第 34 回 日本診療放射線技師学術大会
プログラム
講演企画
会長講演

9 月 22 日（土）13：20〜14：20 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：第 34 回日本診療放射線技師学術大会 大会長 山内 秀一

日本診療放射線技師会の現状と課題

演者：公益社団法人

招待講演 1

会長 中澤

日本診療放射線技師会

靖夫

9 月 21 日（金）16：30〜17：30 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：公益社団法人

理事 児玉

日本診療放射線技師会

直樹

演者：National Univerersity Cancer Institute ISRRT

Development of Radiotherapy in Asia

Principal Radiation Therapist, Regional Director of ISRRT for Asia Australasia Region Tan Chek Wee
招待講演 2

9 月 21 日（金）17：40〜18：40 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
副会長 佐野

幹夫

演者：放射線科診断専門医（参議院議員） 熊野

正士

座長：公益社団法人

医療被ばくの適正管理のあり方について
特別講演 1

日本診療放射線技師会

9 月 21 日（金）15：00〜16：00 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：第 34 回日本診療放射線技師学術大会 実行委員長 岩永 秀幸

特別講演 2

会長 桜井

講師：旭酒造株式会社

ピンチはチャンス！〜山口の山奥の小さな酒蔵だからこそできたもの〜

博志

9 月 22 日（土）11：00〜12：00 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：第 34 回日本診療放射線技師学術大会 副大会長 三輪 光良

吉田松陰がめざしたもの ─松下村塾における塾生教育─
特別講演 3

名誉宮司・顧問 上田

講師：松陰神社

俊成

9 月 22 日（土）14：30〜15：30 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
会長 中澤

靖夫

講師：帝京平成大学健康メディカル学部 鈴木

哲司

座長：公益社団法人

病院前医療体制におけるメディカルコントロール
公開フォーラム Ⅰ

日本診療放射線技師会

9 月 23 日（日・祝）11：00〜12：00 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール
画像情報管理局

技師長 三輪

光良

展示部魚類展示課主任

獣医師 進藤

英朗

座長：萩市民病院

水族館の命を守る〜1g のフグから 300kg のイルカまで〜
講師：下関市立しものせき水族館

公開フォーラム Ⅱ

海響館

ピンクリボンシンポジウム

9 月 23 日（日・祝）13：20〜15：20 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール

よく知ろう・受けよう乳がん検診 ─あなたとあなたの家族のために─

座長：下関市立市民病院

放射線部

座長：徳山中央病院
座長：下関市立市民病院

行政の立場から
マンモグラフィ撮影技師の立場から
乳腺専門医の立場から

下関市保健部

参事

主査 高山

放射線部 東
副主任 菊地

放射線部
健康推進課

裕健
彩絵
友紀

課長 秋本江利子

主任技師 河野奈央子

山口県立総合医療センター中央放射線部

関門医療センター外科医長兼乳腺センター長 長島由紀子
下関市立市民病院

がん体験者の立場から

乳がん患者会「フォワード」会長 稲田由美子

教育講演
教育講演 1

9 月 21 日（金）11：00 〜 12：00 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：帝京大学大学院保健学研究科

「ロボット技術と医療・福祉」
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講師：山口大学大学院創成科学研究科

工学系学域

教授 川村

愼二

准教授 藤井

文武

第34回日本診療放射線技師学術大会・第6回アジア放射線治療シンポジウム

教育講演 2

9 月 22 日（土）15：40〜16：40 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：済生会山口総合病院

主任 大平

知之

准教授 松本

啓志

放射線部

「大腸 CT 検査の読影標準化に向けたトレーニングプログラム作成の試み：診療放射線技師の役割」
講師：川崎医科大学

教育講演 3

消化管内科学

9 月 22 日（土）16：50〜17：50 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール

座長：山口大学医学部附属病院 放射線部 副診療放射線技師長 小池
「医療における AI との上手な付き合い方」 講師：山口大学大学院医学系研究科 システムバイオインフォマティクス講座 教授 浅井

義之

9 月 23 日（日・祝）11：00〜12：00 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：山口大学医学部附属病院

放射線部

「造影 MRI による肝細胞癌の画像診断：知っておきたい画像所見と診断アルゴリズム」
講師：山口大学大学院医学系研究科

副診療放射線技師長 山内

秀一

教授 伊東

克能

放射線医学講座

日放シンポジウム
日放シンポジウム 1（人材育成委員会

女性活躍推進班）
9 月 21 日（金）10：10〜11：40 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
座長：公益社団法人 日本診療放射線技師会 理事 𠮷川 典子
「多様な活動からみえてくるもの〜地域活動報告〜」
国立病院機構旭川医療センター 斎藤和香子
1．報告 ふらっと会
山形県立河北病院 佐藤 晴美
2．報告 みちのくこまち
新潟聖籠病院 近藤ちづる
3．報告 北関東
聖マリアンナ医科大学附属研究所 ブレスト & イメージ先端医療センター附属クリニック 小泉美都枝
4．報告 南関東 FRT
厚生連 松阪中央総合病院 川野 聡子
5．報告 BrilliantF7
医療法人康仁会西の京病院放射線科 待鳥 尚子
6．報告 関西☆ Collection
（株）メディカルクリエート 梶谷 典子
7．報告 CS9
今給黎総合病院 丸尾美由紀
8．報告 FRT 九州
日放シンポジウム 2（医療安全対策委員会）
〜あなたの職場の感染管理は〜

9 月 21 日（金）14：20〜15：50 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール

〇基調講演 「医療機関における院内感染対策について」

座長：医療安全対策委員長 山本

英雄

課長補佐 稲木

杏吏

厚生労働省医政局地域医療計画課

〇シンポジウム 「あなたの職場の感染管理」

倉敷中央病院 感染制御室 感染管理認定看護師 木村 聖子
1．Infection Control Team からみた放射線部門の感染管理
亀田総合病院 医療技術部画像診断室 八巻
2．技師の技師によるみんなのための感染対策〜感染症の媒介はあなた〜
伸
市立島田市民病院 診療放射線室 和田 一也
3．ICT 所属診療放射線技師の活動経験と役割

〇総合討論
日放シンポジウム 3（統一講習会実施運営委員会）
「業務拡大に伴う統一講習会の実施状況」

9 月 21 日（金）15：50〜17：20 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
座長：公益社団法人

1．統一講習会の現状について 〜アンケート調査報告〜
2．インストラクターの立場から
3．開催している各県技師会の立場から
4．医療現場の状況について

副会長 佐野

日本診療放射線技師会

幹夫

座長：公益社団法人

日本診療放射線技師会

理事 中村

勝

公益社団法人

日本診療放射線技師会

理事 西川

祝子

診療技術部部長 川又

郁夫

東海大学医学部付属病院
一般社団法人

前会長 氏原

健吾

放射線技術部部長 野田

主税

長崎県放射線技師会

昭和大学横浜市北部病院

総合討論
日放シンポジウム 4（がん対策の推進）
がん対策の推進

9 月 22 日（土）9：00〜10：30
〜第 3 期がん対策推進基本計画について考える〜

第 2 会場

日本診療放射線技師会

副会長 熊代

正行

山口県診療放射線技師会

前理事 末田

修一

厚生労働省健康局がん・疾病対策課課長補佐 栗本

景介

下関市保健部長 福本

怜

座長：公益社団法人
座長：一般社団法人

〇基調講演 「第 3 期がん対策推進基本計画について」

〇シンポジウム 「がん予防・がん医療の充実・がんとの共生」
1．「地域行政におけるがん対策：がん予防・がん医療について」

下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール

学術大会特集 ◆

25（913）

大会プログラム

教育講演 4

正紘

2．「がんとの共生」
（1）相談支援，情報提供
（2）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（3）がん患者等の就労を含めた社会的な問題

公益社団法人

理事 西貝

日本診療放射線技師会

圭子

〇総合討論
日放シンポジウム 5（医療被ばく安全管理委員会）

9 月 22 日（土）10：30〜12：00 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
座長：医療被ばく安全管理委員会 藤原 理吉
「医療被ばく低減施設認定の取得促進について」
座長：医療被ばく安全管理委員会 五十嵐

1．「医療被ばく低減施設認定」取得の意義
2．審査項目「サーベイヤーの視点」から
3．アドバイスや指摘が多い項目への対応
4．ディスカッション

博

ベルランド総合病院 鈴木

賢昭

石和共立病院 佐藤

洋一

聖マリアンナ医科大学病院 佐藤

寛之

日放シンポジウム 6（診療報酬政策立案委員会）

9 月 22 日（土）13：20〜14：50 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
「精度・安全を高め，よりよい評価へ向けて」 座長：診療報酬政策立案委員会 委員長 / 公益社団法人 日本診療放射線技師会 藤井 雅代
委員 野口

雄司

課長補佐 小塩

真史

座長：診療報酬政策立案委員会

〇基調講演 「平成 30 年診療報酬改定について」

厚生労働省保険局医療課

1．平成 30 年度診療報酬改定の総括
2．アンケート調査から精度・安全を高める取り組み
3．精度・安全を高め，より良い評価を得るには
日放シンポジウム 7（人材育成委員会

委員 / 昭和大学病院 佐藤

久弥

委員 / 帝京大学医療技術学部 東村

享治

委員 / 日本画像医療システム工業会 鍵谷

昭典

診療報酬政策立案委員会
診療報酬政策立案委員会
診療報酬政策立案委員会

診療放射線技師マネジメント研修班）

9 月 22 日（土）14：50〜16：20 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
「医療現場で必要とされるマネジメントを様々な視点から探る」 座長：公益社団法人 日本診療放射線技師会 副会長 佐野 幹夫
理事 篠原

健一

部長 船橋

正夫

技師長 小黒

清

（株）日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット ブレストソリューション部 担当部長 桒山

真紀

座長：公益社団法人

〇教育講演 「マネージャーの資質とは」

日本診療放射線技師会

大阪府立急性期 ･ 総合医療センター

医療技術部

〇シンポジウム

1．職場内教育におけるマネジメント手法とは
2．多様化に対応するマネジメント思考とは（企業の立場から）

獨協医科大学病院

3．機器購入に対する減価償却のマネジメント思考とは

上尾中央総合病院

放射線部

部長 吉井

放射線技術部

章

〇総合討論
日放シンポジウム 8（チーム医療）
9 月 23 日（日・祝）9：00〜10：30 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
「診療放射線技師のチーム医療への参画」〜JART の活動から見たタスク･シフティング / タスク･シェアリングについて考える〜
座長：公益社団法人

幹夫

理事 江藤

芳浩

日本診療放射線技師会

○基調講演 「チーム医療の推進と今後の課題」
（仮題）〜医療従事者の需給に関する検討会の動向〜
○シンポジウム 「委員長 ･ 分科会長が語る！ 現状と今後の課題」

1，医療被ばく低減施設認定の現状と課題
2，Ai 認定の現状と課題
3，読影業務普及の現状と課題

副会長 佐野

日本診療放射線技師会

座長：公益社団法人

厚生労働省医政局医事課長

医療被ばく安全管理委員会

委員長 鈴木

賢昭

Ai 分科会 会長 樋口 清孝
読影分科会

会長 加藤

京一

○総合討論

学会企画
学会企画 1

日本放射線カウンセリング学会

9 月 21 日（金）9：00〜10：30 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

「日本放射線カウンセリング学会設立 15 周年〜これまでとこれから〜」

座長：群馬県立県民健康科学大学大学院 五十嵐

博

1．平成 29 年度日本診療放射線技師会委託研究報告

「放射線被ばく相談に用いる用語の見聞率調査〜福島原発事故前後の変化〜」
地方独立行政法人桑名市総合医療センター 大井
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慎也

第34回日本診療放射線技師学術大会・第6回アジア放射線治療シンポジウム

2．「日本放射線カウンセリング学会設立 15 周年〜これまでとこれから〜」
1）会長講演 「今日までのあゆみ」
2）討論会 「学会のこれからを語る」

千代田病院 三樹

陽子

松下記念病院 小松

裕司

長野県健康づくり事業団 下平

和紀

社会医療法人泉和会

座長：パナソニック健康保険組合
討論者：公益財団法人
医療法人生生会

まつかげシニアホスピタル・認知症疾患医療センター

まつかげ予防医学・健診センター 小林香緒利

JCHO 神戸中央病院 入江 潤一
関野病院 佐々木拓哉

医療法人社団久福会

丸山記念総合病院 芦葉

弘志

西大宮病院 豊留

章裕

医療法人明浩会

学会企画 2

日本放射線公衆安全学会
公衆安全の立場から医療被ばくを考える
平成 30 年度日本放射線公衆安全学会学術大会

9 月 21 日（金）10：30〜12：00 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

1．医療法省令改正に向けた線量記録の動向について
2．医療被ばく線量把握と患者説明について
3．被ばく低減施設認定について
4．総合討論

総合司会：越谷市立病院 矢部

智

日本医科大学多摩永山病院 笹沼

和智

石和共立病院 佐藤

洋一

上尾中央総合病院 佐々木

健

土浦協同病院 長谷川

健

学会企画 3

日本放射線技師教育学会
9 月 21 日（金）14：20〜15：50 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場
「自律した行動がとれる診療放射線技師の育成について」
座長：鈴鹿医療科学大学 中西左登志
平成 30 年度日本放射線技師教育学会学術大会

1．平成 29 年度 JART 委託研究報告
〜養成教育の充実および診療放射線技師の将来的発展に向けた診療放射線技師の倫理綱領策定等に関する調査研究〜

2．診療放射線技師学校養成所指定規則等の見直しについて
3．上尾中央総合病院における卒後教育
4．刈谷豊田総合病院における卒後教育

日本放射線技師教育学会

研究班

班長 川村

日本放射線技師教育学会

研究班

班員 武藤

裕衣

日本診療放射線技師会 児玉

直樹

公益社団法人

拓

上尾中央総合病院

放射線技術科 吉井

章

刈谷豊田総合病院

放射線技術科 前田

佳彦

総合討論
学会企画 4 日本医用画像管理学会
9 月 21 日（金）15：50〜17：20 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場
「災害に強い医用画像情報管理システムの構築」
座長：日本医用画像管理学会 小西 康彦
平成 30 年度日本医用画像管理学会 第 2 回学術大会
座長：日本医用画像管理学会 藤井 友広

1 平成 29 年度日本診療放射線技師会委託研究報告
「医用画像情報管理システムの BCP/DR 対策の現状と課題」
2 テーマディスカッション「災害に強い医用画像情報管理システムの構築」
1．平成 28 年熊本地震の経験から
2．首都直下型地震に備えて
3．ベンダーの立場から

日本医用画像管理学会 池田

龍二

熊本大学医学部附属病院 池田

龍二

国立病院機構

災害医療センター 小西英一郎

富士フイルムメディカル株式会社 前田

雅治

分科会企画
分科会企画 1 医療画像情報精度管理士分科会

9 月 21 日（金）10：30〜12：00 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール

「医療画像情報を安全に管理・運用する施設とは」
活動報告
活動報告
シンポジウム

医療画像情報精度管理士分科会 小西

康彦

医療画像情報精度管理士 / 都志見病院 静間

一樹

座長：JA 秋田厚生連
座長：国立研究開発法人

「医療画像情報を安全に管理・運用する施設とは」

大曲厚生医療センター 小林林太郎

国立がん研究センター東病院 永井

優一

熊本大学医学部附属病院 池田

龍二

豊橋市民病院 原瀬

正敏
光一

福島県厚生農業協同組合連合会

塙厚生病院 石森

学術大会特集 ◆
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医療法人慈正会

分科会企画 2 口腔・顎顔面領域撮影分科会

9 月 21 日（金）15：20〜16：50 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール
座長：口腔・顎顔面領域撮影分科会 会長 / 純真学園大学 吉田
豊

