
日本 CT技術学会 第 6回学術大会 (JSCT2018)

【日 時】2018年 6月 30(土 )9:30～ 1820(受付 8:30～ )

【会 場】名古屋市立大学 桜山 (川澄)キ ャンパス

〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1

さくら講堂 [本会場]

本部棟 4階ホール [ポ スター会場]

【参加費】会員:2,000円 、ヨト会員:3,000円 (学生無料、社会人学生を除 く)

【後 援】公益社団法人 日本放射線技術学会中部支部

公益社団法人 愛知県診療放射線技師会

公益社団法人 岐阜県診療放射線技師会

一般社団法人 三重県診療放射線技師会

【認 定】肺がん CT検診認定機構「肺がん CT検診認定技師」の更新講習会受講のための単位取得

日本救急撮影技師認定機構 「救急撮影技師」の更新のための単位取得

日本 X tt CT専 門技師認定機構 「X tt CT認定技師」の更新請習会受講のための単位取得

日本 CT技術学会 第 6回学術大会 (JSCT2018)プ ログラム

受付      8:30
開会挨拶    9:25  大会長 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科 辻岡勝美

Scssion l(臨 床応用物理分野)  9:30-10:18  座長 熊本大学大学院 生命科学研究部 船間芳憲

18001.腹部領域の Twhbealn Dual¨ energy CTに おける断面内の線量及び均一性の評価

荒俣憲行 1,0,松 原孝祐め,大久保蛉奈υ,ThШyartt Chusr)

1)公立学校共済組合 ゴヒ陸中央病院 放射線技術科 2)金沢大学 医薬保健学総合研究科 保健学専攻 3)金沢大学

医薬保健研究域 保健学系 量子医療技術学講座

18002 Pre…■hered 3D bilatcrd ihcrに よるノイズ低減画像を用いた仮想単色画像再構成

市川勝弘 1),川 嶋広貴 1),高田忠徳 a

l)金沢大学 医薬保健研究域保健学系 2)金沢大学附属病院 放射線部

18003高精細 CTに おける高分解能撮影 と逐次近似再構成法の影響に関する基礎的検討

木寺信夫 1,a,松原孝祐 3),西丸英治り,藤岡知加子り,横町和志り,木口雅夫 1),石風呂実り

1)広島大学病院 診療支援部画像診断部門 2)金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 3)金沢大学 医薬保健学研究

域保健学系

18004 Decp Lcal■ mgbased Recon ttiCE)を 用いたアーチファク ト評価に関して

根本拓也,伊藤雄也,秋野成臣,佐渡友哲也,田 中敬

キヤノンメデイカルシステムズ株式会社 CT開発部

Session 2(臨 床応用物理分野)  10130-H:18  座長 名古屋大学 小山修司

18005 SSPの 曲線下面積によるsrtCm pCrfOlllnance関数の補正

五十嵐洸太 1),市川勝弘ガ,川嶋広貴幼,松井亮太 1),名和蓮 1)

1)金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科保健学専攻 2)金沢大学 医薬保健研究域保健学系



18006.仮想単色 X tt CT画像のコン トラス トおよび線量依存性の検討

益田翔大,杉澤浩一,南島一也,山崎彰久,渡部敏夫

慶應義塾大学病院 放射線技術室

18007.超高解像度 CT撮影の画質評価:超高精細検出器 と面内櫛フィルタのしヒ較

川嶋広貴り,市川勝弘り,赤木憲明a,長田弘二り

1)金沢大学 医薬保健研究域保健学系 2)岡山大学病院 放射線部門 3)金沢医科大学病院 医療技術部

18008.X tt CTに おける時間感度分布曲線の解析

高根侑美 り,佐藤和宏の,茅野伸吾 D,小野寺崇 D,益田翔太り,南島一也り,杉澤浩一⊃

1)東北大学病院 診療技術部放射線部門
・
2)東北大学大学院 医学系研究科保健学専攻 3)慶應義塾大学病院 放射線

技術室

定期総会             H20-1140  司会 広島大学病院 横町和志

<弁当受け渡し >

Lllnchcon Scminar          12:00-13:00  座長 藤田保健衛生大学病院 井田義宏

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 (共催メーカー)

