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Imaging Techniques and Research (MR) Brain／撮影(MR)脳
：〜：

座長 五月女康作(東京大学大学院 総合文化研究科進化認知科学研究センター)
山越一統(自治医科大学附属病院)

★ . 3UHOLPLQDU\ 6WXG\ RQ 1HZ 3DUDOOHO ,PDJLQJ IRU '7 :HLJKWHG ,PDJHV

大分大学医学部附属病院

南 尚文

昭和大学病院

藤田政来

. 三叉神経痛と周囲微小血管の位置関係の検討
. 腎機能低下患者への頭部 '\QDPLF 05, 撮影における注入速度が造影効果へ及ぼす影響
★ . 'HHS /HDUQLQJ %DVH 1RLVH 5HGXFWLRQ 0HWKRG IRU 9DULRXV .LQGV RI &RQWUDVW RI 05,

岡山労災病院

永松正和

キヤノンメディカルシステムズ(株)

南部成仁

Imaging Techniques and Research (MR) Diffusion／撮影(MR)拡散
：〜：

座長 吉丸大輔(東京女子医科大学八千代医療センター)
木藤善浩(信州大学医学部附属病院)

. 6LQJOH 6KRW (3,，5HDGRXW 6HJPHQWHG (3, において 'LIIXVLRQ (QFRGLQJ 6FKHPH の相違が画質に及ぼす影響
★ . 'LIIXVLRQ :HLJKWHG ,PDJLQJ 8VLQJ ,WHUDWLYH 1RLVH 5HGXFWLRQ
. 拡散強調画像見かけの拡散係数測定における個人誤差の検討

塩川医院

山下達也

(株)日立製作所

庄司博樹

北福島医療センター

宗川高広

★ . $ &RPSDULVRQ RI 6PRNHUV DQG 1RQVPRNHUV RI %ORRG $SSDUHQW 'LIIXVLRQ &RHIILFLHQW 9DOXH 8VLQJ 6HFRQGRUGHU 0RWLRQ &RPSHQVDWLRQ ':,
東海大学医学部付属病院

會田直史

★ . ,PSURYHPHQW 0HDVXUHPHQW $FFXUDF\ RI DQ $UWHULDO %ORRG $SSDUHQW 'LIIXVLRQ &RHIILFLHQW 9DOXH 8VLQJ 6HFRQG2UGHU 0RWLRQ &RPSHQVDWLRQ ':,
東海大学医学部付属病院
★ . 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ RI $'& DQG &RQWUDVWWRQRLVH 5DWLR LQ 76(':, 8VLQJ 4,%$ 3KDQWRP
★ . 7ULH[SRQHQWLDO 'LIIXVLRQ $QDO\VLV RI WKH .LGQH\ %HIRUH DQG $IWHU :DWHU &KDOOHQJH

高野 晋

九州大学病院

山根志穂

金沢大学附属病院

越野有希

Imaging Techniques and Research (MR) Abdomen／撮影(MR)腹部
：〜：

座長

長島利一郎(北九州市立医療センター)
舩津亮平(九州大学病院)

. '7 強調 *5( 法における位相方向の高分解能化によるモーションアーチファクト低減効果の検討
兵庫県立粒子線医療センター

池内一志

仙台オープン病院

星 英樹

近畿大学医学部附属病院

森本大介

市立函館病院

畠山遼兵

国立病院機構熊本再春荘病院

西 祥吾

. 膵液流を想定した低流速域における 7LPH6/,3 信号の実効 7( 依存性
★ . &RPSDULVRQ RI &RPSUHVVHG 6HQVLQJ 6(16( 9HUVXV *5$6( RQ %UHDWK +ROG '05&3
★ . ,QIOXHQFH RI .VSDFH )LOOLQJ )DFWRU RQ ,PDJH 4XDOLW\ LQ '5DGLDO 6FDQ
★ . 2SWLPL]DWLRQ RI 5HVSLUDWRU\ 6HQVRU 3RVLWLRQ LQ 5HVSLUDWRU\JDWHG 05,

Imaging Techniques and Research (MR) Musculoskeletal／撮影(MR)骨軟部
：〜：

座長

坂井上之(東千葉メディカルセンター)
氏田浩一(群馬大学医学部附属病院)

★ . ([DPLQDWLRQ RI 7))( 5DGLDO 6DPSOLQJ 6HTXHQFH 8VLQJ 3VHXGR *ROGHQ $QJOH
★ . &RPSDULVRQ RI ,VRWURSLF ' 6HTXHQFH IRU /DWHUDO $QNOH /LJDPHQW
. 05, の  次元撮像法と &LQH 法のイメージマッチングを用いた膝蓋腱の長さ変化測定

兵庫医科大学病院

城本 航

札幌医科大学附属病院

赤塚吉紘

新潟大学

近藤達也

★ . )HDVLELOLW\ RI &RQWUDVW(QKDQFHG :KROH%RG\ -RLQW 05, LQ 3DWLHQWV ZLWK -XYHQLOH ,GLRSDWKLF $UWKULWLV

. 汎用 *DGROLQLXP 造影剤を用いた極短 7 値ファントムの作成，及び検証

北海道大学大学院保健科学研究院

盧 雨桐

広島大学病院

高橋佑治
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Imaging Techniques and Research (MR) MR Elastography／撮影(MR)MR エラストグラフィ
：〜：

座長 石坂欣也(北海道大学病院)
金沢 勉(新潟大学医歯学総合病院)

. 0XOWL 6OLFH 05 (ODVWRJUDSK\ の梨状筋への応用

首都大学東京大学院 植木貴道

. 大腰筋 05 (ODVWRJUDSK\ 技術の再現性

首都大学東京大学院 波部哲史

. 伝播波の波長と =HURILOO ,QWHUSRODWLRQ 3URFHVVLQJ が 05 (ODVWRJUDSK\ にもたらす影響

首都大学東京大学院 前野利樹

. 05 位相画像を利用しない新しい 05 (ODVWRJUDSK\

首都大学東京大学院 沼野智一

. 拡散及び弾性率情報の同時取得：'LIIXVLRQ05(

首都大学東京大学院 伊東大輝

. ' プリンタを用いた 05 (ODVWRJUDSK\ 精度評価用補助具の開発

首都大学東京大学院
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Imaging Techniques and Research (CT) Head, Scan Technique／撮影(CT)頭部・撮影技術
：〜：

座長 濵口直子(札幌麻生脳神経外科病院)
山本修司((株)リジット)

★ . 0DNLQJ DQG ([DPLQDWLRQ RI WKH &HUHEUDO ,QIDUFWLRQ 6LPXODWLRQ 3KDQWRP :KLFK FDQ (YDOXWLRQ D &KDQJH ZLWK WKH (ODSVH RI 7LPH
国立国際医療研究センター病院 杉原
. 頭部 &7 画像における眼窩外耳孔線に沿った断面自動再構成法の性能評価

新潟大学 金澤雄大

★ . (YDOXDWLRQ RI 8VHIXOQHVV RI ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ IRU %UDLQ LQ +\SHUGHQVH 0&$ 6LJQ
. 0XOWL 3KDVH &7 $QJLRJUDSK\ における時相比画像を用いた病態評価

翼

東京警察病院 土屋宏彰

急性期脳虚血における血管描出評価との比較
秋田県立脳血管研究センター 大村知己

★ . 7KH )HDVLELOLW\ 6WXG\ RI 0LFURFLUFXODWLRQ LQ 3DWLHQWV ZLWK 8QLODWHUDO 0LGGOH &HUHEUDO $UWHU\ 6WHQRVLV E\ VOLFH &7 3HUIXVLRQ &73
0HGLFDO ,PDJLQJ &HQWHU 7KH )LUVW $IILOLDWHG +RVSLWDO -LQDQ 8QLYHUVLW\ =KRQJ\XDQ &KHQJ
★ . 7KH 9DOXH RI +HDG &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 6FDQQLQJ IRU $VVHVVLQJ &RQFRPLWDQW 2UELWDO )ORRU )UDFWXUH ZLWK 7UDXPDWLF %UDLQ ,QMXU\
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJ\ 1DWLRQDO <DQJ0LQJ 8QLYHUVLW\ +RVSLWDO

&KXQ <L /LQ

Imaging Techniques and Research (CT) Chest, Clinical Technique／撮影(CT)胸部・撮影技術
：〜：

座長 中屋良宏(静岡県立静岡がんセンター)
茅野伸吾(東北大学病院)

. 全肺呼吸動態 &7 のための連結ツールの開発

大原綜合病院 村松

駿

. 全肺での呼吸動態 &7 における最適なつなぎ目の間隔

大原綜合病院 村松

駿

. 超高精細 &7 を用いた胸部における腕添付の心電同期撮影の有用性

大原綜合病院 村松

駿

★ . (IIHFW RI 3DWLHQW &KDUDFWHULVWLFV DW '&7 IRU 3XOPRQDU\ $UWHU\9HLQ 6HSDUDWLRQ

倉敷中央病院 市川翔太

★ . (IIHFW RI 5HFRQVWUXFWLRQ $OJRULWKP )XQFWLRQ RQ 6HSDUDWLQJ 3XOPRQDU\ 9HVVHOV 8VLQJ 'ZRUNVWDWLRQ

鹿児島市立病院 木原悠太

Imaging Techniques and Research (CT) Abdomen, Colonography／撮影(CT)腹部・CTC
：〜：

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)

. 術前大腸 &7 検査において上肢位の違いが臍と各指標の位置関係にもたらす影響
. 大腸 &7 検査において大腸の長さと体積がタギングの質と固形残渣量に与える影響の検討
. 腹部術前 '&7 における発泡剤による造影効果の影響
. 低管電圧撮影における造影剤低減−至適ヨード造影剤量の検討

亀田総合病院 秋田裕介
徳島健生病院 岩野晃明
岡山赤十字病院 山中良太
製鉄記念広畑病院 藤原和也

. &7 アンギオグラフィにおけるヨード造影能強調アルゴリズムの性能評価：肝胆膵領域手術のための術前 &7 への応用
静岡県立静岡がんセンター 鈴木優太
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Imaging Techniques and Research (CT) Clinical Technique1／撮影(CT)心臓・臨床技術 1
：〜：

座長

木暮陽介(順天堂大学医学部附属順天堂医院)
高田忠徳(金沢大学附属病院)

. 造影 &7 を用いた 2QH6KRW 法における心筋血流値の高値の原因究明および解決策の考案

藤田医科大学大学院

小幡晃平

★ . )HDVLELOLW\ 6WXG\ RI 2QHVWRS &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ ,PDJLQJ LQ &RURQDU\ $UWHU\ 'LVHDVH 8VLQJ FP :LGH 'HWHFWRU &7
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJ\ :HVW &KLQD +RVSLWDO RI 6LFKXDQ 8QLYHUVLW\

.HOLQJ /LX

★ . &OLQLFDO 6LJQLILFDQFH RI 'HOD\HG (QKDQFHPHQW RI &DUGLDF &7 ,PPHGLDWHO\ DIWHU 3HUFXWDQHRXV &RURQDU\ ,QWHUYHQWLRQ 3&, LQ 3DWLHQWV ZLWK $FXWH
0\RFDUGLDO ,QIDUFWLRQ

市立秋田総合病院

山田雅昭

Imaging Techniques and Research (CT) Clinical Technique2／撮影(CT)心臓・臨床技術 2
：〜：

座長

井田義宏(藤田医科大学病院)
越智茂博(東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター)

★ . $VVHVVPHQW RI %HVW 5HFRQVWUXFWLRQ 3KDVH LQ 3HGLDWULF &RURQDU\ &7

島根大学医学部附属病院

多田佳司

. 二管球 &7 による冠動脈 &7 撮影の最適な心位相の検討：βブロッカー使用時の高心拍患者を対象に
桑名市総合医療センター

加藤拓樹

★ . 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ 9HVVHO 6KDSH DQG +HDUW 5DWH RI &RURQDU\ &7 $QJLRJUDSK\ ZLWK 8OWUDKLJKUHVROXWLRQ &7  3KDQWRP 6WXG\ 
九州大学病院

小島 宰

★ . 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ +HDUW 5DWH DQG 2SWLPDO 5HFRQVWUXFWLRQ 3KDVH LQ &RURQDU\ &7 $QJLRJUDSK\ 3HUIRUPHG RQ D VOLFH 0XOWLGHWHFWRU &7
7]X&KL 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\

6]H-DQ 3DQJ

Imaging Techniques and Research (CT) Cardiac, Image Analysis／撮影(CT)心臓・画像解析
：〜：

座長

藤岡知加子(広島大学病院)
田北

. 自動認識技術を用いた冠動脈石灰化抽出アルゴリズムの検証

諭(佐賀大学医学部附属病院)

岩手医科大学附属病院

循環器医療センター 佐々木彰宣

★ . (YDOXDWLRQ RI &DOFLILFDWLRQ 9ROXPHV DQG $JDWVWRQ 6FRUHV RQ 6PDOO )RFXV 6FDQQLQJ 8VLQJ 8OWUD +LJK 5HVROXWLRQ &7

. 冠動脈石灰化発現と生活習慣病との関連 〜低線量胸部 &7 による評価(人間ドック)〜
. 心室性不整脈アブレーション治療における '&7 の有用性

東京大学医学部附属病院

三枝裕之

愛媛県総合保健協会

上田章仁

明石医療センター

小川 亮

神戸赤十字病院

宮安孝行

★ . 7KH 5HYLHZ RI ,PDJH 4XDOLW\ 0HWKRG IRU 'HWHUPLQLQJ 0RWLRQ $UWLIDFW LQ &RURQDU\ &7 $QJLRJUDSK\
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Radiotherapy (Quality Control, Quality Assurance -1)／放射線治療(品質管理・品質保証 1)
：〜：

座長

有路貴樹(国立がん研究センター東病院)
富田哲也(筑波大学附属病院)

. 新型  次元水ファントムにおけるホルダーシステム精度の検証

鳥取県立中央病院

砂川知広

. 新型  次元走査式水ファントムにおける水面検知センサー精度の検証

鳥取県立中央病院

木原康行

川口総合病院

瀬尾光広

. 3LFNHW )HQFH 7HVW における  次元半導体検出器を用いた 0/& 4$ の有用性

★ . 8VDELOLW\ RI :LQVWRQ/XW] 7HVW $FFXUDF\ (YDOXDWLRQ RI 7KUHHGLPHQVLRQDO ,VRFHQWHU 8VLQJ D 5HXVDEOH 5DGLRFKURPLF *HO 'RVLPHWHU
広島平和クリニック

藤野圭介

福岡徳洲会病院

穴井重男

. 放射線治療における幾何学的精度の品質管理ツール(*4&7)の開発

Radiotherapy (Quality Control, Quality Assurance -2)／放射線治療(品質管理・品質保証 2)
：〜：

座長

青山英樹(岡山大学病院)
松本賢治(近畿大学医学部附属病院)

★ . &DQ :H &RUUHFW WKH 'LIIHUHQFH LQ %HDP 3URILOH 2EWDLQHG ZLWK 'LIIHUHQW ,RQL]DWLRQ &KDPEHU 'RVLPHWHUV"
. 0/& 不具合を予測するためのレトロスペクティブ解析
. 電位計分離校正における簡易的な品質管理法の確立

宮城県立がんセンター

大黒紘祐

福岡徳洲会病院

村上正剛

藤田医科大学大学院

中西竜哉
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★ . 0DFKLQH 6SHFLILF 4XDOLW\ &RQWURO 4& RI 7KUHH 'LPHQVLRQDO &RQIRUPDO 5DGLRWKHUDS\ '&57 7HFKQLTXH IRU /LQDF $ 3UDFWLFDO 3URSRVDO IRU
5DGLRWKHUDS\ &HQWUHV LQ %DQJODGHVK

'HSW RI 0HGLFDO 3K\VLFV DQG %LRPHGLFDO (QJLQHHULQJ *RQR %LVKZDELG\DOD\ 8QLYHUVLW\

1XSXU .DUPDNHU

★ . (YDOXDWLRQ RI 6WHDOWK &KDPEHU DV D 1RYHO 5HIHUHQFH &KDPEHU IRU 0HDVXULQJ 3HUFHQWDJH 'HSWK 'RVH DQG 3URILOH
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLF 7HFKQRORJ\ &KRRQKDH &ROOHJH RI +HDOWK 6FLHQFH <RQODH .LP