「顎関節の検査について学ぼう！」

1．口腔・顎顔面領域撮影分科会の活動報告と今年度の取り組み
2．顎関節の解剖と疾患
3．顎関節撮影法（各施設の検査紹介）

純真学園大学 吉田

豊

純真学園大学 吉田

豊

愛知学院大学歯学部附属病院 蛭川亜紀子
福岡歯科大学医科歯科総合病院 稲冨

大介

質疑応答
分科会企画 3 読影分科会・骨関節撮影分科会合同シンポジウム
「骨関節領域の

読み撮る

力を研ぎ澄ます」

9 月 22 日（土）9：00〜12：00 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール

1．読影分科会，骨関節撮影分科会の現状と将来
1-1. 読影分科会
1-2. 骨関節撮影分科会
2．撮影力を研ぎ澄ます
2-1．（上肢 -1）
2-2．（上肢 -2）
2-3．（脊椎・骨盤）
2-4．（下肢）
3．読影力を研ぎ澄ます
3-1．骨関節領域の画像所見の捉え方

座長：りんくう総合医療センター 坂下

惠治

分科会長 / 昭和大学大学院 加藤

京一

分科会長 / 奈良県立医科大学附属病院 安藤

英次

座長：りんくう総合医療センター 坂下

惠治

三菱神戸病院 高井

夏樹

とうかい整形外科かわげ 難波

一能

今治第一病院 飯田

譲次

奈良県立医科大学附属病院 安藤

英次

座長：昭和大学大学院 加藤

京一

東京医科大学病院 吉田

和則

座長：昭和大学大学院 加藤

京一

社会医療法人真泉会

総合討論
分科会企画 4 放射線管理士分科会
「最近の放射線安全行政の動向について」

9 月 22 日（土）13：20〜14：50 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール

1．最近の放射線安全行政の動向について
2．放射線障害防止法改正に基づく教育訓練への取り組み
3．放射線管理士分科会の課題と今後の方向性について
分科会企画 5 放射線機器管理士分科会
「平成 30 年度診療報酬改定について」

原子力規制庁

修

座長：小畑

慶己

長官官房放射線防護グループ 放射線規制部門
神奈川県放射線管理士部会 吉田

篤史

会長 南保

修

放射線管理士分科会

9 月 22 日（土）14：50〜16：20 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール

1）講演

司会：放射線機器管理士分科会 小川

正人

放射線機器管理士分科会

委員長 中村

司会：放射線機器管理士分科会

委員長 中村

泰彦
泰彦

日本画像医療システム工業会（JIRA）経済部会

部会長 鍵谷

昭典

「平成 29 年度放射線関連機器故障・事故調査結果報告」

2）特別講演

「医療法改正と診療報酬改定から読める最新の動向」
一般社団法人

分科会企画 6 Ai 分科会
「Ai の未来と診療放射線技師

座長：南保

9 月 22 日（土）16：30〜18：00 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール
座長：Ai 分科会 委員 阿部 一之
座長：Ai 分科会 委員 武井 宏之
筑波メディカルセンター病院 放射線技術科 小林 智哉
1．死亡時画像診断における世界の動向と日本の Ai
2．Ai における取り組みの現状
−世界と日本の現状から見えること−」

① 学生教育について
② 地方研究会（九州 Ai 画像研究会）について
③ 医療現場（読影補助）について

放射線 ･ 情報科学科 樋口

清孝

放射線部 尾形

学

医療技術部診療検査科 加藤

勲

国際医療福祉大学

佐賀大学医学部附属病院
大垣市民病院

3．総合討論：Ai の未来と診療放射線技師
分科会企画 7 検査説明分科会
「検査説明の展開と責任」

9 月 23 日（日・祝）10：30〜12：00 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
座長：国立がん研究センター中央病院 麻生
座長：検査説明分科会

1．検査説明の現場と展開 〜施設統一の検査説明を目指して〜
2．検査説明の導入とスゝメ 〜施設導入のノウハウについて〜
特別講演
インフォームドコンセントに学ぶ検査説明の責任とは
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智彦

委員 池本美智代

信州大学医学部附属病院 谷口

正洋

松下記念病院 小松

裕司

木ノ元直樹総合法律事務所 木ノ元直樹

第34回日本診療放射線技師学術大会・第6回アジア放射線治療シンポジウム

分科会企画 8 放射線被ばく相談員分科会

9 月 23 日（日・祝）13：20〜15：00 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
座長：放射線被ばく相談員分科会 / 群馬県立県民健康科学大学大学院 五十嵐 博
座長：放射線被ばく相談員分科会 / 西大宮病院 豊留 章裕
放射線被ばく相談員分科会 分科会長 / 松下記念病院 小松 裕司
1．放射線被ばく相談員の認定と分科会の発足
2．放射線被ばく相談員認定を取得して
小張総合病院 笹﨑 俊宏
1）放射線被ばく相談員の必要性と役割
聖隷沼津病院 勝浦 拓也
2）当院における放射線被ばく相談員の活動と課題
市立横手病院 法花堂 学
3）放射線被ばく相談員に必要な傾聴学習の取り組み事例
3．総合討論

「放射線被ばく相談員のビジョンを考える」

「手術に基づく 3D 作成」

9 月 23 日（日・祝）9：00〜10：30 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール

臨床に役立つ 3 次元画像のあり方

1．脳血管病変
2．呼吸器
3．消化管
4．心臓
手術に基づく 3 次元画像のあり方

座長：新潟大学医歯学総合病院 金沢

勉

座長：東京大学医学部附属病院 井野

賢司

秋田県立脳血管研究センター 大村

知己

滋賀医科大学医学部附属病院 牛尾

哲敏

倉敷中央病院 山本

浩之

国立病院機構宮城病院 立石

敏樹

座長：済生会熊本病院 坂本

崇

座長：埼玉県済生会川口総合病院 富田

博信

5．肝臓切除
6．脊椎固定術

広島大学病院 石風呂
富山労災病院 野水

実
敏行

山口・放射線治療分科会 共同企画
山口・放射線治療分科会 共同企画
放射線治療の質の均てん化

9 月 22 日（土）14：30〜16：30 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場
教授 / 放射線治療品質管理機構 理事 川村 愼二

座長：帝京大学大学院保健学研究科
座長：多根総合病院

医療技術部

放射線治療部門

技師長 川守田

龍

1．放射線治療の品質管理に関わる地域連携支援事業の実施に向けて
独立行政法人

国立病院機構

副理事長 早川

和重

理事 川村

愼二

線量校正センター

部長 成田

克久

准教授 / 放射線治療品質管理機構

理事 新保

宗史

副技師長 / 放射線治療品質管理機構地域支援 WG 委員 田辺

悦章

災害医療センター/ 放射線治療品質管理機構

講師：帝京大学大学院保健学研究科

教授 / 放射線治療品質管理機構

2．財団における出力線量測定の現状と課題
講師：公益財団法人

医用原子力技術研究振興財団

3．均てん化へ向けたデータからみる地域の状況
講師：埼玉医科大学総合医療センター放射線腫瘍科

4．地域で取り組む放射線治療技術の均てん化
講師：山口大学医学部附属病院

ブラッシュアップセミナー
ブラッシュアップセミナー ① 一般撮影：肩関節

9 月 21 日（金）9：00〜9：55 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
座長：医療法人徳洲会

肩のメカニズムと骨格特性を活用した肩関節 X 線撮影のテクニックと基礎
ブラッシュアップセミナー ② 画像評価

Helicobacter pylori 除菌時代の胃 X 線検査

画像技術科

副主任 西田

宗生

主任 高井

夏樹

9 月 21 日（金）9：00〜9：55 第 2 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール
座長：徳島文理大学

保健福祉学部

画質評価を基にしたディジタル医用画像のシステム設計
ブラッシュアップセミナー ③ 胃がん

大垣徳洲会病院

三菱神戸病院

准教授 石井

里枝

名誉教授 小寺

吉衞

診療放射線学科
名古屋大学

9 月 21 日（金）9：00〜9：55 第 3 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール
医療技術部

放射線科 岡田

智也

日本鋼管福山病院

放射線科 石川

祐三

座長：福山市民病院

学術大会特集 ◆
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分科会企画 9 画像等手術支援分科会

ブラッシュアップセミナー ④ MRI 検査
ワンランク上の MR ユーザーへ

9 月 21 日（金）9：00〜9：55 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール
座長：鹿児島大学病院

〜知って得する MRI の話〜

ブラッシュアップセミナー ⑤ 血管造影：心臓

社会医療法人

崇

放射線部 大下

剛史

座長：小倉記念病院

部長 一ノ瀬良二

放射線技師部

〜心臓カテーテル検査・治療を中心に〜
医療法人あかね会

がん患者と放射線治療技師

放射線部門 岩永

9 月 21 日（金）9：00〜9：55 第 6 会場 海峡メッセ下関 8F 801 会議室

血管撮影領域に必要な基礎知識と被ばく管理の重要性について

ブラッシュアップセミナー ⑥ 放射線治療

臨床技術部

製鉄記念八幡病院

土谷総合病院

副主任 石橋

放射線室

徹

9 月 22 日（土）9：00〜9：55 第 3 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール
座長：群馬県立県民健康科学大学

一歩進んだコミュニケーションスキルを求めて

教授 佐々木浩二

〜限られた時間の中で〜

東京警察病院

放射線科

放射線治療部門

主任 渡辺

直樹

ブラッシュアップセミナー ⑦ 一般撮影：人工関節

9 月 23 日（日・祝）9：00〜9：55 第 1 会場 下関市生涯学習プラザ 1F 海のホール
えにわ病院 柴田

隼

副技師長 安藤

英次

座長：医療法人社団我汝会

荷重時による立位撮影の有用性（骨変化から関節アライメント評価する画像）
奈良県立医科大学附属病院

ブラッシュアップセミナー ⑧ 乳腺
伝承

中央放射線部

9 月 23 日（日・祝）9：00〜9：55 第 3 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール

ブラッシュアップセミナー ⑨ CT・読影補助

係長 福本

保子

非常勤 井本

厚志

座長：大阪警察病院

医療法人社団

マンモグラフィのポジショニングを再確認

完岡医院

9 月 23 日（日・祝）9：00〜9：55 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場
座長：大垣市民病院

形態診断室 市川

宏紀

聖路加国際病院 宇内

大祐

診療検査科

救急 CT 検査における診療放射線技師の役割〜読影補助を中心に〜
ブラッシュアップセミナー ⑩ 一般撮影：胸部領域

9 月 23 日（日・祝）9：00〜9：55 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール
座長：福山市民病院

「わからない」から「わかる」へ楽しく学ぶ胸部単純 X 線と胸部 CT！
ブラッシュアップセミナー ⑪ 核医学検査

医療技術部

放射線科

株式会社日立製作所

次長 三村

尚輝

日立総合病院 岡

裕之

9 月 23 日（日・祝）9：00〜9：55 第 6 会場 海峡メッセ下関 8F 801 会議室
座長：千葉大学医学部附属病院

核医学検査をより楽しく行うために自分を磨こう！

主任診療放射線技師 飯森

隆志

放射線部 前田

幸人

香川大学医学部附属病院

ハンズオンセミナー
ハンズオンセミナー 1

9 月 21 日（金）10：30〜12：00 下関市生涯学習プラザ 3F 工作・工芸室
15：30〜17：00 下関市生涯学習プラザ 3F 工作・工芸室

画像等手術支援分科会「3D 作成ハンズオンセミナー」
領域：頭頸部領域，腹部領域，骨軟部（整形外科領域）
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座長：札幌医科大学附属病院
ハンズオン指導者：広島大学病院

平野
石風呂

透
実

倉敷中央病院

山本

浩之

埼玉県済生会川口総合病院

富田

博信

東京大学医学部附属病院

井野

賢司

済生会熊本病院

坂本

崇

秋田県立脳血管研究センター

大村

知己

国立病院機構宮城病院

立石

敏樹

新潟大学医歯学総合病院

金沢

勉

滋賀医科大学医学部附属病院

牛尾

哲敏

藤田保健衛生大学病院

井田

義宏

富山労災病院

野水

敏行

第34回日本診療放射線技師学術大会・第6回アジア放射線治療シンポジウム

9 月 22 日（土）13：30〜15：30 下関市生涯学習プラザ 3F 工作・工芸室
15：30〜17：30 下関市生涯学習プラザ 3F 工作・工芸室

ハンズオンセミナー 2

骨関節撮影分科会「第 2 回撮影補助具作成セミナー」

馬場

隆行

作成指導者 1：今村総合病院

馬場

隆行

作成指導者 2：今村総合病院

岩下

昌平

作成指導者 3：清水赤十字病院

中川

英之

作成指導者 4：株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン

筑後

孝夫

作成指導者 5：下田メディカルセンター

鈴木

義曜

会場責任者：骨関節撮影分科会 / 奈良県立医科大学附属病院

安藤 英次

アジア放射線治療シンポジウム
September 22nd（Sat）9：00〜11：00 Room4 Kokusaikaigijyo, 10F
Chairperson：Kindai University Hajime Monzen
Chairperson：Department of central radiology, Kindai University Hospital Kenji Matsumoto
Current status of the educational system for the radiotherapy technologists in Asian countries
Current Status of Radiotherapy Technologists in Japan
Ryu Kawamorita Ph.D.
Chair of the sectional committee of radiation therapy of the Japan Association of Radiological Technologists（JART）

Chia-Chi Hsiao（Taiwan）

Current status of the education and license system on the radiotherapy in Taiwan

President, the Taiwan Association of Medical Radiation Technologists（TAMRT）

Young Bum Kim（Korea）

Challenges never stop for healthy life, KOSRT

President of Korean Society for Radiation Therapy

Muhammad Faizal Abdullah（Malaysia）

Addressing The Cancer Needs of Malaysia

President, Malaysian Society of Radiographers

EDUCATION AND TRAINING FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGIST OF RADIOTHERAPY IN THAILAND
Sala Ubolchai（Thailand）
President of Thai Society of Radiological Technologists（TSRT）

Dragon LIU, Hong-lung（Hong Kong）

Radiotherapy in Hong Kong

Chairman, Hong Kong Association of Radiation Therapists

Tan Chek Wee（Singapore）

Radiotherapy in Singapore

National Univerersity Cancer Institute ISRRT

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー1
共催：日本メジフィジックス株式会社

9 月 21 日（金）12：15〜13：05 第 3 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール
座長：山口大学医学部附属病院

骨 SPECT 定量解析 〜GI-BONE の臨床利用〜

放射線部

演者：島根大学医学部附属病院

診療放射線技師長 岩永

秀幸

助手 山本

泰司

放射線医学講座

9 月 21 日（金）12：15〜13：05 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

ランチョンセミナー2

共催：富士フイルムメディカル株式会社
富士フイルムの DR 技術 〜CALNEO Dual と COREVISION の挑戦〜

演者：富士フイルム株式会社 R ＆ D 統括本部

ランチョンセミナー3
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

メディカルシステム開発センター 北田

信

9 月 21 日（金）12：15〜13：05 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール
放射線部 白木

