
第33回
（公社） 愛知県診療放射線技師会 学術大会

日時：2022年3月6日（日） 12時45分～17時25分

開催方法： ZoomによるWeb配信

参加申込： 事前登録 （締め切り日時： 3月3日 24時）

参加費： 無料

プログラム

司会 愛知県診療放射線技師会理事 伊藤 勝祥

12:45～12:50 会長挨拶

愛知県診療放射線技師会 会長 水口 仁

12:50～13:35 教育講演

座長 愛知県診療放射線技師会常務理事 阿部 真治

「知って得する！人財教育に活用するコーチング

～叱って育てるのは、時代遅れ」

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 宮川 真奈 先生

13:45～15:05 一般演題 セッション1

15:15～16:25 一般演題 セッション2

16:35～17:20 特別講演

座長 愛知県診療放射線技師会理事 東出 了

「生殖腺遮蔽は不必要となるのか

-防護の歴史と今後-」

セントメディカル・アソシエイツ 広藤 喜章 会員

17:20 閉会の挨拶

愛知県診療放射線技師会 副会長 川口 範洋



13:45～15:05 一般演題 セッション1

座長： 後藤賢一（愛知学院大学歯学部附属病院）， 青山貴洋（愛知県がんセンター病院）

1. フラットパネルディテクタを用いた撮影時に生じる内部構造の映り込みに関する基礎検討

藤田医科大学病院 尾崎壮太

2. Digital Radiographyシステムにおける付加フィルタの最適化に向けた検討

藤田医科大学病院 藤澤和陽

3. 整形外科系透視検査における水晶体被ばく低減の検討

刈谷豊田総合病院 金武紫友花

4. 当院の内視鏡検査における水晶体の放射線被ばく防護 成田記念病院 日比野文哉

5. チルト方式長尺撮影における照射野の最適化 刈谷豊田総合病院 市川圭介

6. カダバーサージカルトレーニング施設での放射線以外の業務の一部内容紹介

藤田医科大学 木野村 豊

7. 当院の前立腺癌VMATにおけるAAPM TG-100に基づくリスク分析

愛知医科大学病院 平生蓉子

8. ヘリカル式強度変調放射線治療装置における三次元半導体検出器を用いた中断試験の

精度評価 刈谷豊田総合病院 松澤 愛

15:15～16:25 一般演題 セッション2
座長： 笹尾 充（西尾市民病院）， 深田真司（豊田厚生病院）

9. IRにおける灌流チューブ内空気混入警報システムの開発 (第2報)

名古屋大学医学部附属病院 植村武司

10. 頭部ＣＴ-Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙに使用する造影能強調処理の使用方法の検討

刈谷豊田総合病院 石川雄貴

11. 頭部CT撮影における逐次近似処理を用いた線量低減への基礎検討

豊田厚生病院 浅野功一

12. Mercury 4.0ファントムを使用したAEC変調の基礎的検討

愛知医科大学病院 南川貴美子

13. X線CT画像における植込型心臓電気デバイスリードから発生する金属アーチファクトの評価

名古屋大学医学部附属病院 松本拓也

14. ピクセルシフト法の有用性と評価方法についての検討

東名古屋画像診断クリニック 坂本 楓

15. 3D可視化解析ソフトAmiraの使用経験

藤田医科大学ばんたね病院 小幡晃平

一般演題



事前登録完了後、登録されたメールアドレスに参加用URLを配信させて頂きます。

Zooｍをお持ちでない場合は、「ブラウザが何も

起こらなければ ダウンロードして開始してくだ
さいZoom」を選択します。インストールを実
行してアプリを起動してください。

「Zoom Meetingsを開く」ボタンをクリックし
てご参加ができます。

既にZoomアプリをお持ちの場合Zoomアプリをお持ちでない場合

2

3 4

右の2次元バーコードからアクセスして事前登録を行ってください。（2022年3月3日 24時まで）1

≪Zoomをインストールが出来ない環境の場合≫

「ブラウザから起動してください」を選択すると
お使いのブラウザでご参加が可能となりますが、安定
したご参加、ご視聴のためにはインストールを行ってか
らの使用を推奨しております。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uBuPAjPgS5yfNbYK1GWTXQ

二次元バーコードからも
アクセスできます

愛知県診療放射線技師会学術大会
参加（視聴）方法のご案内

推奨ブラウザ（最新版に更新をお願いします）
• Internet Explorer 10以上
• Microsoft Edge 38.14393.0.0以上
• Google Chrome 53.0.2785以上
• Safari 10.0.602.1.50以上
• Firefox 49.0以降【当日の接続に関するトラブルの問い合わせ先】

090-3857-0333 

• 「名」，「姓」
• 「メールアドレス」
• 「ご職業」
• 「ご所属先」
• 「日本診療放射線技師会会員番号」

必須情報の入力

事前登録締め切り

2022年3月3日 24時

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uBuPAjPgS5yfNbYK1GWTXQ


第 33回 公益社団法人 愛知県診療放射線技師会学術大会開催 

 

 

公益社団法人 愛知県診療放射線技師会 

会長 水口 仁 

 

第 33 回 公益社団法人 愛知県診療放射線技師会学術大会を下記のとおり開催

いたします。多くの会員の皆様方のご参加をお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

日 時  ： 2022年 3月 6日（日） 13時から 

 