演題 1:「物理評価で Prccisionの潜在力を測る」

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 放射線技術部 放射線診断技術室

副放射線技術室長 石原 敏裕 先生

演題 2:「AquiLon Precisiclnの臨床応用および AiCE初期経験」

藤田保健衛生大学病院 放射線部 松本良太先生

臨床技術講座            13:10… 13:55  座長 つくば国際大学 梁川範幸

演題:「腹部領域の CTの役割」

岐阜大学医学部附属病院 放射線部 三好利治 先生

Rchshc∬ Sclllmar          13:55… 1440  座長 国立がん研究センター東病院 村松禎久

演題:「 Sセ e¨speciic dose cstimatcs(SSDE)に ついて」

金沢大学 医薬保健研究域 松原孝祐 先生

Session 3(臨 床応用技術分野)    14:50-15:50  座長 中津川市民病院 原孝只J

18009.Sレ e―Speciic Dose Estilmates算出のための患者固定用安全ベル トの開発

庄司友和 1),栗山和の,梁野伸貴のり松尾浩一 D

l)東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部 2)東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線部

18010.冠状動脈 CTに おけるVanis揃唱 Hver Pos五onの有用性について

野坂瑠美子 1),栗山和 1),梁野伸貴 1),飯嶋恵り,庄司友和 0,柴田公望 1)

1)東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線部 2)東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部

180H.急性期脳虚血におけるsequc面狙subtracaonを 用いた病態評価の検証

大村知己 1,の,李熔範 2),高橋規之 り,佐 本々文昭り,佐藤祐一郎り,石田嵩人 1),豊嶋英仁 り

1)秋田県立脳血管研究センター 放射線科診療部,2)新潟大学大学院保健学研究科



18012.Dual energy CTを 利用した深部静脈血栓評価

薄井裕美→,守屋克之 D,平野高望り,藤井智希り,佐藤久弥2),加藤京一助

1)昭和大学病院放射線技術部 2)昭和大学大学院 保健医療学研究科 3ソ学校法人 昭和大学 統括放射線技術部

18013.1卜剛体補正を用いた血管位畳補正精度の評価

大橋芳也,千葉彩佳,沼澤香夏子,今井達也,早坂駿,大森剛,伊藤彩,原田耕平

札幌医科大学附属病院 放射線部

【特別講演】 16Ю O…17:00  座長 藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 辻岡勝美

演題:「人工知能の基礎と臨床応用の動向」

藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 寺本篤司 先生

Session 4(ポ スター研究発表)   17:10-18:10    会場:本部棟 4階ホール

18002.Prc―mtered 3D b■ aterd■■crに よるノイズ低減画像を用いた仮想単色画像再構成

市川勝弘り,川嶋広貴 1),高田忠徳幼

1)金沢大学医薬保健研究域保健学系 2)金沢大学附属病院 放射線部

18014.小児冠動脈 CTに おける至適心位相の評価

多田佳司 1,0,飯島順り,細越翔太 り,市川勝弘⊃

1)島根大学医学部附属病院 2)金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 3)金沢大学 医薬保健研究域保健学系

18015.Dynalmc volume scanに おけるシーケンシャルサブ トラクション

ーLook up tableを 利用したカラーコー ド化―

竹内明日香 り,辻岡勝美め,富田羊一り,丹羽正厳0,山 田恭平 1),村上大樹 1),西村香穂の,山峙健大の

1)藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 2)藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 3)名鉄病院 放射線科