尚

演者：キヤノンメディカルシステムズ株式会社 X 線営業部 河村

賢
斉

座長：東京大学医学部附属病院

一般 X 線撮影システムの最前線
最新の一般 X 線撮影システムの紹介
Ｘ線検査で受ける患者被曝線量の推定法と応用

演者：茨城県立医療大学

保健医療学部放射線技術科学科 佐藤
学術大会特集 ◆
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大会プログラム

実行委員長：今村総合病院

9 月 21 日（金）12：15〜13：05 第 6 会場 海峡メッセ下関 8F 801 会議室

ランチョンセミナー4
共催：第一三共株式会社

座長：山口大学医学部附属病院

放射線部 近沢

苑

准教授 美甘

章仁

心臓血管外科における CT imaging の役割
演者：国立大学法人山口大学大学院医学系研究科

器官病態外科学講座

9 月 22 日（土）12：15〜13：05 第 3 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール

ランチョンセミナー5
共催：アミン株式会社

座長：藤田保健衛生大学病院

良好な技師─医師関係が画像を変える

放射線部 井田

義宏

准教授 鰐渕

昌彦

演者：札幌医科大学医学部脳神経外科学講座

9 月 22 日（土）12：15〜13：05 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

ランチョンセミナー6

共催：株式会社バリアンメディカルシステムズ

座長：多根総合病院

医療技術部

放射線治療部門

技師長 川守田

龍

准教授 門前

一

RapidPlan™ Knowledge-Based Planning System の概要と実践について
演者：近畿大学大学院

医学研究科

医学物理学専攻科

9 月 22 日（土）12：15〜13：05 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール

ランチョンセミナー7
共催：エーザイ株式会社

座長：広島大学病院

至適造影の再考！ 〜救急から手術支援まで〜

診療支援部

画像診断部門

演者：倉敷中央病院

部門長 石風呂

実

放射線技術部 山本

浩之

9 月 22 日（土）12：15〜13：05 第 6 会場 海峡メッセ下関 8F 801 会議室

ランチョンセミナー8
共催：富士フイルム RI ファーマ株式会社

座長：独立行政法人国立病院機構

九州がんセンター

放射線技術部 田畑

信幸

放射線科 櫻井

和明

武蔵野赤十字病院における造影 CT 検査注射業務への診療放射線技師のかかわり
〜医療安全管理者の立場から〜

演者：武蔵野赤十字病院

9 月 22 日（土）12：15〜13：05 第 7 会場 海峡メッセ下関 4F イベントホール

ランチョンセミナー9
共催：シーメンスヘルスケア株式会社

座長：京都大学

診療放射線技師長 上田

克彦

放射線医学講座

教授 伊東

克能

デジタルサービス事業部

部長 石川

信能

医学部附属病院

放射線部

腹部領域の CT，MRI：高速イメージングと機能診断
演者：国立大学法人山口大学大学院医学系研究科

シーメンスの AI 技術の方向性と放射線科の担う未来
演者：シーメンスヘルスケア株式会社

ランチョンセミナー10
共催：株式会社島津製作所

9 月 23 日（日・祝）12：15〜13：05 第 3 会場 下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール
診療放射線技師長 上田

克彦

医用機器事業部グローバルマーケティング部マネージャー 河合

益実

座長：京都大学

医学部附属病院

放射線部

より良いヘルスケアの実現に向けた島津製作所の取り組み
―医用診断技術と分析計測技術のシナジーによる医療の質の向上―
演者：株式会社島津製作所

9 月 23 日（日・祝）12：15〜13：05 第 4 会場 海峡メッセ下関 10F 国際会議場

ランチョンセミナー11

共催：横河医療ソリューションズ株式会社

放射線部

副診療放射線技師長 小池

正紘

放射線技術部

放射線診断技術室長 井原

完有

座長：山口大学医学部附属病院

「画像診断管理加算 3」取得経験の報告 〜当院における加算取得までの道のり〜
演者：国立研究開発法人

ランチョンセミナー12
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

国立がん研究センター中央病院

9 月 23 日（日・祝）12：15〜13：05 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール
放射線部 久冨

庄平

放射線部 岸本

淳一

画像診断センター 黒木

英郁

座長：山口大学医学部附属病院

CT の最新撮像法を理解する ―ワイドカバレッジスキャンからデュアルエナジーまで―
デュアルエナジーで日々の検査はこう変わる！

演者：鳥取大学医学部附属病院

ワイドカバレッジ CT 全身活用法！

演者：久留米大学病院

スイーツセミナー
スイーツセミナー1
9 月 21 日（金）14：20〜15：10 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール
座長：山口県済生会山口総合病院 放射線部 大平 知之
共催：株式会社フィリップス・ジャパン
IQon スペクトラル CT の紹介 ─なぜ「何時でも Spectral！」ができるのか？─
演者：株式会社フィリップス・ジャパン CT モダリティスペシャリスト 小薗井
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何時でも Spectral Imaging !! ─ IQon spectral CT の有用性─
演者：国家公務員共済組合連合会

スイーツセミナー2
共催：株式会社日立製作所

熊本中央病院

放射線部 本田

恵一

9 月 22 日（土）14：35〜15：25 第 5 会場 海峡メッセ下関 9F 海峡ホール

座長：熊本大学大学院生命科学研究部 先端生命医療科学部門 / 医療技術科学講座 医用理工学分野 教授 船間

芳憲

放射線技術科 田所

俊介

64ch/128slice CT システム SCENARIA View の技術革新 〜次世代型逐次近似処理「IPV」の基礎検討〜
演者：株式会社日立製作所

共催：株式会社アゼモトメディカル

9 月 22 日（土）14：35〜15：25 第 6 会場 海峡メッセ下関 8F 801 会議室
座長：藤田保健衛生大学病院

循環器専門病院における Azemoto Medical Dose System シリーズ

朱雀

放射線部 井田

義宏

放射線科 望月

純二

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

一般演題《口述発表》 9月21日（金） 第1会場
座長：医療法人社団曙会 シムラ病院 診療技術部 放射線科 森 美由紀
X 線撮影① 10：00〜11：00
O-001 胸部ポータブル撮影における患者・介助者の負担軽減の試み−補助具使用による有用性の検討−
JA 北海道厚生連遠軽厚生病院 医療技術部 放射線技術科 小野 愛広
今村総合病院 画像診断部 馬場 隆行
O-002 ポータブル撮影時に活躍する撮影補助具の紹介
O-003 小児 ATFL 撮影の有用性及びスループットと再現性の改善を目的とした補助具の検討
同友会

共和病院 神原

健二

玄々堂君津病院

放射線科 小沼

祐子

診療放射線技術科 / 鈴鹿医療科学大学大学院 市川

重司

医療法人
特定医療法人新都市医療研究会「君津」会
O-004 アントンセン撮影用補助具の作成
O-005 カセッテ型 FPD に搭載されているメモリー機能の使用経験
公立福生病院

O-006 一般撮影用画像診断ワークステーションにおける統計集計機能の使用経験
診療放射線技術科 / 鈴鹿医療科学大学大学院 市川

重司

座長：秋田大学医学部附属病院

中央放射線部 照井

正信

昭和大学横浜市北部病院

放射線技術部 澤口

千明

公立福生病院

一般演題《口述発表》 9月21日（金） 第2会場
医療安全①

17：30〜18：30

O-007 放射線科における院内感染予防実施調査（手指衛生） 社会福祉法人 康和会 久我山病院 TQM 推進部 大倉 健司
O-008 放射線技術部における直接観察法を用いた手指衛生の現状把握と遵守率向上に向けた今後の介入について
茨城西南医療センター病院 放射線部 山上 雄大
O-009 当院放射線部における疑義照会の実態調査
O-010 当院 CT 検査における依頼医への疑義照会ならびに画像所見の情報伝達の現状と有用性について
魚沼基幹病院

O-011 造影 CT 検査の安全管理について
O-012 MRI 部門における常駐看護師獲得までの取り組み

放射線技術科 松本

一則

西尾市民病院 後藤ひかり
香川労災病院

中央放射線部 木戸

裕

一般演題《口述発表》 9月21日（金） 第3会場
消化管撮影①

O-013
O-014
O-015
O-016

10：00〜11：00

座長：公益財団法人岩手県予防医学協会

新透視画像処理を用いた胃部 X 線検査の被ばく低減

医療技術部

放射線課 久保田憲宏

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 富永

大智

FPD 搭載 X 線 TV 装置における透視線量測定報告

豊川市民病院

放射線技術科 伊藤

光代

手動露出制御による嚥下造影検査時の画像と被ばくに対する有効性

近森リハビリテーション病院 髙橋

宏幸

軟線除去フィルタ，パルスレート可変 X 線透視撮影装置を用いた術者被ばく低減の試み
公立福生病院

医療技術部

診療放射線技術科 野中

孝志

保健学研究科 鷲見

和幸

保健学研究科 鷲見

和幸

O-017 上部消化管検査領域における DRL 設定に向けた取り組み（基礎的検討）第 1 報
倉敷成人病健診センター

健診技術科 / 岡山大学大学院

O-018 上部消化管検査領域における DRL 設定に向けた取り組み（臨床的検討）第 2 報
倉敷成人病健診センター

健診技術科 / 岡山大学大学院

学術大会特集 ◆
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スイーツセミナー3

日立総合病院

座長：福井大学医学部附属病院 放射線部 石田 智一
X 線 CT 検査① 11：00〜12：00
O-019 冠動脈 CT における新たな造影法の検討〜失敗しない造影効果を目指して〜
医療法人社団

放射線室 坂本

和翔

射水市民病院 山崎

文孝

高瀬クリニック

放射線部 高柳

知也

宗像水光会総合病院

放射線室 寺園

将

高邦会

O-020 冠動脈 CT における適切な管電流設定の検討
O-021 冠動脈 CTA における Landiolol 使用症例の心拍低下効果
O-022 64 列 MSCT における RFCA 術前評価プロトコールの検討
医療法人社団水光会

福岡山王病院

O-023 当院における Dual Source CT を用いた冠動脈 CT 検査時の患者被ばく線量の検討
国立大学法人 弘前大学医学部附属病院
− CT − AEC 使用前と後での検討−
O-024 当院における 320 列 CT を用いた冠動脈 CT 検査時の患者被ばく線量の検討
弘前大学医学部附属病院

放射線部 金

医療技術部放射線部門 齋藤

正宜
瑞穂

座長：鳥取県中部医師会立 三朝温泉病院 中松 裕輔
MRI 検査③ 16：50〜17：50
O-025 当院における整形外科専門病院の 3.0TMRI と 1.5TMRI の運用方法紹介
医療法人

慈和会

吉田整形外科病院

放射線科 宮地

祥平

公立豊岡病院組合立豊岡病院 佐竹 寿幸
O-026 MRI 更新時における MRI 搭載車の安全な運用への取り組み
愛知医科大学病院 中央放射線部 遠藤
O-027 MRI 室で使用可能な消火器開発のための吸引力測定
真
O-028 ハンディ型金属探知機の走査方法による使い捨てカイロの MRI 室持ち込み予防の検討
放射線室 山岸

公立丹南病院

亮平

JCHO 大和郡山病院 放射線科 飯田 真衣

O-029 DWIBS における硫酸バリウムを用いた磁場補正効果の検証
O-030 新規導入された MRI 検査室による患者快適性の改善

放射線部 花岡

金沢大学附属病院

慎介

座長：長野赤十字病院 放射線診断科部 久保田展聡
MRI 検査④ 17：50〜18：40
静岡県立こども病院 放射線技術室 佐野 恭平
O-031 小児専用コイルの基本性能
O-032 4ch flex coil・16ch flex coil の基礎的検討−輝度補正変化時の SNR・均一性の比較−
埼玉県済生会栗橋病院 大谷真由美

O-033 動注時における造影 MRI 検査のコイル配置による特性の検討 伊勢赤十字病院
O-034 頭部用コイルスペーサの有無による感度補正フィルター強度の検討

放射線技術課 伊藤伸太郎

医療技術部

社会医療法人財団

埼玉石心会病院 坂口

功亮

中央放射線科 成谷

勇樹

医療技術部診療検査科 丹羽

文彦

上尾中央総合病院 滝口

泰徳

石心会

松戸市立総合医療センター

O-035 New grade における性能評価について

一般演題《口述発表》 9月21日（金） 第4会場
放射線管理①

O-036
O-037
O-038
O-039

17：30〜18：30

座長：大垣市民病院

脊椎手術での術者被ばくについて

放射線部 吉田

秋田厚生医療センター

当院における水晶体被ばく管理運用方法の検討
循環器検査における医療被ばく線量管理報告【第 2 報】

恭平

JA 愛知厚生連 江南厚生病院 放射線技術科 清水 崇之

頭部 IVR における 3D モデルを用いた被ばく線量管理
独立行政法人

九州医療センター

放射線部 森

獨協医科大学病院

放射線部 福住

徹

放射線技術科 山澤

順一

国立病院機構

O-040 線量一元管理システムを用いた頚胸部 CT の線量評価
O-041 線量情報管理クラウドサービスを利用した被ばく線量管理の試み

国保水俣市立総合医療センター

診療技術部

政裕

一般演題《口述発表》 9月21日（金） 第5会場
座長：岡山大学病院 医療技術部 放射線部門 松下
利
MRI 検査① 10：00〜11：00
山形県立河北病院 吉田 直人
O-042 乳腺 Parametric map の使用における経験年数の違いによる影響の検討
O-043 ポジショニングは診断支援システムの結果に影響をもたらすか〜頭部撮像位置自動調整機能を利用した場合〜
医療法人札幌山の上病院 池野

O-044
O-045
O-046
O-047

磁場強度の違いが VBM 解析に与える影響

横浜栄共済病院

放射線技術科 大山

邦弘
薫

撮像パラメータが MP2RAGE の T1 値に与える影響

順天堂大学医学部附属順天堂医院 濱崎

望

T1-mapping 撮像時の動きによる画像への影響の検討
水の温度変化に伴う T1 値変動に対する Synthetic MRI の有用性

土岐市立総合病院

中央放射線部 水野

裕文

画像診断科 大川

竜也

公益財団法人
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MRI 検査② 11：00〜12：00
O-048 乳がん MRI における b 値 3000 を利用した癌と癌以外の鑑別評価

座長：長野中央病院

裕太
瞬

昭和大学江東豊洲病院

放射線技術部 西村

柊子

静岡済生会総合病院

放射線技術科 山崎

敬之

釧路孝仁会記念病院

診療放射線部 小西

秀則

放射線科 吉田

孝則

社会医療法人孝仁会

O-053 3T 脳 DWI における section select gradient reversal（SSGR）法併用脂肪抑制の検討
函館脳神経外科病院

座長：久留米大学病院 画像診断センター 黒木 英郁
X 線 CT 検査② 16：50〜18：00
O-054 造影剤減量を考慮した Transcatheter aortic valve implantation（TAVI）
鳥取大学医学部附属病院 放射線部 酒匂 敏雄
術前造影 CT における造影剤投与量の検討
O-055 大動脈 3D-CTAngiography における造影剤減量を用いた Dual Energy 撮像の検討
放射線部 安田

