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Imaging Techniques and Research (MRI) Brain: Contrast, Motion Correction／
撮影(MRI)脳：コントラスト，体動補正
：〜：

座長

木村哲哉(堺市立総合医療センター)
山城尊靖(箕面市立病院)

. &+(66 3XOVH および 3UH 6DWXUDWLRQ 3XOVH が 7 コントラストへ与える影響

岡山大学病院

松下

. ,PSURYHG 7 &RQWUDVW 8VLQJ 6PDOO )LHOG RI 9LHZ 4XDGUXSOH ,QYHUVLRQ 5HFRYHU\ ZLWK $QWLGULYHQ (TXLOLEULXP

東京警察病院

湯田恒平

利

. &RPSDULVRQ RI 3DUDPHWHU 6HWWLQJ DQG ,PDJH &RQWUDVW EHWZHHQ 6\QWKHWLF 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ DQG &RQYHQWLRQDO ,PDJLQJ 0HWKRGV
東京都保健医療公社大久保病院

池田章人

千葉大学医学部附属病院

山岸嘉希

. (IIHFW RI 0RWLRQ &RUUHFWLRQ E\ 6(16( )DFWRU RQ 5DGLDO 6FDQQLQJ

. 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ RI 0RWLRQ $UWLIDFW LQ %UDLQ 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ RI WKH 3UHWHUP ,QIDQW &RPSDULVRQ 8VLQJ 9DFXXP ,PPRELOL]HU ZLWKRXW
6HGDWLRQ DQG 8VLQJ 6HGDWLRQ
. 透明化試薬の違いによるマウス脳への影響

大阪医科大学附属病院

山村憲一郎

首都大学東京大学院

名川友紀子

Imaging Techniques and Research (MRI) Clinical Safety and Management／
撮影(MRI)医療安全，マネジメント
：〜：

座長

豊嶋英仁(秋田県立脳血管研究センター)
真壁武司(市立函館病院)

. 'LVDJUHHPHQW EHWZHHQ 0HDVXUHG DQG 6LPXODWHG 6RXQG 3UHVVXUH /HYHO RI 05, 6FDQ

日立製作所

. 05, における人体模擬ファントム存在下の騒音伝達関数解析

山本由香里

金沢大学附属病院

. ガドブトロール造影剤を乳幼児に投与する場合の注入量の誤差と造影効果の検討

金沢大学附属病院

. (IIHFW RI )UDJUDQFH RQ /RZHULQJ 3V\FKRORJLFDO 6WUHVV 8QGHUJRLQJ 05 ,PDJLQJ

濱口隆史

渡辺沙緒莉

茨城県立医療大学

門間正彦

Imaging Techniques and Research (MRI) Heart／撮影(MRI)心臓
：〜：

座長

杉森博行(北海道大学大学院)
立石敏樹(国立病院機構仙台医療センター)

. 3KDVH VHQVLWLYH LQYHUVLRQ UHFRYHU\ EDODQFHGVWHDG\ VWDWH IUHH SUHFHVVLRQ を用いた脂肪抑制効果の基礎的検討

東京警察病院

小屋野匠

. ([WUDFHOOXODU 9ROXPH )UDFWLRQ((&9) 0DS 算出精度に関する検討 血液の 7 0DS における )ORZ の影響
福島県立医科大学附属病院
. 圧縮センシング併用心筋 3HUIXVLRQ 撮像における GDUNULP DUWLIDFW の検討

済生会松山病院

高済英彰
橘

知宏

. /RQJLWXGLQDO 2EVHUYDWLRQ RI /HIW 9HQWULFXODU )XQFWLRQ LQ &DUGLRP\RSDWKLF 0RGHO E\ 6HOI*DWHG &LQH ,PDJLQJ 8VLQJ 70DJQHWLF 5HVRQDQFH
,PDJLQJ
. 6LJQHG .LQHWLF (QHUJ\ LQ 1RUPDO DQG 'LODWHG &DUGLRP\RSDWK\ '&0 /HIW 9HQWULFOHV

大阪大学大学院

齋藤茂芳

7KH &KLQHVH 3OD *HQHUDO +RVSLWDO

0HQJOX /L

Imaging Techniques and Research (MRI) MRCP／撮影(MRI)MRCP
：〜：

座長

平田恵哉(金沢医科大学病院)

. $ %UHDWK+ROG 0DJQHWLF 5HVRQDQFH &KRODQJLRSDQFUHDWRJUDSK\ 05&3 8VLQJ 7KUHH'LPHQVLRQDO ' *UDGLHQW DQG 6SLQ(FKR *5$6( 6HTXHQFH

. (YDOXDWLRQ RI WKH &\VWLF 'XFW 9LVXDOL]DWLRQ LQ 05&3 63$&( E\ 2SWLPXP (FKR 7LPH &DOFXODWHG IURP +$67( 'DWD
. 膵液の流れを可視化するための 7LPH6/,3 法におけるタグパルスの基礎的検討



岡山赤十字病院

木田勝博

昭和大学大学院

渋谷

仙台市医療センター仙台オープン病院

星

徹
英樹
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Imaging Techniques and Research (MRI) Image Reconstruction／撮影(MRI)画像再構成
：〜：

座長

上山

毅(彩都友紘会病院)

佐川

肇(京都大学医学部附属病院)

. リファレンススキャンの違いが拡散強調画像に及ぼす影響

大分大学医学部附属病院

岩尾佳幸

. ,PDJH 4XDOLW\ 'HSHQGV RQ WKH .6SDFH 7UDMHFWRU\ LQ '\QDPLF &RQWUDVW(QKDQFHG 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ $ 6LPXODWLRQ 6WXG\

. ,PSURYLQJ ,PDJH 4XDOLW\ DQG $FFHOHUDWLRQ IRU &RPSUHVVHG 6HQVLQJ 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ

大阪赤十字病院

高津安男

(株)日立製作所

野口喜実

. &RPSUHVVHG 6HQVLQJ IRU 7KUHH'LPHQVLRQDO 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ $ )XQGDPHQWDO 6WXG\ 8VLQJ WKH 3URMHFWLRQ RQWR &RQYH[ 6HWV 32&6
東京女子医科大学東医療センター

小島慎也

Imaging Techniques and Research (MRI) Musculoskeletal: Extremity, Vessel／
撮影(MRI)骨軟部：四肢，血管
：〜：

座長

北川

久(東京慈恵会医科大学附属第三病院)

五月女康作(筑波大学)
. (YDOXDWLRQ RI WKH 0HGLDQ 1HUYH ZLWK 7XUER 6SLQ (FKR'LIIXVLRQ 7HQVRU ,PDJLQJ DQG 7 6WDUZHLJKWHG ,PDJLQJ
東千葉メディカルセンター

坂井上之

. 股関節撮像における大腿骨頚部の描出の検討

釧路孝仁会記念病院

谷尾倫志

. 四肢関節領域における ' 撮影の検討

相模原赤十字病院

大澤耕一郎

. 飽和パルス併用 77)( を用いた下肢静脈の検討

大津市民病院

中村昌文

. 下肢非造影 05$ における膝下三分枝描出能の N 空間充填法依存性の検討 /LQLHU と 5DGLDO の比較

舞鶴共済病院

藤本綾子
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Nuclear Medicine (PET) Cardiovascular Imaging／核医学(PET)心大血管
：〜：

座長

須田匡也(日本医科大学付属病院)
神谷貴史(大阪大学医学部附属病院)

. (YDOXDWLRQ RI $RUWLF :DOO ,QIODPPDWLRQ LQ $FXWH $RUWLF 'LVVHFWLRQ 8VLQJ )'*3(7&7

先端医療センター

赤松 剛



. )HDVLELOLW\ RI 4XDQWLI\LQJ 0\RFDUGLDO %ORRG )ORZ ZLWK D 6KRUWHU $FTXLVLWLRQ 7LPH 8VLQJ D :HLJKWHG )LWWLQJ 0HWKRG 2+2 3(7&7 6WXG\



. 7KH 3RVVLELOLW\ WR 'HFUHDVH 6FDQ 7LPH RI 2+2 3(7 $VVHVVPHQW RI 5HJLRQDO ,VFKHPLF /HVLRQV

北海道大学大学院

林蒼一朗

北海道大学大学院

川内敬介

北海道大学

宗田真大

. 4XDQWLILFDWLRQ RI 0\RFDUGLDO %ORRG )ORZ 8VLQJ '\QDPLF URZ 0XOWLGHWHFWRU &7 ZLWK *DXVV &XUYH )LWWLQJ


. 'HIRUPDEOH ,PDJH 5HJLVWUDWLRQ ,PSURYHV WKH $FFXUDF\ RI 7KUHHGLPHQVLRQDO )XVLRQ RI 1DPPRQLD 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ 3(7 DQG &RURQDU\ &7
$QJLRJUDSK\ ,PDJHV

国際医療福祉大学大学院

田口好晃

Nuclear Medicine (PET) Brain Imaging／核医学(PET)脳
：〜：

座長

赤松

剛(先端医療センター)

中村祐也(熊本大学医学部附属病院)
.



&3LWWVEXUJK &RPSRXQG% を用いたアミロイドイメージングにおいて画像再構成方法が半定量値へ与える影響
近畿大学高度先端総合医療センター

渡邊翔太

先端医療センター

赤松 剛

. 9R[HOEDVHG 6WDWLVWLFDO $QDO\VLV RI $P\ORLG 3(7 ,PDJLQJ LQ $O]KHLPHU V 'LVHDVH


. 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ RI &3L% βDP\ORLG 3(7 8VLQJ &HQWLORLG 6FDOH LQ -DSDQHVH $O]KHLPHU 'LVHDVH 6XEMHFWV
東京都健康長寿医療センター研究所
. 脳 3(7 検査における視野外散乱線の影響と散乱補正の効果に関する研究



名古屋大学大学院

我妻

慧

本田将之
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Nuclear Medicine (Radionuclide Therapy) Radium-223 Theraphy／
核医学(RI 内用療法)塩化ラジウム-223 治療
座長

：〜：

氷室和彦(九州大学病院)
井上一雅(首都大学東京大学院)



. 5, 内用療法における 5D の画像のコリメータ依存性に関するモンテカルロシミュレーション
. 5D イメージングにおける異なるコリメータを用いた総合感度と総合空間分解能の比較
. 2SWLPL]DWLRQ RI ,PDJH 4XDOLW\ ZLWK 5DGLXP &KORULGH ,QMHFWLRQ $ )XQGDPHQWDO 6WXG\

九州大学大学院

大島良太

がん研究会有明病院

梅田拓朗

慶應義塾大学病院

. 7KH ,QYHVWLJDWLRQ RI WKH 'HFRQWDPLQDWLRQ 0HWKRG IRU 5DGLXP 'LFKORULGH

村上実冴斗

近畿大学医学部附属病院

吉田修平

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Dopamine Transporter 1／
核医学(SPECT・Planar)ドパミントランスポータ 1
：〜：

座長

甲谷理温(川崎医科大学附属病院)
堀次元気(大阪大学大学院)

. 7KH (YDOXDWLRQ RI +HWHURJHQHLW\ LQ %UDLQ 'RSDPLQH 7UDQVSRUWHU 63(&7 ,PDJHV

九州大学大学院

橋本直樹

市立奈良病院

岩本洋香

. 線条体 63(&7 の解析ソフトを用いた脳脊髄液マスク補正における至適値の検討

. $JUHHPHQW EHWZHHQ 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ ZLWK &HUHEURVSLQDO )OXLG 0DVN DQG 4XDOLWDWLYH (YDOXDWLRQ LQ 'RSDPLQH 7UDQVSRUWHU 6FLQWLJUDSK\

. 線条体ディジタルファントムを用いた特異的結合能の定量化における側脳室の影響

天理よろづ相談所病院

北村一司

広島市立安佐市民病院

古田明大

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Dopamine Transporter 2／
核医学(SPECT・Planar)ドパミントランスポータ 2
：〜：

座長

澁谷孝行(金沢大学)
鈴木

陽(仙台赤十字病院)

. モンテカルロシミュレーションを用いたドパミントランスポータ 63(&7 画像の最適コリメータ条件の検討
.



,)3&,7 における吸収補正なしと &$7& を使用したデータベースの比較

九州大学大学院

舟田圭汰

春回会長崎北病院

藤下稔雅

. 線条体イメージング検査での視覚指標における視覚評価試験を用いた至適補正，再構成条件の検討
.



徳島大学病院

,)3&,7 イメージングにおけるカウント比に対して放射能濃度比と物体形状が及ぼす影響

江戸川病院

高志

智

猪口靖裕

Theme Session Multi-modality／テーマ演題 マルチモダリティ
：〜：

座長

佐藤英介(杏林大学)
富田哲也(筑波大学附属病院)

. 脳外科手術シミュレーションにおける融合画像の有用性
. 05 装置一体型コバルト放射線治療装置の設置報告

広島市立広島市民病院

本城圭祐

国立がん研究センター中央病院

逆井達也

. 1RYHO 3(7*XLGHG 7RPRWKHUDS\ 3OXV &KHPRWKHUDS\ 3URYLGHV 'XUDEOH &RPSOHWH 5HVSRQVHV LQ )RXU 3DWLHQWV
)DU (DVWHUQ 0HPRULDO +RVSLWDO

&KHQ;LRQJ +VX

. $Q ,QYHVWLJDWLRQ RI 9LUWXDO 0RQRFKURPDWLF &7 IRU 3DWLHQWV 6FDQQHG E\ 2Q%RDUG &RQH %HDP &7 LQ 5DGLRWKHUDS\
7]X&KL 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\
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Imaging Techniques and Research (CT) Radiation Dose／撮影(CT)線量評価
：〜：

座長

高木

卓(千葉市立海浜病院)

宮田真理子(筑波大学附属病院)
. 脳出血を伴った頭部単純 &7 における  列ノンヘリカルスキャン法を用いた被ばく線量低減方法
. 線質の違いにおける水晶体被ばく線量と画像評価：副鼻腔撮影を用いて
. 呼吸動態 &7 撮影法の基礎検討：ブタ肺による被ばく線量と再構成関数の評価
. 心電同期 &7 撮像においてボウタイフィルタが断面内線量分布に及ぼす影響



倉敷中央病院 福永正明
金沢医科大学病院

滋賀医科大学医学部附属病院
金沢医療センター

長田弘二
牛尾哲敏
南

和芳
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. 超高精細 &7 と従来 &7 の比較：線量シミュレーションによる腹部 &7 撮影の被ばく線量の検討
国立がん研究センター東病院

野村恵一

Imaging Techniques and Research (CT) Exposure Control／撮影(CT)被ばく低減技術
：〜：

座長

村松禎久(国立がん研究センター東病院)
福島康宏(京都大学医学部附属病院)

. 頭部ノンヘリカルスキャンにおける局所被ばく線量低減機構の基礎的検討

仙台市立病院

澤谷勇太

. 非接続型 ; 線出力測定器を用いた管電流変調機能の特性

成田記念病院

黒川淳平

山口大学医学部附属病院

米沢鉄平

. 臓器感受性を考慮した被ばく低減機構の頚部 &7 における線量と画質への影響

. $Q (YDOXDWLRQ RI WKH 7XEH &XUUHQW 0RGXODWLRQ 0HFKDQLVP &RQVLGHULQJ WKH 5DGLDWLRQ 'RVH WR WKH $QWHULRU 2UJDQV

木沢記念病院 酒向健二

. 演題取り下げ
. 8VHIXOQHVV RI WKH $XWR 6HOHFWLRQ RI 6FDQ 3URWRFROV 8VLQJ )DVW N9 6ZLWFKLQJ 'XDO (QHUJ\

東京女子医科大学東医療センター

福井利佳

Imaging Techniques and Research (CT) Iterative Reconstraction: Clinical／
撮影(CT)逐次近似再構成：臨床評価
：〜：

座長

石原敏裕(国立病院機構相模原病院)
茅野伸吾(東北大学病院)

. 低管電圧撮影における低コントラスト領域を対象としたモデルベース逐次近似再構成法による線量低減の可能性
慶應義塾大学病院
. 逐次近似再構成を使用した腹部 &7 の有用性
. 上腹部腫瘤性病変の検出能に 0%,5 法および ,5 法が与える画質の評価
. 異なる物理特性および逐次近似応用再構成法が血管描出能に与える影響

