由を記載しているが、今後は記載しない 

・採択連絡が遅い→Web公開へ 

・学生会員の会費→在学期間は 3千円（1期間）、1支部会費は免除、冊子は送らない 

・和文誌の投稿規定を改定→ノートと速報を原著に含める 現在調整中 

・国際名誉会員を設置へ→ 現在調整中 

・論文支援功労賞設置へ→ 現在規定を調整中 

・支部長連絡会議にて 研究助成プログラムについて議論された 

・技師会との合同市民公開講座企画→来年 8月岡山市で開催 

・e-Learning 伊藤先生の授業を作成中 

・代議員選挙の電子投票率 16％（例年と変わらず） ラクネにつながらないトラブルも有 

・会員数 17571名（前年と変わらず）学生会員が増えている傾向 女性が少ない傾向 19.1％ 

 

議題 2 國友副支部長より平成 30年度事業報告および事業計画について報告された 

 

平成 30年度事業報告 

 

１．平成３０年度第１回支部セミナーを開催した。 

  開催日：平成３０年６月２日（土） 

  会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

参加人数：６３名 

２．第１９回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

内容：解像特性 ～マクロからミクロへの挑戦～ 

会期：平成３０年７月７日（土）、８日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市） 

参加人数：４０名 

３．第１２回（公社）日本診療放射線技師会・（公社）日本放射線技術学会 合同公開市

民講座 

内容：「家族・地域・ 医療で支える認知症認知症を理解し上手に付き合うためのマ
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ル得セミナー－認知症の専門医と診療放射線技師，理学療法士がお答えします－」 

会期：平成３０年８月４日（土） 

会場： 名古屋市立大学病院（名古屋市） 

参加人数： ２２７ 名 

４．第８回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーを開催した。（教育委員

会、撮影部会、共催） 

  会期：平成３０年９月１日（土） 

  会場：名古屋市立大学病院（名古屋市）    

参加人数：３１名 

５．支部技術セミナーを開催した。  （参加人数：４５４名 １０月８日時点） 

１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「放射線治療のチーム医療」 

日時：平成３０年３月３日（土）           

会場：プラザヴェルデ （沼津市）     

参加人数：８１名 

２）第２回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

内容：「ＣＴ 研究の最前線報告会」 

日時：平成３０年６月９日（土）           

会場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス（名古屋市） 

参加人数：４８名 

３）第３回技術セミナー（放射線防護研究会） 

  内容：原子力災害医療における放射線防護と計測 

  会期：平成３０年６月２３日（土） 

  会場：金沢大学鶴間キャンパス（金沢市） 

  参加人数：７名 

４）第４回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

  内容：初級セミナー 

  会期：平成３０年６月３０日（土） 

  会場：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス臨床セミナー室（名古屋市） 

  参加人数：２４名 

５）第５回技術セミナー（放射線治療研究会） 

  内容：第４８回北陸放射線治療研究会 

  会期：平成３０年６月３０日（土） 

  会場：福井県医学部付属病院（福井市） 

 参加人数：６９名 

６）第６回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

  内容：中級セミナー 



公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

  会期：平成３０年７月１日（日） 

  会場：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス臨床セミナー室（名古屋市） 

  参加人数：３７名 

７）第７回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

  内容：頭部ＭＲ実践講座 

  会期：平成３０年８月２５日（土） 

  会場：石川県立中央病院（金沢市） 

 参加人数：８０名 

８）第８回技術セミナー（画像研究会） 

  内容：画像処理の基礎と臨床 

  会期：平成３０年９月８日（土） 

  会場：名古屋大学大学院医学系研究科・医学部保健学科（名古屋市） 

 参加人数：４４名 

９）第９回技術セミナー（超音波画像研究会） 

  内容：初心者実技講習会・腹部領域 

  会期：平成３０年９月３０日（日） 

  会場：金沢大学医学類教育棟（金沢市） 

 参加人数：６４名 

 

６．刊行物を発刊した。 

 （１）タイトル：中部支部誌 Ｖ０ｌ.２０ 

発刊日：平成３０年４月１２日（web版のみ） 

（２）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演

題募集号” 

発刊日：平成３０年６月１１日 

 

 

平成 30年度 事業計画 

１．第５３回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１１回中部放射線医療技術学術

大会）を開催する。 

  開催日：平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日） 

会 場：富山国際会議場（富山市） 

 

２．平成３０年度第２回支部セミナーを開催する。 

  開催日：：平成３１年１月２６日（土） 

  会 場： 名古屋大学(名古屋市) 

    定 員：１５０名 
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３．第３９回医用画像プログラミングセミナーを開催する。（教育委員会，画像部会共

催）        

  開催日：平成３０年１０月２７日（土），２８日（日） 

  会 場：岐阜大学サテライトキャンパス     

定 員：２０名 

 

４．第８３回乳房撮影精度管理研修会を開催する。（教育委員会、撮影部会共催） 

開催日：未定平成３０年１２月１，２日（土、日） 

会 場：福井県立病院（福井市）      

定 員：５０名 

 

５．支部技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定）を開催する。 

１）第１０回技術セミナー（乳房画像研究会） 

内容：「乳腺 MRI の適応と撮像」他 

日時：平成３０年１０月１３日(土)           

会場：福井県済生会病院（福井市）  

定 員：  名 

２）第１１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「「IGRT ～画質評価・被ばく線量・線量変化～」 

日時：平成３０年１０月２０日(土)           

会場：：アクトシティ浜松（浜松市）     

定 員：  名 

３）第１２回技術セミナー（画像研究会） 

内容：「画像処理の基礎と臨床」 

日時：平成３０年１０月２７日(土)           

会場：金沢大学（金沢市）      

定 員：１００名 

４）第１３回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：「原子力災害医療における放射線防護と計測」 

日時：平成３０年１２月１６日(土)           

会場：藤田医科大学（豊明市）      

定 員：２０名 

 

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． 
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９．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成３０年１０月 

 

１０．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。 

 

１１．学術研究助成事業について 

   学術研究活動に対し，規定に基づき助成金を交付する。 

 

 

 

・画像研究会より第 2回 DR連合フォーラムへの後援依頼があった 

・次年度予定の学術講演企画について助成申請があった 

 

議題 3 森副支部長より第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53回中部支部学術大会）の準備報

告がされた。 

 

 

・二次会 3千円 

・注意事項として一般演題への PC持ち込みはできない 

・開会式の挨拶について→技師会、技術学会代表は無い（懇親会にて）。 

・ハンズオンがまだ余裕があるので参加要請を行う 

 

意見 

・ポイント登録が受付と別場所になるので案内が必要との意見が出た 

・演題に対する倫理審査が今後必要との意見が出た。 

・ 
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議題 4 松浦支部長より支部役員選出要項等の見直しについて報告がされた。 

 

 

・専門部会セミナーの共催申請書の書式について確認された。 

・理事数を 20名に縮小するにあたり、学術委員として研究会より 2名を選任する。 

・ 

 

 

・支部役員選出要項に関する名称等の変更案について議論がなされた。 

・後日最終修正案を作成し、メール会議にて引き続き議論することとなった。 



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 日本放射線技術学会中部支部 

2018年(平成 30 年) 10月 14 日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

 

 

会 議 名 平成 30年度 第 3回 理事会 

開催日時 
平成 30年 10月 14 日（日）  

11 時 00分～12時 30分 
開催場所 福井 AOSSA 501 会議室 

出席者名 

澤田通文、上田伸一、村中良之、藤本勝明、服部真澄、秋山敏一、小林正尚、辻岡勝

美、法橋一生、廣田 真、松浦幸広、西出裕子、森 光一、國友博史、木戸屋栄次、小

林謙一、能登公也、高田忠徳 

 合計  20 名 

（欠席）井田義宏、中西左登志、橋本将彦、加藤勝也              合計  4 名 

議長･司会 國友博史 報告者名 高田忠徳 

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 30年度事業報告および事業計画 

3 第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53回中部支部学術大会）準備報告 

4 支部役員選出要項見直しについて 

5 支部年会準備について 

6 第 2回支部学術セミナーについて 

7 財務報告 

8 その他 
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議題 1 西出理事より本部理事会報告がされた。 重要事項のみの報告とした。 

 

・第 75回大会は 4月 11日～14日に開催。 シンポジウムは「AI」 

・第 47回秋季学術大会は来年 10月 17日〜19日に大阪市で。第 4回 ICRST も開催 

・２０２０JRC JSMP と合同で英語セッションを作る（英語発表は英語セッションのみで） 

・UMINを今後も使用するかは検討中 

・市民公開シンポ 2テーマを科研申請中 撮影部会 防護部会 

・仙台秋季 看護学会との学術協定調印式が行われた 

・演題採択結果への問い合わせ多い→ 採否の理由を記載しているが、今後は記載しない 

・採択結果通知が遅い→Web公開へ 

・学生会員の会費→在学期間は 3千円（1期間 最長 9年）、1支部会費は免除、冊子は送ら

ない 

・和文誌の投稿規定を改定→ノートと速報を原著に含める 現在調整中 

・国際名誉会員を設置へ→ 現在調整中 

・論文支援功労賞設置へ→ 現在規定を調整中 

・支部長連絡会議にて 研究助成プログラムについて議論された 

・技師会との合同市民公開講座企画 来年 8月岡山市で開催 

・e-Learning 伊藤先生の授業を作成中 

・代議員選挙の電子投票率 16％（例年と変わらず） ラクネにつながらないトラブルも有 

・会員数 17571名、8月末（前年と変わらず）。学生会員が増えている傾向 女性が少ない傾

向 19.1％ 

・被災者へのお見舞いについて。会費の返却を検討中（罹災証明必要）。 

 

議題 2 國友副支部長より平成 30年度事業報告および事業計画について報告された 

 

平成 30年度事業報告 

 

１．平成３０年度第１回支部セミナーを開催した。 

  開催日：平成３０年６月２日（土） 

  会 場：石川県地場産業振興センター （金沢市） 

参加人数：６３名 

２．第１９回 ＣＴ立山セミナーを開催した。 

内容：解像特性 ～マクロからミクロへの挑戦～ 

会期：平成３０年７月７日（土）、８日（日） 

会場： 立山国際ホテル（富山市）      

参加人数：４０名 

３．第１２回（公社）日本診療放射線技師会・（公社）日本放射線技術学会 合同公開市
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民講座 

内容：「家族・地域・ 医療で支える認知症認知症を理解し上手に付き合うためのマ

ル得セミナー－認知症の専門医と診療放射線技師，理学療法士がお答えします－」 

会期：平成３０年８月４日（日） 

会場： 名古屋市立大学病院（名古屋市） 

ｄ参加人数： ２２７ 名 

４．第８回ディジタルマンモグラフィを基礎から学ぶセミナーを開催した。（教育委員

会、撮影部会、共催） 

  会期：平成３０年９月１日（土） 

  会場：名古屋市立大学病院（名古屋市）    

参加人数：３１名 

 

５．支部技術セミナーを開催した。  （参加人数：４５４名 １０月８日時点） 

１）第１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「放射線治療のチーム医療」 

日時：平成３０年３月３日（土）           

会場：プラザヴェルデ （沼津市）     

参加人数：８１名 

２）第２回技術セミナー（ＣＴ研究会） 

内容：「ＣＴ 研究の最前線報告会」 

日時：平成３０年６月９日（土）           

会場：エーザイ株式会社 名古屋コミュニケーションオフィス（名古屋市） 

参加人数：４８名 

３）第３回技術セミナー（放射線防護研究会） 

  内容：原子力災害医療における放射線防護と計測 

  会期：平成３０年６月２３日（土） 

  会場：金沢大学鶴間キャンパス（金沢市） 

  参加人数：７名 

４）第４回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

  内容：初級セミナー 

  会期：平成３０年６月３０日（土） 

  会場：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス臨床セミナー室（名古屋市） 

  参加人数：２４名 

５）第５回技術セミナー（放射線治療研究会） 

  内容：第４８回北陸放射線治療研究会 

  会期：平成３０年６月３０日（土） 

  会場：福井県医学部付属病院（福井市） 
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 参加人数：６９名 

６）第６回技術セミナー（医療情報システム研究会） 

  内容：中級セミナー 

  会期：平成３０年７月１日（日） 

  会場：名古屋市立大学桜山（川澄）キャンパス臨床セミナー室（名古屋市） 

  参加人数：３７名 

７）第７回技術セミナー（ＭＲ研究会） 

  内容：頭部ＭＲ実践講座 

  会期：平成３０年８月２５日（土） 

  会場：石川県立中央病院（金沢市） 

 参加人数：８０名 

８）第８回技術セミナー（画像研究会） 

  内容：画像処理の基礎と臨床 

  会期：平成３０年９月８日（土） 

  会場：名古屋大学大学院医学系研究科・医学部保健学科（名古屋市） 

 参加人数：４４名 

９）第９回技術セミナー（超音波画像研究会） 

  内容：初心者実技講習会・腹部領域 

  会期：平成３０年９月３０日（日） 

  会場：金沢大学医学類教育棟（金沢市） 

 参加人数：６４名 

 

６．刊行物を発刊した。 

 （１）タイトル：中部支部誌 Ｖ０ｌ.２０ 

発刊日：平成３０年４月１２日（web版のみ） 

（２）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第１号 ＣＣＲＴ演

題募集号” 

発刊日：平成３０年６月１１日 

 

 

平成 30年度 事業計画 

１．第５３回 日本放射線技術学会中部支部学術大会（第１１回中部放射線医療技術学

術大会）を開催する。 

  開催日：平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日） 

会 場：富山国際会議場（富山市） 

 

２．平成３０年度第２回支部セミナーを開催する。 
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  開催日：：平成３１年１月２６日（土） 

  会 場： 名古屋大学(名古屋市) 

    定 員：１５０名 

 

３．第３９回医用画像プログラミングセミナーを開催する。（教育委員会，画像部会共

催）        

  開催日：平成３０年１０月２７日（土），２８日（日） 

  会 場：岐阜大学サテライトキャンパス     

定 員：２０名 

 

４．第８３回乳房撮影精度管理研修会を開催する。（教育委員会、撮影部会共催） 

開催日：未定平成３０年１２月１，２日（土、日） 

会 場：福井県立病院（福井市）      

定 員：５０名 

 

５．支部技術セミナーの開催（年３５回程度開催予定）を開催する。 

１）第１０回技術セミナー（乳房画像研究会） 

内容：「乳腺 MRI の適応と撮像」他 

日時：平成３０年１０月１３日(土)           

会場：福井県済生会病院（福井市）  

定 員：  名 

２）第１１回技術セミナー（放射線治療研究会） 

内容：「「IGRT ～画質評価・被ばく線量・線量変化～」 

日時：平成３０年１０月２０日(土)           

会場：：アクトシティ浜松（浜松市）     

定 員：  名 

３）第１２回技術セミナー（画像研究会） 

内容：「画像処理の基礎と臨床」 

日時：平成３０年１０月２７日(土)           

会場：金沢大学（金沢市）      

定 員：１００名 

４）第１３回技術セミナー（放射線防護研究会） 

内容：「原子力災害医療における放射線防護と計測」 

日時：平成３０年１２月１６日(土)           

会場：藤田医科大学（豊明市）      

定 員：２０名 
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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． 

 

９．刊行物を発刊する。 

 （１）タイトル：支部ニュースレター“ビーム中部 ２０１８年第２号 ＣＣＲＴプ

ログラム号” 

発刊日：平成３０年１０月 

 

１０．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。 

 

１１．学術研究助成事業について 

   学術研究活動に対し，規定に基づき助成金を交付する。 

 

 

 

・画像研究会より第 2回 DR連合フォーラムへの後援依頼があった 

・次年度予定の学術講演企画について助成申請があった 

・上記 2つの依頼について理事会にて承認が得られた。 

 

議題 3 森副支部長より第 1１回中部放射線医療技術学術大会（第 53 回中部支部学術大会）の準備

報告がされた。 

 

 

・二次会 3千円 第一ホテル 

・注意事項として一般演題への PC持ち込みはできない 

・開会式の挨拶について→技師会、技術学会代表は無い（懇親会にて）。 

・ハンズオンがまだ余裕があるので参加要請を行う 

 

意見 

・ポイント登録が受付と別場所になるので案内が必要との意見が出た 

・演題に対する倫理審査が今後必要との意見が出た。 
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議題 4 松浦支部長より支部役員選出要項等の見直しについて報告がされた。 

 

 

・専門部会セミナーの共催申請書の書式について確認された。 

・理事数を 20名に縮小するにあたり、学術委員として研究会より 2名を選任する。 

 →法橋先生、村中先生を選出し了承を得られた。 
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公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部 

2018年(平成 30 年) 11月 20日 

報告書 ・ 議事録 

公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部長 殿 

 

 

会 議 名 平成 30 年度 第 4 回 理事会 

開催日時 
平成 30 年 11 月 17 日（土）  

12 時 00 分～12 時 45 分 
開催場所 富山国際会議場 第 6 会場 

出席者名 

小倉明夫、茶畠光浩、松浦幸広、西出裕子、國友博史、森 光一、木戸屋栄次、 

小林謙一、能登公也、加藤勝也、中西左登志、井田義宏、法橋一生、澤田通文、 

上田伸一、村中良之、服部真澄、秋山敏一、藤本勝明、橋本将彦、廣田 真、 

小山修司、高田忠徳 

 合計  23 名 

（欠席）安達登志樹、辻岡勝美、小林正尚 

合計  3 名 

総計 23 名（出席義務者 24 名） 

議長･司会 松浦 幸広 報告者名 高田忠徳 

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 支部年会式次第について 

2 その他 
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中  部  支 部  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）の定款および支部規約に基づ

き，中部支部（以下，支部）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    支部事業および活動 

第２条  次に掲げる刊行事業を行う． 

1． 支部の機関誌として中部支部会誌（以

下，支部会誌）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． 支部研究発表会を年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． 支部の運営などを会員に報告し，意見を

聴取するための支部年会を年１回開催す

る．ただし，支部理事会が必要と判断し

た場合には，これとは別に臨時の支部年

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    支部役員および支部組織 

（支部会員） 

第５条  支部の会員は，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，支部理

事会の承認を得るものとする． 

（支部役員） 

第６条  支部に次の役員をおく． 

1． 支部長 １名 

2． 副支部長  2名 

3． 支部監事  ２名 

4． 支部理事  １４名 （必要に応じて支部理

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  支部役員の選出方法は，別に定める． 

（支部役員の担務など） 

第７条  支部長は，支部の会務を総括し，支部

を代表する． 

2  副支部長は，支部長を補佐し支部会務を

遂行する． 

3  支部監事は，支部運営を監査し，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，支部理事会に示した後，本部

に提出する． 

4  支部理事は，支部執行会務を審議決定

し，総会議決事項を執行する． 

5.   学術委員は研究会の代表者の中から選

任し、全研究会の代表者として、研究会

の管理を行う。 

（支部役員の任期） 

第８条  支部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，支部長の任期

は，最長でも２期４年を限度とする．なお，

支部開催委員会の委員長ならびに委員の任期

は，別に定める． 

（支部役員の解任） 

第９条  支部役員が次の事項に該当する場合

は，支部理事会で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，その他支部役員とし

てふさわしくない行為があった時． 

2  支部長が前項に該当した場合，支部理事

会が指名する副支部長が支部長の坦務を代行

する． 

（役員補充選出） 

第 10条  支部長を除く支部役員に欠員が生じ

た時は，支部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，支部長が委嘱す

る． 

3  補充された者の任期は前任者の残任期間



 

 

とする． 

（支部事務局など） 

第 11条  支部事務局は，支部長が指定すると

ころにおく． 

（支部運営組織） 

第 12条  支部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，支部長，

副支部長，支部監事，支部理事で構成する支

部理事会を置く． 

第 13条  支部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．支部総務委員会 

2．支部財務委員会 

3．支部学術委員会 

4．支部編集委員会 

5．支部開催委員会 

6．支部意向調査委員会 

7．その他，支部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． 

（支部事務局の運営） 

第 14条   支部の事務管理は，支部長が行

う． 

２  支部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  事務局運営に係る事項に関し，支部長

が必要と判断した時は支部理事会に諮

り，その承認を得るものとする． 

 

第４章    支部会費 

第 15条  支部会費は，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

支部会費は免除する． 

３  支部会費の改定は，支部理事会の議を

経て，支部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  支部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  支部の会計は，支部規約第 16条に基づ

き，支部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  支部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，その都度において支部理

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    支部運営細則の改訂 

第 18条  この細則は，支部理事会の議決によ

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． 

９．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

10. この要項は，平成３０年10月１４日の支

部理事会により改訂し，同日より発効す

る． 

 



 

 

支 部  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

基づき支部役員の選出方法を定める． 

2. 支部理事は支部を構成する県より原則とし

て１名以上を支部長が推薦する． 

第２条  この要項は地方支部運営内規，支部

役員の推薦に関する細則に定めるほか推薦

方法などの必要事項について適用する． 

第３条  役員を推薦するにあたり会員の意向

調査を行うために意向調査委員会（以下、

委員会）を設置する． 

第４条  委員会は，支部理事会の同意を得て，

委員会を召集し開催する． 

第５条  委員会は，次の手順により支部役員の

意向調査を実施する． 

２.  支部年会の開催日より３０日前に公示を行

う． 

３.  支部長，支部監事に立候補しようとする者

ならびに候補者を推薦する者は，意向調査

公示後 30 日以内に委員会に届出をしなけ

ればならない． 

４.  委員会は立候補者，推薦候補者を投票の締

め切りの 10 日前までに公示しなければな

らない． 

５.  委員会は 10 日間の投票期間後開票し有効

無効の確認をする． 

６.  委員会は，資格審査の結果および当選者の

決定を支部年会で報告する． 

第６条  委員会は，次の事碩について特に留意

する． 

２．立候補者が重複立候補していないことを確

認する． 

３．委員会は，立候補者の氏名および届出書類

の審査結果，投票方法などを，投票実施前に

支部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． 

（支部長・支部監事の選出） 

第８条  地方支部規約第  1 2  条により

支部長の定数は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.  支部長または支部監事に立候補しようとす

る者は，立候補届出書（様式：選出１），履

歴書（様式：選出３）を委員会に提出しな

ければならない． 

３.  中部支部会員（以下，会員）の推薦により

支部長または支部監事に立候補しようとす

る者は，本人の同意書（様式：選出２）お

よび履歴書（様式：選出３）ならびに会員

２０名以上の推薦連記署名書（様式：選出

４）を委員会に提出しなければならない． 

４.  同一の者が複数の支部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，支部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． 

（役員候補の決定，承認，推薦）  

第９条  役員候補の決定と本部への推薦におい

ては次のように定める 

2.   役員候補の定数選出は，委員会のもとに投

票により行う．  

３.  投票は，立ち合い演説会後３０日以内に

行う. 

４. 投票は無記名投票とし，委任状代理投票は

認めない．投票方式は，単記投票とする．  

５.推薦候補者は，有効投票数の最高位より定

数を満たすまで順次決定する．  

６. 役員定数と候補者が同数の場合は無投票と

する．  

７.  調査結果は，委員会から支部理事会へ報

告される．  

８.  支部長は，支部理事会の承認を経て、次

期支部長，次期支部監事を日本放射線技術

学会に推薦する． 

（担務）  

第１０条 この細則の担務は総務委員会とす

る． 

（要項の改訂） 

第１１条  この要項は，支部理事会の議決によ



 

 

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． 

８．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

９. この要項は，平成３０年10月１４日の支

部理事会により改訂し，同日より発効す

る． 



 

 

支 部 年 会 実 施 要 項  
 

第１条  支部規約第３条および第４条ならびに

支部運営細則第３条に基づき開催し，支部会

務に関する報告と意見聴取を行う． 

第２条  支部年会は，支部会員をもって構成す

る． 

２  支部長は，事業年度内に１回以上の支部年

会を開催しなければならない． 

３  支部理事会が必要と認めた場合，支部長は

支部年会を開催しなければならない． 

第３条  支部年会の開催は，支部総務委員会の

担務とする． 

２  支部年会の司会者は，支部長が指名する． 

第４条  支部年会では，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．支部事業報告および収支決算に関すること 

2． 支部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，支部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． 

４．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

 



 

 

支 部 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

る支部理事会を円滑に運営することを目的に

定める． 

第２条  支部理事会は，支部長および副支部

長，支部監事，支部理事をもって構成する． 

２  支部理事会は，支部長が召集する． 

３  支部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，支部長は３０日以

内に支部理事会を召集しなければならない． 

４  支部長が必要と認めた場合，支部理事会を

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  支部理事会の議長は，副支部長が輪番

により務める． 

第４条  支部理事会は，支部会務執行に関する

事項および支部長が必要と認めた事項を議決

する． 

２  支部理事会における審議案件は，支部理事

会開催の１５日前までに支部事務局を経て，

支部長に提出する． 

３  支部理事会における報告事項は，支部理事

会開催の１５日前までに支部事務局を経て，

支部長に提出する． 

第５条 支部理事会は，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  支部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，支部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２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 



 

 

支 部 委 員 会 業 務 要 項  

 

第１条  この要項は，支部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． 

（支部総務委員会） 

第２条  支部総務委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 支部長 

2． 副支部長 

3． 庶務担当として選出された支部理事 

4． 財務担当として選出された支部理事 

5． 当該年度の支部開催委員長 

6． 次年度の支部開催委員長 

7． その他，支部長が必要と認めた者 

２  委員長は，支部長をもって充てる． 

第３条  支部総務委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 本部と中部支部の事務連絡事項に関する

こと． 

2． 支部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支部運営に関

すること． 

4． 支部年会に関すること． 

5． 庶務事項に関すること． 

6． 事務運営に関すること． 

２  支部総務委員会は，支部事務を掌理し，す

べての事務処理を統括する． 

３  支部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  支部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，支部理事会

に諮った上で所定の期日までに本部理事会に

提出する． 

（支部財務委員会） 

第４条  支部財務委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 支部長 

2． 総務を担当する副支部長 

3． 財務担当として選出された支部理事 

4． 庶務担当として選出された支部理事 

２  委員長は，総務を担当する副支部長をもっ

て充てる． 

第５条  支部財務委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 支部会計の予算ならびに決算に関するこ

と． 

2． 支部の財務監査に関すること． 

２  支部財務委員会は，支部財資の健全な運営

を行い，財務全般に関する統括管理を行う． 

（支部学術委員会） 

第６条  支部学術委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 学術を担当する副支部長 

2． 研究会を担当する副支部長 

3．研究会を代表する学術委員２名及び、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，支部長が必要と認めた者 

２  委員長は，学術を担当する副支部長をもっ

て充てる． 

第７条  支部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  支部学術委員会は，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，支部理事会が

指名し，支部長が委嘱する． 

2． 各研究会には支部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，あらかじめ支部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支部理事会に報告

するとともに支部会誌に成果報告を行

う．また，支部研究発表会あるいは研究

会において報告する． 

（支部編集委員会） 

第８条  支部編集委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 編集を担当する副支部長 

2． 編集を担当する支部理事 

3． その他，支部長が必要と認めた者 

２  委員長は，編集を担当する副支部長をもっ

て充てる． 

第９条  支部編集委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 支部会誌の編集，刊行に関すること． 

2． 支部研究発表後抄録の編集に関するこ

と． 

・支部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． 支部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． 支部ホームページの管理ならびに運用に

関すること． 

２  支部編集委員長は，支部雑誌の編集企画お

よび刊行ならびに広報事業を統括する． 

（支部開催委員会） 

第 10条  支部開催委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 支部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，支部研究

発表会の開催を担当する年度のみとす

る． 

第 11条  支部開催委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 支部研究発表会の企画ならびに運営に関す

ること． 

2． その他，支部研究発表会に関すること． 

２  支部開催委員長は，支部研究発表会の企画

および運営ならび財務などの内容について，

支部総務委員会および支部理事会 

に提案し，承認を得るものとする． 

３  支部開催委員長は，支部研究発表会の参加

者数および収支決算などについて，遅滞なく

支部総務委員会および支部理事会に報告する

ものとする． 

４  支部開催委員会は，支部理事会に前項の報

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，支部理事会の議決によ

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． 

５．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

６．この要項は，平成２8年６月4日の支部理事

会により改訂し，同日より発効する． 

 

 



 

 

支 部 表 彰 要 項  
 
 

第１条  この要項は，中部支部（以下，支部）

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，支部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

な支部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

び審査は支部総務委員会の担務とし，支部理

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

て功労賞は 3万円相当、奨励賞は1万円相当

を授与して行うものとする． 

第５条  表彰は，支部年会にて行う．（要項の

改訂） 

第６条  この要項は，支部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． 

６．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

７．この要項は，平成２8年6月4日の支部理事

会により改訂し，同日より発効する． 

 

 



 

 

支部名誉会員および顧問推戴要項  
 
 

第１条  支部運営細則第５条に基づき，支部の

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，支部総務委員会が

支部理事会に推薦し，その承認を得て，支部

長が委嘱する． 

３  顧問の任期は，委嘱した支部長の任期と同

じとする． 

第２条  名誉会員および顧問は，支部長経験者

もしくは支部の運営または活動に関して同等

以上の功績があった支部正会員で，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．  支部会費を免除する． 

2．  支部長の要請があった時，支部理事会に

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，支部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２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

 

  



 

 

学術研究助成金への交付要項 

 

第１条 本規定は，本会正会員が医用放射線

技術学を研究のテーマにした学術研究活動の

向上と普及を行うことを目的とした助成金事

業である．  

第２条 助成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.  申請者は，学術研究助成金申請書（様式

第８号）または，国際研究集会発表における

補助申請書（様式第５号）に必要事項を記入

し，支部事務局に申請する． 

2.  申請者が，本助成事業を初めて利用する

者を優先する． 

3.  日本放射線技術学会本部や他の学会等か

ら同一研究テーマに対し，助成金を受けてい

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委員

会で決定し理事会に報告する． 

第３条 助成金支給の期間と助成金対象人

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）１

名，９月～２月までの期間（後期）１名の計

２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 助成金支給額と支給方法について 

1.  支給額は10万円/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 助成金受給者の報告義務について 

助成金は，対象研究課題の1年間の研究活動

等に充当するものとして交付する．また，研究

成果を本部または支部の学会誌に報告するか，

または国際研究集会発表等で報告し，発表後す

みやかに発表原稿等を支部事務局に提出するこ

と．発表原稿等は，中部支部ホームページ等に

掲載する． 

第６条 その他 

国際研究集会発表等で行う助成金受給者は，採

択されたことを確認できるメール等と発表内

容（和文）を添付して支部事務局へ提出する

こと． 

 

附則 

1. この要項は平成29年3月4日より施行す

る． 
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ご　挨　拶

冬の豪雪から始まり、西日本豪雨による被害、近畿の台風による被害、そして大阪府北部や北海道胆
振東部を震源とする大地震による被害、今年は日本各地、大きな自然災害に見舞われた年となりました。
この場をお借りしまして、被災された方々やご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。富山も冬の
大雪と夏の猛暑には参りましたが、先日の近畿から能登沖を通過した台風や日本列島を縦断していった台
風からそれほど大きな被害を受けることなく、やり過ごしました。そのような時、富山人は立山連峰が
護ってくれたおかげだ、とよく言います。その立山連峰を望む富山市の中心、富山国際会議場におきまし
て、平成30年11月17日、18日の両日、第11回中部放射線医療技術学術大会を開催いたします。大会テーマ
は「照

しょうういちぐう

于一隅－一隅を照らす放射線医療技術－」です。「一隅を照らす、これすなわち国宝なり」、「自分
に与えられた場所で一所懸命努力している人こそ国の宝である」という意味です。
我々が与えられた放射線医療技術という一隅で、臨床業務の合間や業務が終わってから夜遅くまで

データ取りし、検査や治療の精度の向上、真理の追究や疑問点の解明、そして新しい技術の開発など目的
はさまざまですが、地道に研究をしてきた成果を最初に情報公開して意見を求める身近な場が、この中部
放射線医療技術学術大会です。11回目を迎えました今大会も、前回富山で開催した7年前の第4回大会とほ
ぼ同数の126演題がエントリーされました。我々が護り続けなければならない放射線医療技術は、間違い
なく現代の最先端医療とその進歩を支えています。特別講演では、神経放射線領域で今世界的に注目され
ているCT解析画像を開発されました富山大学大学院医学薬学研究部（医学）教授	野口	京先生に『急性
期脳梗塞治療における非造影Dual-energy	CTによる“One-stop	Diagnosis”』を、市民公開講座では３Dバ
イオプリンティング研究の世界的先駆者で、『機械で臓器を作れるか？医工学による医療の進歩への挑
戦』をテーマに、臨床医の立場を離れて先進医工学技術開発の研究に身を置かれている富山大学大学院理
工学研究部（工学）教授	中村	真人先生にご講演を賜ります。両先生は共にバイタリティ溢れ、とても独
創的な研究をされており、ノーベル街道北端の地、ここ富山から世界に発信されたイノベーションを是非
この機会にお聴き逃しのないよう、ご聴講されることをお勧めします。このほか、入門セミナー、教育セ
ミナー、臨床セミナー、ハンズオンセミナー、教育講演、シンポジウムなど、地方大会としてはかなり多
彩な企画が盛り込まれています。
富山の地に北陸新幹線が開業して初めてのCCRT開催となりますので、その記念としまして北陸新幹線

が通る新潟、長野、群馬、埼玉、東京の方々にも技師会を通して初めて開催案内を出しました。今からど
れくらいの方々が新幹線を利用して北アルプス立山連峰の向こうから参加していただけるか、心待ちにし
ております。また、金沢から富山までは新幹線で約20分です。中部地域の皆様お誘いの上、是非富山大会
に、「みんなで来られ～！まっとっちゃ～！！」

平成30年10月吉日
第11回中部放射線医療技術学術大会

大会長　森　光一
（公益社団法人日本放射線技術学会中部支部　副支部長）
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ご　挨　拶

平成30年は西日本豪雨、大阪府北部地震や北海道胆振東部地震、相次ぐ台風の上陸など自然災害が多く
発生し、我々の仲間も含め多くの方々が被災されました。ご関係の方々には、心よりお見舞いを申し上げ
ます。富山県をはじめ北陸地域も今冬の豪雪には大変苦労いたしました。自然災害の前には、いかに科学
技術が発達している現代でも、我々人間は無力であることを痛感させられます。
さて、この度「照

しょうういちぐう

于一隅－一隅を照らす放射線医療技術－」をテーマに「第11回中部放射線医療技術学
術大会」を平成30年11月17日（土）～18日（日）の2日間にわたり開催いたします。公募演題も前回の富山開
催大会とほぼ同様の126演題が集まりました。学生からベテランまで、日頃の研究成果をしっかりと発表
していただきたいと思います。また、実行委員長を中心にとても充実した内容でプログラムが構成されて
います。特別企画では「医療被ばく管理」について金沢大学医薬保健研究域保健学系の松原孝佑先生と公
益社団法人日本診療放射線技師会副会長の佐野幹夫先生にご講演頂き、今後我々が取り組んでいかなけれ
ばならない課題について検討したいと考えております。臨床セミナーにおいては「診療放射線技師のチー
ム医療へのかかわり方を考える」をテーマに「がん検診」「IVR」「救急医療」についてのディスカッショ
ン、女性活躍推進班パネルディスカッションでは「人材育成　新人教育について」をテーマに活発な討論
が繰り広げられることと期待しております。特別講演や市民公開講座については大会長が書いておられる
通りですし、入門セミナー・教育セミナー・教育講演・ハンズオンセミナー等々、地方大会としてはかな
り贅沢な企画ではないかと思います。
学術以外では、会場となる富山国際会議場の3階ホワイエからは天候にもよりますが、雄大な立山連峰
が一望できます。情報交換会もこのホワイエで行います。さすがに日が暮れてからは山並みを見ることは
できませんが、ちょっとした夜景を楽しむことが出来ますので多くの方々に参加していただきたいと思い
ます。そして鉄道ファンには富山ライトレール（ポートラム）に乗って、岩瀬浜観光はいかがでしょう
か？北前船廻船問屋が立ち並ぶ旧北国街道の街並みがご覧になれます。路面電車環状線（セントラム）に
乗車して市内をぶらっと散策もお薦めです。JR富山駅構内の「とやマルシェ」内には富山のお土産はも
ちろん、「お寿司」や「富山ブラックラーメン」なども堪能できます。また、新たな観光名所「富山県美
術館」や「富山環水公園」も訪れていただければと思います。美術館の屋上庭園は必見！環水公園内にあ
る「スタバ」は夜の景色が大変すばらしいと言われています。短い期間ではありますが、北陸新幹線が開
業し、7年前とは違う顔になった富山をお楽しみいただければ幸いです。