岐阜大学医学部附属病院

O-056 低濃度造影剤使用時の Fast kV Switching 方式 Dual Energy CT を用いた
川内市医師会立市民病院
最適仮想単色 X 線等価画像の検討
奥州市総合水沢病院
O-057 320 列 Dual-Energy CT による骨挫傷描出が有用であった骨挫傷症例の報告
富山労災病院 中央放射線部
O-058 320 列 Dual-Energy CT による骨挫傷描出成績の報告
順天会放射線第一病院 放射線部
O-059 Dual Energy CT を用いた尿管結石の成分分析
O-060 腹部領域 Dual Energy CT 撮影における仮想単色 X 線画像に対する最適なウインドウ条件の設定
岐阜大学医学部附属病院

憲幸

沖中

裕幸

高橋

伸光

野水

敏行

松木

綾汰

放射線部 三好

利治

座長：岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好 利治
X 線 CT 検査③ 18：00〜18：50
O-061 フォローアップ胸腹部造影 CT における逐次近似応用再構成併用低管電圧撮影の検討
放射線部 荒木

山形県立中央病院

隆博

尼崎中央病院 画像診断部門 野間本剛士
O-062 下肢深部静脈造影 CT 検査における低管電圧の有用性
O-063 CT 検査における低管電圧撮影を用いた造影剤量の減量について 医療法人橘会 東住吉森本病院 放射線科 戸川 翔太
O-064 アブレーション心臓造影 CT 検査における CNR を基準とした低管電圧の有用性について
医療法人あかね会土谷総合病院

O-065 当院における造影剤減量撮影の取り組み

放射線室 舛田

隆則

東海大学医学部付属病院 小田志穂美

一般演題《口述発表》 9月21日（金） 第6会場
血管撮影①

10：00〜11：00

中央放射線部 尾野

座長：熊本大学医学部附属病院

O-066 動態ファントムを用いたパルス幅変更後の DSA 画像の基礎評価

公立大学法人福島県立医科大学附属病院

O-067 頭部領域における CBCT と MDCT の画質比較
O-068 血管撮影装置を用いた CBCT における軟線除去フィルタの違いによる画質評価

倫章

放射線部 大川原由紀

獨協医科大学病院 手塚

昭伍

東海大学医学部付属八王子病院 岩崎

真之

O-069 FPD 搭載血管撮影装置における ARP 値を用いたキャリブレーション精度の基礎的検討
放射線技術部 渡辺

大輝

公立豊岡病院組合立豊岡病院 江尻

克也

放射線部 尾形

学

座長：島根県立中央病院 矢田
核医学① 11：00〜12：00
O-072 ドパミントランスポーターイメージングにおいて SPECT/CT が処理条件に与える影響及び鑑別診断の有用性

俊介

放射線科 齋藤

浩二

倉敷中央病院

O-070 ST 上昇型心筋梗塞における再灌流時間に対する取り組み
O-071 ステントグラフト内挿術における MDCT-3D の画像支援について

佐賀大学医学部附属病院

独立行政法人国立病院機構あきた病院

千葉市立青葉病院 佐藤 友裕
O-073 線条体 SPECT における至適コリメータと画像再構成法の基礎検討
O-074 DaT ソフトウェアを用いた健常者データーベースにおける機種間ファントム補正式算出と SBR の検討
大垣市民病院

医療技術部

診療検査科 高橋

健一

放射線課 中場

貴紀

O-075 脳血流 SPECT における画像統計解析ソフトの比較検討
社会医療法人

明生会

道東脳神経外科病院

学術大会特集 ◆

35（923）

大会プログラム

横浜南共済病院 磯野

前立腺 DWI における冠状断収集からの画像再構成の有用性

DWIBS 検査における撮像方向の基礎的検討
DWIBS 検査と PET − CT 検査の病変診断能の比較
胸腰椎 DTI 撮像時の腕のポジショニングにおける FA 値の変動

憲重

JCHO 大和郡山病院 放射線科 中谷

国家公務員共済組合連合会

O-049
O-050
O-051
O-052

放射線科 畠山

島根大学医学部附属病院 放射線部 松浦 航介
O-076 骨 SPECT 定量解析の SUV Threshold の検討
O-077 骨シンチグラフィ全身撮像における空間適応型ノイズ除去処理が骨シンチ診断支援ソフトウェアの

解析結果に与える影響

放射線部 越路

真登

中央放射線部 奥村

雅彦

放射線技術部 渡邊

裕之

斗南病院 細木

和典

放射線科 山下

耕平

放射線技術部 平井

諒太

茨城県厚生農業協同組合連合会 JA とりで総合医療センター

放射線治療① 14：20〜15：10

座長：近畿大学医学部附属病院

O-078 In-room X-Ray based monitoring system における撮影条件に関する検討
昭和大学大学院

保健医療学研究科 / 昭和大学病院

O-079 放射線治療計画 CT における金属アーチファクト低減処理の評価
O-080 前立腺 VMAT における CBCT 照合の有効性の検討
社会福祉法人

国家公務員共済組合連合会

函館厚生院

函館五稜郭病院

医療部

O-081 前立腺癌陽子線治療における超音波膀胱容量測定器の基礎的検討
一般財団法人

津山慈風会

津山中央病院

O-082 赤外線モニタリングシステムを用いたコーチングによる左乳房深吸気呼吸停止照射法の再現性の評価
すずかけセントラル病院

放射線治療センター 小竹林孝哉

座長：帝京大学 福岡医療技術学部 橋田
学生セッション① 15：10〜16：10
O-083 眼電位及び 6 軸センサーを用いた診療放射線技師の業務に関する定量評価

昌弘

群馬県立県民健康科学大学

診療放射線学部 舘道

花歩

群馬県立県民健康科学大学
O-084 診療放射線業務における業務負荷の定量的評価
O-085 診療放射線部門におけるインシデント及びアクシデントの要因調査

診療放射線学部 舘道

花歩

群馬県立県民健康科学大学

診療放射線学部 広田

黎歩

群馬県立県民健康科学大学
O-086 深層学習を用いた頭部側面 X 線像からの線量推定
O-087 高密度物質であるペースメーカのリード線からの散乱線の解析

診療放射線学部 角田

奈月

診療放射線学科 梶間

智斗

群馬県立県民健康科学大学

診療放射線学部

O-088 マンモグラフィでの撮影条件を用いた人工ニューラルネットワークによる乳房構成の自動判別
診療放射線学部 増田

優佳

座長：徳島大学大学院医歯薬学研究部 画像医学・核医学分野 西原
学生セッション② 16：10〜17：10
O-089 超急性期脳梗塞 CT の至適撮影条件決定のためのファントムスタディにおける視覚的評価の際の観察法の検討

貞光

診療放射線学部 寺島

里咲

診療放射線学部 青木

颯斗

診療放射線学部

診療放射線学科 小暮

美香

診療放射線学部

診療放射線学科 齋藤

美友

群馬県立県民健康科学大学

群馬県立県民健康科学大学

O-090 X 線 CT 装置における実効エネルギーと造影剤投与量との関係調査
群馬県立県民健康科学大学

O-091 演題取り下げ
O-092 深層学習を用いた MR 画像における折り返しアーチファクト画像の判別システムの開発
群馬県立県民健康科学大学

O-093 幼児の確率的脳座標作成のための脳構造推定法の改良
群馬県立県民健康科学大学

O-094 演題取り下げ
学生セッション③

O-095
O-096
O-097
O-098
O-099

17：10〜18：20

座長：熊本赤十字病院

放射線科部 西小野昭人

関節リウマチ診断における超音波画像解析の基礎的検討

群馬県立県民健康科学大学

診療放射線学部 丸藤

綾乃

超音波画像における腱の構造抽出 −リウマチ診療に向けて−

群馬県立県民健康科学大学

診療放射線学部 齊藤

和穂

超音波検査における半月板領域のセグメンテーション

群馬県立県民健康科学大学

診療放射線学部 小石

敦也

演題取り下げ
超音波エラストグラフィにおける筋硬化測定に用いる音響カプラの特性評価と絶対値評価のための
使用法の検討

群馬県立県民健康科学大学

診療放射線学部 堀

瑠々花

O-100 演題取り下げ
O-101 演題取り下げ

一般演題《口述発表》 9月22日（土） 第1会場
座長：水戸済生会総合病院 放射線技術科 髙野 秀喜
MRI 検査⑤ 9：00〜9：50
O-102 脳動脈瘤コイル塞栓術症例における Pointwise Encoding Time reduction with
中村記念病院 放射線科 秦野かおり
Radial Acquisition（PETRA）MRA と short TE TOF との比較・検討
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O-103 Pointwise Encoding Time reduction with Radial Acquisition（PETRA）MRA における
撮像時間短縮の検討
社会医療法人 明生会
O-104 4D-TRANCE における至的撮像条件の検討
O-105 流体ファントムを使用した圧縮センシング併用 3DTOF-MRA の初期検討

中村記念病院

放射線部 山下

智司

道東脳神経外科病院

放射線課 秋谷

俊行

検査・放射線部 藤田

達也

兵庫県立淡路医療センター

O-106 頸動脈プラーク検査における variable refocusing flip angle 3D-FSE 法を用いた T1WI の検討
石心会

埼玉石心会病院

放射線部 諸田

智章

船橋市立医療センター

放射線技術科 草薙健太郎

O-108 肝細胞造影相を用いた肝予備能評価・albumin − bilirubin（ALBI）− grade との比較
O-109
O-110
O-111
O-112
O-113

静脈血栓に対する IFIR の有用性について

大垣市民病院医療技術部 後藤

竜也

放射線科 田中

亮司

公立甲賀病院 中村

智洋

滋賀県立総合病院 茶谷

友輔

放射線科 出口

紘平

水戸済生会総合病院 砂森

秀昭

湘南東部総合病院

CUBE 法を用いた呼吸停止下 3D-MRCP 法の至適撮像条件（TR・TE 値）の検討
呼吸間隔がプレパルス併用呼吸同期 3D-T1W に与える影響
当院でのクローン病患者に対する MR enterocolonography（MREC）
大腰筋機能評価を目的としたシネ MRI の有用性の検討

松下記念病院

一般演題《口述発表》 9月22日（土） 第2会場
消化管撮影②

座長：日本赤十字社熊本健康管理センター 中島 佳子
16：20〜17：20
O-114 胃 X 線検診における音声付き透視録画機能を利用した教育システムの構築
独立行政法人地域医療機能推進機構

九州病院

画像診断センター 井上

友紀

放射線技術科 橋岡

由佳

O-115 入れ歯安定剤が硫酸バリウムに及ぼす粘度変化とその対策における定量的・視覚的評価
名古屋市立緑市民病院

診療技術部

O-116 Defecography において経口バリウムをガストログラフィンに変更したときの検査手順と有用性
JCHO 東京山手メディカルセンター放射線部 鵜沼 清仁

O-117 検査中で早期胃がんを発見するコツ 公益財団法人広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター放射線科 品川 祐樹
O-118 演題取り下げ
O-119 上部消化管 X 線検査の定量的評価へ向けた一検討
放射線技術科 大畑

裕貴

座長：札幌医科大学附属病院 平野
X 線 CT 検査④ 10：00〜11：00
O-120 頭部 CTA における超高精細 CT を用いた造影効果増強アプリケーションの有用性について

透

東海大学医学部付属八王子病院

診療技術部

一般演題《口述発表》 9月22日（土） 第3会場

画像診断センター 村松

駿

聖隷横浜病院画像診断センター 内田

雄士

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院

O-121
O-122
O-123
O-124

高周波強調処理を用いた頭部 CTA における末梢血管描出能改善の検討

Sequential Subtraction 法を用いた 4D-CTA 解析の試み

朝日大学病院

脳血管描出能の基礎的検討

放射線部 佐々木陽介

越谷市立病院 村本

圭祐

放射線技術部 市川

翔太

頭部 CT Perfusion における自作ソフトウェアを用いた体動補正処理の臨床的有用性
倉敷中央病院

O-125 脳腫瘍に対する Perfusion CT と CT Angiography の連続施行における造影効果推定の基礎検討
埼玉医科大学総合医療センター

中央放射線部 中根

座長：徳島大学病院
X 線 CT 検査⑤ 11：00〜12：00
北海道大野記念病院 画像診断部
O-126 頭部 CT における高速スキャンでのナビゲーション用画像の検討
O-127 超高精細 CT における逐次近似再構成を使用した側頭骨 CT の画質評価：
杏林大学医学部付属病院 放射線部
画像スライス厚および撮影線量 1/2 への検討
静岡県立総合病院 放射線技術室
O-128 術中頭部 CT における画質評価
獨協医科大学病院 放射線部
O-129 歯科用 CT 装置における線量低減モードの有用性
O-130 Four-dimensional CT（4DCT）による咀嚼時の下顎頭前方滑走の解析

淳

山田

健二

山村
植松

恒
愛奈

瀬﨑

英典

大阪滋慶学園大阪ハイテクノロジー専門学校診療放射線技師学科 関谷

俊範

学術大会特集 ◆

山本

崇史
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座長：島根大学医学部附属病院 麻生 弘哉
MRI 検査⑥ 9：50〜11：00
O-107 肝臓ダイナミック MRI におけるガドブトロールの造影効果に関する基礎的検討

O-131 CT の管電圧が前面線量低減システムの作動開始時の線量率に与える影響
自治医科大学附属病院中央放射線部 山崎

詔一

座長：岡山大学病院 医療技術部放射線部門 黒住
核医学② 13：20〜14：20
山口大学医学部附属病院 放射線部 中村
O-132 肝受容体シンチグラフィにおける高速回転撮像での回転回数の検討

彰

優斗

O-133 高速回転 SPECT 撮像法で検出器回転速度が画像に与える影響について 山口大学医学部附属病院
O-134 SPECT/CT 定量解析ソフトを用いた定量値の濃度直線性及び撮像距離による変化の検討

放射線部 鈴木

結万

八尾市立病院

放射線科 隅田

茂

埼玉医科大学病院 中央放射線部 高橋 将史
O-135 半導体検出器搭載全身用 SPECT/CT 装置の空間分解能評価
O-136 心筋血流 SPECT の体厚の違いが画質に与える影響 〜半導体検出器ガンマカメラ VS 従来型アンガー型カメラ〜
鈴鹿医療科学大学
金沢大学大学院

保健衛生学部

放射線技術科学科 /

医薬保健学総合研究科

放射線部 中舍

保健学専攻 / 国立循環器病研究センター

幸司

O-137 塩化ラジウム注射液（Ra-223）の画像化に向けた検討− SPECT による評価−
JCHO 船橋中央病院 放射線科 / 鈴鹿医療科学大学 大学院医療科学研究科 山本 進治
核医学③ 14：20〜15：20

座長：松江赤十字病院 川副

敏晴

検査・放射線部 中野

裕貴

医療部放射線科 髙橋

敦司

O-138 Bayesian penalized likelihood 再構成におけるβ値とノイズの検討 鳥取大学医学部附属病院
O-139 臨床画像を用いた県立病院間における PET 画像の物理学的指標の定量的評価と画質検討
兵庫県立淡路医療センター

放射線部 﨑本

翔太

O-140 PET/CT 撮影において安静保持が困難な症例における連続寝台移動撮影の有効性
社会福祉法人

函館厚生院

函館五稜郭病院

（一財）竹田健康財団 竹田綜合病院 放射線科 鈴木 雅博
O-141 腎機能低下時の FDG-PET 画像の特徴について
社団医療法人啓愛会孝仁病院 PET 画像診断センター 大鹿糠和幸
O-142 検診にて発見しえた浸潤性膵管癌の一症例
O-143 モンテカルロシミュレーションを使用したラジオアイソトープ業務改善
一般財団法人平成紫川会