木津啓介

島根大学医学部附属病院

山戸雄太

光生会病院

松本耕志

福井大学医学部附属病院

増永麻衣奈

. 1RLVH 5HGXFWLRQ LQ &RQWUDVWDPSOLILHG ,PDJH 5HFRQVWUXFWLRQ E\ $GMXVWLQJ WKH &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 9DOXH 6FDOH 8VLQJ +\EULG ,WHUDWLYH
5HFRQVWUXFWLRQ

山梨大学医学部附属病院

相川良人

Imaging Techniques and Research (CT) Contrast Technique: Optimisation／
撮影(CT)造影技術：最適化
：〜：

座長

寺澤和晶(さいたま赤十字病院)
中根

淳(埼玉医科大学総合医療センター)

. 腹部ダイナミック &7 における門脈相の最適撮影タイミングの検討

三重大学医学部附属病院

井上

優

. &RPSXWHG7RPRJUDSK\ $QJLRJUDSK\ RI /RZHU ([WUHPLW\ $UWHULHV ZLWK 2SWLPL]HG 6FDQ 7LPH DQG &RQWUDVW 0HGLXP 'RVH %DVHG RQ WKH 3HULSKHUDO
$UWHU\ 7HVW %ROXV 7HFKQLTXH

八尾総合病院

星野貴志

. 5HGXFWLRQ RI &RQWUDVW 0HGLXP %DVHG RQ 'RVH (IILFLHQF\ LQ D 9LUWXDO 0RQRHQHUJHWLF ,PDJH &RPSDUHG ZLWK /RZ 7XEH 9ROWDJH
埼玉県済生会川口総合病院

富田博信

. (IIHFWV RI D 6DOLQH &KDVHU $GPLQLVWHUHG YLD 6SLUDO )ORZ 7XEH RQ D )DVW N9VZLWFKLQJ 'XDO (QHUJ\ &7 6FDQ 8VLQJ D /RZGRVH &RQWUDVW 0HGLD 3URWRFRO
-$ 尾道総合病院

塚本友勝

Imaging Techniques and Research (CT) Contrast Technique: Detectability／
撮影(CT)造影技術：描出能
：〜：

座長

原田耕平(札幌医科大学附属病院)
相川良人(山梨大学医学部附属病院)

. 除脂肪体重法を利用した腹部造影 &7 検査における体脂肪量の新しい測定法
. 下肢 &7$ 検査における 5HFHLYHU2SHUDWLQJ &KDUDFWHULVWLF(52&)解析を用いた造影効果予測因子の検討

船橋市立医療センター
土谷総合病院

林 圭吾

山下由香利

. $Q ([SHULPHQWDO 6WXG\ RQ WKH )HDVLELOLW\ RI WKH ,QMHFWLRQ RI &RQWUDVW 0HGLXP YLD DQ 8SSHU $UP &HQWUDO 9HQRXV 3RUW ,PSODQWDWLRQ 6\VWHP 3RZHU 3RUW
6OLP 8VLQJ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 3RZHU ,QMHFWRU

市立奈良病院

. 低管電圧を使用した深部静脈血栓症に対する造影 &7 におけるヒラメ静脈の描出精度の検証



尼崎中央病院

前原健吾

野間本剛士
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Imaging Techniques and Research (CT) Contrast Technique: Chest／撮影(CT)造影技術：呼吸器
：〜：

座長

三好利治(岐阜大学医学部附属病院)
高田

. 肺動静脈造影 &7 検査における新たな造影方法の検討

賢(大垣市民病院)

東京医科大学八王子医療センター

.  列 0'&7 による 7HVW %ROXV 7UDFNLQJ 法を用いた肺動静脈分離  相撮影の検討
. 肺動静脈分離造影における回旋流型 7XEH の有効性の検討

新田忠弘

岩手医科大学附属病院

阿部

俊

一般財団法人大原記念財団

村松

駿

. (YDOXDWLRQ RI ,PDJH 4XDOLW\ IURP +HOLFDO DQG 9ROXPH 3XOPRQDU\ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ $QJLRJUDSK\ ZLWK D 6SOLWEROXV 6LQJOHSKDVH 3URWRFRO DQG
7HVW %ROXV 7UDFNLQJ IRU WKH 6LPXOWDQHRXV 9LVXDOL]DWLRQ RI 3XOPRQDU\ $UWHU\ DQG 9HLQ

滋賀県立成人病センター

北野哲哉

. 6WXG\ RI WKH 7UDSH]RLGDO&URVV,QMHFWLRQ 0HWKRG ZLWK WKH 1HZ 0L[LQJ 7XEH LQ /XQJ 3HUIXVHG %ORRG 9ROXPH
東邦大学医療センター大森病院

4 月 13 日(木)

矢崎智也

414 + 415

Measurement (Computed Tomography) Radiation Dose Evaluation／計測(CT)線量計算
：〜：

座長

落合幸一郎(稲城市立病院)
松永雄太(名古屋共立病院)

. 'HWHUPLQDWLRQ RI WKH &RUUHFWLRQ )DFWRU IRU ,PSURYLQJ &7', 0HDVXUHPHQW $FFXUDF\ 8VLQJ D 6HPLFRQGXFWRU 'HWHFWRU
済生会川口総合病院

志藤正和

. 円柱カーボン散乱体と鉛コリメータを使用した &7 管球回転照射下でのファンビーム方向の ; 線スペクトル測定
藤田保健衛生大学病院

羽場友信

. 7KH 6HTXHQWLDO 2XWSXW 0HDVXUHPHQW RI &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 8VLQJ WKH 5HFRUGLQJ )XQFWLRQ RI D 6PDUWSKRQH

愛知医科大学病院

山内雅人

. シミュレーション計算に基づいた管電流変調機能使用時の小児 &7 検査における臓器線量の評価

名古屋大学大学院

藤井啓輔

徳島大学大学院

三原由樹

. 9LVXDOL]DWLRQ RI (QWUDQFH 6XUIDFH 'RVH GXULQJ &7 ([DPLQDWLRQ 8VLQJ 6PDOOW\SH 26/ 'RVLPHWHU

. )XQGDPHQWDO 6WXG\ IRU 'LUHFW 0HDVXUHPHQW RI (QWUDQFH6XUIDFH 'RVH 8VLQJ D 6PDOO7\SH 26/ 'RVLPHWHU GXULQJ 'XDO (QHUJ\ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\
$YDLODELOLW\ RI WKH 'RVH &DOLEUDWLRQ &XUYH 'HULYHG ZLWK 'LDJQRVWLF ;UD\ (TXLSPHQW

山口大学医学部附属病院

竹上和希

Measurement (Mammography) Radiation Dose Evaluation／計測(乳房)線量計算
：〜：

座長

源

貴裕(兵庫医科大学病院)

根本道子(慶應義塾大学病院)
. 8VHIXOQHVV RI WKH 6HOI0DGH 6HPLFRQGXFWRU 'RVLPHWHU LQ 0DPPRJUDSK\

北部地区医師会病院

. マンモグラフィ用 ; 線校正場の不確かさの評価

茨城県立医療大学

. 乳房撮影装置の表示値の正確度の検討

徳島文理大学

関口智子
中島絵梨華
石井里枝

. $ 6WXG\ RI +DOI9DOXH /D\HU DQG $YHUDJH *ODQGXODU 'RVH 0HDVXUHPHQW E\ WKH 6LPSOH 'RVLPHWHU 8VLQJ D 3KRWRGLRGH
東京都立広尾病院

小林

剛

Measurement (General Radiography) Radiation Dose Evaluation／計測(単純 X 線)線量評価
：〜：

座長

佐藤

斉(茨城県立医療大学)

荒川弘之(帝京大学)
. 診断参考レベルと 'HYLDWLRQ ,QGH[ を用いた単純 ; 線撮影時の線量評価法の提案

藤田保健衛生大学大学院

. 一般撮影領域における被写体透過後の ; 線エネルギースペクトル評価実測とシミュレーションの比較

産業医科大学病院

大野晃治
黒木燎平

. )LUVW 2EVHUYDWLRQ RI 'RVH ([SRVXUH WR $VVLVWDQWV GXULQJ 3HGLDWULF ;UD\ 3URFHGXUH E\ 0HDQV RI D 6PDOO7\SH 26/ 'RVLPHWHU
徳島大学大学院
. 5HVHDUFK RQ WKH ,Q, 1RYHO 6HPLFRQGXFWRU 5DGLDWLRQ 'HWHFWRU

.RUHD 8QLYHUVLW\



三原由樹
6R KHH /LP

一般研究発表プログラム

Radiation Protection (Multi-modality) Dose Management, Diagnostic Reference Level／
放射線防護(マルチモダリティ) 線量管理・DRL
：〜：

座長

五十嵐隆元(総合病院国保旭中央病院)
森祐太郎(筑波大学)

. (YDOXDWLRQ RI WKH (QWUDQFH 6XUIDFH 'RVH ZLWK &OLQLFDO ,PDJHV 7UDQVLWLRQ RI WKH 'RVH 8VLQJ $XWR ([SRVXUH &RQWURO
藤田保健衛生大学病院
. 循環器撮影実態調査 被ばく管理，放射線防護具使用の実態
. 一般撮影領域における入射表面線量の施設間差

榊原記念病院

田倉寛恵

藤田保健衛生大学大学院

近藤佑哉

Radiation Protection (Multi-modality) Eye Lens Exposure／放射線防護(マルチモダリティ)
：〜：

座長

市川卓磨

水晶体被ばく

竹井泰孝(浜松医科大学医学部附属病院)
石橋

徹(土谷総合病院)

. 5HGXFLQJ WKH 5DGLDWLRQ ([SRVXUH RI &DUHJLYHUV GXULQJ &RPSXWHGWRPRJUDSK\ ([DPLQDWLRQV 'HYHORSPHQW DQG 8VHIXOQHVV RI D 5DGLDWLRQ 3URWHFWLYH
&XUWDLQ

昭和大学藤が丘病院

諸井里香

. $QDO\VLV RI 5DGLDWLRQ 'RVH IRU WKH 2SHUDWRU /HQV LQ ,QWHUYHQWLRQDO 5DGLRORJ\ E\ 8VH RI D 3HUVRQDO 'RVLPHWHU
鳥取大学医学部附属病院

田中拓郎

. ; 線 79 装置取り付け型放射線防護器具の有用性

天理よろづ相談所病院

東慎之介

. 心臓カテーテル検査における術者の水晶体放射線被ばく防護教育の効果

昭和大学江東豊洲病院

隅真一郎

Radiation Protection (IVR) Dose Management／放射線防護(IVR) 線量管理
：〜：

座長

市田隆雄(大阪市立大学医学部附属病院)
増渕裕介(那須赤十字病院)

. 散乱線防護手袋の試作と評価

ベルランド総合病院

. 5DGLDWLRQ 'RVH 5HGXFWLRQ LQ ,QWHUYHQWLRQDO )OXRURVFRS\ LQ &RQMXQFWLRQ ZLWK 6SHFWUDO 6KDSLQJ )LOWHUV

滋賀県立成人病センター

. 移動型 &DUP による血管内治療術の患者への被ばく評価と傾向
. 脳血管内治療におけるロードマップ透視保存を用いた被ばく低減の基礎的検討

4 月 13 日(木)

鈴木賢昭
市川

尚

一宮市立市民病院

寺松翔太

昭和大学藤が丘病院

先山耕史

F201 + 202

Radiotherapy 4D CT／放射線治療 4D CT
：〜：

座長

根本幹央(自治医科大学附属病院)
星野佳彦(群馬大学医学部附属病院)

. 四分割 &%&7 撮影が再構成画像に及ぼす影響について

〜肺放射線治療の場合〜

.  次元 &%&7 の撮影条件が画像に与える影響

聖隷浜松病院

杉浦康行

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

鈴木宏明

. ,PSDFW RI /RZ 7HPSRUDO &RUUHODWLRQ EHWZHHQ 7DUJHW DQG %UHDWKLQJ 6XUURJDWH 6LJQDO 0RWLRQV RQ )RXU'LPHQVLRQDO &RQH %HDP &RPSXWHG
7RPRJUDSK\ '&%&7 ,PDJHV
. 動体ファントムを用いた治療計画用 &7 における各スキャン方法の撮影条件の検討

京都市立病院

田中和徳

日本医科大学千葉北総病院

富田尚樹

Radiotherapy Treatment planning, Simulation／放射線治療 治療計画・Simulation
：〜：

座長

鶴岡伊知郎(放射線医学総合研究所)
井上年幸(聖マリアンナ医科大学病院)

. 治療計画可能な画像を提供できる 05 システムについての基礎的検討

名古屋市立大学病院

笠井治昌

. 放射線治療計画用 05, における PXOWL VWDFN 撮像法を用いた歪み低減の試み

名古屋市立大学病院

北川裕人

. 'HYHORSPHQW RI 6NHOHWDO :LGH 0DUURZ &RPSRVLWLRQ $VVHVVPHQW DQG )XQFWLRQDO 0DUURZ ,UUDGLDWLRQ 8VLQJ 'XDO(QHUJ\ &7
. 'XDO (QHUJ\ &7 を用いた造影剤物質特定及び線量計算システム構築に向けた最適な造影剤抽出方法の検討

駒澤大学

馬込大貴

広島大学病院

河原大輔

. &7 1XPEHU DQG (OHFWURQ 'HQVLW\ 5HODWLRQVKLS IRU 'RVH &DOFXODWLRQ LQ /XQJ 5HJLRQ ZLWK 9ROXPHWULF 0RGXODWHG $UF 7KHUDS\ 7HFKQLTXH
&KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\
. &R 定位放射線治療における画像支援の研究

6LULSRUQ :RQJ

東京大学医学部附属病院



井野賢司

一般研究発表プログラム

Radiotherapy IGRT Verification／放射線治療 IGRT 検証
座長

：〜：

佐藤智春(がん研究会有明病院)
松林史泰(がん研究会有明病院)

. &5 を使用したポータル画像と '55 画像の位置照合プログラムの検証

昭和大学大学院

渡邊裕之

. 放射線治療用 &RQH%HDP &7(&%&7)におけるコリメータ使用時のボウタイ・フィルタの有無による画像への影響
仙台厚生病院

加藤壮敏

. (VWLPDWLRQ RI $EVRUEHG 'RVH 8VLQJ DQ (3,'EDVHG 'RVH 5HFRQVWUXFWLRQ RI WKH &ROODSVHG &RQH &RQYROXWLRQ $OJRULWKP
自治医科大学附属病院

根本幹央

Radiotherapy Detector／放射線治療 検出器
座長

：〜：

小野

薫(広島平和クリニック)

青山英樹(岡山大学病院)
. 複数の測定デバイスを用いた円形コーンの至適出力係数の検討

原田正紘

福島県立医科大学附属病院

. 2XWSXW )DFWRU &RPSDULVRQ E\ 8VLQJ )RXU 'HWHFWRUV LQ 6PDOO )LHOG 'RVLPHWU\

&KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\

. 熱不可逆性ゲルを基材としたポリマーゲル線量計の基礎特性

国立研究開発法人理化学研究所 根本幹央

. &DOLEUDWLRQ 0DS を用いた 5DGLRFKURPLF )LOP における /DWHUDO 6FDQQHU (IIHFW 補正法の検討

6DPPXHO 0DPHVD

岐阜県立多治見病院

. &URVVFDOLEUDWLRQ RI D 6HPLFRQGXFWRU 'RVLPHWHU WR 0HDVXUH 5HFWDO 'RVH

山口県立総合医療センター

. ガントリ取付型  次元患者線量解析システムにおける極小照射野検証時の基礎的検討

鎌田茂義
安井謙一郎

聖隷浜松病院

松本龍典

Radiotherapy QA/QC／放射線治療 QA/QC
：〜：

座長

佐々木浩二(群馬県立県民健康科学大学)
伍賀友紀(国立病院機構高崎総合医療センター)