平成30年10月吉日
第11回中部放射線医療技術学術大会

副大会長　石浦　幸成
（公益社団法人富山県診療放射線技師会　会長）
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大　会　概　要

名　　　称：第11回中部放射線医療技術学術大会
第53回日本放射線技術学会中部支部学術大会
第27回中日本地域放射線技師学術大会

大会テ―マ：『	照于一隅	～	一隅を照らす放射線医療技術	～	』
会　　　期：2018年11月17日（土）・18日（日）
会　　　場：富山国際会議場（富山市大手町1－2）
大 会 ＨＰ：http://square.umin.ac.jp/CCRT11/index.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　日本診療放射線技師会

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

後　　　援：富山県、富山市、富山県教育委員会

第11回中部放射線医療技術学術大会事務局

第11回中部放射線医療技術学術大会事務局	
〒930-0194　富山県富山市杉谷2630
富山大学附属病院　放射線部内
TEL：076-434-7816
E-mail：ccrt2018@gmail.com

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
　本学術大会は当日のみの参加登録となります。　※事前参加登録は行っていません。

２）参加登録の手続き
　本学術大会での参加登録は、1階ロビーにて行います。該当の参加登録費を当日お支払い下さい。
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。

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（社会人除く）	 無　料	（学生証提示のこと）
・技術学会学生会員（社会人除く）		 無　料	（会員証提示のこと）

2 ．当日参加登録受付時間

・第1日目　11月17日（土）8：30～17：00
・第2日目　11月18日（日）8：15～12：00
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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の当日整理券配布と有効期限について

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整理券が必要です。

①整理券配布時間	　　　
第1日目　11月17日（土）9：00～	
第2日目　11月18日（日）8：15～
②配布場所　1階ロビー参加受付周辺
両日とも当日セミナー分のみ配布です。整理券がなくなり次第、配布を終了いたします。
③整理券有効時間
整理券の有効時間はセミナー開始5分後までとなります。時間を過ぎると権利が無効になります。た
だし、入場整理などで整理券をお持ちの方が開始時間に入場できていない場合はこの限りではありま
せん。
④キャンセル待ちについて
整理券に余りがある場合、キャンセルが発生した場合、開始20分前より各会場前で整理券を配布いた
します。

5 ．学術大会参加実績登録、企業展示、書籍販売、ドリンクコーナーについて

学術大会参加実績登録：3階ホワイエ
企業展示：2階特別会議室、2階ホワイエ
書籍販売：3階ホワイエ
ドリンクコーナー：3階ホワイエ

6 ．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。

7 ．喫煙者へのお願い

喫煙は1階ロビー分煙室でお願いいたします。
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
モードに設定してください。アラーム機能も解除してご入場してください。

9 ．クローク

3階ホワイエに設置されています。
開設時間
第1日目　11月17日（土）9：00	～	20：30	
第2日目　11月18日（日）8：15	～	15：30

　【注意事項】
　　以下の点をご承諾のうえ、クロークをお使い下さい。

・開設時間内に必ず受け取りをお願いします。
※終了後は翌朝まで荷物の引き渡しができません（その場合、翌朝までクロークは無人になります）
※最終日の終了後に残っている荷物については大会本部に移動します。
・引換証（子札）を紛失すると荷物の引き渡しができません。
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ご自分で子札の撮影するなどして番号の記録をおすすめします。
・貴重品、壊れ物、生鮮品等（要冷蔵・冷凍品など）を含む荷物はお預かりできません。
※壊れ物等が入っていた場合、壊れても責任は負いかねます。
・傘は単体でお預かりできません（スーツケースやバッグなどの荷物に収納してある場合はお預かり
できます）

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、簡潔に発言してください。
11．会館内のインターネット環境（Free Wi-Fi）

1階ロビー・2階ホワイエのSSID/「I.C.H.wireless1.2F」
3階ホワイエのSSID/「I.C.H.wireless3F」
パスワード共通/「kokusai1」　　　　　　　　※発表会場内はつながりません。

意　見　交　換　会

日　時：平成30年11月17日（土）18：30	～
場　所：富山国際会議場3階	ホワイエ		富山市大手町1番2号
電　話：076-424-5931　　
参加費：会員・非会員　5,000円（参加登録受付にて申し受けます）
　　　　学生　　　　　3,000円（参加登録受付にて申し受けます）

学術大会参加実績、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（参加証）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）	　
　詳細は、日本Ｘ線CT専門技師認定機構ホームページ参照	
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）救急撮影認定技師（日本救急撮影技師認定機構）
	6）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］
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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）	　
3階ホワイエにお越しください。

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	
発表データの登録は会場のPCで行います。
演題登録される方は、3	階ホワイエにて受付します。下記の期間に演題登録を行ってください。
11月17日（土）9：00	～	16：00
11月18日（日）8：15	～	12：00
当日の登録は該当セッション開始の１時間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）
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いたします。

2）一般演題発表時間	
発表時間は口演7分	＋	質疑3分を厳守ください。
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）一般演題発表終了の合図	
発表終了時（7分）にベル1回
質疑終了時（10分）にベル2回

4）発表に関する注意事項	
・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。
・発表用アプリケーションはWindows	PowerPoint2016を使用します。
・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。
・動画をご使用の場合は、動画ファイルもご持参ください。また、会場の	PC	では	Codecの関係で動
画が再生できない可能性があります。一般演題及びメインホール以外の大会企画プログラム発表の
方も含め、ご自身の	PC	と	VGA	アダプタもご持参下さい。
・音声は使用できません。
・発表者ツールは使用できません。
・お預かりした発表データは学術大会終了後、事務局で消去いたします。
・発表データのお持ち込みの方へ	（こちらを基本とします）	
・お持ち込みいただけるメディアはUSBフラッシュメモリのみです。
・CD-R、DVD-R、MO、フロッピーディスクは一切受け付けできません。
・メディアを介したウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフトでメディアにウ
イルスが感染してないことをご確認の上、お持ち込みください。

2．座長の皆様へ 

1）セッション開始30分前までに１階ロビー座長・演者受付へお越しください。
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。
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4）各セッションごとに優秀演題のご選出をお願いいたします。

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
実施してください。

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ている場合は、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ください。
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会　場　案　内　図

JR富山駅

電鉄富山駅

荒町

富山国際
会議場前
富山国際
会議場前

電気ビル前電気ビル前

電鉄富山駅・
エスタ前
電鉄富山駅・
エスタ前

富山国際
会議場前
富山国際
会議場前

大手モール大手モール

グランド
プラザ前
グランド
プラザ前

富山きときと空港富山きときと空港

電気ビル前電気ビル前

新富町新富町新富町新富町
電鉄富山駅・
エスタ前
電鉄富山駅・
エスタ前

桜橋

丸の内

県庁前

城址公園

至高岡

北陸新幹線

至新潟

至金沢

富山地方鉄道

●富山大和

●ANAクラウン
　プラザホテル富山

●富山電気
　ビルディング

●ANAクラウン
　プラザホテル富山

富山県庁●

CiC●

オーバード・
ホール
●

富山県民会館●
●富山市役所

●富山
　第一ホテル

●富山電気
　ビルディング

至魚津

至新潟至金沢

41

41

富山国際会議場
（大手町フォーラム）

富山市民プラザ

富山I.C
北陸自動車道

富山駅北富山駅北

富山駅

市
内
電
車（
セ
ン
ト
ラ
ム
）

市
内
電
車（
セ
ン
ト
ラ
ム
）

富山ライトレール

会 場 周 辺 図
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会　場　案　内　図

電鉄富山駅・エスタ前電鉄富山駅・エスタ前

バス・タクシー
乗り場

電鉄
富山駅

北陸新幹線
改札口

富山駅
あいの風とやま鉄道

JR高山線

総合
案内所

北
陸
新
幹
線
改
札
口

降
車
専
用
4
番
ホ
ー
ム

2
番
ホ
ー
ム

1
番
ホ
ー
ム

3
番
ホ
ー
ム

大
学
前
方
面
・
環
状
線
／
乗
車
専
用

降
車
専
用

南
富
山
駅
前
方
面
／
乗
車
専
用

市内電車乗り場
（富山駅構内）

富山国際会議場（大手町フォーラム）

〒930-0084　富山市大手町1番2号
TEL：076-424-5931（代）
URL：https://www.ticc.co.jp/

《交通のご案内》
■ JR富山駅より

市 内 電 車
（セントラム）

・

・
・

・
・

・
・

… 約7分「国際会議場前」下車

バ ス
徒 歩

…
…

約5分「城址公園前」下車　徒歩3分
城址大通りを南へ約15分

■ 富山きときと空港より
タ ク シ ー
バ ス

（空港連絡バス）

…
…

約20分
約25分「総曲輪（そうがわ）」下車　徒歩2分

■ お車で（北陸自動車道）
富山ICより約10分
富山西ICより約20分
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会　場　見　取　図

ANA
クラウン
プラザホテル
富山

地下連絡通路

メインホール

第1会場
メインホール

第1会場

ホワイエ

ホワイエ

204
第5会場

203
第4会場

202
第3会場

201
第2会場

204
第5会場

203
第4会場

202
第3会場

201
第2会場

205
第6会場

206
第7会場

205
第6会場

206
第7会場

特別
会議室

応接室

３F

2F

1F

入口

COMPACT
DELI
TOYAMA

イートイン
搬入口

控室1

控室2

控室3

控室1

控室2

控室3

エントランス
ホール

参加登録受付

中日本技師会会長会議、中日本技師会教育委員会は、
富山市民プラザ3FAVスタジオ（富山国際会議場より徒歩3分）で開催します。

企業展示

中部支部年会

ハンズオンセミナー
中部支部理事会
CCRT運営会議

発表演題受付
書籍販売

ポイント登録

クローク

意見交換会

大会本部

ドリンクコーナー

市
電
環
状
線
セ
ン
ト
ラ
ム

国際会議場前

ランチョン券

会 場 案 内 図

来賓・招待・座長・講師受付
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企 業 展 示 会 場 （ 2 F ）

2F

① 株式会社インテグラル Jpiジャパン株式会社
フジデノロ株式会社
ユニオンツール株式会社
東洋メディック株式会社
オリオン・ラドセーフメディカル株式会社
アクロバイオ株式会社
株式会社保科製作所
スター・プロダクト株式会社
株式会社大林製作所
株式会社マエダ

株式会社日立製作所
株式会社アゼモトメディカル
株式会社根本杏林堂
株式会社インフィニットテクノロジー
富士フイルムメディカル株式会社
EIZO株式会社
横河医療ソリューションズ株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン
コニカミノルタジャパン株式会社

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

⑪
ブース
番号 企 業 名 企 業 名ブース

番号

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

企業展示

企業展示応接室

11

1

5 6 7 8 9 10

2 3 4

12 13 14 15 16 17 18 19 20

企 業 展 示 会 場 （ ２ F ）
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第11回中部放射線医療技術大会　日程表（第1日目）
第1日目

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 受付 機器展示 機器展示 市民プラザ
メインホール 多目的会議室201 多目的会議室202 多目的会議室203 多目的会議室204 会議室205 会議室206 特別会議室 ホワイエ AVスタジオ

3F・4F
825人 100人 100人 100人 100人 24人 18人 100人

教育セミナー1

教育セミナー2

ランチョンセミナー1 ランチョンセミナー2 ランチョンセミナー3 ランチョンセミナー4

中部支部年会

　

　

第11回中部放射線医療技術大会　日程表　（第1日目）

入門セミナー
チーム医療において放射
線技師が担うべき役割

企
　
業
　
展
　
示

セッション14
教育・安全管理

セッション13
MR検査2

セッション10
放射線治療3

セッション3
CT検査3

セッション4
血管撮影・IVR

セッション5
X線撮影１

手術支援画像への
挑戦

セッション2
CT検査2 セッション6

放射線管理1

女性技師
活躍推進班

会議

中日本
技師会

教育委員会

シンポジウム

エックス線撮像技術

これからの線量管理に
必要な医療情報

開会式

中部支部
理事会 中日本

技師会
会長会議

キャノンメディカル
システムズ株式会社

伊藤忠商事
株式会社

富士フィルム富山化学
株式会社

第一三共
株式会社

セッション8
放射線治療1

セッション12
MR検査1

セッション11
放射線治療4

参
　
加
　
登
　
録
　
受
　
付

特別講演
急性期脳梗塞治療におけ
る非造影Dual-energy
CTによる“One-stop

Diagnosis”

意見交換会　

教育講演
学術研究の始め方と

論文作成の基礎

ハンズオン
セミナー1

超音波

ハンズオン
セミナー2

3D画像構築
（CTC）

セッション1
CT検査1

セッション9
放射線治療2

セッション7
画像工学
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第11回中部放射線医療技術大会　日程表（第2日目）
第2日目

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 受付 機器展示 機器展示
メインホール 多目的会議室201 多目的会議室202 多目的会議室203 多目的会議室204 会議室205 会議室206 特別会議室 ホワイエ

3F・4F
825人 100人 100人 100人 100人 24人 18人 100人

　

セッション17
CT検査4

教育セミナー4 臨床セミナー

ランチョンセミナー5 ランチョンセミナー6 ランチョンセミナー7 ランチョンセミナー8

第11回中部放射線医療技術大会　日程表　（第2日目）

企
　
業
　
展
　
示

人材育成 新人教育
について

特別企画

医療被ばく管理
について

各部位おすすめ
MR撮像法

診療放射線技師のチーム
医療へのかかわり方を考える

ハンズオン
セミナー3

超音波

ハンズオン
セミナー4

3D画像構築
（脳血管）

セッション24
MR検査3

セッション22
放射線治療6

セッション18
CT検査5

セッション15
X線撮影2

セッション26
放射線管理2

市民公開講座

セッション19
US・その他

運営会議

閉会式

株式会社
アゼモトメディカル

シーメンスヘルスケア
株式会社

日本メジフィジックス
株式会社

バイエル薬品
株式会社

セッション23
放射線計測

セッション21
核医学

セッション25
MR検査4

参
　
加
　
登
　
録
　
受
　
付

教育セミナー3

セッション20
放射線治療5

セッション16
乳腺撮影
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企　画　プ　ロ　グ　ラ　ム

特別講演 11月17日（土） 16：50～17：50　第1会場 ・ 3F メインンホール

『急性期脳梗塞治療における非造影Dual-energy CTによる“One-stop Diagnosis”』

富山大学大学院医学薬学研究部（医学）放射線診断・治療学　教授　野口　京　先生
座長：第11回中部放射線医療技術学術大会　大会長　森　　光一

特別講演 11月18日（日） 10：10～11：10　第1会場 ・ 3F メインホール

テーマ：医療被ばく管理について

座長：第11回中部放射線医療技術学術大会　副大会長　石浦　幸成
富山大学附属病院　放射線部　伊藤　　一

『医療被ばく管理に関する動向　－線量指標の活用と今後の展望－』

金沢大学　医薬保健研究域　保健学系　准教授　松原　孝祐

『日本診療放射線技師会の現状と課題　－医療被ばく低減における取組－』

公益社団法人　日本診療放射線技師会　副会長　佐野　幹夫

シンポジウム 11月17日（土） 14：40～16：40　第1会場 ・ 3F メインホール

テーマ：エックス線撮像技術 up date

座長：東海学院大学　健康福祉学部　服部　真澄
名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科　國友　博史

岐阜大学医学部附属病院　放射線部　廣田　　真

『一般撮影の条件設定に活用できるDQE測定について』

藤田医科大学病院　放射線部　鈴木　崇宏

『最新のDR装置を用いた胸部X線単純撮影における線質の最適化』

金沢大学　医薬保健研究域　保健学系　川嶋　広貴

『脊椎から下肢撮影まで立位撮影が求められる』

奈良県立医科大学附属病院　中央放射線部　安藤　英次

教育講演 11月17日（土） 13：40～14：30　第1会場 ・ 3F メインホール

座長：金沢大学附属病院　放射線部　松浦　幸広

『学術研究の始め方と論文作成の基礎』

公益社団法人　日本放射線技術学会　代表理事
群馬県立県民健康科学大学　教授　小倉　明夫
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入門講座 11月17日（土） 　9：30～11：10　第1会場 ・ 3F メインホール

テーマ：手術支援画像への挑戦

座長：藤田医科大学病院　放射線部　井田　義宏
富山ろうさい病院　中央放射線部　野水　敏行

『手術支援画像作の現状と将来』

富山ろうさい病院　中央放射線部　野水　敏行

『手術支援画像作成の基礎スキル』

・整形領域

富山ろうさい病院　中央放射線部　野水　敏行

・頭部領域

富山県済生会富山病院　放射線技術科　高橋　亮次

・腹部領域

石川県立中央病院　医療技術部放射線室　北中　章博

臨床セミナー 11月18日（日） 11：20～12：20　第2会場 ・ 2F 多目的会議室201

テーマ：診療放射線技師のチーム医療へのかかわり方を考える

座長：JCHO高岡ふしき病院　放射線科　原田　淳也
富山県済生会富山病院　放射線技術科　石崎宗一郎
石川県立中央病院　医療技術部放射線室　奥村　悠祐

『がん検診実施機関で構築するチーム医療』

ぎふ綜合健診センター　健診部健診課　吉川　典子

『チーム医療へのかかわり方（IVR）』

三重大学医学部附属病院　中央放射線部　井上　勝弘

『当院の救急医療における放射線技師の現状と役割』

大垣市民病院　診療検査科　市川　宏紀
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JART人材育成委員会女性活躍推進班　中日本ブロック　Brilliant7 《パネルディスカッション》

11月18日（日）   8：30～10：00　第2会場 ・ 2F 多目的会議室201

テーマ：人材育成　新人教育について

座長：JA三重厚生連　松阪中央総合病院　中央放射線科　川野　聡子
やわたメディカルセンター　病歴統計課　北出真寿美

パネリスト：岐阜医療科学大学　保健学科学部　放射線技術学科　小野木満照
鈴鹿医療科学大学　放射線技術科学科　武藤　裕衣

小牧市民病院　放射線科　安井真由美
富山大学附属病院　放射線部　清水　祐子

富山市立富山市民病院　放射線技術科　池田　香織
聖隷三方原病院　画像診断部　山本　絢加
福井総合クリニック　放射線課　西郡　健太

やわたメディカルセンター　放射線課　本村　麻貴
富山大学附属病院　放射線部　澤田石　俊

教育セミナー1 （放射線治療研究会） 11月17日（土）   9：30～10：20　第2会場 ・ 2F 多目的会議室201

座長：富山大学附属病院　放射線部　白崎　展行

『チーム医療において放射線技師が担うべき役割－放射線治療現場と企業の経験から－』

日立製作所	ヘルスケアビジネスユニット放射線治療システム部　薮田　和利　先生

教育セミナー2　（医療情報システム研究会） 11月17日（土）  10：30～11：20　第2会場 ・ 2F 多目的会議室201

座長：富山大学附属病院　放射線部　伊藤　　一

『これからの線量管理に必要な医療情報』

福井大学医学部附属病院　放射線部　大谷友梨子

教育セミナー3　（CT研究会） 11月18日（日） 　8：30～10：00　第1会場 ・ 3F メインホール

座長：藤田医科大学		医療科学部　放射線学科　辻岡　勝美
金沢大学附属病院　放射線部　高田　忠徳

『初心者でもわかるデュアルエネルギーCTの原理とポテンシャル』

金沢大学　医薬保健学域　保健学系　市川	　勝弘

『Dual energy CTの臨床活用』

岐阜大学医学部附属病院　放射線部　三好　利治
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教育セミナー4　（MR研究会） 11月18日（日） 11：20～12：10　第1会場 ・ 3F メインホール

テーマ：各部位おすすめMR撮像法

座長：福井県立病院　放射線室　村中　良之

『頭部領域のMR撮像（脳腫瘍を中心に）』

富山大学附属病院　放射線部　長濱　航永

『腹部骨盤領域における私の印象に残った検査』

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

『整形領域　～腰椎撮像で知っておきたいこと～』

金沢大学附属病院　放射線部　林　　弘之

市民公開講座 11月18日（日） 13：30～14：30　第1会場 ・ 3F メインホール

司会：第11回中部放射線医療技術学術大会　大会長　森　　光一

『機械で臓器を作れるか？医工学による医療の進歩への挑戦』

富山大学　工学部　工学科　生命工学コース　教授　中村　真人　先生
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ハ ン ズ オ ン セ ミ ナ ー

ハンズオンセミナー1　　 11月17日（土） 13：30～15：00　第6会場 ・ 2F 会議室205

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

『超音波～腹部・整形・頚動脈～』

講師：城北病院　放射線部　坂倉　正樹
市立敦賀病院　放射線室　河野　晃代

金沢医科大学病院　中央放射線部　山村　　博

ハンズオンセミナー2 11月17日（土） 13：30～15：00　第7会場 ・ 2F 会議室206

共催：アミン株式会社

『3D画像構築～CTC～』

講師：富山県済生会富山病院　放射線技術科　野崎　春奈
富山県済生会富山病院　放射線技術科　前多　尚人

ハンズオンセミナー3 11月18日（日） 　9：00～10：30　第6会場 ・ 2F 会議室205

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

『超音波～腹部・整形・頚動脈～』

講師：城北病院　放射線部　坂倉　正樹
市立敦賀病院　放射線室　河野　晃代

金沢医科大学病院　中央放射線部　山村　　博

ハンズオンセミナー4 11月18日（日） 10：40～12：10　第7会場 ・ 2F 会議室206

共催：アミン株式会社

『3D画像構築～脳血管～』

講師：富山県済生会富山病院　放射線技術科　上田　周平
富山県済生会富山病院　放射線技術科　高橋　亮次
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ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー

ランチョンセミナー1 11月17日（土） 12：00～13：00　第1会場 ・ 3F メインホール

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

座長　　富山大学附属病院　放射線部　副診療放射線技師長　伊藤　　一

『画像診断とAIの融合～CT・MRI装置の最新情報～』

キヤノンメディカルシステムズ株式会社　中部支社　CTクリニカルリサーチ担当　伊藤　恭子
キヤノンメディカルシステムズ株式会社　中部支社　営業推進部　鈴木　道貴

ランチョンセミナー2 11月17日（土） 12：00～13：00　第2会場 ・ 2F 多目的会議室201

共催：伊藤忠商事株式会社

座長　　金沢大学附属病院　放射線部　小島　礼慎

『MRIガイド放射線治療装置「MRIdianLinac」のご紹介』

伊藤忠商事株式会社　中島　　聖

ランチョンセミナー3 11月17日（土） 12：00～13：00　第3会場 ・ 2F 多目的会議室202

共催：富士フイルム富山化学株式会社

座長　　富山大学附属病院　放射線部　山本　　健

『頭蓋内硬膜動静脈瘻のCT・MRI診断：3D-TOF MRAとASLの有用性』

富山大学大学院医学薬学研究部（医学）放射線診断・治療学　教授　野口　　京　先生

ランチョンセミナー4 11月17日（土） 12：00～13：00　第4会場 ・ 2F 多目的会議室20

共催：第一三共株式会社

座長　　富山ろうさい病院　中央放射線部　野水　敏行

『新たな包括的心臓CTに必要な技術』

医療法人	春林会　華岡青洲記念	心臓血管クリニック　理事・診療技術部長　山口　隆義
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ランチョンセミナー5 11月18日（日） 12：20～13：20　第2会場 ・ 2F 多目的会議室201

共催：シーメンスヘルスケア株式会社

座長　　金沢大学附属病院　放射線部　診療放射線副技師長　高田　忠徳

『シーメンス社製MRI･CT装置の最新情報提供“Precision Medicine実現に向けたアプローチ”』

シーメンスヘルスケア株式会社　ダイアグノスティックイメージング事業本部　MR事業部　北野　真司
シーメンスヘルスケア株式会社　ダイアグノスティックイメージング事業本部　CT事業部　佐々木信治

ランチョンセミナー6 11月18日（日） 12：20～13：20　第3会場 ・ 2F 多目的会議室202

共催：日本メジフィジックス株式会社

座長　　浅ノ川総合病院　中央放射線部　井坂　雅人

『知っておきたい認知症診療と脳画像診断』

金沢医科大学病院　認知症センター　副センター長　入谷　　敦

ランチョンセミナー7 11月18日（日） 12：20～13：20　第3会場 ・ 2F 多目的会議室203

共催：バイエル薬品株式会社

座長　　富山県済生会富山病院　放射線技術科　藤本　勝明

『効果的な造影MRI検査を施すために』

バイエル薬品株式会社　アプリケーションサービス　統括マネージャー　水内　宣夫

ランチョンセミナー8 11月18日（日） 12：20～13：20　第4会場 ・ 2F 多目的会議室204

共催：株式会社アゼモトメディカル

座長　　藤田医科大学病院　放射線部　副部長　井田　義宏

『循環器専門病院におけるAzemoto Medical Dose Systemシリーズ“朱雀”の使用経験』

医療法人社団健心会　みなみ野循環器病院　望月　純二
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一 般 演 題 プ ロ グ ラ ム

11月17日（土）　第2会場・2Ｆ多目的会議室201

13：40～14：30　セッション1　CT検査1（臨床技術1）

座長：金沢医科大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門　長田  弘二

001 椎体形成術におけるO-MARの有用性

医療法人全医会　あいちせぼね病院　川村　　忠
002 頭部CTにおけるAPMC再構成とHALF再構成でのモーションアーチファクト低減の比較

市立四日市病院　吉田　将人
003 CNRを用いた手指伸筋腱・屈筋腱描出条件の検討

豊川市民病院　放射線技術科　鈴木　亮達
004 Iodine mapを用いた頸動脈ステント留置術における血管内腔描出能の基礎検討

富山県立中央病院　画像技術科　中島宗一朗
005 肺がんCT検診撮影におけるCT-AECの最適SD設定に関する検討

富山市立富山市民病院　放射線技術科　土田勇太郎

14：40～15：20　セッション2　CT検査2（被ばく・線量評価）

座長：JCHO四日市羽津医療センター　放射線部　磯部  好孝

006 歯科用Cone Beam CT（CBCT）検査におけるCT Dose Index（CTDI）の適用評価

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　兵藤　早紀
007 尿管結石破砕後の腹部CT撮影における被ばく低減の検討

恵寿総合病院　放射線課　永草　大輔
008 X線CT装置におけるCOBRA法を用いたボウタイフィルタの形状推定とその検証

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　吉野　孝佑
009 多時相CT撮影でのX線管の開始角度変化による局所被ばく線量の低減

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　斉藤　大貴

15：40～16：30　セッション3　CT検査3（画質・物理評価1）

座長：愛知医科大学病院　中央放射線部　清水  　希

010 Dual energy CTにおける仮想単色X線画像の画質評価

金沢医科大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門　本田梨沙子
011 Dual source CTにおける被写体サイズおよび位置依存性がDE解析に与える影響

金沢医科大学病院　中央放射線部　田村　能之
012 画像ベースのノイズ低減処理による冠動脈CT画像の高画質化

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　藤本　セナ
013 ワークステーション搭載型ノイズ低減処理ソフトiNoirにおける体軸方向の物理評価

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　柿本　　真
014 ファントムサイズの違いによるCT値変化の測定

福井大学医学部附属病院　放射線部　大谷　　昂
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11月17日（土）　第3会場・2Ｆ多目的会議室202

10：30～11：20　セッション4　血管撮影・ＩＶＲ

座長：市立敦賀病院　医療技術部放射線室　山崎　　厳

015 血管造影での左室造影の駆出率解析をマニュアル化することによる解析結果の変化について

富山県立中央病院　画像技術科　豊田　由高
016 Flow Diverter（脳動脈瘤治療用ステント）のサイズ決定のための多軸血管撮影装置の計測精度の検討

富山大学附属病院　放射線部　澤田石　俊
017 ノイズ低減処理を用いたIVR装置の被ばく低減および基本的画質特性の評価

名古屋市立大学病院　大竹　崇仁
018 cone beam CTの撮影条件や再構成関数による画質特性の違い

市立四日市病院　吉田　将人
019 血管撮影装置における距離計測精度の検証

藤田医科大学病院　放射線部　野崎　尚大

13：40～14：30　セッション5　X線撮影1（その他）

座長：市立四日市病院　医療技術部中央放射線室　丹羽  正厳

020 スロットラジオグラフィにおける寝台-被写体間距離とスリット上での被写体の位置が及ぼす画像の歪みの検討

富山市立富山市民病院　放射線技術科　山﨑　竣也
021 胸部単純X線写真（立位正面）における経時差分処理の使用経験

聖隷富士病院　放射線課　木村　拓馬
022 仮想人体ファントム（4D extended cardiac-torso phantom）を用いた胸部X線動態撮影の撮影方向の検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　石原のぞみ
023 カーボンナノチューブ（CNT）を用いた次世代X線源による呼吸・心電同期トモシンセシスの初期検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　松尾　優希
024 胸部X線動態撮影による血流動態解析の基礎的検討：肺血流計測能の評価

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　浅野　友希

14：40～15：30　セッション6　放射線管理1

座長：協立総合病院　放射線科　南保　　修

025 診断用X線防護衣の廃棄基準設定と保守管理方法の改善

公立南砺中央病院　診療技術部　放射線室　本田　優樹
026 空間散乱線分布の把握による術者及びスタッフの散乱線被ばく低減への試み

社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部　傍嶋　佑哉
027 ポータブル撮影におけるCR用装置とFPD用装置の散乱線評価

社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部　竹内　大貴
028 Dual Source CTのDual Energyスキャン時の防護衣の防護効果の検証

川崎医療福祉大学　医療技術学部　診療放射線技術学科　竹井　泰孝
029 ポータブル撮影装置におけるCR及びFPD使用時の被ばく線量と時間分解能の評価

社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部　大崎　　純
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15：40～16：40　セッション7　画像工学

座長：金沢大学附属病院　放射線部　安達　勇人

030 マンモグラフィソフトコピー診断における高輝度モニターの有効性

岐阜医療科学大学　保健科学部　放射線技術学科　谷口　　昂
031 小児胸部X線画像のAI-CAD～Mask RCNNを用いた肺野領域抽出の予備的検討～

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　魚住　春日
032 トモシンセシス画像におけるRadiomic特徴量を用いた乳腺腫瘍の良悪性鑑別

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　酒井　彩加
033 Deep convolutional neural networkを用いた頭部MR画像における脳梗塞の病型自動分類手法の開発

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　市田あす香
034 Deep Learningを用いたVirtual DSAの開発～デジタルファントムを用いた予備的検討～

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　木村　竜誠
035 Deep  convolutional  neural  networkを用いた非造影乳房MR画像における乳癌領域の自動検出手法の開発

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　小野瑛見子

11月17日（土）　第4会場・2Ｆ多目的会議室203

10：30～11：20　セッション8　放射線治療1（臨床技術）

座長：浅ノ川総合病院　放射線部　石黒　　充

036 骨転移に対し緩和的照射を行った患者における痛みの評価尺度と患者移動量の関係

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部　田中　健登
037 ペースメーカが近接する腫瘍に対してFFFを使用した肺体幹部定位照射の経験

愛知医科大学病院　中央放射線部　中村　和彦
038 Non-coplanar VMATが有用であった頭部血管肉腫症例

愛知医科大学病院　中央放射線部　金田　直樹
039 頭部固定用マスクのIntra-fraction motionの評価

福井赤十字病院　放射線科部　西島　大貴
040 頭部放射線治療における患者固定用枕の違いによるinterfractional errorの評価

名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科　目方　祐司

13：40～14：30　セッション9　放射線治療2（品質管理）

座長：福井県済生会病院　　画像診断センター　吉本  直也

041 体表面整位ナビゲーションシステムによる整位教育の重要性

大垣市民病院　医療技術部　診療検査科　放射線治療室　田中　敬介
042 金属マーカートラッキングの回転方向における位置照合精度の検証

五福脳神経外科　富山サイバーナイフセンター　岩田　裕太
043 3D体表面位置合わせシステムにおけるアイソセンタ精度の基礎的検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　伊藤　達也
044 放射線治療の３D体表面位置合わせシステム使用に対するTime Study

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　浜頭　孝成
045 左乳房深吸気息止め照射における自発的深吸気息止め法のセットアップ再現性

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部　北川　智基
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14：40～15：20　セッション10　放射線治療3（DIR・検証）

座長：伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　河口　洋平

046 4Dプラットフォームの開発

トヨタ記念病院	放射線科　高橋　宏典
047 ポリマーゲル線量計を用いたDeformable Image Registrationによる合算線量分布の精度検証方法

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　太田あず沙
048 Deformable image registrationによるrigid registrationからの精度向上についての検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　大澤　　翼
049 当院におけるIMRT検証方法の推移がもたらす効果について

富山県立中央病院　画像技術科　野村　　実

15：40～16：30　セッション11　放射線治療4（線量管理）

座長：岐阜県立多治見病院　中央放射線部　鎌田　茂義

050 異なる材質のマスク固定台が線量へ与える影響の検討

愛知県がんセンター中央病院　磯村　泰己
051 DLG/MLC TFの最適化　－VMATー

福井赤十字病院　放射線科部　大西　一幸
052 治療衣やタオルの有無による皮膚線量の変化

聖隷浜松病院　放射線部　赤石　聡美
053 ３D-CRT optimize機能を用いた前立腺多門照射の最適化に関する検討

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　金森茉衣乃
054 頭頚部放射線治療計画用CTへのorgan effective modulationの導入

静岡県立静岡がんセンター　放射線・陽子線治療センター　滝口　京佑

11月17日（土）　第5会場・2Ｆ多目的会議室204

10：30～11：20　セッション12　MR検査1（臨床技術1）

座長：福井県済生会病院　画像診断センター　荒井  啓介

055 Synthetic MRIへのパラレルイメージングと圧縮センシング技術の応用

岐阜大学医学部附属病院　八重樫良平
056 Barricade コイルを使用した脳動脈瘤コイル塞栓術後の流入血流評価における基礎的検討

富山県済生会富山病院　放射線技術科　中居香菜恵
057 乳腺領域におけるReadout segmented（RS） EPIの撮像条件の検討

富山大学附属病院　放射線部　熊野　　恵
058 肝の脂肪含有率測定におけるROI設定についての検討

大垣市民病院　医療技術部　診療検査科　機能診断室　伊藤　清華
059 弾性ファントムを用いたMRエラストグラフィ（MRE）の基礎特性

大垣市民病院　傍島　篤洋
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14：40～15：20　セッション13　MR検査2（性能評価）

座長：石川県立中央病院　医療技術部放射線室　北中　章博

060 クロストークアーチファクトの基礎的検討

坂井市立三国病院　診療技術部　放射線科　渋江　　徹
061 パラメータ変更によるSNRの比較検討

岐阜市民病院　中央放射線部　広瀬　茂樹
062 3D-VIBEのSlice厚とSlice resolutionの違いが実効Slice厚に与える影響

富山県済生会富山病院　放射線技術科　山本由利子
063 Iterative Noise Reductionにおける空間的な信号雑音比の評価

名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科　水野　恭佑

15：40～16：30　セッション14　教育・安全管理

座長：富山赤十字病院　放射線技術課　廣瀬　　正

064 当院における放射線業務の安全の質管理マニュアル（Ver.2）を用いた調査報告 

三重厚生連　鈴鹿中央総合病院　放射線科　濱田　大輔
065 当院の新人教育の方法について

大垣市民病院　医療技術部　診療検査科　梅本　　伸
066 当院における新人放射線技師の教育プログラム

社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部　渡邉　一正
067 一般撮影およびポータブル撮影における再撮影低減への試み

金沢医科大学氷見市民病院　中央放射線部　水谷　麻央
068 医療従事者における心肺蘇生法の技術評価と教育方法

金沢医科大学氷見市民病院　中央放射線部　竹越　智久

11月18日（日）　第5会場・2Ｆ多目的会議室201

10：10～11：10　セッション15　X線撮影2（物理評価）

座長：安城更生病院　放射線技術科　小田  耕司

069 腹部ポータブル撮影における散乱線補正処理の有用性の検討

豊橋市民病院　山田　友紀
070 散乱線補正技術を用いた胸部ポータブル撮影条件の基礎的検討

藤田医科大学病院　放射線部　尾崎　一樹
071 胸部単純X線撮影における散乱線低減処理効果の検討

三重厚生連　中央放射線科　磯田知佳子
072 高精細FPDにおける画質特性に基づく線量低減率の評価

名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科　西脇　祐太
073 物理特性の比較に基づくFPD長尺撮影条件の検討

