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専門講座
10月8日(木)第3会場(第5/6会議室)
16:30-17:15　
専門講座2 医療情報
「放射線技術学の視点からの医療経営と医療情報システム」
北海道大学大学院 谷 祐児
司会 旭川医科大学 谷川 琢海

第65回撮影部会(医療情報部会共催)
10月9日(金)第5会場(金扇)
13:10-16:10
ワークショップ「医用画像の新たな活用」
2) 3DCT画像を活用した肝切除における術前シミュレーションと術中支援画像
札幌医科大学附属病院　原田　耕平

10月8日(木)第2会場(大集会室)
9:00-10:00
CT　Iterative reconstruction (image quality assessment) / CT検査　逐次近似　性能評価
1．新型逐次近似応用再構成法の基礎評価
JA北海道厚生連札幌厚生病院　箱石　卓
A basic evaluation of new image reconstruction methods applying the iterative reconstruction

10:00-11:00
CT　Iterative reconstruction (detectability) / CT検査　逐次近似　検出能
10．CT-colonographyにおける応用型逐次近似再構成が病変の表面性状に及ぼす影響
JA北海道厚生連網走厚生病院　二俣 芳浩
Effect of hybrid iterative reconstruction on surface quality assessment of lesion in CT-colonography

11:00-11:50
CT　Image quality assessment (spatial resolution) / CT検査　画質評価　解像特性
12．Edge spread function法を用いたMTF測定におけるサンプリング数に関する検討
北海道大学病院　佐藤 泰彦
Examination about the data sampling in MTF measurement using edge spread function method

13．256列MDCTにおける面内空間分解能の評価
JA北海道厚生連札幌厚生病院　津元 崇弘



Evaluation of the in-plane spatial resolution in 256-row MDCT

10月8日(木)第3会場(第5/6会議室)
10:10-11:00
Nuclear Medicine　Dopamine transporter (imaging) /核医学　ドパミン(画像)

33．ドパミントランスポータイメージングにおける早期像の検討
中村記念病院　高橋 正樹
Evaluation of dopamine transporter early imaging

10月8日(木)第4会場(大会議室)
9:00-9:40
Radiation Control　Dosimeter /放射線管理　線量計
座長　伊達広行(北海道大学大学院)

11:10-12:00
Medical information 2 /医療情報　医療情報2

55．コンジョイント分析による診療放射線技師を対象とした就労環境の選好に関する調査
中村記念病院　北川　剛
Investigation on preference of working environment for radiological technologist by conjoint analysis

56．Gd-EOB-DTPA造影MRI検査の大腸癌術前肝転移検索における効率の評価
旭川医科大学病院　岩田 邦弘
An assessment of efficiency of the Gd-EOB-DTPA enhanced MRI for preoperative assessment of liver
metastases from colorectal carcinoma

57．班報告:放射線技術学分野における電子用語集の構築を目指した知識基盤の整備
北海道大学病院　辻 真太朗
Developing the knowledge base towards constructing the lexicon in the domain of radiological technology

10月8日(木)第5会場(金扇)
10:20-11:00
Radiotherapy　Treatment planning 1 /放射線治療　治療計画1

72．分割照射放射線治療における線量率の影響　　
北海道大学大学院　木村 尭朗
Dose rate effects of conventional fractionated radiotherapy on the cell-killing

10月8日(木)第6会場(羽衣)
10:30-11:10
X-ray　Angiography (contrast enhanced)/ X線検査　血管(造影)

97．血管自動抽出機能におけるCBCTおよびIVR-CTの撮像再構成条件と血管認識能に関する検討
北海道大学病院　亀田 拓人
A study of relationship between scan parameters and reconstruction conditions and vessel recognition
ability of CBCT and IVR-CT for the function of automatic vessel selection