放射線技師部 山之内雅幸

小倉記念病院

座長：熊本大学医学部附属病院 中央放射線部 下之坊俊明
放射線管理② 15：20〜16：20
公立南砺中央病院 診療技術部 放射線室 本田 優樹
O-144 診断用 X 線防護衣の管理方法改善と廃棄基準設定の取り組み

O-145
O-146
O-147
O-148
O-149

診断用 X 線防護衣の破損における放射線従事者への漏れ線量の評価

放射線技術部 佐々木照美

古賀総合病院

指向性を付加した電離箱を用いた透視装置の散乱線発生箇所の測定

自治医科大学附属病院中央放射線部 山崎

詔一

オーバーテーブル型透視装置の X 線出射部からの散乱線解析

自治医科大学附属病院中央放射線部 山崎

詔一

放射線科 有川

誠也

放射線診療部門 若松

和行

座長：昭和大学大学院保健医療学研究科 渡邊

裕之

東戸塚記念病院

O-arm と C-arm の手術時間と被ばく線量の比較
リアルタイム線量計を用いた血管造影室における術者被ばくの現状調査

国立国際医療研究センター病院

放射線管理③ 16：20〜17：20
O-150 看護師被曝線量低減の検討

O-151
O-152
O-153
O-154
O-155

公立甲賀病院 宮本

当院における血管造影看護師の被ばく低減教育の検討
術者水晶体被ばくにおける 4 種の防護メガネの比較検討

柏厚生総合病院

義嗣
史成

医療技術部放射線部門 横山

昂生

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 吉田

淳一

弘前大学医学部附属病院

頭部 CT 検査における IP を用いた水晶体防護の検討

放射線科 島

公立昭和病院

CT ガイド下生検における放射線防護ドレープを用いた被ばく低減の検討
CT 透視における Half scan を用いた術者被ばく低減のための基礎的検討
九州大学病院

放射線科 圓城寺純至
放射線部門 木下

医療技術部

絵美
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放射線治療②

座長：自治医科大学附属病院 中央放射線部 根本 幹央
13：20〜14：20
O-156 頭頸部領域における PET/CT シミュレーション法の初期経験
国立病院機構

放射線技術部 長岡

慶繁

放射線治療品質管理グループ 松永

卓磨

放射線技術部 村上

雄一

放射線部 栗林

佑多

放射線技術部 岩本

大樹

九州がんセンター

O-157 前立腺寡分割照射症例をロボットアーム型治療器から汎用型治療器へ移行する際の検討
トヨタ記念病院

O-158 呼吸同期 CT における DIR を用いた ITV 作成の評価
済生会今治病院
O-159 眼窩内視神経の intrafractional motion に関する検討
O-160 子宮頸がん術後 IMRT における膀胱容積の変動による CTV の位置変動について
兵庫医科大学病院

独立行政法人国立病院機構
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O-161 異なる静磁場における MRI 画像の歪みによる位置精度が治療計画に及ぼす影響について
大垣市民病院

放射線治療室 山崎

医療技術部診療検査科

希世

座長：鳥取大学医学部附属病院 放射線部 福井 亮平
X 線撮影② 16：30〜17：30
O-162 X 線高電圧撮影による人工股関節の画像評価―撮影条件と画像処理の検討―
放射線センター 丸山

日本医科大学千葉北総病院

筑波大学附属病院
O-163 下肢撮影における超低周波強調処理のパラメータに関する検討
O-164 散乱線補正処理技術使用時における Exposure Index を指標とした許容線量範囲の検討

将典

放射線課 徳田

一輝

順天堂大学医学部付属静岡病院 上半

隼也

やわたメディカルセンター

O-165 長尺用 FPD 装置の撮影条件の検討
O-166 膝関節におけるトモシンセシス低線量撮影モードの画質評価
O-167 THA 後 Tomosynthesis における Metal Filter の画像比較

診療技術部

国立がん研究センター中央病院

放射線技術部 池野

直哉

放射線科 下井

将弘

社会医療法人栗山会飯田病院

一般演題《口述発表》 9月22日（土） 第5会場
座長：岡山大学病院 医療技術部 放射線部門 赤木 憲明
X 線 CT 検査⑥ 13：20〜14：20
社会医療法人 豊見城中央病院 金城 一史
O-168 撮影体位による CT 撮影時の心尖部位置の変動について
JCHO 下関医療センター 松村
O-169 当院における気管支鏡術前 CT の画像再構成の検討
茂
O-170 胸部低線量 CT における位置決め画像に Sn フィルタを用いた被ばく低減の有用性
天草郡市医師会立天草地域医療センター 濱洲

雄希

O-171 当院の CT 装置に搭載されている自動露出機構（AEC）における寝台高さ補正機構の精度検証
放射線部 稲田

発輝

中央放射線部 尾池

里紗

天草地域医療センター

O-172 胎児 CT における自作ファントムを用いた胎児被ばく線量の検討
東邦大学医療センター大森病院

O-173 装置表示 CTDIvol に対しφ 16cmPMMA ファントム実測値取得による変換係数を用いた
東邦大学医療センター大森病院
小児体幹部 CT における被ばく線量評価

中央放射線部 押部千沙都

座長：共愛会 戸畑共立病院
X 線 CT 検査⑦ 15：40〜16：40
医療法人社団 協友会 柏厚生総合病院
O-174 TFCC 損傷患者における CT 撮影時のポジショニングの検討
株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院 放射線技術科
O-175 Single Energy CT における腱描出の検討
福岡整形外科病院 放射線科
O-176 CT 再構成における基準軸が TT-TG の計測値に与える影響
慈風会 白石病院
O-177 若年アスリートに認められた腰椎下関節突起の疲労骨折
O-178 大腰筋自動抽出 software を用いた筋肉量評価の有用性について 東京医科大学八王子医療センター 放射線部
上尾中央総合病院
O-179 簡易的なサルコペニア判定に向けた X 線 CT 画像による再構成条件の検討

田中

順平

高山

椋平

椎名

文哉

辻

英雄

加藤

修

新田

忠弘

茂木

大哉

座長：大垣市民病院 機能診断室 髙田
X 線 CT 検査⑧ 16：40〜17：40
O-180 骨延長具を有する小児頭部 CT 検査における金属アーチファクト低減機構の検討

賢

放射線部門 岩見

健斗

大阪府立病院機構

大阪母子医療センター

O-181 頭部 CT における延長天板との接続部分が画質と線量に及ぼす影響
（独）国立病院機構

呉医療センター・中国がんセンター

中央放射線センター 小鷹狩賢司

O-182 上肢拳上困難時の腹部領域アーチファクトに関する検討（上肢位置と寝台の高さが及ぼす影響）
検査・放射線部 髙田

尚紀

中央放射線部 江崎

徹

兵庫県立淡路医療センター

O-183 Extended FOV アルゴリズムの違いがアーチファクト抑制効果に及ぼす影響の検討
自治医科大学附属病院

O-184 橈骨遠位端ロッキングプレート術後における金属アーチファクト低減処理の基礎的検討
JA 茨城県厚生連 総合病院土浦協同病院 放射線部 長谷川 健

O-185 高分解能撮影モードにおける基礎的検討

独立行政法人

国立病院機構

診療放射線部 山口

英明

座長：土谷総合病院 今田

直幸

霧島市立医師会医療センター 坂口

右己

放射線技術部門 山路

彩子

長崎医療センター

一般演題《口述発表》 9月22日（土） 第6会場
超音波検査①

13：20〜14：20

O-186 大腸内視鏡検査後に発症した感染性心内膜炎の一例
O-187 肝臓の大きさの評価法の基礎的検討〜最適計測部の検討〜
O-188 脂肪肝診断における肝腎コントラストの定量化の検討

兵庫県立姫路循環器病センター

独立行政法人国立病院機構九州がんセンター

検査放射線部 秦

学術大会特集 ◆
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〜腹部撮影を対象として〜

智之

放射線部 渡部

大垣市民病院 診療検査科 市川 宏紀
O-189 多血性肝細胞癌における息止め不良例での造影超音波検査の有用性
医療法人友仁会 友仁山崎病院超音波検査科 井関 忠弘
O-190 バスキュラーアクセスにおける脱血部血流量評価の検討
埼玉県総合リハビリテーションセンター 放射線科 小林 悟士
O-191 急性肺血栓塞栓症の右心不全に関する因子の検討
座長：医療法人禅思会 久留米南病院 姫野
教育① 15：40〜16：40
京都大学医学部附属病院 榎
O-192 診療放射線技師育成におけるシミュレーション教育用シナリオ作成について

敬

直美

京都大学医学部附属病院 放射線部 安楽 摩美
O-193 診療放射線技師育成のためのシミュレーション教育導入について
O-194 診療放射線技師における急変時対応について（RtARS：診療放射線技師のための心停止回避コース）

JA 愛知厚生連 海南病院 放射線技術科 住田 知隆

O-195 組織横断的人材育成システムの構築 −人材育成研修センターでの取り組み−
磐田市立総合病院

医療技術部

放射線診断技術科 /

磐田市立総合病院

教育研修室

人材育成研修センター 松芳

圭吾

放射線部 石田

悠葵

聖隷健康サポートセンターShizuoka 上原

晋

座長：倉敷中央病院 放射線技術部 山本
医療画像① 16：40〜17：40
O-198 診療放射線技師による救急 CT 画像所見一致率の現状把握と今後の対応

浩之

放射線技術科 赤井

亮太

大垣市民病院医療技術部診療検査科中央放射線室 福島

智久

放射線科部 宮安

孝行

島根大学医学部附属病院
O-196 ハイケアユニットにおける看護師の画像読影への意識調査
O-197 肺がん検診における診療放射線技師による異常所見検出教育ツールの作成

医療法人豊田会

刈谷豊田総合病院

O-199 当院の CT 所見一次読影レポート作成における見落としの傾向について
O-200
O-201
O-202
O-203

冠動脈 CT 検査における 1 次レポートの後ろ向き調査

神戸赤十字病院

当院の STAT 報告における偽陽性と誤報告症例の検討

亀田総合病院

画像診断室 中西宏太朗

当院における JCI 更新審査に向けた医用モニタ品質管理の取り組み

亀田総合病院

画像診断室 秋田

裕介

地域医療連携における「くまもとメディカルネットワーク」を利用した医用画像の電子的送受信の試み
国保水俣市立総合医療センター

診療技術部

放射線技術科 山澤

順一

一般演題《口述発表》 9月23日（日・祝） 第1会場
座長：大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部
X 線撮影③ 10：00〜10：50
特定医療法人新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院
O-204 一般撮影における撮影条件の可変について
羽生総合病院 放射線科
O-205 移動型 X 線透視装置を用いた 3D イメージングの使用経験
O-206 IVR で使用するオーバーチューブ型 X 線 TV 装置での線量および画質の評価
愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR 部
O-207 演題取り下げ
O-208 一般撮影における写損画像検討会運用による写損傾向の変化の検証
東海大学医学部付属病院

診療技術部

奈良澤昌伸
藤原

敏晴

飯野

哲矢

岩政

裕昭

放射線技術科 富安

恭子

座長：京都大学医学部附属病院 放射線部
X 線 CT 検査⑩ 13：20〜14：20
尼崎中央病院 画像診断部門
O-209 CT-Colonography において腹部スクリーニングは有効か
新百合ヶ丘総合病院 診療放射線科
O-210 自作ファントムを用いた肺がん CT 検診プロトコルの最適化
鹿児島厚生連病院 医療技術部 画像技術科
O-211 PTP 包装薬剤の誤嚥時における CT 画像の実験的検討
社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院
O-212 外傷頭頸部 CT 撮影における位置決め正面像の有用性
兵庫県災害医療センター
O-213 Hybrid ER が重症外傷患者の初期診療における放射線検査に及ぼす効果について
国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院
O-214 一般病院における Dual Energy CT の運用についての検討

小泉

幸司

河原

崇

穂山

和章

田原

琢朗

上江

孝典

江上

桂

鎌田

照哲

一般演題《口述発表》 9月23日（日・祝） 第3会場
乳房撮影（マンモグラフィ）①

座長：島根大学医学部附属病院 放射線部 新藤 陽子
10：00〜11：00
群馬パース大学 保健科学部 放射線学科 内林 由香
O-215 群馬県内における乳がん検診の実態調査
済生会中和病院 放射線科 北村 未央
O-216 対策型乳がん検診の変遷にともなう実状と診療放射線技師の役割
O-217 乳房検診における受診者対応の検討〜男性技師対応の乳房検査に対する意識調査〜
公益財団法人

東京都保健医療公社

東京都がん検診センター 萩原

弘之

O-218 マンモグラフィ読影補助業務における乳腺構成分類の基準画像を用いた効果について
昭和大学藤が丘病院

40（928）◆
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放射線技術部 白川

裕唯
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O-219 マンモグラフィ撮影装置の最適圧迫機構（OPCOMP）の有用性
O-220 日本人乳房における AEC 性能評価−高濃度領域の画質の安定性−

放射線科 永田

豊明

山形県小国町立病院 伊藤

真理

座長：倉敷中央病院 放射線技術部 大角
血管撮影② 11：00〜12：00
O-221 バスキュラーアクセスインターベンション治療（VAIVT）における術者被ばく線量の把握

真司

放射線室 石橋

徹

放射線技術科 三尾

大司

静岡徳洲会病院

医療法人あかね会

土谷総合病院

O-222 EVT における造影剤リスク患者に対する MRA のロードマップ利用
中津川市民病院

医療技術部

香川県立中央病院

放射線部 三木

正行

放射線部 和知

大志

O-225 演題取り下げ
O-226 心臓カテーテル検査における造影剤自動注入装置を用いた造影剤使用量低減の有用性
獨協医科大学病院

座長：東北大学病院 診療技術部 放射線部門
X 線撮影④ 13：20〜14：20
聖隷横浜病院 画像診断センター
O-227 股関節レントゲンにおける新画像処理の検討
新行橋病院放射線部
O-228 画像処理機能を用いた脊椎領域における基礎的検討
聖隷横浜病院 画像診断センター
O-229 肋骨撮影における処理パラメータの検討
杏林大学 医学部付属病院
O-230 FPD の画素サイズにおける画質の検討
O-231 胸部ポータブル撮影における 100 μ FPD を使用した周波数処理の有用性の検討
杏林大学

医学部付属病院

小野寺

崇

塩原

惇也

千原

惇平

齊藤竜太郎
白川

佑也

放射線部 山下

晃司

O-232 演題取り下げ
座長：熊本大学医学部附属病院 中央放射線部 白川 裕一
X 線撮影⑤ 14：20〜15：20
O-233 頸椎正面撮影における散乱線補正処理 Virtual Grid 使用の検討
地方独立行政法人