. '\QDPLF 0/& 位置精度解析ソフトを用いた '\QDPLF 0/& パラメータの推定

富山大学附属病院

. ロボット型直線加速器に搭載された  つのマルチリーフコリメータの性能の比較

白崎展行

トヨタ記念病院 鈴木淳司

. 3XOVH :LGWK 0RGXODWLRQ 解析による +LJKGHILQLWLRQ 0XOWLOHDI &ROOLPDWRU の品質管理

広島平和クリニック 中野

. 高精度放射線治療装置における経年変化の現状報告

大垣市民病院

. トラブルを教訓とした , シード線源管理体制の再構築

永

田中敬介

金沢医科大学病院

山下

修

Radiotherapy Planning Evaluation／放射線治療 計画評価
：〜：

座長

川内野友彦(長崎大学病院)
吉田幸人(大分大学医学部附属病院)

. 高リスク前立腺癌に対する小線源治療併用 ,057 の有害事象と  次元的線量予測 4$ との関連性の検討
. 多発性脳転移に対する同一アイソセンタによる治療計画の比較
. 前立腺癌 ,057 施行時の直腸内ガス充満法による直腸壁への線量低減効果
. $SSOLFDWLRQ 7KLFNQHVV RI 7RSLFDO 6NLQ $JHQWV ,QIOXHQFH RQ 6XUIDFH 'RVH LQ ([WHUQDO 5DGLDWLRQ 7KHUDS\

金沢大学附属病院

小島礼慎

広島市立広島市民病院

工藤剛吏

岐阜医療科学大学

下郷智弘

鳥取大学医学部附属病院

御古謙太

. +HOLFDO 7\SH /LQHDU $FFHOHUDWRU IRU (VRSKDJHDO &DQFHU 8VLQJ 1RYHO )DQ6KDSHG &RPSOHWH %ORFN LQ 5DGLRWKHUDS\ 7UHDWPHQW 3ODQV 3URYLGHV
5HPDUNDEOH 5HGXFWLRQ RI 5DGLDWLRQ 'RVH WR /XQJV

1DWLRQDO <DQJ 0LQJ 8QLYHUVLW\

3HL<L 7VDL

. 7KH 'RVLPHWULF (YDOXDLRQ RQ 3KRWRQ (QHUJ\ (IIHFW IRU &HUYLFDO &DUFLQRPD ,QWHQVLW\ 0RGXODWHG 5DGLRWKHUDS\ ,057 3ODQV
&KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\

4 月 13 日(木)

9DQLGD 3RROQDSRO

F203 + 204

Imaging Techniques and Research (CT) Cardiac: Contrast Technique／撮影(CT)心臓：造影
：〜：

座長

山口隆義(華岡青洲記念心臓血管クリニック)
高田忠徳(金沢大学附属病院)

.  列冠動脈 &7 の至適撮影タイミング：大動脈時間濃度曲線による新たな決定法
. 冠動脈 &7 における造影効果に心臓弁膜症が与える影響

九州大学病院

白坂

秋田県立脳血管研究センター

. 心臓 &7 での心房細動症例における心内血栓評価方法

中央会尼崎中央病院



崇

佐々木文昭
鎌田照哲

一般研究発表プログラム

. 管電圧変化時にウインドウ調整が冠動脈ステントの描出能に及ぼす影響

東北医科薬科大学病院

田浦将明

Imaging Techniques and Research (CT) Myocardial Perfusion／撮影(CT)心筋パーフュージョン
：〜：

座長

山本浩之(倉敷中央病院)
藤岡知加子(広島大学病院)

. 造影 &7 による心筋パーフュージョン定量イメージングのための統計値を用いたノイズ除去法

藤田保健衛生大学大学院

. &7心筋ダイナミック 3HUIXVLRQ におけるノイズ低減技術の影響
. 7KH 2SWLPDO 6WDUW 7LPLQJ RI +HOLFDO 6FDQ IRU &7 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ &73 8VLQJ 0'&7

間瀬嗣巳

江戸川病院

佐藤英幸

岐阜ハートセンター

水崎陽仁

. 'HYHORSPHQW RI 6HYHULW\ 0DS IRU 4XDQWLWDWLYH 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ 2QH 6KRW $QDO\VLV LQ  5RZV 0XOWL 'HWHFWRU &7
藤田保健衛生大学大学院 1DGHHND +HPDFKDQGUD

Imaging (MRI) Extremity／画像(MRI)四肢
：〜：

座長

高島弘幸(札幌医科大学附属病院)
風間清子(新潟手の外科研究所病院)

. 膝関節撮像における骨軟部用 9DULDEOH 5HIRFXV )OLS $QJOH ' )6( についての基礎的検討

聖隷佐倉市民病院

小泉百未

. ([DPLQDWLRQ RI WKH 0RVW 6XLWDEOH 'UDZLQJ $QJOH RI WKH $QWHULRU &UXFLDWH /LJDPHQW DQG WKH 3RVWHULRU &UXFLDWH /LJDPHQW LQ WKH .QHH -RLQW IRU 0DJQHWLF
5HVRQDQFH ,PDJLQJ

昭和大学病院

半田千波

. 6LPSOLILHG $SSURDFK WR 4XDQWLILFDWLRQ IRU +DQG 6\QRYLWLV LQ 5KHXPDWRLG $UWKULWLV 8VLQJ '\QDPLF &RQWUDVW (QKDQFHG 05, )XOO$XWRPDWLF 3L[HO%\
3L[HO $QDO\VLV

北海道大学大学院

. *HRPHWU\ 9DULDWLRQV LQ &DOFDQHRILEXODU /LJDPHQW E\ $QNOH 3RVLWLRQ 8VLQJ ' %DODQFHG 66)3 6HTXHQFH

小林勇渡

札幌医科大学附属病院

赤塚吉紘

. 6SRLOHG *UDGLHQW (FKR を利用した 4XLHVFHQW,QWHUYDO 6LQJOH6KRW 05 $QJLRJUDSK\ の画質検討

愛知医科大学病院

遠藤

真

. 頸部 05, 撮像における ; 線消化管造影剤「硫酸バリウム」を用いた磁場補正効果の検証

千葉県済生会習志野病院

永田

覚

Imaging (MRI) Brain: Imaging Technique／画像(MRI)脳：撮像技術
：〜：

座長

山村憲一郎(大阪医科大学附属病院)
木村大輔(大阪市立大学医学部附属病院)

. 拡張型ラジアルスキャンと従来型ラジアルスキャンの動き補正機能の比較
. 脳深部刺激装置埋め込み時に使用するナビゲーション画像の最適シーケンスと撮像条件の検討

明和病院

尾崎佳弘

島根大学医学部附属病院

麻生弘哉

. 頭部 05, 画像の正常白質部平均信号値による規格化を用いた白質病変定量評価の試み―白質信号値分布の検討―
さいたま市立病院

佐藤吉海

. %DFNJURXQG )LHOG 5HPRYDO 7HFKQLTXH 8VLQJ 1RQ5HJXODUL]HG 9DULDEOH .HUQHOV 6RSKLVWLFDWHG +DUPRQLF $UWLIDFW 5HGXFWLRQ IRU 3KDVH 'DWD LQ
4XDQWLWDWLYH 6XVFHSWLELOLW\ 0DSSLQJ

名古屋市立大学病院

. 頭部 ' $6/ における UHIRUPDW 処理後の解剖学的位置と &%) 値の検討

菅

長野市民病院

博人

小林昌樹

Imaging (General Radiography, IVR) Dose Reduction／画像(単純 X 線・IVR)被ばく低減
：〜：

座長

岸本健治(大阪市立大学医学部附属病院)
伊泉哲太(大阪国際がんセンター)

. (YDOXDWLRQ 0HWKRG IRU 2SWLPDO 6FDWWHUHG 5DGLDWLRQ &RUUHFWLRQ 3URFHVVLQJ 8VLQJ WKH ([SRVXUH ,QGH[

埼玉県済生会川口総合病院

森

一也

. 'LJLWDO =RRP )XQFWLRQ DQG $XWRPDWLF %ULJKWQHVV &RQWURO LQ 3HUFXWDQHRXV &RURQDU\ ,QWHUYHQWLRQ &RPSDULVRQ RI 5DGLDWLRQ ([SRVXUH 5HGXFWLRQ (IIHFW
DQG ,PDJH 4XDOLW\ $VVHVVPHQW

一宮市立市民病院

. $SSOLFDWLRQ RI D 1HZ ,QWHUSRODWLRQ 7HFKQLTXH IRU 'RVH 5HGXFWLRQ LQ 7RPRV\QWKHVLV

鳥取大学医学部附属病院

長谷川謙司
福井亮平

Imaging (General Radiography, Fluoroscopy) CAD: Radiography／画像(単純 X 線・透視)CAD：X 線検査
：〜：

座長

李

鎔範(新潟大学)

渡部晴之(群馬県立県民健康科学大学)
. &RPSXWHUL]HG $QDO\VLV RI )LQJHU -RLQW 6SDFH 1DUURZLQJ LQ 5KHXPDWRLG $UWKULWLV 3DWLHQWV $ 5HSURGXFLELOLW\ 6WXG\ ZLWK DQ (PSKDVLV RQ WKH (IIHFW RI
6WHURLG 7UHDWPHQW

北海道大学大学院

. 0HDVXUHPHQW &DSDELOLW\ RI 5HJLRQDO 3XOPRQDU\ )XQFWLRQ LQ '\QDPLF &KHVW 5DGLRJUDSK\ $ 3UHOLPLQDU\ 6WXG\ LQ 3LJV



金沢大学

波多野克哉
田中利恵

一般研究発表プログラム

. '\QDPLF &KHVW 5DGLRJUDSK\ IRU )ROORZ8S $VVHVVPHQW RI 'LDSKUDJPDWLF 0RYHPHQW
. 機械学習を用いたノイズ低減処理の有用性

金沢大学

田中利恵

和恒会ふたば病院

藤原泰裕

Imaging (Multi-modality) CAD: Multi-modality／画像(マルチモダリティ)CAD：マルチモダリティ
：〜：

座長

田中利恵(金沢大学)
小野寺崇(東北大学病院)

. $XWRPDWHG 'HWHFWLRQ RI %UHDVW 7XPRUV 8VLQJ 'HGLFDWHG %UHDVW 3(7 ,PDJHV DQG 3(7  &7 ,PDJHV 3UHOLPLQDU\ 6WXG\ RQ D +\EULG 'HWHFWLRQ 6FKHPH
藤田保健衛生大学大学院
. $XWRPDWHG 6HJPHQWDWLRQ RI 1RUPDO $UWLFXODU &DYLW\ IRU 5KHXPDWRLG $UWKULWLV LQ 8OWUDVRQRJUDSK\
. 頭部 &7 検査における自動 035 処理技術の開発

箕浦菜月

群馬県立県民健康科学大学

渡部晴之

秋田県立脳血管研究センター

高橋規之

. &ODVVLILFDWLRQ RI 6WRRO DQG *DV LQ /DUJH ,QWHVWLQH 8VLQJ 0DFKLQH /HDUQLQJ

熊本大学大学院

4 月 14 日(金)

冨原香菜子

501

Imaging Techniques and Research (MRI) Musculoskeletal: MRE, MRS／撮影(MRI)骨軟部：MRE，MRS
：〜：

座長

穐山雄次(広島大学病院)
本城圭祐(広島市民病院)

. 05 (ODVWRJUDSK\ におけるホース長変化による生体内での振動強度変化

首都大学東京

. 05 (ODVWRJUDSK\ において異なる振動位相画像を得るための新しい手法

首都大学東京

. 梨状筋 05 (ODVWRJUDSK\ に適切な加振パッドの配置位置の検討

波部哲史
五十嵐佳佑

首都大学東京

植木貴道

. 05 (ODVWRJUDSK\(05()による大腰筋の弾性率測定

首都大学東京大学院

大西孝明

. 汎用 05 (ODVWRJUDSK\ 技術と 'L[RQ 法の融合

首都大学東京大学院

沼野智一

. &KDUDFWHULVWLFV RI )DW &RQWHQW LQ 3DUDVSLQDO 0XVFOH 8VLQJ 05 6SHFWURVFRS\ $QDO\VLV RI ,QWUD DQG ([WUD0\RFHOOXODU /LSLGV
札幌医科大学附属病院

4 月 14 日(金)

高島弘幸

503

Radiation Protection (CT) Dose Evaluation／放射線防護(CT) 線量評価
：〜：

座長

舛田隆則(土谷総合病院)
山崎大輔(国立国際医療研究センター病院)

. ([SRVHG 'RVH (YDOXDWLRQ :KLFK 8VHG WKH 5DGLRSKRWROXPLQHVFHQW *ODVV 'RVLPHWHU RI WKH $XGLWRU\ 2VVLFOH &7 6FDQ

産業医科大学病院

永元啓介

. )HDVLELOLW\ RI /RZ'RVH &7 IRU 3DWLHQWV RI 'LIIHUHQW $JHV 8QGHUJRLQJ &DUGLDF 3(7&7 RU 63(&7&7 $ 3KDQWRP 6WXG\
7]X&KL 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\
. &7 検査における 'RVH /HQJWK 3URGXFW を用いた胎児線量の推定

+XQJ7H <DQJ

名古屋共立病院

松永雄太

. 8VHIXOQHVV RI 6L]H6SHFLILF 'RVH (VWLPDWHV 66'( IRU 9ROXPH DQG +HOLFDO 6FDQV LQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ &7 ([DPLQDWLRQ
北海道大学

寺嶋真凜

聖隷健康サポートセンター 6KL]XRND

鈴木千晶

. (YDOXDWLRQ RI 5DGLDWLRQ ([SRVXUH DQG ,PDJH 4XDOLW\ LQ /XQJ &DQFHU 6FUHHQLQJ 8VLQJ /RZGRVH &RPSXWHG 7RPRJUDSK\

. 患者体型の取得方法の違いによる 66'( の比較

東京慈恵会医科大学附属柏病院 栗山

4 月 14 日(金)

和

414 + 415

Clinical Safety and Others／医療安全 他
：〜：
. 診療報酬における診療放射線技師の相対的評価

座長

小林大輔(筑波大学附属病院)
日本鋼管病院

佐藤武夫

. 8VH RI 6FDWWHU 5DGLDWLRQ 3URMHFWLRQ 0DSSLQJ IRU 7UDLQLQJ RI 1XUVLQJ 3HUVRQQHO

藤田保健衛生大学

小林正尚

. 当院での &7 造影検査同意書の問診項目における記載漏れの現状と分析

東北大学病院

小野勝範



一般研究発表プログラム

Imaging Techniques and Research (IVR) Evaluation／撮影(IVR)評価
座長

：〜：

加藤英樹(栃木県立がんセンター)
大築慎一(栃木県済生会宇都宮病院)

. 肝動脈塞栓療法における栄養血管自動検出の観察者信頼性

大阪大学医学部附属病院

日高国幸

. (IIHFWV RI 6FDWWHUHG ;UD\ 3KRWRQV RQ ,PDJH 4XDOLW\ RI &$UP &RQH%HDP &RPSXWHG 7RPRJUDSK\
7]X&KL 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\
. 'HYHORSPHQW RI D 1HZ 'LJLWDO 6XEWUDFWLRQ $QJLRJUDSK\ 7HFKQLTXH IRU &RURQDU\ $UWHU\ YLD 0DFKLQH /HDUQLQJ

+XQJ+VXDQ 6KH

広島国際大学

山本めぐみ

. (YDOXDWLRQ RI WKH 8VHIXOQHVV RI 7LPH $[LV *UDQXODU 0HDVXUHPHQWV IRU 9DVFXODU )OXRURVFRS\ DQG 5DGLRJUDSK\
福島県立医科大学附属病院

角田和也

Imaging Techniques and Research (IVR) Analysis／撮影(IVR)解析
：〜：

座長

福西康修(彩都友紘会病院)
坂部大介(熊本大学医学部附属病院)

.  機種の ' ワークステーションにおける脳動脈瘤の計測精度の比較

藤田保健衛生大学病院

鈴木崇宏

. $ )XQGDPHQWDO 6WXG\ RQ WKH &KDUDFWHULVWLFV RI &$UP &7 3URWRFROV DQG %ORRG 9ROXPH ,PDJH LQ $EGRPLQDO ,PDJLQJ
大阪市立大学医学部附属病院

