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治療計画用CTの空間分解能がMU値計算に与える影響 - 微小肺結節シミュレーション画像を用いた検討 新潟大学大学院 保健学研究科
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佐藤 直人 ·

183

前立腺IMRT治療計画時におけるOARからみた線量処方決定因子の検討
東北大学病院
頸部食道癌陽子線治療計画におけるＣＴ値の不確かさが線量分布に及ぼす影響
南東北がん陽子線治療センター
Fixed-Jaw Techniqueを用いた全頸部IMRT治療計画の基礎的検討
南東北がん陽子線治療センター
AcurosXBによる高密度物質の線量計算精度の検証
東北大学病院
乳房温存治療計画での手計算によるMU独立検証の有意性の検討

乳房接線照射における独立MU検証の検討

実効等価照射野を用いた独立検証の精度についての検討
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石田 俊太郎 ·
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商用ソフトウェアを使用したMU独立計算検証の有用性 - 当院のスプレッドシートとの比較検討 石巻赤十字病院
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負荷心筋シンチグラフィにおける安静時でのSPECT収集時間の検討

99m

Tc-MIBI投与早期SPECT法の検討

心電図同期心筋SPECTにおける収集条件が左室機能評価に及ぼす影響についての検討
市立秋田総合病院

鎌田 伸也 ·
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東北大学医学部保健学科

田中 良隆 ·
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山形市立病院済生館

松田 善和 ·
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東北大学病院

斎藤 拓真 ·
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東北大学病院

杉山 周平 ·
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仙台赤十字病院

三浦 一隆 ·
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つがる総合病院

岡元 智也 ·
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つがる総合病院

新岡 詳久 ·
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山形大学医学部附属病院

菊地 雄歩 ·
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多焦点ファンビームコリメータによる心電図同期SPECTの位相分割に関する検討

黒質線条体VOI自動解析ソフトの再現性の検討

線条体イメージングにおける脳の委縮や脳室の拡大がSBRに及ぼす影響の検討

標準脳への変換を用いた線条体イメージング解析の検討

前立腺癌確定時骨シンチにおけるHotspotに関する検討

骨SPECT定量解析における角度サンプリング数の検討

骨SPECT定量解析における回転軌道の影響と分解能補正の効果

Gd造影剤がPET/CT検査の吸収補正に与える影響の検討

IVRにおけるDICOM 放射線線量構造化レポートを用いた患者被ばく線量管理ソフトの開発
東北大学病院
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白田 定範 ·
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続橋 順市 ·
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無料ソフトを利用したPACSサーバーの構築と検証
北村山公立病院
ＦＰＤシステムにおける患者誤認防止およびスループット向上を目的とした運用構築
星総合病院

人工ルビーを使用したＩＶＲ時における被曝線量測定システム - 実用化に向けた検討 –
東北大学医学部保健学科

阿部 凌那 ·
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鈴木 智之 ·
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患者被曝測定におけるリアルタイム型ＭＯＳＦＥＴ線量計の基本特性評価
東北大学医学部保健学科

地域の消防との連携から得られるMRIの安全
市立角館総合病院

千葉 大志 ·

203

佐久間 守雄 ·
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福島県原子力防災住民避難訓練における事前演習の有効性について
(公社)福島県診療放射線技師会 放射線管理士部会
バイプレーン脳血管撮影装置における空気カーマ値と皮膚被ばく線量実測値
- ワーキングアングル再現による検討 -
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蜂谷

幸大
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三浦 一隆 ·

206
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