
シンポジウム

10 月 7 日（日） 9：30～11：00 第 1 会場

「診療放射線技師に今、足りないもの、そして必要なもの？」

座長：自治医科大学附属病院 柳沢 三二朗

座長：国際医療福祉大学 樋口 清孝

「シンポジスト」

１、「何気なく、一般単純撮影していますか？」－千葉県

柏戸クリニック 島木 栄佳

２、「ＣＴ･ＭＲ検査について」－長野県

慈泉会 相澤病院 放射線画像診断センター 藤倉 栄二

３、「造影検査の多様化するニーズへの対応」－東京都

杏林大学医学部付属病院 首藤 淳

４、「核医学検査について」－茨城県

総合病院 土浦協同病院 沼尻 俊夫

５、「技師という立場で治療分野の専門職になれるか？」－新潟県

新潟県立中央病院 大坂 暁胤



一般演題プログラム

第 1 日目 10 月 6 日（土）

第２会場 （3 階特別会議室）

演題１-A-１ CT 検査（１） 10 月 6 日（土）10：00～11：00

座長：黒沢病院 見田 尊

1. 当院のインジェクターを用いた小児造影 CT 検査における留置針の検討

自治医科大学附属病院 中央放射線部 大和田 亮

2. 小児領域における 3D 再構築の症例報告

自治医科大学附属病院 中央放射線部 吉原 勇人

3. Body Perfusion における自動位置合わせソフトを用いた処理による基礎的検討

日本大学医学部附属板橋病院 中央放射線部 市川 篤志

4. 冠動脈 CT におけるランジオロール塩酸塩での心拍数低下能の検討

所沢ハートセンター 柴 俊幸

5. 逐次近似再構成法を用いた頚動脈ステント内腔描出能の検討

横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部 佐々木敦史

6. X 線 CT 装置の X 線エネルギーと画質に関する基礎的検討

国際医療福祉大学 保健医療学部 放射線・情報科学科 吉田 昌弘

演題１-A-２ CT 検査（２） 10 月 6 日（土）11：00～12：00

座長：済生会川口総合病院 城處 洋輔

7. 胸部 CT 呼吸同期撮影における撮影条件及び画像再構成処理の基礎的検討

山梨大学医学部附属病院 放射線部 徳重 佑美子

8. 320 列 Area Detector CT を用いた胸部 CT 呼吸同期撮影の有用性

山梨大学医学部附属病院 放射線部 弓削 誠

9. 頭部 3D-CTA におけるチルトヘリカルの有用性の検討

東海大学医学部付属八王寺病院 診療協力部放射線技術科 中野翔太

10. High Beam Pitch 使用時の画像評価

自治医科大学附属病院 中央放射線部 神村智城

11. 小児 Ai における CT 撮影条件の検討

国際医療福祉大学・4 年 橋本 真紀

12. Deep vein thrombosis computed tomography(DVT-CT： 深部静脈血栓 CT)

における追加撮影基準の検討

昭和大学病院 久住 祐輔



演題１-A-３ 医療安全･画像工学 10 月 6 日（土）13：30～14：30

座長：東海大学医学部付属大磯病院 田島 隆人

13. 群馬県立病院における医療事故およびヒヤリハット事例の統計調査

群馬県立県民健康科学大学 太田 利希

14. サボタージュ・アナリシスを用いた放射線 MRI 部門における事故防止対策

群馬県立県民健康科学大学 原田 侑輝

15. MRI 検査前に用いるハンディ型金属探知機の検出感度についての検討

済生会川口総合病院 診療放射線部 丸 武史

16. 医療被ばく低減施設としての活動状況と課題

社団法人 山梨勤労者医療協会 甲府共立病院 佐藤 洋一

17. 医療被ばく相談等に関するアンケート

日本放射線技師会 群馬県環境測定部 西毛地区 見田 尊

18. フォトンカウンティング法による X 線画質改善度のコンピュータシミュレーション

国際医療福祉大学 保健医療学科 放射線・情報科学科 田岡 淳一

演題１-A-４ X 線検査（１） 10 月 6 日（土）14：30～15：30

座長：山梨大学医学部附属病院 弓削 誠

19. フラットパネルにおける幼児胸腹部臥位撮影の縞目発生原因についての検討

足利赤十字病院 医療技術部 一般撮影技術課 飯塚 文哉

20. DR と CR の被曝線量の違い

水戸済生会総合病院 放射線技術科 大内 啓之

21. トモシンセシスの画像評価

公財）脳血管研究所附属美原記念病院 画像診断科 阿部 祐次

22. FPD 搭載回診用 X 線撮影装置による腹部単純撮影条件の検討

公財）脳血管研究所 美原記念病院 画像診断科 山路 勇護