Radiotherapy (Irradiation Technique -1)／放射線治療(照射技術 1)
：〜：

座長 鶴岡伊知郎(放射線医学総合研究所)
棚邊哲史(新潟大学医歯学総合病院)

. ' 画像照合における患者 5ROO 移動の必要性と線量分布に与える影響

国立がん研究センター東病院 武田陽平

. 放射線治療計画時の頭部のセットアップ角度と治療直前の頸椎の捻れの関係

愛知県がんセンター中央病院 青山貴洋

. 体表面光学式トラッキングシステムを用いた業務フローの構築

帝京大学医学部附属病院 川合智之

. 新しい体表面検出器システムを用いた 6XUIDFH,*57 における空間位置精度のファントム VWXG\

帝京大学医学部附属病院 上村亮平

. 治療計画専用  列 &7 の寝台左右動作と新型呼吸同期装置の基本性能評価

国立がん研究センター中央病院 逆井達也

Radiotherapy (Irradiation Technique -2)／放射線治療(照射技術 2)
：〜：

座長 椎木健裕(山口大学大学院)
伊藤憲一(栃木県立がんセンター)

★ . (VWLPDWLRQ RI 7KUHHGLPHQVLRQDO /XQJ 7XPRU 3RVLWLRQV %DVHG 5HVSLUDWRU\ 6XUURJDWH 6LJQDOV GXULQJ %UHDWKKROG 6WHUHRWDFWLF %RG\ 5DGLDWLRQ
7KHUDS\

京都市立病院 田中和徳

. 腹部圧迫の有無における肺腫瘍呼吸性移動の定量的解析

東海大学医学部付属病院 前平祥太

★ . (YDOXDWLRQ RI 8QFHUWDLQW\ GXULQJ 0HDVXULQJ (QWUDQFH 6XUIDFH 'RVH LQ ,PDJHJXLGHG 5DGLDWLRQ 7KHUDS\

がん研究会有明病院 津野隼人

. ; 線管型動体追跡システムを用いた頭部領域の位置照合における至適撮像条件決定のための視覚評価

魚沼基幹病院 桑原亮太

★ . (YDOXDWLRQ RI D 1RYHO 3DWLHQW 6SHFLILF 7KUHHGLPHQVLRQDO 4$ IRU 5HDO7LPH 7XPRU7UDFNLQJ 6\VWHP
順天堂大学医学部附属順天堂医院 原

直哉

Radiotherapy (Irradiation Technique -3, Brachytherapy)／放射線治療(照射技術 3，小線源治療)
：〜：

座長 佐藤智春(がん研究会有明病院)
小林大輔(筑波大学附属病院)

★ . (YDOXDWLRQ LQ &OLQLFDO 8VH RI D +LJK $GKHVLRQ &XVWRPPDGH %ROXV 8VLQJ D ' 3ULQWHU ZLWK D 7UDQVSDUHQW DQG 6RIW 0DWHULDO
静岡県立静岡がんセンター 村松典明
. 画像ノイズ除去ソフトを用いた低線量放射線治療計画用呼吸同期 &7 撮影時における輪郭評価
. 深吸気呼吸停止下左全乳房照射の呼吸停止位置の違いによる心臓線量への影響

滋賀県立総合病院 森本泰輔
京都市立病院 福本賢大

★ . 0XOWLFHQWHU 6WXG\ IRU %ODGGHU 9ROXPH 5HSURGXFLELOLW\ E\ 3UHWUHDWPHQW 8ULQH &ROOHFWLRQ LQ 3URVWDWH ,057

昭和大学病院 藤井智希

★ . ,QWUDIUDFWLRQDO 'RVH 9DULDWLRQ RI 2UJDQV DW 5LVN LQ +LJK 'RVH 5DWH ,PDJHJXLGHG %UDFK\WKHUDS\ IRU &HUYLFDO &DQFHU
九州大学大学院 枝光華奈
★ . (YDOXDWLRQ RI $PRXQW RI $SSOLFDWRU 'LVSODFHPHQW LQ $FFHOHUDWHG 3DUWLDO %UHDVW ,UUDGLDWLRQ E\ 8VLQJ D 6WUXWEDVHG 'HVLJQ %UDFK\WKHUDS\ $SSOLFDWRU
昭和大学病院 久保

4 月 11 日(木)

聡

414 + 415

Medical Informatics (System Verification)／医療情報(システム検証)
：〜：

座長 志村浩孝(東北大学病院)
須藤 優(県立広島病院)

. 医用画像関連装置のネットワーク接続に関わる問題点の検討

富山大学附属病院 長濱航永

★ . 52& $QDO\VLV RQ WKH 'LIIHUHQFH LQ 'LDJQRVWLF &DSDELOLW\ EHWZHHQ D 0RELOH 'HYLFH DQG D 0HGLFDO 0RQLWRU
. $, 統合型脳情報通信解析基盤システムの構築と評価

北海道科学大学 谷川琢海

脳情報通信融合研究センター 横濱則也

一般研究発表プログラム

Medical Informatics (System Construction)／医療情報(システム構築)
：〜：

座長

上野登喜生(福岡大学病院)
安田満夫(近畿大学医学部奈良病院)

. 線量情報の施設間評価に向けた -- コードの検査マスタへの実装

インフォコム 株

久野恵梨

★ . ,PDJH 5HDGLQJ (IILFLHQF\ ,PSURYHPHQW E\ 2SHUDWLRQ 5HGXFWLRQ RI ,PDJH 5HDGLQJ 3UHSDUDWLRQ IRU 05, &RPSDUDWLYH 5HDGLQJ
キヤノンメディカルシステムズ(株) オングアンイ
★ . 'HYHORSPHQW RI D 1HZ 6\VWHP IRU .(1=2 DQ 2SHUDWLRQ RI 2SWLPL]LQJ ,PDJH 4XDOLW\ RQ WKH 6SRW

大阪医科大学附属病院

五孝 大

Medical Informatics (Data Analysis)／医療情報(データ分析)
：〜：

座長

福岡美代子(東京女子医科大学病院)
栃原秀一(熊本大学医学部附属病院)

★ . $QDO\VLV RI 'RXEW ,QTXLU\ LQ WKH ([DPLQDWLRQ RI 5DGLDWLRQ ;UD\

昭和大学藤が丘病院

中島潤也

★ . $Q ([DPLQDWLRQ RI ([WUDFWLRQ DQG (YDOXDWLRQ RI 0HGLFDO 7HUP &RQWULEXWH WR $VVXPH 'LDJQRVLV IURP 9LHZ RI ,PDJH 'LDJQRVLV 5HSRUW
宮崎大学医学部附属病院
★ . 5HVHDUFK 7UHQG UHJDUGLQJ ,PDJH LQ 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\ 8VLQJ 7H[W 0LQLQJ

黒木莉香

北海道科学大学 谷川原綾子

Medical Safety／医療安全
：〜：

座長

福地達夫(/55 東日本関東病院)
吉村洋祐(筑波大学附属病院)

. スキルと若手教育を考慮した放射線技師スケジューリング問題のモデル化とその検証ケーススタディ
大阪大学医学部附属病院
★ . 4XDOLW\ $VVHVVPHQW IRU 3URWHFWLYH $SURQV 3HUIRUPHG 8VLQJ &7 6FRXW ,PDJHV DQG 3$&6 6WRUDJH
. )0($ 手法を用いての &7 検査業務の医療安全対策

日高国幸

新小文字病院

石原隆宏

177 東日本関東病院

丸毛裕太

Medical Safty (MR)／医療安全(MR)
：〜：

座長 石森貴夫(筑波大学附属病院)
土屋洋貴(量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所病院)

. 05, 条件付き適合デバイスを入れた患者における % + 506 制御特性

虎の門病院

草野大希

. 05 条件付き適合デバイスの患者さんの 05 検査の安全管理について

虎の門病院

阿部凌那

★ . 3RZHU 6DYLQJ E\ 3XOVH 6HTXHQFH ,PSURYHPHQW 4XLHW 6HTXHQFH DQG )DVW $FTXLVLWLRQ 6HTXHQFHV

. 省スペース 05, に対応するドッカブルテーブルにおける磁場吸着リスク低減

キヤノンメディカルシステムズ(株)

横井基尚

キヤノンメディカルシステムズ(株)

高村知俊

Preclinical Study／前臨床
：〜：

座長

佐藤英介(杏林大学)
京谷勉輔(神戸大学医学部附属病院)

. イソフルラン麻酔による脳機能接続性の変化

首都大学東京大学院

. 非ヒト霊長類を用いたパーキンソン病 '01 ネットワークの機能的分析

川口尚希

首都大学東京 谷内田航也

. 構造・血流・代謝の統合情報を用いた下肢虚血モデルラットの回復過程評価

首都大学東京大学院 寺脇幸四郎

★ . ,QIOXHQFH RI 5DGLRORJLFDO ([DPLQDWLRQV IRU WKH 6WRUHG 'DWD RI )ODVK *OXFRVH 0RQLWRULQJ 6\VWHPV

徳島文理大学

高津安男

Phantom・Autopsy Imaging／ファントム・オートプシー・イメージング
：〜：

座長

小林智哉(筑波メディカルセンター病院)
谷川原綾子(北海道科学大学)

★ . 0HWKRG IRU 0DNLQJ 6LPSOH 05, 3KDQWRP 8VLQJ 6XSHU $EVRUEHQF\ 6XEVWDQFH
★ . $ 6WXG\ RQ WKH 0DWHULDO DQG 0HWKRG RI 1HZ ' 3ULQWHU :KHQ 0DNLQJ 3KDQWRP IRU 0DPPRJUDSK\

かづの厚生病院

川又 渉

6KLQKDQ XQLYHUVLW\ 'RQJ+HH +RQJ

★ . 'HYHORSPHQW RI 6HPLDXWRPDWLF 3HUVRQDO ,GHQWLILFDWLRQ 3URJUDP 8VLQJ 6SKHQRLG 6LQXV RQ $QWHPRUWHP DQG 3RVWPRUWHP &7 ,PDJHV
新潟大学大学院

大澤阿紋

一般研究発表プログラム

. 生前・死後 &7 画像における胸椎形状情報に基づく個人照合法の開発

4 月 11 日(木)

新潟大学 渡邉祐弥

F201

Radiation Protection (Multi-modality) Lens Dose／防護(マルチモダリティ)水晶体被ばく
：〜：

座長 水井雅人(鈴鹿回生病院)
藤淵俊王(九州大学)

. 病院の放射線業務従事者の水晶体被ばく線量の解析

産業医科大学アイソトープ研究センター 阿部利明

. 医療従事者被ばくの実態調査を行うための水晶体線量計クリップの開発

産業医科大学病院 永元啓介

★ . &RQVWUXFWLRQ RI 3URWHFWLYH 0HDVXUHV LQ WKH (\H /HQV 'RVH ([SRVXUH IRU 3K\VLFLDQV 3HUIRUPLQJ 0\HORJUDSK\

新小文字病院

. 特製アクリルファントムを用いた心臓カテーテル検査における術者の水晶体被ばく線量に関する検討
. 防護メガネ使用下の水晶体被ばく線量の推定：目尻と防護メガネ内面の比較

茂呂田孝一

金沢大学大学院 小川善紀

国際医療福祉大学三田病院 橋本雪乃

Radiation Protection (Multi-modality) Caregiver Exposure／防護(マルチモダリティ)介助者被ばく
：〜：

座長 増渕裕介(那須赤十字病院)
小林正尚(藤田医科大学)

★ . $FWXDO 'RVH 0HDVXUHPHQW RI $VVLVWDQWV :KLOH 3RVLWLRQLQJ 3DWLHQWV GXULQJ 3HGLDWULF ;UD\ ([DPLQDWLRQ 8VLQJ D 6PDOOW\SH 2SWLFDOO\ 6WLPXODWHG
/XPLQHVFHQFH 'RVLPHWHU

金沢大学大学院 淺原

★ . 9HULILFDWLRQ RI 5DGLDWLRQ ([SRVXUH 5HGXFWLRQ (IIHFW IRU 3DWLHQWV DQG 6WDII :KR $VVLVW 3DWLHQWV GXULQJ 5DGLRJUDSK\
. 'XDO6RXUFH 'XDO(QHUJ\ &7 検査における介助者被ばくの最適化

孝

大同病院 鈴木昇一
川崎医療福祉大学 竹井泰孝

. &7 検査の介助者における水晶体被ばくの測定

済生会呉病院 内野達朗

Measurement (Mammography, Dental) Radiation Dose Evaluation／計測(乳房・デンタル)線量評価
：〜：

座長 関本道治(新潟医療福祉大学)
柳澤宏樹(自衛隊中央病院)

. 線量体積ヒストグラムによるマンモグラフィの乳腺線量評価

熊本大学大学院 篠原彩恵

. モンテカルロシミュレーションを用いたマンモグラフィと乳房専用 3(7 検査における生物学的影響の解析
北海道科学大学 新庄凌大
★ . 6LPXODWLRQ RI 0DPPRJUDSKLF ;UD\ 6SHFWUD 8VLQJ 3DUWLFOH DQG +HDY\ ,RQ 7UDQVSRUW &RGH 6\VWHP 3+,76
'HSDUWPHQW RI 4XDQWXP 0HGLFDO 7HFKQRORJ\ 'LYLVLRQ RI +HDOWK 6FLHQFHV *UDGXDWH 6FKRRO RI 0HGLFDO 6FLHQFH .DQD]DZD 8QLYHUVLW\
7KXQ\DUDW &KXVLQ
★ . (YDOXDWLRQ RI 5DGLDWLRQ 'RVHV IURP =(131 ,,

'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\ 6KLQJX 8QLYHUVLW\

. 歯科用 &%&7(&RQH %HDP &7)における &7',(&7 'RVH ,QGH[)による線量評価の適応

'DKHH /HH

藤田医科大学大学院 西原裕盛

Measurement (CT) Organ Dose Evaluation／計測(CT)臓器線量評価
：〜：

座長 小山修司(名古屋大学)
福永正明(倉敷中央病院)

. &7 装置が計算した被写体幅から求めた 6L]H 6SHFLILF 'RVH (VWLPDWH(66'()による線量管理の可能性
大阪急性期・総合医療センター 宇賀慎一
★ . (YDOXDWLRQ RI 6L]H6SHFLILF 'RVH (VWLPDWHV &DOFXODWHG E\ /RFDOL]HU 5DGLRJUDSKV RI 'LIIHUHQW ,PDJH )LOWHUV
東京慈恵会医科大学附属柏病院 壽原

秀

. 腹部 &7 撮影時の吸収線量と 6L]H6SHFLILF 'RVH (VWLPDWHV の関係−実測およびシミュレーションを併用した検証−
金沢大学 松原孝祐
. 躯幹部 ; 線 &7 撮影における頭部ポジショニングを考慮した水晶体線量の検討

山梨大学医学部附属病院 池長

聰

★ . ([DPLQDWLRQ RI WKH ,QIOXHQFH RI 2II &HQWHU RQ WKH 8VH RI 2UJDQ 'RVH 0RGXODWLRQ LQ WKH +HDG 5HJLRQ
東邦大学医療センター大森病院

後藤あかり

★ . 7KH &RPSDULVRQ RI 7LPH &RQVXPSWLRQ DQG 5DGLDWLRQ 'RVH LQ 7UDXPD 3DWLHQWV %HWZHHQ 'LJLWDO 5DGLRJUDSK\ DQG :KROH%RG\ /RZ'RVH
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLF 7HFKQRORJ\ DQG 0HGLFDO 3K\VLFV )DFXOW\ RI $OOLHG +HDOWK &KXODORQJNRUQ 8QLYHUVLW\

6DULWD 6XYLUD

一般研究発表プログラム

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

座長 落合幸一郎(稲城市立病院)
栗山 和(東京慈恵会医科大学附属柏病院)