開催方法 ： Web配信 

（ただし、一般演題の演者の方は、配信会場にお越しいただき発表

となります。） 

 

内 容  ： 一般演題 

       特別講演 

       

 

詳細につきましては別途プログラムにてお知らせ致します。 

 

以上 



第 33回 公益社団法人 愛知県診療放射線技師会学術大会の一般演題募集について 

 

2021年 12月 13日 

 

公益社団法人 愛知県診療放射線技師会 

会長   水口 仁 

 

第 33回公益社団法人 愛知県診療放射線技師会学術大会の演題を募集します。 

臨床に役立つ情報や意見交換の場として、放射線技術・臨床経験などの幅広い分野からの

応募を歓迎します。応募はどなたでもできますが、筆頭研究者（発表者）は、公益社団法人 愛

知県診療放射線技師会の正会員及び賛助会員に限ります。下記の演題募集要領と注意事項を

ご確認の上、ご応募ください。 

 

開催内容 

1. 日 時 ： 2022年 3月 6日（日） 13：00～ 

2. 場 所 ： Web配信 

配信会場は刈谷市産業振興センターを予定 

3. 内 容 ： 一般演題 

       特別講演 

        

詳細につきましては、公益社団法人 愛知県診療放射線技師会公式ホームページで確認して

下さい。 

 

演題募集要領 

1．演題募集期間：2021年 12月 13日（月）0：00から 2022年 2月 6日（日）23：59までとします。 

2．演題募集方法：E-mailを使用して、 

 

愛知県診療放射線技師会 学術部 gakujutsu@aart.or.jp  宛に 

 

下記の要領にて演題名・会員番号・氏名・所属施設・連絡先（E-mail address）を明記の上、予稿

を添付して、送付して下さい。 

Mail 

件名：33学術大会（迷惑メールとされないように、件名は必ず記入して下さい。） 

本文：（1）演題名 

（2）発表者（氏名・所属施設名お及び会員番号） 

（3）共同演者 

（4）所属施設 

（5）連絡先（E-mail address） 

添付:（6）Word（MS P ゴシック・フォントサイズ 11）を使用した図表なしの予稿 

予稿集に掲載する演題名・所属施設・発表者・共同演者の記載もお願いします。 

mailto:gakujutsu@aart.or,jp


（7）Wordの余白・行数・行間などは変更せず、標準のまま使用して下さい。 

標準とは、レイアウト（ページレイアウト）が、文字数 40、行数 36、行送り 18pt、 

余白は、上 35mm、下 30mm、左 30mm、右 30mm です。 

（8）本文400字以内で【目的】、【方法】、【結果】、【考察】等を判り易く記載して下さい。 

3．受領確認：受付完了の時点で、事務局より受領確認を送信します。 

4．演題採否：演題の採否については、2月下旬に（5）の連絡先に通知を送信します。 

5．注意事項：予稿は、必ず添付として下さい。 

6．その他  ：演題審査の中で連絡が必要となった場合は、その都度（5）の連絡先に確認します。 

定期的にメールのご確認をお願いします。 

尚、Web 配信形式の学術大会となりますので、時間の制約が生じます。演題数が

多くなった場合、お断りすることもありますので予めご了承下さい。 

 

発表にあたっての注意事項 

1． 一般演題は、Web 配信の会場にて発表して頂きます。当日、発表者は必ず会場にお集まり

ください。 

2． 発表は会場設置の PCで行っていただきますので、発表のデータを CDまたは USB メモリー

で持参してください。発表者ご自身の PC を使用される場合は予め連絡を下さい。1 画面映

写の口述のみで音声の使用はできません。 

3． 発表者は、必ず学術大会当日の 10 時 30 分から 12 時の間に、会場内で動作確認をして下

さい。確認のない場合は発表ができない場合があります。 

4． 発表時間の 10分前までに会場内の座席で待機をして下さい。 

5． 各演題の発表時間は 7 分で質疑応答を 3 分とします。質疑応答の形式は座長に一任としま

す。 

6． 発表者は公益社団法人 愛知県診療放射線技師会の正会員及び賛助会員に限ります。但

し、共同研究者についてはこの限りではありません。 

7． 発表後に、A4（2枚）・MS Pゴシックフォントサイズ 11・段組 1段で記載した、図表入りの抄録

を必ず提出していただきます。Word の設定は、予稿と同様に、余白・行数・行間などは変更

せず、標準のまま使用して下さい。また、演題名、演者、共同演者、所属施設名も明記して

下さい。提出先は、愛知県診療放射線技師会学術部（gakujutsu@aart.or.jp）宛にお願いし

ます。学術大会当日に持参していただいてもかまいませんが、その場合は受付でその旨を

申し出て下さい。 

8． 提出して頂いた抄録は、会誌等に掲載して愛知県診療放射線技師会正会員及び賛助会員

に公開しますが、紙面の都合上体裁を変更する場合がありますのでご理解下さい。なお、提

出期限は、2022年 3月 21日（月）午前 0時とします。 

 

本件に関する問い合わせ先 

公益社団法人 愛知県診療放射線技師会 

E-mail：office@aart.or.jp   TEL：052-851-5571 

mailto:gakujutsu@aart.or.jp
mailto:office@aart.or.jp