垣見明彦

小倉記念病院

佐保辰典

. 血管形状が頸動脈分岐部における血流動態に及ぼす影響の定量的評価

. ([DPLQDWLRQ RI WKH &)' $QDO\VLV 5HVXOW WR %H 6HHQ LQ WKH 2FFXUUHQFH 3DUW RI WKH &HUHEUDO $QHXU\VP ([DPLQDWLRQ ZLWK WKH 3KDQWRP DQG WKH &OLQLFDO
6WXG\

昭和大学大学院

中井雄一

Imaging Techniques and Research (IVR) Technology／撮影(IVR)技術
：〜：

座長

坂本

肇(山梨大学医学部附属病院)

宮川

潤(信州大学医学部附属病院)

. &7 ガイド下ラジオ波凝固療法における固定具を用いた体位保持精度向上の検討

都島放射線科クリニック

. 脳血管治療の予測に関係する要因の基礎研究

名古屋大学大学院

. &OLQLFDO ([SHULHQFH RI WKH 6LPXOWDQHRXV 6FDQ 7HFKQLTXH IRU +&& ,PDJLQJ

大阪市立大学医学部附属病院

. 経皮的冠動脈形成術における被ばく線量低減のための 'LJLWDO =RRP 機能の臨床的有用性

4 月 14 日(金)

一宮市立市民病院

上本賢司
栗山

巧

高尾由範

長谷川謙司

ハーバーラウンジ B

Imaging Techniques and Research (Other) Tomosynthesis／撮影(その他)トモシンセシス
：〜：

座長

中島正弘(市立甲府病院)
池野

. ディジタルトモシンセシスにおける撮影距離が断層面分解能に及ぼす影響

薫(国立がん研究センター東病院)

東京女子医科大学東医療センター

佐藤圭太

. 人体ファントムを使用した腰椎トモシンセシス撮影における断層厚と金属アーチファクトの評価に関する検討
京都大学医学部附属病院
. 腰椎側面トモシンセシスにおける至適撮影条件の基礎的検討
. トモシンセシスにおける 7+$ 側面撮影法の検討

4 月 14 日(金)

丸山修紀

杏林大学医学部付属病院

橋本直也

社会医療法人栗山会飯田病院

後藤龍哉

F201 + 202

Radiotherapy Dose Management／放射線治療 線量管理
：〜：

座長

久家教幸(宮崎大学医学部附属病院)
中口裕二(熊本大学医学部附属病院)

. 0HDVXUHPHQW RI (QWUDQFH 6NLQ 'RVH E\ ;UD\ )OXRURVFRSLF 7UDFNLQJ LQ '\QDPLF 7XPRU 7UDFNLQJ 5DGLRWKHUDS\ 8VLQJ 6PDOOW\SH 2SWLFDOO\
6WLPXODWHG /XPLQHVFHQFH 'RVLPHWHU
. ' &%&7 を用いた孤立性肺腫瘍に対する被ばく線量管理と撮影条件の検討
. 頭頚部放射線治療時における蛍光ガラス線量計を用いた頚部体表面線量に関する検討



広島がん高精度放射線治療センター

松浦貴明

杏林大学医学部付属病院

水野将人

東北大学病院

佐藤尚志

一般研究発表プログラム

. 9DOLGDWLRQ RI ,QFLGHQW 'RVH DQG 6FDQ &RQGLWLRQV RI D &%&7 6FDQ 8VLQJ D &RPPHUFLDO 6HPLFRQGXFWRU 'RVLPHWHU
近畿大学医学部附属病院

松本賢治

金沢医科大学病院

齊藤久紘

. 頭頚部 ,*57 における N9 撮影が与える水晶体への被ばく線量の評価

Radiotherapy Radiological Biology／放射線治療 放射線生物
：〜：

座長

富永正英(徳島大学大学院)
本田弘文(愛媛大学医学部附属病院)

. 酵素標的・増感放射線療法の初期経験報告

長崎県島原病院

井上陽太

弘前大学

上野達也

. 放射線治療における生物学的な情報を含めた線量の最適化のための基礎的検討
. '1$ 'DPDJH (VWLPDWLRQ 0RGHO %DVHG RQ WKH &HOO &\FOH DQG 6WDWLVWLFDO 9DULDWLRQ RI 5DGLDWLRQ (QHUJ\ 'HSRVLWLRQ

北海道大学大学院

. サポートベクターマシンを用いた神経膠腫患者における放射線治療後の生存期間予測

駒澤大学

森

諒輔

水谷拓也

Imaging Techniques and Research (MRI) Head and Neck MRA／撮影(MRI)頭頸部血管
：〜：

座長

石坂欣也(北海道大学病院)
原田邦明(日立製作所)

. (YDOXDWLRQ RI 6HOHFWLYH 0DJQHWLF 5HVRQDQFH $QJLRJUDSK\ 8VLQJ $UWHULDO 6SLQ /DEHOLQJ 0DJQHWLF 5HVRQDQFH $QJLRJUDSK\
広島平和クリニック
. 静音シーケンスにおける体動抑制機能併用時の静音効果

長谷川俊輔

(株)日立製作所

. 造影剤を用いた 72)05$ における頭蓋内ステント内腔の血管描出能の検討

岡

兵庫医科大学病院

邦治

池田

崇

. 頸動脈プラークにおける VLPXOWDQHRXV QRQFRQWUDVW DQJLRJUDSK\ DQG LQWUDSODTXH KHPRUUKDJH(61$3)シーケンスの有用性の検討
総合病院聖隷三方原病院
. 7KH ,QYHVWLJDWLRQ RI 7KUHVKROGV RI 9HVVHO :DOO %LRPDUNHUV WR 3UHGLFW ,QLWLDWLRQ RI ,QWUDFUDQLDO $QHXU\VPV

松本卓弥

名古屋大学大学院

水野

崇

. &RPSDULVRQ RI 6SDUVLW\ EHWZHHQ )RXUGLPHQVLRQDO 7LPH RI )OLJKW 0DJQHWLF 5HVRQDQFH $QJLRJUDSK\ '72) 05$ DQG $UWHULDO 6SLQ /DEHOLQJ
0DJQHWLF 5HVRQDQFH $QJLRJUDSK\ $6/ 05$

東海大学医学部付属病院

齋藤俊輝

Imaging Techniques and Research (MRI) Liver: Contrast Enhancement, MRE／
撮影(MRI)肝臓：造影，MRE
：〜：

座長

福澤

圭(虎の門病院)

渋川周平(東海大学医学部付属病院)
. 高速パラレルイメージングを使用した肝臓 05, 検査の動脈相  相撮像の検討

虎の門病院

辻

良憲

. 6LPXODWLRQ RI 5LQJLQJ $UWLIDFWV LQ 0XOWLDUWHULDO 3KDVH '\QDPLF 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ 8VLQJ D .H\KROH 7HFKQLTXH
新潟大学医歯学総合病院

近藤達也

. (YDOXDWLRQ RI 9LHZ 6KDULQJ 3HUFHQWDJH DQG 5HIHUHQFH 3KDVH LQ )RXU'LPHQVLRQDO 7:HLJKWHG +LJK 5HVROXWLRQ ,PDJLQJ ZLWK 9ROXPH ([FLWDWLRQ '
7+5,9(
. 05 (ODVWRJUDSK\ 特有のパーシャルボリューム効果の存在
. 0DJQHWLF 5HVRQDQFH (ODVWRJUDSK\(05()の息止め不良による測定値への影響

4 月 14 日(金)

近畿大学医学部附属病院

森本大介

首都大学東京大学院

伊東大輝

横浜栄共済病院 石井泰貴

F203 + 204

Imaging (Multi-modality) Breast／画像(マルチモダリティ)乳腺
：〜：

座長

石井里枝(徳島文理大学)
廣田晶子(鳥取大学医学部附属病院)

. ([DPLQDWLRQ RI WKH 2EMHFWLYH 4XDOLW\ &RQWURO 0HDVXUHV IRU %UHDVW 8OWUDVRXQG 8VLQJ WKH 3KDQWRP $QDO\VLV 7RRO $Q ,QLWLDO 6WXG\

. モンテカルロシミュレーションを用いた高エネルギー領域での入射光子数と平均乳腺線量の検討
. マンモグラフィ透視撮影の基礎検討

岐阜医療科学大学

篠原範充

名古屋大学

鈴木怜奈

慶應義塾大学病院

根本道子

. 演題取り下げ
. ,GHQWLILFDWLRQ RI 5HVHFWHG %UHDVW 6SHFLPHQV 8VLQJ ;UD\ 6SHFWUXP ZLWK D &DGPLXP 7HOOXULGH 'HWHFWRU



名古屋大学大学院

佐々木毬子

一般研究発表プログラム

. マンモグラフィのための高解像度医療用カラーモニタとタブレット端末の物理評価

岐阜医療科学大学

篠原範充

Imaging (MRI) Heart／画像(MRI)心臓
座長

：〜：

後藤康裕(東京女子医科大学病院)
吉田学誉(東京警察病院)

. ([SHULHQFH RI &DUGLRYDVFXODU 0DJQHWLF 5HVRQDQFH 7PDSSLQJ 8VLQJ D  7 6FDQQHU LQ &DUGLRP\RSDWK\ 3DWLHQWV

. 7 05, 装置を用いた心筋 7PDSSLQJ に関する基礎検討

神戸市立医療センター中央市民病院

名定良祐

神戸市立医療センター中央市民病院

名定良祐

. パラレルイメージングにおける受信コイル設定および位相エンコード方向の変化に対する画質特性の比較
. 心臓 05, 検査における心電図電極配置のための心軸角度の推定方法の検討

長野中央病院

石坂幸太

虎の門病院

鈴木秀郷

帝京大学

河窪正照

藤田保健衛生大学大学院

福井啓太

. シネ 05 画像の時間的および空間的な補間処理による  次元の心臓 05 イメージング
. 心臓 05, を用いたモデル解析と 2 水 3(7 で測定された心筋血流値の比較

Imaging (MRI) Imaging Processing and Evaluation／画像(MRI)画像処理，画質評価
座長

：〜：

川下郁生(広島国際大学)
高津安男(大阪赤十字病院)

. (YDOXDWLRQ RI 0HFKDQLFDO :DYHV RI 05 (ODVWRJUDSK\

徳島大学大学院

. %DVLF 6WXG\ RQ 1RLVH 5HGXFWLRQ 0HWKRG RI WKH 0HGLFDO ,PDJHV 8VLQJ 'HHS %LODWHUDO )LOWHU

松元友暉

藤田保健衛生大学大学院

. 6SDUVH &RGLQJ 6XSHU5HVROXWLRQ LQ 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ

山田あゆみ

大阪大学大学院

大田淳子

. 3URSRVDO IRU ,PSURYHPHQW RI 1RLVH 0HDVXUHPHQW $FFXUDF\ LQ 615 0HDVXUHPHQW 8VLQJ WKH ,GHQWLFDO 5HJLRQ RI ,QWHUHVW 0HWKRG
四国こどもとおとなの医療センター

石川和希

東北大学大学院

会田健人

. 05, における異なる非線形フィルタ特性の 136 による評価
. ,QYHVWLJDWLRQ RI WKH 615 1HFHVVDU\ IRU 3UHFLVH 07) 0HDVXUHPHQW LQ 05,

栗原市立栗原中央病院

吉田

礼

Imaging Techniques and Research (CT) Dual-energy: Basic Evaluation／
撮影(CT)Dual Energy：基礎評価
：〜：

座長

福井利佳(東京女子医科大学東医療センター)
野村恵一(国立がん研究センター東病院)

. $FFXUDF\ RI WKH 9LUWXDO 8QHQKDQFHPHQW $OJRULWKP IRU 'XDO(QHUJ\ &7 ([SHULPHQWDO $VVHVVPHQW RQ D 6ZLQH /LYHU 3KDQWRP
近畿大学医学部附属病院
. 'XDO (QHUJ\ &7 を用いた物質弁別における撮影線量の検討
. 仮想単色 ; 線画像によるビームハードニングアーチファクト低減の基礎的検討
. 異なる造影剤濃度が仮想単純 &7 画像に与える影響についての基礎的検討
. 試料の &7 値測定を目的とした 'XDO(QHUJ\ 仮想単色 &7 の活用：ピットフォールとその回避

河野雄輝

東京慈恵会医科大学附属病院

伊藤隆一

埼玉県済生会川口総合病院

城處洋輔

-$ 尾道総合病院

河本佳則

大阪大学医学部附属病院

山田幸子

. 6WXG\ RI &UHGLEOH 6L]H RI 5HJLRQ RI ,QWHUHVW XQGHU *HPVWRQH 6SHFWUDO ,PDJLQJ 6FDQQLQJ %DVHG RQ D 6WDQGDUG :DWHU 3KDQWRP
;LDPHQ 1R +RVSLWDO

/LXKRQJ =KX

Imaging Techniques and Research (CT) Dual-energy: Clinical 1／撮影(CT)Dual Energy：臨床応用 1
：〜：

座長

石田智一(福井大学医学部附属病院)
西山徳深(岡山済生会総合病院)

. ,QYHVWLJDWLRQ RI 2SWLPXP &RQGLWLRQV IRU ,RGLQH ([WUDFWLRQ ,PDJLQJ DIWHU 5HFDQDOL]DWLRQ 7KHUDS\ IRU $FXWH ,VFKHPLF 6WURNH
東京女子医科大学八千代医療センター

福田幸太郎

. $VVHVVPHQW RI /RFDO %HDP +DUGHQLQJ (IIHFW LQ EHWZHHQ +LJK $WWHQXDWLRQ 2EMHFWV E\ &RPSDULQJ 6LQJOH (QHUJ\ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ &7 DQG 'XDO
(QHUJ\ &7

昭和大学藤が丘病院

中島潤也

. 0HDVXUHPHQW $FFXUDF\ RI WKH ,RGLQH 'HQVLW\ 8VLQJ D 0\RFDUGLXP 3KDQWRP LQ D 5DSLG N9S 6ZLWFKLQJ 'XDO (QHUJ\ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\

. 'XDO(QHUJ\ &7 を用いた尿路結石の解析評価
. 造影剤の &7 値の変化による低管電圧撮影と仮想単色 ; 線の優位性の検討



鳥取大学医学部附属病院

岸本淳一

大阪南医療センター

北川智彦

-$ 長野厚生連篠ノ井総合病院

白石芳樹

一般研究発表プログラム

Imaging Techniques and Research (CT) Metal Artifact: Evaluation and Reduction Technique／
撮影(CT)金属アーチファクト：評価・低減法
：〜：

座長

宮下宗治(耳鼻咽喉科麻生病院)
佐藤由佳(東北大学病院)

. (YDOXDWLRQ RI 5HVWHQRVLV DIWHU &DURWLG $UWHU\ 6WHQWLQJ &RPSDULVRQ RI &7 ,PDJHV 5HFRQVWUXFWHG ZLWK )XOO ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ DQG 8OWUDVRXQG
,PDJHV

広島大学病院

. 金属アーチファクト低減処理に対する逐次近似応用画像再構成の影響

山形大学医学部附属病院

保吉和貴

金沢大学

川嶋広貴

. 新たなアームアーチファクト低減 &7 画像再構成アルゴリズムの有用性
. (YDOXDWLRQ RI ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ ,PDJHV 8VLQJ D 6WDWLVWLFDO 0HWKRG DQG &KHVW 3KDQWRP

横町和志

埼玉医科大学総合医療センター

中根 淳

慶應義塾大学病院

益田翔太

. 金属アーチファクト低減処理を併用した &7 サブトラクション撮影法の検討

. ペースメーカー・徐細同機装着時におけるメタルアーチファクト低減再構成を用いた $JDWVWRQ 6FRUH の評価
東京大学医学部附属病院

井野賢司

. )XOO 5HFRQVWUXFWLRQ RI 9DOYH /HDIOHWV DIWHU 7UDQVFDWKHWHU $RUWLF 9DOYH 5HSODFHPHQW IRU 9LVLELOLW\ (YDOXDWLRQ $ 3KDQWRP )HDVLELOLW\ 6WXG\
三井記念病院

4 月 15 日(土)

皆川利浩

501

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Instrument／核医学(SPECT・Planar)機器
：〜：

座長

伊藤茂樹(熊本大学大学院)

. 小動物 63(&73(7&7 装置における性能評価

金沢大学

荻原

. 7KH 2SWLPL]DWLRQ RI WKH 5HFRQVWUXFWLRQ 3DUDPHWHU IRU 6PDOO $QLPDO 63(&73(7&7 6\VWHP

金沢大学

菅野貴之

俊

. 7KH 'HYHORSPHQW RI 1HZ 6HPLFRQGXFWRU 'HWHFWRUV 8VLQJ 7KDOOLXP %URPLGH IRU 6LQJOH3KRWRQ (PLVVLRQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 3HUIRUPDQFH
(YDOXDWLRQ RI WKH 0XOWL3L[HO 'HWHFWRU

東北大学大学院

長野宣道

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Brain and Cardiac Imaging／核医学(SPECT・Planar)脳・心
：〜：

座長

安藤

彰(北海道大野記念病院)

坪井孝達(浜松赤十字病院)
. 脳波用皿電極が 6,6&20 に及ぼす影響の評価

西新潟中央病院

. 脳腫瘍シンチグラフィにおける新たな定量的指標の検証

川崎医科大学総合医療センター

宮井將宏

名古屋大学大学院

椋本竜斗

. 63(&7&7 装置を用いた心縦隔比計測の精度向上に関する研究
.