O-234
O-235
O-236
O-237

明石市立市民病院

医療技術部

放射線技術課 岩井

良太

仮想グリッド処理を用いた散乱線補正処理の程度と被写体厚の関係

福岡大学筑紫病院 大和

勇三

散乱線補正処理の基礎的検討および腰椎手術における穿刺針の視認性向上

静岡県立総合病院 澤口

文哉

骨盤部において Cu filter が散乱線補正処理に与える影響の検討

JCHO 船橋中央病院 放射線科診療部 鈴木明日美

モンテカルロシミュレーションを用いた散乱線補正処理による散乱線除去率に関する検討
放射線部 塚本

一輝

放射線科 髙橋

雄大

放射線部 片山

博貴

市立旭川病院中央放射線科 對馬

弘明

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院

O-238 遺物確認用画像処理パラメータを用いた，視覚評価による有用性の検討
社会医療法人財団大和会東大和病院

一般演題《口述発表》 9月23日（日・祝） 第4会場
放射線治療③

O-239
O-240
O-241
O-242

10：00〜11：00

座長：香川大学医学部附属病院

疼痛緩和放射線治療における敷きマットの有用性の検討

放射線科部 井戸沼佳明

那須赤十字病院

放射線治療におけるマンモグラフィ用ディスポガウンの有用性の検討
喉頭癌照射における皮膚線量の検証

NTT 東日本関東病院 放射線部 久保塚敬久

頭頚部癌炭素イオン線治療における固定具の違いが再現性に与える影響の評価

O-243 Cine MRI を使用した呼吸による腹壁と肝臓の動きの関係に関する検討
O-244 4D モデル作成における呼吸変化による追尾精度の検討
放射線治療④ 11：00〜11：50
O-245 VMAT における設定条件が MLC 位置精度に及ぼす影響

九州国際重粒子線がん治療センター 金子

友子

広島がん高精度放射線治療センター 岡杖

俊也

広島がん高精度放射線治療センター 榎﨑

翼

座長：熊本大学医学部附属病院 丸山

雅人

放射線部 大野

光生

中央放射線部 上原

鳥取県立中央病院 木原

隼
康行

放射線部 齋藤

龍典

東京サテライト 小栗

佑太

朝日大学病院

O-246 当院におけるモンテカルロ計算を用いた IMRT 治療計画について
東邦大学医療センター佐倉病院

O-247 IGRT QA 用ファントム球体材質についての検討
O-248 レーザー型 3D 体表面検出器の日常点検に関する報告
O-249 最新コバルト 60 定位手術的照射装置の位置補正による 2 次元検討
名古屋共立病院

総合病院

聖隷浜松病院

放射線外科センター/ 鈴鹿医療科学大学大学院

学術大会特集 ◆

41（929）

大会プログラム

順天堂大学医学部附属静岡病院 放射線室 武川 彰宏
O-223 血管撮影装置における RDSR 表示線量と実測線量の比較
O-224 Vertebral compression fracture，Thoracic Kyphosis に伴う perpendicular 補正角の有用性

座長：神戸大学医学部附属病院 放射線部
MRI 検査⑧ 13：20〜14：20
新百合ケ丘総合病院放射線科
O-250 頭部 MRA 画像における VR 表示の有用性についての検討
一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 放射線技師部
O-251 心臓 MRI による心機能解析特性
O-252 心筋 Perfusion MRI 検査における薬剤負荷効果判定に関する指標の検討
JA 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院
金沢赤十字病院 放射線科
O-253 Hip Signature を用いた人工股関節置換術の手術支援の検討
公立八鹿病院 画像診断科
O-254 Hepatocellular uptake index 算出における脾臓選択法の検討
新東京病院 放射線科
O-255 非造影下肢 MRA における定量フロー測定での評価の検討

京谷

座長：広島大学病院 診療支援部門
MRI 検査⑨ 14：20〜15：20
鳥取県立中央病院 中央放射線室
O-256 MRI 対応呼吸模擬ファントムの作製および精度の検証
東京医科大学病院 放射線部
O-257 MRI 対応ファントム可動装置の画像への影響に関する基礎的検討
静岡県立総合病院 放射線技術室
O-258 MRI 手術室の外来運用における外部環境に与える音の影響について
東邦大学医療センター佐倉病院
O-259 パラメータ変更による騒音レベルと ESP の関係
静岡県立総合病院
放射線技術室
O-260 術中 MRI における Navigation Marker の折返りに関する検討
伊勢赤十字病院 医療技術部 放射線技術課
O-261 スパイラルフローチューブの造影剤動態の検討

斎藤

勉輔
公樹

林田ちひろ
杉山

雅美

高平

義之

村尾

友和

石田

浩之

穐山

雄次

岡本

淳一

杉浦

靖幸

曽川

将宏

大石

恵一

太田

傑

赤島

啓介

一般演題《口述発表》 9月23日（日・祝） 第5会場
座長：香川大学医学部附属病院 山崎 達也
MRI 検査⑦ 10：00〜11：00
豊川市民病院 放射線技術科 大澤 慎也
O-262 PETRA 法における Radial Sampling が画質に与える影響
O-263 発症時間不明の急性期脳梗塞における DWI‐FLAIR mismatch を用いた発症 4.5 時間以内の推定
社会医療法人

医翔会

札幌白石記念病院 平田

秀喜

O-264 3D-VIBE（Volumetric Interpolated Bleath-hold Examination）を用いた頭部 MRI 造影検査の有用性
放射線技術科 木村

市立長浜病院

拓美

平塚共済病院 放射線科 内山 祐一
O-265 造影 T1 強調画像の最適撮像パラメータの検討最適 Flip Angle：Ernst Angle 編
土岐市立総合病院 中央放射線部 尾関
O-266 髄膜腫の腫瘍栄養血管塞栓術前後における ASL 画像の有用性
強
O-267 PLD の違いも含めた 3D-ASL 法と 123I-IMP SPECT の脳血流評価の基礎的検討
国立病院機構

九州医療センター

放射線部 川俣

圭輔

座長：広島大学病院 診療支援部 画像診断部門 横町 和志
X 線 CT 検査⑨ 11：00〜12：00
市立宇和島病院 放射線科 住本 博文
O-268 肝臓解析 肝臓境界 CT 値の検討及び解析精度向上への取り組み
O-269 肝臓 Perfusion CT 検査における位置補正処理技術の有用性について
日本大学医学部附属板橋病院 / 鈴鹿医療科学大学院 医療科学研究科 市川 篤志
O-270 除脂肪体重を用いた肝臓ダイナミック CT 検査における造影効果の検討
労働者健康安全機構

山陰労災病院

放射線科 増田

大

O-271 スパイラルフローチューブがもたらす造影効果の検討〜肝ダイナミック造影 CT 検査について〜
長野市民病院 藤沢

康彰

小川赤十字病院

放射線科部 田中

達也

小川赤十字病院

放射線科部 清水

美季

地方独立行政法人

O-272 体位変換を利用した尿路系病変描出能向上の試み 第 2 報
O-273 体位変換を利用した尿路系病変描出能向上の試み 第 3 報

座長：佐賀県医療センター好生館 放射線部 三井 宏太
X 線 CT 検査⑪ 13：20〜14：20
O-274 ADCT を用いた冠動脈大動脈連続撮影検査における造影剤注入方法の検討
大分県厚生連鶴見病院 放射線技術科 藤原
〜第一報 Dual Peak Injection 法の有用性〜
誠
O-275 ADCT を用いた冠動脈大動脈連続撮影検査における造影剤注入方法の検討

〜第二報

大動脈相の最適化〜

放射線技術科 河野

実月

放射線・画像診断室 大川

裕貴

大分県厚生連鶴見病院

O-276 可変ヘリカルピッチスキャンを用いた心臓〜大動脈撮影における造影方法の検討
社会医療法人

製鉄記念室蘭病院

O-277 心臓 CT の造影効果およびタイミングと心エコー図法の心機能評価との関係
O-278 EVAR 術後患者における Time-resolved CTA の endoleak に対する検出能の評価
一宮市立市民病院

医療技術局

O-279 下肢動脈 CTA に対する 2 点間テストインジェクション（TI 法）の有用性
X 線 CT 検査⑫ 14：20〜15：20
O-280 透析シャント血管注入 3D-CTA 法とその臨床効果

42（930）◆
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大垣市民病院 堀

放射線技術室 長谷川光太郎

水戸済生会総合病院 黒羽

座長：社会医療法人

大雄会

貴好

克英

技術放射線科 日比野友也

医療法人社団清永会

矢吹病院 丹

義雄

第34回日本診療放射線技師学術大会・第6回アジア放射線治療シンポジウム

O-281 造影剤粘稠度と留置針のサイズが造影剤注入時の最大圧力に及ぼす影響
順天堂大学医学部附属静岡病院

放射線室 杉山真那実

平塚市民病院 放射線技術科 藤代
O-282 穿刺部位の違いが造影剤の無名静脈逆流に及ぼす影響
O-283 長期使用注入用植え込みポートを利用した造影 CT 検査における自動注入器の最高到達圧について

渉

検査・放射線部 兼岡

慶豪

兵庫県立西宮病院

O-284 低体重被検者の造影 CT 検査における自作循環ファントムを用いた TEC の検討
JA 山口厚生連周東総合病院 放射線技術科 峯重 正紀

O-285 血液検査値とヨード造影剤の副作用発生率の関連性に関する研究

放射線技術部 西嶋康二郎

大分県立病院

医療基礎①

座長：久留米大学病院 画像診断センター 川田 秀道
10：00〜11：00
O-286 詳細な画像情報が死後検索画像のみとなった症例の Ai の有用性 群馬県立小児医療センター 技術部放射線課 都丸 健一
O-287 当院の死亡時画像診断における診療放射線技師の一次読影と放射線科医読影結果の関係
公益財団法人

筑波メディカルセンター病院

診療技術部

放射線技術科 田代

和也

O-288 Nutrition Support Team における介入候補患者の事前 Assessment
IMS group イムス葛飾ハートセンター 放射線科 米澤 俊和

O-289 チーム医療に向けた，院内勉強会の取組
聖マリアンナ医科大学附属研究所

ブレスト & イメージング

先端医療センター附属クリニック 小泉美都枝

O-290 当院における糖尿病透析予防チームの一員としての診療放射線技師の挑戦
O-291 放射線治療チーム「人材育成の取り組み」について

小豆島中央病院

画像情報科 川田

憲伸

広島大学病院

診療支援部 大野

吉美

座長：太田西ノ内病院 放射線部 庭山
その他① 11：00〜12：00
O-292 東日本大震災から 7 年が経過した福島の現状〜東京電力福島第一原子力発電所視察報告（第一報）〜

洋

放射線科 平塚

幸裕

（公社）福島県診療放射線技師会 / 福島県立南会津病院

O-293 東日本大震災から 7 年が経過した福島の現状〜東京電力福島第一原子力発電所視察報告（第二報）〜
（公社）福島県診療放射線技師会 / 公益財団法人星総合病院

O-294
O-295
O-296
O-297

放射線科受援対応マニュアル作成
愛媛県緊急被ばく医療アドバイザーとしての取り組み

放射線科 佐久間守雄

放射線診断科部 嶋田

大阪赤十字病院

祐子

愛媛県立中央病院 渡辺真由美

放射線技師の職域拡大を目指して

ST. Medical. Support 武原 真一

採用に繋げるホームページ改善活動− SNS を用いた広報含め−

聖隷浜松病院

教育② 13：20〜14：20
O-298 MRI におけるアクティブラーニング手法を取り入れた学生実習の試み
O-299 2017 年度 3 病院における人材育成の活動効果について

放射線部 髙柳

座長：愛媛県診療放射線技師会

田頭

裕之

獨協医科大学病院 木村

和郎
友昭

放射線科 藤木

美穂

香川大学医学部附属病院

放射線部 小川

有希

O-300 東京都保健医療公社 7 施設におけるクリニカルラダー策定について
公益財団法人

東京都保健医療公社

多摩南部地域病院

島根大学医学部附属病院 放射線部 原
O-301 書画カメラを用いた放射線教育
真司
広島大学病院 診療支援部 隅田 博臣
O-302 原子力災害医療の人材育成について 〜広島大学の取り組み〜
神戸市立医療センター西市民病院 放射線技術部 伊田 雄貴
O-303 地域中核病院における防災，災害対策への取り組み
座長：社会医療法人 製鉄記念八幡病院 放射線部 稲永
放射線管理④ 14：20〜15：20
O-304 放射線科機器の経年による修理不能状態を考慮した保守および管理についての一考

勝敏

放射線科 井上

行男

自治医科大学附属病院中央放射線部 山崎

詔一

独立行政法人国立病院機構

O-305 放射線障害防止法改正に伴う安全性の向上に向けた取組みについて
O-306 放射線災害時における地域消防署との連携強化の取り組み【第 2 報】

長崎病院

JA 愛知厚生連江南厚生病院 放射線技術科 小田 康之

O-307 OSL 線量計を用いた胸部 X 線撮影における入射表面線量測定−当院の胸部 X 線撮影の医療被曝統一−
放射線部 竹上

和希

放射線部 江上

和宏

中央放射線部 徳永

真彦

山口大学医学部附属病院

O-308 Optically Stimulated Luminescence（OSL）線量計による治療照射野外線量の測定
社会医療法人宏潤会大同病院

O-309 医療被ばく低減施設認定取得後の取り組み−当院における課題と対策について−
済生会熊本病院

学術大会特集 ◆
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一般演題《口述発表》 9月23日（日・祝） 第6会場

一般演題《示説発表》 9月21日（金） 示説会場1
座長：今給黎総合病院 中央放射線部 丸尾美由紀
X 線撮影① 17：00〜17：42
P-001 腰椎分離すべり症における単純 X 線画像を用いた形態学的特徴の検討―予後因子について―

P-002
P-003
P-004
P-005

昭和大学病院 放射線技術部 山下
高体厚部の X 線撮影における散乱線補正処理使用時の鮮鋭性低下についての検証 箕面市立病院 放射線部 増田

優夏
尊史

沼津市立病院 放射線科 長浜あゆみ
FPD 下肢長尺撮影 至適撮影条件の検討
新・旧 X 線透視装置におけるスロットスキャン技術の比較 公立福生病院 医療技術部 診療放射線技術科 佐藤 靖高
位置依存性を中心とした一般撮影用 FPD システムと CR システムの性能評価比較

JCHO 佐賀中部病院 放射線部 中富 崇史
大阪市立大学医学部附属病院
P-006 付加フィルタ使用時の Exposure Index と入射表面線量の変化
P-007 Collimation device に起因した Banding artifact のスペクトル解析について
国家公務員共済組合連合会

中央放射線部 奈良澤昌伸

名城病院

放射線部 山田

誠一

座長：社会医療法人社団 熊本丸田会 熊本整形外科病院 放射線科 下川 孝司
X 線撮影② 17：45〜18：21
社会医療法人財団慈泉会 相澤健康センター 相澤
P-008 胸部正面撮影における肩甲骨障害陰影除去法の検討
孝
あいちせぼね病院 放射線部 蝦名 賢一
P-009 当院における腰椎立位 P-A 撮影の検討
P-010 変形性膝関節症の荷重位撮影において，下腿骨の前傾角度と X 線入射角度を固定し，正面 PA 撮影と
医療法人育和会

ローゼンバーグ撮影を膝関節の曲げ角度のみで制御する試み

放射線科 湯山

浩

片山整形外科医院 寒竹

誠治

育和会記念病院

P-011 踵骨の背側踵立方靭帯付着部の裂離骨折描出の検討（踵骨内反 15 度撮影法：Calca-in view）
P-012 撮影補助具が不要な手関節側面撮影「True view」法について
P-013 大腿骨上顆軸撮影法における車椅子を用いた撮影補助台の考案
社会医療法人

誠光会

JCHO 玉造病院 放射線室 大西 誠一

草津総合病院

放射線診療センター

放射線技術部 米坂聡一郎

一般演題《示説発表》 9月21日（金） 示説会場2
血管撮影①

座長：鳥取大学医学部附属病院 放射線部 岩田 直樹
17：00〜17：36
P-014 IVR における患者被ばく線量低減の新たな提案〜超音波ガイド下頚動脈ステント留置術の事例から〜
放射線部 髙梨