. ; 線 &7 スキャン時における被検者からの散乱線の飛来方向によるエネルギースペクトルの違い

北海道科学大学

★ . 0HDVXUHPHQW RI 6RXUFH ,VRFHQWHU 'LVWDQFH )DQ $QJOH DQG (IIHFWLYH %HDP 'LDPHWHU LQ 0RGHUQ &7 6\VWHP
★ . ,QYHVWLJDWLRQ RI WKH 5DGLDWLRQ 'RVH IURP &RQH %HDP &7 $ &RPSDULVRQ RI 0HWKRGRORJLHV

小寺沙采

福島県立医科大学

福田篤志

自衛隊中央病院

柳澤宏樹

★ . $FWXDO 6XUIDFH 'RVH (YDOXDWLRQ 2XWVLGH 6FDQ $UHD GXULQJ 'XDO 6RXUFH &7 6FDQQLQJ ZLWK /RZ 7XEH 9ROWDJH $ 3KDQWRP 6WXG\ WR 2SWLPL]H 6FDQ
3DUDPHWHUV

山口大学医学部附属病院

竹上和希

Measurement (Dosimeter, Other) Radiation Dose Evaluation／計測(線量計・その他)線量評価
：〜：

座長

庄司友和(東京慈恵会医科大学附属病院)
浅田恭生(藤田医科大学)

★ . 'HYHORSPHQW RI 1HDU ,QIUDUHG 6SHFWURVFRS\ 6\VWHP IRU 'LDEHWLF )RRW 6FUHHQLQJ

'RQJVHR 8QLYHUVLW\ *UDGXDWH 6FKRRO

-HRQJ+\HRQ 6HR

★ . &XVWRPL]DEOH DQG 0LQLDWXUL]HG )OXRUHVFHQFH 'HWHFWLRQ 6\VWHP RI +HOD &HOOV LQ YLWUR 8VLQJ D &RVWHIIHFWLYH /(' DQG 0LFURFRQWUROOHU
0HGLFDO ,7 &RQYHUJHQFH (QJLQHHULQJ .XPRK 1DWLRQDO ,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\
★ . (YDOXDWLRQ RI $SURQ V 6KLHOGLQJ 5DWH DQG /LJKW :HLJKW

.\RXQJUDH &KR

'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\ 6KLQJX 8QLYHUVLW\ -L\RRQ /LP

4 月 11 日(木)

F202

Nuclear Medicine (PET) Cerebrospinal／核医学(PET)脳脊髄
：〜：

座長

前田幸人(香川大学医学部附属病院)
我妻

慧(東京都健康長寿医療センター研究所)

★ . 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ RI 6HULDO &KDQJHV RQ $P\ORLG 3(7 LQ 5HVHDUFK 'DWD RQ 'HPHQWLD 2EVHUYDWLRQ

九州大学大学院

下川夏実

★ . 'HYHORSPHQW RI $XWRPDWLF 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ 3URJUDP RI $P\ORLG 3(7 E\ 8VLQJ $GDSWLYH 7HPSODWH DQG (PSLULFDO 3L%SURQH 52,
九州大学

椿 悠馬

九州大学大学院

下川夏実

脳病態統合イメージングセンター

山尾天翔

. アミロイド 3(7 定量評価における解剖学的標準化に用いるテンプレートの違いの影響


★ . 9DOLGDWLRQ RI 4XDQWLWDWLYH 0HWKRGV 8VLQJ &HQWLORLG 6FDOH IRU 7DX 3(7 ,PDJLQJ ZLWK )7+.
国立精神・神経医療研究センター


★ . 7H[WXUH $QDO\VLV RI &PHWKLRQLQH 3(7 ,PDJH 0LJKW 'LVWLQJXLVK %UDLQ 7XPRU 5HFXUUHQFH IURP 5DGLDWLRQ 1HFURVLV
国際医療福祉大学

三輪建太

Nuclear Medicine (PET) Image Processing, Image Analysis／核医学(PET)画像処理・画像解析
：〜：

座長

奥田光一(金沢医科大学)
梅澤哲郎(千葉大学医学部附属病院)



★ . (YDOXDWLRQ RI WKH ,PSDFW RI $WWHQXDWLRQ &RUUHFWLRQ RQ WKH 0\RFDUGLDO %ORRG )ORZ RQ 1DPPRQLD 3(705,

. 3(7 検査における 689 の装置内変動が定量的治療効果判定へ及ぼす影響

福島県立医科大学先端臨床研究センター

根本彩香

九州大学病院

筒井悠治



★ . 3(75DGLRPLFV RI ))'* 3(7 WR 3UHGLFW 7XPRU 5HVSRQVH RI 3DWLHQWV ZLWK (VRSKDJHDO &DQFHU 8VLQJ 1HRDGMXYDQW 7KHUDS\
国際医療福祉大学熱海病院

平塚勢哉



★ . 7H[WXUDO $QDO\VLV RI ))'* 3(7 WR 3UHGLFW 7XPRU 5HVSRQVH RI 3DWLHQWV ZLWK /RFDOO\ $GYDQFHG 3DQFUHDV &DQFHU 8VLQJ &DUERQLRQ 5DGLRWKHUDS\
放射線医学総合研究所病院

上髙祐人



★ . $VVHVVPHQW RI 'LDJQRVWLF $FFXUDF\ RI ))'* 3(7&7 7XPRU 0HWDEROLF 3DUDPHWHUV LQ 3DWLHQWV ZLWK 16&/& DQG 5DGLDWLRQ 3QHXPRQLWLV $IWHU
&,57

放射線医学総合研究所病院

菅満喜人

一般研究発表プログラム

Nuclear Medicine (PET) Other／核医学(PET)その他
：〜：

座長 三輪建太(国際医療福祉大学)
村田泰輔(千葉大学医学部附属病院)





★ . ,QLWLDO (YDOXDWLRQ RI 1RYHO 6KDSH 5DGLRDFWLYH 6DPSOH 6RXUFHV ZLWK 1D DQG *H
量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 赤松
★ . )DFWRUV ,QIOXHQFLQJ %RQH 0DUURZ )'* 8SWDNH

剛

福井大学高エネルギー医学研究センター 及川広志


. %ORFN 6HTXHQWLDO 5HJXODUL]HG ([SHFWDWLRQ 0D[LPL]DWLRQ 法による半導体 3(7&7 における ))'* 集積度評価
広島平和クリニック がんドック先端医療健診センター 石田和弘
★ . 1RQQHJDWLYH 0DWUL[ )DFWRUL]DWLRQ %DVHG ,PDJH 'HFRPSRVLWLRQ 7HFKQLTXH IRU G3(7
'HSDUWPHQW RI UDGLRORJ\ VFLHQFH 'RQJVHR 8QLYHUVLW\ -XQ<RQJ +RQJ
★ . %XLOGLQJ DQ ,GHQWLILFDWLRQ 0RGHO IRU 0HWDVWDWLF /\PSK 1RGHV RI 1DVRSKDU\QJHDO &DUFLQRPD %DVHG RQ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ 5DGLRPLFV
5DGLDWLRQ 3K\VLFV DQG 7HFKQRORJ\ 'LYLVLRQ 6KDQGRQJ 7XPRU +RVSLWDO

7HQJ[LDQJ /L

Nuclear Medicine (PET) Image Quality and Evaluation／核医学(PET)画像・画質評価
：〜：

座長 細貝良行(国際医療福祉大学)
三本拓也(帝京大学)

★ . 1(0$ 18 3HUIRUPDQFH (YDOXDWLRQ RI D +HOPHWW\SH 3(7 3URWRW\SH ZLWK )RXUOD\HU '2, 'HWHFWRUV
量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 赤松

剛

. シミュレーションによる散乱フラクションを応用した，) )'* 3(7 撮像時間の重み付け最適化
熊本大学医学部附属病院 亀崎亮佑


. 連続寝台移動収集法を用いた ))'* '\QDPLF 収集における寝台移動速度の検討

宮崎大学医学部附属病院 林

. 検査部位に応じた ) )'* 3(7 マルチベッド撮影における可変撮像時間の最適化

大地

熊本大学医学部付属病院 芳山史晃

. 異なる散乱補正法における視野外の放射能が与える影響の比較

和歌山南放射線科クリニック 大谷一弘

★ . (YDOXDWLRQ RI 3(7 ,PDJHV RI +RW 6SRW 6L]HV &ORVH WR WKH ,PDJH 3L[HO 6L]HV

岩手医科大学

佐々木敏秋

Nuclear Medicine (Radionuclide Therapy, Other) Musculoskeletal, Other／
核医学(RI 内用療法，その他)骨軟部組織，その他
：〜：

座長 花岡宏平(近畿大学高度先端総合医療センター)
宮司典明(がん研究会有明病院)

. 定量的骨 63(&7&7 による集積体積を応用したイメージングバイオマーカの精度評価
. ディジタルファントムを用いた 5D 63(&7 画像のモンテカルロシミュレーション

がん研究会有明病院 茂木一樹
九州大学大学院 上野響生



★ . (IIHFW 0HDVXUHPHQW RI 5DGLRQXFOLGH 7KHUDS\ E\ 6U IRU 0HWDVWDWLF %RQH 3DLQ &RPSDULVRQ LQ 4XDQWLWDWLYH 9DOXHV RI 0HWDVWDWLF %RQH /HVLRQV


EHWZHHQ %RQH 63(&7 DQG )IOXRULGH 3(7&7

名古屋大学大学院

長谷川千夏

★ . 6WXG\ RI 7K\URLG 8SWDNH &RPSDULVRQ $PRQJ 7FP , DQG 7K\URLG +RUPRQH
'HSW RI 0HGLFDO 3K\VLFV DQG %LRPHGLFDO (QJLQHHULQJ *RQR %LVKZDELG\DOD\ 8QLYHUVLW\

1XSXU .DUPDNHU

★ . 0RGHOLQJ DQG 5HSURGXFLELOLW\ ([SHULPHQW RI &XVWRPL]HG '\QDPLF &DUGLDF 3KDQWRP LQ 1XFOHDU 0HGLFLQH
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\ 6KLQJX 8QLYHUVLW\


★ . 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ RI ) &HUHQNRY /XPLQHVFHQFH ,PDJLQJ ZLWK 2SWLFDO ,PDJLQJ 0RGDOLWLHV

4 月 11 日(木)

&KDQJ +\XQ /HH

九州大学 勝部

俊

F203 + 204

Imaging (Multi-modality) Image Analysis1／画像(マルチモダリティ)画像解析 1
：〜：

座長 船水憲一(つがる総合病院)
川嶋広貴(金沢大学)

★ . ,QYHVWLJDWLRQ RI (IIHFWLYHQHVV RI 6LPLODU ,PDJHV IRU 6LPLODU 6XEWUDFWLRQ 7HFKQLTXH WR 5HGXFH $UWLIDFWV RQ 6XEWUDFWLRQ ,PDJHV

★ . 0HDVXUHPHQW RI )LQJHU -RLQW 6SDFH 8VLQJ &RQH %HDP &7 $ 3KDQWRP 6WXG\

九州大学 尾崎

誠

北海道大学大学院 宍戸

駿

一般研究発表プログラム

★ . 9DOLGDWLRQ RI WKH $XWRPDWLF 6RIWZDUH IRU 4XDQWLWDWLYH $VVHVVPHQW RI -RLQW 6SDFH 1DUURZLQJ 3URJUHVVLRQ LQ WKH :ULVW RI 5KHXPDWRLG $UWKULWLV
3DWLHQWV
★ . 'HYHORSPHQW DQG $SSOLFDWLRQ RI ,PDJH 6LPXODWLRQ 7HFKQLTXH IRU /RZGRVH &KHVW 5DGLRJUDSKV

北海道大学大学院

田中悠貴

帝京大学大学院

村上理映

★ . (YDOXDWLRQ RI WKH $XWRPDWLF 4XDOLW\ &RQWURO 6\VWHP IRU 0DPPRJUDSK\ 3KDQWRP ,PDJHV E\ 8VLQJ D 0RGHO 2EVHUYHU
産業医科大学病院

岩瀬賢祐

Imaging (General Radiography) Image Evaluation 1／画像(単純 X 線)画像評価 1
：〜：

座長

村上誠一(産業医科大学病院)
由地良太郎(東海大学医学部付属八王子病院)

.  層構造を有する '5 パネルのコントラスト評価

大阪急性期・総合医療センター

.  層構造を有する '5 パネルの粒状特性の評価

大阪急性期・総合医療センター

★ . ,PDJLQJ 3URSHUWLHV RI DQ ,QGLUHFWFRQYHUVLRQW\SH )ODWSDQHO 'HWHFWRU 6\VWHP ZLWK D +LJKUHVROXWLRQ 7\SH

九州大学大学院

. )ODW 3DQHO 'HWHFWRU における斜め  度方向の解像特性
. プレビュー画像を診断用画像に加算した際の画質変化に関する基礎検討

中邑友美
松浦義弘
田中延和

徳島文理大学

石井里枝

首都大学東京大学院

油原俊之

Imaging (General Radiography) Image Evaluation 2／画像(単純 X 線)画像評価 2
：〜：

座長

片山礼司(久留米大学)
今花仁人(北里大学メディカルセンター)

★ . (YDOXDWLRQ RI WKH 6KDUSQHVV ,QFOXGLQJ (IIHFW RI 6FDWWHUHG 5DGLDWLRQ DW DQ 2EMHFWLYH 3ODQH

群馬県済生会前橋病院

丸山 星

. 3L[HODOLJQHG *ULG の高被写体厚における画質評価
. 胸部ファントムとバーガーファントムを用いた胸部 ; 線撮影における画質と線量の最適化
. ディジタル ; 線撮影における散乱線の影響と散乱線除去グリッドの違いによる撮影条件の検討

金沢大学

尾鼻伸記

徳島赤十字病院

横手尭彦

名古屋市立大学病院

國友博史

AI (Automatic Recognition)／AI(自動認識)
：〜：

座長

渡部晴之(群馬県立県民健康科学大学)
片山

豊(大阪市立大学医学部附属病院)

★ . /XQJ 5HJLRQ 6HJPHQWDWLRQ RQ 3HGLDWULF &KHVW ;UD\V ZLWK /DUJH 6FDOH 'DWDEDVH DQG 0DVN 5&11

藤田医科大学大学院

魚住春日

★ . $XWRPDWHG 1RGXOH 'HWHFWLRQ 3LSHOLQH IRU &KHVW ;UD\ ,PDJHV 8VLQJ WKH %RQH 6XSSUHVVLRQ 0DVN 5&11

藤田医科大学大学院

松原尚輝

★ . $XWRPDWHG 'HWHFWLRQ RI %UHDVW 7XPRU LQ 1RQ&RQWUDVW (QKDQFHG %UHDVW 05 ,PDJHV 8VLQJ 'HHS &RQYROXWLRQDO 1HXUDO 1HWZRUN
藤田医科大学 小野瑛見子
★ . $XWRPDWHG &ODVVLILFDWLRQ RI *HQHUDO 5DGLRJUDSKV ZLWK 9DULRXV 3RVLWLRQLQJ E\ 8VLQJ 'HHS /HDUQLQJ

熊本大学大学院

吉川直輝

新潟大学

藤田直人

. 深層学習による乳児股関節の超音波画像診断のための至適断面像の自動認識
. 81HW による腹部 &7 における肝臓領域の自動抽出

新潟大学 土屋龍太郎

Theme Session (AI：Diagnostic Support)／テーマ演題(AI：診断支援)
：〜：

座長

原 武史(岐阜大学大学院)
李 鎔範(新潟大学)

★ . (VWLPDWLRQ RI *HQHWLF 3DWWHUQV RI /RZ *UDGH *OLRPDV 8VLQJ 5DGLRPLFV
. 乳がんのサブタイプ分類とレディオミクス特徴量の関係を抽出するための画像データマイニング