23. 一般撮影における再撮影に対する現状と意識

JA 長野厚生連 安曇総合病院 赤沢 宏

24. ノイズレベルの変化による視覚的周波数特性の基礎的検討

国際医療福祉大学 保健医療学部 放射線・情報科学科 冨岡 學人

演題１-A-５ 放射線治療（１） 10 月 6 日（土）15：30～16：10

座長：立正佼成会附属佼成病院 関 真一

25. 肺がん定位放射線治療に対する固定精度の検討

総合病院 土浦協同病院 大山 勝彦



26. 全脳・全脊髄照射の理想的体位の検討

獨協医科大学病院 放射線部 放射線治療センター 儘田 智仁

27. IGRT ファントムの作成と使用経験

株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院 放射線技術科 川崎 善幸

28. MVCT の QA におけるジオメトリの検討

栃木県済生会宇都宮病院 伊藤 愛子

第３会場 （第１会議室）

演題１-B-１ 医療情報（１） 10 月 6 日（土）10：00～11：00

座長：JA とりで総合医療センター 青木 正彦

29. 地域医療ネットワークシステム「とねっと」による画像情報連携の構築と運用

加須市医療診断センター 栗原 智之

30. 当院の MRI 検査における『読影補助』の検討

IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部 竹田 幸太郎

31. スレート型端末による医療画像の拡大・縮小表示時の画質の比較

群馬県立県民健康科学大学 学部４年生 倉科 匡伸

32. スレート型端末の医療画像描出能の比較評価

群馬県立県民健康科学大学 学部４年生 山口 直人

33. クラウドサービスを用いた地域医療情報連携について

群馬県立県民健康科学大学 学部４年生 大橋 輝也

34. 放射線部門におけるスレート型端末の活用の現状と可能性

群馬県立県民健康科学大学 学部４年生 前原 将貴

演題１-B-２ 核医学検査 10 月 6 日（土）11：00～12：00

座長：自治医科大学附属病院 芦崎 道太

35. 消化管出血シンチにおける SPECT-CT の有用性

山梨県立中央病院 放射線部 河西 稔

36. 心臓カテーテル検査における血中酸素飽和度と肺血流シンチグラフィに

おける肺への RIuptake 率の関係について

埼玉県立小児医療センター 田中 宏

37. 心筋 SPECT におけるペースメーカーリードの減弱補正への影響

群馬県立心臓血管センター 放射線科 持木 瑞規

38. FDR 空間分解能補正の基礎的検討－心筋血流 SPECT において－

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 学生 大塚 友加奈



39. 骨シンチグラフィ診断支援ソフト導入にむけた正診性の基礎的検討

横浜市立大学附属市民総合医療センター 放射線部 西川 真理

40. 高放射能 I-131 カプセルの投与量測定方法における検討

公立福生病院 放射線科 鈴木 秀和

演題１-B-３ 乳房検査 10 月 6 日（土）14：30～15：30

座長：ＪＡ厚生連佐久総合病院 前島 友和

41. マンモグラフィにおける追加撮影の検討

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 画像診断部 滝澤 芽未

42. マンモグラフィ撮影における経験年数別インシデント内容の検討と対策

亀田メディカルセンター 齋田 愛

43. 『当院におけるマンモグラフィ検査の取り組み』～アンケート結果を基に～

津田沼中央総合病院 放射線科 武藤 麻衣子

44. 茨城県内 30 施設の平均乳腺線量調査

茨城県放射線技師会乳腺研究会 新嶋 綾

45. マンモグラフィにおける至適撮影条件の検討

埼玉県済生会川口総合病院 診療放射線部 高橋 美香

46. マンモグラフィ健診における受検者へのアンケート調査

山梨勤労者医療協会 甲府共立病院 宮本 実香

第 2 日目 10 月 7 日（日）

第２会場 （3 階特別会議室）

演題２-A-１ 造影検査 10 月 7 日（日） 9：30～10：20

座長：野田病院 柴田 隆史

47. 頭部血管造影における水晶体線量評価

自治医科大学附属病院 中央放射線部 山崎 詔一

48. 聴覚障害者の胃透視検査を施行する方法の考察

聖マリアンナ医科大学病院 画像センター 矢嶋 宗介

49. 透視装置における照射野絞りの違いによる被曝線量の変化

上尾中央総合病院 放射線技術科 藤巻 武義

50. 胃Ｘ線ランクアップ試験（読影の補助）開催に向けた画質向上の考察

