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科目 装置の構成

主題 X線CTのハードウェアー

目的 X線CT装置の構成を理解、説明できる（システム構成、ガントリー、検出器等）

概要 X線CT装置のシステムの構成、Ｘ線発生装置、走査ガントリー、検出器などを最新技術も含めて概説する

科目 被ばく低減機構

主題 放射線被ばく低減システム

目的 放射線被ばく低減システム（AEC 等）について理解、説明できる

概要 放射線被ばく低減システム（AEC等）について最新技術も含め概説する

科目 装置の周辺機器

主題 X線CT装置の周辺機器

目的 X線CT装置の周辺機器を理解、説明できる（インジェクター、ワークステーション、RIS・PACS等）

概要 造影剤インジェクター、画像処理・画像解析を行うワークステーションの基本及び有効な利用方法、観察モニタや心電図モニタなど、X線CT装置の周辺機器について最新技術も含めて概説する

科目 CT値と画像表示

主題 CT値と表示画像および画像情報の理解

目的 画像表示法について理解，説明できる（WW/WL等）

概要 CT値の概念、画像コントラストとWW/WLの関係を含めた画像の表示法などに関して解説するとともに画像情報についても概説する

科目 画像再構成法Ⅰ

主題 X線CTの画像再構成法Ⅰ

目的 X線CT画像の成り立ちの基礎原理を理解、説明できる（画像再構成法、再構成関数等）

概要 ラドン変換、投影と逆投影、フィルタ補正逆投影法、画像再構成関数などの基本的画像再構成技術を中心に、他の画像再構成法も含めて概説する

科目 画像再構成法Ⅱ

主題 X線CTの画像再構成法Ⅱ

目的 ヘリカルCTの画像再構成について理解、説明できる（マルチスライスCT等について）

概要 コーンビーム再構成法やFekdkamp再構成法などのマルチスライスCTに用いられる再構成法の原理と画像に及ぼす影響について概説する

科目 画像再構成法Ⅲ

主題 X線CTの画像再構成法Ⅲ

目的 新画像再構成法の原理について理解、説明できる（逐次近似再構成法等）

概要 逐次近似再構成法等の最新の技術について概説する

科目 画像処理・解析Ⅰ

主題 X線CTにおける画像処理と解析法Ⅰ

目的 基本的な画像処理について理解、説明できる

概要 画質改善処理、血管計測機能や機能画像解析法（血流、骨代謝）などのX線CT画像処理・解析法に関して概説する

科目 画像処理・解析Ⅱ

主題 X線CTにおける画像処理と解析法Ⅱ

目的 ３D画像処理について理解、説明できる

概要 3D画像処理および気管枝自動描出、仮想内視鏡自動走行技術など最新の画像解析技術についても解説する

科目 画像処理・解析Ⅲ

主題 X線CTにおける画像処理と解析法Ⅲ

目的 perfusion解析について理解、説明できる

概要 perfusion解析について概説する

科目 性能評価Ⅰ

主題 X線CTの性能評価

目的 X線CTの画像ノイズについて理解、説明できる

概要 X線CT画像のノイズ特性とその評価法について概説する

科目 性能評価

主題 X線CTの性能評価

目的 X線CTのコントラスト分解能や時間分解能について理解、説明できる（低コン、MTF、TSP等）

概要 コントラスト分解能、空間分解能、時間分解能などの各種分解能とその評価法に関して概説する

科目 性能評価

主題 X線CTの性能評価

目的 X線CTのスライス厚や均一性等について理解、説明できる

概要 性能評価や画質計測の臨床応用に関して概説する

1．基礎原理

2．画像再構成

3．画像処理

4．性能評価

装置
管理技術
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科目 線量評価

主題 X線CTの線量評価

目的 画質と線量の関係について理解、説明できる

概要 線量単位、画質とX線量、線量評価の臨床応用などX線CTの線量評価法に関して概説する

科目 線量計測

主題 X線CTの線量計測

目的 X線CTの線量評価及び測定について理解、説明ができる（CTDI、,DLP等）

概要 CTDIの概念や線量測定法、線量計測の臨床応用などX線CTの線量計測法に関して解説する

科目 ガイドライン

主題 被ばく線量ガイドライン

