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第 9回九ノIC丁研究会の開催テーマを、Next generation～ Dual energy imaging&

Spectralimaging～ と題して開催いたします。

Dual energy imaging C「 は、臨床で使用されるようになつて数年が経ち、さらに新たな撮影方式の

出現により注目む谷びています。また、Photon Counung c丁 は、透過 X線のエネルギーごとのフォトン数

を検出することで、virtualで はない真のmonochromauc imageを得る技術として開発が進んでいま

す。なかなか理角旱するには難しい技術ではありますが、臨床へ役立てるためには技術の進化への追従が必

要と感じテーマとして企画しました。

特別講演には、熊本中央病院 放射線科 片平和博先生を迎え、「CTの新たなる)朝流―スペクトラル

C「 とノイズ除去ソフトの有用性」と題してご講演いただきます。基調講演では、埼玉県済生会川口総合病

院 診療放射線音F富田博イ言先生に、Dual energy imaging C丁 の現イ犬とPhoton CounJng cT

の基礎解説「～だれでもわかる !明 1央 I Photon CounJng C Fの 技術角旱説」と題してご:青演いただきま

す。

シンポジウムでは Dual energy imagingの現‖犬と題して、5施設の方々に、各装置における撮影技術

と特徴を糸召介していただきます。その後、言寸論の
'寺

間を設けていますので活発なご意見を期イ寺します。

Dual energy imaging C丁 やSpectralimaging CT、 PhotOn Counting C丁 は、→痺笠益々臣品

床応用が進む技術です。是,F多 くの皆様に参加いただき、技術や知識を深めていただきたいと思います。

第 9回九州 CT研究会 当番世話人

公益財団法人 今給黎総合病院 新村 栄次

※事前登録された方へ優先的にランチョンセミナーのお弁当を配布

～ 』

なお、事前登録された方でもランチョンセミナー開始までにお受け

その分を当日参加者へ配布いたしますので磁 意ください。
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テーマ :「Next generation～ Dual energy imaging&Spectralimaging～ 」
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浦添総合病院 官里 和英

小児頭部X tt CT検査におけるOrgan Doso MOdulatiOnの 基礎検討
大分県立病院 大津 秀光

円形エッジ法を用いたMTF測定における画像ノイズの影響
産業医科大学病院 大石 芳會

00
…

九
"衣

Z          肥 貴 】 屁 児 島 入 字 病 栃   小 磯  美 奈

宮崎県立日南病院 蕪 俊二
3DCTを活用した心臓血管外科領域におけるSugeO「s宙ewについて

医療法人友愛会 豊見城中央病院 金城 一史
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11:00-11:20

l圧長 】恒賀 県 医瞭 セ ンター好 生編  三井  宏 太
ISRRT2016 1Awarの 受賞記念発表
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11 : 30-12

l進行l 北九州総合病院 青木
戸畑共立病院  田原

情報提供
アミン株式会社、アクロバイオ株式会社、株式会社 根本杏林堂、
GEヘルスケア・ジャパン株式会社、東芝メデイカルシステムズ株式会社、
株式会社 フィ リップスエ レク トロニクス ジャパン  イ順不同ヽ
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12:45-13:30

13: 30^-14: 30

ランチ ョンセ ミナー

晰 臓 不

ア ミン株式会社 、株式会社  AZЁ 、ア クロバィォ株式会社、株式会社 根本杏林堂、
GEヘ ルスケア・ ジャパン株式会社、東芝メディカル システムズ株式会社、

東洋メデ ィック株式会社、横河 ソリューション株式会社、

株式会社 フィ リンプスエ レク トロニクスジャパン  (順不同 )

14: 45-15 : 45

特別諄長          l圧 長】 産業医科大学若松病院 小川 正人
CTの新たなる潮流 ―スペク トラル CTと ノイズ除去ソフ トの有用性―

国家公務員共済組合連合会 1日本中央病院 片平 和博 牛牛
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Dual Enerr CTの 現状と
～だれでもわかる

16:00-17

バイ エル 薬 品株 式会社

シンホンフム

「Dualenergy hagngの 勢伏」
Fast kV Switchng
Dual Source
Split Fllter

Spectral Detector

Dual Spin

17: 30-17: 35
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【座長]今 給黎総合柄院 新村 栄次
Photon COun価喝 CTの基礎解説
!明快 !PLOtOn Counting CT技 術解説～

埼玉県済生会川 口総合病院 富田 博信
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l圧長】 熙本中央病院
大分県立病院

久留米大学病院
山口大学医学部附属病院
九州がんセンター

熊本大学医学部附属病院
大会大学医学部附鳳病院
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