P

7F 心筋血流イメージング位相解析用ノーマルデータベースの構築とその影響因子

. 8VHIXOQHVV RI WKH )LUVW 3DVV ,PDJHV LQ

P

西片純基

金沢大学

多々見鈴果

7F 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ 6FLQWLJUDSK\ &RPSDULVRQ ZLWK &DUGLDF &7 DQG WKH 63(&7
岡山赤十字病院

都能和俊

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Multi-focus Fan Beam Collimator, Semiconductor Detector／
核医学(SPECT・Planar)多焦点コリメータ・半導体カメラ
：〜：

座長

松友紀和(杏林大学)
石村隼人(愛媛大学医学部附属病院)



. 多焦点コリメータを用いた , 心筋 63(&7 における有用性

金沢大学

新妻あゆみ

. 6WXGLHV RI ,PDJH &RQWUDVW LQ 6LPXOWDQHRXV 0\RFDUGLDO ,PDJLQJ ZLWK 'XDO 5DGLRQXFOLGHV 8VLQJ &DUGLDF )RFXVLQJ &ROOLPDWRU
名古屋大学大学院

国本啓太

. 9DOLGDWLRQ RI 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ ,PDJLQJ 8VLQJ 0XOWLIRFDO &ROOLPDWRU &RPSDUHG ZLWK &RQYHQWLRQDO 6LQJOHSKRWRQ (PLVVLRQ &RPSXWHG
7RPRJUDSK\ DQG (FKRFDUGLRJUDSKLF 0HDVXUHPHQW

金沢大学附属病院

米山寛人

. (YDOXDWLRQ RI :DOO 7KLFNHQLQJ RQ 0\RFDUGLDO 63(&7 8VLQJ 5HFRQVWUXFWLRQ $OJRULWKPV LQ D 6ROLG6WDWH 'HGLFDWHG &DUGLDF &DPHUD
倉敷中央病院

坪井邦仁

兵庫県立姫路循環器病センター

石原 克

福岡県済生会二日市病院

福永智久

. 心臓専用半導体検出器型ガンマカメラにおける 7KDOOLXP 心筋血流 63(&7 の洗い出し率に関する検討

. 心臓専用半導体 63(&7 装置の計数率特性の検討
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Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Quantitative Analysis／核医学(SPECT・Planar)定量解析
：〜：

座長

山本泰司(島根大学医学部附属病院)
山永隆史(大阪市立大学医学部附属病院)

. 6WDQGDORQH 63(&7 装置における骨 63(&7 定量ソフトウェアの基礎的検討

北海道がんセンター

北尾友香

. 63(&7 における大臓器の定量化の検討

住友病院

川口弘之

国際医療福祉大学

三輪建太

東邦大学医療センター大森病院

今井太一

. 骨 63(&7&7 における解剖学的標準化機能を用いた新たな評価指標の検討
. 画像再構成条件と統計ノイズが 63(&7 データから作成した放射能濃度画像へ及ぼす影響

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Image Processing／核医学(SPECT・Planar)画像処理
：〜：

座長

坂口和也(北里大学)
甲斐勇二(+3 広島病院)

. 投影データ補間法を用いた 63(&7 再構成像の画質評価

広島国際大学大学院

. 1RQ8QLIRUP 6DPSOLQJ 3LWFK $FTXLVLWLRQ 0HWKRG LQ 0\RFDUGLDO 63(&7

藤田保健衛生大学大学院

. 投影データの短時間収集における機械学習を用いた 63(&7 画像のノイズ低減に関する研究
. 核医学画像に対する超解像の最適なパラメータの検討

広島国際大学大学院
大阪市立大学医学部附属病院

山口雄貴
塚本

圭

村上弘典
片山

豊

. ,QIOXHQFH RI 3L[HO 6L]HV LQ WKH 5HIHUHQFH &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ ,PDJH RQ 6LQJOH3KRWRQ (PLVVLRQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 5HFRQVWUXFWLRQ 8VLQJ
+LJK 5HVROXWLRQ )UDPHRI5HIHUHQFH

鳥取大学医学部附属病院

奥田恭平

. (YDOXDWLRQ RI 7XPRU 'HWHFWDELOLW\ LQ 3ODQDU DQG 6LQJOH3KRWRQ (PLVVLRQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ ,PDJHV E\ %RQH 6FLQWLJUDSK\ 8VLQJ D 1RYHO &KHVW
3KDQWRP

成田記念病院

4 月 15 日(土)

三須義直
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Imaging Techniques and Research (MRI) Cardiovascular, Large Vessel／撮影(MRI)心大血管
：〜：

座長

京谷勉輔(神戸大学医学部附属病院)
山田達也(三菱神戸病院)

. 0XOWLVKRW (3, 法を用いた  回呼吸停止下での非造影 FRURQDU\ 05$

熊本大学医学部附属病院

. 0XOWLVKRW (3, 収集を用いた非造影胸部大動脈の撮像

熊本大学医学部附属病院

森田康祐

倉敷中央病院

中河賢一

. 大動脈弓部を対象とした 7 強調パルス併用 ' %ODFN%ORRG 7XUER 6SLQ(FKR の検討
. 0XOWL 9(1& を用いた ' IORZ の検討

森田康祐

宮崎大学医学部附属病院

吉本真也

倉敷中央病院

福島沙知

. ' )ORZ を用いた腸骨動脈の血流評価：' 法との比較

Imaging Techniques and Research (MRI) Head and Neck／撮影(MRI)頭頸部
：〜：

座長

加藤広士(新別府病院)
沖川隆志(済生会熊本病院)

. 聴神経・内耳領域における *UDGLHQW DQG 6SLQ(FKR(*5$6()法を用いた 'LIIXVLRQ:HLJKWHG ,PDJLQJ(':,)

岡山赤十字病院

黒崎貴雅

. ,QIOXHQFH RI %ODGH :LGWK RQ WKH $SSDUHQW 'LIIXVLRQ &RHIILFLHQW LQ +HDG DQG 1HFN 'LIIXVLRQ 05 ,PDJLQJ 8VLQJ 5DGLDO 6FDQ
山口県立総合医療センター

澄川哲夫

. 頭頸部模擬ファントムにおける脂肪含有率の測定精度  3RLQW 0RGLILHG ',;21 76( と  3RLQW 0RGLILHG ',;21 の比較
九州大学大学院

原

薫

. 9LVXDOL]DWLRQ RI WKH %UDFKLDO 3OH[XV 8VLQJ 'LUHFW &RURQDO 'LIIXVLRQ 7HQVRU ,PDJLQJ ZLWK 7XUER 6SLQHFKR 'LIIXVLRQZHLJKWHG ,PDJLQJ
東千葉メディカルセンター

能勢毅一

. 頭部 05, 領域におけるカプセル内視鏡用電磁波防護服の影響の検証

住友病院

谷口正成

. カプセル内視鏡用電磁波防護服における開口部の大きさと 5) 波減衰曲線の関係について

住友病院

桑垣竜也
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4 月 15 日(土)

503

Imaging Techniques and Research (General Radiography) Image Processing, Other／
撮影(単純 X 線)画像処理・その他
座長

：〜：

樫山和幸(大阪府立急性期・総合医療センター)
市川卓磨(藤田保健衛生大学病院)

. 3K\VLFDO (YDOXDWLRQ RI ([WUHPHO\/RZ6SDFLDO)UHTXHQF\ ,PDJH 3URFHVVLQJ LQ ([DPLQDWLRQ RI .QHH -RLQW DQG /XPEDU 6SLQH
奈良県立医科大学附属病院

間井良将

. 3K\VLFDO (YDOXDWLRQ RI ([WUHPHO\/RZ6SDFLDO)UHTXHQF\ ,PDJH 3URFHVVLQJ LQ ([DPLQDWLRQ RI /DWHUDO &HUYLFDO 6SLQH
奈良県立医科大学附属病院

宮島祐介

大阪大学医学部附属病院

松澤博明

産業医科大学病院

高木剛司

. 超低周波強調処理による腰椎手術における穿刺針の視認性向上に関する評価
. 胸部ファントムを用いた骨減弱処理特性の定量的評価
. )3' の実効エネルギー感度依存特性の検討

福井大学医学部附属病院

吉澤沙織

公立福生病院

市川重司

. 性能指数の概念を利用した特殊画像の定量的評価(画質と撮影条件)の試み

Imaging Techniques and Research (General Radiography) Scattered Radiation Processing／
撮影(単純 X 線)散乱線処理
座長

：〜：

由地良太郎(東海大学医学部付属八王子病院)
間井良将(奈良県立医科大学附属病院)

. 散乱線補正処理における撮影条件の検討
. 散乱線除去処理技術における超低格子比処理を用いた四肢領域への検討

杏林大学医学部付属病院

白川佑也

日本大学医学部附属板橋病院

田所秋宏

大阪南医療センター

向川佳穂

. 胸部ポータブル撮影における散乱線補正処理技術の運用に関する検討

. 7KH )OXFWXDWLRQV LQ 6 9DOXHV $UH &DXVHG E\ D &KDQJH LQ WKH %RG\ 7KLFNQHVV LQ WKH 6FDWWHUHG 5D\ &RUUHFWLRQ 3URFHVVLQJ DQG WKH 5HDO *ULG GXULQJ
3RUWDEOH &KHVW 5DGLRJUDSK\ ([DPLQDWLRQV

高知大学医学部附属病院

明間 陵

. 7KH (YDOXDWLRQ RI 'RVH 5HGXFWLRQ (IIHFW RI %HG6LGH ;UD\ ,PDJLQJ E\ (TXLSSLQJ 9LUWXDO *ULG RQ ;UD\ 3DQHO &OLQLFDO 3HUVSHFWLYH RI &KLQD
7KH )LUVW $IILOLDWHG +RVSLWDO RI *XDQJ]KRX 0HGLFDO 8QLYHUVLW\

4 月 15 日(土)

-LD[L <X

414 + 415

Imaging (Multi-modality) Visual Evaluation, etc／画像(マルチモダリティ)視覚評価他
：〜：

座長

篠原範充(岐阜医療科学大学)
谷口杏奈(群馬県立県民健康科学大学)

. 3K\VLFDO DQG 9LVXDO (YDOXDWLRQ RI '\QDPLF ,PDJHV RQ D /LTXLG &U\VWDO 'LVSOD\

つくば国際大学

. 52& $QDO\VLV IRU (YDOXDWLQJ &OLQLFDO /&'V 8VLQJ D &RPSXWHU 0RGHO 2EVHUYHU

奥村英一郎

熊本大学大学院

. 超音波動画像観察におけるリフレッシュレートの影響についての検討
. 4XDQWLILFDWLRQ RI WKH 'LIIHUHQFH LQ $SSHDUDQFH RI D '5 ,PDJH 'XH WR 66,0

境

宏

大阪大学医学部附属病院

高尾友也

社会医療法人財団相澤病院

滝沢宏匡

. 'HYHORSPHQW RI D &OLQLFRUDGLRORJLFDO 3URFHGXUH WR 9HULI\ WKH $FFXUDF\ RI 0HGLFDO 7KUHHGLPHQVLRQDO 3ULQWLQJ

久留米大学病院

片山礼司

Imaging (General Radiography) Scattered Radiation Correction Processing／画像(単純 X 線)散乱線処理
：〜：

座長

東出

了(名古屋市立大学病院)

今花仁人(北里研究所メディカルセンター病院)
. 胸部画像におけるディジタル散乱線除去処理と撮影条件の基礎的検討

大阪府立急性期・総合医療センター

榎本善文

. 被写体厚の厚い腹部における散乱線補正処理への応用

香川大学医学部附属病院

森本真壽

. 低出生体重児のポータブル撮影に向けた散乱性補正処理技術の基礎的検討

東京大学医学部附属病院

青野裕樹

. %DVLF 6WXG\ RI WKH /XPEDU 6SLQH /DWHUDO ,PDJHV 8VLQJ WKH 6FDWWHUHG 5DGLDWLRQ &RUUHFWLRQ 3URFHVVLQJ LQ WKH 2SHUDWLQJ 5RRP
東海大学医学部付属八王子病院



根本果歩
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Medical Information System Development／医療情報 システム構築
：〜：

座長

志村浩孝(東北大学病院)
横岡由姫(放射線医学総合研究所臨床研究クラスタ病院)

. ',&20 6XSSOHPHQW 実装によるマルチベンダ環境下でのモニタ品質管理体制の構築

大阪医科大学附属病院

. 3UDFWLFDO $SSOLFDWLRQ RI :HE%DVHG 6HDUFKDEOH 6\VWHP WR &RQILUP 05, &RPSDWLELOLW\ IRU 0HGLFDO ,PSODQW
. 他院との画像データ相互授受のための一工夫

熊本大学大学院

. 放射線画像研究会のための参加型会議システムの検討

大

藤原康博

沖縄県立中部病院

. $XWRPDWLF 0DWFKLQJ 機能を応用した診察室での超音波検査画像のファイリングについて

五孝

久場

匡

広島市立舟入市民病院

今井康介

東京大学医科学研究所附属病院

吉田宜清

Medical Information Operations Analysis, Education, Others／医療情報 運用分析，教育，その他
：〜：

座長

谷

祐児(旭川医科大学病院)

伊藤暢浩(刈谷豊田総合病院)
. 医用画像において，03(* $9&+ 及び + 動画変換の最適圧縮率の検討

倉敷中央病院

板谷英樹

. 放射線治療情報システムの更新に対して追求した結果の報告

大垣市民病院

高木

. 技師読影を活用した三重読影(受診回数による影響の検討)

東京大学医学部附属病院

等

工藤清宜

. 6(5948$/ モデルを利用した患者ロイヤリティを高める要因の検証
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院
. 人工知能技術を用いた画像検索とキーワード検索による蓄積症例有効活用の取組

4 月 15 日(土)

小檜山奈津留

福井大学

田中雅人

ハーバーラウンジ B

Device Development and Others／装置開発 他
：〜：

座長

水上慎也(北里大学)
坂井上之(東千葉メディカルセンター)

. &7 のボリュームデータを用いた ' プリンタ造形時における基礎検討

釧路孝仁会記念病院

君島

. ' プリンタを用いた多目的疑似乳房モデルの構築に関する検討

愛知県立大学大学院

山田早姫

誠

. &RQVLGHUDWLRQ RI WKH )RRWSULQW 6DYLQJ :LGH%RUH 7 05, WR $SSOLFDEOH WR WKH ([LVWLQJ 7 05, ,QVWDOODWLRQ 6SDFH DQG $FWXDO $SSOLFDEOH 5DWH
東芝メディカルシステムズ(株)

石原隆尋

. ,PSURYHPHQW RI WKH 6HQVH RI 2SHQQHVV LQ 05, ([DPLQDWLRQ E\ 9LUWXDO %RUH ZLWK 'RPH6KDSHG 6FUHHQ DQG :LGH 0LUURU
東芝メディカルシステムズ(株)

4 月 15 日(土)

上田

祐

F201 + 202

Imaging (CT) Image Processing／画像(CT)画像処理
：〜：

座長

市川勝弘(金沢大学)
久冨庄平(山口大学医学部附属病院)