熊本大学大学院 岸本奈渚子
熊本大学大学院 和田菜摘美

★ . ,PSURYHG 6FKHPH RI WKH $XWRPDWHG &ODVVLILFDWLRQ RI 3XOPRQDU\ 1RGXOHV LQ &7 ,PDJHV 8VLQJ 0XOWLGHHS &RQYROXWLRQDO 1HXUDO 1HWZRUNV
,PSURYHPHQW RI &ODVVLILFDWLRQ 3HUIRUPDQFH 8VLQJ *HQHUDWLYH $GYHUVDULDO 1HWZRUNV
★ . 'HYHORSPHQW RI &RPSXWHUDLGHG 'LDJQRVLV 6\VWHP IRU 6WDJLQJ RI 0DOLJQDQW /\PSKRPD

藤田医科大学大学院

大西佑弥

北海道大学

松倉吉彦

一般研究発表プログラム
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Imaging Techniques and Research (MR) Liver／撮影(MR)肝臓
：〜：

座長 麻生弘哉(島根大学医学部附属病院)
髙橋佑治(広島大学病院)

. *O\FR&(67 イメージングにおける飽和パルスの印加強度と印加時間が &(67 効果に及ぼす影響

鹿児島大学病院 岩永

. 3VHXGRFRQWLQXRXV $UWHULDO 6SLQ /DEHOLQJ(S&$6/)法を用いた食事摂取前後における肝の灌流評価

崇

金沢大学附属病院 正元雄大

★ . 9DOLGDWLRQ 6WXG\ RQ 6HPL$XWRPDWLF 4XDQWLILFDWLRQ 6RIWZDUH IRU 05 (ODVWRJUDSK\ RI WKH /LYHU
北海道大学大学院保健科学研究院 勝海友里
★ . 7KH (IIHFW RI 6OLFH 7KLFNQHVV DQG 0DWUL[ RQ '05, ,PDJH 'LVSOD\ 8VLQJ 9LUWXDO 5HDOLW\

がん研究会有明病院 川端一広

Imaging Techniques and Research (MR) MR Spectroscopy, Other／撮影(MR)基礎：MRS・その他
：〜：

座長 大野直樹(金沢大学)
渋川周平(東海大学医学部付属病院)

. ,WHUDWLYH 1RLVH 5HGXFWLRQ を用いた画質の評価

岩手医科大学附属病院

★ . 8VHIXOQHVV RI 'HHS /HDUQLQJ 5HFRQVWUXFWLRQ WR 5HGXFH ,PDJH 1RLVH RQ 7KUHHWHVOD 05 ,PDJHV

佐々木祐輔

杏林大学医学部付属病院 湯田紗織

. 7 05, 脂肪抑制併用 7強調像における補正物質の比較

市立大津市民病院 中村昌文

. 脂肪抑制効果検討用ファントムにおける油脂成分の検討

虎の門病院 鈴木奈緒

★ . (YDOXDWLRQ RI 'UXJ 4XDQWLILFDWLRQ RI ,QWUDDUWHULDO &KHPRWKHUDS\ IURP 6XSHUILFLDO 7HPSRUDO $UWHU\ 8VLQJ 05, IRU +HDG DQG 1HFN &DQFHU
伊勢赤十字病院
★ . (YDOXDWLRQ RI WKH ,PSDFW RI 6SHFWUDO 3RVWSURFHVVLQJ RQ 4XDQWLWDWLYH %UDLQ 0DJQHWLF 5HVRQDQFH 6SHFWURVFRS\
★ . ,QYHVWLJDWLRQ WR 'HWHFW %RURQRSKHQ\ODODQLQH)UXFWRVH 8VLQJ 05VSHFWURVFRS\ RI 3(705,

伊藤伸太郎

福島県立医科大学 久保

国立がん研究センター中央病院

均

宇津野俊充

Imaging Techniques and Research (MR) Breast, Other／撮影(MR)乳腺・その他
：〜：

座長 中村昌文(大津市民病院)
前田富美恵(京都市立病院)

. 乳房インプラントへの新しいシリコンイメージング法の考案と撮像条件の最適化

小牧市民病院 郡

. 乳腺 '\QDPLF 05, における浸潤癌・非浸潤癌の分類

倫一

九州医療センター 宮嵜義章

. 脈波呼吸両同期を用いた 7SUHS 併用 '76( 法における胸管描出の検討

4 月 12 日(金)

東海大学医学部付属病院 梶原

直
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Radiotherapy (Treatment Planning -2)／放射線治療(治療計画 2)
：〜：

座長 小野 薫(広島平和クリニック)
佐々木幹治(徳島大学病院)

. 'HIRUPDEOH ,PDJH 5HJLVWUDWLRQ における評価基準の相関関係の分析

金沢大学 街道亮斗

. 上咽頭癌症例の *79 描出における 'HIRUPDEOH ,PDJH 5HJLVWUDWLRQ 技術を応用した診断体位 3(7&7 画像の有用性
熊本大学医学部附属病院 甲斐祐大
. 頭頸部領域における非剛体画像レジストレーション(',5)の精度に関するスムーズ係数の影響
国立がん研究センター東病院 相良裕亮
. 自動計画による乳房温存手術後放射線治療の臨床導入

名古屋市立大学病院 吉田亮哉

. )HDVLELOLW\ RI $XWRPDWLF 6HJPHQWDWLRQ LQ WKH 3HOYLF &%&7 ,PDJHV

倉敷中央病院 松下太郎

Radiotherapy (Treatment Planning -3)／放射線治療(治療計画 3)
：〜：

座長 清水秀年(愛知県がんセンター中央病院)
安井啓祐(藤田医科大学)

. 逐次近似応用画像再構成法が線量計算に及ぼす影響

東海大学医学部付属八王子病院

. 放射線治療計画における逐次近似再構成を用いた低線量 &7 画像の可能性：後方視的検討

佐々木洋介

県立静岡がんセンター 吉田

司
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★ . 6WXG\ RI +HDG DQG 1HFN ,057 3ODQ 8VLQJ 0HWDO $UWLIDFW 5HGXFWLRQ ,PDJH

国立がん研究センター東病院

鹿野和仁

. 放射線治療計画用 05 画像における撮像装置依存の幾何学的歪みの評価と歪み補正の有用性の検討
名古屋大学医学部附属病院
. 'RVHWRPHGLXP 線量計算における物質同定の密度しきい値域に &7 管電圧の変動が与える影響

奥平訓康

北海道科学大学 小笠原星香

. リニアックモデルと相対電子密度変換曲線が &%&7 を用いた適応的放射線治療の線量計算精度に与える影響
東海大学医学部付属病院

4 月 12 日(金)

広木智之
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Imaging Techniques and Research (MR) Cerebrovascular／撮影(MR)脳血管
：〜：

座長

上中

治(尾道総合病院)

岡杖俊也(広島がん高精度放射線治療センター)
. 頭蓋内 6WHQW 術後評価のための 7 非造影 ' 72)05$ の最適化
. 高分解能 '72) 05$ における頭部穿通枝動脈描出の検討
. 8OWUD VKRUW 7(05$ を用いた脳血管の追加撮像の検討

筑波メディカルセンター病院

赤津敏哉

杏林大学医学部付属病院

吉岡達也

東千葉メディカルセンター

村山大知

中村記念病院

中居智弥

(株)日立製作所

原田邦明

. 6(16( 併用 &RPSUHVVHG 6HQVLQJ を用いた 3& 法による頭部 05 9HQRJUDSK\ の検討
. 機械学習を取り入れた脳血管 72)05$ の自動処理機能の評価

Imaging (MR) Brain：ASL, fMRI／画像(MR)脳：ASL・fMRI
：〜：

座長

吉田

礼(栗原市立栗原中央病院)

赤塚吉紘(札幌医科大学附属病院)
. $6/ における組織 7値簡便測定法と ,5 法および 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ &RPSLODWLRQ 法との比較
福井大学医学部附属病院

松田祐貴

. 過灌流病変における 0XOWLSOH 3RVWODEHOLQJ 'HOD\V(3/'V)$6/ を用いた 7LPH ,QWHQVLW\ &XUYH による至適 3/' の検討

. ³体重´は S&$6/ での至適 3RVW /DEHO 'HOD\(3/')を推定する指標になりえるか？

若草第一病院

山本征哉

小樽市立病院

大浦大輔

★ . ,QYHVWLJDWLRQ RI 5HSURGXFLELOLW\ RI 5HVWLQJ 6WDWH )XQFWLRQDO 0DJQHWLF 5HVRQDQFH ,PDJLQJ 8VLQJ 7ZR 7\SHV RI 5HFHLYHU &RLOV ZLWK 'LIIHUHQW
1XPEHU RI &KDQQHOV

名古屋大学大学院 加藤沙奈恵

★ . $Q $QDO\VLV RI %UDLQ $FWLYDWLRQ 7LPLQJ 8VLQJ +LJK 7HPSRUDO 5HVROXWLRQ I05,

4 月 12 日(金)

国際医療福祉大学

丸山純人

414 + 415

Radiation Protection (Multi-modality) Patient Exposure／防護(マルチモダリティ)患者被ばく
：〜：

座長

森祐太郎(筑波大学)
鈴木昇一(大同病院)

★ . $ 6WXG\ RQ WKH 'HFUHDVHG RI ([SRVXUH 'RVH E\ WKH 8VDJH RI &RQH LQ WKH 3DUDQDVDO 5DGLRJUDSK\
'HSDUWPHQW RI +HDOWK &DUH +DQVHR 8QLYHUVLW\

-RXQJ 6HXQJ +XQ

★ . 2UJDQ 'RVHV GXULQJ 1HXURLQWHUYHQWLRQDO 3URFHGXUHV LQ D 0RGHUQ %LSODQH $QJLRJUDSKLF 6\VWHP ZLWK 6SHFWUDO 6KDSLQJ )LOWHUV
滋賀県立総合病院

市川 尚

★ . 2Q WKH 5HWURVSHFWLYH 5HVXOWV RI 5DGLDWLRQ 8VLQJ 'LJLWDO =RRP 7HFKQLTXH IRU 3HUFXWDQHRXV &RURQDU\ ,QWHUYHQWLRQ
一宮市立市民病院 長谷川謙司
★ . (IIHFWLYHQHVV RI $GGLWLRQDO /HDG 6KLHOGLQJ DQG /RZ 5DWH )OXRURVFRS\ LQ 3URWHFWLQJ 6WDII IURP 6FDWWHULQJ 5DGLDWLRQ GXULQJ &DUGLDF
5HV\QFKURQL]DWLRQ 7KHUDS\ &57

東北医科薬科大学病院

森島貴顕

Imaging Techniques and Research (MR) Spine／撮影(MR)脊髄
：〜：

座長

佐藤広崇(草加市立病院)
内田幸司(みたかクリニック)

. 'LIIXVLRQ 3UH 3XOVH を併用せずに 0DJQHWLF 5HVRQDQFH 1HXURJUDSK\ の画質を向上させる検討

製鉄記念八幡病院

納 正信

一般研究発表プログラム

. カーボンファイバーシートを用いた局所励起 'LUHFW 6DJLWWDO ':, の基礎検討

自治医科大学附属病院 山越一統

★ . 7KH 5HOLDELOLW\ RI 5HGXFHG )LHOGRIYLHZ '7, IRU +LJKO\ $FFXUDWH 4XDQWLWDWLYH $VVHVVPHQW RI &HUYLFDO 6SLQDO &RUG 7UDFWV
小樽市立病院 横浜拓実
. 高精度 'LIIXVLRQ 7HQVRU ,PDJLQJ による頸髄症除圧予後予測因子の検討

小樽市立病院 横浜拓実

★ . 7 5HOD[DWLRQ 7LPH RI ,QWHUYHUWHEUDO 'LVFV &DOFXODWHG %DVHG RQ 8OWUD6KRUW 7( ,PDJLQJ 0D\ %H 3URPLVLQJ WR (YDOXDWH /XPEDU 6SLQDO ,QVWDELOLW\
札幌医科大学附属病院 高島弘幸
. 脊髄組織における免疫染色と 05 マルチ髄鞘コントラストとの比較解析

首都大学東京大学院 西尾真鈴

Imaging Techniques and Research (MR) Myocardium／撮影(MR)心筋
：〜：

座長 福澤 圭(虎の門病院)
森田康祐(熊本大学医学部附属病院)

. ,QYHUVLRQ 5HFRYHU\ 7ZHLJKWHG 7XUER )LHOGHFKR 法を用いた心筋の ' 7 0DSSLQJ −視認性の改善−

岡山大学大学院

. 心筋パーフュージョン 05 各社 7 装置への対応

小野翔太郎

藤田医科大学大学院 竹田和也

★ . %ULHI %UHDWK+ROGLQJ IRU ,QFUHDVLQJ WKH 1XPEHU RI 6OLFHV LQ 0\RFDUGLDO 0XOWLVOLFH 7 0DSSLQJ

岡山赤十字病院 木田勝博

★ . )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI 7 0DSSLQJ E\ 0\RFDUGLDO 3KDQWRP 8VLQJ 5HWURVSHFWLYH 0RWLRQ &RUUHFWLRQ 02&2
福島県立医科大学附属病院 高済英彰
. /RRN/RFNHU 6HTXHQFH と遅延造影撮影の 1XOOSRLQW の違いにおける心拍数の影響

静岡県立こども病院 佐野恭平

. () 02//, 法を用いた 7 0DS と心拍数との関連性：心拍固定法と時間固定法との比較

日本大学病院 安藤千知

.  次元 7 強調像を用いた心筋虚血再灌流障害における心筋内出血量の半自動計測法の検討

4 月 12 日(金)

二日市病院 新井英雄

F201 + 202

Radiotherapy (Treatment Planning -1)／放射線治療(治療計画 1)
：〜：

座長 佐々木浩二(群馬県立県民健康科学大学)
加茂前健(名古屋大学医学部附属病院)

★ . %XLOG DQ $XWRPDWHG :KROH %UDLQ 3ODQQLQJ ZLWK 2QH &OLFN 5HWRURVSHFWLYH 6WXG\

国立がん研究センター東病院 有路貴樹

. 複数脳転移の同時定位照射に対応した治療計画装置のコミッショニング

茨城県立中央病院 篠田和哉

. 多発脳転移に対する '\QDPLF &RQIRUPDO $UF と 9ROXPHWULF 0RGXODWHG $UF 7KHUDS\ を用いた定位放射線治療の比較
倉敷中央病院 宮田潤也
. 多発脳転移に対する 6LQJOHLVRFHQWHU 照射法の線量分布にセットアップの回転誤差が及ぼす影響

新潟大学医歯学総合病院 中野

永

Radiotherapy (Particle Therapy)／放射線治療(粒子線治療)
：〜：

座長 加藤貴弘(福島県立医科大学)
矢能稔啓(兵庫県立粒子線医療センター)

. 頭頸部強度変調陽子線治療における回転セットアップエラーに対するロバストネスの評価
名古屋市立西部医療センター

名古屋陽子線治療センター 下村

. 呼吸モニタリングシステムを用いた陽子線呼吸同期照射における基礎検討

高井病院 辻

. 00 モデル(待ち行列理論)によるビーム待ち時間のシミュレーション解析

朗
博之

メディポリス医学研究所 大野愛莉

. 陽子線治療におけるスポット位置モニタの健全性の検証

名古屋陽子線治療センター

田中堅一郎

. 当院における  次元検出器を用いた陽子線治療装置の 'DLO\ 4$ 方法の検討
北海道大野記念病院 札幌高機能放射線治療センター 宮部泰秀
★ . 9HULILFDWLRQ RI %HDPVSHFLILF 0DUJLQ LQ 5DVWHU 6FDQQLQJ 3URWRQ 7KHUDS\ IRU 3URVWDWH &DQFHU

大阪陽子線クリニック 安藤

新

Radiotherapy (New Technique)／放射線治療(新技術)
：〜：

座長 根本幹央(自治医科大学附属病院)
小島礼慎(金沢大学附属病院)