目的 X線CT検査被ばく線量に関するガイドライン等について理解、説明ができる（ICRP等）

概要 国内外の被ばく線量ガイドラインについて概説する

科目 被ばく評価

主題 放射線生物学的な被ばく評価

目的 放射線生物学的な被ばく評価について理解する

概要 放射線生物学的な被ばく評価について他の分野との比較を交えながら概説する

科目 QA・QCⅠ

主題 受け入れ試験

目的 X線CT装置の受け入れ試験の内容について理解、説明ができる

概要 X線CT装置の受け入れ試験や安全管理に関して概説する

科目 QA・QCⅡ

主題 ファントム

目的 X線CT装置付属のファントムについて理解、説明ができる

概要 X線CT装置付属ファントムについて概説する

科目 QA・QCⅢ

主題 定期保守点検、始業・終業点検

目的 定期保守点検、始業・終業点検の内容について理解、説明ができる

概要 定期保守点検の内容や実施期間等について概説する

科目 QA・QCⅣ

主題 故障時の対応

目的 故障時の画像への影響（アーチファクト等）や対応について理解、説明ができる

概要 故障時の画像への影響（アーチファクト等）や対応について概説する

科目 X線CT撮影技術Ⅰ

主題 検査ワークフロー

目的 X線CT検査のワークフローを説明できる

概要 X線CT検査のワークフローについて概説する

科目 X線CT撮影技術Ⅱ

主題 ポジショニング

目的 各検査での撮影ポジショニング、ランドマークの基本について理解、説明ができる

概要 各検査での撮影ポジショニング、ランドマークの基本について概説する

科目 X線CT撮影技術Ⅳ

主題 撮影パラメーターと画質

目的 撮影パラメーターと画質への影響について理解、説明ができる

概要 基本的な撮影パラメータ（管電圧、mAs、スライス厚、再構成関数など）と画質の関係を概説する

科目 特殊検査Ⅰ

主題 小児検査

目的 小児パラメータについて理解、説明ができる(造影検査を含む）

概要 小児検査の基本（パラメータ等）について概説する

科目 特殊撮影Ⅱ

主題 心電図同期撮影

目的 心電図同期再構成との撮影パラメーターと画質への影響について理解、説明ができる

概要 心電図同期再構成と撮影パラメーターと画質への影響について概説する

科目 特殊撮影周辺機器

主題 特殊撮影で用いられる周辺機器

目的 観察モニター、心電図モニター、酸素等の取扱いについて理解、説明ができる

概要 観察モニター、心電図モニター、酸素等の周辺機器について概説する

7．一般的撮影法

8．特殊撮影法

5．被ばく

6．機器保守点検・管理

装置
管理技術
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科目 造影剤Ⅰ

主題 CT造影剤活用法Ⅰ

目的 基本的な造影法について理解、説明できる（注入方法等）

概要 基礎的な造影剤体内動態を考慮した造影法を基に最新技術を駆使したCT装置に適応できる造影剤注入法について概説する

科目 造影剤Ⅲ

主題 CT造影剤活用法Ⅲ

目的 造影剤使用に際しての注意や血管外漏出，副作用についての対応を理解、説明ができる

概要 X線CT用造影剤の種類と特徴、また副作用・血管外漏出の知識とその対応に関して概説する

科目 造影剤Ⅳ

主題 造影剤の体内動態

目的 造影による体内動態や循環系の走行について理解、説明できる

概要 造影剤の体内動態や循環系の走行について概説する

科目 添付文書

主題 添付文書に記載してある重要事項の理解と予防対策

目的 装置の禁忌禁止・警告（体内植込み型心臓ペースメーカ等）について理解、説明ができる

概要 添付文書に記載してある重要事項及び予防対策等について概説する

科目 患者急変対応

主題 患者急変時の対応

目的 X線CT検査における造影ショック等の急変時の対応ができる

概要 X線CT検査時における患者急変時の対応について概説する

科目 感染対策

主題 感染症に対する必要な防護および検査室の清拭

目的 感染症についての理解、対処ができる

概要 感染症に対する必要な防護および検査室の清拭について理解する

科目 患者被ばく、インフォームドコンセント

主題 患者被ばく、インフォームドコンセント

目的 患者被ばく等について患者への検査説明できる