富山大学附属病院　放射線部　寺林　多輝
074 補助循環用ポンプカテーテル使用時のFPD誤動作に関する検討

富山大学附属病院　放射線部　中野　李保
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11月18日（日）　第5会場・2Ｆ多目的会議室202

9：10～10：00　セッション16　乳腺撮影

座長：名古屋大学医学部附属病院　医療技術部　放射線部門　飯田　葉子

075 ディジタル乳腺トモシンセシスにおける被写体厚と管球振り角が再構成画像に与える影響 

名古屋大学医学部附属病院　小芝有美子
076 乳房コンベンショナル画像とトモシンセシス合成二次元画像における石灰化検出能の検討

医療法人　豊田会　刈谷豊田総合病院　小沢　史奈
077 乳房領域における乳腺量計測機能の有用性の検討

名古屋市立西部医療センター	中央放射線部　岡　　美希
078 DICOMデータを用いたデジタルマンモグラフィ撮影の線量調査

藤田医科大学病院　放射線部　中村美友紀
079 マンモグラフィの圧迫に伴う乳房への圧力に関する検討

岐阜医療科学大学　保健科学部　放射線技術学科　杉浦　咲希

10：10～11：10　セッション17　CT検査4（臨床技術2）

座長：富山県立中央病院　画像技術科　森岡　祐輔

080 Test Injection法を用いた下肢CTAの撮影速度に関する検討

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
081 MRI用造影剤を用いた頭部CTAngiographyの基礎的検討

市立四日市病院　医療技術部　中央放射線室　倉谷　洋佑
082 シミュレータを用いた頭部CTAのボーラストラッキング法におけるカラー表示の有効性の検討

鈴鹿回生病院　放射線科　水井　雅人
083 Vascular　Access Device　を用いた造影CTの基礎的検討

JCHO　四日市羽津医療センター　磯部　好孝
084 冠動脈CTにおける造影効果増強アプリケーションの初期検討

富山県済生会富山病院　放射線技術科　麦谷　　健
085 アダムキュービッツ動脈CTAの最適な撮影条件の検討

名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科　渡辺　聖太

11：20～12：10　セッション18　CT検査5（画質・物理評価2）

座長：社会医療法人厚生会　木沢記念病院　放射線技術部　酒向　健二

086 新しいアルゴリズムを使用したピッチ可変型スキャンの物理特性

愛知県がんセンター中央病院　中村　早紀
087 超高精細CTにおけるDeep Learningを用いた画像再構成の基礎的検討

藤田医科大学病院　放射線部　桐生　　輝
088 管電圧自動最適化機構における逐次近似応用再構成を用いた画質評価

豊川市民病院　放射線技術科　喜田　康敬
089 MPR画像に使用する異方性を考慮した鮮鋭化フィルタの考案

愛知県がんセンター中央病院　放射線診断・IVR部　木村　昌裕
090 軟部CT画像に用いる周波数処理関数と逐次近似強度の組合せによる物理評価

富山大学附属病院　放射線部　山本　　健
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11月18日（日）　第4会場・2Ｆ多目的会議室203

8：30～9：10　セッション19　US・その他

座長：厚生連高岡病院　画像診断部　野尻　智子

091 当院におけるAi（Autopsy imaging）マニュアルの作成と標準化

社会医療法人　畿内会　岡波総合病院　放射線部　加納　拓真
092 上部消化管X線検査における撮影技師の経験年数による線量への影響

聖隷健康サポートセンターShizuoka　放射線課　小松　悠太
093 粘性ファントムを用いたShear　wave　Elastography（SWE）の評価

大垣市民病院　診療検査科　形態診断室　丹羽　文彦
094 当院における乳房超音波装置の精度管理の試み

社会医療法人　厚生会　木沢記念病院　山田真由美

9：20～10：00　セッション20　放射線治療5（治療計画）

座長：浜松医科大学医学部附属病院　放射線部　坂本　昌隆

095 救済体幹部定位放射線治療における計算グリッドサイズが脊柱管内線量に与える影響

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部　清水　秀年
096 陽子線治療における蛍光ガラス線量計の応答特性の検討

藤田医科大学　医療科学部　放射線学科　永田　順也
097 陽子線治療における出力線量誤差・位置誤差が治療計画に与える影響

藤田医科大学　大学院　保健学研究科　大見　悠太
098 照射野係数算出における半導体検出器の注意点

金沢医科大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門　林　　亮子

10：20～11：10　セッション21　核医学

座長：岐阜大学医学部附属病院　放射線部　石原　匡彦

099 空間適応型ノイズ除去処理のパラメータ変更による骨シンチグラフィ解析ソフトウェアの検出能への影響の検討

富山大学附属病院　放射線部　高田　　圭
100 線条体イメージングのSBR算出における脳室除去処理の検討

豊川市民病院　放射線技術科　阿部　将己
101 201Tlを用いたSPECT装置の施設間校正

金沢医科大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門　齊藤　久紘
102 ダットスキャンにおけるSPECT画像のSBRと骨SPECT定量評価ソフトによるSUVの比較検討

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科　加藤　大貴
103 脳血流SPECT検査において，体動による頭の傾きが画像に与える影響の検討

福井赤十字病院　放射線部　吉岡　千絵

11：20～12：10　セッション22　放射線治療6（画像評価）

座長：富山県立中央病院　画像技術科　北川　雅康

104 治療用Cone-Beam CTにおける電子密度変換の基礎検討

公立松任石川中央病院　医療技術部　放射線室　舟本　和彰
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105 密封小線源治療用アプリケータの金属アーチファクト低減に向けた試み

金沢大学附属病院　放射線部　黒川　聖悟
106 前立腺癌の放射線治療計画CTにおける低線量逐次近似再構成画像の可能性

静岡県立静岡がんセンター　放射線・陽子線治療センター　吉田　　司
107 ファーマ形電離箱線量計と円柱形PMMAファントムを用いたkV-CBCT線量評価法の撮影条件最適化への利用

浜松医科大学医学部附属病院　放射線部　坂本　昌隆
108 放射線治療用のEPIDの物理的画質特性の評価に関する基礎的検討

藤田医科大学病院　放射線部　岡本　千鶴

11月18日（日）　第4会場・2Ｆ多目的会議室204

8：30～9：10　セッション23　放射線計測

座長：高岡市民病院　放射線技術科　上野　博之

109 改良型Pbスリットを用いたCT装置の半価層測定

川崎医療福祉大学　医療技術学部　診療放射線技術学科　竹井　泰孝
110 透視撮影検査における術者の水晶体線量測定に用いる小型線量計の特性評価

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　吉田　紗優
111 ＰＨＩＴＳによる診断用Ｘ線の後方散乱係数の推定精度に関する検討

金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻　田邉　哲大
112 新DR回診車導入における基礎的検討

岐阜大学医学部附属病院　放射線部　八神　興季

9：20～10：00　セッション24　MR検査3（性能評価・安全管理）

座長：聖隷三方原病院　画像診断部　天野　智康

113 当院のオープンタイプＭＲ装置におけるJoint Coilの使用角度についての検討と患者負担軽減への試み

医療法人　風早会　外科野崎病院　須賀　龍也
114 小児（新生児）用頭部コイルを用いた他部位撮影の応用に向けた予備的検討

社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部　眞野沙也加
115 MRI検査におけるカラー・コンタクトレンズの影響【第一報】

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科　佐藤　彩花
116 MRI検査におけるカラー・コンタクトレンズの影響【第二報】

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科　福田　彩華

10：20～11：10　セッション25　MR検査4（臨床技術2）

座長：富山大学附属病院　放射線部　棚橋　陽介

117 シェーグレン症候群のMRシアログラフィー（MRS）の最適条件の検討

金沢医科大学病院　中央放射線部　加藤　靖博
118 Hyper Senseを用いた頭部MRA撮像条件の検討

聖隷浜松病院　放射線部　徳永　雄大
119 Duo Chem Satを用いた脂肪抑制画像の画質評価

聖隷浜松病院　放射線部　山口友花里
120 ３ＴＭＲＩ装置における拡散強調画像の脂肪抑制　水選択励起（Ｂｒｅａｓｔ　mode）法の検討

中東遠総合医療センター　診療技術部　診療放射線室　川瀬　俊浩
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121 DIXON法の撮像方法の違いが脂肪含有率測定に与える影響

藤田医科大学病院　放射線部　田端　大輝

11：20～12：10　セッション26　放射線管理2

座長：大垣市民病院　診療検査科　髙田　　賢

122 カテーテルアブレーションにおける放射線防護キャビンの有用性

トヨタ記念病院　放射線科　鈴木　聡真
123 幼児X線撮影時における姿勢補助者の散乱線による被ばく線量評価

社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　技術放射線科　伊藤　祐介
124 放射線誘導性細胞損傷とタウリン発現変動

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科　山下　剛範
125 デジタルブレストトモシンセシス撮影における介助者被ばく評価

半田市立半田病院　放射線技術科　石田　仁美
126 膝関節軸位撮影（Skyline法）における患者体幹部被ばく線量評価

静岡県立総合病院　放射線技術室　村田　昌也
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講 演 要 旨

特別企画 11月17日　16：50～17：50　第1会場 メインホール3F・4F

急性期脳梗塞治療における非造影 Dual-energy CT による“One-stop Diagnosis”

富山大学大学院医学薬学研究部（医学）	放射線診断・治療学　教授　野口　京

　急性期脳梗塞の血栓回収術前後に必要な情報は、非造影Dual-energy	CT のみで得ることができる可能性
ある。Single-energy	CT にて薄いスライス厚を用いれば、8割の症例にて ”hyperdense	sign” が認められる
と報告されているが、薄いスライス厚の高エネルギー画像では、9割以上の症例にて、”hyperdense	sign”	
として正確に診断することが可能である（未発表データ）。非造影のDual-energy	CT にて出血を除外し、
内頚動脈終末部あるいは中大脳動脈水平部に典型的な ”hyperdense	sign” が観察されれば、血栓回収術を施
行するために必要な情報が揃うことになる。臨床現場にて数分以内で作成が可能であるX-map にて、早期
虚血変化の評価をサポートすることもできる。非造影Dual-energy	CT のみによる評価は、血栓回収術前に
おける最短の画像診断プロトコールとなり得る。急性期脳梗塞治療は開始が早いほど予後が良好であるこ
とが知られており、このプロトコールは極めて有用と思われる。さらに、血栓回収術治療後も非造影Dual-
energy	CT を施行することで、仮想非造影画像にて出血とヨード造影剤を区別できる。仮想非造影画像お
よびX-map にて、治療後の最終的な脳梗塞の範囲を正確に診断することもできる。つまり、急性期脳梗塞
治療の前後において、非造影Dual-energy	CTのみによる “One-stop	diagnosis” が可能である。この講演では、
自験例を用いて頭部領域の非造影Dual-energy	CT アプリケーションについて説明する。

【履歴】
1991 年　富山医科薬科大学医学部卒業、富山医科薬科大学附属病院	助手
1993 年　秋田県立脳血管研究センター放射線科	研修医
1996 年　富山医科薬科大学医学部	助手
2002 年　米国ペンシルベニア大学神経放射線部門	流動研究員
2006 年　富山大学大学院医学薬学研究部（医学）講師
2007 年　富山大学大学院医学薬学研究部（医学）准教授
2013 年　富山大学大学院医学薬学研究部（医学）教授

【受賞歴】
第 102 回北米放射線学会（RSNA）	にて優秀賞（Certificate	of	Merit）
第 103 回北米放射線学会（RSNA）	にて優秀賞（Certificate	of	Merit）
第 56 回米国神経放射線学会（ASNR）	にて最優秀賞（Summa	Cum	Laude）
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特別企画 11月18日　10：10～11：10　第1会場 メインホール3F・4F

医療被ばく管理に関する動向　－線量指標の活用と今後の展望－

金沢大学	医薬保健研究域	保健学系　准教授　松原孝祐

　本年 4月の診療報酬改定において画像診断管理加算 3が新設され、その施設基準として、適切な被ばく線
量管理を行っていることが要求されている。また、厚生労働省の医療放射線の適正管理に関する検討会から
は、医療被ばくの正当化のための医師・歯科医師に対する研修の実施、医療被ばくの最適化のための放射線
診療従事者に対する研修の実施、診断参考レベルに基づく線量および放射性医薬品の投与量の管理、および
被ばく線量が相対的に高い検査の放射線被ばく線量の記録等を実施するという対応方針が示されている。
このような状況の中で、各医療施設において医療被ばくを適切に管理するための体制を構築することは

急務である。2015 年に医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）より公開された診断参考レベルは最適
化のための有効なツールであるが、各医療施設で被ばく線量が管理されていないと、診断参考レベルと自施
設の代表的な線量を比較することすらできない。また。診断参考レベルに強制力はないため、各医療施設が
積極的に対応を行わない限りは、被ばく線量の最適化は進まない。
　被ばく線量の最適化のためには、それぞれの装置から出力される線量指標をいかに管理し、有効活用して
いくかが鍵となる。近年ではさまざまな被ばく線量管理システムが市場に出回っており、これらのシステム
を活用すれば、それぞれの装置から出力された線量指標の収集、管理および解析が可能となる。しかし、シ
ステムを導入できない場合でも、工夫次第で医療被ばく管理は十分に可能である。置かれている状況は各医
療施設によって異なるものの、最適な線量で画像診断が受けられることは患者にとっても有益であり、患者
の立場に立った医療被ばく管理の実施が望まれる。

日本診療放射線技師会の現状と課題　～医療被ばく低減における取り組み～

公益社団法人	日本診療放射線技師会　副会長　佐野幹夫

　昨年 4月、厚生労働省内に医療放射線の適正管理に関する検討会が設置され、本年までに第 5回が開催さ
れた。目的は放射線診断機器の急速な進歩と新たな放射線医薬品を用いた核医学治療が国内に導入される中、
各医療機関が医療放射線を安全に取り扱うための適正な管理の必要性から設置に至った。そして、医療被ば
くの正当化のための医師・歯科医師に対する研修、最適化のための放射線診療従事者等に対する研修、医療
被ばくの最適化のための医療放射線の安全管理の推進を目的とした改善のための方策として、DRL に基づ
く線量及び放射性医薬品の投与量の管理と被ばく線量が相対的に高い検査の被ばく線量の記録が義務付けら
れた。このことは医療安全に焦点を向けた背策であり、従来より被ばく管理を医療現場の最前線で施行して
きた我々にとって規制は、大いに望むところである。改正省令の施行は平成 2020 年 4 月予定であるが、安
全管理責任者による研修や安全管理の策定そして線量管理システムの構築など各医療機関への対応が迫られ
る。しかし小規模医療施設の対応には困難が予想され、本会からの協力体制が必要不可欠となろう。
さて、本会は医療被ばく低減に関する事業の活動は、以前より様々な取り組みを行っている。1994 年に

BSS（国際基本安全基準）に規制免除レベルが国内に取り入れられたのを契機に本会は「医療被ばく低減
への事業」に本格的に取り組んできた。1999 年に安全で安心な放射線医療を提供する為に「放射線機器管
理士」「放射線管理士」の認定や 2000 年には「医療被ばくガイドライン（低減目標値）」の普及、2005 年に
「実践医療被ばく線量評価セミナー」を開催、2006 年からは「医療被ばく低減施設」認定事業を開始し、東
日本大震災の影響を受け、環境放射線や医療放射線被ばく相談の増大に伴い、2014 年には環境放射線・医
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療放射線被ばく・放射線カウンセリングを中心に体系的な知識を学び、外部・内部被ばくの相違を踏まえ、
放射線災害時の被ばく相談を考慮したリスク・コミュニケーションと共に傾聴訓練の実習を含む「放射線
被ばく相談員」の認定事業を展開した。そして 2015 年には「医療被ばくガイドライン（診断参考レベル・
DRLs2015 公表）」を放射線防護の最適化に向けて改訂した。このように事業展開していくには段階的に物
事を進めると共に行政の施策の動向と積み重ねた実績が重要と共に本会会員や他の放射線関連団体のご理解
と協力が必要不可欠である。また行政へ身分や資格等の窓口は職能団体である本会の使命と考えている。
　この講演では本会が今まで取り組んできた被ばく低減事業について会場の皆様に報告したいと考えてい
ます。

シンポジウム 11月17日　14：40～16：40　第1会場 メインホール3F・4F

1：一般撮影の条件設定に活用できる DQE 測定について

藤田医科大学病院　放射線部　鈴木崇宏

　近年、一般撮影では CR（computed	radiography）から FPD（flat	panel	detector）に更新する施設が増
えている。CRから FPDに更新した場合、撮影条件をどのくらいに設定すべきか考える必要がある。CRに
比べて FPDは量子検出効率DQE（detective	quantum	efficiency）が高いことが知られているため、撮影条
件を下げることができ被ばく低減が可能と考えられる。
DQEとは、検出器がＸ線量子をどの程度有効利用して画像の構成に寄与させているかの指標である。こ

のDQE はメーカー間で DRシステムの性能比較ができるように IEC	62220-1 によって、推奨される測定
法が提案されている。DQE は DR システムの入出力特性、MTF（modulation	transfer	 function）、NNPS
（normalized	noise	power	spectrum）を IEC	61267 で定める標準的な線質で測定した結果と、入射X線量子
数を用いて算出される。
今回は、まずDQEの測定方法を著書「標準ディジタルX線画像計測」を基にした内容で解説する。次に

当院で行ったCRとFPDのDQEの算出に必要な具体的な画像取得手順とその結果を提示する。さらに、ファ
ントム画像における比較も提示し、CRと同等画質になりうる FPDの撮影条件を提案する。今後の一般撮
影における撮影条件設定の一助となれることを期待している。

2：最新の DR 装置を用いた胸部 X 線単純撮影における線質の最適化

金沢大学	医薬保健研究域	保健学系	川嶋広貴

　胸部X線単純撮影は、病院内で最も多く行われている画像診断検査のひとつであり、その画質と被ばく
を最適化する意義は大きい。このX線質に関しては、フィルムスクリーンの時代から現代に至るまで様々
な検討がなされてきており、多くの施設では、従来から用いられている 120kV 程度の高管電圧に銅フィル
タを付加し使用していることが予想される。一方で、ディジタルラジオグラフィ（DR）システムの導入に
より、従来よりも低い 80-90kV の管電圧を推奨する報告も見られる。近年、主流となりつつある CsI を用
いた間接変換型フラットパネルディテクタを搭載したシステムは、検出量子効率が過去の装置と比べ高く、
銅フィルタの自動挿入機構も導入されている。そこで、本発表では最新のDR装置を用い、胸部X線単純
撮影に最適な線質を再検討し、線質の違いによる影響を考察した。
　胸部X線単純撮影には、画質評価指標値が高いだけでなく、短時間撮影、さらに肋骨を透かす効果の指
標値（軟部 /骨コントラスト比）が高いことが必要とされる。これらの評価を実際の胸部構造における散乱
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線含有率に合わせたアクリル厚を設定し、散乱線の影響を的確に加味した計測を行った。この結果、最新の
FPD装置においても 120kV に 0.2mmCu もしくは 130kV に 0.3mmCu の組み合わせが最適な線質と考えら
れた。

3：脊椎から下肢撮影まで立位撮影が求められる

奈良県立医科大学附属病院　中央放射線部	安藤英次

近年、高齢化が進み加齢に伴う退行性変化のひとつである変形性関節症（以下：OA）患者が増加した。
OAの関節は非荷重関節に比べ、荷重関節に好発する。OAの臨床画像は関節軟骨が初期変性するため、関
節裂隙の狭小像を荷重位で撮影する立位撮影が必須となった。さらにX線画像では関節裂隙狭小化により
軟骨下骨の変性が始まり、骨硬化や骨嚢胞、骨棘まで病態像を描出ことが可能となる。
そのため整形外科が求められる脊椎から下肢までの関節撮影では、OAによる関節変性と関節アライメン

ト評価をするため立位撮影が求められる。しかし、われわれ診療放射線技師（以下：撮影技師）が学んだ骨
関節撮影は、荷重を加えない臥位撮影を中心としていた経緯がある。立位撮影は未だに撮影体位や肢位が定
まらないまま、臨床現場で撮影が行われている現状がある。
今後、立位撮影は CTやMR撮影で立位撮影やに動態撮影が容易でないため、荷重関節の変形と脊椎か

ら下肢までの広範囲な関節アライメント評価や関節の不安定を評価することで、手術式やインプラント挿入
まで計画に必要な手術支援画像となる。そこには立位撮影の撮影体位として再現性と安全性を考慮した撮影
体位や肢位を検討する必要がある。
今回の講演では立位撮影の現状を述べ、立撮影の撮影体位と有用性について紹介させていただきたい。

教育講演 11月17日　13：40～14：30　第1会場 メインホール3F・4F

学術研究の始め方と論文作成の基礎

公益社団法人　日本放射線技術学会　代表理事
群馬県立県民健康科学大学　教授　小倉明夫

　周りの方から触発されて、あるいは自発的に、何か学術研究をしたいと考えても、じゃあ何をすればいい
のか？どうすればいいのか？がわからないという方が多いでしょう。その原因は、診療放射線技師が、大学
あるいは専門学校の教育課程において、研究の方法や論文の作成法を学んでいないためです。これは限られ
た教育シラバスの中で、基礎教育及び専門教育、そして国家試験に合格するための勉強、卒業後に即臨床現
場で通用させるためのトレーニング等、必須の授業カリキュラムが多すぎるために、学部では研究法等につ
いて教授することができないことに由来しています。
　そのためこの講座では、研究テーマの選び方、研究デザインの作成法、結果のまとめ方、考察法、そして、
論文の作成法、構成法について、卒後教育として研究初心者向けに解説します。
　日本放射線技術学会では、現在、和文論文誌の査読のハードルを下げて、研究内容がよければ、著者と担
当編集委員が協力して論文を出版できるよう編集体制を変革しています。研究において研究発表は単なる 1
つのプロセスであり、最終は論文作成です。研究発表で終わることなく、必ず論文を書いて投稿してくださ
い。これを機会に、是非、自分の論文を出版していただければ幸甚です。
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入門セミナー 11月17日　9：30～11：10　第1会場 メインホール3F・4F

1：手術支援画像の現状と将来

富山ろうさい病院	中央放射線部　野水敏行

　私が手術支援画像という言葉を使いだしたのは 20 年ほど前である。恐ろしい遅さのVR作成にもかかわ
らず、転位の大きい骨折の術前に役立った記憶が蘇る。現在ではワークステーションが大幅に進歩し容易に
作成可能であり、様々な領域の手術に役立っている。しかし昔から 3Dの作成点数はなく、ワークステーショ
ンを購入し、作業時間を使いながらも施設の無料奉仕である。諸外国では骨折の 3Dでも数万円である。ま
た「手術支援画像とは何？」と聞かれて的確な答えがないなか、診療点数表の「手術」の項目に「K939 画
像等手術支援加算」というものが登場し、注目を浴びている。しかし、これは「手術」の分野での点数であ
り、3Dをわれわれが作成しても手術部のレセプトとして計上される。
　このような背景のもと、広島大学病院の石風呂先生をトップに日本診療放射線技師会の中に「画像等手術
支援分科会」が結成された。目的の大きな一つは「K939」の業務が実質われわれの業務であり「K939」に「診
療放射線技師」の明記すること、そして将来的に 3D作成に関する的確な職業的評価と 3D作成点数の加算
である。そのためには一定レベル以上のスキルの作成者である証明が必要ということで、画像等手術支援認
定技師が誕生した。
　今回、手術支援画像の背景を概説し、「K939」の算定の解釈や現状の問題点、および画像等手術支援認定
技師の役割と将来展望を述べる。

2：整形領域 ～手術支援画像作成のための基礎スキル～ 

富山ろうさい病院	中央放射線部　野水敏行

　整形外科領域は、突然のケガや神経症状で来られる患者が多く、ほとんどが早期回復・早期社会復帰を望
んでいる。私たちが作成する手術支援画像もそのような患者の気持ちを思いながら作成し、手術チームの一
員であると自覚を持つべきである。そんな手術支援画像の入口として、今回は四肢関節骨折と椎間板ヘルニ
アの手術について手術支援画像作成の基礎スキルの素となる要点を述べる。
　四肢関節骨折で求められる手術支援画像の基本は、より忠実な 3D、関節面直視 3D、そしてロッキングプ
レートの選択・挿入計画を行う全体の 3Dである。近年では転位をともなう骨折型ではロッキングシステム
によるプレート固定が一般的であり、頻度の高い骨折型のロッキングシステムの形状を知っておくことは重
要である。
　脊椎の手術支援を行うにあたっては手術時に椎間間違いが起こってはいけないため、われわれも画像作成
時に椎体番号と神経根番号、障害神経根の確認をする必要がある。最近の手術では、内視鏡や顕微鏡下で行
う小切開の低侵襲手術が多くおこなわれているが、患者身体に負担が少ない反面、手術視野が非常に狭く術
者の負担は大きいといわれている。そこで手術支援画像として求められることは、骨開窓部の骨の状況と位
置、骨開窓部の直下に何が存在するかを表現することが重要である。最近ではMRI データから脊髄や神経
根を抜出しCTとフュージョンする方法も盛んになってきている。

3：頭部領域 ～手術支援画像作成のための基礎スキル～

富山県済生会富山病院	放射線技術科　高橋亮次
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　当院は脳卒中センターを有しており 24 時間 365 日脳卒中患者の受け入れを行っています。それにより脳
血管疾患に対する手術支援画像を作成する機会が多くなっています。そのため今回は「脳血管」の手術支援
画像について解説したいと思います。脳血管の疾患といえばくも膜下出血、脳出血、脳梗塞など様々なもの
があります。例えばくも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対する手術でも直達手術なのか血管内治療なのか
といった手術方法の違いや直達手術においても術式の違い、延いては術者によっても必要とされる画像は異
なります。したがってより良い手術支援画像作成のためには、解剖や術式の知識やワークステーションの操
作技術はもちろん必要ですが、さらに術者がどういった画像を求めているのかを知るために術者とのコミュ
ニケーションも重要となります。今セミナーでは脳動脈瘤に対するクリッピング術と被殻出血に対する開頭
血腫除去術について簡単な術式の説明、画像作成において意識しているポイントを当院の方法を中心に解説
したいと思います。また、当院の手術支援画像作成の現状や課題についてもご紹介します。このセミナーを
通して脳血管の手術支援画像作成に対して少しでも知識が深まれば幸いです。

4：腹部領域 ～手術支援画像作成のための基礎スキル～

石川県立中央病院	医療技術部放射線室　北中章博

　腹部領域の手術は開腹手術から侵襲性が低く在院日数の短縮も可能な腹腔鏡下手術への移行がめざまし
い。手術に必要な術野を大きく設定し、手で直接臓器に触れることのできる開腹術に比較し、腹腔鏡下術で
はポートを介して内視鏡・鉗子を使用して行うため術野が狭くなりやすく、腫瘍や動脈・静脈などの空間的
把握が難しくなる傾向にある。一方、CTの高分解能化、低被ばく化の技術も大きな進化を遂げており、適
切な造影タイミングで撮影された画像から作成される 3D画像は、術前・術後のインフォームドコンセント
のみならず、手術自体にも非常に大きな情報を提供するツールとして期待されている。
　当院では腹部領域の手術支援として一月あたり 30 件程度（胃、大腸、肝胆膵、腎臓、女性骨盤、大血管など）
の 3D画像の作成・解析を行っており。必要とされる画像は部位や術式によっても様々である。ゴールとな
る画像を撮像の段階から知っておくことは非常に重要であり、また新たな創意工夫の足がかりにもなり得る。
本セッションでは、大腸分野を具体例として取り扱いながら、当院の現状、手術支援画像を撮像・作成する
上での工夫・注意点、術前・術中に臨床医が求める情報を紹介させていただく。これにより、今後の手術支
援画像の作成。活用が一層広まることを期待いたします。

臨床セミナー 11月18日　11：20～12：10　第2会場 多目的会議室201　2F

1：がん検診実施機関で構築するチーム医療

ぎふ綜合健診センター	健診部健診課　吉川典子

　チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情報
を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」
と一般的に理解されている。近年、多くの病院では、患者中心の医療の実現のためチーム医療が導入されて
いる。
　しかし、私が勤務する健診機関にこのチーム医療の考えは反映されるのだろうか。病院ではその中心に医
療の提供を受ける患者がいるそこに寄り添う家族がいる。健診機関は人間ドック、定期健康診断、生活習慣
病健診、がん検診を定期的に受診いただく事により診療や治療の必要な方を専門医療機関に早期の状態で紹
介させていただく事、特にがん疾患に関しては未病での健康状態や経年変化を管理することにより前がん状
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態で診療に誘導する予防医学の分野である。
　私たちメディカルスタッフは、健診を受診される方々に必要な医療や情報の提供に際し、高い使命感を持
ち、その生命と	尊厳を守りながら、その職務を遂行している。これは患者と受診者の名称が置き換わるだ
けで、なんら考え方に変わりはないと思っている。しかし、医療の高度化や超高齢化社会の到来から、健診
機関のメディカルスタッフの役割もさらなる深化と協働を期待さ	れている。
　今回は当センターで平成 11 年の ISO 取得依頼取り組んでいる、各部署の相互連携の重要性を意識したシ
ステムの構築をご紹介させていただきます。

2：チーム医療へのかかわり方（IVR）

三重大学医学部附属病院	中央放射線部	井上勝博

　IVRは血管 IVR（動脈瘤塞栓、経皮的血管拡張術、ステントグラフト留置術など）と非 IVR（ドレナージ、
ラジオ波熱凝固術、経皮的椎体形成術など）に分けられる。近年、IVR は手技が複雑で難易度の高いもの
になってきた。IVR を安全かつスムーズに行うために治療戦略は重要であるが、医師だけで戦略通りに治
療を行うことはできない。戦略通り治療を安全かつズムーズに行うためには、医師と IVR に携わるスタッ
フ（看護師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師など）が “チーム ” として、その情報を共有し、
それぞれの専門知識を活用しなければならない。それには専門資格を有することも重要と考える。IVR 手
技施行に関する診療体制のガイドライン（日本 IVR 学会、2016 年）にも、IVR は医師・看護師・診療放射
線技師のチームで施行されるのが望ましいと記載されている。また、診療放射線技師の役割（画像・放射線
防護に関して）についても記載されている。当院では血管撮影室 4室、ハイブリッドOR室 1室の計 5室で、
さまざまな診療科のインターベンションに対応している。今回は当院での現状を交え、主に血管 IVR にお
けるチーム医療への関わり方について話す。

3：当院の救急医療における放射線技師の現状と役割

大垣市民病院　診療検査科　市川宏紀

　近年、医療の質の向上や安全性が求められており、診療放射線技師もチーム医療の一員として重要な役割
を担っている。今回、当院の救急領域における放射線技師の取り組みを報告する。
当院の放射線技師夜勤は 2名体制で、1名は CTを専門とする夜勤者であり、休日夜間でも心臓 CTなど特
殊検査にも対応できる。
　当院の特色として放射線技師による一次読影レポートを作成しており、時間外救急診療を担う若手医師の
診療補助となっている。検討では放射線技師夜勤が 1名体制時と 2名体制時で医師の CT所見落とし件数の
比較を行った結果、見落としは半減しており、腫瘤性病変などの想定外所見も翌日再診時にレポート参照さ
れ加療につながるメリットが見られた。医師と技師のダブルチェックにより見落としが減少するのに加え、
画像に対する意識向上により最適な検査手技や有用な画像再構成を行うなど技師としてのスキルアップにも
つながっている。
　Off	JT としては放射線技師全員が院内BLS 講習を受講している。近年ではそれに加え ICLS や JPTECを
受講する若手技師も多い。ICLS は院内急変に対する初期動作や処置に対する知識が得られ、JPTECでは外
傷患者に対する接触や移送の仕方など放射線技師業務でも活用可能な知識技術を習得できる。また、多職種
を含めた急変対応シミュレーションも継続的に開催しており、的確なチーム対応ができるよう部門全体で取
り組んでいる。
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ＪＡＲＴ人材育成委員会女性活躍推進班　中日本ブロック　Brilliant7 《パネルディスカッション》

11月18日　8：30～10：00　第2会場 多目的会議室201 2F

人材育成・新人教育について

　　座長：松阪中央総合病院	 川野　聡子
　　やわたメディカルセンター	 北出真寿美

✦新人教育システムについてのご紹介　紹介者
　　小牧市民病院	 安井真由美
　　富山大学附属病院	 清水　祐子

～パネリスト～
　　岐阜医療科学大学	 小野木満照
　　鈴鹿医療科学大学	 武藤　裕衣
　　小牧市民病院	 安井真由美
　　富山大学附属病院	 清水　祐子
　　富山市立富山市民病院	 池田　香織
　　聖隷三方原病院	 山本　絢加
　　福井総合クリニック	 西郡　健太
　　やわたメディカルセンター	 木村　麻貴
　　富山大学附属病院	 澤田石　俊

　日本診療放射線技師会人材育成委員会女性活躍推進班の活動として、2011 年より 2013 年まで女性サミッ
トが開催されてきました。2014 年からは、各地域で女性活躍推進班の活動を行う方向性で活動が展開され
てきました。中日本ブロックは 2014 年の時点では、富山県と岐阜県の 2県で女性の会が活動を行っている
状況でした。他の 5県については女性の会を結成していない県、過去には女性の会が存在したが現在は活動
していない県、女性の会の必要性を感じていない県など様々な理由で女性の会の活動が行われていませんで
した。そこで地域理事や各県の会長の方々に中日本地域の女性活躍推進を行う必要性や効果について相談し、
ご理解や協力を得て各県で女性の会を立ち上げ、中日本地域で協力できる体制を早急に整備することになり
ました。現在では中日本地域 7県の女性の会が整備されるのを待ち、他の地域に遅れはとりましたが 2016
年度より “ 中日本地域の人材育成委員会女性活躍推進班＝Brilliant	7” とし活動を開始しました。
　人材育成は男女や施設規模を問わず、どの施設においても重要な課題であります。経験年数や職場環境、
その他様々な要素により人材育成についての課題は多様化します。Brilliant	7 では経験年数と人材育成につ
いて層別して検討を行っていきたいと思っています。
　今回は人材育成の中の新人教育について 2施設に紹介していただきます。また学校教育方針と現場の求め
る人材のギャップ、施設規模や業務内容に即した教育システムなどを紹介し、会員の方々の見聞を広める場
を提供したいと考えています。
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教育セミナー1 11月17日　9：30～10：20　第2会場 多目的会議室201 2F

「チーム医療において放射線技師が担うべき役割」－放射線治療現場と企業の経験から－

日立製作所　ヘルスケアビジネスユニット放射線治療システム部　薮田和利

　放射線治療は多職種で共同して業務を行っており、チーム医療の最前線での実践者である。プロが集まる
チームではチームワークが形成されると良いパフォーマンスを発揮するといわれるが、はたして、このチー
ムはうまく機能しているのだろうか。
チームを構成する人が実践すべきことと、チームの関係が良好になるために心がけることについて、医

療の現場と企業の立場の経験をふまえて考えてみたい。
チームの構成員はそれぞれのプロフェッションを発揮することで他のチーム員から尊重され、他の構成

員を尊重することでチームワークが構成される。そのためまずは放射線技師が技術を高め提供すること。そ
して、それぞれの職域の事情を理解した上でチーム構成員を尊重することが重要である。そのために意識す
べきこと、さらに、チームの関係性が改善するような運営の仕方などについても考えてみたい。
良いチーム医療を実践するために、またそのチームパフォーマンスを増すために、自分たちにはまだで