. 前立腺癌に対する異なる  種類の外照射法における直腸線量低減用ハイドロゲルの線量的有効性の検討
山梨大学医学部附属病院 宮阪洋亮

一般研究発表プログラム

. 前立腺癌陽子線治療における放射線治療用吸収性組織スペーサ留置の有用性の検討
名古屋市立西部医療センター

名古屋陽子線治療センター

村松里恵

金沢大学大学院

熊原成美

帝京大学大学院

姜 裕錫

南東北がん陽子線治療センター

島田星良

産業医科大学病院

芝 栄志

. 骨等価ポリマーゲル線量計の開発
★ . 'RVH 'LVWULEXWLRQ $QDO\VLV RI 0LFHOOH *HO 'RVLPHWHU IRU &OLQLFDO $SSOLFDWLRQ E\ 2SWLFDO &7 6FDQQHU
. 減衰板を用いた高エネルギー電子線の強度変調
★ . 3UHGLFWLQJ ' 'RVH 3UHFLVLRQ %DVHG RQ 'RVH 8QFHUWDLQW\ 3RWHQWLDO $FFXPXODWLRQ

Imaging Techniques and Research (CT) Dual Energy, Iodine Concentration／
撮影(CT)Duel Energy・ヨード濃度
：〜：

座長

瓜倉厚志(静岡県立静岡がんセンター)
根宜典行(神戸大学医学部附属病院)

★ . (YDOXDWLRQ RI ,RGLQH 4XDQWLILFDWLRQ 8VLQJ 'XDOVRXUFH 'XDOHQHUJ\ &7 $ )XQGDPHQWDO 6WXG\ 8VLQJ D 0XOWL (QHUJ\ 3KDQWRP
山口大学医学部附属病院

赤川純一

★ . $FFXUDF\ RI ,RGLQH 'HQVLW\ 4XDQWLILFDWLRQ ZLWK %DVH 0DWHULDO RI 0DWHULDO 'HQVLW\ ,PDJH 8VLQJ 'XDO (QHUJ\ &7
鳥取大学医学部附属病院

岸本淳一

. 第二世代高速 N9S スイッチングデュアルエナジー &7 におけるヨード密度および &7 値の測定精度に関する多施設検討
東京女子医科大学東医療センター

福井利佳

★ . ,QIOXHQFH RI WKH &7 1XPEHUV RI %DVLF 0DWHULDOV IRU ,PDJH %DVHG 7KUHHPDWHULDO 'HFRPSRVLWLRQ IRU ,RGLQH 4XDQWLILFDWLRQ LQ 'XDOVRXUFH 'XDO
HQHUJ\ &7

山口大学医学部付属病院

竹光政樹

. 'XDO(QHUJ\ &7 による濃度算出のための変換テーブルの作成と解析画像作成のためのグラジエントパラメータの算出
東北大学病院

高野博和

★ . ,QYHVWLJDWH WKH &RQWUDVW 0HGLXP 5HGXFWLRQ /HYHO IRU 7KLQ %ORRG 9HVVHO E\ 9LUWXDO 0RQRHQHUJHWLF ,PDJH LQ 'XDOOD\HU 'HWHFWRU &7
埼玉県済生会川口総合病院

鈴木友理

Imaging Techniques and Research (CT) Dual Energy, Clinical Technique／
撮影(CT)Duel Energy・臨床評価
：〜：

座長

野水敏行(富山労災病院)
丹羽伸次(中津川市民病院)

★ . (YDOLDWLRQ RI 0RQRFKURPDWLF (QHUJ\ /HYHO LQ /XQJ )LHOG ,PDJH

秋田大学医学部附属病院

加藤大樹

製鉄記念広畑病院

関本堂徳

. 7ZLQ %HDP 'XDO (QHUJ\ 撮影における腹部 '\QDPLF &7 撮影の仮想単色 ; 線画像の検討
. 'XDO (QHUJ\ &7 を用いた肝線維化の評価
★ . (YDOXDWLRQ RI +HSDWLF )DW )UDFWLRQ 0DS 8VLQJ 'XDOHQHUJ\ &7 &RPSDUHG ZLWK 05, DQG 86

手稲渓仁会病院

板谷春佑

金沢大学医学部附属病院

河原康宏

-$ 広島総合病院

秋里恭平

. 'XDO (QHUJ\ &7 の物質密度画像を用いた脊椎圧迫骨折に伴う骨髄浮腫の検出

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

座長

三好利治(岐阜大学医学部附属病院)
室賀浩二(長野赤十字病院)

★ . 2SWLPL]DWLRQ RI 6FDQ 6SHHG IRU /RZHU ([WUHPLW\ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ $QJLRJUDSK\ 8VLQJ $QNOH %UDFKLDO 3UHVVXUH ,QGH[ DQG 6\VWROLF 7LPH
,QWHUYDOV

岡山赤十字病院

都能和俊

. 7$9, 術前 &7 における至適撮影条件の検討

昭和大学病院

島谷将也

. 微小血管領域における最大 &7 値による %ROXV 7UDFNLQJ 法に関する検討

東北大学病院

茅野伸吾

草加市立病院

石川春菜

埼玉医科大学総合医療センター

中根 淳

★ . )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI 3KRWRJUDSKLQJ &RQGLWLRQ IRU &RPSXWHG 3HUIXVLRQ ,PDJH 8VLQJ +HOLFDO 7ZRSKDVH &7$
★ . 9DOXH RI D 3HUIXVLRQ &7 3URWRFRO RI %UDLQ 7XPRUV 8VLQJ D &RQWUDVW 'RVH 'HWHUPLQHG E\ 3DWLHQW %RG\ :HLJKW

★ . 5DSLG $VVHVVPHQW RI WKH 5HQDO )XQFWLRQ E\ 3RLQWRI&DUH :KROH %ORRG &UHDWLQLQH 0HWHU %HIRUH &RQWUDVWHQKDQFHG &7
市立芦屋病院 木下真由美

一般研究発表プログラム

4 月 12 日(金)

F203 + 204

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Head and Neck, Pediatric／核医学(SPECT，Planar)頭頸部，小児
：〜：

座長

宮井將宏(川崎医科大学総合医療センター)
石井亘友(東邦大学医療センター大森病院)

. 脳血流定量 63(&7 のシミュレーション解析のための脳血流動態ファントムの開発

川崎医科大学附属病院 三村浩朗



. パーキンソン病患者における ,0,%* 甲状腺縦隔比の検討

長崎北病院 藤下稔雅

. 甲状腺摂取率測定精度の検証：摂取率測定装置・ガンマカメラの比較

大阪大学医学部附属病院

. 7O による嗅神経イメージングの解析を目的とした 63(&7 装置の施設間相互校正について

佐々木秀隆

金沢医科大学病院 齊藤久紘

★ . $WWHPSW RI WKH 3HGLDWULF 3XOPRQDU\ 3HUIXVLRQ 6FLQWLJUDSK\ /HIW5LJKW 5DWLR 0HDVXUHPHQW 8VLQJ WKH 9LUWXDO 3ODQHU ,PDJH 3KDQWRP 6WXGLHV
国立循環器病研究センター 井元

晃

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Cardiovascular (1)／核医学(SPECT，Planar)心大血管(1)
：〜：

座長 椎葉拓郎(帝京大学)
坪井孝達(浜松赤十字病院)

★ . 'HYHORSPHQW RI ,VFKHPLD  'HIHFW 3KDQWRP 0RGHO IRU (YDOXDWLRQ RI 0\RFDUGLDO ,PDJH

北海道科学大学 佐藤

★ . 'HIRUPDEOH ,PDJH 5HJLVWUDWLRQ 1HZ ,PDJHV 5HJLVWUDWLRQ RI 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ 63(&7

颯

済生会横浜市東部病院 伊東利宗

P

. 呼吸と心拍が 7FWHWURIRVPLQ 63(&7 に与える影響：心筋動態ディジタルファントムを用いたシミュレーション研究
広島市立安佐市民病院 古田明大
★ . 9DOLGDWLRQ RI 6FDWWHU &RUUHFWLRQ ZLWK 'XDO(QHUJ\:LQGRZ 0HWKRG 8VLQJ &=7 63(&7 6\VWHP

島根大学医学部附属病院 矢田伸広

. 'HHS /HDUQLQJ による 63(&7 投影画像のノイズ除去法の開発

藤田医科大学大学院 東

浩之

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Dopamine／核医学(SPECT，Planar)ドパミン
：〜：

座長 飯森隆志(千葉大学医学部附属病院)
尾川松義(横浜市立大学附属病院)

. , )3&,7 63(&7 ,PDJLQJ における 9ROXPH 5HQGHULQJ 画像を用いた診断精度向上の試み
★ . (IIHFW RI &RUUHFWHG 6SHFLILF %LQGLQJ 5DWLR RQ 5HIHUHQFH 5HJLRQ 6HW E\ 3KDQWRP &DOLEUDWLRQ LQ

江戸川病院 猪口靖裕


,)3&,7 63(&7 $ 0XOWLFHQWHU 6WXG\
岡山大学病院 中嶋真大

. ドパミントランスポータ 63(&7 画像の自動形状抽出による分類法の開発
★ . 6WDQGDUGL]DWLRQ RI 6SDFLILF %LQGLQJ 5DWLR 8VLQJ D &DOLEUDWLRQ 3KDQWRP LQ

帝京大学 椎葉拓郎



,)3&,7 63(&7 $ 0XOWLFHQWHU 6WXG\
岡山済生会総合病院

長谷川大輔

. テクスチャ解析を用いた脳ドパミントランスポータ 63(&7 における集積不均一評価の鑑別診断における有用性の検討
九州大学大学院 高島
★ . ,QIOXHQFH RI &6) &RUUHFWLRQ (IIHFW RQ &DOLEUDWHG 4XDQWLWDWLYH (YDOXDWLRQ LQ 'RSDPLQH 7UDQVSRUWHU ,PDJLQJ

彩

宇多野病院 酒井隆至

Education／教育
：〜：

座長 梁川範幸(つくば国際大学)
水上慎也(北里大学)

.  次元 &* モデリングを用いた撮影法教材の開発

藤田医科大学 小林正尚

★ . &RQVWUXFWLRQ RI 6HWXS 7UDLQLQJ 0HWKRG RI 5DGLRWKHUDS\ 8VLQJ 9LUWXDO 5HDOLW\ DQG 0L[HG 5HDOLW\

九州大学大学院

. ソーシャルビッグデータを活用した放射線被ばくに対する不安意見の解析システムの構築
. 災害対応訓練を用いた職員の防災意識向上への取り組み

川内野友則

九州大学大学院 峰松

優

神戸市立医療センター西市民病院 伊田雄貴

一般研究発表プログラム

4 月 13 日(土)

503

Imaging (MR) Brain：Diffusion Analysis／画像(MR)脳：拡散解析
：〜：

座長

山城尊靖(箕面市立病院)
山田達也(三菱神戸病院)

. 脳葉脳回から学ぶ脳神経線維 ' 解剖図の作成

香川大学医学部附属病院

勢川博雄

★ . 5DGLRPLF )HDWXUHV $QDO\VLV IRU *OLRPD *UDGLQJ 8VLQJ $SSDUHQW 'LIIXVLRQ &RHIILFLHQW DQG &HUHEUDO %ORRG )ORZ 0DSV LQ 0DJQHWLF 5HVRQDQFH
,PDJLQJ

大阪大学医学部附属病院

橋渡貴司

首都大学東京大学院

水村真衣

首都大学東京

飯田真由

. 拡散 9R[HO 0RUSKRPHWU\ $QDO\VLV によるパーキンソン病脳神経変性領域の特定
. 神経突起方向散乱・密度イメージングによる脳発達の縦断評価
. 12'', を用いた神経膠芽腫内水分子拡散の経時的観察
. 12'', を用いた新生児低酸素性虚血性脳症モデルラットの重症度評価

4 月 13 日(土)

大阪大学

中元美来

国立循環器病研究センター

大木明子

414 + 415

Imaging (Other) Image Evaluation／画像(その他)画像評価
：〜：

座長

柏倉健一(群馬県立県民健康科学大学)
児玉直樹(新潟医療福祉大学)

★ . 3UHOLPLQDU\ 6WXG\ RQ 3DWKRORJLFDO 'LDJQRVLV 6XSSRUW 8VLQJ 0LFUR &7

藤田医科大学大学院

早川智就

★ . 2SWLPDO )HDWXUH ([WUDFWLRQ 0HWKRGV IRU &ODVVLILFDWLRQ RI 0HQWDO $ULWKPHWLF DQG 5HVWLQJ 6WDWH %DVHG RQ 1HDULQIUDUHG 6SHFWURVFRS\
'HSDUWPHQW RI 0HGLFDO ,7 &RQYHUJHQFH (QJLQHHULQJ .XPRK 1DWLRQDO ,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\ +\XQJ7DN /HH
★ . 7KH ' 5HFRQVWUXFWLRQ RI 'LDEHWLF )RRW 8VLQJ &RQWDFW %DVHG 1HDU ,QIUDUHG 6SHFWURVFRS\ 1,56
'HSDUWPHQW RI 0XOWLGLVFLSOLQDU\ RI 5DGLRORJLFDO 6FLHQFH *UDGXDWH 6FKRRO 'RQJVHR 8QLYHUVLW\

0H]LH /DXUHQFH %DFRV 2UWL]

★ . $ 6WXG\ RQ WKH (UJRQRPLF 'HVLJQ RI 3RUWDEOH ,PDJLQJ 'HYLFH %DVHG RQ I1,56 'LDEHWLF )RRW 6FUHHQLQJ
'HSW RI 0XOWLGLVFLSOLQDU\ RI 5DGLRORJLFDO 6FLHQFH *UDGXDWH 6FKRRO 'RQJVHR 8QLYHUVLW\

'R <RXQJ <RRQ

Imaging Techniques and Research (Bone Mineral Density, Ultrasound)／撮影(骨塩・超音波)
：〜：

座長

安冨蔵人(北里大学東病院)
山村

博(金沢医科大学病院)

. 小児に対する ';$ 身体組成測定の，関心領域を用いた脂肪量解析の有効性評価

大阪母子医療センター 福岡恵里佳

★ . (YDOXDWLRQ RI %RQH 0LQHUDO 'HQVLW\ LQ 3RVWPHQRSDXVDO :RPHQ ZLWK (VWURJHQ 5HFHSWRU 3RVLWLYH (5 + %UHDVW &DQFHU 5HFHLYLQJ 5DGLRWKHUDS\
7UHDWPHQW

'HSDUWPHQW RI 0HGLFDO ,PDJLQJ DQG 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\

3LQJ'RQJ +X

★ . ,QIOXHQFH RI &LJDUHWWH 6PRNLQJ RQ %RQH 0LQHUDO 'HQVLW\ LQ +HDOWK\ 7DLZDQHVH 3UHPHQRSDXVDO :RPHQ
'HSDUWPHQW RI 0HGLFDO ,PDJLQJ DQG 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\ <XDQSHL 8QLYHUVLW\ RI 0HGLFDO 7HFKQRORJ\
★ . 4$4& IRU 'LDJQRVWLF 8OWUDVRXQG (TXLSPHQW 8VLQJ $XWRPDWHG $QDO\VLV 6RIWZDUH
. 超音波検査における ',&20 ビューアを用いた肝腎コントラスト判断基準の統一化の試み
★ . $SSOLFDELOLW\ RI :DWHU 3KDQWRP IRU +\VWHURVDOSLQJFRQWUDVWVRQRJUDSK\

&KLQJ<X :DQJ

東京医科大学病院

河本敦夫

浅ノ川総合病院

飯田 融

,VRPDQJ 2% *<Q .RUHD

3DUN <RXQJ .HXQ

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

座長

黒蕨邦夫(札幌がん検診センター)
山品博子(北海道大学大学院)

★ . $WWHPSW WR 5HGXFH ([SRVXUH 'RVH E\ &UHDWLQJ 3VHXGR )XOO )LHOG 'LJLWDO 0DPPRJUDSK\ IURP 'LJLWDO %UHDVW 7RPRV\QWKHVLV ,PDJH
広島大学病院

臼木麗奈

★ . $ 6WXG\ RQ WKH (YDOXDWLRQ RI 1HZ 0DPPR3DG 0DWHULDOV DQG 7KHLU 8VDELOLW\ LQ 0DPPRJUDSK\
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJ\ (ZKD :RPDQV 8QLYHUVLW\ 0RNGRQJ +RVSLWDO
★ . $XWRPDWLF ([SRVXUH &RQWURO LQ &KHVW 5DGLRJUDSK\

