
一般演題プログラム（確定版） 

 

12月 14日（土）  第 2会場  2階中会議室 

 

MR-1（血管・頭部）  9:30～10：20 

座長：渡辺 誠（富士吉田市立病院） 

1 3TMRI 装置による頭部 TOF-MRA 撮像条件の検討～血管狭窄アーチファクトの対策～ 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

田沼 靖貴 

2 3TMRI 装置による頭部 TOF-MRA を用いた脳動脈瘤の描出～3T-MRA と血管造影の比較～ 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部  

鈴木 秀郷 

3 BeamSat TOF の臨床有用性評価 

日本医科大学武蔵小杉病院 放射線科  

西村 祥循 

4 ZEST 法を用いた椎骨脳底動脈 超高速 T2 強調 black-blood imaging の検討 

八重洲クリニック  

小澤 由莉子 

5 Non-contrast mra of ArTerIes and Veins (NATIVE) TrueFISP 法による脳脊髄液 flow 

imaging の基礎的検討 

東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部  

印東 千夏 

MR-2（血管・体幹）  10:20～11：00 

座長：久米田 暢行（日本医科大学多摩永山病院） 

6 足部血管の非造影撮像時の撮像断面と足の角度の検討 

東海大学医学部付属大磯病院 診療協力部 放射線技術科 

                飯田 由美子 

7 STIR－VISTA（volume isotropic TSE acquisition）法による上肢動静脈描出の条件につい

ての検討 

東京女子医科大学 八千代医療センター 画像検査室  

 濱田 雄貴 

8 非造影 MRA における呼吸同期法の違いが腹部血管描出に及ぼす影響について 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

 川村 友香 

9 非造影 MRA を用いた手術支援画像の検討 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部  

川村 友香 



MR-3（頭部・コントラスト）  14:15～15：05 

座長：坂井 上之（国保旭中央病院） 

10 脳深部刺激療法（DBS）術前検査における 3D-TSE T2WI の撮像条件の検討 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線部  

伊藤 憲之 

11 Double inversion recovery (DIR)法における最適な撮像条件の検討：最適撮像条件算出プ

ログラムの開発 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

            林 則夫 

12 Double inversion recovery(DIR)法における incidental-MT(iMT)効果の検討 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

鑓田 和真 

13 Double inversion recovery (DIR) 法における最適な撮像条件の検討：T1 値と TR の関係 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

坂田 梢 

MR-4（MRS）  15:15～15：55 

座長：福澤 圭（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院） 

15 頭部・骨盤部における適正 Shim 条件の検討 

東京女子医科大学 八千代医療センター 画像検査室 

池田 良弘 

16 頭部 Proton MRS における脳温測定の基礎的検討 

東京女子医科大学 八千代医療センター 画像検査室 

池田 良弘 

17 水抑制を用いた 1H-MRS における脂肪定量の検討 

東京女子医科大学 八千代医療センター 画像検査室 

吉丸 大輔 

18 1H-MRS における投与薬剤がスペクトルおよび定量値へ与える影響 

千葉大学医学部附属病院 放射線部 

嶋田 聡 

MR-5（体幹・コントラスト）  16:05～16：55 

座長：加藤 義明（亀田総合病院） 

19 TE 値の設定が 3D-VIBE 法の脂肪抑制効果に与える影響 

つくば画像検査センター 放射線部 

井上 裕二 

20 膀胱腫瘍における 3D FSE シーケンス有用性の検討とパラメーターの適正化 

三喜会 横浜新緑総合病院 放射線科 

金森 正典 

 



21 3.0T-女性骨盤高分解能 T2 強調画像における 2D-Variable refocus flip angle (VRFA)-高

速 SE 法の有用性 

八重洲クリニック 

小澤 由莉子 

22 RESOLVE を用いた乳腺コイルにおける画像歪みの検討 

北里大学メディカルセンター 放射線部 

宮崎 雄二 

23 1.5T 装置と 3.0T 装置における肝 MRE の比較 

山梨大学医学部附属病院 放射線部 

内田 浩平 

MR-6（安全・解析）  17:05～17：45 

座長：畑 純一（東京大学医学部附属病院） 

24 MRI 検査時に生じるストレスに関する研究－唾液アミラーゼ測定とアンケート調査－ 

茨城県立医療大学 保健医療学部 放射線技術科学科 

井上 瑞希 

25 MRI 検査時に生じるストレスに関する研究－心拍変動解析によるストレスの定量化－ 

茨城県立医療大学 保健医療学部 放射線技術科学科 

福島 理菜 

26 3D ASL 法の CBF 値計測における自動関心領域解析ソフトウェアの精度の検討 

北里大学病院 放射線部 

田中 禎人 

27 統計学的評価を用いた DKI における撮像精度の検討 

東京大学医学部附属病院 放射線部 

笠原 朗弘 

 