きる何かがあるという意識を持ってもらうことを目標としたい。

教育セミナー2 11月17日　10：30～11：20　第2会場 多目的会議室201 2F

これからの線量管理に必要な医療情報

福井大学医学部附属病院　放射線部　大谷友梨子

　2018 年 4 月の診療報酬改定において、特定機能病院を対象とした「画像診断管理加算 3（300 点）」と、3.0T
のMRI 装置を対象とした「頭部MRI 撮影加算（100 点）」が新設された。これらの施設基準には、「施設内
の全てのＣＴ検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ば
く線量の最適化を行っていること」という記載がある。また、厚生労働省では医療法の改正が検討されてお
り、そのなかで医療被ばくの線量管理を義務化する方針が打ち出された。
　このような情勢の中で注目されることになったのが線量管理のシステムである。線量管理のシステム構築
では RDSR（Radiation	Dose	Structured	Report）が重要となる。RDSR	は	DICOM	が規定する構造化文書
の一種であり、撮影装置から出力される曝射の記録である。この RDSR を収集・保存し、記録された情報
を集計することで被ばく管理を行う。システム導入に際しては、RDSR を出力できない装置、受信できない
PACS や検像システムがあるため、事前の確認が必要となる。さらに、他の施設と比較するためには、自施
設のプロトコルが RADREXや JJ1017 等の標準検査コードのどれに相当するのか、変換することも考慮し
なければならない。
　本講演では、線量管理システムに必要な知識や、構築で確認すべき項目等を、当院のシステム構築の経緯
を含めてお話しさせていただく。

教育セミナー3 11月18日　8：30～10：00　第1会場 メインホール3F・4F

1：初心者でもわかるデュアルエネルギー CT の原理とポテンシャル

金沢大学　医薬保健研究域　保健学系　市川勝弘
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　デュアルエネルギー computed	tomography	（Dual	energy	CT：DECT）は、フォトンカウンティングCT
の本格的臨床使用が叶うまで（まだ当分先と言われる）は、間違いなく CT診断の要となる技術である。
Siemens 社の 2 管球（dual	source）方式を皮切りに、GE 社の kV	switching 方式、Philips 社の dual	 layer
方式が出揃い、DECTの選択肢が格段に広がった現在では、その原理の理解は、技術者にとって不可欠な
ものになりつつある。従来の CTの機構や原理の理解なくして CTを使用するようなことは現状無いことか
らも、DECTを学ぶ必然性は非常に高まっていると言わざるを得ない。DECTの原理を誰でもわかりやす
く解説した書物や技術書は今のところ無い。ゆえに、診療放射線技師や CT関連の技術者の間でDECTの
理解は非常に曖昧で、ともすれば根拠のない受け売りのような状況も散見される。本講演では、DECTの
原理の中にある初歩的原理から丁寧に解説し、DECTがなぜ必要とされるのか、DECTはどんなポテンシャ
ルがあるのかを解説する。

2：Dual energy CT の臨床活用

岐阜大学医学部附属病院　放射線部　三好利治

　Dual	Energy	撮影技術は十数年前に初めて臨床適用され、CT検査の新技術として大きな期待が寄せられ
たが、それから十数年間この検査が臨床現場で多用され、必須の検査になってきたわけではなかった。しか
しながら近年 CT装置の発達によりDual	Energy	撮影技術の精度や検査速度が向上し、再度注目を集めて
いる。Dual	Energy	CT 撮影で得られる画像は、大きく分けて仮想単色Ｘ線画像（Monochromatic	 image）
と物質弁別画像（Material	decomposition	 image）の 2 つがある。仮想単色Ｘ線画像は、一定の範囲内の
keV にて計算上の単色Ｘ線画像が作成可能な技術であり、低いエネルギーや高いエネルギーのX線を利用
した様なメリットを得ることができる。物質弁別画像ではヨード密度画像、脂肪密度画像等各種密度画像に
おいて、ROI を設定することにより、それらの密度値の計測が可能である。
　当院において検討題材として特に注目しているのが、物質弁別画像を用いた研究、臨床応用である。最新
の臨床研究では、膵癌化学療法効果判定にヨード密度値を活用する研究を行ってきた。Dual	Energy	CT 撮
影で得られるヨード密度値は、腫瘍の性格・性状を評価するのに有用性が高く、治療に移行する際の判断基
準に大きく貢献できる可能性があることが示唆された。Dual	Energy	CT 撮影はこの研究以外にも多くの臨
床応用が可能であると考えられるため、今後Dual	Energy	CT 撮影を臨床応用するために必要な情報として、
現状での問題点や活用に必要な手法などを中心にDual	Energy	CT 撮影の活用法を紹介する。

教育セミナー4 11月18日　11：20～12：10　第1会場 メインホール3F・4F

1：頭部領域の MR 撮像（脳腫瘍を中心に）

富山大学附属病院　放射線部　長濱航永

　頭部領域のMRは、多くの施設で最も撮像されている部位である。CTに比べ、撮像時間を要するがコン
トラストに優れ脳卒中や脳腫瘍、脳炎や多発性硬化症など様々な病変に対して非常に多くの有益な情報を得
ることができる。
　脳腫瘍におけるMR撮像では、腫瘍の部位、領域、大きさ、成分などの情報を得ることが正確な診断や
手術計画を行う上で必要となる。基本的な撮像シーケンスとしてはT1,T2,FLAIR,DWI などを単純検査とし
て、その後造影検査を行うという流れが一般的で、それだけでは不十分な場合、追加となるシーケンスを撮
像する。またそれぞれの撮像で適切な撮像方向、スライス厚などの選択が必要となる。しかし、やみくもに
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シーケンスや撮像方向を増やしてしまうと、不利益な情報を得るだけでさらに時間も延長してしまう。特に
状態の悪い患者に対しては短時間で有益な撮像が必要となる。
　本セミナーでは脳腫瘍における基礎的な撮像法を中心に、必要となる撮像シーケンスや撮像方向などの選
択について役立つと思われる情報を紹介する。

2：腹部骨盤領域における私の印象に残った検査

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

　私がMRI をやり始めて最初の大きな改革はパラレルイメージングの登場であった。腹部骨盤領域の
Dynamic シーケンスにおいて、今まで 2D	thick-slice で撮像していたものが 3D	thin-slice に置き換わり短
時間で高コントラスト・高空間分解能の画像が得られるようになった興奮は今でも鮮明に覚えている。近
年ではAI（人工知能）を画像再構成や診断補助に応用する技術、圧縮センシング技術の臨床機への搭載、
synthetic	MRI やMR	Fingerprinting 等を用いたあらゆる部位での定量的画像などが登場しており、今後さ
らなる高速化やコントラストの解釈の劇的なイノベーションが予想されるところである。当院の施設のMR
は 10 年目を迎えており最新のシーケンスや新しい画像処理とは縁が遠くなっているのが現状である。しか
しMRは『多様な撮像シーケンスの中から診断に有用なものを限られた時間内に使い分ける』、といった点
では今も昔もさほど変わっていないと思われる。腹部骨盤領域において肝臓やMRCP、婦人科領域等はあ
る程度検査法が確立していると思われるが、時々検査に難儀したり、後で画像を見返して反省させられる症
例に出くわすことがある。今回の講義では我々の施設で経験した「検査を進めるうえで苦労、もしくは印象
に残った症例」をメインに講演を行う予定である。

3：各部位、おすすめ撮像法　『整形領域』　～腰椎撮像で知っておきたいこと～

金沢大学附属病院　放射線部　林　弘之

　画像検査は整形外科領域で欠かせないが、その中でもMRI は組織コントラストの良さから有用なモダリ
ティであり、依頼も多い。また、撮像範囲も躯幹部から四肢末梢まで全身に及び、さらに focus するのは関
節なのか骨なのか、軟部組織なのか、あるいは腫瘍が対象なのか、……など、それぞれの領域で特有の撮像
テクニックがあり、興味は尽きない。
　今回は時間も限られており、脊椎、特に腰椎領域に焦点を当ててお話しさせていただく。腰椎は整形領域
の中でも、ある程度撮像の方法に「型」があり、施設間でもそれほど大きな違いはないと思われる。すなわ
ち、矢状断と横断のT1 強調像とT2 強調像を基本とした撮像である。また、比較的動きが少ない、静磁場
中心に対象があり比較的画質が安定しているといった特長から、MRI 検査に携わり始めた技師もとりかか
りやすい部類の検査かと考える。
　しかし、対象となる疾患は多岐にわたり、ルーチン検査に +αの撮像があることで診断のための情報が
増えたり、その +αがないと診断が困難となる撮像もあったりする。こういった知識は、多数の症例を経
験することで自分のものとなっていくことが多いが、「この症例の場合はこれを追加」と単純に覚えるのは
つらいところである。今回は、なぜそのような撮像をするのかといった理由や、その撮像の原理などを織り
交ぜながら、できるだけ理解しやすいように心がけながら解説していきたい。
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ランチョンセミナー　11月17日（土）・18日（日） 12：00-13：00

ランチョンセミナー1　共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社 11月17日（土）　第1会場 メインホール3F・4F

画像診断と AI の融合　～ CT・MRI 装置の最新情報 ～

演者：キヤノンメディカルシステムズ株式会社　中部支社　CTクリニカルリサーチ担当　伊藤恭子
キヤノンメディカルシステムズ株式会社　中部支社　営業推進部　鈴木道貴

　当社は経営スローガン「Made	for	Life」のもと、画像モダリティ・治療システム・医療 ITの総合ベンダ
として、医療現場の先生方へ効率的で質の高い臨床価値の提供を目指し、近年はさまざまなAI 技術応用に
も取組んでいる。
　新しい医療情報ソリューション「Abierto	VNA」は、ベンダや部門で独立した診療データの統合・管理
を実現し、「Abierto	Cockoit」によって患者様の治療や検査情報を時間軸で統合し医師別・診療シーン別に
最適な情報提供を可能とする。
　CT、MRI においてはAI の Deep	Learning 技術の画像再構成法への応用が進み、新たな臨床価値創出が
期待されている。
　超高精細 CT	「Aquilion	Precision」には逐次近似再構成 FIRST を教師画像としたDeep	Learning 再構成
「AiCE」が搭載され、今秋から全世界で臨床稼動が始まった。フィルタ逆投影法、逐次近似応用再構成「AIDR	
3D」など、再構成技術の歴史を振り返りながら最新技術「AiCE」を紹介する。
　最新鋭の 3TMRI「Vantage	Galan	3T	ZGO」は、画質のキーとなる傾斜磁場性能を高め、最大傾斜磁場
強度 100mT/ms の実現によって、さらなる高空間分解能撮像を可能とし、拡散強調画像などの画質を大幅
に向上させた。また、「高画質」「短時間」の両立への取り組みとして、検査時間の短縮アプリケーションや
Deep	Learning 再構成を紹介する。

ランチョンセミナー2　共催：伊藤忠商事株式会社 11月17日（土）　第2会場 多目的会議室201 2F

MRI ガイド下画像誘導放射線治療装置「MRIdian Linac」のご紹介

演者：伊藤忠商事株式会社　中島　聖

　本ランチョンセミナーでは、弊社が国内販売を行っております米国ViewRay 社製のMRI リニアック（製
品名：MRIdian	Linac）をご紹介致します。
　MRIdian	Linac は本邦では今年 4月より販売開始になった最新の装置であり、2016 年夏より販売してお
りますMRIdian	Cobalt から大きく進化を遂げております。本ランチョンセミナーではMRIdianLinac の詳
細についてご紹介させて頂きます。
　MRIdianLinac は MRI とリニアックを融合した、商用機として世界で初めて販売された放射線治療シス
テムです。MRIdianLinac は、がん放射線治療に従事されている先生方へ、より多くの情報を提供致します。
システムには新開発の 0.35T 超電導コンパクトスプリットマグネットを搭載、組織コントラストに優れた
MR画像を IGRTに使用でき、治療当日のMR画像を用いて治療計画を再最適化、治療当日の体内臓器位置
に最適な治療を提供致します。照射中はシネMR画像を用いて腫瘍と周辺正常臓器の動きを確認し、迎撃
照射が実施可能です。
　被ばくを伴う IGRT、侵襲的な体内マーカを必要とせず、シネMR画像を用いて生理的に動き続ける腫瘍
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や周辺正常臓器を捉え続けながら放射線治療を実施できるMRIdianLinac は困難と考えられる複雑な症例に
おいても効果を発揮し、患者様へより最適な放射線治療を提供致します。

ランチョンセミナー3　共催：富士フイルム富山化学株式会社 11月17日（土）　第3会場 多目的会議室202 2F

頭蓋内硬膜動静脈瘻の CT・MRI 診断：3D-TOF MRA と ASL の有用性

演者：富山大学大学院医学薬学研究部（医学）放射線診断・治療学　教授　野口　京

　MRI の画像診断は、病態に最も適合した撮像法を組み合わせて撮像することが重要である。検査前に画
像診断上のKey となる所見を想定して、そのKey 所見が良好に描出される撮像法を設定することが重要で
ある。それゆえMRI の撮像を担当する診療放射線技師は、Key 所見をしっかりと理解して撮像を行う必要
がある。頭蓋内硬膜動静脈瘻は、硬膜に発生する後天性の動静脈短絡であり、適切な治療が施行されれば根
治が可能な疾患である。臨床症状のみで診断できることは少なく、画像診断が重要である。治療を前提とし
た最終診断、詳細な血管構築の評価および血行動態の正確な評価には、脳血管撮影が必要である。3D-TOF	
MRAおよびASL は、スクリーニングのみならず、術前・術後の評価および治療後の外来レベルでの経過
観察に非常に有用である。このランチョンセミナーでは、頭蓋内硬膜動静脈瘻のMRI 所見について詳しく
説明する。造影CT	perfusion 所見についても簡単に説明する予定である。

ランチョンセミナー4　共催：第一三共株式会社 11月17日（土）　第4会場 多目的会議室203 2F

新たな包括的心臓 CT に必要な技術

演者：医療法人	春林会　華岡青洲記念	心臓血管クリニック理事・診療技術部長　山口隆義

　経皮的冠動脈インターベンションの対象となる狭窄病変において、機能的な虚血の確認が求められるよう
になり、各種の虚血評価方法が再注目されている。しかしながら、カテーテル冠動脈造影が唯一の形態診断
であった時代とは異なり、今では冠動脈 CTがその役割の多くを担っている事に加えて、FFRを含めた虚
血診断モダリティの選択肢が増え、各施設の状況に応じた運用が再構築されると予測される。
　心筋パーフュージョンを含めた包括的心臓 CTも期待されているが、流体解析を応用した FFRCTによる
機能的狭窄評価が注目されている。また、心筋遅延造影を含める事でバイアビリティ評価に加えて心筋疾患
のスクリーニングも可能となる。さらに、冠動脈評価が困難となる高度石灰化やステントの内腔評価に関し
ても、サブトラクションやデュアルエネルギー CTなどで克服されつつあるが、被曝低減を加味した検査方
法の構築が求められる。
　このセミナーでは、我々が行っている包括的心臓 CTの現状を紹介し、そこで持ちられている様々な技術
について解説する。

ランチョンセミナー5　共催：シーメンスヘルスケア株式会社 11月18日（日）　第2会場 多目的会議室201 2F

シーメンス社製 MRI･CT 装置の最新情報提供“Precision Medicine 実現に向けたアプローチ”

演者：シーメンスヘルスケア株式会社	ダイアグノスティックイメージング事業本部	MR事業部　北野真司
シーメンスヘルスケア株式会社	ダイアグノスティックイメージング事業本部	CT事業部　佐々木信治



48

　近年、メディア等で話題となっている『超高齢化社会』・『増え続ける医療費』等の問題により、日本は大
幅な医療改革を進めることが必須の状態となっております。診断画像には短時間や高分解能という従来の評
価だけでなく、現代の問題や疾患別・年齢別のリスクに対応する Precision	Medicine（個別化医療）につな
がる情報や撮影方法が必要となります。シーメンスヘルスケア株式会社では、人工知能や最先端技術を駆
使し、CT装置やMRI 装置から診断画像で Precision	Medicine の実現に向けて技術提供を行っております。
本講演では、画像を疾患の評価の指標として使う、Imaging	Biomarker という新しい考え方にてお伝えさせ
て頂きます。
　MRI 装置にて求められるものは、高品質で精度の高い画像情報、定量的な画像評価、被検者の状態に左
右されることなく安定して画像が得られることが重要です。このような次世代のMRI 装置に求められる
検査環境に対し、新たなソリューションとして、さらに進化させたテクノロジーBioMatrix を御紹介いたし
ます。
　CT装置では、現在最新技術としてDual	Energy	Imaging という検査が話題となっておりますが、シーメ
ンスヘルスケア株式会社が掲げる Precision	Medicine に特化した『低侵襲検査のためのソリューション』を
メインにこれからの医療体系を見据え、従来の CT装置でない全く違った次世代型の CT装置を御紹介いた
します。

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 11月18日（日）　第3会場 多目的会議室202 2F

知っておきたい認知症診療と脳画像診断

演者：金沢医科大学病院　認知症センター　副センター長　入谷　敦

　認知症の日常臨床では問診、診察、神経心理検査が必要であることに変わりはないが、正確な認知症診断
のためには脳画像診断が大きな役割を担っている。正常加齢変化との鑑別はもちろん重要であるが、萎縮部
位、血流・代謝低下部位から鑑別診断に至ることも少なくない。画像統計解析の結果のみを参照するのでは
なく、病態を把握した上での診断、治療に繋がるような脳画像診断を行うことは必然的である。しかし、脳
形態画像の統計解析結果であるVSRADを例にとってみても、臨床的にはAlzheimer 型認知症と判断され
る症例においても、海馬傍回の萎縮の程度が１未満の事例や明らかに非認知症の症例であっても 2以上を示
す事例あるので、VSRADは臨床診断の補助的役割であると解釈すべきであると考えている。つまり脳画像
検査のみでは認知症の診断はできないし、してはいけない。ただし、萎縮部位の同定、血流の低下部位の同
定、腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症などの treatable	dementia あるいは認知症に類似した疾患を除外
すること、脳血管障害の病態を把握することが、脳形態画像の意義である。疾患特異的な特徴的な画像所見
を示すものも少なくない。日常臨床における脳画像診断のあり方を考えていく。

ランチョンセミナー7　共催：バイエル薬品株式会社 11月18日（日）　第4会場 多目的会議室203 2F

効果的な造影 MRI 検査を施すために

演者：バイエル薬品株式会社　アプリケーションサービス　統括マネージャー　水内宣夫

　造影剤の投与量の少ないMRI 造影検査において、Dynamic 撮像では生食の後押しを行うのが一般的です
が、単純な造影検査においても生食の後押しは重要な手技となります。特にMRI 用造影剤（細胞外液、肝
特異性の双方）はヨード系造影剤とは異なり、一定のmol 濃度の時に最大信号強度を呈します。また、細
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胞外液造影剤においては投与後の血流動態観察に加え、平衡相後に訪れる信号の増強を描出することが重
要となります。近年ではMRI 装置の高性能化に伴い、撮像時間の大幅な短縮が可能となっています。一方、
造影手技に関しては造影剤が登場した当初とさほど変わっていないのが現状ではないでしょうか。同じ検査
プロトコルを用いても、１スキャンあたりの撮像時間は短くなっています。Dynamic 検査においては、時
間分解能が向上するという利点がありますが、単純な造影検査ではどうでしょうしょうか。肝特異性造影剤
（いわゆる肝細胞相）だけでなく、細胞外液造影剤においてもある一定の待ち時間は必要となります。例えば、
転移性脳腫瘍検索などの存在診断にMRI による造影検査を用いる場合には、必要十分な造影剤が適切に投
与され、最適な撮像タイミングによるプロトコルが組まれていることが重要となります。本ランチョンセミ
ナーでは、造影手技に関する先行論文の紹介と、ファントム実験で得られた知見を提示します。

ランチョンセミナー8　共催：株式会社アゼモトメディカル 11月18日（日）　第5会場 多目的会議室204 2F

循環器専門病院における Azemoto Medical Dose System シリーズ“朱雀”の使用経験

演者：医療法人社団健心会　みなみ野循環器病院　望月純二

　今年度の診療報酬改定で画像診断管理加算 3が新設された。また、厚生労働省の検討会において、CTや
血管造影検査の被ばく線量の記録を義務づけられ、放射線を使った診療の安全対策を強化することが検討さ
れている。これらの方針において我々診療放射線技師は大きな責務があり中心的な役割を担う必要があると
考える。当院は循環器専門病院であり、心臓 CTと心臓カテーテルによる治療がメインになるため、被ばく
線量が他領域と比較し高くなる可能性がある。そこで、アゼモトメディカル社	“ 朱雀 ” を導入し、CT、一
般撮影及び血管造影の被ばく線量を管理保存している。導入により、患者さんの全ての被ばく線量を一括管
理することが可能になるだけでなく、医師や看護師と情報を共有することが実現できている。また、他施設
と線量や撮影条件を比較し参照できる機能を備えており、様々な面で期待されている。本講演では “ 朱雀 ”
の概要と当院における使用経験について述べたい。
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市 民 公 開 講 座

11月18日　13：30～14：30　第1会場 メインホール3F・4F

機械で臓器を作れるか？医工学による医療の進歩への挑戦

富山大学工学部工学科生命工学コース　教授　中村真人

　病気のために臓器が障害されて働かなくなった状態を臓器不全と言います。患者さんの生命が危うくなっ
た状態です。臓器不全が治せなければ、患者さんの生命を助けることはできません。そこでその治療として
機能不全の臓器を健全な臓器に取り換える治療法が産み出されました。臓器移植という治療法です、これが
今、臓器不全治療の切り札となっています。しかし、21 世紀、ドナー不足のため何年も臓器を待たねばな
らなくなりました。世界中で深刻な問題となっており、米国へ送れば助かる時代ではもはやありません。誰
かの臓器を待つ移植医療はもはや限界です。この解決の道は科学の力で臓器を創り出すしかありません。
そこから「機械で臓器が作れるか？」という私の挑戦が始まりました。人工心臓の研究開発で医工学を学び
ました。今、臨床では再生医療がどんどん進み、細胞移植療法が進んでいます。けれど、臓器が作れないの
で、臓器があったら助かるはずの患者さんを助けることはできません。祈っていても、待っていても誰かが
取り組まなければ、臓器は永遠に作れないでしょう。富山大学生命工学コースの私の研究室では、細胞から
生きた臓器を作るための医工学を進歩させて、生きた臓器を作る研究に取り組んでします。その活動をご紹
介します。

【略歴】
中
なかむら

村　真
まこと

人　M.D.,	Ph.	D. 博士（医学）
昭和 61（1986）年	 神戸大学医学部医学科	卒業	
昭和 61（1986）年	 金沢大学医学部小児科学教室入局	
昭和 61（1986）年	 金沢大学付属病院と関連病院で小児科臨床医として勤務
～平成 8（1996）年	 （小児循環器専攻）
平成 8	（1996）年	 国立循環器病センター研究所人工臓器部　医学修練士
平成 9	（1997）年	 同　室員
平成 11	（1999）年	 東京医科歯科大学	生体材料工学研究所	助教授～准教授
平成 17	（2005）年	 （財）神奈川科学技術アカデミー・中村バイオプリンティング・
	 プロジェクト・リーダー（兼任）　
	 （平成 17 年度～平成 19 年度：3年プロジェクト）
平成 20	（2008）年	 富山大学	大学院理工学研究部（工学）教授（現職）

【専門および得意な分野・研究】
再生医工学・生体医工学・人工臓器
【関連学会での活動】
国際Biofabrication 学会　ボードメンバー（2010	～現在）
平成 28（2016）年　日本生体医工学会理事（2016-2018）・北陸支部長（2014-2018）
所属学会：日本再生医療学会、日本臓器保存医学会、日本バイオマテリアル学会、日本組織培養学会、
International	Society	for	Biofabrication



第11回中部放射線医療技術学術大会

抄録



セッション1

川村　　忠1、平井　智徳1、水谷　偉俊1、白石　晴彦1

1医療法人全医会　あいちせぼね病院

【目的】 椎体形成術後のCTにおいて、O-MAR使用によるストリー
クアーチファクト低減効果について検討した。
【方法】 アクリル円筒ファントムに水を充填し椎体の位置にセメン
トを留置する。Philips社製Brilliance	CT	64-DSにて従来の腰椎撮
影条件でファントムを撮影し、O-MAR	ON/OFFの2種類の画像を
作成する。得られた画像でImage-Jにてアーチファクトインデック
ス（以下AI）を測定する。管電圧、再構成関数、D-FOVを変化さ
せ同様にAIを測定する。
【結果】 O-MARをONにすることによりAIが低下した。管電圧は高
いほうが、再構成関数はsmoothなほうがAIが低下し、D-FOVを
変化させてもAIの値に有意差はなかった。
【考察】 O-MARをONにすることによりストリークアーチファクト
が減少した。管電圧が高いとビームハードニングの影響が少なく
なり、再構成関数はsmoothなほうがノイズが減少するためAIが低
下した。D-FOV変化によるノイズ上昇はAIの値に影響を及ぼさな
かった。

鈴木　亮達1、喜田　康敬1、鈴木　玲奈1

1豊川市民病院　放射線技術科

【目的】 手指伸筋腱・屈筋腱を描出するため、low	contrast	object	
specific	contrast	to	noise	ratio（以下：CNRLO）を用い条件を検討
した。
【方法】 低コントラスト分解能ファントムを管電圧（120kV・
140kV）、管電流を100mAsから20mAsずつ上げ200mAsまで撮影
した。FBPとIR応用法の強度（SAFIRE1～5）で再構成を行っ
た。NPSと腱を想定した5mm径のロッドとバックグラウンドの
CT値よりCNRLOを算出、現行の条件（120kV、140mAs、強度2）
を基準条件とし比較した。装置はSOMATOM	DefinitionAS＋
（SIEMENS社製）を使用した。
【結果】 基準条件よりCNRLOが上回るのは120kV180mAs・200mAs、
140kV140mAs以上となった。120kV140mAsと160mAsは同等とな
り強度3以上で基準条件を上回った。NPSは各強度とも線量依存性
はなかった。
【考察】 高管電圧・高管電流でノイズを下げる事で低コントラスト
検出能が向上する事が確認できた。IR応用法により過線量を抑制
できると考える。

吉田　将人1、丹羽　正厳1、高橋　康方1、倉谷　洋介1

1医療法人全医会　あいちせぼね病院

【目的】 面内のモーションアーチファクト低減法として、Canon社
製のCT装置のAdvanced	Patient	Motion	Correction（APMC）が
ある。FULL・HALF・APMCの3つの再構成法でのモーション
アーチファクトを比較し、APMC再構成の特性を明らかにするこ
とを目的とした。
【方法】 人工呼吸器を利用して頭部ファントムを周期的に下顎挙上
運動させ、静止・運動・静止の一周期を4DCT撮影し、一周期分
のデータを短い時間間隔でFULL・HALF・APMCの3通りで再構
成した。静止時と運動時の差分によるサブトラクション法でアー
チファクトを定量し経時的な変化を調べた。
【結果】 運動開始時はHALF再構成で最もアーチファクトが少ない
のに対し、運動中から静止するまでの時間ではAPMC再構成で最
もアーチファクトが少なかった。
【考察】 APMC再構成では、体動を含む投影データを選択的に再構
成から除外することが可能なため、HALF再構成よりもアーチ
ファクト低減効果が高い場合がある。

中島宗一朗1、森岡　祐輔1、橋本　敏一1、多賀　信也1

1富山県立中央病院　画像技術科

【目的】 頸動脈ステント留置術（CAS）後の再狭窄評価にCTが施
行されるが、アーチファクトにより、評価が困難となる場合があ
る。そこで、dual	energy（DE）撮影によって得られるiodine	map
の血管内描出能について、single	energy（SE）画像と比較した。
【方法】 径6mmのアクリル筒内にステントを留置した血管模擬ファ
ントムを径160mmの水ファントム内に設置した。管電圧は90kV-
150kV（Sn）、線量は15mGy、ハイブリット再構成である
ADMIRE強度を0-5とした。解析にはDE	Liver	VNCソフトを使用
し、模擬血管のcontrast	 to	noise	 ratio（CNR）、半値幅を計測し
た。
【結果】 ADMIRE強度を上げることでCNRは改善した。また半値
幅の差は得られなかったが、iodine	mapにすることでステント
のCT値は3分の1程度に低下し、アーチファクトの影響が軽減され
た。
【結論】 iodine	mapはSE画像と比べ、血管内腔描出能を高められる
ことが示唆された。	
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セッション2

土田勇太郎1

1富山市立富山市民病院　放射線技術科

【目的】 肺がんCT検診撮影では早期肺がんの検出に支障のない画
像を最低線量で得る必要がある。被ばく線量の最適化のため、現
在の管電流固定の撮影からCT-AECの導入を検討した。
【方法】 装置はキャノン社製のAquilion	PRIMEで、装置付属の直
径190mmの水ファントム及び模擬肩として希釈造影剤を使用し
た。40mA固定で撮影した臨床データをFBPでスライス厚5mm、
関数FC13で再構成し、肺尖部の筋肉のSDを測定した。水ファン
トムの両脇に希釈造影剤を置いて撮影し、肺尖部のSDと同じにな
るようにCT-AECの設定を行った。
【結果】 肺尖部の筋肉のSDは約50であった。CT-AECの設定をFBP
でスライス厚5mm、関数FC13のSD37.5で現在撮影している肺尖
部と同じSDとなった。
【考察】 臨床データと同一のSDをファントムで再現することで、
現在の肺がんCT検診撮影での画質に合わせることができた。今後
は、hybrid型逐次近似再構成法（AIDR）を含めた画質への影響を
調べる必要がある。

永草　大輔1、赤坂　正明1、野田　英治1、延田　宗久1、
佐道　裕輔1、黒川紗絵子1

1恵寿総合病院　放射線課

【目的】 尿管結石破砕後の評価は通常一般撮影にて行っているが、
評価困難な患者の場合には、CTで評価する場合がある。破砕後結
石の状態を評価する上での線量を低減することは患者被ばく管理
の点で重要であると考え、検討を行った。
【方法】 患者から採石した長径1-5mmの尿管結石8個を封入した
32cm径の水ファントムを自作し、当院の通常腹部CT検査で使用
している線量を基準として、1/10ずつ線量を低減して撮像した。
取得画像を、スライス厚、再構成関数および逐次近似処理を変化
させて再構成し、視覚的に評価した。
【結果】 スライス厚1mmが最も検出能に優れた。また普段臨床で使
用している軟部組織用関数（B40）が最も優れた検出能を示し
た。更に逐次近似処理を使用することで検出能の向上が認められ
た。
【考察】 破砕後結石のみを評価する場合、被ばく線量を通常の1/10
まで下げても結石自体が高吸収な物体であるため評価可能である
と示唆された。

兵藤　早紀1、西原　裕盛2、羽場　友信3、小林　正尚1

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、
2藤田医科大学大学院　保健学研究科、
3藤田医科大学病院　放射線部

【目的】 歯科用CBCTの線量評価には広くCTDIが用いられてい
る。しかし、CTDIはCTの線量評価法・指標である。CBCTはX線
の線束の形状や回転軌道などがCTと異なるため、その適用に問題
が生じる可能性がある。本研究では日本歯科放射線学会が報告し
た症例について、CTDIによる線量評価法が適切であるかを評価し
検討した。
【方法】 報告された症例の線量は、ImageJを用いて作成したデジタ
ルファントム（16cmφ；CT値100HU：アクリル相当）を対象に
モンテカルロシミュレーションで推定した。得た線量分布から
weighted	CTDI（CTDIw）とファントム全体の平均線量を比較し
た。
【結果・考察】 目的部位が小さい場合や撮影回転角度が360度以外の
場合は、その線量分布に偏りが生じるため、CTDIｗの利用が適切
でない。

吉野　孝佑1、松原　孝祐2、大久保玲奈3

1金沢大学　医薬保健学域　保健学類　放射線技術科学専攻、
2金沢大学　医薬保健研究域　保健学系、
3金沢大学　医薬保健学総合研究科（博士前期課程）保健学専攻

【目的】 COBRA（character izat ion	 o f 	 bow	 t ie 	 re lat ive	
attenuation）法を用いてX線CT装置のボウタイフィルタの形状を
推定し、その精度の検証を行った。
【方法】 X線CT装置（GE社製LightSpeed	VCT）、リアルタイム線
量計を用い、管電圧120kVにおいて、X線管を固定させて照射し
ボウタイフィルタによる減衰を得る従来法と、X線管を回転させ
ながら照射しボウタイフィルタによる減衰を得るCOBRA法を比
較した。COBRA法で推定したボウタイフィルタの形状をPHITS
（Particle	and	Heavy	 Ion	Transport	 code	 System）ver.3.02に
組み込んで求めたweighted	CT	dose	 index（CTDIw）と実測した
CTDIwを比較した。
【結果】 従来法とCOBRA法の比較では、最大で約5%の減弱差がみ
られた。CTDIwは、シミュレーション結果では8.28mGy、実測で
は7.68mGyであり、0.60mGyの差が生じた。
【考察】 COBRA法は従来法と同様の精度を有し、かつボウタイ
フィルタによる減弱を精度良く再現できた。
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田村　能之1、川嶋　広貴2、市川　勝弘2、本田梨沙子1、
長田　弘二1、宮崎　滋夫1

1金沢医科大学病院　中央放射線部、
2金沢大学医薬保健研究域保健学系

【目的】 本研究の目的は、Dual	source	CTによるdual	energy解析
において、ヨードの定量に被写体サイズおよびその位置が与える
影響を評価することである。
【方法】 Siemens社製SOMATOM	Forceを用い、ヨードロッドを含
んだMulti-energy	CT	phantomの大きさおよびロッドの位置を変
えて、DE撮影を行った。各管電圧画像のCT値とその比
（DEratio）を測定し、管電圧の組み合わせごとに比較した。また
iodine解析アプリケーションを用い、その濃度の測定も行った。
【結果】 DEratioはファントム径が小さい場合に推奨値とほとんど
同等となり、iodineの解析精度も安定していた。一方で、ファン
トム径が大きい場合にはDEratioが大きくなる傾向があり、解析精
度はわずかに悪化した。また低管電圧側が80kV以上の組み合わせ
では、位置依存性はほとんど見られなかった。

本田梨沙子1、川嶋　広貴2、市川　勝弘2、田村　能之1、
長田　弘二1、宮崎　滋夫1

1金沢医科大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門、
2金沢大学　医薬保健研究域	保健学系

【目的】 Dual	energy解析アプリケーションである仮想単色X線CT
画像（mono）は、任意のエネルギー画像を作成できることから、
その有用性が報告されている。本研究では、Dual	 source	CT装置
を用い、管電圧の組み合わせがその画質に及ぼす影響を評価し
た。
【方法】 SIEMENS社製SOMATOM	Forceを使用し、70kV、80	
kV、90kV、100kVとSn150kVの組み合わせにおいて、Multi-
Energy	 CT	Phantomを撮影した。撮影した画像データから、
monoとmono	plusを作成し、ヨード部分のCT値精度およびCNRに
よる評価を行った。
【結果】 CT値の精度は、monoおよびmono	plusともに80kV以上の
組み合わせにおいて、理論値と実測値でほとんど同等となった。
CNRはmonoに比べmono	plusで高くなり、管電圧の差が大きい組
み合わせほど画質は改善した。

藤本　セナ1、松原　孝祐2、川嶋　広貴2

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　

【目的】 画像ベースのノイズ低減技術であるSafeCT（MedicVision）
の物理的画質評価結果に基づき、冠動脈CT画像を高解像度化し、
画質改善が得られるかを検討した。
【方法】 SIEMENS社製	SOMATOM	Definition	Flashを用い、臨床
で使用している再構成関数よりも高解像度型のものを用いてCT画
像再構成を行った。この画像に対して従来画像と同等のノイズレ
ベルとなるようにSafeCTによるノイズ低減を行った。得られた画
像の物理的評価として、直径20cmの水ファントムおよびヨード
ロッド（280HU）を撮影し、ノイズ特性と解像特性を評価した。
次に、臨床で撮影された冠動脈CT画像にも同様の処理を施し、視
覚評価を行った。
【結果と考察】 高解像度型の再構成関数により強調されたノイズを
SafeCTにより低減し、物理的および視覚的にも冠動脈CT画像の
画質改善が可能であった。
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斉藤　大貴1、西原　裕盛2、羽場　友信3、浅田　泰生1、
小林　正尚1

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、
2藤田医科大学大学院　保健学研究科、
3藤田医科大学病院　放射線部

【目的】 X線CT検査における同一領域撮影時の線量分布はX線管の
開始角度によりピークの位置が変化する。本研究ではX線管の開
始角度と線量分布の関係から局所線量の低減法を提案する事を目
的とした。
【方法】 ガフクロミックフィルムを用いて、X線管の開始角度を0°
に固定無し（起動同期なし）、有り（起動同期有り）で線量分布の
状況を確認した。次に、シミュレーションにてX線管の開始角度
を0°と0～180°（30°間隔）の線量分布を積算し、分布形状と局所線
量を評価した。また、シミュレーション結果が示す局所線量の低
減法を実際に試み、その効果を検証した。
【結果】 線量分布のピーク位置は開始角度0°固定無しではランダム
に変化し、有りでは一定となった。また、同一部位を撮影する
際、X線管が120°以上大きくなると局所線量は低減した。
【結論】 X線管の開始角度を0°に固定し、撮影開始位置を調節する
ことで、局所線量を低減できた。
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セッション4