'HSW RI 5DGLRORJLFDO 6FLHQFH +DQVHR 8QLYHUVLW\

<RXQJ-X 0RRQ
&KRL 6XQJ 6LN

一般研究発表プログラム

Imaging Techniques and Research (General Radiography) Chest, Image Evaluation／
撮影(単純 X 線)呼吸器・画像評価
：〜：

座長 中前光弘(奈良県立医科大学附属病院)
高木剛司(産業医科大学病院)

★ . ;UD\ 2XWSXW 0DQDJHPHQW 8VLQJ ([SRVXUH ,QGH[

帯広病院

.  ショットエネルギーサブトラクション処理における ; 線画像評価

小笠原一洋

昭和大学大学院 安田光慶

★ . $ 6WXG\ RQ 5HGXFWLRQ RI 'RVH E\ 6RXUFH WR ,PDJH 'LVWDQFH LQ /DWHUDO 3URMHFWLRQ RI WKH 6WHUQXP ;UD\
.RQNXN 8QLYHUVLW\ 0HGLFDO &HQWHU

:RR7DHN /LP

Imaging Techniques and Research (General Radiography) Bone, Other／撮影(単純 X 線)骨・他
：〜：

座長 西池成章(りんくう総合医療センター)
廣瀬慎一郎(大阪大学医学部附属病院)

. 膝関節単純 ; 線検査側面画像における膝窩面の組成分析と回旋指標の &7 画像を用いた検討
. 肩関節腱板付着部における超低周波強調処理の有用性

橘病院 増田真樹
宮崎大学医学部附属病院 吉本真也

. 散乱線補正処理において設定と異なる焦点受像器間距離が画質に及ぼす影響について

宮崎県立宮崎病院 上野敦史

★ . 5HSURGXFLELOLW\ RI 5HOD[HG 3DWLHQW 3RVLWLRQ DW WKH :HLJKWEHDULQJ 5DGLRJUDSK\ RI WKH :KROH /RZHU /LPE
大阪大学医学部附属病院 髙尾友也
★ . (YDOXDWLRQ RI 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ 5DGLDWLRQ 'RVH DQG ,PDJH 4XDOLW\ $FFRUGLQJ WR 6RXUFH WR ,PDJH 5HFHSWRU 'LVWDQFH LQ 5LE 6HULHV 5DGLRJUDSK\
'HSW 5DGLRORJ\ RI 6DPVXQJ 0HGLFDO &HQWHU

4 月 13 日(土)

<RXQJ&KHRO -RR

F201 + 202

Imaging Techniques and Research (CT) Image Quality and Evaluation／撮影(CT)画質評価
：〜：

座長 後藤光範(宮城県立がんセンター)
星加美乃里(岡山大学病院)

★ . (YDOXDWLRQ 0HWKRG RI ,VRWURSLF 3HUIRUPDQFH RI &7 6\VWHP 8VLQJ 6SLUDO 0LFUR +ROHV 3KDQWRP

藤田医科大学大学院 村上大樹

. 心筋遅延造影を目的とした仮想単色 ; 線画像の再構成 )29 サイズによる画質の変化

みなみ野循環器病院 望月純二

★ . ([DPLQDWLRQ RI 2SWLPDO ,PDJLQJ 3DUDPHWHUV IRU +DQG 7HQGRQ 8VLQJ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\

兵庫医科大学病院 青山周平

Imaging Techniques and Research (CT) Iterative Reconstruction, Image Quality and Evaluation／
撮影(CT)逐次近似再構成・画質評価
：〜：

座長 佐藤和宏(東北大学大学院)
久冨庄平(山口大学医学部附属病院)

★ . &RPSDULVRQ EHWZHHQ ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWHG ,PDJHV DQG &RQYHQWLRQDO 5HFRQVWUXFWHG ,PDJHV 8VLQJ 7H[WXUH $QDO\VLV
金沢大学附属病院 高田忠徳
. 逐次近似的再構成 &7 画像の 6WUXFWXUDO 6LPLODULW\(構造類似性)指標を用いた画質評価：画質成分解析
大阪大学医学部附属病院 山田幸子
. 5HODWLYH $UWLIDFW ,QGH[ を用いた 0RGHO %DVHG ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ のストリークアーチファクト低減評価
日本赤十字社和歌山医療センター 小林弘幸
. )%3 法，+\EULG ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ 法および 0RGHOEDVHG ,WHUDWLYH 5HFRQVWUXFWLRQ 法を用いたハーフ再構成 &7 画像の解像特性の評価
佐賀県医療センター好生館 津田規吏
. 上肢下垂時の体幹部 &7 検査におけるモデルベース逐次近似再構成を用いたストリークアーチファクト低減効果の検討
徳島市民病院

西山由佳子

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

座長

石原敏裕(国立がん研究センター中央病院)
銘苅ひより(琉球大学医学部附属病院)

. %XLOWRQ 型検出器による超高解像度 &7 システムの開発

金沢大学大学院

五十嵐洸太

一般研究発表プログラム

. 高分解能撮影モードの使い分けの検討

南長野医療センター篠ノ井総合病院

白石芳樹

藤田医科大学大学院

村上大樹

★ . 6WXG\ RI 6SDWLDO 5HVROXWLRQ DQG 8QGHUVKRRW LQ 8+5&7

★ . 7KH ([SHULPHQWDO DQG &OLQLFDO (YDOXDWLRQ RI 7HPSRUDO %RQH &7 8VLQJ 9ROXPH 6FDQ E\ 8OWUDKLJKUHVROXWLRQ &7
杏林大学医学部附属病院

山村 恒

Imaging Techniques and Research (CT) Deep Learning, Image Quality and Evaluation／
撮影(CT)深層学習再構成・画質評価
：〜：

座長

原 孝則(中津川市民病院)
高根侑美(東北大学病院)

. $UHD 'HWHFWRU &7 における 'HHS /HDUQLQJ 5HFRQVWUXFWLRQ の基礎画質評価

キヤノンメディカルシステムズ(株)

★ . $VVHVVPHQW RI 6SDWLDO 5HVROXWLRQ IRU D 1RYHO 5HFRQVWUXFWLRQ 0HWKRG 8VLQJ $UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH
. 体格の大きい患者の腹部 &7 検査における 'HHS /HDUQLQJ 5HFRQVWUXFWLRQ の有用性

根本拓也

広島大学病院

木寺信夫

国立がん研究センター中央病院

三好貴裕

大阪大学医学部附属病院

高倉一馬

国立がん研究センター中央病院

石原敏裕

静岡県立静岡がんセンター

瓜倉厚志

. ディープラーニング技術による再構成を用いた超高精細 &7 画像のノイズ評価
. 'HHS /HDUQLQJ 5HFRQVWUXFWLRQ を用いた ; 線 &7 画像における低コントラスト検出能の検討

. &7 における 'HHS /HDUQLQJEDVHG 5HFRQVWUXFWLRQ のノイズ特性と出力線量の評価

AI (Image Processing)／AI(画像処理)
：〜：

座長

寺本篤司(藤田医科大学)
只野喜一(杏林大学)

★ . $ 6WXG\ RQ 5HVWRUDWLRQ 3URFHVVLQJ RI 'HJUDGHG 0HGLFDO ,PDJHV 8VLQJ &11

天理よろづ相談所病院 岡本健太郎

. マンモグラフィに対する超解像を用いた高解像度化
. 深層学習による超解像技術を応用した顎関節トモシンセシス撮影の線量低減

大阪市立大学医学部附属病院

片山 豊

鳥取大学医学部附属病院

福井亮平

広島国際大学

橋本 澪

★ . (IIHFW RI 6XSHU 5HVROXVLRQ 3URFHVVLQJ 8VLQJ 'HHS /HDUQLQJ 7HFKQLTXH RQ 63(&7 3URMHFWLRQ ,PDJHV

AI (Diagnostic Support)／AI(診断支援)
：〜：

座長

福岡大輔(岐阜大学)
長谷川晃(新潟大学)

★ . 'HYHORSPHQW RI D 'HHS /HDUQLQJ 6\VWHP IRU 'HWHFWLRQ RI +LS )UDFWXUHV RQ 3HOYLF 5DGLRJUDSKV
. 胸部 &7 におけるディープラーニングを利用した肺結節 &$' の性能評価

帝京大学大学院

馬渡 翼

杏林大学医学部付属病院

白川佑也

. 新しい畳み込みニューラルネットワーク設計法を用いた肺がん &7 検診向け結節検出 &$' システム
. &$' による乳腺ダイナミック 05, の 7,& 解析ツール試用経験

(株)日立製作所

影山昌広

画像診断センター霞クリニック

上田英弘

AI (Radiomics)／AI(ラジオミクス)
：〜：

座長

田中利恵(金沢大学)
山本めぐみ(広島国際大学)

★ . 5DGLRPLFV IRU WKH &ODVVLILFDWLRQ RI %HQLJQ DQG 0DOLJQDQW 0DVVHV LQ 7RPRV\QWKHVLV ,PDJHV
★ . 3UHGLFWLRQ RI WKH 5HFXUUHQFH 5LVN LQ 3DWLHQWV ZLWK /XQJ &DQFHU 8VLQJ 5DGLRPLFV
. 3\UDGLRPLFV を用いた肝線維化自動評価の初期的検討

藤田医科大学

酒井彩加

熊本大学大学院保健学研究部

吉岡拓弥

金沢大学附属病院

安達勇人

★ . 7KH 6WXG\ RI 1RUPDO /LYHU 7LVVXH &7 5DGLRPLFV )HDWXUHV 9DULDWLRQ )ROORZLQJ WKH 5DGLDWLRQ 'RVH /HYHO LQ 5DGLRWKHUDS\ RI $EGRPLQDO &DQFHU
'HSDUWPHQW RI 5DGLDWLRQ 2QFRORJ\ 6KDQGRQJ &DQFHU +RVSLWDO $IILOLDWHG WR 6KDQGRQJ 8QLYHUVLW\ =KXMXQ +DQ

AI (Others)／AI(その他)
：〜：

座長

神谷直希(愛知県立大学大学院)
福井亮平(鳥取大学医学部附属病院)

. 単純 ; 線撮影装置におけるディープラーニングを適用した照射野認識機能の性能評価
★ . $ 0HWKRG IRU 5HGXFLQJ /DUJH 0RWLRQ $UWLIDFWV RI '6$ %DVHG RQ 'HHS /HDUQLQJ 7HFKQLTXH

獨協医科大学病院

木村友昭

広島国際大学 山本めぐみ

一般研究発表プログラム

★ . 'LDJQRVWLF $FFXUDF\ RI )XVLRQ ,PDJLQJ ZLWK &RURQDU\ &RPSXWHG 7RPRJUDSK\ $QJLRJUDSK\ DQG 0\RFDUGLDO 3HUIXVLRQ 6LQJOHSKRWRQ (PLVVLRQ
&RPSXWHG 7RPRJUDSK\ LQ &RQMXQFWLRQ ZLWK $UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH

金沢大学附属病院 米山寛人

★ . )XQGDPHQWDO 6WXG\ RQ &7 ,PDJH *HQHUDWLRQ RI 6NXOO IURP 7ZHLJKWHG 05 ,PDJH 8VLQJ 'HHS /HDUQLQJ

首都大学東京 菅野一総

. マシン・オブザーバーによる低コントラスト信号検出の 52& 解析

熊本大学大学院

藤川龍之介

Theme Session (AI：Technological Development・Image Quality Assessment)／
テーマ演題(AI：技術開発・画質評価)
：〜：

座長 内山良一(熊本大学大学院)
井上 聖(広島国際大学)

★ . 'HYHORSPHQW RI '&11 $LGHG 5HWDNLQJ 6\VWHP IRU /DWHUDO 9LHZ RI .QHH -RLQW 5DGLRJUDSK

大阪大学大学院 太田雪乃

★ . 'HYHORSPHQW RI 9LUWXDO '6$ 8VLQJ 'HHS /HDUQLQJ 3UHOLPLQDU\ 6WXG\ 8VLQJ &UDQLDO '6$ ,PDJHV
. 'HHS/HDUQLQJ を用いた &7 画像再構成法による金属アーチファクトの軽減の試み
★ . ,PDJH 4XDOLW\ $VVHVVPHQW IRU 05, ZLWK 'HHS /HDUQLQJ $ 3KDQWRP 6WXG\

4 月 13 日(土)

藤田医科大学大学院 木村竜誠
北海道大学大学院医理工学院 田中悠二

東京女子医科大学東医療センター 小島慎也

F203 + 204

Imaging Techniques and Research (MR) Blood Vessel／撮影(MR)血管
：〜：

座長 佐川 肇(京都大学医学部附属病院)
曽宮雄一郎(神戸大学医学部附属病院)

. ' FLQH 3& 法における時間軸成分利用型パラレルイメージングが血流解析に与える影響について

磐田市立総合病院 寺田理希

. シャント血管撮影における 5HOD[DWLRQ(QKDQFHG $QJLRJUDSK\ ZLWKRXW &RQWUDVW DQG 7ULJJHULQJ(5($&7)法の有用性の検討
社会医療法人愛仁会明石医療センター 佃

将行

★ . &RUUHODWLRQ EHWZHHQ 3K\VLRORJLFDO ,QIRUPDWLRQ DQG 9LVXDOL]LQJ 3DOPDU $UWHU\ 05$ ZLWK (QKDQFHG $FFHOHUDWLRQVHOHFWLYH $UWHULDO 6SLQ /DEHOLQJ
H$FF$6/ 

東海大学医学部付属病院 斉藤美咲

. 非造影下肢 05$ におけるエコートレイン数が膝下三分枝の血管描出能に与える影響

舞鶴共済病院 藤本綾子

. ラジアル収集を用いた非心電同期による下肢 05$

大分大学医学部附属病院 岩尾佳幸

. )$6( 7LPH6/,3 法に 07& 3XOVH を追加した非造影下肢 05$ の検証

..5 札幌医療センター 渡部智仁

. 6(16( 併用 &RPSUHVVHG 6HQVLQJ を用いた '3&$ の下肢動脈の画質比較の検討

東京警察病院 湯田恒平

Imaging Techniques and Research (MR) Prostate／撮影(MR)前立腺
：〜：

座長 石川寛延(福島県立医科大学附属病院)
大浦大輔(小樽市立病院)

. 前立腺癌検出における $'& 0DS 同時取得を目的とした E ,PDJH による 7 0DSSLQJ
. 前立腺 '\QDPLF 造影 05, 早期相の撮像方法の検討

熊本再春荘病院 丸山裕稔
南長野医療センター篠ノ井総合病院

綿貫ゆかり

★ . (IIHFW RI 'LIIHUHQW ,QMHFWLRQ 5DWHV RI  0 *DGREXWURO DQG 6DOLQH &KDVHU RQ '\QDPLF &RQWUDVW (QKDQFHG 05,  $ 6WXG\ RI 8VLQJ 3URVWDWH ,PDJLQJ
札幌北辰病院 牧野佑也
.  次元 &RQYROXWLRQDO 1HXUDO 1HWZRUN を用いた 05, 画像のスライス補間に関する基礎検討

奈良県立医科大学附属病院 清水幸三

Imaging Techniques and Research (MR) Safety／撮影(MR)安全
：〜：

座長 城本 航(兵庫医科大学病院)
高津安男(徳島文理大学)

. 各種軟膏が 5) による発熱に与える影響

北海道大学病院 石坂欣也

. 7 装置でのカーボンファイバーシートによる表面温度上昇検討
. 電磁波遮断シートによる 5) 3XOVH の遮蔽効果の検討

自治医科大学附属病院 谷澤裕之
東京慈恵会医科大学附属柏病院 犀川智視

. 頭頸部放射線治療用固定ボードの材質が 05, 画像に与える影響

神戸大学医学部附属病院

砂川明日香

★ . $VVHVVPHQW RI 05, ,QGXFHG +HDWLQJ (IIHFW IRU 3XOVH 2[LPHWHU 6HQVRU
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJ\ 6DPVXQJ 0HGLFDO &HQWHU .RUHD