将大

放射線技術科 荒井

一正

東京医科大学茨城医療センター

P-015 血管撮影装置の撮影及び透視線量率の違いが患者と術者に及ぼす被ばくの影響
武蔵野赤十字病院

昭和大学藤が丘病院 先山 耕史
P-016 血管撮影における手技別被ばく線量の多施設調査
愛知医科大学病院 中央放射線部 村瀬 弘樹
P-017 血栓回収療法時の補助具の検討
P-018 肝損傷 IVR 手技中において出血源を医師に報告し治療の貢献の一助となった一例
福井県済生会病院

放射線技術部 中垣内雅弥

P-019 肝動脈化学塞栓療法時における抗がん剤職業曝露対策マニュアルの作成

血管撮影② 17：40〜18：16
P-020 血管撮影装置における品質管理の標準化

国家公務員共済組合連合会

広島記念病院 唯間

座長：川崎医科大学附属病院

中央放射線部 人見

和博
剛

放射線室 鈴木

恵子

放射線診療センター

放射線技術部 藤本

裕樹

大阪市立大学医学部附属病院

中央放射線部 有田

圭吾

大垣徳洲会病院

放射線科 西田

宗生

脳血管模型から学ぶ脳機能イラスト解剖図の作成

香川大学医学部附属病院

放射線部 勢川

博雄

AHA 分類を基に色分けした教育用冠状動脈模型の作成

香川大学医学部附属病院

放射線部 勢川

博雄

座長：愛媛大学医学部附属病院 本田

弘文

兵庫医科大学ささやま医療センター

P-021 移動型 X 線透視装置を用いた CT ガイド下膿瘍ドレナージの有用性
社会医療法人

P-022
P-023
P-024
P-025

誠光会

草津総合病院

CT ガイド下 IVR における画像観察環境と操作環境の改善
新装置導入に伴う PCI 時の環境変化

医療法人徳洲会

一般演題《示説発表》 9月21日（金） 示説会場3
放射線治療①

17：00 〜 17：30

P-026 診断用医療機器管理システムを用いた放射線治療装置の QA/QC の一元管理
小倉記念病院

放射線技師部 花岡

大阪医科大学附属病院

中央放射線部 奥村

一般財団法人平成紫川会

P-027 放射線治療照射位置確認画像の電子保存運用の構築
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P-028 I-125 シード線源管理体制の構築−シード線源変更に伴う，放射能実測の在り方について−
金沢医科大学病院

医療技術部

診療放射線技術部門 山下

修

岡山大学病院 医療技術部 放射線部門 大塚 裕太
P-029 子宮頸がんに対する密封小線源治療の線量解析に関する検討
P-030 125-I 前立腺癌密封小線源治療のポストプランにおける機種間差異の検討 島根大学医学部附属病院 放射線部 宮原 善徳
座長：久留米大学病院 画像診断センター 大倉
放射線治療② 17：30〜18：06
P-031 放射線治療用呼吸同期装置を用いた 4D-CT における呼吸同期画像を得るための要因の検討

順

放射線科 藤田

寛之

武蔵野赤十字病院
社会医療法人厚生会

社会医療法人

共愛会

戸畑共立病院

放射線技術部 石井

和輝

公立館林厚生病院 吉田

達也

木沢記念病院

P-033 固定具の改良によるセットアップエラー削減効果
P-034 電位計ガイドラインに準拠した電位計の性能評価

江崎

祐太

松江市立病院 南京

貴広

放射線治療科 守本

京平

がん治療センター放射線治療部

P-035 放射線治療用線量計に用いられる電位計の電荷漏れについての検討
P-036 放射線治療部門における職種間連携を考慮した患者治療情報の提供項目の検討

県立広島病院

一般演題《示説発表》 9月22日（土） 示説会場1
座長：埼玉医科大学病院 中央放射線部 明田川尚宏
MRI 検査① 15：30〜16：06
函館市医師会病院 放射線課 北林 幸次
P-037 非造影下肢 MRA の検討（BASS と TOF の比較）
P-038 頸動脈ステント留置術（CAS）後における非造影 3D-TOF MRA の撮像条件の検討
香川県立中央病院

放射線部 篠原沙耶香

P-039 非造影 MRA の mUTE 4D-MRA を用いた頭部クリッピング術後の金属アーチファクト低減効果の実際
医療法人穂翔会村田病院 診療支援部 画像検査課
―TOF 法と比較して―
東名古屋画像診断クリニック 画像技術課
P-040 STIR−PROPELLER の撮像条件の最適化
札幌麻生脳神経外科病院 放射線科
P-041 磁化率アーチファクトを応用した Vessel encode ASL 法についての検討
新東京病院 放射線科
P-042 ASL における時間短縮の検討

工藤

博彰

増林

穂夏

林

哲司

石田

浩之

座長：宇部興産中央病院 画像診断部 真野
忍
MRI 検査② 16：10〜16：40
岡山市立市民病院 放射線技術科 近藤 恭正
P-043 金属アーチファクト軽減機能の適正使用に関する基礎的検討
P-044 Variable Refocus Flip Angle Sequence を用いた腰椎椎体間固定術後 MRI に対する撮像条件の検討

―金属アーチファクトの低減について―

聖隷福祉事業団

聖隷佐倉市民病院

放射線科 小川

安曇

P-045 Variable Refocus Flip Angle Sequence を用いた腰椎椎体間固定術後 MRI に対する撮像条件の検討
―コントラストについて―

聖隷福祉事業団

聖隷佐倉市民病院

放射線科 園田

優

新緑脳神経外科 横浜サイバーナイフセンター 大川 浩平
P-046 B1 シムが Contrast Noise Ratio（CNR）に与える影響
P-047 当院における SMS を用いた腰神経トラクトグラフィーにおける撮像条件の検討 もみのき病院 放射線科 土居 伸匡

MRI 検査③ 16：40〜17：16
P-048 足部・足関節 MRI 検査用補助具作成と使用評価
P-049 手関節 UTE 撮像における基礎的検討
P-050 四肢関節 MRI における 3D データ収集の有用性
P-051 固定内斜視における dynamic MRI 撮影の有用性について
P-052 当院の人間ドックにおける冠動脈 MRA 導入の初期経験
P-053 新生児頭部 MRI における無鎮静下撮影の導入について

座長：明石市立市民病院 平山

春樹

医療技術部

放射線科 加藤

広一

公益社団法人有隣厚生会富士病院

放射線部 上棚

稔之

多根総合病院

公立森町病院
草加市立病院

画像診断科 堀内

千歩

放射線科 亀岡

健二

新東京病院

放射線撮影室 富永

拓弥

鳥取県立中央病院

中央放射線室 小山

亮

一般演題《示説発表》 9月22日（土） 示説会場2
核医学①

座長：香川大学医学部附属病院
15：30〜16：06
P-054 ドパミントランスポーターシンチにおける定量的指標 SBR でのファントム補正の検討
公益財団法人

東京都保健医療公社

多摩北部医療センター

放射線部 森本

真壽

放射線科 平山

孝

P-055 I-123 イオフルパンにおけるファントム補正を用いた較正による Specific Binding Ratio の標準化について
京都府立医科大学附属病院

医療技術部

放射線技術課 棚田

康友

P-056 減弱散乱補正の有無によらない線条体の Specific Binding Ratio を算出するファントム測定について
京都府立医科大学附属病院

P-057 線条体イメージングにおける至適再構成方法の検討

医療技術部

愛仁会

放射線技術課 堂本

千船病院

放射線科 轟木

学術大会特集 ◆

宏志
武司
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P-032 当院における TomoTherapy の治療時間短縮に向けた基礎的検討

P-058 心筋血流シンチにおけるアデノシン負荷用静注シリンジの投与方法の検討 社会医療法人 生長会 府中病院 小牧 優輔
P-059 心筋 SPECT における 360 度収集に対する補間処理の基礎検討 大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部 中間 翔太
核医学② 16：10〜16：46
P-060 RI 専用スリッパ廃止後の核医学検査室の汚染状況の再確認

座長：倉敷中央病院 坪井

邦仁

放射線室 小西

慎介

社会医療法人共愛会戸畑共立病院 前田

社会医療法人
P-061 骨シンチにおける骨集積度と疼痛の関係性
P-062 67Ga シンチにおけるコリメータの違いが画質に与える影響についての検討
秋田厚生連

生長会

府中病院

智信

放射線科 小林林太郎

大曲厚生医療センター

P-063 難治性の乳び胸に対するリンパ管シンチグラフィ及びリンパ管造影の有用性について
東京都立小児総合医療センター診療放射線科 坂本

京介

大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部 永野 琢朗
P-064 肝アシアロシンチグラフィにおける SUV の検討
P-065 反復連続寝台移動 PET‐CT における寝台移動速度と加算回数の検討による動態解析の可能性
放射線技術課 中村

泰典

座長：NHO 南岡山医療センター 診療支援部 放射線科 水嶋
超音波検査① 16：50〜17：26
P-066 四万十町発‼ いつまでも美しく若々しくいるために‼ ピラティス・筋膜リリース教室

徳仁

四万十町国保大正診療所 大川

剛史

高島市民病院

放射線室 吉田

枝里

苫小牧日翔病院

放射線科 桐木

洋明

倉敷成人病健診センター

健診技術科 渡邉

敏充

千葉県勤労者医療協会

北部診療所 根本

勝利

診療放射線科 蒔田

博人

京都府立医科大学附属病院

P-067
P-068
P-069
P-070
P-071

内翻したメッケル憩室による成人腸重積症の 1 例
超音波検査で術前診断された大腿ヘルニア虫垂嵌頓の 1 症例
超音波検査における主膵管径変動の検討
膵腫瘤性病変の隔壁像−膵癌との関連について−
膵退形成癌 4 切除例の超音波所見について

医療技術部

長野市民病院

一般演題《示説発表》 9月22日（土） 示説会場3
乳房撮影（マンモグラフィ）①

15：30〜15：48
P-072 デジタルマンモグラフィ装置の画質改善に向けた撮影モードの検討

大同病院 中村登紀子

座長：社会医療法人宏潤会

愛知県厚生農業協同組合連合会

稲沢厚生病院 坂東

有希

中央放射線部 内田

千絵

P-073 職員の乳がん検診受診率の精査からみた受診方法の検討
独立行政法人

労働者健康安全機構

浜松労災病院

P-074 フォトンカウンティング技術を使用したマンモグラフィから得られる「乳腺体積，乳腺密度」の
再現性に関する検討

診療技術課 長屋

重幸

放射線部 水野

了亮
光美

聖隷淡路病院

その他① 15：50〜16：32
P-075 当院のポータブル撮影における感染対策について

座長：長崎みなとメディカルセンター
大川原脳神経外科病院

放射線部 中田

P-076 Web による CT，MRI 検査予約システム導入から 3 年紹介検査患者数の動向について
蘇西厚生会

松波総合病院 福田

武

済生会熊本病院

中央放射線部 丸野

達也

社会医療法人

P-077 放射線部門における業務の可視化および集約管理の効果
P-078 放射線部門におけるクオリティインディケーターの取組み
公益財団法人

P-079 新しい職員採用の試み
P-080 RI 実験動物の処理および廃棄作業の実際
P-081 写損管理システム導入によるロス率低減の試み

東京都保健医療公社

放射線科 山本

雅徳

診療放射線科 小林

功

豊島病院

済生会新潟第二病院

研究部 潮田

陽一

中央放射線部 中川

誠

座長：市立宇和島病院 放射線科 桐山
放射線管理① 16：35〜16：59
P-082 医療被ばく低減施設認定と技師の意識改革について 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター 糟谷

哲一

埼玉医科大学総合医療センター
横浜労災病院

P-083 当院における診断用 X 線防護衣の保守管理について
P-084 原子力災害に対しての取り組み
P-085 脳血管撮影において頭部ポジショニングが患者及び術者被ばくに与える影響

信貴

放射線室 伊藤

弘樹

京都中部総合医療センター 山根

稔教

中央放射線室 蜂谷

幸大

座長：社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 山本
教育① 17：00〜17：36
P-086 クリニカルラダー導入後経年で実施した診療放射線技師の意識調査について

晃義

社会福祉法人聖隷福祉事業団保健事業部聖隷予防検診センター放射線課 小林

秀行
睿恒

市立奈良病院

山形市立病院済生館

P-087 台湾実習生における指導上の困難及びその関連要因
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順天堂大学医学部附属順天堂医院

放射線部 范

第34回日本診療放射線技師学術大会・第6回アジア放射線治療シンポジウム

順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線部 木暮 陽介
P-088 外国人診療放射線技師のキャリア形成について
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 福岡 秀彦
P-089 時間外業務の実務教育における効果的な教育手法の検討
P-090 女性による女性のためのセミナー『Women Serendipity』を行って得られたもの見えた課題

P-091 神戸市立病院における，人事評価制度の問題点と課題

新潟手の外科研究所病院 風間

清子

放射線技術部 酒井

慎治

神戸市立医療センター西市民病院

一般演題《示説発表》 9月23日（日・祝） 示説会場1
西山

座長：倉敷中央病院 放射線技術部
X 線 CT 検査② 10：30〜11：06
名古屋整形外科人工関節クリニック
P-097 CT を用いた 3D 画像作成方法による視覚的測定誤差についての検討
聖マリアンナ医科大学病院
P-098 CT 再構成法の違いによる臓器容積測定の基礎検証
P-099 サポートベクターマシンによる乳がん術前 CT 転移評価〜ワークステーションでの加工を
丸山記念総合病院 放射線科 / 鈴鹿医療科学大学大学院
必要としない横断面評価〜
愛媛大学医学部附属病院 診療支援部
P-100 消化器外科領域における術前 3D 画像の検討
公益財団法人 筑波メディカルセンター
P-101 当院における Ai 専用 CT の運用実績
静岡県立総合病院 放射線技術室
P-102 Autopsy imaging における画質の最適化

光

安岡

義人

菅原

宏昌

奈良谷

澪

鈴木

悠

浦崎

太樹

福永

正明

岩井

雄飛

芦葉

弘志

古用

太一

山盛

萌夕

赤池

宗紀

安藤

貴法

座長：鳥取大学医学部附属病院 放射線部 津田 正樹
X 線 CT 検査③ 11：10〜11：40
P-103 頭部 X 線 CT 検査における診断参考レベルによる撮影条件再設定に関わる基礎的検討
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 災害・被ばく医療科学共同専攻 医科学コース /
地方独立行政法人

佐世保市総合医療センター

医療技術部

放射線室

石橋

悟

P-104 健診内臓脂肪計測 CT における自施設プロトコルの検討
社会福祉法人

聖隷福祉事業団

放射線科 佐藤

美帆

放射線科 小野

博史

放射線技術部 小野

祥寛

放射線科 吉武

貴康

座長：NHO 松江医療センター 二見

智康

聖隷佐倉市民病院

P-105 逐次近似応用再構成法を用いた超低線量 CT ガイド下肺生検の検討
P-106 被ばく線量管理ソフトを用いた当院における CT 検査の被ばく線量把握と今後の課題