12月 14日（土）  第 3会場  2階中会議室 

 

CT-1（画像）  9:30～10：30 

座長：富田 博信（埼玉県済生会川口総合病院） 

28 頭部 CT 撮影におけるボリュームスキャンとヘリカルスキャンの比較 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

高坂 祐輝 

29 左右対称性を利用した観察者実験による超急性期脳梗塞 CT 検査の撮影条件の検討 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

北崎 諒 

30 下肢骨 CT 検査における撮影管電圧の検討 

東京都立墨東病院 診療放射線科 

若松 佑樹 



31 胸部 CT 撮影における肺野 Hybrid 処理の評価 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

川内 覚 

32 歯科用 Cone-beam ＣＴの空間分解能評価、特にその位置依存性について 

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 口腔放射線医学分野 

尾崎 吉弘 

33 Dual Energy Lung-XeCT における解析精度の検討 

東邦大学医療センター 大森病院 中央放射線部 

村山 えりな 

CT-2（画像・心臓）  10:30～11：00 

座長：皆川 利治（三井記念病院） 

34 心蔵の大きさからの撮影線量決定の基礎検討 

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 放射線診療科 

内藤 洋俊 

35 CNR を基準とした冠動脈 CT の撮影条件設定の検討 

東海大学医学部付属病院 診療支援部 放射線技術科 

本田 裕司 

36 Dual Energy CT を用いた石灰化除去における短時間撮影の検討 

東邦大学医療センター 大森病院 中央放射線部 

池谷 由樹 

放射線治療-１（QAQC）  14:15～15：15 

座長：宮本 勝美（筑波メディカルセンター病院） 

37 独立した MU 検証の現状と課題 

群馬県立県民健康科学大学大学院 診療放射線学研究科 

五十嵐 博 

38 種々のくさび係数を用いたくさび照射野における独立計算の検討 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

津野 隼人 

39 くさび照射野(45°,60°)における軸外点線量の独立計算手法による検討 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

神山 直也 

40 MU 値独立検証用ソフトウェアの開発 

桐生厚生総合病院 放射線科 

磯 昌宏 

41 スプレッドシートによるモニタ単位数検証計算での PDD データ誤差の影響 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

鈴木 貴大 

 



42 光子線コミッショニングにおける深部量百分率 PDD の分析 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

柿崎 嵩介 

放射線治療-2（QAQC・検出器）  15:15～16：15 

座長：伊藤 照生（東邦大学医療センター佐倉病院） 

43 当院における平行平板形電離箱線量計の電子線相互校正の検討 

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 

長谷川 伸明 

44 平行平板形電離箱の電子線相互校正における誤差分析 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

小野塚 悠帆 

45 電子線相互校正における極性効果とイオン再結合と勾配法の利点 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

金子 真洋 

46 治療系と位置照合系アイソセンター導出方法の違いの検討 

自衛隊中央病院 放射線技術課 

石井 隼人 

47 イメージングプレートを用いた幾何学的品質管理の 1 例 

北里大学メディカルセンター 放射線部 

清水 裕之 

48 放射線治療領域における小型 OSL 線量計の基本特性 

千葉大学医学部附属病院 放射線部 

阿藤 佳成子 

CT-3（被曝・低減）  16:15～17：15 

座長：土屋 恭子（栃木県済生会宇都宮病院） 

49 SD 変調機能の基礎検討 

千葉大学医学部附属病院 放射線部 

尾藤 祐輔 

50 X 線 CT 画像における NPS 算出に関わる各条件の最適化 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

大川原 愛美 

51 IVR-CT システムによる頭頸部経カテーテル CT 撮影線量の最適化 

山梨大学医学部附属病院 放射線部 

小林 寛 

52 次世代型検出器と従来型検出器の物理特性の比較 

東海大学医学部付属病院 診療技術部 放射線技術科 

白鳥 智章 

 



53 小児体幹部 CT 撮影における高速二重螺旋撮影時の頭部の被ばく検討およびその低減化に

ついて 

東海大学医学部付属病院 診療支援部 放射線技術科 

柳 賢佑 

54 オーバースキャニングに対する Z 軸コリメータの被ばく低減効果の検討 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線部 