-XQJ 6HXQJ <RXQJ

一般研究発表プログラム

Imaging Techniques and Research (Multi Modality) Basic Technique／撮影(マルチモダリティ)基礎技術
：〜：

座長 諏訪和明(獨協医科大学埼玉医療センター)
阿部由希子(東京慈恵会医科大学附属病院)

. &7 装置および血管撮影装置における金属アーチファクト低減処理技術の比較評価

神戸市立医療センター中央市民病院

. 動態血管ファントムを用いた動画像の残像評価
. 小児用カテーテルの適切使用に関する検討

名和志洋

昭和大学藤が丘病院

大澤三和

岩手医科大学附属病院

岩城龍平

. )3' 搭載 ; 線透視診断装置におけるグリッドレスプロトコルの有用性：被写体厚の変化による線量と画質の基礎的検討
東京大学医学部附属病院

境 紀行

飯田病院

後藤龍哉

. 7+$ 後 7RPRV\QWKHVLV における撮影条件の検討

4 月 13 日(土)

国立大ホール

Imaging Techniques and Research (CT) Dual Energy, Accuracy Verification 1／
撮影(CT)Duel Energy・精度検証 1
：〜：

座長

石田智一(福井大学医学部附属病院)
福井利佳(東京女子医科大学東医療センター)

. フィルター透過型 'XDO (QHUJ\ &7 による実効原子番号画像及び電子密度画像の &7 値の検証
. 二層検出器 &7 を用いた実効原子番号画像の有用性
. 二層検出器 &7 装置を用いた 6SHFWUDO ,PDJH における実効原子番号測定精度の基礎検討

青森市民病院

小澤友昭

川口総合病院

志藤正和

東京都健康長寿医療センター

鈴木諭貴

埼玉石心会病院

望月淳志

. &7 撮影条件が血管解析ソフトの描出能に与える影響

Imaging Techniques and Research (CT) Dual Energy, Accuracy Verification 2／
撮影(CT)Duel Energy・精度検証 2
：〜：

座長

西丸英治(広島大学病院)
板谷春佑(手稲渓仁会病院)

. 'XDOHQHUJ\ &7 におけるカルシウム抑制強度選択のための体指標
. 超高精細 &7 を用いた 'XDO HQHUJ\ &7 DQJLRJUDSK\ におけるカルシウム除去精度の向上

林 六計

九州大学病院

白坂 崇

-$ 尾道総合病院

塚本友勝

東海大学医学部付属病院

木幡悠人

. 異なる世代の )DVW N9S VZLWFKLQJ 'XDOHQHUJ\ &7 における &7 値の比較検討
. 'XDO (QHUJ\ &7 による造影剤成分画像の精度改善の検討

鹿児島大学病院

Imaging Techniques and Research (CT) Dual Energy, Image Quality and Evaluation／
撮影(CT)Duel Energy・画質評価
：〜：

座長 大橋一也(名古屋市立大学病院)
星野貴志(大阪ハイテクノロジー専門学校)

. 低エネルギー仮想単色 ; 線画像における /6) の歪みを考慮した 07) 測定法の検討

みなみ野循環器病院

三澤慎也

. 異なる 'XDO (QHUJ\ &7 装置における (QHUJ\ OHYHO 及び造影剤濃度変化が解像度特性に及ぼす影響
東京女子医科大学東医療センター

中山 卓

埼玉県済生会川口総合病院

城處洋輔

北海道循環器病院

前田佑介

東京都健康長寿医療センター

横川直樹

青森市民病院

石川翔大

.  層検出器 &7 における生体模擬ファントムを用いた仮想単色画像の画質評価
★ . 7KH (IIHFW E\ ,RGLQH 'HQVLW\ DQG $UWHULDO 'LDPHWHU RQ 9LUWXDO 1RQ &RQWUDVW ,PDJH
. 二層検出器を用いた仮想単純 &7 画像におけるヨード造影剤と撮影条件による影響
. フィルター透過型と  回転型 'XDO (QHUJ\ &7 による仮想単色 ; 線画像の 663 の検討

Imaging Techniques and Research (CT) Artifact Reduction, Beam Quality／
撮影(CT)アーチファクト低減・線質
：〜：

座長

宮下宗治(耳鼻咽喉科麻生病院)
谷和紀子(神戸大学医学部附属病院)

. ; 線 &7 における実効エネルギーの上昇に伴う画像雑音量の低下度
. 呼吸運動及び心拍動を模したファントムに対する超高速撮影の有用性

仙台オープン病院

石黒彩菜

東京女子医科大学東医療センター

山本雄三

一般研究発表プログラム

. 超高精細 &7 における頭部 &7$ の線質硬化補正処理に関する画質検討

岡山大学病院

★ . 0HWDO $UWLIDFW 5HGXFWLRQ 8VLQJ 7LOW 6FDQ 7HFKQLTXH LQ &7

星加美乃里

藤田医科大学 辻岡勝美

Imaging Techniques and Research (CT) Radiation Dose Optimization／撮影(CT)線量最適化
：〜：

座長 高木 卓(千葉市立海浜病院)
福島康宏(京都大学医学部附属病院)

★ . )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI WKH 3RVLWLRQLQJ ,PDJH IRU &7 6FDQ 8VLQJ /RZ 7XEH 9ROWDJH WR 5HGXFH ([SRVXUH
. 小児循環器 &7 検査時の最適なポジショニングと被ばく線量に関する研究

島根県立中央病院 佐用将隆
東京大学医学部附属病院 井野賢司

. 小児心臓 &7 検査におけるスカウト画像が画質に与える影響

土谷総合病院 吉浦貴之

. 小児水頭症 &7 における逐次近似応用再構成法を用いた低線量プロトコルの検討
. 6XEWUDFWLRQ ,RGLQH 0DSSLQJ を用いた造影剤低減と被ばく線量低減の検討

宮崎大学医学部附属病院 松岡孝洋

岩手医科大学附属病院 循環器医療センター

佐々木忠司

★ . (IIHFW RI %RG\ 0DVV ,QGH[ LQ &RURQDU\ &7 $QJLRJUDSK\ 3HUIRUPHG RQ D VOLFH 0XOWLGHWHFWRU &7
7]X&KL 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\

4 月 14 日(日)
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Imaging (Multi-modality) Image Analysis 2／画像(マルチモダリティ)画像解析 2
：〜：

座長 奥村英一郎(つくば国際大学)
林

裕晃(金沢大学)

★ . (YDOXDWLRQ RI 7XPRU ZLWK 9LVFHUDO 3OHXUDO ,QYDVLRQ 8VLQJ 2EOLTXH 9LHZV RI '\QDPLF &KHVW 5DGLRJUDSK\ $ &RPSXWHUEDVHG 3KDQWRP 6WXG\
金沢大学
★ . &RPSXWHUEDVHG 9LUWXDO &OLQLFDO 6WXG\ RQ 3XOPRQDU\ )XQFWLRQ 'LDJQRVLV ZLWK '\QDPLF &KHVW 5DGLRJUDSK\

石原のぞみ

金沢大学 田中利恵

★ . 0RQWH&DUOR 6LPXODWLRQ RI 3KRWRQ &RXQWLQJ 'HWHFWRU 7RZDUGV 3URGXFWLRQ RI (IIHFWLYH $WRPLF 1XPEHU ,PDJHV 8VLQJ &RQWLQXRXV ;UD\V
金沢大学大学院 淺川
. エネルギーサブトラクション処理における体組成分離効果の評価

巧

日本赤十字社医療センター 持田奈緒

Imaging (Multi-modality) Image Evaluation／画像(マルチモダリティ)画像処理
：〜：

座長 岸本健治(大阪市立大学医学部附属病院)
鈴木省吾(刈谷豊田総合病院)

. 異なる撮影線量におけるノイズ抑制処理の基礎的検討

埼玉県済生会川口総合病院 戸澤僚太

. 全脊椎側面像における新たなダイナミックレンジ圧縮処理の効果

川崎医科大学附属病院 佐伯悠介

. 画像類似度解析を用いた照射野サイズが散乱線除去処理に及ぼす影響の検討
. 散乱線除去ソフトとグレーデル効果の基礎検討

川口総合病院 森
順天堂大学医学部附属浦安病院

. 散乱線補正処理における二社の特性比較

一也

内ヶ島拓也

兵庫医科大学病院 和田悠哉

Imaging (Tomosynthesis, Other) Image Evaluation／画像(トモシンセシス，他)画像評価
：〜：

座長 石井里枝(徳島文理大学)
篠原範充(岐阜医療科学大学)

★ . ,QGLUHFW 3KRWRQFRXQWLQJ ;UD\ ,PDJLQJ 8VLQJ &026 3KRWRQ 'HWHFWRU &SG

ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 西原利幸

★ . &RPSDULVRQ RI &KDUDFWHULVWLFV LQ  'LIIHUHQW 0DPPRJUDSK\ 6\VWHPV (TXLSSHG ZLWK 'LJLWDO %UHDVW 7RPRV\QWKHVLV
東海大学医学部付属八王子病院 吉岡

光

. トモシンセシスにおける ; 線管回転中心の高さが解像特性に与える影響

鳥取大学医学部附属病院 太田雄大

. トモシンセシス撮影における逐次近似再構成の回数が画質に及ぼす影響についての基礎的検討

杏林大学医学部附属病院 山口隼平

一般研究発表プログラム
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Imaging Techniques and Research (IVR・CT) Analysis／撮影(IVR・CT)解析
：〜：

座長

坂本

肇(山梨大学医学部附属病院)

中田

充(東北大学病院)

★ . &OLQLFDO (YDOXDWLRQ RI $XWRPDWHG 7XPRUIHHGHUV 'HWHFWLRQ 6RIWZDUH IRU 6HOHFWLYH +HSDWLF 7XPRU ,QWHUYHQWLRQ
大阪市立大学医学部附属病院

高尾由範

★ . 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ &RURQDU\ )UDFWLRQDO )ORZ 5HVHUYH ))5 DQG &RPSXWDWLRQDO )OXLG '\QDPLFV &)' $QDO\VLV IRU &RURQDU\ $UWHU\ 0RGHUDWH
6WHQRVLV

昭和大学病院

橘高大介

小倉記念病院

佐保辰典

. 血流シミュレーションを用いた左心房血流動態解析は左心耳内血栓形成の新たなリスク指標となり得るか？

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

座長

高尾由範(大阪市立大学医学部附属病院)
人見

剛(川崎医科大学附属病院)

. 脳血管造影における '5RWDWLRQDO 9HQRJUDSK\ の撮影タイミングの決定法

大阪大学医学部附属病院

★ . 2SWLPL]DWLRQ RI WKH 6FDQ &RQGLWLRQ RI &%&7 LQ WKH &HUHEUDO $QJLRJUDSK\

上村拓幹

済生会熊本病院 竹内保菜美

★ . (YDOXDWLRQ RI ,PDJH 4XDOLW\ 5DGLDWLRQ 'RVH DQG 0HWDO $UWLIDFW 5HGXFWLRQ LQ +LJK 5HVROXWLRQ &RQH %HDP &7

東北大学病院

竹内孝至

神戸市立医療センター中央市民病院

谷内 翔

. &RQH %HDP &7 の撮影条件の変化における金属アーチファクト低減処理効果の評価法の検討

★ . 6WXG\ RQ ,PDJH 5HFRQVWUXFWLRQ 7HFKQLTXH XVLQJ 'LJLWDO 3KDQWRP

東海大学医学部付属病院 清水俊太郎

★ . )XQGDPHQWDO 6WXG\ RI 0RWLRQ )UHH]H $SSOLFDWLRQ 3KDQWRP 6WXG\ LQ &UDQLDOFDXGDO 'LUHFWLRQ

4 月 14 日(日)

東海大学医学部付属病院

柳 賢佑
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Radiotherapy (Treatment Planning -4)／放射線治療(治療計画 4)
：〜：

座長

川守田龍(多根総合病院)
岡 善隆(福島県立医科大学附属病院)

★ . )UDFWLRQDWLRQ (IIHFWV RQ WKH 5REXVWQHVV IRU 3URVWDWH &DQFHU

広島大学病院

坪内健人

. 骨髄破壊的全身照射におけるヘリカル回転式強度変調放射線治療装置のガントリ固定モードの門数と評価指標の検討
九州大学大学院

松本和樹

. 3(7 画像を用いた選択的閾値法に基づく生物学的標的体積の抽出精度の検証：様々な初期体積抽出法による比較
公立松任石川中央病院

中市 徹

★ . $ 1HZ 0HWKRG RI $FFXUDWH )LHOG 0DWFKLQJ IRU ,UUDGLDWLRQ RI WKH &KHVW :DOO DQG 6XSUDFODYLFXODU 5HJLRQ 8VLQJ 6LQJOHLVRFHQWHU +DOIEHDP
7HFKQLTXHV
. $ 0DUJLQ IRU )UDFWLRQDWLRQ (IIHFWV LQ 6WHUHRWDFWLF 5DGLDWLRQ 7KHUDS\

伊勢赤十字病院

岩城健悟

広島大学病院

河原大輔

Radiotherapy (Other)／放射線治療(その他)
：〜：

座長

下郷智弘(岐阜医療科学大学)
矢田隆一(神戸大学医学部附属病院)

. 皮下埋め込み型ポートによる線量分布への影響の検討
★ . 5HOLDELOLW\ RI +HDG DQG 1HFN 7XPRU 9ROXPH 8VLQJ 3(5&,67
★ . 6WXG\ RQ WKH ,QIOXHQFH RI 6WRUDJH &RQGLWLRQ RQ 3RVWDO 'RVLPHWU\ 8VLQJ 7/6'
. 05, 一体型放射線治療装置における 05, 撮像が電離箱線量測定へ及ぼす影響

帝京大学医学部附属溝口病院

竹下利貴

九州がんセンター

濱田圭介

首都大学東京大学院

丸山大樹

国立がん研究センター中央病院

逆井達也

一般研究発表プログラム
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Radiation Protection (Angiography, Interventional Radiology) Dose Evaluation／
防護(血管造影・IVR)線量評価
：〜：

座長 石橋 徹(土谷総合病院)
松本一真(兵庫医科大学病院)

. 冠動脈形成術における患者被ばく線量の評価

仙台市立病院

. ; 線可動絞りを小型防護カーテンで覆った 2YHUWDEOH 式透視装置における空間線量低減効果の検討

坂元健太郎

産業医科大学病院 中上晃一

. 移動型脊椎外科用イメージングにおける室内散乱線分布の測定

倉敷中央病院 福永正明

. 手術室におけるポータブル & アーム装置使用時の散乱線測定

新潟大学医歯学総合病院

. 経皮的冠動脈形成術における装置表示値を用いた最大皮膚線量の検討

新田見耕太

鳥取大学医学部附属病院 田中拓郎

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

座長 三村尚輝(福山市民病院)
松原孝祐(金沢大学)

. 蛍光ガラス線量計を用いた心臓 &7 における造影剤投与による被ばく線量変化の検証

秋田県立脳血管研究センター

. 診断参考レベル('5/V)と比較した ,95&7 における &7+$ 撮影条件の検討

佐々木文昭

山梨大学医学部附属病院 大島信二

★ . $Q (YDOXDWLRQ RI 5DGLDWLRQ 'RVH IRU :LGH 9ROXPH 6FDQ GXULQJ &KHVW &RPSXWHG 7RPRJUDSK\

木沢記念病院 酒向健二

★ . (YDOXDWLRQ RI 5DGLDWLRQ 'RVH DQG ,PDJH 4XDOLW\ E\ 8VLQJ 7XEH &XUUHQW 'LUHFWLRQDO 0RGXODWLRQ LQ +HDG &RPSXWHG 7RPRJUDSK\
越谷市立病院 関根

貢

★ . $Q ([SHULPHQW 7RZDUG 3URSRVLQJ $ :D\ WR 5HGXFH (\H /HQV ([SRVXUH 'RVH 8VLQJ 6PDOOW\SH 26/ 'RVLPHWHU GXULQJ 1HRQDWDO &DUGLDF &7
([DPLQDWLRQ

