
プ ロ グ ラ ム

11月18日（土曜日） １日目 第一会場（講堂） １階>

13：00 ■開会の辞■

13：00 ■ CTセミナー■

テーマ「これでダイチョウブ（大丈夫） 大腸CT 」 座長 手稲渓仁会病院 板谷 春佑

札幌医科大学附属病院 小倉 圭史

① スクリーニング 演者 北海道消化器科病院 高林 健

② 手術シミュレーション 演者 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 津元 崇弘

14：30 ■ CT－Ⅰ■ 座長 札幌心臓血管クリニック 佐々木康二

１ 生物学的影響を考慮した新たなCT被ばく線量評価指標の検討 北海道科学大学 谷口 広夢

２ DECTと Smart metal artifact reductionを使用した金属アーチファクト低減効果の比較

札幌麻生脳神経外科病院 松井 克之

３ 数値解析による大動脈解離（上行置換）後の性状評価 国立大学法人 旭川医科大学 横山 博一

４ ノンヘリカルスキャンにおけるウィンドミルアーチファクトに関する基礎的検討

北海道大学病院 高西 慶矢

５ 冠動脈CTAにおける静止心位相自動検索システムの評価 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 津元 崇弘

15：20 ■ CT－Ⅱ■ 座長 北海道大学病院 山口 仰

６ CT Colonographyにおける撮影技師別の腸管拡張度の比較 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 三浦 貴智

７ 心筋Perfusion CT検査における撮影開始時間の検討 社会医療法人 北海道循環器病院 前田 佑介

８ 体輪郭一部欠損画像から算出したSSDE（Size-specific Dose Estimates）への新たな補正方法の提案

株式会社ジェイマックシステム 箱石 卓

９ 異なるWorkstationによる非剛体補正精度について 札幌医科大学附属病院 大橋 芳也

16：00 ■ CT－Ⅲ・核医学■ 座長 札幌医科大学附属病院 浅沼 治

株式会社ジェイマックシステム 箱石 卓

10 Ra-223イメージングにおける収集条件の基礎的検討 旭川医科大学病院 鈴木 達也

11 Dual Energy CTを用いたNAFLDの診断 手稲渓仁会病院 板谷 春佑

12 ボーラストラッキング法を用いた肺動脈分離１相撮影の試み 札幌医科大学附属病院 小倉 圭史

13 冠動脈CT検査にて経験した未破裂Valsalva洞動脈瘤の２例 札幌医科大学附属病院 金子 慈

14 陰性造影剤として二酸化炭素を用いたCT enteroclysisに関する検討 北海道消化器科病院 高林 健

16：50 ■医療情報セミナー■

テーマ「RISを中心とした情報の流れと情報化の歴史」 座長 北海道科学大学 谷川 琢海

演者 旭川医科大学病院 鈴木 達也

北海道大学病院 安渡 大輔

札幌医科大学医学部附属病院 原田 耕平

17：50 終了
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11月18日（土曜日） １日目 第二会場（臨床第一講義室） ２階>

13：00 ■整形外科セミナー■

テーマ「受傷機序から考える画像検査４ 脊椎・骨盤，股関節」 座長 旭川医科大学 谷 祐児

演者 我汝会えにわ病院 山口 大樹

勤医協苫小牧病院 鈴木 要

旭川医科大学 谷 祐児

14：30 ■MR－Ⅰ■ 座長 JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 小見山聡史

15 Computed DWIの基礎的検討 社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院 橋本 大

16 3 TMRI装置におけるB１補正を用いたT１値測定精度の基礎的検討 旭川医科大学病院 森 直人

17 呼吸性移動長可変時の3 D-radial scan（Star VIBE）の画質検討 市立函館病院 畠山 遼兵

18 3 T MRIにおけるFast Dixon法の撮像条件の検討 中村記念病院 中居 智弥

15：10 ■MR－Ⅱ■ 座長 市立旭川病院 福田 泰之

19 乳腺DWIにおけるcomputed DWIの基礎的検討 旭川医科大学病院 中田 隆文

20 velocity encodingの設定がQp/Qsに与える影響 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 山田 佑介

21 MOLLI法を用いたT１値測定に関する検討 北海道大学病院 平野 裕也

22 高速T２値計測は標準計測法になり得るか？ 札幌医科大学附属病院 中西 光広

15：50 ■MR－Ⅲ■ 座長 札幌医科大学附属病院 長濱 宏史

23 標準脳MRI画像を用いた多発性硬化症の新規病変検出法の検討

国立病院機構北海道医療センター 村田 潤平

24 Synthetic MRI（MAGIC）におけるスキャンパラメータがT１値，T２値に与える影響

中村記念南病院 土門 伸也

25 貼付剤によるRF heating ～位置依存性の検証～ 北海道大学病院 石坂 欣也

26 拡散強調画像（DWI）におけるシリコンアーチファクトの検証

北海道勤労者医療協会中央病院 小松 伸好

16：50 ■核医学セミナー■

テーマ「核医学内用療法について」 座長 北海道循環器病院 前田 佑介

演者 札幌医科大学附属病院 浅沼 治

17：50 終了
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11月18日（土曜日） １日目 第三会場（看護部研修室） 地下１階>