福田記念病院附属鬼怒ヶ丘クリニック 放射線科 青山 良英

51. 冠動脈造影検査におけるパーニング位置合わせの工夫

東海大学医学部付属大磯病院 放射線技術科 伊集 蛍



演題２-A-２ CT 検査（３） 10 月 7 日（日）10：20～11：00

座長：新潟大学医学部保健学科 吉田 秀義

52. ＡＩＤＲ３Ｄを用いた冠動脈ＣＴの低線量化について

足利赤十字病院 桐山 岳

53. 選択的被ばく低減機能使用時の頭部の傾きが水晶体線量に与える影響

自治医科大学附属病院 中央放射線部 山崎 詔一

54. X 線 CT の表面線量評価

自治医科大学附属病院 中央放射線部 山崎 詔一

55. 冠動脈 CT における注射用ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ塩酸塩使用による被ばく低減の検討

聖隷横浜病院 放射線課 児山 貴之

演題２-A-３ MRI 検査 10 月 7 日（日）13：00～14：00

座長：中央群馬脳神経外科病院 後閑 隆之

56. 3D 高速 SE 法 SPACE を用いた頸動脈 black blood imaging における Blood suppression mode

による血流信号抑制の検討

済生会宇都宮病院 診療放射線技術科 室井 啓吾

57. 4ch Special Purpose Coil の基礎的検討

埼玉医科大学病院 荒木 智一

58. 肝臓 MR Elastography system の乳腺領域への応用

山梨大学医学部附属病院 放射線部 池長 聰

59. 当院における呼吸同期 T1 強調撮像法の検討

市立甲府病院 放射線部 橋田 梨恵

60. BOLD の動画的観察

豊岡第一病院 佐々木 拓哉

61. Gd-EOB-DTPA を用いた肝臓検査の３D-VIBE の flip angle の影響について

河北総合病院 大地 直之

第３会場 （第１会議室）

演題２-B-１ X 線検査（２） 10 月 7 日（日） 9：30～10：10

座長：聖マリアンナ医科大学病院 大河原 伸弘

62. 胸鎖関節撮影法における一考察

公立福生病院 放射線科 熊谷 果南

63. プルトップ誤飲症例における撮影条件の基礎的検討

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 谷口 杏奈



64. 大腿骨側面撮影の一考察（長尺撮影システムを利用した真側面撮影の検討）

公立福生病院 市川 重司

65. 膝関節軸位撮影における補助具の有用性の検討

昭和大学病院 放射線部 峯岸 健太郎

演題２-B-２ 医療情報（２） 10 月 7 日（日）10：20～11：20

座長：さいたま市立病院 双木 邦博

66. 当センターにおける肺がん CT 検診の成績と追跡調査の問題点

山梨県厚生連健康管理センター 放射線科 神田 博

67. 医療機関ホームページにおける診療放射線部門の情報内容調査

群馬県立県民健康科学大学 本木 杏

68. 業務マニュアルの電子化について

自治医科大学附属病院 中央放射線部 神保 文晴

69. 核医学検査における放射性医薬品の取り扱いに関する実態調査

群馬県立県民健康科学大学(学生) 三原夕佳

70. 当院における画像情報修正依頼の現状と検像の有用性について

山梨県立中央病院 放射線部 中澤 由樹

71. 検診における受診回数の読影結果に対する影響

東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター 工藤 清宜

演題２-B-３ 放射線治療（２） 10 月 7 日（日）13：00～14：00

座長：山梨県立中央病院 岩澤 正将

72. ヘリカル放射線治療装置における品質管理

～ CT 検出器を利用したターゲット劣化の検出 ～

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 田口 賢治

73. 定位放射線治療線量検証のための極小液体電離箱線量計の物理特性

筑波大学附属病院 放射線部 志田 晃一

74. Kelec（電位校正定数）の測定

自治医科大学付属病院 中央放射線部 棚井 壱歩

75. 放射線治療マーカーの耐久日数と肌質との関係について

(株)日立製作所ひたちなか総合病院 放射線技術科 田所 俊介

76. CT 画像を用いた小線源治療の線量分布作成についての検討

筑波大学附属病院 放射線部 西尾 昌子

77. ポリマーゲル線量計の温度依存性

茨城県立医療大学 保健医療学部 学生 遠藤 隆紀