徳島大学大学院 三原由樹

Radiation Protection (Multi-modality) Dose Management and Survey／
防護(マルチモダリティ)線量管理・調査
：〜：

座長 赤木憲明(岡山大学病院)
竹井泰孝(川崎医療福祉大学)

. 血管 ,95 に従事する医療スタッフの防護装具使用状況実態調査

新小文字病院 松崎

★ . &RQVWUXFWLRQ RI 'RVH 0DQDJHPHQW 6\VWHP IRU &7 6FDQ 8VLQJ 'RVH 0DQDJHPHQW 6RIWZDUH

賢

順天堂大学医学部附属順天堂医院 濱川詩織

. 共通の &7 装置を使用している複数施設における被ばく線量調査

草津総合病院 岡田裕貴

. 一般撮影用画像処理装置における解析ツールを用いた線量指標管理の試み

公立福生病院 市川重司

Measurement (Angiography, Lens) Radiation Dose Evaluation／計測(血管撮影・水晶体)線量評価
：〜：

座長 鈴木宏明(東京慈恵会医科大学葛飾医療センター)
笠原哲治(千葉大学医学部附属病院)

. 頭頸部及び心臓インターベンションに関わる医師の水晶体線量評価

秋田県立脳血管研究センター 加藤

. 水晶体用線量計を用いた心臓インターベンション時の従事者水晶体被ばく評価

秋田県立脳血管研究センター 石田嵩人

. モンテカルロ計算コードを用いた医療スタッフの水晶体の等価線量評価
★ . (YDOXDWLRQ RI ,QWHUYHQWLRQDO 3HUIRUPDFH 8VLQJ 1(0$ 3KDQWRP

藤田医科大学 林

守

隆太

'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\ 6KLQJX 8QLYHUVLW\ <HHXQ .LP

Measurement (Multi Modalities) Radiation Dose Evaluation／計測(マルチモダリティ)線量評価
：〜：

座長 佐藤 斉(茨城県立医療大学)
山口義樹((株)千代田テクノル)

★ . 'HVLJQ RI 1HZ %0' 'HWHFWRU ZLWK WKH 'XDO /D\HUHG &G=Q7H

7KH .RUHD 8QLYHUVLW\ (XQ +\H .LP

★ . 1DWLRQDO 6XUYH\ 5HVXOW 5HSRUW RI %RQH 0LQHUDO 'HQVLWRPHWHU '(;$ LQ .RUHD
'HSDUWPHQW RI +HDOWK 6DIHW\ &RQYHUJHQFH 6FLHQFH .RUHD 8QLYHUVLW\

+\HPLQ 3DUN

★ . 6FDWWHUHG 5DGLDWLRQ 'RVH 5HGXFWLRQ IRU &KHVW $3 ([DPLQDWLRQ DW (PHUJHQF\ %HGVLGH
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJ\ .LQJ &KXODORQJNRUQ 0HPRULDO +RVSLWDO 7KDL 5HG &URVV 6RFLHW\

3HWFKDUOHH\D 6XZDQSUDGLW

一般研究発表プログラム

★ . 7ULDO 3URGXFWLRQ DQG (YDOXDWLRQ RI &KDUDFWHULVWLFV RI 1RYHO6KDSHG 2SWLFDOO\ 6WLPXODWHG /XPLQHVFHQFH 'RVLPHWHU +DYLQJ /RZHU $QJXODU
'HSHQGHQFH
. 非鉛製放射線遮へい材を用いた減弱特性評価の幾何学的条件が及ぼす鉛当量の違い

4 月 14 日(日)

金沢大学

後藤聡汰

新潟医療福祉大学

関本道治

F201 + 202

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

座長

山村憲一郎(大阪医科大学附属病院)
荒井信行(名古屋市立大学病院)

★ . ' &RURQDU\ %ODFN %ORRG ,PDJLQJ 8VLQJ 9DULDEOH )OLS $QJOH ZLWK /RFDO ([FLWDWLRQ

天理よろづ相談所病院

山崎 良

岡山大学病院

松下 利

★ . 2SWLPL]DWLRQ RI ,PDJLQJ 3DUDPHWHUV LQ ,QIDQWLOH DQG 3HGLDWULF &DUGLDF &LQH 05,

★ . 0HWKRG RI (&* (OHFWURGH 3ODFHPHQW WR $YRLG 3RRU 6\QFKURQL]DWLRQ ZLWK :DYHIRUPV RI 9HFWRUFDUGLRJUDSK\ LQ 7&DUGLDF 05,

. 心疾患モデルラット評価のための撮像シーケンスの検討

虎の門病院

鈴木秀郷

首都大学東京

都築克仁

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Cardiovascular(2)／核医学(SPECT，Planar)心大血管(2)
：〜：

座長

坂口和也(北里大学)
三須義直(成田記念病院)

. 心筋  分割ファントムを用いた心筋虚血評価の精度管理に向けた検討

山梨大学医学部附属病院

. ディジタルファントムを用いた心外集積の画像への影響に関する基礎的検討
. 心筋 63(&7 における 689 を用いた多枝病変の評価
.



池川博昭

北海道科学大学

新濱 聖

大阪市立大学医学部附属病院

永野琢朗

徳山中央病院

深見光葉

国際医療福祉大学

横川 光

小倉記念病院

服部直弥

7O を用いた薬物負荷・安静心筋血流 63(&7 における減弱補正用 &7 撮影  回法の検討

Nuclear Medicine (SPECT, Planar) Musculoskeletal／核医学(SPECT，Planar)骨軟部組織
：〜：

座長

松友紀和(杏林大学)
澁谷孝行(金沢大学)

. 濃度ヒストグラムを用いた骨 63(&7 画像のカウント正規化の検討
. &7 減弱補正を行わない骨 63(&7 定量解析による前立腺癌患者の骨転移と退行変性の鑑別
. 骨 63(&7 評価用ファントムのための自動解析ソフトウェアの精度評価
. 共益勾配再構成法における骨 63(&7 ファントム画像の評価

豊橋市民病院

市川 肇

大阪大学医学部附属病院

神谷貴史

九州大学病院

荒木詩帆

. 63(&7 定量評価において収集環境と再構成条件が %HFTXHUHO &DOLEUDWLRQ )DFWRU に与える影響
★ . 7KH 8VDELOLW\ (YDOXDWLRQ $FFRUGLQJ WR WKH $SSOLFDWLRQ RI 1HZ 6KLHOGV LQ  3KDVH %RQH 6FDQ

'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLFDO 7HFKQRORJ\ 6KLQJX 8QLYHUVLW\

+\XQZRR /HH

Imaging Techniques and Research (CT) Image Analysis, Blood Flow Evaluation／
撮影(CT)画像解析・血流評価
：〜：

座長

山口

功(大阪物療大学)

大村知己(秋田県立脳血管研究センター)
★ . 3URFHGXUH DQG ,PDJH &KDUDFWHULVWLFV RI 2QHVFDQ 6HTXHQWLDO 6XEWUDFWLRQ E\ +DOI 5HFRQVWUXFWLRQ 0HWKRG

藤田医科大学

辻岡勝美

★ . ,PSURYHPHQW RI 6HTXHQWLDO 6XEWUDFWLRQ E\ &RORU 'LVSOD\ RI &RQWUDVWHG 9HVVHO %RG\

藤田医科大学

辻岡勝美

★ . 'HYHORSPHQW RI '\QDPLF ,PDJH $QDO\VLV 0HWKRG IRU $FXWH 6WURNH 'LDJQRVLV LQ %UDLQ 3HUIXVLRQ &7
5DGLRORJLFDO 6FLHQFH 'RQJVHR 8QLYHUVLW\

<RXQJMLQ -XQJ

. ディープラーニングによる単純 &7 における急性期脳梗塞早期虚血サインの自動検出：神経放射線診断医との比較
秋田県立脳血管研究センター

高橋規之

一般研究発表プログラム

Imaging Techniques and Research (CT) Image Analysis, Clinical Technique／
撮影(CT)画像解析・臨床評価
：〜：

座長 辻岡勝美(藤田医科大学)
杉澤浩一(慶應義塾大学病院)

. 血液の &7 値から貧血を推測することの基礎的検討

豊栄病院 松田直樹

. &7 画像を用いた筋肉断面積測定の有用性に関する検討

総合大雄会病院 伊藤祐介

. 造影 &7 による糸球体濾過率と腎血流測定値への 5HQNLQ &URQH モデルの適用

藤田医科大学大学院 大島竜登

★ . &DWKHWHU $EODWLRQ 3UHRSHUDWLYH (YDOXDWLRQ LQ QRQ&RQWUDVW &7 7KDW 8WLOL]HG 'HHS /HDUQLQJ ,QLWLDO 5HSRUW

江戸川病院 佐藤英幸

★ . 7R 6WXG\ WKH )HDVLELOLW\ LQ 'LDJQRVLV RI 0HGLDVWLQDO /\PSK 1RGH 0HWDVWDVLV IRU QRQVPDO &HOO /XQJ &DQFHU $SSO\LQJ &7 5DGLRPLFV )HDWXUHV
'HSDUWPHQW RI 5DGLDWLRQ 2QFRORJ\ 6KDQGRQJ &DQFHU +RVSLWDO $IILOLDWHG WR 6KDQGRQJ 8QLYHUVLW\

4 月 14 日(日)

;XH 6KD

F203 + 204

Imaging (MR) Brain：Analysis／画像(MR)脳：解析
：〜：

座長 北中章博(石川県立中央病院)
寺田理希(磐田市立総合病院)

. 深層畳み込みニューラルネットワークを用いた頭部矢状断面画像からの下垂体の抽出

信州大学医学部附属病院 丸山朋子

★ . $VVHVVPHQW RI 'HVFULSWLRQ DQG 8VHIXOQHVV RI 0LGGOH /LQHDU +\SHULQWHQVLW\ LQ 0XOWLSOH 6\VWHP $WURSK\ 06$

都立神経病院 八木亮輔

★ . 9R[HOEDVHG 6LPXOWDQHRXV $QDO\VLV RI 0DJQHWLF 6XVFHSWLELOLW\ DQG 0RUSKRPHWU\ LQ 3DWLHQWV ZLWK $O]KHLPHU V 'LVHDVHV
名古屋市立大学病院 菅
. 乳酸 &(67 イメージング法の開発とミトコンドリア症モデルへの適用

博人

大阪大学 澤谷令香

. 4XDQWLWDWLYH 3DUDPHWHU 0DSSLQJ を用いたミエリン 05,

徳島大学大学院 金澤裕樹

★ . 6LPXOWDQHRXV $FTXLVLWLRQ RI 5HOD[DWLRQ 7LPH 6XVFHSWLELOLW\ DQG 05 $QJLRJUDSK\ E\ 8VLQJ 7KUHH'LPHQVLRQDO 5)VSRLOHG *UDGLHQW (FKR
(株)日立製作所 雨宮知樹

Imaging (MR) Head and Neck Vessels／画像(MR)頭頸部血管
：〜：

座長 太田 雄(熊本病院)
丸山裕稔(熊本再春荘病院)

. 超高分解能頭蓋内血管壁イメージングにおける 'HHS /HDUQLQJ 再構成('/5)の有用性の評価

杏林大学医学部付属病院

★ . 7KUHH'LPHQVLRQDO 7LPHRI)OLJKW 0DJQHWLF 5HVRQDQFH $QJLRJUDSK\ 8VLQJ 'XDO (FKR IRU 2SKWKDOPLF $UWHU\
. 8OWUD 6KRUW 7( を用いた差分 05$ 画像の基礎的検討

髙橋沙奈江

岡山赤十字病院 黒﨑貴雅
草加市立病院 佐藤広崇

. /RZ)$ 併用マルチ 3UHVDWXUDWLRQ を用いた非同期，非造影 05$ の撮像条件の検討

蓮田病院 山田

孝

★ . $SSOLFDWLRQ RI 1HXURYDVFXODU 'IORZ 05, LQ $VVHVVPHQW RI +HPRG\QDPLFV RQ 3DWLHQWV ZLWK 0R\DPR\D 'LVHDVH
:HVW &KLQD +RVSLWDO RI 6LFKXDQ 8QLYHUVLW\ -LQJH =KDQJ
★ . (YDOXDWLRQ RI +DHPRG\QDPLF DQG 0RUSKRORJLFDO %LRPDUNHUV WR $VVHVV WKH 5XSWXUH 5LVN RI ,QWUDFUDQLDO $QHXU\VPV 8VLQJ 0DJQHWLF 5HVRQDQFH
)OXLG '\QDPLFV DQG &RPSXWDWLRQDO )OXLG '\QDPLFV
'HSDUWPHQW RI 5DGLRORJLFDO DQG 0HGLFDO /DERUDWRU\ 6FLHQFHV 1DJR\D 8QLYHUVLW\ *UDGXDWH 6FKRRO RI 0HGLFLQH 1DJR\D 8QLYHUVLW\
5RVKDQL 6 3HUHUD

Imaging Techniques and Research (MR) Whole Body DWI／撮影(MR)全身拡散強調画像
：〜：

座長

堀
北川

大樹(三成会新百合ヶ丘総合病院)

. 7 6KLQH 7KURXJK 6XSSUHVVHG ':,%6 を用いた腸管信号抑制技術の検討

久(東京慈恵会医科大学附属柏病院)
千葉メディカルセンター 小島正歳

. 7 における 6SOLW $FTXLVLWLRQ RI )DVW 6SLQ (FKR 6LJQDOV IRU 'LIIXVLRQ ,PDJLQJ(63/,&()を使用した 'LUHFW &RURQDO ':,%6 と従来法の比較検
討

熊本中央病院 豊成信幸

. 5HDGRXW 6HJPHQWHG (3,(6LQJOH 6KRW)を用いた ':,%6 の検討

青森市民病院 工藤敬幸

. 磁場強度の違いによる ':,%6 法の骨髄信号描出能について
. 全身拡散強調画像におけるスライス間中心周波数調整の評価

横浜南共済病院 南
広島平和クリニック

がんドック先端医療健診センター

広哲

長谷川俊輔

一般研究発表プログラム

. %DSDG を用いた胸部領域の %RG\ ':, で発生する磁場不均一による信号欠損の改善

等潤病院

松島孝昌

Imaging (MR) Compressed Sensing／画像(MR)圧縮センシング
：〜：

座長

小島慎也(東京女子医科大学東医療センター)
梶田公博(岐阜大学医学部附属病院)

. パラレルイメージング＋圧縮センシングを用いた '05, における画質評価
. 圧縮センシングが 76(':, の $'& 値に与える影響：,FHZDWHU 3KDQWRP による検討

埼玉県済生会栗橋病院

渡邉城大

静岡県立静岡がんセンター

川嶋一平

九州大学大学院

藤原光希

. 微細構造の描出における圧縮センシングの有用性の検討
★ . 'HQRLVLQJ 3DUDPHWHU 'HSHQGHQFH RI 1RLVH &KDUDFWHULVWLFV LQ &RPSUHVVHG 6HQVLQJ 05,

虎の門病院

高橋順士

金沢大学附属病院

花岡慎介

東北大学大学院医学系研究科画像情報学分野

鴨志田諒

★ . (YDOXDWLRQ RI 5HVROXWLRQ &KDUDFWHULVWLFV LQ &RPSUHVVHG 6HQVLQJ 05, 7KH (IIHFWV RI 'HQRLVQJ )OLWHU
★ . (YDOXDWLRQ RI 1RLVH &KDUDFWHULVWLFV RI &RPSUHVVHG 6HQVLQJ 05 ,PDJHV 8VLQJ ' DQG ' 1RLVH 3RZHU 6SHFWUD

★ . ,QYHVWLJDWLRQ RI ,PSURYHPHQW RI 05, 6FDQ 7LPH $FFHOHUDWLRQ )DFWRU E\ &RPSUHVVHG 6HQVLQJ ZLWK 'HHS /HDUQLQJ %DVH 1RLVH 5HGXFWLRQ
キヤノンメディカルシステムズ(株)

梅田匡朗