4)市立四日市病院 放射線科

18016.頸部 CT検査におけるダークバンドアーチファクトの評価 一撮影位置とビーム幅の検討一

石川貴彬 1),広瀬真也め,原孝則り

1)多治見市民病院 放射線技術課 2)木沢記念病院 放射線技術部 3)中津川市民病院 医療技術部

18017.頭部 CT検査における延長天板との接続部分が画質と水晶体被曝に及ぼす影響

小鷹狩賢司 1),横町和志a,西丸英治0,高本一成勁,舛田隆貝10,近藤武行つ,鳩野宜也 D

l)国立病院機構 呉医療センター 中国がんセンター 2)広島大学病院 診療支援部 画像診断部門

3)国立病院機構 岡山医療センター の 医療法人あかね会 土谷総合病院 5)東洋メデイック株式会社

18018頭部 CT画像における専用関数(Stl■ dlllと 逐次近似再構成体 SiR¨つによる ノイズとコン トラス トの影響

西山徳深,中川潤一,寺見佳祐,小林有基

岡山済生会総合病院 画像診断科

18019.逐次近似再構成による高精細脳血管 CTAの臨床評価

漬口宜子,漬口明巧,小寺秀一



札幌麻生脳神経外科病院 放射線科

18020超高精細 CT画像に対するユニバーサル逐次近似再構成ソフ トフエアの検討

村松駿 り,鈴木雅裕 り,本多亮太 1),小林貴り,小林真美子 り,村上克彦の,森谷浩史 D

l)一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 画像診断センター 2)公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 放射線

部

18021.Tilnc― MIPと Time―Stack ―スキャン後 で もノイズ とコン トラス トの調節 を可能に一

竹内明日香 り,辻岡勝美 の,富田羊一 助,丹羽正厳 0,村上大樹
1),山 田恭平 D,西村香穂 め,山崎健大 の

1)藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 2)藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 3)名鉄病院 放射線科

4)市立四日市病院 放射線科     ・

18022頭部仮想ヨト造影画像におけるヨー ド造影斉Jの 除去精度の評価

平入哲也 1,0,瓜倉厚志の,原孝貝Jめ,阿瀬川敏 D

l)順天堂大学医学部附属静岡病院 放射線室 2)静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 3)中津川市民病院 医療技

術部 4)金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科保健学専攻

18023.Duall呼 er spectd dctector CTを 用いたヨー ド物質における仮想単色 X線画像の解像特性

坂部大介 1,の ,船間芳憲り,中浦猛助,覚清孝の,羽手村昌宏 2)

1)熊本大学大学院 保健学教育部保健学専攻 2)熊本大学医学部附属病院 医療技術部診療放射線部門 3)熊本大学

大学院 生命科学研究部

18024異なるコン トラス トの標的における仮想単色 X線画像の画質評価

三澤慎也,望月純二

みなみ野循環器病院 放射線科

18025.Dual energy CTを 用いた仮想単色 X線画像と低管電圧撮影画像の線量別 CllR沢1定

石原大地,大橋一也,庚瀬保次郎

名古屋市立大学病院 診療技術部 放射線技術科

18026.異なる管電圧における線量シミュレーションの精度検証

野村恵-1),藤井啓輔の,太田博之り,村松禎久り

1)国立がん研究センター東病院 放射線技術部 2)名 古屋大学大学院 医学系研究科

18027.新たな被ば く低減 Snフ イルタ技術の低線量肺がん検診 CTに おける有用性: APhantom Stu"

久保岡宜哉 1),永澤宜樹 1),丹羽伸次の,西村拓真り,舘守辛り,石田七香 3),佐久間肇つ

1)二重大学医学部附属病院 中央放射線部 2)中津川市民病院 医療技術部 3)医療法人社団 山中胃腸科病院  4)

三重大学医学部附属病院 放射線診断科

18028.体軸コリメータの作動開始時の開口状態をコンソール上で確認する方法

山崎詔一,江崎徹

自治医科大学附属病院 中央放射線部

18029.病理検体用 MicrO CTの 開発 一豚臓器を用いた有効性評価一

早川智就り,山 田あゆみり,寺本篤司 1),塚本徹哉め,斎藤邦明り,藤田広志⊃

1)藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 2)藤田保健衛生大学医学部 病理診断科1 3)岐阜大学大学院 医学系研



究科

18030.Adapti■・e radothcrapyに 用いるCBCTの体軸方向CT値特性

谷口拓矢 り,原孝則υ,下郷智弘助,大野光生り,増井祐衣 り,松尾政之つ

1)朝 日大学病院 放射線部 2)中津川市民病院 放射線技術科 3)岐阜医療科学大学 保健科学部 4)岐阜大学大学

院 医学系研究科

表彰式 講評   18:10 表彰委員長 山口 功 先生

閉会挨拶    18:20  次期大会長 熊本大学大学院 生命科学研究部 船間芳憲