柿本　　真1、田中　宏卓1、山室　　修1

1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

【目的】 ワークステーション搭載型ノイズ低減処理ソフトiNoir	CT
（株式会社AZE）が体軸方向に与える影響について評価した。
【方法】 CT装置はSOMATOM　Force（SIEMENS）を使用した。
水ファントムを撮影し、体軸方向のNPSを測定した。傾斜エッジ
法にてSSP、MTFを測定し、体軸方向の解像度を評価した。ファ
ントムは円柱のアクリルと周囲のCT値差が約50HUとなるように
希釈造影剤で満たしたものを用いた。いずれの測定もFBP、
ADMIREで再構成した画像、FBP法の画像にiNoirで処理した画像
で比較した。また、線量はCTDI15mGyと2mGyで評価した。
【結果】 体軸方向のNPSはiNoirの強度を高くするに従い低下した。
また、解像度は低線量にするとADMIREは低下するのに対し、
iNoirはFBPと同等であった。
【結論】 体軸方向においてiNoirで処理を行うことによって解像度を
維持したままノイズの低減が可能である。

豊田　由高1、坂田　　茂1、原　　勇人1、高橋　隼風1、
多賀　信也1

1富山県立中央病院　画像技術科

【背景】 当院では、当直に入る技師は緊急経皮冠動脈形成術（緊急
PCI）に対応出来る事が条件となっているが、緊急PCI時に行われ
る左室造影の解析まで対応出来る技師は少ない。また、左室造影
の解析を行っている技師間で、解析方法の統一化はされていな
い。
【目的】 左室造影解析のマニュアルを作製する事によって、解析結
果がどの程度均一化が図れるか調査する。
【方法】 当直に入っている技師に同一の症例の左室造影の解析を
行ってもらい、マニュアルを見た後にまた、同一の症例を解析
し、解析結果の変化を調べる。

大谷　　昂1、嶋田　真人1、石田　智一1、安達登志樹1

1福井大学医学部附属病院　放射線部

【目的】 近年低管電圧撮影が行われるようになり、物質透過後の
ビームハードニングの影響が懸念される。本研究は管電圧の違い
によるビームハードニングの影響をファントムにて測定し検討し
た。
【方法】 CT装置SIEMENS	社製SOMATOMForce、GE社製
D i s c o v e r y C T 7 5 0 H D を使用した。 G A MM E X 社製
MultiEnergyPhantomを用いて、各管電圧（80kV、100kV、
120kV、140kV、150kV、Sn150kV）において20cm、30cm	のファ
ントムサイズにおける各ロッドのCT値を測定した。20cm	サイズ
のCT値を基準として、ファントムサイズの違いによるCT値変化
率を測定し、比較した。
【結果】 ヨードロッドのCT値変化率は低管電圧ほど小さくなっ
た。また、Sn150kVで最も変化率が小さくなった。ヨードに比べ
脂肪や血液はCT値変化率が小さくなった。結語低管電圧ほどビー
ムハードニングの影響は小さくなった。Snフィルタは低エネル
ギー成分をカットすることで、さらにビームハードニングの影響
は小さくなった。

澤田石　俊1、中島　　佑1、荒井　一旭1、中島　一哉1、
棚橋　陽介1、山本　　健1、寺林　多輝1、中野　李保1、
村中　真理1、森　　光一1

1富山大学附属病院　放射線部

【目的】 Flow	Diverterのステント径は0.25mm間隔で適切なサイズ
のステントを選択するためには、正確な血管径の計測が重要であ
る。本治療では多軸血管撮影装置が主に用いられるが、その計測
精度について検討した。
【方法】 SIEMENS社製Artis	Zeegoを使用し、Cアームの角度や
Isocenterからの距離を変化させた時の誤差を計測した。計測には
直径3、4、5mmの鉄球を用いた。同じ直径の鉄球を同一水平面上
に1cm間隔で配置し、視野サイズ16cmでCアームの角度を変えて
撮影を行い、Isocenter	Calibration法を用いて鉄球の直径を計測し
た。さらにFocus	to	Object	Distance（FOD：X線焦点‐試料間距
離）を可変させて撮影を行い同様に計測した。
【結果】 Cアームの角度を変化させても鉄球の大きさに関わらず、
計測誤差は0.25mm以下であった。しかしFODを可変した場合、
鉄球が大きくなるにつれ計測誤差も大きくなり、FODによっては
0.25mmを超える計測誤差が生じた。
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ワークステーション搭載型ノイズ低減処理ソフトiNoirにおける体

軸方向の物理評価

血管造影での左室造影の駆出率解析をマニュアル化すること

による解析結果の変化について

ファントムサイズの違いによるCT値変化の測定

Flow Diverter（脳動脈瘤治療用ステント）のサイズ決定のため

の多軸血管撮影装置の計測精度の検討
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セッション5

大竹　崇仁1、國友　博史1、西脇　祐太1、滝川　淳一1、
廣瀬保次郎1

1名古屋市立大学病院

【目的】 血管内治療の増加、高難度化に伴い手技が長時間になり、
被ばくによる確定的影響が避けられない事例がある。また、高難
度化により詳細な画像情報が必要とされることも多く、高精細な
画像が必要とされる。本研究では、新たな画像処理技術を搭載し
たDSA装置Allura	Clarity	FD20（Clarity、フィリップス社）の被
ばく線量低減効果と画像処理技術による画質特性について検討し
た。
【方法】 ClarityとAllura	Xper	FD20/20（Xper、フィリップス社
製）を使用し、ディテクタのインチサイズを8,13,19インチにて評
価した。アクリル厚を20cmとしてIVR基準点にて入射皮膚線量、
DSA画像のNPSを測定した。アイソセンターにてDSA画像の
MTFを測定した。
【結果】 MTFは装置インチサイズが異なっても変化はなかった。
入射皮膚線量はClarityの方が線量低減率が52～69%となり、かつ
ノイズ特性も優位であり、画質向上をさせて、被ばく低減を実現
した。

野崎　尚大1、鈴木　崇宏1

1藤田医科大学病院　放射線部

【目的】 血管撮影装置による距離計測は、IVRにおいて血管径を知
るための１つの方法である。当院の計測時に行われる自動幾何学
的校正は、寝台から10cm上の計測位置（以下基準位置）に被写体
があると仮定して、画像上の１ピクセルの距離を計算している。
基準位置から高さ方向に離れた位置での距離計測値の誤差が明ら
かになっていないため、今回検討した。
【方法】 模擬血管として12Frシースを用いた。基準位置及び基準位
置に対して高さ方向上下10cm離れた位置に配置したシースの画像
を取得した。画像からシースの外径を距離計測し、シース外径の
メーカー公表値との誤差を求めた。
【結果】 基準位置における計測値の誤差は0.8%、上下10cm離れた
位置では10%程度となった。
【考察】 基準位置から離れた位置における計測で誤差が生じた。臨
床での距離計測では計測位置を考慮する必要があると示唆され
た。

吉田　将人1、丹羽　正厳1、高橋　康方1、倉谷　洋佑1

1市立四日市病院

【目的】 当院ではHybrid手術室を利用し、術中に頭部や脊椎の
CBCT（cone	beam	CT）を撮影することがある。CBCTの撮影条
件毎にCアームの回転方式や撮影線量が異なり、手技や撮影部位
に適した条件の選択が必要である。本研究ではCBCTの撮影条件
や再構成関数による画質特性の違いを明らかにした。
【方法】 Philips社製のAllura	Xper	FD20	を用いて、Cアームの回転
方式や撮影フレーム数、回転時間などが異なる頭部用と腹部用の
撮影条件を使用した。CTの性能評価ファントムのCatphan604を
撮影し、ノイズ・CT値・低コントラスト検出能・空間分解能を評
価した。
【結果】 低コントラスト検出能は頭部用のPropeller回転撮影が最も
優れたが、空間分解能は撮影条件で大きな差はみられなかった。
【考察】 頭部の撮影時は高線量の頭部用のPropeller回転撮影が望ま
しいが、脊椎などの高コントラストな部位では腹部用のRoll回転
撮影が有用である可能性が示唆された。

山﨑　竣也1

1富山市立富山市民病院　放射線技術科

【背景・目的】 スロットグラフィにおいて再構成時に入力する基準
の高さと寝台からの被写体の実際の高さがかけ離れると画像にわ
ずかな歪みが生じる。被写体の高さと被写体のスリット上での位
置が画像の歪みに及ぼす影響を検討することを目的とする。
【方法】 コインをSI方向に5mm、LR方向に25mmずつずらして階段
用に9枚並べた自作ファントムを作成した。ファントムの寝台から
の高さ（H）を0cmから20cmまで1cmづつ変化させ、5枚目コイン
がスリットの中心となるように3枚のスリトを撮影し再構成して得
た画像を用いてコインのSI方向の直径（L1）とLR方向の直径
（L2）を測定した。
【結果・考察】 HとL2の間には正の相関関係がみられた。これは像
の拡大によるものと考えられる。HとL1との間にはコインがリッ
トの中心から10mm以内にある場合は正の相関がみられ、15mm以
上の場合は負の相関がみられた。スリットの端付近では拡大以外
の歪みが生じることが示唆される。
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ノイズ低減処理を用いたIVR装置の被ばく低減および基本的画

質特性の評価

血管撮影装置における距離計測精度の検証

cone beam CTの撮影条件や再構成関数による画質特性の違い

スロットラジオグラフィにおける寝台-被写体間距離とスリット上

での被写体の位置が及ぼす画像の歪みの検討
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木村　拓馬1、杉村　正義1、石塚　正哲1

1聖隷富士病院　放射線課

【目的】 胸部単純X線写真（立位正面）での経時差分処理における
ミスレジストレーション以下（記録ミス）発生頻度とアーチファ
クト以下（偽像）の出やすい部分を視覚的に評価した。
【方法】 使用機器はコニカミノルタ社製Senciafinder、CS-7、
REGIUS190とキャノン社製KXO-50、MRAD-A50S/Z1。対象は20
～80歳代（平均年齢約62歳）の男女50人。男女比率は1：2。評価
は経時差分処理を行った画像に対し、優、良、可、と3段階評価し
た。また心、血管、横隔膜、肺門部、肋骨、肩甲骨に対し偽像が
認識されるかを評価した。
【結果】 3段階評価では良以上が全体の80％以上となった。また部
位ごとの偽像は右肺門部が29％、心臓が26％、左横隔膜が20％の
順で多かった。
【まとめ】 記録ミスや偽像を完全に除去することは困難だがそれら
の傾向を理解した上で使用することで有益な情報を提供すること
ができると考える。

松尾　優希1、田中　利恵2

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

【目的】 低電源で安定したX線出力が可能なカーボンナノチューブ
（Carbon	Nano	tube：CNT）X線を用いた呼吸・心電同期トモシ
ンセシスによる肺機能評価の実現可能性を明らかにすることであ
る。
【方法】 人工呼吸下の正常豚1匹に対し動画FPD搭載CNT-X線撮影
システム（試作機）を用いて、呼吸・心電同期撮影を行い、スラ
イス厚2mmと10mmのトモセンセシス像を作成した。フリーソフ
ト（Image	J）を用いて、肺野内に設定した関心領域（ROI）内の
平均画素値を計測し、その経時変化と呼吸・心拍との関連を検証
した。
【結果】 ROI内の平均画素値は、呼吸・循環生理学的に矛盾しない
変化を示した。スライス厚による違いは見られなかった。
【考察】 呼吸・心拍にともなう肺内の機能性変化を画素値の変化と
して計測できたことから、CNT-X線を用いた呼吸・心電同期トモ
シンセシスによる肺機能評価は実現可能であると考えられる。

石原のぞみ1、田中　利恵2、Samei　Ehsan3、
Paul	Segars　William3、Abadi　Ehsan3

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、
3Duku	University,	Carl	E	Ravin	Advanced	Imaging	Labs

【目的】 実人体の4次元CTをもとに作成された仮想人体ファントム
は、任意の呼吸数・心拍数での動作、呼吸にともなう肺の電子密
度変化の再現が可能である。本研究の目的は、XCAT	phantomを
用いて胸部X線動態撮影の撮影方向ごとに得られる情報を比較検
討することである。
【方法】 平均的な成人男性の仮想人体ファントムをシミュレーショ
ンし、仮想X線源から2次元投影することで、各方向（正面、側
面、第1斜位、第2斜位）からの胸部X線動画像を作成した。画像
を観察し、撮影方向ごとに得られる情報を視覚的に比較した.
【結果】 正面像では腹側横隔膜の上下運動、側面では腹背方向の肺
内動態・胸郭運動、斜位像では心拍動・肺内動態が観察可能で
あった。
【考察】 正面像は呼吸器疾患、側面像は胸郭変化を伴う疾患、第1
斜位像は心疾患の診断への適用が考えられる。各撮影方向の情報
を合わせて肺ボリューム変化や1回拍出量を推定できる可能性があ
る。

浅野　友希1、田中　利恵2

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

【目的】 胸部X線動撮影による血流動態解析が肺血流分布をとらえ
るだけの計測能を有しているかを明らかにすることである。
【方法】 本学附属病院の呼吸器内科／外科を受診した患者のうち、
肺機能検査ならびに臨床所見で異常がみられなかった4名の立位、
臥位の胸部X線動画像を対象に、肺野内局所の画素値変化を計測
した。計測は、左右の上・中・下肺野について行い、1心拍ごとの
最大変化量を算出、3心拍の平均値について撮影体位や計測部位に
よる違いを比較検討した。
【結果】 立位・臥位いずれにおいても肺底部ほど画素値の変化量は
大きくなったが、その傾向は立位のほうが顕著であった。
【考察】 画素値の変化量が、撮影体位ごとに循環生理学で既知の肺
血流分布と矛盾しない分布を示したことから、胸部X線動撮影に
よる血流動態解析が肺血流分布をとらえるだけの計測能を有して
いることを確認した。
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胸部単純X線写真（立位正面）における経時差分処理の使用経験

カーボンナノチューブ（CNT）を用いた次世代X線源による呼吸・

心電同期トモシンセシスの初期検討

仮想人体ファントム（4D extended cardiac-torso phantom）を用

いた胸部X線動態撮影の撮影方向の検討

胸部X線動態撮影による血流動態解析の基礎的検討：肺血流

計測能の評価
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セッション6

本田　優樹1、沖田　香織1、中島　幸子1、堀内　正志1、
片山　嘉明1

1公立南砺中央病院　診療技術部　放射線室

【目的】 診断用X線防護衣の廃棄基準は、全国的に統一された基準
は無く各施設に委ねられている。保守管理に関しても各施設で
様々な方法で行われているのが現状である。今回、当院の防護衣
の廃棄基準設定と保守管理業務の標準化に取り組んだ。
【方法】 防護衣の素材から作成した破損試料を用いて透過散乱線を
測定し、破損面積ごとの線量増加率を算出した。そして職員の実
効線量を考慮して廃棄基準を設定した。また、防護衣の管理記録
表の作成と点検方法の変更を行った。
【結果】 当院の職員の業務内容を考慮した防護衣の廃棄基準を設定
した。管理記録表により経年劣化の確認が可能となった。CT装置
を用いたことで点検方法を統一できた。
【考察】 防護衣の廃棄基準を設定したことで、破損評価の際に生じ
る個人差がなくなった。そして管理記録表の作成とCT装置を用い
た点検方法により、防護衣の保守管理業務が標準化され、職員が
安全に検査を行える環境を提供できた。

竹内　大貴1、三輪　弘樹1、大塚　智子1、渡邉　一正1、
村山　直正1、鈴木　昇一1、神谷　　悟1

1社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部

【目的】 CR用ポータブル装置とFPD搭載型ポータブル装置の性能
を比較するため、それぞれの散乱線の評価を行った。
【方法】 使用装置はHITACHI	 Sirius	 Star	Mobile（CR用）、
FUJIFILM	DR	CALNEO	AQRO（FPD用）。線量計にRTI社製
Piranha及びDose	Probeとした。照射野中心に被写体に模したア
クリルファントム（縦30cm*横30cm*厚20cm）を設置した。線量
計を地面より高さ100cm、照射野中心からの距離50、100、150、
200cmそれぞれの点で散乱線を測定した。撮影条件はポータブル
撮影時、胸部及び腹部撮影の基準条件に準じた。
【結果】 照射野中心から100cmの位置におけるSiriusの胸部、腹部
条件の散乱線量はそれぞれ1.22μGy、2.79μGy。AQROの胸部、
腹部条件の散乱線量はそれぞれ0.37μGy、2.23μGyであった。
【結論】 寝台周囲の散乱線量を把握することができた。AQROの散
乱線量は胸部条件でSiriusの約30%、腹部条件で約80%であった。

傍嶋　佑哉1、三輪　弘樹1、大塚　智子1、渡邉　一正1、
小林　育夫2、中村登紀子1、村山　直正1、鈴木　昇一1、
神谷　　悟1

1社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部、
2長瀬ランダウア株式会社

【目的】 血管撮影検査では手技によりX線管の角度を変更する為、
室内位置によってスタッフの散乱線による被ばく増大が懸念され
る。本研究では空間散乱線分布を把握することを目的とした。
【方法】 測定時の幾何学的配置はIVRに伴う放射線皮膚障害の防止
に関するガイドラインに準拠し、散乱体として30cm*30cm*20cm
厚のPMMAファントムを設置した。Ｘ線管角度は0°とLAO45°＋
CRA30°の2方向とし、紙筒を50cm間隔でジャングルジム状に組
み、接合部に計150個のOSL線量計を配置した。各角度で透視600	
秒、撮影50	秒間の測定を行った。
【結果】 角度0°の散乱線線量は0.01～1mGy程度となり、LAO45°＋
CRA30°の時に0.02～2mGy程度となった。術者の立ち位置では約4
倍、スタッフの立ち位置で約12倍高い値となっていた。
【結論】 散乱線分布を把握することにより、スタッフの効果的な被
ばく低減策として実施することができ、安全な放射線管理の実践
が可能となった。

竹井　泰孝1、伊藤　　一2、橋本　将彦2、鈴木　昇一3、
上野　博之4、松原　孝祐5、廣澤　文香6、小林　育夫7

1川崎医療福祉大学　医療技術学部　診療放射線技術学科、2富山
大学附属病院　放射線部、3大同病院　放射線科、4高岡市民病院　
放射線技術科、5金沢大学　医薬保健研究域　保健学系、6富山県
立中央病院　画像技術科、7福井大学附属国際原子力工学センター

【目的】 Dual	Energy	CT撮影時の防護エプロンの防護効果を検証
する。
【方法】 CT装置はSOMATOM	Force（SIEMENS）を用いた。点
滴棒に吊り下げた0.25mmPbの防護エプロンを頭部CT検査時にガ
ントリ近傍で患者整位を行う立ち位置に配置した。小型OSL線量
計（nanoDot）とX線アナライザ（Accu-Gold+）に接続した180cc
電離箱検出器（10X6-180）を防護エプロン胸部の内外に貼付し、
臨床で使用しているSingle	Energy（SE）、	Dual	Energy（DE）の
プロトコルで頭部スキャンを行い、防護エプロンの内外で測定さ
れた空気カーマから防護エプロンの防護効果を検証した。
【結果】 防護エプロン外側で測定された空気カーマは、SEとDEの
差は5%未満であったが、防護エプロン内側で測定された空気カー
マはSEに比べてDEの方が25％増加していた。
【結語】 Dual	Source	CTによるDEスキャンはSEスキャンに比べて
防護衣の防護効果が低下するため、介助者被曝が増加する可能性
が示唆された。
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診断用X線防護衣の廃棄基準設定と保守管理方法の改善

ポータブル撮影におけるCR用装置とFPD用装置の散乱線評価

空間散乱線分布の把握による術者及びスタッフの散乱線被ば

く低減への試み
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セッション7

大崎　　純1、三輪　弘樹1、大塚　智子1、渡邉　一正1、
村山　直正1、鈴木　昇一1、神谷　　悟1

1社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部

【目的】 CR用ポータブル装置とFPD搭載型ポータブル装置で被ば
く線量及び時間分解能を比較し、性能評価を行った。
【方法】 使用装置はHITACHI社製Sirius、FUJIFILM社製AQROと
した。線量計にRTI社製Piranhaとした。被ばく線量計測は胸部及
び腹部の撮影条件における入射表面線量を測定した。時間分解能
評価はメトロノーム動作時に撮影を行い、先端部のブレの大きさ
を胸部及び腹部の撮影条件で視覚的に評価した。撮影条件は当院
の各ポータブル装置の基準撮影条件に準じた。
【結果】 被ばく線量は胸部撮影でSirius	0.46ｍGy	AQRO	0.15ｍG
ｙ、腹部撮影でSirius	1.02ｍGy	AQRO	0.93ｍGyであった。先端部
のブレは胸部撮影では差異がなく、腹部撮影ではAQROがより大
きかった。
【結論】 AQRO使用時に被ばく線量は少ないが、動きによるモー
ションアーチファクトが大きい。

魚住　春日1、松原　尚輝2、寺本　篤司1、本元　　強3、
河野　達夫4、藤田　広志5

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、2藤田医科大学大学院　
保健学研究科、3茨城県立こども病院　放射線技術科、4東京都立
小児総合医療センター　診療放射線科、5岐阜大学	工学部	電気電
子・情報工学科

【目的】 診断に高い専門性が求められる小児医療では、必ずしも専
門医が診断に携わる事ができないため見逃しや誤診の恐れがあ
る。中でも胸部X線画像を用いた小児肺炎の診断では、診断結果
にばらつきが生じることが課題となっている。そこで本研究では
胸部単純X線画像を用いた小児疾患の診断を支援することを目的
とし、その初期検討として対象となる肺野の抽出を人工知能の一
種であるMask	RCNNを用いて行った結果について報告する。
【方法】 多数の小児と成人の胸部X線画像から肺野領域をスケッチ
し作成した学習データを用いて肺野領域の認識をMask	RCNNに
学習させた後、未学習の画像を入力することで肺野領域が出力さ
れる。
【結果】 0～15歳の肺炎と診断された16症例の胸部単純X線画像を対
象として肺野抽出精度を評価した。Mask	RCNNによる出力画像
と正解画像を比較した結果、90%以上の一致率で肺野領域を検出
することができ、本手法の有効性が確認された。

谷口　　昂1、篠原　範充1、畑中　正雄2、鶴谷　　弘2

1岐阜医療科学大学　保健科学部　放射線技術学科、
2株式会社JVCケンウッド　ヘルスケア事業部　設計部

【目的】 デジタルマンモグラフィのソフトコピー診断において、医
用画像表示モニタに求められる表示輝度は、500cd/m2（以下cd）
程度となっている。近年、さらに高い輝度を出力できるモニタが
普及しており、これら高輝度モニタについて主観的な評価を客観
的に評価する方法を試み、その有効性を検証した。
【方法】 画像は、ACR、JSR推奨ファントムをキヤノン社製FPDに
て撮影し、ピクセル等倍で表示した。モニタに表示した画像の模
擬腫瘤、ファントム中心、ステップの輝度を測定した。使用した
モニタは、JVCKENWOOD社製MS55i2plusを用いた。最低輝度を
0.7cdに設定し、最高輝度を350cd、500cd、1000cdに変化させた場
合のJNDについて比較した。
【結果】 1000cdのJND	ステップ数は500cdと比較して視覚的分解能
が高くなることが検証された。そのため、Lambの影響が大きくな
い程度に読影時の環境光を高くするなど、読影環境の改善などの
可能性がある。

酒井　彩加1、大西　佑弥2、寺本　篤司1、松井美早紀3、
安達　英俊3、藤田　広志4

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、
2藤田医科大学大学院　保健学研究科、
3総合青山病院	放射線技術室、
4岐阜大学	工学部	電気電子・情報工学科

【目的】 乳癌検査で主流となっているマンモグラフィでは、組織の
重なりによる見落としや診断の難しい症例がある。それに対し、
トモシンセシスでは断層像が得られ、正確な３D座標の取得、乳
腺の重なりの低減が可能となり、不必要な検査を減らすことが期
待できる。しかし、画像枚数の増加によって良悪性の鑑別が煩雑
になることが課題となっている。そこで、医用画像から様々な特
徴量を抽出し網羅的に解析するRadiomicsを用いることでトモシン
セシス画像上の乳腺腫瘍の良悪性鑑別を行うことを目的とした。
【方法】 検査の結果、良悪性が確定した19症例を評価対象とした。
画像上で乳腺腫瘍の位置を指定し、テクスチャや形状等の特徴量
抽出を行う。次に得られた特徴量を識別器に入力し、良悪性を識
別する。
【結果】 複数の特徴量による識別器の出力を解析した結果、多くの
症例にて良悪性に関連性のある出力値が得られており、本手法の
有効性が確認された。
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ポータブル撮影装置におけるCR及びFPD使用時の被ばく線量

と時間分解能の評価

小児胸部X線画像のAI-CAD～Mask RCNNを用いた肺野領域

抽出の予備的検討～

マンモグラフィソフトコピー診断における高輝度モニターの有効性
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セッション8

市田あす香1、工藤　匡平2、山田あゆみ1、寺本　篤司1、
藤田　広志3

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、
2社会医療法人　宏潤会　大同病院、
3岐阜大学　工学部　電気電子・情報工学科

【目的】 脳梗塞は画像診断や血液検査、超音波検査など複数の検査
結果により、3種類の病型に分類され、最終的な治療方針が決ま
る。しかし、病型分類は煩雑で時間がかかることや、救急現場で
の専門医不在により病型の判断が困難な場合もある。そこで本研
究では深層学習法を用いて脳梗塞の診断に有用である頭部MR画
像から病型の自動分類を行う手法の開発を行った。
【方法】 すでに医師により脳梗塞の病型分類がされたDWI、
ADCmap、FLAIRの3つのシーケンスの頭部MR画像を検証対象と
した。自動分類には高い処理能力を有するDeep	 convolutional	
neural	network（DCNN）を用いた。DCNNの入力層に3枚の画像
を与え、3種類の病型に対応した3つの出力が得られる。
【結果】 本手法の有効性を確認するため、脳梗塞と診断された31症
例の画像データを用いて分類精度の評価を行った。DCNNの分類
結果と医師による分類結果の一致率は高く、本手法の有用性が確
認できた。

小野瑛見子1、榎本　和馬2、寺本　篤司1、山室　　修3、
西尾　正美3、藤田　広志4

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、
2藤田医科大学大学院　保健学研究科、
3名古屋放射線診断財団、
4岐阜大学　工学部　電気電子・情報工学科

【目的】 乳房MRIは乳癌の診断能が高いため、検診への利用が検討
されている。しかし、造影剤を用いた検査が行われているため、
患者への負担や検診への利用が困難であることが課題となってい
る。そこで、本研究ではDeep	 convolutional	 neural	 network
（DCNN）を用いて非造影乳房MR画像から乳癌を正確に検出する
ことができるか検討を行った。
【方法】 本研究ではT2強調画像、脂肪抑制T1画像、拡散強調画像
の3種類の画像を処理対象とする。まず、使用する3種類の画像の
サイズならびに位置補正を行う。その後、DCNNの入力層に入力
画像の注目画素近傍の画素値を入力し、畳み込み層、プーリング
層、全結合層を経て、出力層より乳癌の有無を出力する。
【結果】 乳癌と確定された14症例の画像を用いてDCNNの評価を
行った。その結果、非造影画像を用いた場合であっても高い検出
感度が得られることが確認された。

木村　竜誠1、松原　尚輝2、早川　智就2、大野　智之3、
寺本　篤司1、藤田　広志4

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、
2藤田医科大学大学院　保健学研究科、
3藤田医科大学坂文種報徳會病院、
4岐阜大学　工学部　電気電子・情報工学科

【目的】 IVRにおける撮影技術のひとつとしてDSAがある。DSAで
はマスク像を撮像し差分するため、被曝の増加やミスレジスト
レーションが問題となる。そこで本研究では、Deep	 learning技術
のひとつであり、画像認識に優れた能力を示すDeep	 convolution	
neural	network（DCNN）を用いることで、マスク像を差分する
ことなく、擬似的にDSAを行うVirtual	DSAを新たに提案する。
【方法】 ライブ像の注目画素近傍の画素値をDCNNに入力し、出力
層より血管のみを抽出した画素値を出力する。これをすべての画
素に対して行うことで血管画像が出力される。なお、使用する
DCNNは、5つの畳み込み層、2つのプーリング層、1つの全結合層
からなる。
【結果および考察】 画像処理により頭部ファントム透視像に模擬血
管を加え、擬似ライブ像および擬似DSA像を生成し、DCNNの学
習を行った。DCNNで処理を行った結果、Virtual	DSAにより血管
のみが抽出された画像が得られ、本手法の有効性が確認された。

田中　健登1、田中　　寛1、清水　秀年1、青山　貴洋1、
磯村　泰己1、北川　智基1、岩田　　徹1、古平　　毅1　

1愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部

【目的】 対象患者19名の痛みの性状および程度と照射時の患者移動
量の関係を調べた。
【方法】 痛みの性状および程度はNRSを用いて11段階（0-10）で評
価し、神経因性疼痛の有無はS-LANSSテストにて12点以上を陽
性、11点以下を陰性と判定した。初回治療前後のCBCT画像から
照射中の3次元方向の移動量を求め、移動量と痛みの評価尺度との
相関をスピアマンの順位相関係数（r）およびt検定を用いて検討
した。
【結果】 NRSと移動量との相関（r）はRL、SI、AP方向それぞれ
0.309、0.438、-0.07であった（p	＞	0.05）。神経因性疼痛を有する
患者で0.098±0.062、0.168±0.304、0.125±0.108で神経因性疼痛を
有さない患者で0.047±0.051、0.039±0.039、0.113±0.118であった
（p＞0.05）。
【考察】 痛みの程度および神経因性疼痛の有無と患者移動量には有
意な相関はなく、患者の疼痛と照射中の移動量との関連は小さい
と示唆される。
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中村　和彦1、伊藤　　誠2、桐生　和馬1、南　　佳孝1、
須田　康介1、櫻木　亜美1、平生　蓉子1、小関　弘智1、
金田　直樹1、中村　　勝1

1愛知医科大学病院　中央放射線部、
2愛知医科大学病院　放射線科

【目的】 我々は基礎実験において高線量率のFFFが通常のX線より
ペースメーカの一過性障害を引き起こしやすいことを報告してい
る。ペースメーカが近接する腫瘍に対してFFFによる肺体幹部定
位照射（SBRT）の経験を報告する。
【方法】 ペースメーカ植込み患者に対する肺SBRTは、通常より低
い線量率1000MU/minに設定した6MV-FFF（TrueBeamSTx,	
Varian）を使用し、固定多門で処方線量50Gy/4frとした。ペース
メーカ（ACCOLADE,	Boston	Scientific）と照射野辺縁の距離は
最短0.5cmで、治療計画装置（Eclipse,	Varian）上のペースメーカ
最大線量/平均線量は1.90Gy/1.00Gyだった。照射中は心電図等で
患者観察をした。
【結果】 照射中のペースメーカの動作は問題なく、患者の自覚異常
もなかった。照射半年後のペースメーカに異常はなく、腫瘍も局
所制御されている。
【結論】 これまでの基礎実験結果と先行文献に基づき、ペースメー
カ近接例においてもFFFによるSBRTが可能であった。

西島　大貴1

1福井赤十字病院　放射線科部

【目的】 脳定位照射用固定マスク（以下SRTマスク）と通常照射用
固定マスク（以下通常マスク）の固定精度について、Intra-
fraction	motionでの評価を行った。
【方法】 2方向のX線画像を利用したIGRT画像を用い、経時的固定
精度確認試験（マスクテスト）を行った94患者を対象とした。
SRTマスクを使用した郡と通常マスクを使用した郡とにおいて、
systematic	error（Σ）とrandom	error（σ）の解析を行い、比較
検討を行った。
【結果】 SRTマスクを使用した場合、Σとσは最大で0.32と0.34、
平均で0.22と0.24であった。通常マスクを使用した場合Σとσは最
大で0.76と0.75、平均で0.51と0.50であった。またSRTマスクは通
常マスクと比較し、特にLong方向のerrorを小さくすることが可能
である。
【結論】 SRTマスクの場合、通常マスクに比べ、口腔内固定などの
工夫により、Intra-fraction	motionを大きく縮小することができ位
置固定精度が向上したと考える。

金田　直樹1、森　　俊恵2、竹内亜里紗2、中村　和彦1、
南　　佳孝1、須田　康介1、桐生　和馬1、平生　蓉子1、
櫻木　亜美1、中村　　勝1

1愛知医科大学病院　中央放射線部、
2愛知医科大学病院　放射線科

【目的】 Non-coplanar	beamを使用したVMATが有用であった頭部
血管肉腫症例報告。
【症例】 74歳男性で表在性腫瘍が多発する頭皮原発血管肉腫。血管
肉腫は通常、電子線とX線を組み合わせた照射になるが、照射野
接合部の不確かさが危惧された。頭皮原発血管肉腫は血管肉腫の
中でも特に悪性度が高く、高線量を正確に照射する必要がある。
全頭皮50Gy、腫瘍部70Gyの標的体積内同時ブースト（SIB）法と
し、Non-coplanar	 beamを併用したVMATにより、リスク臓器
（OAR）の制約を満たした。線量処方70Gy/35fr.	D50%処方。
【結果】 OAR制約、脳max72Gy、mean36Gy、海馬max14Gy、
mean9.9Gy、視神経max36Gyを満たした。毎回の照射は画像誘導
放射線治療（IGRT）により高精度に照射を完遂出来た。
【結語】 頭部血管肉腫に対しNon-coplanar	VMATは正常臓器線量
の最適化を達成可能であり有害事象の軽減に貢献する。

目方　祐司1、江口　佑太1、福間　宙志1、土屋　貴裕1、
山田　雅人1、吉田　亮哉1、長野　将大1、笠井　治昌1、
廣瀬保次郎1

1名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科

【目的】 当院では従来、頭部放射線治療においては2種類の既製品
の枕（以下、旧枕）を使用していた。しかし、既製品の為、頭部
の形状と枕が合わず間に隙間ができる場合もあった。今回、頭部
の形状に合わせて作成することができる吸引式枕（以下、新枕）
を導入したので、枕の違いによるinterfractional	 errorの評価を
行った。
【方法】 Tomotherapyで頭部の治療を行った患者に対して旧枕群
（n=35）と新枕群（n=35）について6軸でsystematic	error（以
下、Σ）とrandom	error（以下、σ）を算出し、比較した。
【結果】 旧枕群と新枕群の差はΣにおいてはx：0.13mm、y：
1.01mm、z：0.35mm、pitch：-0.35°、roll：0.58°、yaw：-0.14°と
なり、σはx：0.07mm、y：0.30mm、z：-0.15mm、pitch：0.08°、
roll：0.01°、yaw：0.13°と新枕群のほうが再現性が良い結果となっ
た。
【考察】 新枕の使用により患者個々の頭部の形状が再現可能であり
interfractional	errorが低減したと考えられる。
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定位照射の経験
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セッション9

田中　敬介1、高木　等1、松山　哲也1、山崎　希世1、
小林　英敏2

1大垣市民病院　医療技術部　診療検査科　放射線治療室、
2大垣市民病院　放射線治療科

【背景】 IGRTが普及し、基本的整位技術の重要性が低下を危惧す
る。当院には、独自開発した体表面整位ナビゲーションシステム
（以下、ナビシステム）がある。ナビシステムは被ばくがなく、
患者の整位訓練に繰り返し利用する事が可能と考える。
【目的】 ナビシステムを用いた患者整位訓練の重要性について検討
する。
【方法】 治療経験のない放射線技師5名を対象とした。人体ファン
トムでの整位を、1）体表面マーカーのみで整位した場合、2）体
表面マーカーとナビシステムを用いて整位した場合、3）2の条件
で3回練習した後、再度1）の条件で整位をした場合の3通りでそれ
ぞれ整位を行い、時間と精度を比較した。
【結果】 整位に要する時間は3＜1＜2の順に短く、精度は2＞3＞1で
良くなった。
【結語】 整位訓練において、ナビシステムは被ばくがなく、繰り返
し訓練が可能となる。よって、事前に整位技術と感覚を養う事が
出来、患者負担の軽減および精度向上に繋がる。