概要 患者被ばく等を含めたＣＴ検査に関する説明ができる

科目 脳神経・頭頚部領域Ⅰ

主題 頭頚部領域CTの正常解剖，異常所見

目的 頭部領域（脳神経、耳鼻科、眼科、歯科口腔外科など）および頚部領域の正常解剖と異常所見を理解する

概要 頭部領域（脳神経、耳鼻科、眼科、歯科口腔外科など）および頚部領域の正常解剖と異常所見について概説する

科目 脳神経・頭頚部領域Ⅱ

主題 頭頚部領域のCT検査技術

目的 頭部領域（脳神経、耳鼻科、眼科、歯科口腔外科など）および頚部領域の検査技術を理解する

概要 頭部領域（脳神経、耳鼻科、眼科、歯科口腔外科など）および頚部領域の検査目的を把握し、検査技術や撮影プロトコルの構築について概説する

科目 頭頚部・中枢神経Ⅲ

主題 頭頚部領域のCT検査技術

目的 頭部領域（脳神経、耳鼻科、眼科、歯科口腔外科）および頚部領域の検査技術、CT所見について理解する

概要 頭部領域（特に3DCTAやperfusion）および頚部領域（3DCTA）の診断技術について解説しながら頭頚部領域のCT所見について概説する

科目 胸部領域Ⅰ

主題 胸部領域CTの正常解剖、異常所見

目的 胸部CT領域の正常解剖と異常所見を理解する

概要 胸部CT領域の正常解剖と異常所見について概説する

科目 胸部領域Ⅱ

主題 胸部CT検査技術

目的 胸部領域の検査技術について理解する

概要 肺の腫瘤性病変、炎症性病変などの異常陰影の理解と目的に応じた検査技術およびその他の胸郭病変に関する検査技術について概説する

科目 心血管Ⅰ

主題 循環器領域CT検査技術

目的 循環器疾患におけるCT検査技術について理解する

概要 大血管および冠動脈、心筋・心機能評価の効果的な検査技術や基本的な心臓CT検査技術および肺塞栓深部静脈血栓症について概説する

科目 心血管Ⅱ

主題 心臓CT検査技術

目的 心臓CTの検査技術について理解する

概要 心臓CT検査技術について概説する

12．胸部領域

安全技術 10．X線CTの安全

11．脳神経・頭頚部領域

9．造影法撮影技術

臨床

13．心血管領域
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科目 腹部領域Ⅰ

主題 腹部領域CTの正常解剖、異常所見

目的 腹部領域の正常解剖と異常所見について理解する

概要 腹部領域の正常解剖と異常所見について概説する

科目 腹部領域Ⅱ

主題 肝胆膵CT検査技術

目的 肝胆膵CTの検査技術について理解する

概要 肝胆膵CTの検査目的を把握し、多時相撮影の有用性および造影タイミングについて概説する

科目 腹部領域Ⅲ

主題 消化管CT検査技術

目的 消化管CTの検査技術について理解する

概要 大腸コロノグラフィなどの有用性や検査技術について概説する

科目 腹部領域Ⅳ

主題 その他腹部CT検査技術

目的 その他腹部領域（婦人科、泌尿器科）の検査技術について理解する

概要 その他腹部領域（婦人科、泌尿器科）の腹部CTの検査目的を把握し効率的な検査技術について概説する

科目 整形外科領域Ⅰ

主題 整形外科領域CTの正常解剖と異常所見

目的 整形外科領域CTの正常解剖と異常所見について理解する

概要 脊椎骨や関節の正常解剖と異常所見について概説する

科目 整形外科領域Ⅱ

主題 整形外科領域CT検査技術

目的 整形外科領域CTの検査技術について理解する

概要 脊椎骨や関節の検査目的を把握し、撮影ポジショニングやMPR像・３D画像の表示などの検査技術について概説する

科目 IVR-CT

主題 IVR-CT技術

目的 IVR-CTについて理解する

概要 各種IVR-CTの検査技術について概説する

科目 救急ＣＴ検査

主題 救急CT検査技術

目的 救急ＣTの検査技術について理解するとともに、救急領域の代表的な異常所見について理解する

概要 救急検査時のCT検査技術、特に全身CT検査および急性期検査に関して概説しながら救急における異常所見についても概説する

17．IVR-CT・
CTガイド下IVR

16．整形外科領域

18．救急領域

臨床

14．上腹部領域

15．消化管・
その他腹部領域
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