. )XQGDPHQWDO 6WXG\ RQ WKH 1RLVH 5HGXFWLRQ (IIHFW RI WKH ' ,PDJH ,QWHUSRODWLRQ 6RIWZDUH IRU &7 $QJLRJUDSK\

名鉄病院

富田羊一

. )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI 6HTXHQWLDO 6XEWUDFWLRQ LQ '\QDPLF 9ROXPH &7 $QJLRJUDSK\

藤田保健衛生大学 竹内明日香

. )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI 7LPH0,3 DQG 7LPH680 LQ &7 $QJLRJUDSK\

藤田保健衛生大学

竹内明日香

. 7KH )HDVLELOLW\ RI %RG\0DVV DQG %RG\ 0DVV ,QGH[ %DVHG ,QGLYLGXDOL]HG 3URWRFRO LQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 3XOPRQDU\ $QJLRJUDSK\
)LUVW $IILOLDWHG +RVSLWDO RI =KHQJ]KRX 8QLYHUVLW\

/LPLQJ /L

. $SSOLFDWLRQ WR WKH 0HGLFDO )LHOG RI ,QH[SHQVLYH 3HUVRQDO ' 3ULQWHUV 0RGHOLQJ RI &RURQDU\ $UWHULHV DQG &DOFLILHG /HVLRQV
北海道大学大学院 川内敬介
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Imaging (CT) Image Analysis 1／画像(CT)画像解析 1
：〜：

座長

原

孝則(中津川市民病院)

永井優一(国立病院機構東埼玉病院)
. ,PSURYHG 'HWHFWLRQ 0HWKRG RI 6NXOO )UDFWXUH LQ +HDG &7 ,PDJHV 8VLQJ 6XUIDFH 6HOHFWLYH %ODFN+DW 7UDQVIRUP
藤田保健衛生大学大学院
. 'HHS /HDUQLQJ %DVHG 6XSHU5HVROXWLRQ LQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\

山田あゆみ

大阪大学大学院

. $SSO\LQJ '\QDPLFDO 5HFRQVWUXFWLRQ 0HWKRG %DVHG RQ +HOOLQJHU 'LVWDQFH 0LQLPL]DWLRQ WR ;UD\ &7 ,PDJLQJ
. 腎ダイナミック造影 &7 を用いた (53) および *)5 測定のための腎皮質部輪郭の自動抽出

梅原健輔

徳島大学大学院

池田大輔

藤田保健衛生大学大学院

西尾仁志

Imaging (CT) Image Analysis 2／画像(CT)画像解析 2
：〜：

座長

佐藤和宏(東北大学病院)
内山良一(熊本大学大学院)

. ' ワークステーションにおける肺動静脈分離機能の精度に関する検討
. 7KH ,QIOXHQFH RI 5HFRQVWUXFWLRQ &RQGLWLRQ WR WKH 5HVXOWV RI /XQJ $QDO\VLV

鹿児島市立病院

木原悠太

東邦大学医療センター大森病院

飯塚響子

. ,PDJH 4XDOLW\ $VVHVVPHQW RI 7KLUGJHQHUDWLRQ 'XDOVRXUFH &7 DQG URZ $UHD 'HWHFWRU &7 8VLQJ &RQWUDVW 6LJQDOWRQRLVH 5DWLR

. 新しい 'LJLWDO 3KDQWRP 作成ツールと肝動脈後期相を用いた低コントラスト検出能の評価

中津川市民病院

丹羽伸次

札幌医科大学付属病院

今井達也

Imaging (CT) Iterative Reconstruction: Image Evaluation／画像(CT)逐次近似再構成：画質評価
：〜：

座長

瓜倉厚志(静岡県立静岡がんセンター)
高橋規之(秋田県立脳血管研究センター)

. $ &RPSDULVRQ RI &7 ,PDJH 4XDOLW\ LQ 'LIIHUHQW ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ $OJRULWKPV

新潟大学医歯学総合病院

吉田皓文

. 新しい 0RGHO%DVHG ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ における再構成パラメーター(5HFRQ 6HWWLQJ)に関する検討
東京女子医科大学東医療センター

中山 卓

. 新しい 0RGHO%DVHG ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ における再構成パラメーター(7DUJHW 7KLFNQHVV)に関する検討
東京女子医科大学東医療センター
. (YDOXDWLRQ RI +\EULGW\SH ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ 8VLQJ ' 6LJQDOWRQRLVH 5DWLR LQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\

山本雄三

宮城県立がんセンター

後藤光範

東北大学

富永千晶

. 逐次近似応用再構成における信号量の測定について

Imaging (General Radiography, IVR) Image Evaluation／画像(単純 X 線・IVR)画像評価
：〜：

座長

國友博史(名古屋市立大学病院)
鈴木省吾(刈谷豊田総合病院)

. ワンショット長尺撮影システムの視覚評価と正規化相互相関値による信号検出能の検討

埼玉県済生会川口総合病院

土田拓治

昭和大学病院

大澤三和

. 動画像の評価を目的とした動態血管ファントムの改良
. $VVHVVPHQW RI ,PDJH &KDUDFWHULVWLFV LQ %RQH 6XSSUHVVLRQ 3URFHVVLQJ 6RIWZDUH
. '5RWDWLRQ $QJLRJUDSK\ における 5HFRQVWUXFWLRQ )LOWHU 減少に関する画質への影響 脳動脈瘤の鮮鋭化

宮城県立がんセンター

遠藤武蔵

昭和大学藤が丘病院

内山裕史

Imaging (MRI) Spine／画像(MRI)脊椎
：〜：

座長

坂井好永(八重洲クリニック)

. $SSOLFDWLRQ RI 7:HLJKWHG 5HYHUVHG *UDGLHQW 6SRLOHG (FKR IRU WKH 'LDJQRVLV RI 5DGLFXORSDWK\
東京女子医科大学八千代医療センター

大内 光

. 6XSSUHVVLRQ RI WKH 9HUWHEUDO $UWHU\ 6LJQDO DQG 9LVXDOL]DWLRQ RI WKH &HUYLFDO 1HUYH 5RRW 8VLQJ 7ZHLJKWHG 5HYHUVHG *UDGLHQW 6SRLOHG (FKR
東京女子医科大学八千代医療センター
. (IIHFW RI 3UHSDUDWLRQ 7LPH ZLWK 7UKR DQG 7 9DOXH 2EWDLQHG IURP &RPELQHG 7UKR DQG 7 0DSSLQJ



札幌医科大学附属病院

吉丸大輔
今村

塁
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Imaging (MRI) Brain Function／画像(MRI)脳機能
：〜：

座長

笠井治昌(名古屋市立大学病院)
井上勝博(三重大学医学部附属病院)

. 脳 05, 画像研究における標本脳の有用性

首都大学東京

. 遺伝子型と画像特徴を用いたコンピュータ支援診断アルツハイマー型認知症における脳萎縮の評価
. 多発性硬化症患者における )$ 画像と )/$,5 画像の =VFRUH PDS の視覚的比較
. 下肢機能回復訓練期間中の脳 I05, の変移における /DWHUDOLW\ ,QGH[ の有用性

羽賀

柔

熊本大学大学院

甲斐千遥

北海道医療センター

村田潤平

筑波大学サイバニクス研究センター

五月女康作

Imaging (MRI) Head and Neck MRA／画像(MRI)頭頸部血管
：〜：

座長

高尾

渉(岡山旭東病院)

吉崎紀雄(光生病院)
. ,PDJH 4XDOLW\ 'HSHQGHQFH RI &RPSUHVVHG 6HQVLQJ 05 $QJLRJUDP RQ )XOO\ 6DPSOHG &HQWUDO N6SDFH $UHD 1XPHULFDO 3KDQWRP 6WXG\

. 5DGLDO VFDQ を併用した 'LUHFW 6DJLWWDO 頚部 05$ の検討

東北大学大学院

三浦洋亮

函館脳神経外科病院

岩本勝一

. 2SWLPDO ,PDJLQJ 3DUDPHWHUV IRU 7PDSSLQJ $FTXLVLWLRQ LQ &DURWLG $UWHU\ 3ODTXH ,PDJLQJ 8VLQJ 0DJQHWL]DWLRQSUHSDUHG 7ZR 5DSLG $FTXLVLWLRQ
*UDGLHQW (FKRHV

兵庫医科大学病院

柴山弘寛

. ' +LJK 5HVROXWLRQ 'HOD\ &RQWUDVW (QKDQFHG ,PDJLQJ IRU 6LPXOWDQHRXV &DURWLG DQG ,QWUDFUDQLDO 9HVVHO :DOO (YDOXDWLRQ
:XKDQ 8QLRQ +RVSLWDO +XD]KRQJ 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\

4 月 15 日(土)

/LX ;LDRPLQJ

F203 + 204

Radiotherapy Irradiation Technique／放射線治療 照射技術
：〜：

座長

照井正信(秋田大学医学部附属病院)
藤原純一(岩手医科大学附属病院)

. 脊椎腫瘍に対するロボット型放射線治療における照射体位に関する検討

南東北がん陽子線治療センター

太田裕樹

. 9HULILFDWLRQ RI WKH 5HSURGXFLELOLW\ RI 'HHS ,QVSLUDWLRQ %UHDWK +ROG 7UHDWPHQW IRU /HIW %UHDVW 8VLQJ ' %RG\ 6XUIDFH 6FDQQHU

. 乳房放射線治療における皮膚線量の評価〜ボーラス使用回数の検討〜

聖隷浜松病院

松永卓磨

滋賀医科大学医学部附属病院

原田直樹

. 超音波用ジェルを用いたボーラスの応用

浅ノ川総合病院

太郎田融

. 90$7 を用いた脳脊髄照射の検討

福岡徳洲会病院

村上

. 前立腺照射における 5HDOWLPH 9LUWXDO 6RQRJUDSK\ を用いた超音波での直腸前処置評価

刈谷豊田総合病院

亮

木村友哉

Radiotherapy Measurement／放射線治療 計測
：〜：

座長

下郷智弘(岐阜医療科学大学)
清水秀年(愛知県がんセンター中央病院)

. 2 &RQQRU の定理によるプラスチックファントムの水等価性

駒澤大学大学院

. &RPSUHKHQVLYH 0RWLRQ $FFXUDF\ $VVHVVPHQW RI D 6FDQQLQJ :DWHU 7DQN 8VLQJ D N9LPDJLQJ 'HYLFH

手稲渓仁会病院

. 上流の -DZ の位置精度が小照射野の線量計測に及ぼす影響

小林裕直

佐々木文博

関西電力病院

奥畑勝也

. 6WXG\ RI (YDOXDWLRQ 0HWKRG IRU ,RQ 5HFRPELQDWLRQ &RUUHFWLRQ )DFWRU E\ 7KLUGSDUW\ 5DGLRWKHUDS\ 4XDOLW\ $VVXUDQFH $FWLYLW\ LQ +LURVKLPD
広島がん高精度放射線治療センター

Radiotherapy 4D Planning, Moving Object Tracking／放射線治療
：〜：

細野郁華

4D 計画・動体追尾
座長

小島秀樹(札幌東徳洲会病院)
阿部匡史(,,3 札幌医療センター)

. (YDOXDWLRQ RI WKH 'RVHYROXPH +LVWRJUDP GXULQJ %UHDWKLQJ 3KDVHV 8VLQJ URZ :LGHYROXPH 5HVSLUDWLRQV\QFKURQL]HG &RPSXWHG 7RPRJUDSK\
6FDQV

仙台厚生病院

阿部美津也

. ,PSURYLQJ WKH 9LVXDOL]DWLRQ $FFXUDF\ IRU 7XPRU &RQWRXULQJ 8VLQJ VOLFH )RXUGLPHQVLRQDO &RPSXWHG 7RPRJUDSK\
済生会横浜市東部病院



鈴木健太郎
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. 6WXG\ RI )DFWRUV $IIHFWLQJ WKH 7UDFNLQJ $FFXUDF\ RI WKH 5HVSLUDWRU\ 7UDFNLQJ 6\VWHP RI ,PDJHJXLGHG 5RERWLF 5DGLRVXUJHU\ 6\VWHP
横浜サイバーナイフセンター

井上光広

Radiotherapy Irradiation Position, Setup Error／放射線治療 照射位置・セットアップエラー
：〜：

座長

笈田将皇(岡山大学大学院)
川守田龍(多根総合病院)

. (YDOXDWLRQ RI WKH &RUUHODWLRQ EHWZHHQ γ 3DVVLQJ 5DWH DQG '9+ ,QGLFHV 'XH WR 6HWXS (UURUV 8VLQJ D 6HQVLWLYLW\ &RHIILFLHQW
京都大学医学部附属病院

佐々木誠

. (VWLPDWLRQ RI 6XLWDEOH 2EVHUYDWLRQ 5HJLRQ IRU 5HVSLUDWRU\ 0RWLRQ 0RQLWRULQJ LQ 7KUHH'LPHQVLRQDO 6XUIDFH ,PDJLQJ
藤田保健衛生大学大学院
. '9+ を用いた前立腺外部放射線治療の評価

吹田徳洲会病院

. 画像誘導が困難な場合の画像誘導法を検討する

中神史恵
森本智恵美

吹田徳洲会病院

芝谷周一

. (YDOXDWLRQ RI 8QFHUWDLQWLHV LQ $FFHOHUDWHG 3DUWLDO %UHDVW ,UUDGLDWLRQ E\ 8VLQJ D 6WUXWEDVHG 'HVLJQ %UDFK\WKHUDS\ $SSOLFDWRU
昭和大学病院

久保

聡

Imaging Techniques and Research (MRI) Genitourinary／撮影(MRI)泌尿生殖器
：〜：

座長

小味昌憲(宮崎大学医学部附属病院)
太田

雄(済生会熊本病院)

. 腎容積計測における 7 強調用 SUHSXOVH 併用 ' E66)3 の撮像条件の最適化

倉敷中央病院

成石将平

. 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ 05, JXLGHG %UDFK\WKHUDS\ LQ WKH 8QGHUO\LQJ 6WXG\ RI &HUYLFDO &DQFHU $ 0XOWLFHQWHU 05,FRQWUDVW (YDOXDWLRQ 8VLQJ
D 3KDQWRP

千葉大学医学部附属病院

池田洋平

. 前立腺 '&(05, において PROPO 造影剤が前立腺癌の薬物動態アプローチによる定量値に与える影響
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
. 前立腺 '&(05, において高濃度造影剤が定量値に与える影響

夏井坂智希

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

富樫敦史

Imaging Techniques and Research (MRI) Basic Technique and Technology／撮影(MRI)基礎技術
：〜：

座長

寺田理希(磐田市立総合病院)
菅

. '76( 法におけるスライス方向 FKHPLFDO VKLIW の影響

博人(名古屋市立大学病院)
東海大学医学部付属病院

堀江朋彦

. 金属塞栓物質の磁化率アーチファクトに対する 8OWUDVKRUW 7(，'$6/ 法および .H\KROH 法の有用性の比較検討
自治医科大学附属さいたま医療センター

綾部佑介

九州大学大学院

原田伸明

首都大学東京大学院

沼野智一

. 'HYHORSPHQW RI D 3KDQWRP 6LPXODWLQJ )LEURWLF /HVLRQV LQ 'LIIXVLRQZHLJKWHG ,PDJLQJ
. 05 (ODVWRJUDSK\ 用標準ファントムに適応した加振パッドの運用

4 月 15 日(土)

国立大ホール

Imaging Techniques and Research (CT) Ultra High-resolution CT／撮影(CT)超高精細 CT
：〜：

座長

中屋良宏(静岡県立静岡がんセンター)
西丸英治(広島大学病院)

. 超高精細 &7 の超高分解能を担保するための技術開発について

東芝メディカルシステムズ(株)

. 超高精細 &7 における空間分解能およびノイズ特性の基礎検討

藤田保健衛生大学病院

. 合成 663(6OLFH 6HQVLWLYLW\ 3URILOH)を用いた超高精細 &7 のスライス厚の測定
. (YDOXDWLRQ RI 035 ,PDJH LQ 8OWUD +LJK 5HVROXWLRQ &7
. (YDOXDWLRQ RI 3DUWLDO 9ROXPH (IIHFW LQ 8OWUD +LJK 5HVROXWLRQ &7