13:10-14:10
CT　4D-CT (image quality assessment) / CT検査　4D-CT　画質評価

103．CFD解析についての基礎的検討
札幌医科大学附属病院　小笠原 将士
Basic examination about the CFD analysis

15:20-16:20
CT　Assistance images / CT検査　支援画像



117．呼吸変化における内臓脂肪体積測定値の変化に対する検討
NTT東日本札幌病院　川原 大典
Study of the visceral fat volume measured value in respiratory change

17:10-18:00
CT　Image quality assessment (z axis resolution) / CT検査　画質評価　体軸分解能
　
128．256列CTにおけるノンヘリカルスキャンの体軸方向の特性
旭川医科大学病院　柳澤　享
Properties in the body axis direction position of non-helical scan using 256-row multi detector computed
tomography

10月8日(木)第7会場(銀扇)
9:00-10:00
MR　Brain (contrast) / MR検査　脳(コントラスト)

132．Phase-sensitive inversion recovery(PSIR)法の撮像パラメータが白質・灰白質の信号強度に与える影
響の検討
北海道大学病院　野畑 圭亮
Evaluation of the relationship between imaging parameters and signal intensity of white matter and gray
matter of the brain with phase-sensitive inversion recovery method at 3-tesla magnetic resonance imaging

10:00～10:50
MR　Brain vessel / Cerebral blood flow ／ MR検査　脳血管・脳血流

141．pCASLによる一過性脳虚血発作（TIA）後の再灌流評価
小樽市立病院　大浦大輔
Evaluation of re-perfusion post TIA with pCASL

13:40-14:10　
MR　Shoulder / MR検査　肩関節

148．四肢撮像におけるphased array coilを用いた2重コイルの有用性とcoil配置の基礎的検討
砂川市立病院　石川　剛
Fundamental study of the usefulness and coil placement of dual coil using the phased array coil in
extremities imaging

149．肩腱板の拡散テンソル解析-固定肢位の違いが与える影響-
北海道大学病院　青野　聡
Diffusion tensor imaging of rotator cuff-Influence exerted by the arm position-

10月9日(金)第2会場(大集会室)
9:00-9:40
MR　Chest / MR検査　胸部

173．Ultrashort TEを用いた肺実質におけるT2*値の測定法の検討
旭川医科大学病院　高瀬 崚研
Evaluation of T2* measurement method in the lung parenchyma with ultrashort TE imaging

11:00-11:50
MR　Safety / MR検査　安全管理

187．造影MRAにおける造影剤生理食塩水同時注入の有用性
札幌麻生脳神経外科病院　浜口 明巧
Evaluation of contrast medium – saline parallel injection with contrast enhancement MRA

13:50-14:30
Radiotherapy　Dosimetric evaluation /放射線治療　線量評価



193．Radiochromic filmを用いた乳房接線照射におけるenhanced dynamic wedgeとphysical wedgeの表面
線量評価
旭川医科大学病院　佐々木 駿
Evaluation of the surface dose with enhanced dynamic wedge and physical wedge in the breast tangential
irradiation using radiochromic film

16:00-17:00
MR　Musculoskeletal (sequence) / MR検査　骨軟部(シーケンス)

205．3.0Tにおける三角線維軟骨複合体(TFCC)描出能の検討
釧路孝仁会記念病院　青木雅史
Study of triangular fibrocartilage complex (TFCC) depiction performance at 3.0T

10月9日(金)第3会場(第5/6会議室)
13:10-13:50
MR　Head & neck / MR検査　頭頸部

222．FIESTA cycled phases(FIESTA-C)を用いた3D画像処理における頭蓋骨描出とその臨床的有用性につ
いての検討
札幌麻生脳神経外科病院　林　哲司
Three-dimensional reconstruction of the skull using MR technique of FIESTA cycled phases; Parameter
optimization and the assessment of clinical usefulness

17:00-18:00
Collaborative session 1　Liver function /コラボセッション1　肝機能解析

232．Transient elastographyを用いた肝硬度ならびに肝脂肪化の非侵襲的推定の検討
JA北海道厚生連札幌厚生病院　島崎　洋
Consideration of non-invasive estimation of liver elastisity and steatosis using transient elastography