永倉 健司 

CT-4（被曝・測定）  17:15～18：15 

座長：高瀬 誠（順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター） 

55 多機能Ｘ線アナライザーを用いた CT 装置の線量プロファイル評価 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線部 

庄司 友和 

56 多機能Ｘ線アナライザーを用いた Variable Helical Pitch の評価 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線部 

飯嶋 恵 

57 非接続形Ｘ線測定器を用いたＸ線ＣＴ装置の実効エネルギーの測定：アルミニウム半価層

測定法との比較 

伊勢崎市民病院 中央放射線科 

宇梶 智人 

58 非接続形測定器を用いた CT 装置の実効エネルギーの測定：X 線管回転時の検討 

伊勢崎市民病院 中央放射線科 

武田 久 

59 メーカの異なる CT 装置における NPS を利用した画像統一化の試み 

群馬大学医学部附属病院 放射線部 

入内島 明子 

60 Single Energy 撮影と Dual Energy 撮影における吸収線量の比較 

東海大学医学部付属病院 診療支援部 放射線技術科 

勝沼 泰 

 

12月 14日（土）  第 4会場  2階会議室（201・202・203） 

 

DR-1（画像評価）  9:30～10：20 

座長：奥村 晃由（館林厚生病院） 

61 物理評価に基づくワイヤレス FPD システムの至適撮影条件の検討 

信州大学医学部附属病院 放射線部 

中村 大地 

 

 



62 FPD 装置における骨盤計測撮影時の被ばく線量低減の検討 

獨協医科大学越谷病院 放射線部 

飯島 哲士 

63 FPD 学童胸部撮影における撮影条件とグリッドの検討 

獨協医科大学越谷病院 放射線部 

川田 悟 

64 一般撮影領域における散乱線が画像に及ぼす影響 

埼玉県済生会川口総合病院 診療放射線部 放射線技術科 

森 一也 

65 骨単純Ｘ線画像の最適表示解像度に関する基礎的検討 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

福田 大樹 

X線検査-1（線量測定・教育）  10:20～11：00 

座長：石田 有治（東京電子専門学校） 

66 O-arm イメージングシステムを用いた腰椎後方固定術時の入射表面線量の検討 

山梨大学医学部附属病院 放射線部 

坂 信一郎 

67 無線通信型線量モニタリングシステムを用いた空間線量測定 

山梨大学医学部附属病院 放射線部 

木内 琢也 

68 大気中の放射性核種の吸入による実効線量の試算 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

後藤 有里江 

69 診療放射線技師国家資格を取得可能な大学の学術体系の基盤に関する研究 

群馬県立県民健康科学大学大学院 診療放射線学研究科 

星野 修平 

核医学-1（PET）  14:15～15：15 

座長：三嶽 秀介（川崎市立川崎病院） 

70 脳 FDG-PET 測定における分解能補正の検討 

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 放射線診療科 

横川 直樹 

71 新しい呼吸同期撮像法 Q-Freeze の利用による画質向上の評価 

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 放射線診療科 

大澤 達史 

72 C 型検出器搭載乳房専用 PET 装置における位置依存性の検討 

公立大学法人 横浜市立大学附属病院放射線部 

菅原 麻依子 

 



73 全身用 PET 装置と C 型検出器乳房専用 PET 装置による乳房領域描出能の比較検討 

公立大学法人 横浜市立大学附属病院放射線部 

尾川 松義 

74 高感度型 PET/CT 装置を用いた微小病変の限界検出能 

公益財団法人 がん研究会有明病院 画像診断センター 

梅田 拓朗 

75 PET 用ドーズキャリブレータの設置環境における校正係数の決定 

公益財団法人 がん研究会有明病院 画像診断センター 

宮司 典明 

核医学-2（脳血流・全身）  15:15～15：55 

座長：石井亘友 （東邦大学医療センター大森病院） 

76 99mTc-ECD Patlak plot 法を用いた後期高齢者ノーマルボランティアの脳血流量と臨床指

標との関係について 

筑波大学附属病院 放射線部 

橋本 新吾 

77 画像統計解析ソフト eZIS の後期高齢者ノーマルデータベース構築について 

筑波大学附属病院 放射線部 

岩坂 明美 

78 骨シンチ診断支援ソフトから算出される指標に Hotspot 情報が与える影響 

栃木県立がんセンター 放射線技術部 

高橋 良 

79 トランスミッションスキャンを用いない減弱散乱線同時補正法による 67Ga-citrate SPECT

の画像評価 

東京大学医学部附属病院 放射線部 

山内 圭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12月 15日（日）  第 2会場  2階中会議室 