13：00 ■放射線治療セミナー■

テーマ「〝こんなときどうする"―毎月・毎年点検（MonthlyQA・AnnualQA）―」

座長 北腎会 脳神経・放射線科クリニック 星野 充英

演者 北海道がんセンター 齋藤 優一

手稲渓仁会病院 佐々木文博

KKR札幌医療センター 阿部 匡史

札幌医科大学附属病院 溝延 数房

14：30 ■計測防護・放射線治療■ 座長 札幌医科大学附属病院 溝延 数房

札幌医科大学医学部 教育研究機器センター 吉井 勇治

27 DNA損傷シミュレーションによる臓器線量評価法の検討 北海道科学大学 小林穂乃香

28 低酸素細胞の放射線抵抗性の解明に向けたモンテカルロシミュレーション（ ．直接効果）

北海道科学大学 関口 綾乃

29 低酸素細胞の放射線抵抗性の解明に向けたモンテカルロシミュレーション（ ．間接効果）

北海道科学大学 成田明里咲

30 光子線・電子線による微視的線量付与のモンテカルロシミュレーション解析 北海道大学 谷内 淑惠

31 Ｘ線誘発DNA二本鎖切断の空間分布に対する in vitro実験とモデル解析 北海道大学 大島 洋輔

32 デュアルエナジーCTを用いた金属アーチファクト低減効果が放射線治療計画に与える影響について

旭川医科大学病院 佐々木 駿

15：30 ■アンギオ■ 座長 市立旭川病院 三ツ井貴博

33 CBCTの画像における血管自動抽出機能の認識能に関する検討 北海道大学病院 亀田 拓人

34 造影剤注入時間の変化におけるCBCTの画像の評価 北海道大学病院 浅野有加里

35 前脛骨動脈に対する血管内治療に石灰化強調モード（DA）が有用であった１症例

社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 岡 尚求

16：00 ■医療情報・Ｘ線撮影■ 座長 北海道情報大学 上杉 正人

NTT東日本札幌病院 八十嶋伸敏

36 脳神経外科領域の医療資源に対する患者アクセス 北海道大学 水口 比呂

37 ISM（Interpretive Structural Modeling）法による遠隔医療の普及を阻害する要因の構造化

北海道大学 清水 大暉

38 畳み込みニューラルネットワークを用いたＸ線画像の識別における撮影部位の違いによる識別率の検討

北海道大学 越後 雷蔵

39 透析患者における骨密度検査の検討 釧路孝仁会記念病院 清水 拓哉

16：40 終了
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11月19日（日曜日） ２日目 第一会場（講堂） １階>

9：30 ■消化器＆超音波セミナー■

テーマ「整いました。カテゴリー分類」 座長 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 中村 俊一

基礎編「対策型胃がん検診におけるカテゴリー分類の導入について ～part2～」

演者 医療法人渓仁会 渓仁会円山クリニック 田内 慎一

実践編「お試しカテゴリー分類」 演者 北海道対がん協会 札幌がん検診センター 松井 麻未

11：10 ■MRセミナー■

テーマ「明日●●の検査が入っている…どう検査する？」 座長 札幌医科大学附属病院 中西 光広

北海道大学病院 石坂 欣也

① 小児頭部 演者 NTT東日本札幌病院 佃 幸一郎

② 末梢血管 演者 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 平井 寛能

12：40 ■表彰式（優秀研究賞），閉会の辞■

11月19日（日曜日） ２日目 第二会場（臨床第一講義室） ２階>

9：30 ■ディジタル画像セミナー■

テーマ「らくらく画像解析 ImageJ〝超入門"セミナー」 座長 NTT東日本札幌病院 川原 大典

演者 JCHO札幌北辰病院 牧野 佑也

10：30 ■Ｘ線撮影・乳房画像■ 座長 北海道大学病院 小田まこと

KKR札幌医療センター 阿部 裕子

40 階層分析法を用いた内外斜位方向撮影における大胸筋の描出法の分析 北海道科学大学 吉田 朱里

41 前向き推論によるマンモグラフィカテゴリー判定支援ツールの開発 北海道科学大学 山内美加子

42 乳房画像診断における医師と診療放射線技師のカテゴリ分類の一致度 北海道大学 小賀坂有紗

43 ディジタル乳房トモシンセシスにおいて照射方法の違いが平均乳腺線量に与える影響

市立函館病院 青木 祐美

11：10 ■乳房画像セミナー■

テーマ「乳腺エコ・トモ の実際」 座長 KKR札幌医療センター 阿部 裕子

１．乳腺エコーの実際～Ｂモードから血流・硬さまで～ 演者 北海道大学病院 佐藤 恵美

２．トモシンセシスの実際～撮影技術と読影の落とし穴～

演者 さっぽろ麻生乳腺甲状腺クリニック 堀田 浩

12：40 終了
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