大崎皓貴

土井裕次郎

岩手医科大学附属病院

千葉工弥

藤田保健衛生大学

辻岡勝美

藤田保健衛生大学

辻岡勝美

. 超高精細 &7 と従来 &7 の比較：フェアな比較は可能か？

耳鼻咽喉科麻生病院

宮下宗治

. 超高精細 &7 と従来 &7 の比較：ルーチン検査は可能か？

国立がん研究センター中央病院

長澤宏文
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Imaging Techniques and Research (CT) Colonography／撮影(CT)大腸
座長

：〜：

鈴木雅裕(イーメディカル東京

遠隔画像診断センター)

松田勝彦(済生会熊本病院)
. 6WXG\ RI %RZHO 3UHSDUDWLRQ 4XDOLW\ LQ &7 &RORQRJUDSK\ ZLWK /XELSURVWRQH %RZHO 3UHSDUDWLRQ

栃木医療センター

菊池啓人

. 大腸 '&7 における低減された 3(*& 法とルビプロストンを用いた前処置法の残渣量の比較

栃木医療センター

江連美波

徳島健生病院

岩野晃明

国立がん研究センター中央病院

宮崎紘樹

. &7 &RORQRJUDSK\ におけるバリウムを使用した腸管洗浄剤低用量分割飲用法の評価
. 可変ヘリカルピッチ撮影機能を用いた検診 &7& における被ばく低減の可能性

4 月 16 日(日)

501

Imaging (MRI) Chest and Abdomen／画像(MRI)胸腹部
：〜：

座長

川崎伸一(市立旭川病院)
尾崎正則((& ヘルスケア・ジャパン(株))

. '\QDPLF 05, における乳腺腫瘍の組織型分類

九州がんセンター

宮嵜義章

昭和大学病院

吉井伸之

東京女子医科大学八千代医療センター

丸山知郁

. 非造影 05$' シーケンスを用いた肺動脈血栓描出の検討
. 肝臓における自由呼吸下での 'LIIXVLRQ .XUWRVLV ,PDJLQJ が 0HDQ .XUWRVLV 値に与える影響

. 7KH 'LDJQRVLV RI ,QWUDKHSDWLF &KRODQJLRFDUFLQRPD ZLWK *'(2%'73$HQKDQFHG 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ &RPELQH ZLWK ':,
7KH 7XPRU +RVSLWDO RI +DUELQ 0HGLFDO 8QLYHUVLW\

=KRX <DQJ

. &RUUHODWLRQ EHWZHHQ %LOLDU\ 7UDFW (QKDQFHPHQW LQ *G(2%'73$ (QKDQFHG +HSDWRELOLDU\ 3KDVH ,PDJHV DQG /LYHU )XQFWLRQ

.  ポイントディクソン法の肝自動脂肪比率画像における *G(2%'73$ 造影剤の影響

岐阜大学医学部附属病院

梶田公博

熊本大学医学部附属病院

清水紀恵

Imaging (Multi-modality) Image Analysis／画像(マルチモダリティ)画像解析
：〜：

座長

福岡大輔(岐阜大学)
神谷直希(愛知県立大学)

. 一般撮影検査における自動ポジショニング法開発の試み：頚部  方向撮影における基準点の自動認識
.  次元位置情報電磁ナビゲーションシステムにおける 9LUWXDO &DWKHWHU 7LS の表示位置の傾向

熊本大学大学院

鶴岡礼奈

杏林大学医学部付属病院

岩本敏彦

九州大学大学院

津留弘樹

. $XWRPDWHG $QDO\VLV RI &RQWUDVW'HWDLO 3KDQWRP ,PDJHV IRU ,PDJH 4XDOLW\ $VVHVVPHQW

. 流体力学を用いた新しい冠動脈解析について〜&KURQLF 7RWDO 2FFOXVLRQ ファントムを用いた側副血行路の評価〜

. 視差情報を用いたステレオ画像の深さの定量化
. 小型・安価な視線解析システムを使用した視線解析の試み

昭和大学病院

橘高大介

自衛隊中央病院

柳澤宏樹

中央医療技術専門学校

今尾

仁

Imaging (CT) Dual-energy: Clinical 2／画像(CT)Dual Energy：臨床応用 2
：〜：

座長

大橋一也(名古屋市立大学病院)
林

則夫(群馬県立県民健康科学大学)

. (YDOXDWLRQ RI 5DGLDWLRQ 'RVH DQG ,PDJH 4XDOLW\ RI 'XDO(QHUJ\ &7 YV $QG 6LQJOH(QHUJ\ &7 LQ &UDQLDO 1RQ&RQWUDVW (QKDQFHPHQW $FTXLVLWLRQ  $
3KDQWRP 6WXG\

&KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\

6DUDZXW 7RQJNXP

. 7KH 6WXG\ RI 5DGLDWLRQ 'RVH DQG ,PDJH 4XDOLW\ LQ &KHVW 3KDQWRP 8VLQJ 6LQJOH DQG 'XDO(QHUJ\ &7 6HWWLQJV
&KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\
. 'XDO (QHUJ\ ,PDJLQJ &7 と 050 を比較した乳管内進展描出能の検討
. 'XDO (QHUJ\ &7 を用いた 1$)/' の早期診断
. )DVW .9 6ZLWFKLQJ 'XDO (QHUJ\ &7 における骨挫傷検出の基礎検討

7DQLQFKDL -XWDZLUL\D

広島市立安佐市民病院

行友奏子

手稲渓仁会病院

板谷春佑

岡山済生会総合病院

西山徳深

. (YDOXDWLQJ %RQH 0DUURZ (GHPD 8VLQJ WKH 'XDOHQHUJ\ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ &7 9LUWXDO 1RQFDOFLXP 7HFKQLTXH LQ 3DWLHQWV ZLWK $QNOH
2VWHRDUWKULWLV

金沢大学附属病院



花岡慎介

一般研究発表プログラム

Imaging (CT) Brain and Pancreas Perfusion／画像(CT)脳・膵パーフュージョン
：〜：

座長

原

武史(岐阜大学大学院)

大村知己(秋田県立脳血管研究センター)
. &RPSDULVRQ RI &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 3HUIXVLRQ DQG ,LRGRDPSKHWDPLQH 6LQJOHSKRWRQ (PLVVLRQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ LQ %UDLQ
倉敷中央病院

渡辺大輝

. (YDOXDWLRQ RI WKH 4XDQWLWDWLYLW\ RI 9DULRXV $QDO\WLFDO 6\VWHPV 8VLQJ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 3HUIXVLRQ ,PDJLQJ $ 3KDQWRP 6WXG\
小倉記念病院

桑畑

. (YDOXDWLRQ RI %UDLQ &7 3HUIXVLRQ 8VLQJ WKH %D\HVLDQ (VWLPDWLRQ $OJRULWKP

倉敷中央病院

山本浩之

聖

. (IIHFW RI 7HPSRUDO 6DPSOLQJ 5DWH RQ 3DQFUHDV %ORRG )ORZ LQ 3HUIXVLRQ &7

三重大学医学部附属病院

山崎暁夫

Imaging Techniques and Research (CT) Cardiac: Clinical／撮影(CT)心臓：臨床
：〜：

座長

井田義宏(藤田保健衛生大学病院)
越智茂博(東千葉メディカルセンター)

. (YDOXDWLRQ RI 7DEOH 6LIW LQ &DUGLDF &7 0HDVXUHPHQW RI 0RWLRQ $UWLIDFW

藤田保健衛生大学 辻岡勝美

. 小児心臓 &7 検査における至適心位相の検討

島根大学医学部附属病院

飯島 順

熊本大学大学院

坂部大介

藤田保健衛生大学病院

松本良太

. &7))5 解析における冠動脈 &7$ 画像の心位相の影響
. (YDOXDWLRQ RI PP'LDPHWHU &RURQDU\ 6WHQWV ZLWK 8OWUD+LJK 5HVROXWLRQ &7
. 超高精細 &7 を用いた冠動脈石灰化スコアの検討

岩手医科大学附属病院

佐々木忠司

. $ 1RYHO 6RIWZDUH3URWRW\SH RQ /HIW $WULDO $UFKLWHFWXUH )HDWXUHV 8WLOL]LQJ &7 ,PDJLQJ $ 3KDQWRP &RPSDULVRQ 6WXG\
1DWLRQDO <DQJ 0LQJ 8QLYHUVLW\

4 月 16 日(日)

-LQJ<L 6XQ

502

Imaging Techniques and Research (General Radiography) Breast／撮影(単純 X 線)乳腺
：〜：

座長

. 乳腺密度可変型ファントムにおける石灰化の評価

西出裕子(岐阜医療科学大学)
東京女子医科大学東医療センター

. (YDOXDWLRQ RI DQ $LG IRU $GMXVWLQJ %UHDVW 7KLFNQHVV LQ 0DPPRJUDSK\ *XLGHG 9DFXXP $VVLVWHG %LRSV\
. 7KH &OLQLFDO $SSOLFDWLRQ RI 'LJLWDO %UHDVW 7RPRV\QWKHVLV '%7

昭和大学大学院

大竹有紀

沼生加奈子

&DQFHU +RVSLWDO &KLQHVH $FDGHP\ RI 0HGLFDO 6FLHQFHV :HQ :HQ )DQ

Imaging Techniques and Research (General Radiography, Dual-energy X-ray Absorption) Bone, Other／
撮影(単純 X 線，骨密度)骨撮影・その他
：〜：

座長

松澤博明(大阪大学医学部附属病院)
間壁直樹(汐田総合病院)

. 鎖骨撮影における入射方向による描出能の違い

東京女子医科大学東医療センター

. 体位変換を必要としないアントンセン撮影法

小川拓実

昭和大学病院

上原由理亜

. (YDOXDWLRQ RI WKH 8VHIXOQHVV DQG $FFXUDF\ RI 3UHRSHUDWLYH 7RWDO +LS $UWKURSODVW\ 7+$ 5DGLRJUDSKV

さいたま赤十字病院

大河原侑司

. 股関節撮影()DOVH 3URILOH 法)における撮影体位および角度の検討

埼玉県済生会栗橋病院

渡邉城大

. 長尺撮影装置を用いた全脊椎側面撮影における撮影条件の最適化

獨協医科大学病院

瀬崎英典

. 7KH 4XDOLW\ &RQWURO RI 'XDO(QHUJ\ ;UD\ %RQH 0LQHUDO 'HQVLW\ 'HYLFH $FFRUGLQJ WR WKH %HDP &KDUDFWHULVWLFV

.RUHD 8QLYHUVLW\

4 月 16 日(日)

+\HPLQ 3DUN

503

Theme Session Head and Neck／テーマ演題 頭頸部
：〜：

座長

内田幸司(えだクリニック整形外科リハビリテーション科)
佐藤広崇(草加市立病院)

. 'HYHORSPHQW RI D %UDLQ 3KDQWRP 'LVSOD\LQJ ,PDJH &RQWUDVW DQG &RQVWUXFWLRQ 6LPLODU WR 7KRVH RI LQ 9LYR 05 7 DQG 7:,
筑波大学サイバニクス研究センター
. 5DGLDWLRQ 'RVH $QDO\VLV RI ,QWHUQDO &DURWLG $QHXU\VP 7UHDWPHQW ZLWK )ORZ 'LYHUWHU 6WHQW



虎の門病院

五月女康作
川内

覚

一般研究発表プログラム

. ,QYHVWLJDWLRQ RI WKH 'DUN %DQG $UWLIDFWV 5HGXFWLRQ LQ WKH 1HFN '&7 $QJLRJUDSK\

誠光会草津総合病院

岡田裕貴

. :RUNVWDWLRQ の脳血管抽出機能を利用した頸部 &7$ サブトラクションの試み

岩手医科大学附属病院

太田佳孝

国立病院機構仙台医療センター

高橋大樹

. (YDOXDWLRQ RI 1HRLQWLPDO &RYHUDJH RI 6WHQW 8VLQJ 1HFN 05$ DIWHU &$6

. 8VHIXOQHVV RI D 3KDVHUDWLR ,PDJH 0DS IRU &HUHEUDO ,VFKHPLF 'LVHDVH LQ '&7 &RPSDULVRQ ZLWK D 3(7 ,PDJH
秋田県立脳血管研究センター

4 月 16 日(日)

大村知己

414 + 415

Measurement (Lens Dose&Dosimeter) Radiation Dose Evaluation／計測(水晶体・線量計)線量評価
：〜：

座長

浅田恭生(藤田保健衛生大学)
山口義樹(株式会社千代田テクノル)

. 眼の水晶体線量測定用線量計の基本特性の評価
. 従来の個人線量計に対する  PP 線量当量線量計の有用性
. 0HDVXUHPHQW RI (\H /HQV 'RVH IURP ,QWHUYHQWLRQDO 5DGLRORJ\ 3URFHGXUHV 3KDQWRP 6WXG\

茨城県立医療大学

佐藤

斉

獨協医科大学病院

福住

徹

&KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\

. ,QWHUQDWLRQDO 6WDQGDUGV DQG 3URWRFROV RI 'RVLPHWU\ IRU 5DGLRORJ\ ZLWK $FWLYLW\ RI ,627&6&:*

0DQDQFKD\D 9LPROQRFK

.RUHD 8QLYHUVLW\

&KDQJEXP .LP

Measurement (Hazard) Radiation Dose Evaluation／計測(放射線災害)線量評価
：〜：

座長

広藤喜章(セントメディカル・アソシエイツ --$)
関本道治(筑波大学)

. シンチレーション式簡易測定器による空間線量率モニタリングポストの構築と評価

帝京大学

. 融点を利用したトリチウム濃縮

首都大学東京

大松将彦
西

航平

. .QRZOHGJH RI WKH 6FUHHQLQJ 2UJDQL]DWLRQ 6WDII RQ ,RQL]LQJ 5DGLDWLRQ DW WKH 6LWH RI WKH )XNXVKLPD 1XFOHDU 'LVDVWHU $ &RPSDUDWLYH 6WXG\ EHWZHHQ
 DQG 

宮城県対がん協会

八島幸子

. 'HYHORSPHQW RI 2SHUDWLRQDO ,QWHUYHQWLRQ /HYHO IRU )RRG &RQWURO GXULQJ (DUO\ 3KDVH RI D 1XFOHDU DQG 5DGLRORJLFDO (PHUJHQF\
.RUHD ,QVWLWXWH RI 1XFOHDU 6DIHW\

6DQJ +\XQ 3DUN

Measurement (IVR) Radiation Dose Evaluation／計測(IVR)線量評価
：〜：

座長

庄司友和(東京慈恵会医科大学附属柏病院)
川内

覚(虎の門病院)

. )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI D 1RYHO 5DGLDWLRQ 'RVLPHWHU 8VLQJ D 0XOWL&KDQQHO 5HDO7LPH 0RQLWRU
. 面積線量計を用いた脳血管造影検査の臓器線量・実効線量推定に関する検討
. 乳児ファントムを用いた測光領域の違いによる皮膚線量の比較

4 月 16 日(日)

東北大学

稲葉洋平

弘前大学医学部附属病院

山本裕樹

榊原記念病院

山田美輝

F201 + 202

Imaging Techniques and Research (CT) Basic Evaluation／撮影(CT)基礎技術
：〜：

座長

後藤光範(宮城県立がんセンター)
山口

. 汎用 &7 装置におけるインパルス法を用いた時間分解能測定

功(大阪物療大学)
秋田厚生医療センター

. 呼吸動態 &7 撮影法の基礎検討：ブタ肺による時間分解能と逐次近似再構成の評価

滋賀医科大学医学部附属病院

. 管電圧と逐次近似応用画像再構成法が &7 ラングサブトラクション法に与える影響

杏林大学医学部付属病院

齊藤

仁

吉越

慎

福島啓太

. (YDOXDWLRQ RI 9HVVHO :DOO 9HORFLW\ RI $RUWLF 'LVVHFWLRQ 8VLQJ E\ 0'&7 ZLWK 0XOWL3KDVH 9ROXPH ,QWHUSRODWLRQ 7HFKQRORJ\

. UG*HQHUDLRQ 'XDO6RXUFH &7 を用いた '6SLUDO 6FDQ に関する基礎的検討

日本福祉看護・診療放射線学院

横山博一

神戸大学医学部附属病院

関谷俊範

. $FFXUDF\ RI 6XEWUDFWLRQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ $QJLRJUDSK\ ZLWK 2UELWDO 6\QFKURQL]HG +HOLFDO 6FDQQLQJ E\ 8VLQJ 2UJDQ 'RVH 0RGXODWLRQ IRU WKH
'LDJQRVLV RI 3HULSKHUDO $UWHULHV $ 3KDQWRP 6WXG\