伊藤　達也1、武村　哲浩2、浜頭　孝成1、小島　礼慎3、
磯村　直樹3、上江田博司3、能登　公也3、上田　伸一3

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

【目的】 金沢大学附属病院に、カメラで撮影した体表面情報で位置
付けする新たなシステム（Catalyst）が導入された。その臨床使
用上の基礎検討として、Catalystにより計算されるアイソセンタ
の精度を検証する。
【方法】 人体ファントムを治療計画用CTで撮影し、胸部をアイソ
センタとする治療計画を作成した。その後ファントムをLINACの
寝台に移動させCatalystで撮影し、位置合わせした後、関心領域
（ROI）の大きさと位置を変更しアイソセンタの位置を求め、治
療計画時のアイソセンタからの誤差を求めた。	
【結果】 ROIの大きさを変更し測定した結果、並進誤差のlateral、	
long方向ではROIが小さいほど誤差が大きくなる傾向があった。	
回転誤差でも同様にPitchでROIが小さいほど差が大きくなる傾向
があった。
【考察および結論】 6軸移動の一部で、ROIのサイズおよび位置に依
存するアイソセンタ位置誤差が生じた。	

岩田　裕太1、菊地　壮一1、石田真理子1、市山　仁美1、
藤元　秀幸1

1五福脳神経外科　富山サイバーナイフセンター

【目的】 サイバーナイフのマーカートラッキングシステムは、3つ
以上のマーカーを用いることで、並進と回転方向の位置照合を行
うことが可能である。本研究では、マーカートラッキングの回転
方向における位置照合精度の検証を行う。
【方法】 水等価ファントム上に二等辺三角形を形成するように金
マーカー（0.5φ、5mm）を貼り付け、検証用プランを作成した。
寝台上でピッチ方向に0～8°の角度（基準値）をかけて位置照合を
行い、誤差を測定した。また、二等辺三角形の等辺の距離を16、
18、21、25、29mmと変えて同様の測定を行った。
【成績】 等辺の距離が16mmと18mmで誤差の平均が1.0°を上回っ
た。16mmでは角度が大きい時に誤差が大きい傾向にあった。
【結論】 マーカー間の距離が20mm以上であれば、回転方向の位置
照合を正確に行うことができると考えられる。マーカー間の距離
が20mm以下の症例は誤差が含まれることを考慮して使用する必
要がある。

浜頭　孝成1、武村　哲浩2、伊藤　達也1、小島　礼慎3、
磯村　直樹3、横山　春奈3、上江田博司3、稗田　　綾3、
能登　公也3、上田　伸一3

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

【目的】 近年、体表面情報による位置付けが注目され、金沢大学附
属病院では3D体表面位置合わせシステム（Catalyst、C-RAD社
製）が導入された。本研究では初期検討として、Catalyst使用に
おけるSET	UPのTime	Studyを行った。
【方法】　2017年８月28日から2018年7月13日のうち計4週間、臨床
で勤務する診療放射線技師（延べ46名）を対象に治療の過程をリ
アルタイムで測定した。治療した患者について照射部位別に評価
し、Catalyst使用の有無で比較、検討を行った。
【結果】 Catalystを用いたSET	UPでは前立腺で145±28秒、胸部で
172±54秒、食道で156±47秒に対して、Catalystを用いないSET	
UPでは各々120±18秒、141±59秒、108±45秒とCatalyst使用に
よって時間延長の傾向を示した（すべてp＜0.05）。
【考察】 時間延長は、SET	UPを行う過程の中でCatalystによる補
正が増えたことに起因したが、治療全体において問題のない程度
であると考えられる。
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セッション10

北川　智基1、清水　秀年1、青山　貴洋1、中山　雅詞1、
磯村　泰己1、田中　健登1、小出雄太郎1、宮内　理世1、
古平　　毅1

1愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部

【目的】 左乳房温存療法後の深吸気息止め照射における自発深吸気
息止めの方法と、セットアップの再現性について報告する。
【方法】 自発深吸気息止めの方法を以下に示す。計画CT撮像時に
位置合わせ用の印と深吸気息止め時の印をつける。照射時に位置
合わせ用の印でセットアップ後、深吸気息止めを指示し、レーザ
と深吸気息止め時の印が一致することを確認して治療を行う。照
射間の変位に関して、DRR画像と各治療の照射開始直後の透視画
像を二次元（u,	v）で画像照合し、平均移動量（MD）と標準偏差
（SD）を算出した。照射中の変位に関して、各治療の照射開始直
後の透視画像と照射終了直前の透視画像を二次元で画像照合し、
MDとSDを算出した。
【結果】 照射間の変位（u,	v）はMD±SD＝-0.7±1.5,	1.2±1.7mmで
あった。照射中の変位はMD±SD＝0.01±0.5,	 -0.1±0.3mmであっ
た。
【結論】 自発深吸気息止め法のセットアップ再現性は照射間、照射
中ともに良好であった。

太田あず沙1、石原　翔太2、熊原　成美2、武村　哲浩3、
上江田博司4、磯村　直樹4、小島　礼慎4、能登　公也4、
上田　伸一4

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

【目的】 ポリマーゲル線量計ファントムの変形前後の合算線量分布
を用いDeformable	 Image	Registration（DIR）による合算線量分
布の精度検証方法の初期的検討を行う。
【方法】 風船に詰めたiPAGATを線量分布測定用に5本、R2-dose変
換テーブル用に3本作製し、脱酸素剤入の保存液を充填したアクリ
ル容器（8.5×8.5×12	cm3）中にiPAGATを保存した。1日後、変
形前後でCTを撮影し、同じ位置をアイソセンターとする治療計画
を作成し、LINACで10MVのX線で各200MU照射した。照射1日後
にiPAGATをMRI装置で撮像し、R2画像から得た合算線量分布を
計画支援ソフトで変形前を変形後の画像にDIRさせた合算線量分
布と比較した。
【結果・考察】 両者の合算線量分布を比較し、同範囲に高い線量を
示したがDIRの結果が影響する変形部分で細かい比較はできな
かった。これは風船の密着により保存液の効果が得られず、
iPAGATの辺縁が反応しなかったため細密な合算線量分布を得ら
れなかったからである。

川村　　忠1、平井　智徳1、水谷　偉俊1、白石　晴彦1

1トヨタ記念病院	放射線科、2トヨタ記念病院	品質管理G

【目的】 当院では、サイバーナイフM6を用いて、呼吸性移動のあ
る標的に対して動体追尾照射を行っている。動体追尾照射の患者
QAは標的の動きを再現できないため、静止したファントムで行っ
ている。今回、呼吸波形に連動し標的の動きの再現が可能な4Dプ
ラットフォームを開発した。
【方法】 プラットフォームは線量の吸収を考慮しカーボン製とし
た。また、サイバーナイフのビーム方向を考慮し、コントローラ
ユニットはプラットフォームと十分な空間を設け、ビームの妨げ
にならないように配置した。また様々なファントムを設置できる
よう耐荷重30kgに設定した。
【結果】 4Dプラットフォームを可動させ、標的の動きを再現した
ファントムで、動体追尾照射の患者QAが可能となった。
【考察】 動体追尾照射の患者QAに対応可能な4Dプラットフォーム
を開発できた。

大澤　　翼1、武村　哲浩2、街道　亮斗3、小島　礼慎4、
上田　伸一4

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金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　保健学専攻、
4金沢大学附属病院　放射線部

【目的】 Rigid	Registration（RR）の精度を基準としてDeformable	
Image	Registration	（DIR）を行ったときの最低限度の精度向上
を検討する.
【方法】 公開済みのDIR用データベース（DIR-DB）より32例（頭
部5例、胸部13例、腹部8例、女性骨盤部6例）のデータを用いた。
評価対象臓器を頭部は眼球、視神経、脳幹、胸部は両肺、腹部は
肝臓、腎臓、女性骨盤部は直腸、膀胱とした。最低限の精度向上
を求めるため異なる患者のデータを用いてDIRソフト（MIM	
Maestro）を用いてRRとDIRを行い、それぞれの評価対象臓器の
Dice	similarity	coefficient（DSC）を求めた。RRのDSC値とDIRの
DSC値の相関を求めた。
【結果と考察】 頭部、胸部では相関がみられた。しかし頭部ではRR
とDIRのDSCは同等の値となりDIRをしてもRRからの向上がみら
れなかった。胸部ではRRのDSC=0.6のとき0.29、DSC=0.8のとき
0.16もDSC値が向上した。これは肺の形状の類似性から、異なる
患者でもDIRの精度が良くなったと考えられる。
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セッション11

野村　　実1、多賀　信也1、桝谷　大全1、酒井　勉欣1、
岡田　　理1、荒幡　純貴1、坂下　真俊1、柴田　香織1、
原　　勇人1

1富山県立中央病院　画像技術科

【目的】 近年頻繁にIMRTによる治療が行われている。最初のIMRT
検証開始から現在の検証方法への移行を再確認し、その効果を考
える。
【方法】 IMRTを開始するために、検証ツールや検証内容の検討、
IMRT治療部位の拡充、IMRT手法の進歩、また治療機の更新など
も経験したなかでの検証方法の変遷を顧みる。
【結果】 IMRT検証を開始した当初と比較すると検証に要する時間
が大幅に改善された。そのことにより、治療機器のQA/QCの時間
帯を確保できるようになっている。また治療開始までの待ち日数
が短くなった。
【考察】 放射線治療にはプラン検証の他、機器の精度管理に費やす
時間が大幅に必要になっているため検証時間短縮が図れること
で、精度確認に要する時間を確保できると考える。また10年来に
亘る検証方法の変遷を顧みることで、新しい担当技師の放射線治
療への関心が深まると思われる。

大西　一幸1、西島　大貴1、中尾　秀昭1

1福井赤十字病院　放射線科部

【目的】 VMATに最適なMLC	parameter（dosimetric	 leaf	gap：
DLG/MLC	transmission	factor：TF）を検討する。
【方法】 DLG/MLC	TFを変化させ、線量計算結果をExcelソルバー
により解析し、VMAT	Planに最適な値を算出した。算出した
DLG/MLC	TFを治療計画装置に入力し、再度Optimize、線量計
算を行った。Planを電離箱線量計およびArcCHECKにて測定し、
絶対線量、線量分布の確認を行った。
【結果】 Excelソルバーにより算出した6MV/10MV	X線における
DLG/MLC	TFはそれぞれ0.1283/0.0163、0.1700/0.0192であった。
その際の計算値と実測値の線量差はそれぞれ0.9%、-0.3％であっ
た。またArcCHECKを用いた線量分布解析結果はそれぞれγ	
Pass率95.5%、94.0%であった。（2mm/2%	2D	Globalγ解析）
【結論】 VMAT	Planに最適なDLG/MLC	TFを決定できた。

磯村　泰己1、清水　秀年1、青山　貴洋1、北川　智基1、
田中　健登1

1愛知県がんセンター中央病院

【目的】 頭頸部用の通常のマスク固定台（台座1）とMR対応マスク
固定台（台座2）を比較し、治療計画用CT時に台座1を用いた患者
において、治療時に台座2の使用が可能かどうかを検討した。
【方法】 台座1と台座2で同条件にて治療計画用CTを撮影した。
15x15x15cm3の仮想水ファントムを台座上の頭部と頸部の2箇所に
仮定した。台座1に対して、ガントリ角度180°、照射野10x10cm2、
ICをファントム中心とし、ICにおいて2Gyとなる条件で線量計算
した。台座2において同条件で線量計算した。両者のファントム中
心の深部線量曲線を比較し、台座1を基準として線量誤差を算出し
た。
【結果】 台座1と台座2のCT値の平均±標準偏差はそれぞれ-843.4±
150.5	HU、-783.5±160.9	HUであった。線量誤差の平均±標準偏差
は頭部と頸部においてそれぞれ-0.22±0.9%、-0.67±0.72%であっ
た。
【結論】 線量誤差は-0.7%以内と小さく、通常のマスク固定台の代わ
りにMR対応マスク固定台を使用することは可能である。

赤石　聡美1、清水　由美子1、林　　直樹2、村木　勇太1　

1聖隷浜松病院　放射線部、
2藤田医科大学　医療科学部　放射線学科

【目的】 放射線治療において治療衣の使用や適宜タオルをかけて照
射を行うが、これによる体表の線量上昇の懸念がある。本研究の
目的は、治療衣やタオルの種類や状態の違いによる線量の変化を
把握することである。
【方法】 当院で使用するタオル（乾燥時：乾、湿った状態：湿）、
厚手タオル、術中シート（乾と湿）を評価対象とした。水等価
ファントムに評価物質を覆う時と覆わない時のリニアックからの
放射線照射によるファントム表面の線量を比較した。使用放射線
は4	MVと15	MVのX線と9	MeVと12	MeVの電子線とし、平行平
板型電離箱とGAFCHROMIC	Film	EBT3によって測定した。
【結果】 線量計による計測の結果、評価対象物質で覆わない時と比
較して、X線では厚タオルで3.0から4.5%、電子線ではタオル湿で
1.0から1.2％の線量増加であった。Filmでは同様に最大でX線
8.2％、電子線6.5％増大した。これらの結果から、汗などで濡れた
布を使用することは避けるべきである。
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当院におけるIMRT検証方法の推移がもたらす効果について

DLG/MLC TFの最適化　－VMAT－

異なる材質のマスク固定台が線量へ与える影響の検討

治療衣やタオルの有無による皮膚線量の変化
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セッション12

金森茉衣乃1、安井　啓祐1、齊藤　泰紀2、永田　順也1、
真栄城守斗1、林　　直樹1

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、2藤田医科大学病院

【背景・目的】 新たに開発された治療計画手法として、RayStation	
（RaySearch	社）には、固定多門照射のMLC形状、ガントリ角度
などを最適化する3D-CRT	optimizeの機能が搭載されている。本
研究では、3D-CRT	optimize機能を用いた前立腺多門照射の最適
化の有用性について検討を行った。
【方法】 治療計画装置は、RayStation	（ver4.6.4.4）を用いた。6門
照射、5門照射の前立腺治療計画に最適化機能を適用し、比較・検
討を行った。PTVの95％体積に36.25Gyの処方線量が与えられるよ
う設定し、CTV、直腸、膀胱、大腿骨頭に線量制約を設けて最適
化を行った。最適化前後のPTVとCTV、リスク臓器の線量指標を
評価した。
【結果】 最適化後、6門照射で直腸のV18.1	Gy、V29	Gy、V36	Gyが
約5.4％、57.3％、97.1%低減できた。また、6門照射と5門照射で大
きな差はみられなかった。
【考察】 最適化による直腸の線量低減には、MLC形状が最も大きく
影響しているものと考えられる。

八重樫良平1、梶田　公博1、山口　香織1、三浦　賢征1、
大橋　佑介1、加藤　大輝1、庄田　真一1、中川　直紀1、
竹田　和真1、岡田冨貴夫1

1岐阜大学医学部附属病院

【目的】 C	SENSEを併用したSynthetic	MRIと従来法を比較検討す
る。
【方法】 従来法及びAcceleration	 factor	の異なる2種類（factor	4.3,	
6.0）のC	SENSEを併用したSynthetic	MRIを用いて健常ボラン
ティア10名を撮像した。得られた画像よりT1値、T2値、プロトン
密度を定量的に評価した。また作成されたT1WI、T2WI、
FLAIR、PDWIにおける解剖学的明瞭性、均質性、アーチファク
ト、総合画質を定性的に評価し、3シーケンス間で比較した。
【結果】 定量評価では、従来法とC	SENSE	（factor	4.3）間では半
数程度の項目において有意な相関を示したが、C	SENSE	（factor	
6.0）では3項目のみに留まった。また定性評価では、解剖学的明
瞭性、均質性および総合画質においてC	SENSEが有意に低値を示
したが、許容範囲内に留まった。
【結語】 C	SENSEのSynthetic	MRIへの応用は、大幅な定量値の変
化や画質低下を伴うことなく撮像時間の短縮に貢献する。

滝口　京佑1、富田　哲也1、渡　　昭徳1、吉田　　司1、
瓜倉　厚志2、半村　勝浩1

1静岡県立静岡がんセンター　放射線・陽子線治療センター、
2静岡県立静岡がんセンター　画像診断科

【目的】 organ	effective	modulation（OEM）を使用して撮影された
頭頸部治療計画CT画像が線量計算やcontouringへの影響を評価す
ること。
【方法】 すべてのデータ取得にはAquilion	PRIME（キヤノンメ
ディカルシステムズ）を使用した。OEMによる線量計算への影響
を評価するために体内組織を模した密度ファントムおよび頭部
ファントムのCT値を測定した。さらに品質管理ファントムを用い
てcontouringに寄与するノイズおよびMTFを測定した。また、ガ
ラス線量計を用いて水晶体の線量低減率を測定した。
【結果】 密度および頭部ファントム画像のCT値は変化しなかっ
た。MTFは変化がなかったが、ノイズはわずかに増加した。水晶
体は約33％の線量低減が可能であった。
【結論】 放射線治療計画CTにおけるOEMの使用は、治療計画に必
要な画質を維持しつつ放射線感受性臓器の線量を低減可能である
ことが示唆された。

中居香菜恵1、藤本　勝明1、平野　貴大1、山本由利子1、
五十嵐　進1

1富山県済生会富山病院　放射線技術科

【目的】 脳動脈瘤コイル塞栓術後の瘤内への流入血流評価は、一般
的にMRAで行われるが、Barricadeコイルを使用した症例の中に
は、離断部のステンレスがコイルに影響を与え、MRAでの流入血
流評価を困難としたと報告されており、当院でも困難例を経験し
た。そこで、Barricadeコイルによる流入血流評価に適した撮像の
基礎的検討を行った。
【方法】 Barricadeコイルをroutine	TOF	MRA,VIBE,Short	TE	
MRA,Ultra	 short	TE	MRAで撮像し、信号欠損部を計測した。
Barricadeコイルを封入した脳動脈ファントムに定常流を流し、そ
の流入信号を視覚評価した。
【結果】 Ultra	short	TE	MRAでコイルによる信号欠損が最も小さ
く、脳動脈ファントム内に流入信号が最も描出された。
【結論】 Ultra	short	TE	MRAの流入血流評価の有用性が示唆され
た。
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３D-CRT optimize機能を用いた前立腺多門照射の最適化に関

する検討

Synthetic MRIへのパラレルイメージングと圧縮センシング技術

の応用

頭頚部放射線治療計画用CTへのorgan effective modulationの

導入

Barricade コイルを使用した脳動脈瘤コイル塞栓術後の流入血

流評価における基礎的検討
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セッション13

熊野　　恵1、伊藤　貞則1、長濱　航永1、棚橋　陽介1、
森　　光一1

1富山大学附属病院　放射線部

【目的】 乳腺領域の拡散強調画像の問題点として、脂肪抑制が難し
いこと、画像の歪みが大きいことがあげられる。現在シングル
ショットEPIを使用しているが、歪みが小さいとされるRESOLVE
が使用可能か検討した。
【方法】 装置はSIEMENS社製MAGNETOM	Verio（3T）、コイル
は乳腺専用コイル（8ch）を使用した。RESOLVE	（IR法）にて
自作ファントムの撮像を行い、null	point、画像の歪み、SNRの評
価を行った。歪みはRSを変化させ、ImageJにて計測した。SNRは
RSを変化させ、差分法で評価を行った。分解能は2.4×2.4×5mm
（低分解能）と1.2×1.2×5mm（高分解能）で計測した。
【結果・考察】 脂肪のnull	pointはTR＝2000以上で一定となった。歪
みはRSを増やす程小さくなり、低分解能で小さくなった。SNRは
高分解能でRSを増やす程高くなり、低分解能では低くなった。高
分解能の方がSNRは高くなった。結果からRESOLVEはTR＝2000
以上、RS＝5が適していると考えられる。

傍島　篤洋1、伊藤　清華1、太田　莉乃1、若畑　　茜1、
後藤　竜也1、小川　定信1、古川　雅一1

1大垣市民病院

【背景】 MREは主に肝臓に対し施行されている。弾性体にせん断波
を人工的に伝搬させ、それによる変位を位相シフトに変換し弾性
率を得る手法である。変位を左右する因子は、MREパラメータに
おいては加振周波数となるが、今回はその他の基礎的なパラメー
タと弾性率の関係について、ファントムを用いて検証した。
【使用機器】 MRI：GEヘルスケア・ジャパン株式会社製	Discovery	
MR750WMRE：アクティブドライバー、パッシブドライバー
Fantom：OST株式会社製粘弾性評価ファントム
【方法】 ファントムにパッシブドライバーを密着させ、スライス
厚、加振強度、位相オフセット数を変化させ撮像して弾性率を算
出し、それぞれの値を比較した。
【結果】 いずれのパラメータを今回の範囲で変化させても、弾性率
に有意差を認めなかった。
【結語】 対象臓器に合わせてパラメータを変更しても、弾性率に影
響しない。

伊藤　清華1、太田　莉乃1、若畑　　茜1、後藤　竜也1、
傍島　篤洋1、小川　定信1、古川　雅一1

1大垣市民病院　医療技術部　診療検査科　機能診断室

【目的】 今回、MRI-proton	density	 fat	 fraction（PDFF）における
ROIの設定部位、大きさの検討を行った。
【対象および方法】 脂肪肝の精査目的で、PDFFによる肝脂肪率の
定量診断を施行した30例。Couinaudの8区域に最大ROIを置き測定
した値と、右葉	（5cm2）1点（現行法）、2点（右葉左葉各1点）
の1cm2、4cm2、および最大、4点（右葉左葉各2点）の1cm2、
4cm2、および最大、およびCouinaudの8区域の1cm2、4cm2の一致
度の検討を行った。
【結果】 （1）Spearmanの順位相関係数では、いずれも強い相関が
認められた。（2）Bland-Altman分析による一致度の検定では、両
葉4点の1cm2以外はbiasが認められなかった。
【結論】 MRI-PDFFによるROIの設定は、現行法で肝全体の脂肪化
率とほぼ一致する。

渋江　　徹1、佐賀　菜穂1

1坂井市立三国病院　診療技術部　放射線科

【目的】 臨床で多用されるシーケンスにおいてクロストークアーチ
ファクトを評価すること。
【方法】 GE製MRI装置SIGNA	Explorer	（1.5T）と付属ファントム
を用い、1：スライス厚（＝スライス間隔）を変化させた場合、
2：スライス厚を一定にしてスライス間隔を変化させた場合の影響
をSNRで比較する。3：FSEにおいてスライスを交差させた場合に
得られる陰影を比較検討する。
【結果】 1：スライス厚を変化させてもSNRに差は見られなかっ
た。2：SNRに最も大きな変化が現れたのはFOCUSであった。
FSE（TR500）で間隔が小さい時SNRが低かった。3：TRが短い
ほど、ETLが大きいほど陰影の信号低下が大きくなる傾向があっ
た。
【考察】 通常の励起方法では間隔を十分取ること、TRを長くする
こと、ETLを小さくすることで影響が少なくなることが確認でき
た。局所励起では励起方法が異なるため結果が異なったと考えら
れる。
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乳腺領域におけるReadout segmented（RS） EPIの撮像条件の
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セッション14

広瀬　茂樹1、横山　貴優1、國枝ともみ1、市橋　弘教1、
山田　雄三1、猿渡　　裕1

1岐阜市民病院　中央放射線部

【目的】 当院での手関節の撮影体位は腹臥位にて検側上肢を挙上し
施行している。患者の負担軽減には短時間撮影が挙げられるが、
画質維持が課題となる。撮影時間短縮を目的にパラメータとSNR
の関係について検討したので報告する。
【方法】 Flex-MコイルをAP方向に配置し、折り返し防止抑制法の
有無、位相方向AP、RLにてそれぞれP	reduction	を1～2まで0.1ず
つ変化させてボトルファントムを撮影し、SNRを測定した。
【結果】 SNRは折り返し防止抑制法を使用した方が未使用時よりも
高値であった。P	reductionが1.6までは位相方向によるSNRの差は
なかったが、1.7を超えるとRL方向のSNRは低下し、AP方向が高
値となった。
【考察】 折り返し防止抑制法は設定したFOVに対してオーバーサン
プリングを行う。収集データはFOVより広く撮影するためSNRは
高くなったと考える。コイル配置と位相方向が直交する場合P	
reductionを挙げると展開エラーが起こり、SNRは低下したと考え
る。

水野　恭佑1、菅　　博人1、瀧澤　将宏2、大森　一慶2、
荒井　信行1、廣瀬保次郎1

1名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科、
2（株）日立製作所	ヘルスケアビジネスユニット

【目的】 Parallel	 Imaging（PI）による高速撮像は今日の臨床では
なくてはならない手法であるが、倍速数やg-factorによって空間的
に異なるSNRの低下を招く。g-factorに加重したノイズ低減処理で
あるIterative	Noise	Reduction（INR）が空間的なSNRに与える影
響を調べた。
【方法】 INRのレベルを1、3、5および7と変化させ、生肉をファン
トムとし撮像した。INRの有無による画質変化を確認するため
PSNRを算出した。またPIではノイズが空間的に変化するため、
連続撮像法を用いてピクセルごとにSNRおよびg-factorの算出を
行った。撮像は3T	MRI装置（Hitachi	Ltd.,	Tokyo,	Japan）を用い
た。
【結果】 INRのレベルを上げるほどPSNRは大きくなった。g-factor
が高い箇所でSNRが大きく向上し、INRのレベルが上がるほどそ
の程度は大きくなった。
【結論】 高いPIの倍速数を使用してもINRによって画質改善が期待
できる。

山本由利子1、藤本　勝明1、平野　貴大1、中居香菜恵1、
五十嵐　進1

1富山県済生会富山病院　放射線技術科

【目的】 当院で使用しているMR装置では、3D撮影において設定ス
ライス数に対する実際のスライスエンコードの割合をSl ice	
resolusion（以下Sr）というパラメータで設定可能である。このパ
ラメータは、k-space上の信号収集を行わない部分に0を充填する
ことでスライス数を維持し、撮像時間を短縮することが可能とな
るが、実効スライス厚が厚くなることが知られている。本検討で
は、スライス厚とSrを変化させた時の実効スライス厚の関係につ
いて検証を行った。
【方法】 スライス厚とSrを調整することで理論上の実効スライス厚
を同じにした複数条件のスライス厚測定をパーシャル法にて行っ
た。
【結果】 Srが大きい設定ほど理論上の実効スライス厚に近似した値
を示した。

濱田　大輔1、坪井　茂樹1、三好　佳仁1

1三重厚生連　鈴鹿中央総合病院　放射線科

【目的】 当院の放射線業務の安全管理体制について診療放射線技師
の意識調査を行った。
【方法】 平成28年5月に改訂された放射線業務の安全の質管理マ
ニュアル（Ver.2）を用いて、当院の診療放射線技師20名に基礎
チェックと専門チェックのアンケートを実施した。基礎チェック
は15項目で全員共通、専門チェックはモダリティごとに10項目
（放治のみ22項目）である。
【結果】 基礎チェック、専門チェック共に6割以上を「可」、6割未
満を「不可」と評価した。基礎チェックは15項目中11項目が可で
あった。しかし、検査前確認、感染対策、被ばく管理、薬品管理
の4項目が6割未満で不可となった。専門チェックでは全項目が6割
以上で可となった。
【考察】 基礎チェックでの不可判定の4項目は個人差が大きい。特
に薬品管理と被ばく管理は基本的な知識の共有が必要と考える。
専門チェックは全項目で可であるが、より良い業務を行う為には
安全管理の改善が必要だと感じた。
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梅本　　伸1、田中　愛未1、野田　真矢1、小西　陽香1、
渡辺　明里1、伊藤　　唯1、竹中　和幸1、恒川　明和1、
伊藤　益弘1、竹島　賢治1

1大垣市民病院　医療技術部　診療検査科

【目的】 新人の診療放射線技師（以下、新人）は撮影技術、装置の
操作、患者接遇など多くの現場教育が必要となる。また臨床現場
では様々な職種と関わるため、医療チームの一員としての自覚や
行動も重要となる。今回新人の教育方法にメンター制度を導入し
一定の成果が得られたので報告する。
【方法】 メンター制度を導入し、新人に集中的に業務の指導と精神
的なケアを行った。また進捗状況の共有法としてワーキンググ
ループ（以下、W.G.）の	一つである「新人教育・実習生W.G.	」
で作成された新人教育チェックリストを使用した。
【結果・考察】 メンター制度に加え新人教育チェックリストを使用
することでメンティ間の習熟度に違いが出やすいと言うメンター
制度の問題点を補うことができた。メンティはメンターから精神
的なサポートと助言を得ることで、業務に取り組みやすく、目標
に向けてのチャレンジが出来るようになり、良好な新人教育が行
われていると考えられる。

水谷　麻央1、竹越　智久1、田代　秋一1

1金沢医科大学氷見市民病院　中央放射線部

【目的】 一般撮影およびポータブル撮影における撮影技術の向上を
目的としたミーティングを放射線部内で行うことで、再撮影の低
減を目指した。
【方法】 2018年4月から再撮影の件数と写損率を集計した。7月から
週に一度、部内ミーティングを行い、写損にした画像と、再撮影
後の画像を比較した。写損した原因の分析および、再撮影の低減
策を模索するとともに、各自の再撮影の基準を共有し、部内で標
準化を図った。
【結果】 4月から6月の写損率の平均が一般撮影で6.69％、ポータブ
ル撮影で11.9％だった。7月の写損率が一般撮影で4.80％、ポータ
ブル撮影で7.20％、8月の写損率が一般撮影で4.53％、ポータブル
撮影で6.29％であり、部内ミーティング開始後において減少傾向
である。
【考察】 写損となった具体的な要因を把握し、改善策と再撮影の基
準を共有することで、撮影技術の向上とともに、一人一人の撮影
に対する意識が高まり、再撮影が減少したと考える。

渡邉　一正1、工藤　匡平1、辻井　重吉1、村山　直正1、
神谷　　悟1

1社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部

【概要】 当院では2012年度より新人放射線技師の人財育成を目的と
した教育プログラムの構築を進め、毎年ブラッシュアップを重ね
てきた。今回はその概要について報告する。当院で用いている教
育プログラムはプリセプター制度を採用し、新人放射線技師と指
導者がペアとなって指導を行っている。教育の目標は『1年後に新
人放射線技師が単独で日当直業務に従事可能になる』と定義し、
月別の行動目標に併せて勤務ローテーションを組み、毎月面談の
機会を設けて教育評価シートを用いた業務習得の進捗を確認して
いる。また、疑問点にも早期介入して技術面・精神面を包括的に
サポートする体制を整えスタッフ全員が共有している。2017年度
から最終月の3月にOSCE（客観的臨床能力試験）を開催した。日
当直帯に起こり得る事例について実機を用いたシミュレーション
を行い、その結果をフィードバックして独り立ち直前の振り返り
としている。今後も継続して新人教育を進める。

竹越　智久1、濱崎　結衣1、藤岡　仁美1、上庄　　薫1、
山田　真也1

1金沢医科大学氷見市民病院　中央放射線部

【目的】 一般市民に対する心肺蘇生法に関する教育方法は多数報告
されているが、病職員に対する報告はまだ少ない。当院では心肺
蘇生法の教育としてオリジナルのビデオを用いた講習を行ってい
る。この講習が心肺蘇生の教育として有効かどうか明らかにす
る。
【対象】 当院勤務のコメディカル83名
【方法】 心肺蘇生のチェック項目を12項目に設定し、各項目で採点
を行う。講義は心肺蘇生法に関する10分間のビデオ講習を実施。
講義前後の心肺蘇生法の合計点数を比較し、ビデオでの講習の有
効性を検討した。
【結果】 講習前後で平均点14.1点から21.5点に上昇した。合計点数
が10点以下の場合は、心肺蘇生法の技術が不十分であると評価し
た。
【考察】 講習前は、24.1％のコメディカルが心肺蘇生を行うには不
十分な技術であった。１時間程度の講習を行うことより100％のコ
メディカルの心肺蘇生法のスキルの向上を認めた。このことによ
りビデオを用いた講習は有効であった。
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当院の新人教育の方法について

一般撮影およびポータブル撮影における再撮影低減への試み

当院における新人放射線技師の教育プログラム

医療従事者における心肺蘇生法の技術評価と教育方法
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セッション15

山田　友紀1、市川　　肇1、澤根　康裕1、山口　　稔1、
小野　孝明1

1豊橋市民病院

【目的】 腹部ポータブル撮影において散乱線補正処理（Intelligent	
grid：以下IG）を用いた場合のガス像、チューブの描出能および
石灰化、臓器の辺縁の検出能を評価し、有効性を検討する。
【方法】 3：1のグリッドを付けたFlat	panel	detectorの上に20cm厚
の腹部ファントムを乗せ、80ｋV、250ｍA、4.0ｍAsで撮影した。
取得した画像に6：1相当および8：1相当のIGを加え、胃ガス・NG
チューブ・模擬石灰化・臓器の辺縁の視覚評価を行った。
【結果】 NGチューブは3：1と6：1、3：1と8：1でIGを用いた場
合、有意に描出能が高かった。胃ガスでは各データ間で有意に高
格子比ほど描出能が優れている。模擬石灰化の検出は3：1に対し
て6：1および8：1で高値を示し、臓器の辺縁の検出は有意な差は
見られなかった。
【考察】 IGを用いることで散乱成分が除去されコントラストが改善
されたことにより胃ガス、NGチューブの描出能、模擬石灰化の検
出能が向上したため、腹部ポータブル撮影においてIGは有用と考
える。

磯田知佳子1、小菅　和音1、芝山　裕紀1、大倉　雄斗1、
中西　俊博1、冨田　拓哉1、濱口　拓磨1、小林　和樹1、
久保　諒祐1、矢橋　大輔1

1三重厚生連　中央放射線科

【目的】 胸部単純X線撮影において散乱線低減処理（VG）画像と実
グリッド（RG）画像の画質評価を行い、物理的および視覚的に比
較検討した。
【方法】 胸部ファントムIの肺野に10mm厚の円形アクリルを配置
し、管電圧90kV、0.6～2.4mAs、SID110cmにてグリッドあり/な
しで撮影し、グリッドなし画像にVGを適用した。それぞれの画像
において、肺野と円形アクリルにROIをとりCNRを算出した。
次に胸部ファントムIIに10mm厚の円形アクリルとチューブを配
置し、上記と同条件で撮影した。RG：2 . 0mA s 	 、VG：
2.0/1.4/0.8mAsで一対比較法による視覚評価を行った。
【結果】 VGでは、1.4ｍAsで当院での胸部撮影条件2.0mAsと同等の
CNRを得た。視覚評価では、有意差をもってRGの方がVGより優
れていた。VGでのmAs値の変化による有意差はなかった。
【結語】 物理的評価ではRGよりVGの方が優位であったが、視覚的
評価ではVGよりRGの方が優位であり、両者の結果に乖離があっ
た。

尾崎　一樹1、市川　卓磨1

1藤田医科大学病院　放射線部

【目的】 散乱線補正技術（Virtual	Grid：以下VG）は被写体厚や撮
影条件により補正効果が変動される。そこで、当院での胸部ポー
タブル撮影におけるVG使用時の適切な撮影条件について検討し
た。
【方法】 バーガーファントムを用い被写体厚が20cmとなるように
し、胸部ポータブル撮影条件（90kV,	2mAs,	SID：120cm,	グリッ
ド有：以下RG）とVGを使用し管電圧、mAs値を変化させ撮影を
行った。得られた画像からCNRを測定し、物理評価を行った。RG
使用時を基準とし、同等のCNRを示したVGの撮影条件から得た画
像を視覚評価し、CDダイアグラム、IQFinvを算出した。また同
様の条件で胸部ファントムを撮影し、5段階評価で視覚評価した。
【結果・考察】 VGはRGと比べ、20%線量を低下させても同等のCNR
が得られた。これはVGの粒状改善処理によるものだと考えられ
る。視覚評価において有意差はみられなかった。本検討により、
VG使用時の適切な撮影条件を得ることが出来た。