 

X線検査-2（血管）  9:15～10:15 

座長：大築 慎一（栃木県済生会宇都宮病院） 

80 当施設における PCI 時の透視保存併用の標準化 

東京女子医科大学 八千代医療センター 画像検査室 

茂木 望 

81 血管造影装置によるコーンビーム CT における日常点検の検討 

北里大学メディカルセンター 放射線部 

高橋 正道 

82 80kV high resolution cone beam CT を用いた 2 種類の頭蓋内ステント描出に関する検討 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

濱田 祐介 

83 80kV hiresolusion Cone Beam CT と MRI との Fusion imaging の有用性 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

佐久間 秀之 

84 異なる回転撮影法による 3D-Roadmap の描出精度の比較 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

依田 彰吾 

85 大血管における CO2 注入条件の基礎的検討 

公立大学法人 横浜市立大学附属病院 放射線部 

岩城 龍平 

X線検査-3（撮影技術）  12:45～13:35 

座長：宮川 誠一郎（昭和大学病院） 

86 膝蓋骨軸位撮影体位の違いによる膝蓋骨の位置変動の検討 

公立福生病院 放射線科 

土谷 健人 

87 両股関節正面撮影での大腿骨頸部描出の検討 

昭和大学横浜市北部病院 放射線部 

岩村 航平 

88 全脊柱撮影法に対する被ばく低減に関する取り組み 

千葉県済生会習志野病院 放射線科 

筑後 孝夫 

89 胸部ポータブル撮影における一考察 

日本医科大学 多摩永山病院 放射線科 

清水 龍哉 

 

 



90 ポリグラフを用いた上部消化管撮影用発泡剤の発泡特性の測定法 

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 放射線部 

早坂 麻美 

DR-2（視覚評価）  13:35～14:25 

座長：奥村 健一郎（千葉大学医学部附属病院） 

91 差分画像処理におけるフィルタ係数が結節状陰影強調に及ぼす影響の検討 

北里大学メディカルセンター 放射線部 

今花 仁人 

92 胸部立位正面像における線量指標 EI・偏差指標 DI を用いた撮影条件管理指標の検討 

千葉大学医学部附属病院 放射線部 

田岡 淳一 

93 副鼻腔トモシンセシスにおける至適撮影条件の検討 

東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部 放射線技術科 

吉野 修斗 

94 Ｘ線透視画像におけるノイズ低減画像処理の検討 

国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 

北川 まゆみ 

95 透視下における CV ポートカテーテルの視認性の検討 

東京医科大学 八王子医療センター 放射線部 

小関 真也 

 

12月 15日（日）  第 3会場  2階中会議室 

 