県立広島病院



稲田

智

一般研究発表プログラム

Imaging Techniques and Research (CT) Clinical Technique／撮影(CT)臨床技術
：〜：

座長

辻岡勝美(藤田保健衛生大学)
丹羽伸次(中津川市民病院)

. 外傷全身 &7 での上肢挙上が及ぼす時間遅延の検証

神戸赤十字病院

宮安孝行

. $SSOLFDWLRQV RI 7UDXPDWLF %UDLQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 6FDQ IRU 3DWLHQWV ZLWK 7UDXPDWLF %UDLQ ,QMXU\
1DWLRQDO <DQJ0LQJ 8QLYHUVLW\ +RVSLWDO

&KXQ<L /LQ

7KH $IILOLDWHG +RVSLWDO RI 6RXWKZHVW 0HGLFDO 8QLYHUVLW\

*XL'RQJ 'DL

. 7KH $SSOLFDWLRQ 9DOXH RI 3UHFLVLRQ 6FDQ LQ +HDG DQG 1HFN &7$ ([DPLQDWLRQ

. 呼吸動態撮影法の基礎的検討〜呼吸指示法の検討〜

一般財団法人大原記念財団

村松 駿

. 呼吸動態 &7 撮影法の基礎的検討〜実臨床における呼吸位相の評価〜

一般財団法人大原記念財団

村松 駿

Imaging Techniques and Research (MRI) Myocardium: Relaxation Time Measurement／
撮影(MRI)心筋緩和時間計測
：〜：

座長

西川

啓(九州大学病院別府病院)

森田康祐(熊本大学医学部附属病院)
. 7 05, 装置を用いた心筋 7 マッピングの特性 領域および脂肪抑制パルスによる影響

福岡県済生会二日市病院

新井英雄

. 不整脈が 6DWXUDWLRQ 5HFRYHU\ 法を用いた心筋 7 PDSSLQJ に与える影響

熊本大学医学部附属病院

森田康祐

. 3RODULW\ &RUUHFWHG 7, SUHS 法を用いた 7 と 7 での 7 PDSSLQJ における正確度と再現性の検討
. $FFXUDF\ DQG 5HSURGXFLELOLW\ RI 7ZR 'LIIHUHQW 0HWKRGV IRU &DUGLDF 7 0DSSLQJ

杏林大学医学部付属病院

安達卓哉

鳥取大学医学部附属病院

高橋さやか

. 0\RFDUGLDO 5HOD[DWLRQ 7LPHV 0HDVXUHG IURP 3RVWPRUWHP 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ RI $GXOW +XPDQV
筑波メディカルセンター病院

齋藤 創

長野中央病院

畠山憲重

. 近似計算を使用した飽和回復 05, 画像から心筋 7マップを作成するための簡易的手法

Imaging Techniques and Research (MRI) Liver／撮影(MRI)肝臓
：〜：

座長

村中博幸(つくば国際大学)
佐々木公(広島平和クリニック)

. 選択的非造影肝動脈撮像の最適化
. 呼吸同期 1DYLJDWRU HFKR と 63$,5 SXOVH 併用による脂肪抑制不良の改善
. 脂肪抑制が 7 値計測に与える影響

(株)日立製作所

西原 崇

滋賀県立成人病センター

茶谷友輔

名古屋市立大学病院

水野恭佑



岡山済生会総合病院

吉村祐樹



岡山済生会総合病院

吉村祐樹

. 7 装置における +056(+,672)を用いた肝脂肪含有量の測定精度に関する基礎的検討
. 7 装置における +056(+,672)を用いた肝鉄沈着の測定精度に関する基礎的検討

Imaging Techniques and Research (MRI) Brain Function／撮影(MRI)脳機能
：〜：

座長

梶田公博(岐阜大学医学部附属病院)
福場

崇(藤田保健衛生大学病院)

. 非ヒト霊長類脳発達に伴う白質 075 増加は後ろから前に進行する

首都大学東京

. 05 ガイド下集束超音波治療後における視床 9,0 核の )$ 値の変化 ― 年後の )ROORZ XS―

新百合ヶ丘総合病院

. ディジタルファントムを使用した脳 05 灌流画像解析の基礎的検討

小倉記念病院

西尾真鈴
堀

大樹

山之内雅幸

. 9LVXDOL]DWLRQ RI 1LJURVRPH  IURP WKH $QDWRPLFDO 6WUXFWXUH 3RLQW RI 9LHZ :KDW &DXVHV $V\PPHWULF 9LVXDOL]DWLRQ"
名古屋市立大学病院

荒井信行

. 'HWHFWLRQ RI 1HXURFKHPLFDO 0RGXODWLRQ ,QGXFHG 5HSHWLWLYH 7UDQVFUDQLDO 0DJQHWLF 6WLPXODWLRQ 8VLQJ 8OWUD 6KRUW 7( 056 6HTXHQFH
福島県立医科大学先端臨床研究センター



久保 均

一般研究発表プログラム

4 月 16 日(日)

F203 + 204

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) In-111, GSA Imaging／核医学(SPECT・Planar)In-111・GSA 画像
：〜：

座長

小田桐逸人(東北大学病院)
矢田伸広(島根大学医学部附属病院)

. 6WXG\ RI WKH (QHUJ\ :LQGRZ RI D /RZ DQG 0HGLXP(QHUJ\ *HQHUDO3XUSRVH &ROOLPDWRU DQG D )DQEHDP &ROOLPDWRU LQ ,Q 6FLQWLJUDSK\ 6FDWWHU
)UDFWLRQ DQG 6HQVLWLYLW\ $QDO\VLV
.

鳥取大学医学部附属病院

崎本翔太

大阪府済生会中津病院

中島健吉

九州大学病院

氷室和彦



,Q3HQWHWUHRWLGH を用いたソマトスタチン受容体シンチグラフィにおける撮像条件の基礎的検討

. (YDOXDWLRQ RI WKH 4XDQWLWDWLYH $FFXUDF\ RI ,Q 63(&7 LQ 6RPDWRVWDWLQ 5HFHSWRU 6FLQWLJUDSK\
.

P

7F*6$ を用いた肝アシアロシンチグラフィ 63(&7 画像において再構成法と減弱補正法が画像に与える影響について
徳島大学病院

. (YDOXDWLRQ RI 4XDQWLWDWLYH ,QGH[ LQ /LYHU 5HFHSWRU 6FLQWLJUDSK\

高知医療センター

坂東良太

所谷亮太朗

Nuclear Medicine (PET) Image Processing／核医学(PET)画像処理
：〜：

座長

花岡宏平(近畿大学医学部附属病院)
菊池明泰(北海道科学大学)

. 3(7&7 検査における低バックグラウンド濃度による微小集積検出能の検討

九州大学大学院

橋本直樹

. 2SWLPL]DWLRQ RI 6PRRWKLQJ )LOWHU 6L]H IRU 3(7 .LQHWLF $QDO\VLV $ 3KDQWRP 6WXG\

香川大学医学部附属病院

前田幸人

. 繰返し因子分析法の開発：ディジタルファントム実験による有用性の検証

北海道大学大学院

眞野晃次

. (YDOXDWLRQ RI (GJH $UWLIDFWV 5HGXFWLRQ E\ D %D\HVLDQ 3HQDOL]HGOLNHOLKRRG 5HFRQVWUXFWLRQ DW 'LIIHUHQW 6SKHUHWREDFNJURXQG 5DWLRV RI 5DGLRDFWLYLW\
首都大学東京大学院




. 'LIIHUHQFHV RI (GJH $UWLIDFWV RQ *D3(7 ,PDJHV DQG )3(7 ,PDJHV 8VLQJ 36) &RUUHFWLRQ

山口正太郎

古賀病院 

甘艸慎史

Nuclear Medicine (PET) Image Evaluation 1／核医学(PET)画質評価 1
：〜：

座長

若林康治(埼玉県立小児医療センター)
筒井悠治(九州大学病院)

. &RQVLGHULQJ RI WKH $ELOLW\ RI 3(7 ,PDJLQJ LQFOXGLQJ DURXQG %*

岩手医科大学

. 核種の違いが臨床用 3(7 画像の空間分解能に及ぼす影響

佐々木敏秋

九州大学

. (IIHFW RI 6WDWLVWLFDO 1RLVH RQ 9ROXPHWULF 3DUDPHWHUV 8VLQJ WKH $GDSWLYH 7KUHVKROG 6HJPHQWDWLRQ 0HWKRG
. '&7 を用いた呼吸同期撮像法の有用性

公立松任石川中央病院

兵庫県立尼崎総合医療センター

木本沙希
中市

徹

藤井康司

Nuclear Medicine (PET) Image Evaluation 2／核医学(PET)画質評価 2
：〜：

座長

前田幸人(香川大学医学部附属病院)
渡邉あゆみ(北里大学病院)



. 速度可変型連続移動収集を用いた ))'* 脳 3(7 撮像の検討

千葉大学医学部附属病院

下川賢二

. (YDOXDWLRQ RI ,PDJLQJ 3URSHUWLHV LQ &OLQLFDO &RQGLWLRQV 8VLQJ 'HGLFDWHG %UHDVW 3(7 ,PDJHV

藤田保健衛生大学大学院

箕浦菜月

. 7KH 0HDVXUHPHQW $FFXUDF\ RI $QDO\VLV 6RIWZDUH IRU 3RVLWURQ (PLVVLRQ 7RPRJUDSK\FRPSXWHG 7RPRJUDSK\
. 7KH &KDUDFWHULVWLFV RI WKH 6PRRWKLQJ )LOWHUV LQ )'* 3(7 +DUPRQL]DWLRQ

名古屋大学大学院

松澤伸一郎

九州大学病院

筒井悠治

Radiotherapy Treatment Planning／放射線治療 治療計画
：〜：

座長

大坂暁胤(新潟県立中央病院)
小島礼慎(金沢大学附属病院)

. 小ターゲットに対する 90$7 SODQ の $UF 数削減に向けた検討

戸畑共立病院 後藤祐介

. $ )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI WKH 8VHIXOQHVV RI $XWRPDWLF 2SWLPL]DWLRQ &DOFXODWLRQ 6RIWZDUH LQ +HDG

1HFN 90$7

広島大学病院

中島健雄

. 上顎洞癌患者の放射線治療における視神経線量低減：頭部固定角度の検討

川崎医科大学附属病院

佐伯悠介

. 放射線治療計画 &7 における金属アーチファクト低減アルゴリズムの評価

九州大学病院

村崎裕生



一般研究発表プログラム

Radiotherapy Particle Beam／放射線治療 粒子線
座長

：〜：

加藤貴弘(脳神経疾患研究所附属南東北がん陽子線治療センター)
鈴木幸司(山形大学医学部がんセンター)

. ,PSDFW RI *DGROLQLXPEDVHG &RQWUDVW $JHQW IRU &DUERQ ,RQ 5DGLRWKHUDS\

群馬大学医学部附属病院

茂木

直

. 'HYHORSPHQW RI 'RVH &DOFXODWLRQ 3URJUDP ZLWK &RQVLGHULQJ 7KUHH'LPHQVLRQDO 5HVSLUDWRU\ 0RWLRQ LQ 6SRW 6FDQQLQJ 3URWRQ 7KHUDS\

. ワブラー法を用いた陽子線治療における ODWHUDO GRVH SURILOH の検証

藤田保健衛生大学大学院

上島佑介

南東北がん陽子線治療センター

武政公大

. 6LQJOHILHOG 8QLIRUP 'RVH，,QWHQVLW\ 0RGXODWHG 3URWRQ 7KHUDS\ 陽子線治療計画におけるロバスト性の比較
名古屋陽子線治療センター
. 7KH )HDVLELOLW\ RI /LTXLG ,RQL]DWLRQ &KDPEHU IRU 6PDOO )LHOG 'RVLPHWU\ LQ 3URWRQ 7KHUDS\

林

筑波大学大学院

建佑

北村

望

山田

孝

モニタ発表質疑応答
4 月 14 日(金)

N101

Imaging (MRI) Other／画像(MRI)その他
：〜：

座長

杉村正義(聖隷富士病院)

. ' )6( ラジアルスキャン法を用いた腰椎神経描出の検討

蓮田病院

. 9LHZ DQJOH WLOWLQJ(9$7)におけるケミカルシフトアーチファクトの検討

青森市民病院

太田依譲

. (YDOXDWLRQ RI &XII,QGXFHG 6NHOHWDO 0XVFOH 0LFURYDVFXODU 3HUIXVLRQ RI /RZHU ([WUHPLW\ E\ $6/ DQG ,9,0 05, 7HFKQLTXHV
5HQML +RVSLWDO 6FKRRO RI 0HGLFLQH 6KDQJKDL -LDRWRQJ 8QLYHUVLW\
. 非自律系非線形微分方程式に基づく磁気共鳴画像再構成

四国こどもとおとなの医療センター

. ガドブトロール注射液による誤注入現象の検討〜従来型 PRO/ 製剤シリンジとの比較〜

4LQJ /X
山口雄作

自治医科大学附属病院

吉村友里

獨協医科大学病院

小林謙一

. PRGHOEDVHG LWHUDWLYH UHFRQVWUXFWLRQ を利用した定量的 7 マッピング(健常ボランティアによる検証)

Imaging Techniques and Research (MRI) Head and Neck／撮影(MRI)頭頸部
：〜：

座長

. 舌癌における 7 05, 最適撮像方法の検討

鈴木雄一(東京大学医学部附属病院)
東京医科歯科大学医学部附属病院

. 下垂体領域における高時間・高空間分解能撮像法を用いた ' '\QDPLF ,PDJLQJ の基礎的検討

壽美田瑛子

宮崎大学医学部附属病院

住吉友美

. 7KH )HDVLELOLW\ 6WXG\ RI WKH 7LPH6/,3 6HTXHQFH RI %ODFN %ORRG 7LPH ,QWHUYDO %%7, 7HFKQRORJ\ LQ 05 ,PDJLQJ RI +DQG %ORRG 9HVVHOV
6KDDQ[L 3URYLQFLDO 3HRSOH V +RVSLWDO
. %ODFN %ORRG 撮像における '9DULDEOH76( と 1RQ9DULDEOH76( の比較

-LDQIHQJ /L

製鉄記念八幡病院

大下剛史

. 'RXEOH FRQWUDVW SKDQWRP を用いた )( 型マルチショット ' (3, 法と ' )( 法の全脳を対象とした 7 :, の比較
杏林大学医学部付属病院

松島大将

順天堂大学大学院

岩崎 敬

. 0XOWLEDQG (FKR 3ODQDU ,PDJLQJ による /HDNDJH%ORFN の基礎的検討

Imaging Techniques and Research (MRI) Musculoskeletal, Clinical Safety／撮影(MRI)骨軟部，医療安全
：〜：

座長

藤原康博(熊本大学大学院)

. 膝関節半月板における PDJLF DQJOH の基礎的検討

福岡整形外科病院

. カーボンシート使用によるアーチファクト低減効果の検証− 7 装置での検討−

釘宮慎次郎

自治医科大学附属病院

. 呼吸様式の違いによる 059 信号の変動に関する検討
. 7KH 3UHSDUDWLRQ 7RRO RI 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ 05, IRU &KLOGUHQ
. ,PSURYLQJ 05, 3DWLHQW &DUH 8VLQJ &RPSOHPHQWDU\ $OWHUQDWLYH 0HGLFLQH

舘野智政

箕面市立病院

内田美織

群馬県立県民健康科学大学

谷口杏奈

.RQ[MD &RQVXOWLQJ

6HOHQD *OHQQ

Imaging Techniques and Research (MRI) Abdomen and Pelvis／撮影(MRI)腹部，骨盤
：〜：

座長

麻生弘哉(島根大学医学部附属病院)

. 呼吸停止下 '0XOWLVKRW05&3 の有用性について 呼吸同期併用 '6LQJOHVKRW05&3 との比較



箕面市立病院

山城尊靖