西脇　祐太1、國友　博史1、大竹　崇仁1、廣瀬保次郎1

1名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科

【目的】 KONICA	MINOLTA	社製、間接変換方式flat	panel	detector
（FPD）を用いて、画素サイズ100μmの高精細FPDと画素サイズ
175μmの従来型FPDにおいて、物理的画質特性と散乱線を考慮し
た画質特性を比較検討し、高精細FPD使用時の線量低減率を検討
した。
【方法】 IEC62220‐1	に準拠したRQA5の線質において、基準線量
における各FPDのdetective	quantum	efficiency（DQE）を算出し
た。また腹部条件において、入射表面線量を一定にしたときの、
散乱線を考慮したeffective	noise	equivalent	quanta（eNEQ）を算
出し、DQE比、eNEQ比から線量低減率を評価した。
【結果】 物理的画質特性であるDQE、散乱線を考慮した画質特性で
あるeNEQから高精細FPDでは従来型FPDの80%線量で同等の画
質を取得することが可能である。
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腹部ポータブル撮影における散乱線補正処理の有用性の検討

胸部単純X線撮影における散乱線低減処理効果の検討

散乱線補正技術を用いた胸部ポータブル撮影条件の基礎的検討

高精細FPDにおける画質特性に基づく線量低減率の評価
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セッション16

寺林　多輝1、清水　祐子1、森野　友美1、熊野　　恵1、
上田明日香1、山崎　飛鳥1、森　　光一1

1富山大学附属病院　放射線部

【目的】 本院では若年者の全脊椎撮影が多く、被ばく線量の低減が
課題である。そこでCRからFPDへの更新を機会に、物理特性の比
較に基づく線量低減を目的とした長尺撮影条件の検討を行った。
【方法】 対象はコニカミノルタ社製のAeroDR1717fine（以下fine）
と同1717HQ（以下HQ）、CRである。物理特性を評価して、DQE	
を求めた。次にCRのDQEを基準として、fineとHQのDQE比を算
出した。このDQE比より求められた線量でバーガーファントムお
よび人体ファントムを撮影し、視覚評価を行った。
【結果】 物理特性はfineが最も優れており、続いてHQ、CRの順に
なった。FPDを用いた場合、いずれもCRと比較して約60～70％の
線量低減の可能性が示唆された。またDQE比に基づく線量でバー
ガーファントムを撮影した結果、fineとHQのいずれも視覚評価で
は同等であった。しかし、人体ファントムを撮影した場合、側面
像の上位胸椎部分の視覚評価が困難であった。

小芝有美子1、飯田　葉子1、伊藤富貴子1、小柳　仁美1、
遠藤　真紀1、服部　仁美1、藤田　尚利1、阿知波正剛1、
近藤　　悟1、阿部　真治1

1名古屋大学医学部附属病院

【目的】 ディジタル乳腺トモシンセシス（DBT）画像は複数の角度
から得た投影像より再構成される。被写体が厚い場合、管球振り
角による影響で投影像において照射野辺縁の被写体が欠損するた
め、これが再構成画像に与える影響について検討した。
【方法】 DBT装置は富士フィルム社製AMULET	Innovalityを用い
た。PMMA板を1～7cmに変化させ、その上にビーズを配置して
振り角±20°で撮影し、投影像における被写体の欠損を調べた。ま
た再構成画像の照射野中心と辺縁において、アルミ球を用いた深
さ分解能の測定、ACR156ファントムを用いた視覚評価を行っ
た。
【結果】 PMMA板が7cmのとき投影像における被写体の欠損は最大
となり、投影像15枚のうち7枚で照射野端の被写体が欠損した。ま
た照射野辺縁では深さ分解能の低下がみられ、視覚評価において
も模擬腫瘤と模擬石灰化が見えづらくなった。
【考察】 投影像の欠損により深さ分解能が低下し、視認性への影響
が懸念される。

中野　李保1、中島　　佑1、中島　一哉1、荒井　一旭1、
澤田石　俊1、山本　　健1、村中　真理1、棚橋　陽介1、
寺林　多輝1、森　　光一1

1富山大学附属病院　放射線部

【目的】 FPDは機器が発する電磁波により誤動作することや、画像
に影響が出ることが知られている。補助循環用ポンプカテーテル
（以下	IMPELLA）挿入中患者のポータブル撮影をする際、X線
曝射前にFPDが感知してしまう誤動作を経験したので、その現象
を検証した。
【方法】 2種類のカテーテルIMPELLA2.5と5.0を対象にFPD-
IMPELLA間距離、ポンプの流量補助レベル、FPDの読み取り感
度、Gridの有無等の条件を変化させ、FPDの作動状態を観察し
た。FPDが正常に作動した場合は、画像への影響を確認するため
目視による画像評価を行った。
【結果】 IMPELLA2.5では流量補助レベルによっては誤動作が観測
され、FPD間との距離が小さく、FPD感度が高く、Grid無しの場
合にその傾向が強くなった。またFPDが正常に作動した場合、今
回の設定条件下では目視による観察で画像にアーチファクトは確
認されなかった。

小沢　史奈1、田淵　友貴1、今泉　康弘1、齋田　善也1、
水口　　仁1、佐野　幹夫1、河野　泰久1

1医療法人　豊田会　刈谷豊田総合病院

【背景・目的】 コンベンショナル撮影（2D）と、トモシンセシス撮
影（3D）から再構築した合成二次元画像（C-View）での石灰化検
出能の検討をしたので報告する。
【方法】 予備実験として3種類（0.500・0.250・0.177mm）のガラス
ビーズを各々1cm四方に15個程度集簇させた擬似微小石灰化病変
を、アクリルファントムに配置し撮影する。また石灰化病変と不
均一高濃度様の自作乳房ファントムを用い、2DおよびC-Viewにつ
いて診療放射線技師16名（検診マンモグラフィ撮影認定技師12名
含む）の観察者による連続確信度法を用いたROC解析を行う。
【結果・考察】 アクリルファントムでの予備実験において0.177mm
の微小石灰化病変は2Dでは検出されたがC-Viewでは検出されな
かった。自作乳房ファントムにおけるROC解析は、16名の観察者
全体の検出能に有意差は認められなかった。

073

075

074

076

物理特性の比較に基づくFPD長尺撮影条件の検討

ディジタル乳腺トモシンセシスにおける被写体厚と管球振り角

が再構成画像に与える影響 

補助循環用ポンプカテーテル使用時のFPD誤動作に関する検討

乳房コンベンショナル画像とトモシンセシス合成二次元画像に

おける石灰化検出能の検討
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セッション17

岡　　美希1、成瀬　徳好1、近藤さゆり1、山口　雅美1、
木俣　礼乃1、森　　清孝1、人見　栄一1

1名古屋市立西部医療センター	中央放射線部

【目的】 乳癌は日本人女性の癌罹患率の一位であり、マンモグラ
フィは乳癌検診に有用とされているが、不均一高濃度以上の高濃
度乳房は腫瘤など病変の検出能の低下が指摘されている。当院に
導入された乳房用X線診断装置には、一般的なマンモグラフィ画
像から乳房領域の乳腺量を自動算出できる機能があり、今回その
有用性を検討した。
【方法】 129名の臨床画像を検討し、乳腺量計測機能による分類と
目視による分類を比較した。目視による分類は、放射線科医・乳
腺外科医・診療放射線技師（計8名）による合同判断で行った。
【結果】 高濃度乳房は、乳腺量計測機能による分類では全体の
18%、目視による分類では74％であった。
【考察】 目視による分類は、実施者の個人差があり客観性に欠ける
ため、高濃度乳房の割合が多くなったと推測できる。
【結語】 乳腺量計測機能は定量的な測定で容易に分別できるため、
客観的な分類に有用であると考えられる。

杉浦　咲希1、宮木　涼香1、西出　裕子1

1岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術学科

【目的】 マンモグラフィでは乳房を圧迫することにより、乳房厚を
小さくし乳腺組織を伸展させて、なるべく少ない線量で診断に適
した画像を得ている。しかし、実際に圧力が乳房にどのように加
えられているかについてはよくわからない。本研究では、圧力セ
ンサーを用いて圧迫圧と乳房への圧力について知ることを目的と
する。
【方法】 圧力センサーを撮影台に配置し、ポジショニング用乳房
ファントムを圧迫して、圧迫圧の表示値とファントム厚、圧力セ
ンサーの色の変化、圧力の値を測定した。また、ポジショニング
の違いによる圧力センサーの色の変化について比較した。
【結果】 圧迫圧の増加に伴う撮影台への圧力の変化を把握すること
が可能であった。また圧迫前に乳房を十分に伸展させない場合、
圧迫圧を大きくしても乳房全体には圧力がかからないことが示さ
れた。
【考察】 臨床において、圧迫に伴う乳房全体への適切な圧迫につい
ても検討したいと考えている。

中村美友紀1、福岡　佳奈1、高村　マキ1、市川　卓磨1

1藤田医科大学病院　放射線部

【目的】 マンモグラフィ検査において、被ばく線量が一定量以下と
なるように管理することは重要である。
臨床画像から検査毎のAverage	Glandular	Dose（以下、AGD）を
算出し、乳房厚に対するAGDの分布を調査する。
【方法】	 112例のDICOMタグより年齢、管電圧、mAs値、フィル
タ、ターゲット、乳房厚を得てAGDを算出した。
【結果】 今回使用した臨床画像は40～49歳が52例、50～64歳が60例
であり、年齢群による偏りは少ないと考えられる。
AGDは乳房厚に比例して増加した。乳房厚とAGDの相関係数は、
乳腺含有率の修正係数を考慮しない場合0.243となり、考慮した場
合0.532となった。乳房構成で比較した場合のAGDは、高濃度、不
均一高濃度、乳腺散在、脂肪性の順に増加した。
【考察】 DICOMデータを用いることで、検査毎の詳細な条件を得
ることができ、実際の被ばく線量を評価できると考える。
線質と乳腺含有率を考慮することでより正確なAGDを算出できる
と考えられる。

和田　悠平1、鈴木　省吾1、永井　滉祐1、鈴木健太郎1、
水口　　仁1、佐野　幹夫1、河野　泰久1

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

【背景】 大動脈と膝窩動脈でのtest	injection	（TI）法を用いた下肢
CT-Angiography　において、造影剤の到達時間からスキャン開始
時刻及び撮影速度を算出する方式では、下腿での造影不良症例に
遭遇することがある。そこで、造影剤の速度と撮影速度との関係
について対策を検討した。
【方法】 本法を使用した29症例を対象に、7か所で動静脈のCT値を
計測した。また、スキャンプロトコルの視認化を目的に、横軸:	時
刻、縦軸:	体軸位置とし、TI法から得た造影剤の速度と撮影時間
及び撮影長から算出した撮影速度をマップ化した。	
【結果】 CT値の計測結果より追い越しが考えられた6症例は、造影
剤の速度が	50mm/s	以下を示し、かつマップ上でも追い越しが示
唆される症例であった。造影剤の速度予測とマップを併用するこ
とで、造影剤の追い越しが事前に予測可能となり、高い造影効果
を保った検査が達成できると考えられる。

077

079

078

080

乳房領域における乳腺量計測機能の有用性の検討

マンモグラフィの圧迫に伴う乳房への圧力に関する検討

DICOMデータを用いたデジタルマンモグラフィ撮影の線量調査

Test Injection法を用いた下肢CTAの撮影速度に関する検討

72



倉谷　洋佑1、丹羽　正厳1、高橋　康方1、吉田　将人1、
辻岡　勝美2、磯部　好孝3

1市立四日市病院　医療技術部　中央放射線室、
2藤田医科大学	医療科学部	放射線学科、
3地域医療機能推進機構	四日市羽津医療センター	放射線部

【目的】 現在ヨード過敏症の患者にヨード造影剤を使用することは
禁忌であり、CTAを行うことは困難である。今回われわれはMRI
用造影剤を用いて頭部CTAを行うための基礎的な検討を行った。
【方法】 シリンジにMRI用造影剤（ガドビスト、オムニスキャン）
を希釈して封入し、水中に沈めて64列CTにてDual	Energy	Scanを
行った。仮想単色X線画像を得て、各keVでのCT値を測定した。
次に70keVで各濃度のCT値を測定した。ヨード造影剤（イオパミ
ロン370）も同様に測定した。
【結果】 どの造影剤も濃度とCT値に相関があった。オムニスキャ
ンはCT値を上昇させるのにより多くの造影剤が必要であった。
keVは低いほどおおむねCT値が上昇した。
【考察】 ガドビストの特性はイオパミロンに近く、CTAで用いる場
合に似た感覚で使用できると考える。オムニスキャンを用いる場
合イオパミロンと比較して多くの量が必要であり、管電圧を下げ
て使用量を抑える必要があると考える。

磯部　好孝1、川口　真弘1、田中　　孝1、吉田　亘孝1

1JCHO　四日市羽津医療センター

【背景】 造影CTが可能なVascular　Access	Device（以下VAD）が
販売される様になり、異なる大きさのP^Uセルサイトポート（以
下PU）、カテーテルサイズ6Fr、5FR、ポートタイプSmall、
Large、Baby、が選択できる様になった。
【目的】 今回我々は血流動態ファントムを使用して各VADからの
造影における基礎的検討を行った。
【方法】 腹部ダイナミック時における各VADのTime	Enhancement	
Curve（以下TEC）と各VADの最大注入圧力の検討を行った。ま
た以前計測したパワーポートの結果と比較検討した。
【結果】 最大CT値は5Frのカテーテル、Small使用時で最も高い値
となった。最大圧力は5Frの使用時が低くなった。パワーポート
と比べてPUの最大注入圧力は高い値となった。
【考察】 VADから造影を行う際は注入圧速度、リミッターを考慮
する必要があると考える。

水井　雅人1・2、溝口　裕司1・2、北岡ひとみ3、田城　孝雄2

1鈴鹿回生病院　放射線科	、
2放送大学大学院、
3鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科

【緒言】 頭部CTA検査は頭蓋内の動脈を観察する有効な検査である
が撮影する際に造影剤到達のタイミングを最適化する必要があ
る。ボーラストラッキング法は造影剤到達タイミングを視認で
き、造影効果の高い画像が得られるが、不慣れな術者が造影タイ
ミングをモノクロイメージで確認することは困難である。我々は
CT値ごとに血管の色が変化するシミュレータを作成し、有効性を
検討した。
【方法】 最初に14秒の時点がCT値150HUとしたボーラストラッキ
ング法シミュレータをモノクロイメージとカラー表示で作成し
た。次に放射線技師養成大学の4年生を50人募集し、モノクロ群25
名、カラー群25名に分け最適タイミングとのずれを測定した。
【結果】 モノクロ群13.53±0.98sec、カラー群14.13±0.23secとな
り、タイミングのばらつきはカラー表示群が有意差をもって減少
した。P=	0.007
【結論】 ボーラストラッキング法はカラー表示が可能なら最適タイ
ミングが取りやすくなる。

麦谷　　健1、石崎宗一郎1、野崎　春菜1、神保江梨香1、
高橋　亮次1、上田　周平1、前多　尚人1、五十嵐　進1

1富山県　済生会富山病院　放射線技術科

【目的】 冠動脈CTにおける、造影効果増強アプリケーション（以
下：CE	Boost）の初期的検討を行った。
【方法】 冠動脈CT施行症例のうちモーションアーチファクトのな
い画像に対してCE	Boost処理を行った。処理前後の画像において
#1,#4,#5の正常な部分（石灰化や、プラーク、ステントのない部
分）にROIをとりCT値とSD値の計測を行った。それに対し、CT
値帯や血管径、再構成法（Full/Half）による違いの評価を行っ
た。また、放射線技師5人でVR画像を用いて、血管の視認性が向
上するか視覚評価を行った。
【結果】 CE	Boostを用いることによって、冠動脈CT値の上昇が認
められた。また、ノイズに埋もれていた血管のCT値が上昇し、視
認性の向上も認められた。
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セッション18

渡辺　聖太1、大橋　一也1、加藤　勝也1、石原　大地1、
廣瀬保次郎1

1名古屋市立大学病院　診療技術部　放射線技術科

【目的】 心臓血管外科領域における胸腹部血管手術等において、術
前にアダムキュービッツ動脈を同定し、術中にこれを温存もしく
は再建することは、脊髄梗塞などの合併症のリスクを減少させる
とされている。術前造影CTによるアダムキュービッツ動脈の描出
能については諸説あるが、本研究ではアダムキュービッツ動脈の
描出に適したCT撮影法について検討した。
【方法】 腰椎ファントムにアダムキュービッツ動脈と大動脈を模し
たチューブを組み込んだファントムを自作し、SIEMENS社製
SOMATOM	Definition	Flashを用いて撮影を行った。管電圧の設
定と寝台の高さを変更し、CNRの評価を行った。
【 結 果 】  アイソセンターがファントム中心の場合は管電圧
80kVDualPowerモードが、アイソセンターがアダムキュービッツ
動脈の場合は管電圧70kVDualPowerモードが最も高いCNRを示し
た。
【結論】 アダムキュービッツ動脈の描出における低電圧撮影の有用
性を示すことができた。

桐生　　輝1、土井裕次郎1、松本　良太1、片岡　由美1、
井田　義宏1、藤井　健二2、外山　　宏3、片田　和広4

1藤田医科大学病院　放射線部、
2キヤノンメディカルシステムズ株式会社、
3藤田医科大学医学部　放射線医学教室、
4藤田医科大学医学部　先端画像診断共同研究講座

【目的】 AI技術の一つであるDeep	Learningを用いた新しい画像再
構成法（AiCE）の画質についてHybrid-IR（AIDR	3D）との比較
検討を行った。
【方法】 使用装置はAquilion	Precision（キヤノン社製）を用いた。
TOSファントムの円柱ロッド（材質：ナイロン	周囲の（水）との
CT値差：100HU）から円形エッジ法によりMTFを測定した。
200mmφ水ファントムから仮想スリット法によりNPSを測定し
た。京都科学社製人体ファントムの肝臓領域について、MPR画像
により視覚評価を行った。
【結果】 50%MTFはAIDR0.051cycles/mm	AiCE0.078cycles/mmと
なった。空間周波数0.2,0 .8cycles/mmにおけるNPSはAIDR	
56.0,7.0、AICE	41.0,5.2となった。視覚評価ではAiCE	3DはAIDR
と比較し門脈、肝静脈の描出が明瞭であった。
【考察】 AiCEは従来再構成法よりも空間分解能を維持したままノ
イズ低減が可能となり、肝臓などの低コントラスト領域において
画質改善が期待できる。

中村　早紀1、浅井　　翼1、岩間　功訓1、松島　　秀1

1愛知県がんセンター　中央病院

【背景・目的】 2018年に導入されたCT（Canon社製）はピッチが可
変可能なバリアブルヘリカルピッチ（vHP）が搭載されている。
しかし今回搭載されたvHPのアルゴリズムが従来機のｖHP	と比
べ異なる管電流の変化を示した。物理評価を行い画質への影響に
ついて検討した。
【方法】 Catphan600	と人体ファントムを使用しvHPとヘリカルス
キャン（HS）についてSDを同一に設定し、ビームピッチを変更
して撮影を行い、MTF、SSPz、体軸方向の管電流値、SD値を計
測した。
【結果】 vHPとHSでピッチの違いによるMTF、SSPzの値に変化は
なかった。SD値についてはHSと同等であったが管電流値が約1.3
倍になった。
【考察】 今回検討した装置ではｖHP使用時に体軸方向のビーム
データの利用効率が変更されており、線量を増加させてスキャン
していた。体型や撮影部位によっては管電流が上限値を示してし
まい、線量不足が生じ画質への影響があると考えられた。

喜田　康敬1、鈴木　亮達1、鈴木　玲奈1

1豊川市民病院　放射線技術科

【目的】 被写体の体型と検査目的に応じて管電圧を最適化し被ばく
を低減する技術（CAREkV）を用いてCAREkVの特性を把握する
とともに逐次近似応用再構成（SAFIRE）の画質を比較検討し
た。
【方法】 低コントラストファントムを管電圧（80kV、100kV、
120kV）とCAREkVの条件設定である検査タイプ（非造影、整形
領域、造影実質臓器、CTA）で変化させ、CTDIvolの変化とFBP
でのCNRを確認した。NPSからCNRLOを算出し、画像再構成
（FBP、SAFIRE強度1～5）による違いを比較検討した。装置は
SOMATOM	Definition	AS+（SIEMENS）を使用した。
【結果】 CTDIvolは選択した管電圧が低い程小さくなり、検査タイ
プの移行とともにCTDIvolも小さくなった。NPS・CNRLO共に
SAFIRE強度の変化とともにノイズ低減傾向が見られた。
【考察】 CAREkVの特性として画質を保ちつつCTDIvolを低減で
き、SAFIREを併用することで低コントラスト検出能を軽度改善
できる。
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セッション19

木村　昌裕1、岩間　功訓1、浅井　　翼1

1愛知県がんセンター中央病院　放射線診断・IVR部

【目的】 MPR画像を鮮鋭化する方法としてLaplacian	Filterによる
鮮鋭化があるが、異方性がある画像は通常の鮮鋭化フィルタでは
強調に偏る可能性がある。そこで肺野関数を対象に異方性を考慮
した鮮鋭化フィルタの画質特性を検討した。
【方法】 Catphan600を撮影し、スライス厚1mmの画像からMPR画
像を作製した。これに従来のフィルタと座標軸ごとに係数を変え
たフィルタを適用した。これら画像のSSPz、アンダーシュート、
SDをimageJにて測定し比較した。
【結果】 SSPzの縮小効果はFWHMが35％高く、FWTMが29％高
かった。ビーズ辺縁にある水平方向のアンダーシュートの増加は
最小CT値比較で57％抑制し、SDの増加は27％抑制した。
【結論】 考案したフィルタは水平方向の過剰な鮮鋭化を抑えたこと
でノイズやアンダーシュートの増加を抑制でき、MPR画像を鮮鋭
化できた。よってこのフィルタは従来の鮮鋭化フィルタと比べて
MPR画像の画質改善が望めることが示唆された。

加納　拓真1、界外　忠之1、内田　浩平1、山本　達充1、
松本　直之1、上田　健司1

1社会医療法人　畿内会　岡波総合病院　放射線部

【背景】 近年Aiを取り巻く環境は様変わりし、社会からの要請は重
要かつ増加傾向にある。しかし、実際の現場に目を向けてみる
と、マニュアルの整備は無く、技師間での知識や検査手順は統一
されていないのが現状であった。
【目的】 当院におけるAiの実施状況を把握し、Ai検査を行う技師の
Aiに対する知識や検査手順の標準化を図ることを目的とした。
【方法】「Ai検査ガイドライン」に準じて「Ai検査マニュアル」を
作成し、全員に周知する為、研修会を行った。その効果を評価す
る為に、研修前後で技師全員にアンケート調査を行った。アン
ケートはAiの特殊性・質の担保・安全面の3つのポイントから作成
した。
【結果】 全てのアンケート項目において改善が認められた。
【結論】 Ai業務における必要最低限の知識・検査手順の標準化に
「Ai検査マニュアル」の作成と研修は有用であったと考えられ
た。

山本　　健1、橋本　将彦1、伊藤　　一1、森　　光一1

1富山大学附属病院　放射線部

【目的】 当院のCT装置で使用している軟部画像処理は、周波数処
理関数（以下：Kernel）Br44、逐次近似強度（以下：IR）2であ
る。これは装置導入時に視覚評価で決定されたが、物理評価は
行っていない。そこでKernel	とIRの適切な組合せを物理評価を用
いて検証した。
【方法】 物理評価項目として、MTF、NPS、SNR	を用いた。対象
はKernel9種それぞれに対しFBP,	 IR強度	5段階で再構成した画像
とした。MTFは円柱ファントムよりRadial	 edge法にて測定し
た。NPSは水ファントム画像より測定した。得られたMTF、NPS
よりSNRを算出した。測定にはCT	measureを用いた。
【結果】 IR強度を上げると、検証したKernel全てで10％MTFは向
上し、NPSは低下した。現使用の軟部画像処理よりSNRで高値と
なった条件は、Kernel：Br44のIR：3,	 4,	 5	及びKernel：Br49の
IR：4,	 5であった。IR強度の高い条件で良好な結果が得られた
が、視覚評価との乖離も認めたため再検証が必要と考える。

小松　悠太1、鈴木　千晶1、山内紬起子2、高山　雄一1、
石原　和浩1、上原　　晋1

1聖隷健康サポートセンターShizuoka　放射線課、
2聖隷予防検診センター　放射線課

【目的】 第10回中部放射線医療技術学術大会にてファントムを使用
した上部消化管X線検査における被ばく線量を調査し、透視時間
の延長が入射表面線量の増加に顕著に表れることを報告した。上
部消化管X線検査を行う技師の経験年数の違いによる線量への影
響を透視時間と入射表面線量から検討することを目的とする。
【方法】 経験年数を5年未満、5年から10年未満、10年以上の3群に
分け、任意型検診撮影法における1検査あたりの透視時間を測定し
た。また、面積線量計搭載の検診車より入射表面線量を測定し
た。
【結果】 透視時間は5年目未満が平均3.5分となり、他の群に比べて
有意に長かった。入射表面線量も同様に5年未満が57.9mGyとな
り、他の群に比べて有意に高かった。
【考察】 上部消化管X線検査に携わる技師間で透視時間、入射表面
線量に差が生じた。これらは受診者への被ばくに直結するため、
定期的な管理が必要である。
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セッション20

丹羽　文彦1、橋ノ口信一1、石川　照芳1、市川　宏紀1、
片岡　　咲1

1大垣市民病院　診療検査科　形態診断室

【目的】 今回、粘性評価ファントムを使用する機会が得られ、超音
波診断装置に搭載されているSWEを計測し評価したので報告す
る。
【方法】 粘性の異なる3種類の粘性評価ファントムをコンベックス
プローブにて、SWEを用いてElasticityおよびDispersionの値を10
回測定した使用機器超音波診断装置はGE社製LOGIQ	E9	XDclear
で、粘性評価ファントムはOST社製MRE-S,M,Lである。
【結果】 MRE-SでのElastographyの平均は18.21kPa、SDは
2.60MRE-MでのElastographyの平均は15.44kPa、SDは1.60、
MRE-LでのElastographyの平均は13.914kPa、SDは1.58であった。
まとめ粘性の異なる評価ファントムにおいて、粘性が大きくなる
とElasticityは低くなる傾向であった。
【考察】 ファントム内に粘性を上昇させる物質を加えたことによ
り、密度が変化しSWEの値に影響を及ぼした可能性が考えられ
る。

清水　秀年1・2、佐々木浩二2、田中　　寛1、青山　貴洋1、
立花　弘之1、小出雄太郎1、磯村　泰己1、北川　智基1、
田中　健登1、古平　　毅1

1愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部、
2群馬県立県民健康科学大学大学院　診療放射線学研究科

【目的】 放射線治療歴を有する有痛性転移性脊椎腫瘍に対する救済
体幹部定位放射線治療は、脊柱管内再発が最も頻度の高いfailure	
patternとして報告されており、脊柱管内（硬膜外腔）に局所制御
可能な線量を投与することが課題である。本研究では計算グリッ
ドサイズ（GS）が硬膜外腔線量に与える影響を定量的に評価し
た。
【方法】 対象は救済体幹部定位放射線治療を実施した患者9名。線
量制約はIto	et	al.（	J	Neurosurg	Spine.	15:1-7,2018）の報告に準拠
し、脊髄PRVのD0.035ccを脊髄の耐容線量の99%以上（100%未満）
とすることで、PTVのD95%を可能な限り大きくした。
【結果】 全症例において線量制約からの逸脱はなかった。1mmと
2mm	のGSにおける硬膜外腔の平均線量±標準偏差はそれぞれ19.1
±3.8Gyと18.4±3.8Gyであった	（p＜0.01）。
【結論】 硬膜外腔の平均線量は、GSを2mmから1mmに変更するこ
とで脊髄の耐容線量を担保しながら約70cGyの増加が可能であっ
た。

山田真由美1、西部裕美子1、篠原　範充2

1社会医療法人　厚生会　木沢記念病院、
2岐阜医療科学大学　保健科学部　放射線技術学科

【目的】 現在、超音波装置の明確な精度管理方法は確立していな
い。この問題点を解決する為、精度管理用ファントムが製品化さ
れ、視覚による主観的な評価が提案されている。そこで本研究で
は、試作小型ファントムを用いた乳房超音波装置の客観的な精度
管理を試みた。
【方法】 超音波装置はAplio	 i700、周波数の異なるリニアプローブ3
本（11MHz、18MHz、24MHz）を使用した。ファントムを5日間
同様に撮像した画像の解析を行い、massごとの基準値を求めた。
その後、定期的に試作小型ファントムを撮像し、基準値との比較
を行った。画像の解析は、専用ソフトを使用した。
【結果】 音響インピーダンスが大きくなると画素値は高く計測され
た。プローブによって計測値に違いがあった。基準値を求めた後
の定期的なファントムの撮像で、この基準値から大きく外れるこ
とは無かった。このことからファントムおよび解析ツールにより
客観的な精度管理が可能であると考えられる。

永田　順也1、安井　啓祐1、金森茉衣乃1、大内　一輝1、
下村　　朗2、清水　秀年3、青山　貴洋3、桂田　昌輝2、
真栄城守斗1、林　　直樹1

1藤田医科大学　医療科学部　放射線学科、
2名古屋陽子線治療センター、
3愛知県がんセンター中央病院

【目的】 現在蛍光ガラス線量計（RGD）はX線治療の線量計測で広
く用いられている。一方、陽子線治療に対しては質量阻止能によ
る依存性などが確認されており、一般的には利用されていない。
本研究では、陽子線治療におけるRGDのエネルギー依存性を検討
する事を目的とする。
【方法】 二重散乱体照射法により3つのエネルギーで電離箱
（31016：PTW）とRGD（GD-302M：旭テクノガラス）で線量計
測を行った。測定点はSOBP中心、浅部領域、飛程の終端とし
た。RGDの発光量の値に質量阻止能を考慮した発光量補正を加
え、吸収線量に変換し、電離箱との誤差を算出した。
【結果】 発光量補正前は飛程の終端付近で顕著にRGDの発光量が減
少した。発光量補正後の結果では、終端の発光量が電離箱より増
加した。線量誤差は最大14%であった。
【考察】 質量阻止能による補正により、RGDの値は飛程の終端を除
き電離箱と概ね良好な一致を示した。今後誤差要因を精査し、よ
り臨床に近い条件で検討を行う。
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粘性ファントムを用いたShear wave Elastography（SWE）の評価
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セッション21

大見　悠太1、林　　直樹2、下村　　朗3、安井　啓祐2、
中西　竜哉1

1藤田医科大学　大学院　保健学研究科、
2藤田医科大学、
3西部医療センター　名古屋陽子線治療センター

【目的】 本研究の目的は、陽子線治療において品質保証項目の許容
値を満たさない状態で治療が実施された場合の線量的影響を報告
することである。
【方法】 名古屋陽子線治療センターの二重散乱体照射装置のDaily	
QA項目及びその許容値を参照し、モデルエラーを想定した。モデ
ルエラーは線量誤差として出力±2%、飛程±1mm、位置誤差とし
てセットアップエラー±1mm、MLC位置±1mmの12パターンで
ある。治療計画装置（VQA	ver.3.0.1）を用いて前立腺がん10症例
に対し、全治療期間中モデルエラーが発生したと仮定し、その線
量的影響についてシミュレーションを行った。照射方法は対向二
門、処方線量は高･中リスク63GyE/21Fr、低リスク60GyE/20Fr
である。
【結果・考察】 直腸V54.5GyEにおける基準値との差は、線量誤差、
ビーム方向の位置誤差の影響は小さく、最大で1.1%の乖離であっ
た。ビームに垂直な方向の位置誤差は影響が大きく、最大で2.1%
の乖離であった。

高田　　圭1、澁谷　尚希1、清水　祐子1、熊野　　恵1、
酒井　幹緒1、杉本　浩章1、堀田　大雄1、森　　光一1

1富山大学附属病院　放射線部

【目的】 骨シンチグラフィ解析ソフトウェアの検出精度向上を図る
ため、空間適応型ノイズ除去処理のパラメータ変更による影響を
検討する。
【方法】 99mTc-MDPを用いて骨シンチグラフィを行った前立腺癌患
者を対象とし、Planar	Processingによる空間適応型ノイズ除去処
理のパラメータを変化させて画像処理を行った。変更パラメータ
はアルファ混合率とし、設定値は15％、30％、60％、100％とし
た。各画像に対し骨シンチグラフィ解析ソフトウェアBONENAVI
による解析を行い定量値および感度特異度を算出した。
【結果】 定量値は骨転移あり、骨転移なし患者群ごとで設定値によ
る有意差はみられなかった。また、骨転移部位が判明している患
者群において感度、骨転移なし患者群において特異度を算出した
結果、感度はほとんど変化が見られなかったが、特異度は設定値
を大きくするにつれ向上した。
【考察】 Planar	ProcessingによるBONENAVIの検出精度向上が示
唆される。

林　　亮子1、山下　　修1、澤野　正樹1、南　　博之1、
齊藤　久紘1、村崎　祐一1、宮崎　滋夫1

1金沢医科大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門

【背景・目的】 小照射野の照射野係数を取得する際、小型電離箱型
の線量計ではなく、半導体検出型のSFDの使用が要求されてい
る。昨年、新たな治療計画装置を導入するにあたってビームデー
タを取得した際、SFDを使用すると、同一カウントを照射してい
るにもかかわらず線量計の計測値が上昇していく現象が現れた。
そこで、計測値が変化した場合の注意点を検討した。
【方法】 三次元水ファントムとSFDを用いて、任意の小照射野にて
連続的に計測を行い、計測値の変化を観察した。次に、ここで得
られたデータを照射野係数に当てはめ、どのような影響があるか
を確認した。
【結果】 連続的に計測を行うと、経時的に計測値が上昇していくこ
とが観察された。また、照射野係数にも変化が生じ、ファーマ型
線量計での照射野係数と交差する照射野にて同時計測した値での
正規化が必要であることが分かった。今後は、計測値が変化する
原因を探る必要がある。

阿部　将己1、道野　翔平1、小林　徹丸1、加藤　敬之1、
名倉　広剛1、渡邊　洋一1

1豊川市民病院　放射線技術科

【目的】 Bolt法を用いた	Specific	Binding	Ratio（以下、SBR）算出
における脳室除去処理の有用性を検討した。
【方法】 線条体ファントム部に123I溶液を（右線条体：左線条体：脳
実質＝8：4：1）、拡張脳室ファントム部に水を封入し、SPECTを
撮像した。FBP法とOS-EM法で再構成し、脳室除去処理における
閾値を変化させたSBRを各々算出した。拡張脳室ファントム無し
でのSBRを真値とし、比較を行った。
【結果】 脳室除去処理有りのSBRは処理無しに比べ、FBP法では大
きな差はなく、OS-EM法では真値に近づいた。全ての再構成画像
において、閾値を大きくすると脳室除去処理無しのSBRより低
く、真値から離れた。
【考察】 OS-EM法はFBP法に比べて低カウント領域でのコントラス
トが良好なため、脳室と脳実質との淡いコントラスト差を表現で
きる。そのため、OS-EM法において脳室がSBR算出に大きく影響
し、脳室除去処理が有用であったと考えられる。
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える影響

空間適応型ノイズ除去処理のパラメータ変更による骨シンチグ

ラフィ解析ソフトウェアの検出能への影響の検討

照射野係数算出における半導体検出器の注意点

線条体イメージングのSBR算出における脳室除去処理の検討

77



セッション22

齊藤　久紘1、奥田　光一2、小西　貴広3、薬司　康平1、
山本　浩之1、宮崎　滋夫1

1金沢医科大学病院　医療技術部　診療放射線技術部門、
2金沢医科大学　物理学教室、
3金沢大学附属病院　放射線部

【目的】 臨床試験として金沢大学附属病院と当院で201Tlを使用した
嗅神経に対するオルファクトシンチグラフィが施行されている。
しかし、異なるSPECT装置を使用しているため感度差が生じ、正
確な解析値が得られているとは言い難い。そこでSPECT装置間の
相互校正について検討したので報告する。
【方法】 1.両病院にて201Tlの検定日時における放射能濃度をキュー
リメータにて計測。2.Cross	calibration	 factor（CCF）算出のため
プールファントムを作成し、SPECTを撮像。3.直線性の確認のた
め、1・2半減期後にも同様にSPECTを撮像。4.得られた投影デー
タを再構成し、再構成画像からCCFを算出した。
【結果】 両施設において201Tlの直線性が確認できた。また、CCFを
算出できたことによって2施設間においてシンチグラフィを施行し
ても正確な解析値が得られるようになった。