永寿総合病院

社会医療法人

誠光会

P-107 大分県内の医療施設における CT 線量調査

草津総合病院

放射線診療センター

国家公務員共済組合連合会

新別府病院

一般演題《示説発表》 9月23日（日・祝） 示説会場2
医療安全①

P-108
P-109
P-110
P-111
P-112

10：00〜10：36

演題取り下げ

当院の造影 CT 検査の現状報告
医療安全管理者から放射線技術部門へ患者安全に関する提案と検証

MR 検査室内への金属持ち込み防止に向けた取り組み
MR 検査における体内金属持ち込み防止への院内全体での取組み

坂出市立病院 小椋

一作

医療安全管理室 西村

健司

中央放射線部 田村

拓也

医真会八尾総合病院
岐阜県総合医療センター

放射線部 宮内

敦由

放射線課 石田

智久

座長：大分大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 濱田
医療安全② 10：40〜11：10
総合病院土浦協同病院 沼尻
P-114 放射線検査における医療安全の取組み〜転倒転落編〜

智広

公立大学法人

横浜市立大学附属市民総合医療センター

P-113 看護師への MRI 安全管理研修についての知識調査

P-115
P-116
P-117
P-118

藤田保健衛生大学

放射線検査における医療安全の取組み〜患者誤認〜
診療放射線技師養成校に関する心肺蘇生教育の実態調査
診療放射線技師心肺蘇生教育システムに関するアンケート調査報告

茨城県厚生連

七栗記念病院

上尾中央総合病院 佐々木

1報
診療放射線技師心肺蘇生教育システムに関するアンケート調査報告 2 報
〜現状把握から見えてきた診療放射線技師の問題点と可能性〜

俊夫

総合病院土浦協同病院 小松崎哲也

医療法人徳洲会

富士宮市立病院 嶋崎

健
龍洋

大垣徳洲会病院 西田

宗生

学術大会特集 ◆
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座長：愛媛大学医学部附属病院 診療放射線部門
X 線 CT 検査① 10：00〜10：30
P-092 胸郭出口症候群患者に対する鎖骨下動脈造影 3DCT と斜角筋間距離の相関 慶友整形外科病院 画像診断科
社会医療法人 北海道循環器病院 診療放射線科
P-093 DualEnergyCT の開始に伴う造影剤使用量低減の試み
堺市立総合医療センター 放射線技術科
P-094 被ばく低減ソフトを用いた軌道同期 helical 撮影の検討
那須赤十字病院放射線科
P-095 息止め困難症例に対する撮像条件の検討
大阪府済生会吹田病院
P-096 装置間における CT 値統一に向けて

医療安全③

11：10〜11：40
P-119 減らせポータブル！ 検査数削減の取り組み
P-120 小中学生を対象とした「3D 画像による人体解剖学体験講座」を開催して

放射線部 村上

座長：産業医科大学

誠一

上尾中央総合病院 佐々木

健

埼玉県診療放射線技師会 / さいたま赤十字病院 大河原侑司
順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線部 富原
P-121 放射線部門における外国人患者対応への取組みについて
潤
埼玉県済生会川口総合病院 西田 衣里
P-122 一般撮影検査における再撮影率低減の取り組み
P-123 機械学習技術を使用した胸部正面単純写真の画像反転検出プログラムの試作
放射線部門 田頭

豊

放射線科 品川

祐樹

公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 川田

尚孝

東北大学病院

診療技術部

一般演題《示説発表》 9月23日（日・祝） 示説会場3
消化管撮影①

座長：公益財団法人広島原爆障害対策協議会
10：00〜10：24
P-124 胃Χ線検査における発泡剤の投与量による病変の認識への影響

健康管理・増進センター

放射線科 阪本

P-125 VF 検査で cricopharyngeal bar が見つかり神経筋疾患診断の一助となった 2 例
正行
社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 中央放射線室 若井 信悟
P-126 原発乳癌と診断された転移性胃癌の一例
P-127 ヘッドマウントディスプレイを用いた聴覚障害者・外国人向け胃部 X 線検査支援システムの有用性について
市立芦屋病院

九州工業大学大学院

生命体工学研究科 / 株式会社アイエスゲート 宮田

医療画像① 10：25〜10：55
P-128 一般撮影における画像複製機能を用いた読影補助の運用について

P-129
P-130
P-131
P-132

放射線科 吉田

座長：東京医科大学病院

塩川医院 山下

明成会

夜間・休日救急診療における読影補助の取組みについて

東京都保健医療公社大久保病院

画像処理条件の違いが顔面骨の精密計測に及ぼす影響

金沢医科大学病院

画像処理に対する支援情報システムの構築

岐阜大学

充
和則
達也

放射線科 五十嵐三紀

医療技術部放射線部門 澤野

正樹

放射線部 岩田

竹史

放射線部門 春本

匠太

医学部附属病院

3D 画像及び医療用立体モデル作成業務のためのデータベースの試作
神戸大学医学部附属病院

医療技術部

座長：熊本大学医学部附属病院 池田 龍二
医療基礎① 10：55〜11：31
西尾市民病院 鈴木 浩光
P-133 ドパミントランスポーターシンチグラフィー第一次読影を始め 3 年経過しての改善点

P-134
P-135
P-136
P-137

診療放射線技師による査読の有用性について

株式会社ドクターネット 上田

大祐

放射線部 今野

雅彦

中央放射線部 小林

匡

放射線技術科 石田

仁子
延

画像等手術支援加算 K939 を確実に取得するための当院の対策

山形県立中央病院

フットケアチームにおける診療放射線技師の役割

市立函館病院

職能団体がおこなう効率的かつ教育的な Mail による被ばく相談体制構築の一考察
埼玉県診療放射線技師会 / 白岡中央総合病院

P-138 病院運営における放射線科の取り組み

名古屋鉄道健康保険組合

名鉄病院

放射線科 今泉

International Session 1 September 22nd (Sat) Room5
9：00〜11：00

Chairperson：Showa University Chikara Noda
Chairperson：Nagoya University Hospital Yutaka Kato

I-001 Voxel Based Morphometric (VBM) Analysis of Brain Structural Changes in Alzheimerʼs Disease with
Clinical and Cognitive Data: A Longitudinal Study

Department of Radiography & Radiotherapy, Faculty of allied Health Sciences, General Sir John Kotelawela Defence University, Sri Lanka

P Sathyathas
I-002 Relevancy of screening serum creatinine prior to contrast enhanced CT examinations
Department of Radiology & Imagign, National Academy of Medical Sciences, Bir Hospital, Nepal Sabita Mandal

I-003 The Evaluation of Single Energy Metal Artifact Reduction Reconstruction of Spinal Postoperative Patientsʼ
CT Image on Metal-Related Artifacts Reduction
Department of Radiology, Taoyuan General Hospital of Health and Welfare YI-CHIEH LI
I-004 Exposure and image quality in computed tomography using tungsten functional paper
Department of Central Radiology, Kindai University Hospital Hiroyuki Kosaka
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I-005 Child craniosynostosis treated patient by expansion cranioplasty in volume scanned images using 320-row
Department of Radiology Osaka Womenʼs and Childrenʼs Hospital Shuji Abe
area detector CT
I-006 Comparison of image quality between Ankle coil and other coils in MRI examination of ankle joint
Department of Radiological Technology, Nagahama City Hospital, Japan Masayuki Tsuji
I-007 Comparison of image quality and radiation dose between automatic tube current modulation and fixed
tube current technique in CT KUB stone
SUPAWAN JIVAPONG
I-008 Evaluation of image quality with or without Turbo mode in liver high speed 3DT1 weighted imaging
Department of Radiology, Kobe Red Cross Hospital, Japan Munehisa Ogawa
method
I-009 The study on the variation of the signal-intensity according to the change of the coil-angle on Z-axis in
Department of Radiology, Asan Medical Center, Seoul, Korea Yeonsun Lee
MRI examination
I-010 Surgical Simulation for Posterior Urethroplasty using Magnetic Resonance Imaging
Department of Radiological Technology, Hyogo College of Medicine College Hospital, Japan Kenji Nakamura

I-011 A phantom study: The impact of irradiation time on offset distance in Tomotherapy
Department of Medical Physics, Graduate school of Medical Science, Kindai University Makoto Hirata

I-012 Optimization of Fluoroscopic Imaging Conditions for Visualization of Guidewires in Neurovascular
Department of Radiological Technology, Kitahara International Hospital, Japan Shohei Mito
Therapy

International Session 2 September 22nd (Sat) Room6
9：00〜11：00

Chairperson：Department of Radiological technology, JA Toyotakosei hospital Hideki Shibata
Chairperson：Radiotherapy Quality management Group, TOYOTA Memorial Hospital Takuma Matsunaga

I-013 Table of Tc-99m radiopharmaceuticals injected activities for children patients
Division of Nuclear Medicine, Department of Radiology, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand Taratip Narawong

I-014 Using Anti-slip work gloves to improve the operation of collimator carts
Division of Nuclear Medicine, Department of Medical Image, Chi Mei Medical Center, Liouying, Tainan, Taiwan

Ya Lien Chang
I-015 “Fluoroscopic X-ray Machine Medical Exposure Quality Assurance-Image Resolution Detection” Setting
Results Sharing-Take Liuying Chi Mei Hospital as an Example
Department of Radiological Technology, Chi Mei Medical Center, Liouying, Taiwan HUNG CHI LIN
I-016 An overview of Radiography profession in Nepal
Department of Radiology & Imagign, National Academy of Medical Sciences, Bir Hospital, Nepal SURAJ SAH

I-017 Case Reports: Moyamoya Disease in Two Males in Third Decade of Life Presenting Respectively with
Infarction and Intracranial Hematoma
Department of Radiology, Tao Yuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare, Taiwan YI-CHUN TAI
I-018 Evaluation of patient positioning for Ilizarov frames in digital tomosynthesis: A phantom study
Dept of Diagnostic Imaging Osaka General Medical Center Yuki Abe

I-019 Survey on learning opportunities for mammography in clinical practice of radiological technologists
Department of Radiological Technology, Faculty of Health Science Suzuka University of Medical Science, Japan

Hiroe Muto
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Department of Radiological Technology, Golden Jubilee Medical Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

I-020 Discussion of Radiation Protection Techniques regarding Interventional Radiology Procedures in Macau
Macao Radiological Technologistsʼ Association (Vice-president) Jerry Kai Hong Lei
I-021 Comparison of radiation doses delivery of different ionization chamber for small field
Division of Clinical Radiology Service, Okayama Central Hospital Shinichi Nakayama

I-022 A Study on Usefulness of Polystyrene Pad for Improvement of Fat Suppression in Neck MRI
Department of Radiology, National Cancer Center, Korea Beom Cheol Kim
I-023 Gender Estimation by means of Quantitative Measurements of Foramen Magnum; An analysis of CT Head
Images
Department of Radiography and Radiotherapy, University Hospital, General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka

Thilini Hathurusinghe
I-024 International comparison of Radiological technologistʼs education by qualification examination: Japan vs
Department of Radiological Technology, Niigata University of Health and Welfare Yusuke Oribe
Sri Lanka
I-025 Efforts to reduce radiation exposure dose before PCI
Department of Radiological Technology, Showa University Fujigaoka Hospital, Japan Misaki Taya

International Session 3 September 22nd (Sat) Room6
11：00〜12：00
Chairperson：Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata University of Health and Welfare Kojiro Yamaguchi
Chairperson：Showa University Masumi Asakawa

I-026 A Study on Optimization of Digital Radiography for Knee and Pelvis X-Ray
Radiology Department, Loh Guan Lye Specialists Centre, Penang, Malaysia Suk Ting Goh

I-027 Multiple readouts of response of OSL dosimeter to achieve highly accurate measurement of radiation dose
during diagnostic X-ray examination
Department of Radiological Technology, Yamaguchi University Hospital Kazuki Takegami
I-028 The activities of Shiga Association of Radiological Technologists granted by JICA: An approach to sharing
radiological technology in a south area of Vietnam
Division of International Exchange, The Shiga Association of Radiological Technologists Yumi Adachi
I-029 The role of radiological technologists in screening for elbow injuries among young baseball players
Department of Radiological Technology, Tsuchiya General Hospital, Japan Naoyuki Imada
I-030 Considerations for using a higher dose rate
Division of Radiation Oncology, National Cancer Centre Singapore, Singapore Sheng An Lim

I-031 A Study on the Acoustic Characteristics of the Inner and Outer Diameter Structure of the External Ear
Department of Radiological Science, Far East University kim Hyong-Gyun
Canal Using DICOM Imaging
I-032 Feasibility study of generating bone removal image by single shot x-ray imaging with stacked four-layer
imaging plates
Department of Radiological Technology Faculty of medical science, Kyoto College of Medical Science, Japan

Kohei Shimomura
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ARTS Session 1 September 22nd (Sat) Room4
11：00〜12：00

Chairperson：Department of Medical Technology, Osaka City General Hospital Hiroyuki Inoue
Chairperson：Japanese Red Cross Society Kyoto Daiichi Hospital Yoshihiro Tanaka

A-001 Feasibility of Dose Escalation in Prostate Cancer: A Dosimetric Study between IMRT, VMAT and HybridClinical Oncology Department, Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong Bing Kin Choi
Arc

A-003 Reducing brachytherapy procedure time: Role of advanced practice radiation therapist in organs at risk
Division of Radiation Oncology Yixin Jeannie Lin
delineation in brachytherapy treatment planning
A-004 Developing novel low-attenuation-material for immobilization devices on head and neck radiotherapy
Division of Radiological Technology, University Hospital, Kyoto Prefectural University of Medicine Seiichi Ota
A-005 Improved reproducibility of patient anatomical structures in stereotactic body radiotherapy of prostate
cancer with CyberKnife by team medical care
Department of Radiotherapy Quality Management Group, TOYOTA Memorial Hospital, Japan Junji Suzuki
A-006 Contouring technique to improve calculated dose accuracy and comparison of calculation algorithm in a
commercial treatment planning system
Department of central radiology, Kindai University Hospital Kenji Matsumoto

ARTS Session 2 September 22nd (Sat) Room5
11：00〜12：00

A-007

Chairperson：Hiroshima Heiwa Clinic Kaoru Ono
Chairperson：Teikyo University Shinji Kawamura

The Clinical Usage of ExacTrac System at Prince of Wales Hospital
Department of Clinical Oncology, Prince of Wales Hospital, Hong Kong Herman Man Him Chow

A-008 Radiation beam modulation selection between fixed cone, iris and multi-leaf collimator (MLC) for single
intra-cranial lesion in CyberKnife M6 Treatments
Department of Radiotherapy, Hong Kong Sanatorium & Hospital, Hong Kong Sze Ming Wong
A-009 Pediatric radiotherapy: a review of technical aspects and challenges
Radiotherapy Department, Clinical Oncology Center, The University of Hong Kong Shenzhen Hospital Jeff CHAN

A-010 Hierarchical document clustering of electronic health records for improvement of efficiency in radiation
Department of Clinical Practice and Support, Hiroshima University Hospital, Japan Kazunari Hioki
therapy
A-011 Reducing simulation wait time with preplanning
DEPARTMENT OF RADIATION ONCOLOGY, NATIONAL CANCER CENTRE SINGAPORE TASSHA ANWAR

A-012 Comparison of multiple institutionsʼ patient-specific IMRT QA measurement
Department of Medical Physics, Graduate School of Medical Sciences, Kindai University Kazuki Kubo
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A-002 Evaluation of body radiation exposure rate after treatment of I-131 in patients of different ages
Division of Nuclear Medicine, Chi Mei Medical Center, Liouying, Tainan, Taiwan Lu Chien Hua