236．Dual energy CTを用いた脂肪肝の脂肪成分の定量評価の検討
手稲渓仁会病院　板谷 佑
Quantitative determination of the fat component in the fatty liver was evaluated using dual energy CT

10月9日(金)第5会場(金扇)
16:50-17:30
Radiation Control　Hazard, Education /放射線管理　災害・教育

279．問題解決型学習を導入した学生の自己効力の変化
北海道大学大学院　寺下 貴美
Changes in self-efficacy before and after practical training introducing the problem based learning

281．地域交流型健康イベントにおける診療放射線技師による医療被ばく相談から分析した市民の医療被
ばくへの関心
釧路孝仁会記念病院　畑澤 佑介
Interest in the medical exposure of citizens were analyzed from medical exposure consultation by medical
radiation technologists in the region alternating-current health events

10月9日(金)第6会場(羽衣)
17:00-18:00
CT　Cardiac CT / CT検査　心臓

296．320列面検出器CTを用いた心電図同期心臓CTにおける左室拡張能評価:心エコー法との比較
札幌医科大学附属病院　蝶野 大樹
Assessment of left ventricular diastolic function with retrospective electrocardiogram triggered 320-row
area detector computed tomography: A comparison with ultrasound echocardiography

298．心臓CTで視認される医原性air bubble発生低減のための改善と効果



札幌白石記念病院　茅野 伸吾
Improvement for reduce the occurrence of iatrogenic air bubbles that to be confirmed by coronary CT
angiography

10:50-11:40
Radiotherapy　QA QC 1 /放射線治療　QA QC 1

303．VMATの新しいコミッショニングQA
函館厚生院函館五稜郭病院　長崎　尊
New commissioning and quality assurance for volumetric modulated arc therapy

10月10日(土)第2会場(大集会室)
9:00-9:30　　
CT　Super high resolution CT / CT検査　超高精細CT
座長　宮下 宗治(耳鼻咽喉科麻生病院)

10月10日(土)第6会場(羽衣)
10:50-11:30
Nuclear Medicine　Dopamine transporter (analysis) /核医学　ドパミン(解析)

366．線条体イメージングの視覚的評価と半定量的指標の検討
市立札幌病院　齋藤　真
Analysis of SPECT image and specific binding ratio

11:30-12:00
Nuclear Medicine　Sentinel lymph node / Bone /核医学　センチネル・骨
座長　菊池明泰(北海道科学大学)

10月8日(木)第8会場(パラッツオ)
13:15-14:15
Nuclear Medicine　PET (basic, acquisition) /核医学　PET(基礎・収集)

P27．PET/CTで頭部から足先まで撮影時の装置間の画質の比較と評価
社会医療法人禎心会セントラルCI クリニック　宮川紗世里
Comparing the image quality of the two machines when it is shooting from head to foot in PET / CT

13:15-14:15
Medical information /医療情報

P36．CT・MRI保有施設へのアクセシビリティ分析－北海道における現状と将来予測－
専門学校日本福祉看護・診療放射線学院　藤原健祐
Spatial accessibility to CT and MRI in Hokkaido, Japan: An evaluation of current situations and future
predictions

10月9日(金)第8会場(パラッツオ)
13:15-14:15
Radiation Control　Radiation protection 2 /放射線管理　放射線防護2

P42．JJ1017を用いたlocal diagnostic reference levelの検討と装置間比較
北海道科学大学　谷川原綾子
Setting local diagnostic reference level using JJ1017 and evaluating each piece of X-ray equipment

13:15-14:15
Nuclear Medicine　SPECT (cardiac imaging / dopamine transporter) /核医学　SPECT(心筋・ドパミン)

P62．123I-BMIPP心筋脂肪酸代謝SPECTにおけるコリメータの基礎的検討
社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院　青柳伸悟
Basic study of collimator in 123I-BMIPP myocardial fatty acid metabolism SPECT
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