吉岡　千絵1、北　　章延2

1福井赤十字病院　放射線部、
2福井大学医学部附属病院　放射線部

【目的】 脳血流SPECT検査において、頭部の傾きが画質に与える
影響を、ファントムを用いて検討することを目的とした。
【方法】 Hoffmanファントムを臨床の濃度となるように作成し、収
集を行った。また、角度を5～20度、傾きをつけた時間を収集時間
の10～40%と変化させて収集を行い、%contrastおよび視覚評価で
検討した。
【結果】 %contrastは、傾き10度･割合30%以上、傾き15度・割合
20%以上でコントラスト低下率は5%を超えた。特に、傾き15度・
割合30%と40%ではコントラスト低下率は15%以上と顕著であっ
た。視覚評価は、コントラスト低下率が10%以上かつ傾き時間の
割合が大きい条件では、影響が顕著に現れた。
【考察】 コントラスト低下率が5%を超えると画像に影響が出現
し、画像の影響の程度は傾き時間の割合に依存することが確認で
きた。今回の検討で用いたファントムは健常者を想定したもので
あり、欠損部位があった場合での影響の検討も行う必要がある。

加藤　大貴1、大城　弥史1、奥田　結香1、田畑　美有1、
中舎　幸司1、安田　鋭介1、平綱　克孝2、西田　達史2、
水谷　弘二2

1鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科、
2JA愛知厚生連　海南病院　診療協同部　放射線技術科

【目的】 骨SPECT定量評価ソフトGI-BONEを線条体ファントムの
SPECT画像に使用した場合のSUVpeakを求め、SBRと比較した。
1）濃度別のSUVpeakとSBR　2）SUVpeakとSBRの測定者間変動　
3）SUVとSBRの相関性
【方法】 123Iをファントムの脳槽部と左右線条体に封入し、BGとの
濃度比を1：2：4および1：4：8で収集した。コリメータは低エネ
ルギー汎用型を使用し、OS-EM法、Chang法、DEW法を用いて解
析をした。
【成績】 1）濃度比を2、4、8へ増加するとSUVpeakとSBRはいずれ
も直線的な上昇を示した。2）測定者間の変動係数（CV）は、
SBRが最大0.129に対してSUVpeakは0.065であった。3）	SBRと
SUVpeakとの間には正の相関関係を認めた。
【結論】 線条体集積の定量評価のひとつとしてSUVの有用性が示唆
された。

舟本　和彰1、中市　　徹1、川上　　渉1、能登　公也2、
上田　伸一2

1公立松任石川中央病院　医療技術部　放射線室、
2金沢大学附属病院　放射線部

【目的】 治療用Cone-Beam	CT（CBCT）において、電子密度ファ
ントムの長さ及びボウタイフィルタの有無による画像への影響を
検討した。
【方法】 放射線治療装置（Elekta	 Synergy）のCBCTにおいて
CBCT対応電子密度ファントム（EuroMediTech	CIRS	Model	
062A）をファントムの長さ（5、25cm）とボウタイフィルタの有
無の4パターンの画像を取得し、画素値と電子密度の変換曲線を作
成した。
【結果】 ファントムの長さによって脂肪以外の組織等価電子密度物
質の画素値に有意差を認めた。また、骨、肺、水の画素値はファ
ントムの長さとボウタイフィルタによる交互作用効果を認めた。
（p＜0.05）
【考察】 CBCTではビーム内の投影データを利用して各断面を補完
再構成する。ファントムの長さが短くビーム内にファントムが収
まる場合、ファントム画像はファントム外側の空気の投影データ
の影響を受け画像が不正確になり、画素値にも大きく影響すると
考えられる。

101

103

102

104

201Tlを用いたSPECT装置の施設間校正

脳血流SPECT検査において，体動による頭の傾きが画像に与
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ダットスキャンにおけるSPECT画像のSBRと骨SPECT定量評価

ソフトによるSUVの比較検討
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黒川　聖悟1、上田　伸一1、能登　公也1、稗田　　綾1、
小島　礼慎1、磯村　直樹1

1金沢大学附属病院　放射線部

【目的】 婦人科領域の密封小線源治療における金属アーチファクト
の低減処理の特徴を明らかにする。
【方法】 水中に金属アプリケータを固定した自作ファントムを、同
一条件下で撮影した。取得した画像は、金属アーチファクト低減
処理ソフトSEMARおよびiMARを用いて再構成した。これらにつ
いて金属アーチファクト低減効果をartifact	index	（AI）値を用い
て定量的に評価した。また画像再構成にかかる時間も比較した。
【結果】 画像再構成に要する時間はSEMARで約10分30秒に対し
て、iMARでは約24秒と短くなった。さらにSEMARとiMARのAI
値は、低減処理なしの画像よりも低値を示した。ソフト間の比較
では金属量が少ないところではiMARで、多い断面ではSEMARで
AI値は低値となった。
【結論】 金属アーチファクト低減は、より質の高い放射線治療計画
を立案するために有用である。一方で、患者の負担軽減のため処
理時間についても考慮することが必要である。

坂本　昌隆1、津野　隼人3、佐々木浩二2

1浜松医科大学医学部附属病院　放射線部、
2群馬県立県民健康科学大学院　診療放射線学研究科、
3がん研究会有明病院　放射線治療部

【目的】 ファーマ形電離箱線量計と300mm長の円柱PMMAファン
トムを用いたkV-Cone	Beam	CT線量評価法の撮影条件最適化への
利用について検討した。
【方法】 頭部及び骨盤部kV-CBCT撮影において、撮影条件を変化
させて画質評価ファントム及び円柱PMMAファントムを撮影、画
像パラメータ（スライス厚、空間分解能、幾何学的変位、拡大
率、均一性、CNR、CT値の偏差）とファントム中心線量の変化を
評価した。
【結果】 撮影条件を下げることで初期条件に比べて均一性とCNRが
低下、CT値の偏差が上昇する傾向を示した。また、ファントム中
心線量はmAs値に対し直線的に変化した。画質を考慮した最適な
頭部条件を100kV,	 40mA,	 25ms/pulse、骨盤部条件を125kV,	 40	
mA,	13ms/pulseとした場合、本方法で評価したファントム中心線
量は初期条件に比べて-49.5%及び-49.0%となった。
【考察】 画質と線量を考慮して撮影条件を選択する際、本方法は評
価指標の一つに利用可能である。

吉田　　司1、富田　哲也1、瓜倉　厚志2、青山　結樹1、
沼野　真澄1、半村　勝浩1

1静岡県立静岡がんセンター　放射線・陽子線治療センター、
2静岡県立静岡がんセンター　画像診断科

【目的】 前立腺癌の放射線治療計画CT（plan	CT）における線量低
減の可能性を評価すること。
【方法・対象】 前立腺癌の放射線治療のためにplan	CTを施行した7
名とした。実際に治療計画に利用した画像（従来画像）と後方視
的に再構成した仮想低線量画像（低線量画像）を比較した。低線
量画像は従来画像より薄いスライス厚を使い仮想的に1画像に係る
光子数を低減した。低線量画像では高い強度の逐次近似再構成を
用いて画像ノイズを低減した。2名の観察者がそれぞれの画像にお
いて臓器の輪郭を入力した。それぞれの対象について、2つの画像
間で輪郭体積およびCT値を比較した。また観察者間で輪郭体積の
再現性を評価した。
【結果】 画像間で輪郭体積およびCT値に大きな違いはなかった。
低線量画像における観察者間の再現性は良好であった。
【結論】 前立腺癌のplan	CTにおいて低線量逐次近似再構成画像は
輪郭体積、CT値および再現性に与える影響は少なく、線量低減の
可能性を示唆した。

岡本　千鶴1、永留　里紗1、榊原　美希1、田端　友香1、
齊藤　泰紀1、澤井　　剛1、加藤　正直1

1藤田医科大学病院　放射線部

【目的】 GRTを行う上で欠かせないツールとなっているEPIDは、
十分な物理的画質評価が行われていないのが現状である。本研究
においてEPIDの物理的画質特性を実測し、IGRTの精度が担保さ
れているか検討した。
【方法】 リニアック装置はVarian社製のNovalis-Txで、エネルギー
は6MVを使用した。物理的画質特性は入出力特性と解像特性の2
項目に関して検討した。線量の測定にはPTW社製のPTW30013-
Farmer型電離箱0.6ccを用いた。また、各項目に関して不変性試験
に用いられている東洋メディック社のModel	 1251	 MV-QA	
phantomを撮影し、同社の解析ソフトで算出した結果と比較した。
【結果】 入出力特性曲線より、線量とピクセル値の間の線形性は良
好であった。また、EPIDのピクセルピッチ0.392mmに相当する解
像特性が得られた。実測と解析ソフトでの算出結果に差異は生じ
なかった。
【考察】 得られた解像特性よりEPIDを用いた線量検証やIGRTの精
度に関して問題がないと考えられる。
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密封小線源治療用アプリケータの金属アーチファクト低減に向

けた試み

ファーマ形電離箱線量計と円柱形PMMAファントムを用いたkV-

CBCT線量評価法の撮影条件最適化への利用
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放射線治療用のEPIDの物理的画質特性の評価に関する基礎
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セッション23

竹井　泰孝1、鈴木　昇一2、森分　　良2、黒田　武弘2

1川崎医療福祉大学　医療技術学部　診療放射線技術学科、
2大同病院　放射線科、
3川崎医科大学附属病院　中央放射線部、
4東洋メディック株式会社

【目的】 改良型Pbスリットを用い、CT半価層の測定精度を検証す
る。
【方法】 X線アナライザ（Accu-Gold+,	Radcal）に接続した半導体
検出器	（AGMS-D+,	Radcal製）と新旧Pbスリットを用い、X線管
を回転して半価層測定を行った。次にX線管を固定し、電離箱検
出器（10X6-0.6CT,	Radcal）を用いてアルミ吸収法による半価層
測定も行った。またPbスリットをガントリ回転中心から上下左右
に移動させ、半価層測定値への影響を検証した。
【結果】 新旧Pbスリットによる半価層にはほとんど差は無く、アル
ミ吸収法による半価層との差は約10％以内であった。またPbス
リット位置による半価層測定値の差は左右方向で最大20%、上下
方向で最大1%増加した。
【結語】 改良型Pbスリットは、旧型Pbスリット、アルミ吸収法と
同精度で半価層測定が可能であった。またPbスリットが中心から
左右へずれると、Bowtieフィルタの影響で半価層が厚くなるため
設置には注意が必要である。

田邉　哲大1、松原　孝祐2

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

【目的】 水とアクリルを散乱体とした場合の診断用X線の後方散乱
係数を実測およびモンテカルロ計算コード（PHITS）によって導
出し、PHITSにより得られる後方散乱係数の精度について検証す
る。
【方法】　実測では電位計（2026C：Radcal製）と電離箱（20X6-6：
Radcal製）、診断用X線装置（UD150LRII：島津製作所製）を用
いた。X線管━散乱体間距離は100cm、管電圧は70kV、120kV、
正方形照射野の一辺を5~20cmの範囲で5cmずつ変化させ、散乱
体を置かない場合と置いた場合の照射線量から後方散乱係数を導
出した。散乱体は水ファントム、アクリルファントムを用いた。
PHITS	ver.3.00を用いて、同様の幾何学的条件で後方散乱係数を
導出し、実測による後方散乱係数との比較を行った。
【結果】　散乱体が水の場合は実測とPHITSで近い値となったが、
散乱体がアクリルの場合はPHITSの方が大きな値となった。
【考察】　散乱体が異なる場合に、実測とPHITSの差が異なるの
は、ファントムのPHITS上での再現性の違いによるものと考えら
れる。

吉田　紗優1、松原　孝祐2

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

【目的】 透視撮影検査の際の水晶体線量測定に用いる小型線量計の
特性を評価した。
【方法】 透視撮影装置（SIEMENS社製	AXIOM	Luminos	dRF）を
用いて、OSL線量計（nanoDot）とエネルギー補償フィルタ有り
（GD-352M）と無し（GD-302M）のガラス線量計の直接線に対す
るエネルギー特性および散乱線に対する線量直線性と角度特性を
評価した。基準線量計には電離箱線量計を用い、エネルギー特性
の評価では管電圧と付加フィルタ厚を、線量直線性の評価では照
射時間を、角度特性の評価では線量計の縦および横方向の配置角
度をそれぞれ変更した。
【結果】 GD-302Mでは、電離箱と比較すると感度が高く、nanoDot
とGD-352Mでは電離箱と同等の感度となった。線量直線性はいず
れの線量計も良好であった。GD-352Mでは角度特性が悪くなっ
た。
【考察】 CD-302Mはエネルギー依存性が高く、感度が高くなったと
考えられる。GD-352Mはエネルギー補償フィルタの影響によっ
て、角度特性が悪くなったと考えられる。

八神　興季1、廣田　　真1、加藤　大輝1、岡田富貴夫1

1岐阜大学医学部附属病院　放射線部

【背景・目的】 2017年6月FUJIFULM社製AQROを導入した。従来
使用していたGOSを用いたFPDとは異なり、新しく導入した回診
車にはCsIを用いたFPDが搭載されているため、胸部ポータブル撮
影条件の再検討及びAQROの使用経験を報告する。
【方法】 １．撮影線量を変化させた場合の、水等価ファントム厚
１5cm時のRMS粒状度を測定した。2．1と同撮影条件で、水等価
ファントムの間に１cmのアクリル板を左右に挿入し中央部と辺縁
部のデジタル値を測定し、その差をコントラストとした。3．1，2
の結果からRMS粒状度とコントラストの比（CNR）を算出した。
【結果】 GOSとCsIに同等の撮影線量を照射した結果、低線量域に
なるほどCsIにおいてはGOSと比べRMS粒状度は悪化したが、コ
ントラスト、CNRは良好となった。
【考察】 AQROはコンパクト設計でX線が低出力となることが懸念
されたが、CsIのFPDを用いることで、様々な年齢や体格でも良好
なCNRが得られることが示唆された。
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セッション24

須賀　龍也1、福田　菜緒1

1医療法人　風早会　外科野崎病院

【目的】 当院では頸椎MRIにて、画質を優先しMサイズ：Mのcoil
を使用しているが、径が小さいためcoilを傾斜させる必要があり、
アーチファクトの発生や検査の延長を伴い、患者の負担増に繋
がっている。また当院ではcoilの性能評価がなされていない。今
回、coilの傾斜による画質への影響に着目し、径が大きいＬサイ
ズ：Lのcoilで患者の負担軽減ができないかを検証したので報告す
る。
【方法】 各coilでのSNR（NEMA差分法）測定と均一性測定・Lの
coil	 0°・Mのcoilでの傾斜0°、20°、25°、30°・Pixel	 Shift法での
SNR値比較
【結果・考察】 ファントムによる0°でのSNR測定にて、LはMより
SNR値に約20％の低下を認めた。Mで25°以上の傾斜がつくと、L
の0°のSNR値を下回る結果となった。またPixel	Shift法によるSNR
値比較でも同等の結果となった。各coilの特性を明らかにして使い
分けることにより、患者の負担軽減に寄与できる可能性が示唆さ
れた。

佐藤　彩花1、瀬野こころ1、福田　彩華1、川野　　誠1、
松浦　佳苗1、武藤　裕衣1

1鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科

【目的】 先行研究でMR装置における視力補正用カラー・コンタク
トレンズの相互作用について報告されている。現在、カラー・コ
ンタクトレンズ（以下、カラコン）の使用がより一般化し、医薬
部内品・医薬部外品の各種カラコンが流通している。これらの一
部には、酸化鉄等の磁性体金属を含有した着色剤が使用されてい
る。そこでわれわれは、市販カラコン（日本製医薬部内品4種、海
外製医薬部内品4種、医薬部外品5種）を対象とし、安全性の観点
からカラコンの影響を検討する。第一報ではカラコンの吸引力に
ついて検討し報告する。
【方法】 ASTMを基に、簡易偏向角測定器を作成し磁気変位力測定
を行った。
【結果および考察】 カラコンの吸引力は医薬部内品（日本製）＜医
薬部内品（海外製）＜医薬部外品の順に大きくなった。振れ角度は
全て45°以下であったため、検査中に被検者が吸引力の影響をうけ
る可能性は小さいものの、留意が必要である。

眞野沙也加1、工藤　匡平1、辻井　重吉1、村山　直正1、
神谷　　悟1

1社会医療法人宏潤会　大同病院　放射線部

【目的】 当院では新生児や乳児の頭部MR検査件数が多いため、小
児(新生児)用頭部コイル（Pediatric	 coil）を導入した。現在、
Pediatric	coilは小児の頭部撮影のみに使用しているが、頭部以外
の部位に応用できるかどうかを検討することを目的とした。
【方法】 使用装置はSIEMENS社製Aera	1.5T。装置付属のボトル型
ファントムを用いた。Pediatric	coil・Knee	coil・Head-Neck	coil
を使用して、T1WI,	T2WI,	脂肪抑制T2WIのSNRを差分法で測定
した。
【結果】 各シーケンスにおいて、SNRはKnee	coil、Pediatric	coil、
Head-Neck	 coilの順に高い値を示した。しかし、SNRが一番低
かったHead-Neck	coilにおいて測定値の変動が最も小さかった。
【結論】 Pediatric	coilのSNRの値は最も高い値を示したKnee	coilと
10%ほどの違いであった。そのため、Knee	coilやHead-Neck	coil
同様、頭部以外の部位の撮影に使用できる可能性が示唆された。

福田　彩華1、瀬野こころ1、佐藤　彩花1、松浦　佳苗1、
川野　　誠1、武藤　裕衣1

1鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科

【目的】 現在、カラー・コンタクトレンズ（以下、カラコン）の使
用がより一般化し、医薬部内品・医薬部外品の各種カラコンが流
通している。われわれは、市販カラコン（日本製医薬部内品4種、
海外製医薬部内品4種、医薬部外品5種）を対象とし、カラコンの
影響を検討する。第二報では磁化率アーチファクトについて報告
する。
【方法】 1.5T	MRI	ECHELON	Vega（株式会社日立メディコ）を
使用し、自作ファントムにカラコンを並べ、頭部ルーチン撮影
（T1WI,T2WI,T2＊WI,FLAIR,DWI）を行い、磁化率アーチファ
クトを測定した。
【結果及び考察】 磁化率アーチファクトの影響は医薬部内品（日本
製）＜医薬部内品（海外製）＜医薬部外品の順に大きくなった。
また磁化率アーチファクトはT2＊WI、DWIにおいて顕著に現れ
た。医薬部外品は医薬部内品に比べ磁化率アーチファクトによる
画像への影響が大きく留意が必要である。
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当院のオープンタイプＭＲ装置におけるJoint Coilの使用角度

についての検討と患者負担軽減への試み

MRI検査におけるカラー・コンタクトレンズの影響【第一報】

小児（新生児）用頭部コイルを用いた他部位撮影の応用に向け

た予備的検討

MRI検査におけるカラー・コンタクトレンズの影響【第二報】
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加藤　靖博1、平田　恵哉1、冨田紗詠子1、長迫　千寛1、
佐藤恵梨子1、黒田　辰憲1、宮崎　滋夫1

1金沢医科大学病院　中央放射線部

【目的】 シェーグレン症候群の検査としてMRSが行われている。水
成分のコントラスト強調する撮像法のため脂肪信号を落とすこと
が重要である。今回は3D-FSEシーケンスで唾液腺内の水成分と周
囲組織のコントラストが最適になる条件を検討した。
【方法】 使用装置は1.5T-MRI　Vantage	Titan	1.5T、Head	coil、
4ch-Flex	coil、90-401ファントムを用いた。検討した条件はTEと
脂肪抑制の種類。
【結果】 TE400～500ms、脂肪抑制無しの条件のとき最も唾液腺内
の水成分と周囲組織のコントラストが最適となった。ボランティ
アスキャンで脂肪抑制有りのとき一部脂肪抑制ムラが見られた。
【考察・結論】 脂肪抑制を使用しないことで磁場不均一による
CHESS由来の水抑制の心配がない。長めのTEを使用し、超高空
間分解能撮像にしてあえてSNRを低下させることで脂肪抑制ムラ
なく周囲組織の信号を落とすことができる。

山口友花里1、鈴木　隆之1、栗田　仁一1

1聖隷浜松病院　放射線部

【背景・目的】 GE社製SIGNA	Pioneer	においてDuo	Chem	Satが搭
載され、脂肪抑制パルス（CHESS）を2回印可することでB1不均
一に強い脂肪抑制画像が得られるようになった。そこで、Duo	
Chem	Satを用いた上腹部領域脂肪抑制T2WIの画質評価を行っ
た。
【方法】 使用装置はGE社製SIGNA	Pioneer，DiscoveryMR750Wと
した。1）食用油と水を配置したファントムを作成し、それぞれの
装置で脂肪抑制T2WIを撮像した。設定したROIの平均信号強度と
標準偏差から均一性を測定し比較した。2）同意の得られた健常人
ボランティアに対し脂肪抑制T2WIを撮像し、皮下脂肪領域にROI
を設定し同様に均一性を測定した。また筋、脾、腎、膵、肝の各
臓器、組織にROIを設定しコントラストを算出した。
【結果】 1）2）ともにDuo	Chem	Satで高い均一性が得られた。ま
た高いコントラストが得られた。　

徳永　雄大1

1聖隷浜松病院	放射線部

【目的】 現在当院では頭部MRAの撮像にAssetを用いている。
Hyper	Sense（HS）を用いることで、画質の向上や撮像時間短縮
が可能か検討した。
【方法】 GEHC社製SIGNA	 Pioneer,Head	 Neckコイル。FOV	
20.0cm、周波数マトリクス320、位相マトリクス192、スライス厚
1.2mmを基礎条件とした。HS	factor及びARC	Factorを1から２ま
で0.1刻みで変更し、撮像時間が従来と同程度（+5秒までを許容範
囲とした）または短縮できる組み合わせの撮像を行った。従来の
撮像条件で得られた画像を基準に目的血管の描出能、アーチファ
クト、ボケ等に着目し視覚評価を行った。
【結果】 HS：1.3では画質低下がみられた。HS：1.2、ARC：1.4-2.0
では同程度の画質評価が得られた。時間は最小-2％、最大13％短
縮。HS：1.1、ARC：1.7-2.0では目的血管の描出能において画質向
上がみられた。時間は最小-2％、最大6％短縮。
【結語】 HSを用いることで従来の撮像法に比べ画質の向上・撮像時
間短縮が可能であることが示唆された。

川瀬　俊浩1、篠田　理沙1

1中東遠総合医療センター　診療技術部　診療放射線室

【目的】 脂肪抑制方法のうち、水励起方法にBreast	modeの脂肪抑
制効果について検討する。
【方法】 自作ファントムを使用して、DＷを撮像。STIR,	STIR+SPSP,	
STIR+SPSP（Breast	mode）、SPSPの4種類を面内方向とスライス
方向に撮像。信号強度は、水溶液と脂肪の信号が含まれた画像で
あるため、脂肪信号の割合を求め評価した。
【結果・考察】 面内方向では、STIRのみが抑制効果に差があった
が、その他の撮像方法の組み合わせでは、差は見られなかった。
スライス方向では両端でどの方法も変化率が大きく、Breast	
modeに関しても両端になると変化率が大きくなるが、他の撮像方
法に比べて変化率が小さかった。Breastモードの詳細な記載がな
いため詳しいことはわからないが、sub-pulseの回数が多くなる、
pulse間の間隔が変更されているのではないかと予想される。
【結論】 Breast	modeを併用すると、両端のスライスでも比較的脂
肪信号が抑制できると思われる。
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シェーグレン症候群のMRシアログラフィー（MRS）の最適条件

の検討

Duo Chem Satを用いた脂肪抑制画像の画質評価

Hyper Senseを用いた頭部MRA撮像条件の検討

3ＴＭＲＩ装置における拡散強調画像の脂肪抑制　水選択励起
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セッション26

田端　大輝1、増元　　光1

1藤田医科大学病院　放射線部

【目的】 脂肪含有率測定を行う方法として、MRIを用いたmodified	
DIXON（mDIXON）法による非侵襲的な手法が用いられてい
る。mDIXON法は脂肪のマルチピークモデルを用いることで従来
よりも正確に脂肪含有率測定を行うことが可能である。そこで本
研究では、mDIXON	TSEとmDIXON	FFEの脂肪含有率測定の比
較を行った。
【方法】 使用機器はPhilips社製Ingenia	 3.0T、受信コイルはHead	
coilを用いた。脂肪含有率の異なる3種のマヨネーズ（75%、
34%、10%）をmDIXON	TSEとmDIXON	FFEで撮像し、脂肪画
像と水画像を取得した。両撮像により得られた画像から脂肪含有
率を算出し、比較を行った。
【結果】 両撮像から算出した脂肪含有率はmDIXON	FFEの方が
mDIXON	TSEよりも真値に近い結果を示した。
【考察】 mDIXON	TSEで算出した脂肪含有率が真値よりも大きく
なったのはecho収集に180°パルスを使用しているため、Magnetization	
Transfer効果の影響を受けたためだと考えられる。

伊藤　祐介1、杉野　泰教1、日比野友也1、浅田　恭生2、
鈴木　昇一2

1社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　技術放射線科、
2藤田医科大学　医療科学部　放射線学科

【目的】 乳児の立位X線撮影時には姿勢を補助する付き添い（以下
姿勢補助者）が必要な場合が多いが、姿勢補助者の被ばく線量を
実効線量にて評価している先行研究はない。本研究では姿勢補助
者の散乱線被ばくを実効線量と体表面の線量にて詳細に実測、評
価することを目的とした。
【方法】 幾何学的配置と撮影条件は臨床での立位一般X線撮影と同
様とした。受像機左側に姿勢補助者を模して内部と表面周囲に
TLD素子を挿入、貼付した人体等価ファントムを配置し測定を
行った。評価は実効線量と表面線量で行い、実効線量に関しては
防護衣の有無についても比較した。
【結果・考察】 実効線量では防護衣を着用することで散乱線が約
70％低減されていた。防護衣なしの表面線量は乳頭レベルで最大
となり3.4μGyとなった。本研究により姿勢補助者の散乱線被ばく
を詳細に把握できた。また補助者の体の向きや被写体との位置関
係に大きく依存することが判明した。	

鈴木　聡真1、宮崎　巧麻1、澤　　貴司1、村田　昌隆1、
大橋　洋一1

1トヨタ記念病院　放射線科

【目的】 放射線防護キャビン（以下キャビン）を心房細動に対する
カテーテルアブレーション時に使用することで、術者被ばく線量
の低減効果を検証したので報告する。
【方法】 1.人体等価ファントムを用い、キャビン有無時の透視散乱
線量率分布（RAO30°・LAO50°）の測定を行った。2.OSL線量計
を用い、臨床15症例においてキャビン使用時の術者被ばく線量の
測定を行った。
【結果】 1.透視散乱線量率分布から、キャビン使用時の第一術者位
置における線量率は0.2～0.3μSv/hであり、約99%の低減効果が
あった。又、第二術者位置・キャビン後方においても低減効果が
認められた。2.術者被ばく線量は、1症例あたり0.0006mGyであっ
た。
【考察】 放射線防護キャビンを使用することで、第一術者において
は充分な被ばく低減効果を認め、放射線防護衣無しで手技可能で
あると示唆された。又、第二術者及びキャビン後方においても被
ばく低減効果が期待される。

山下　剛範1

1鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　放射線技術科学科

【背景】 我々はこれまで、高線量の放射線暴露がマウスの小腸にお
けるタウリントランスポーターの発現を減少させることを報告し
た。しかしながら、異なる放射線量レベルでの小腸におけるタウ
リントランスポーターの発現はまだ明らかにされていない。
【目的】 ヒトへの放射線被ばく影響の緩和にタウリンを応用するた
めの研究基盤を確立することが目的である。
【方法】	放射線曝露線量の異なるモデルマウスを用いて、病理組織
学的手法を用いた組織解析をおこなった。
【結果・考察】 マウス小腸を解析した結果、放射線暴露線量の違い
によりタウリン局在とタウリントランスポーター発現が異なるこ
とを見出した。今回は放射線暴露線量の違いによる組織のタウリ
ン発現変動に関する検討を報告する。

121

123

122

124

DIXON法の撮像方法の違いが脂肪含有率測定に与える影響

幼児X線撮影時における姿勢補助者の散乱線による被ばく線

量評価

カテーテルアブレーションにおける放射線防護キャビンの有用性

放射線誘導性細胞損傷とタウリン発現変動
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セッション1

川村　　忠1、平井　智徳1、水谷　偉俊1、白石　晴彦1

1医療法人全医会　あいちせぼね病院

【目的】 椎体形成術後のCTにおいて、O-MAR使用によるストリー
クアーチファクト低減効果について検討した。
【方法】 アクリル円筒ファントムに水を充填し椎体の位置にセメン
トを留置する。Philips社製Brilliance CT 64-DSにて従来の腰椎撮
影条件でファントムを撮影し、O-MAR ON/OFFの2種類の画像を
作成する。得られた画像でImage-Jにてアーチファクトインデック
ス（以下AI）を測定する。管電圧、再構成関数、D-FOVを変化さ
せ同様にAIを測定する。
【結果】 O-MARをONにすることによりAIが低下した。管電圧は高
いほうが、再構成関数はsmoothなほうがAIが低下し、D-FOVを
変化させてもAIの値に有意差はなかった。
【考察】 O-MARをONにすることによりストリークアーチファクト
が減少した。管電圧が高いとビームハードニングの影響が少なく
なり、再構成関数はsmoothなほうがノイズが減少するためAIが低
下した。D-FOV変化によるノイズ上昇はAIの値に影響を及ぼさな
かった。

川村　　忠1、平井　智徳1、水谷　偉俊1、白石　晴彦1

1医療法人全医会　あいちせぼね病院

【目的】 椎体形成術後のCTにおいて、O-MAR使用によるストリー
クアーチファクト低減効果について検討した。
【方法】 アクリル円筒ファントムに水を充填し椎体の位置にセメン
トを留置する。Philips社製Brilliance CT 64-DSにて従来の腰椎撮
影条件でファントムを撮影し、O-MAR ON/OFFの2種類の画像を
作成する。得られた画像でImage-Jにてアーチファクトインデック
ス（以下AI）を測定する。管電圧、再構成関数、D-FOVを変化さ
せ同様にAIを測定する。
【結果】 O-MARをONにすることによりAIが低下した。管電圧は高
いほうが、再構成関数はsmoothなほうがAIが低下し、D-FOVを
変化させてもAIの値に有意差はなかった。
【考察】 O-MARをONにすることによりストリークアーチファクト
が減少した。管電圧が高いとビームハードニングの影響が少なく
なり、再構成関数はsmoothなほうがノイズが減少するためAIが低
下した。D-FOV変化によるノイズ上昇はAIの値に影響を及ぼさな
かった。
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村田　昌也1、澤口　文哉1、横瀬　翔一1、大石　恵一1、
杉浦　靖幸1、三浦　孝夫1

1静岡県立総合病院　放射線技術室

【背景】 座位で検側の膝を120°屈曲させ、足側より膝蓋骨尖部に
向けて大腿骨関節面に斜入させる。その際デバイスを患者自身に
保持してもらい撮影を行っている。しかし、デバイスを透過した
X線が患者の体幹部に照射されていると考える。導入されている
CALNEO	Smart	C12、CALNEO	C、CRを透過した散乱線による
患者の体幹部被ばく評価を行った。
【方法】 撮影条件からPiranhaを用いて入射表面線量を計測した。
Piranhaをデバイス後方に配置し、膝関節にデバイスを透過する線
量となるようアクリル板を下半分に配置し、1次線がデバイスにあ
たる箇所で散乱線量を測定した。また、デバイス後方に防護具を
配置し、同様に評価を行った。
【結果・考察】 入射表面線量は、140.1μGyであり、デバイスを透
過する線量は、CR、CALNEO	Smart	C12、CARNEO	Cの順に低
下した。座位での撮影は、体幹部への被ばくを避けられず、防護
具やデバイスホルダ使用により、不要な被ばくを減らす必要があ
る。
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膝関節軸位撮影（Skyline法）における患者体幹部被ばく線量評価

石田　仁美1、中村登紀子2、小林　育夫3、鈴木　昇一2、
竹井　泰孝4

1半田市立半田病院　放射線技術科、
2社会医療法人宏潤会大同病院　放射線部、
3長瀬ランダウア（株）、
4川崎医療福祉大学　医療技術学部　診療放射線技術科

【目的】 近年、高濃度乳房に対するデジタルブレストトモシンセシ
ス（DBT）の使用が増えている。そこでDBTによる介助者被ばく
を測定し介助者の被ばく管理に活用する基礎データを収集した。
【方法】 吸収・散乱の影響が無視できる50cm長の紙筒を200×250
×150cmのジャングルジム様に組み立て、接合部にOSL素子を貼
付しCC・MLOでDBT撮影を行い室内散乱線を測定した。また介
助者の位置での水晶体・生殖腺部の空気カーマを測定した。
【結果】 CC・RMLOで室内散乱線はファントム後方で減少した。
CCの散乱線分布はほぼ左右対称で、介助者水晶体の空気カーマは
最大で0.1mGy、生殖腺で0.03mGyであった。RMLOのとき検側で
高く、水晶体で0.14mGy、生殖腺で0.13mGyであった。
【考察】 散乱線分布はMLO時に検側で高いが、撮影に支障をきた
す可能性があるため患者背面での補助が望ましいと考える。散乱
線量も0.1mGy以下であり、防護衣も着用すれば影響はほぼないも
のと考えられる。
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デジタルブレストトモシンセシス撮影における介助者被ばく評価
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西野　　誠　　藤田　能成　　平田　昭美　　東　慎一郎　　長谷川顕司　　金田　法子　　石崎宗一郎
中島　　佑　　犀藤　友美　　酒井　　葵　　荒井　一旭　　棚橋　陽介　　綾香　　誠　　山崎　飛鳥
桝谷　大全　　荒幡　純貴　　朝野　暁大　　坂下　真俊　　柴田　香織　　米納佐和子　　柏倉　敬子
澤木　福光　　鎧　　和彦　　菊池　正和　　上野　博之　　石村　真衣　　村本　　理　　橘　　良道
徳道　浩貴　　森本　利恵　　千代　勇気　　高村　麻美　　仲田由貴子　　富居　美結　　不破　由佳
船場　一宏　　小見　　隆　　吉村　忠康　　嶋田あゆみ　　吉田　史子　　竹越　智久
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協　賛　企　業　一　覧（五十音順）

ランチョンセミナー協賛

株式会社アゼモトメディカル	 キャノンメディカルシステムズ株式会社
シーメンスヘルスケア株式会社	 日本メジフィジックス株式会社
バイエル薬品株式会社	 伊藤忠商事株式会社　
第一三共株式会社	 富士フイルム富山化学株式会社

企業展示

アクロバイオ株式会社	 株式会社アゼモトメディカル
株式会社インテグラル	 株式会社インフィニットテクノロジー
EIZO株式会社	 株式会社大林製作所	
オリオン・ラドセーフメディカル株式会社（7月以降）	 コニカミノルタジャパン株式会社
Jpiジャパン株式会社	 スター・プロダクト株式会社
東洋メディック株式会社	 株式会社根本杏林堂
株式会社日立製作所	 株式会社フィリップス・ジャパン
フジデノロ株式会社	 富士フイルムメディカル株式会社　
株式会社保科製作所	 株式会社マエダ
ユニオンツール株式会社	 横河医療ソリューションズ株式会社

広告協賛

日本アキュレイ株式会社	 伊藤忠商事株式会社
株式会社エムテック	 カイゲンファーマ株式会社
キャノンメディカルシステムズ株式会社	 シーメンスヘルスケア株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社	 Jpiジャパン株式会社　　
セントラルメディカル株式会社	 株式会社千代田テクノル
東洋メディック株式会社	 冨木医療器株式会社
株式会社永田メディカル	 日本電子応用株式会社
株式会社NOBORI	 株式会社ハイメック
株式会社バリアンメディカルシステムズ	 富士製薬工業（株）
富士フイルム富山化学	 富士フイルムメディカル株式会社
株式会社北陸ワキタ	 堀井薬品工業株式会社
株式会社マエダ	 丸文通商株式会社

ハンズオンセミナー

アミン株式会社	 GEヘルスケア・ジャパン株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本会の趣旨にご賛同いただき、協賛を賜りましたことに心から感謝申し上げます。

第11回中部放射線医療技術学術大会
大会長　森　　光一
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