CT-5（画像）  9:15～10:15 

座長：福島 康宏（群馬大学医学部附属病院） 

96 逐次近似応用再構成を用いたリアルタイム再構成（CT 透視画像）の画質に関する基礎的 

  検討 

東京大学医学部附属病院 放射線部 

長谷川 浩章 

97 逐次近似応用再構成を用いたリアルタイム再構成（CT 透視画像）の有用性に関する検討 

東京大学医学部附属病院 放射線部 

三原 祥恭 

98 CT-Colonoscopy における形状解析フィルタの線量低減による自動検出能の検討 

東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部 放射線技術科 

岩崎 真之 

99 極値統計学を用いたメタルアーチファクトの評価 

山梨大学医学部附属病院 放射線部 

泉 宗作 



100 頭部 CT 撮影における体動補正処理の評価 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 

宗岡 いずみ 

101 再構成関数の違いが極値統計を用いたアーチファクト評価に与える影響 

埼玉医科大学総合医療センター 中央放射線部 

中根 淳 

放射線治療-3（線量測定・評価）  12:45～13:45 

座長：小口 宏（名古屋大学大学院） 

102 治療計画装置における仮想治療寝台の線量評価 

聖隷佐倉市民病院 放射線科 

杉本 賢吾 

103 治療計画 CT における最適撮影条件の基礎的検討 

千葉大学医学部附属病院 放射線部 

波平 康彰 

104 トモセラピー装置の MVCT における撮影モードの違いによる影響 

山梨大学医学部附属病院 放射線部 

仲亀 智也 

105 金マーカーを用いた前立腺 IMRT ゲート照射における低 MU 照射時の線量・線量分布検証 

北里大学病院 放射線部 

野田 茂利 

106 線量分布検証における MU 可変時の最適な照射条件の検討 

北里大学病院 放射線部 

石上 稔 

107 SSD 変化による PDD 曲線と OCR 曲線について 

日本医療科学大学 保健医療学部 診療放射線学科 

鈴木 秋穂 

放射線治療-4（治療計画・影響）  13:45～14:15 

座長：北村 望（がん研究会有明病院） 

108 肺癌放射線治療における 3D-Plan と 4D-Plan の比較検討 

新緑脳神経外科 横浜サイバーナイフセンター 

大川 浩平 

109 前立腺癌に対する高線量率小線源治療でのアプリケータの最適な配置に向けた初期検討 

東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部 

末永 良太 

110 高エネルギー放射線がペースメーカー及び植込み型除細動器に及ぼす影響 

東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部 放射線技術科 

佐々木 洋介 

 



12月 15日（日）  第４会場  2階会議室（201・202・203） 

 

核医学-３（心臓・肝臓）  9:15～9：55 

座長：杉山 昌弘（横浜市立大学附属病院） 

111 簡便なローパスフィルタの適正遮断周波数設定方法の検討 

東邦大学医療センター大森病院 中央放射線部 

今井 太一 

112 デジタルファントムをもとに試作された模型ファントムの評価 

山梨大学医学部附属病院 放射線部 

椎野 直樹 

113 CT アーチファクトが SPECT 減弱補正精度に及ぼす影響についての基礎的検討 

北里大学病院 放射線部 

大関 裕介 

114 肝受容体シンチグラフィにおける肝摂取率定量指標の ROI 依存性と診断能 

公益財団法人 がん研究会有明病院 画像診断センター 

村田 泰輔 

安全管理-1（血管・頭部）  9:55～10:25 

座長：五十嵐 博（群馬県立県民健康科学大学） 

115 放射線治療におけるマシントラブル対策システムの確立 

筑波大学附属病院 放射線治療品質管理室 

森 祐太郎 

116 当院放射線治療部におけるインシデントレポートの有効利用-RCA の導入と対策案を追

跡・評価する体制の構築 

諏訪赤十字病院 放射線治療部 

和合 貴美 

117 CT 業務の造影剤使用におけるリスクマネジメントのシステム分析 

信州大学医学部附属病院 放射線部 

小西 景子 

X線検査-４（乳腺）  12:45～13:45 

座長：越沼 沙織（千葉県済生会習志野病院） 

118 大規模な乳房 X 線画像データベースの構築と標準乳房画像の作成 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

齋藤 志保 

119 ３D プリンタを用いた日本人標準乳房モデルの作成 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

岩下 理穂 

 

 



120 平均乳腺線量測定における算出法の比較に関する基礎的検討 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

鈴木 友理 

121 温存治療後の乳房におけるトモシンセシス及び MMG の圧迫の検討 

独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 中央放射線部 

武藤 俊一 

122 東京都立病院における診療放射線技師によるマンモグラム読影補助の取り組みについて 

東京都立墨東病院 診療放射線科 

小林 剛 

123 全乳房切除術検体を用いたディジタルマンモグラフィシステムの検討 

群馬県立県民健康科学大学大学院 診療放射線学研究科 

岡田 智子 

精度管理・医療情報     13:45～14:45 

座長：橋本 弘幸（東京女子医科大学病院） 

   田野 正勝（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院） 

124 Practical Peak Voltage の測定に関する基礎的検討－乳房用 X 線装置－ 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科  

伊藤 由理恵 

125 IEC61267 における RQA 測定時の付加フィルタの純度に関する検討 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

津曲 秀一 

126 東京都島しょ保健所における簡易形測定器を用いた X 線装置の日常管理 

首都大学東京 健康福祉学部 放射線学科 

小倉 泉 

127 半導体を用いた X 線測定器の開発 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

五十嵐 拓也 

128 スマートデバイスの個体間格差について 

群馬県立県民健康科学大学 診療放射線学部 診療放射線学科 

山本 優貴 

129 放射線部門におけるスマートデバイス活用の可能性 

群馬県立県民健康科学大学大学院 診療放射線学研究科 

倉科 匡伸 

 

 


