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学生のページ

国際会議発表に向けた第一歩
徳島大学大学院保健科学教育部

沖野啓樹

はじめに
　私は，第 71回総会学術大会に学生派遣として参加し
た．昨年の第 42回秋季学術大会に引き続き，学術大会
に参加するのは 2回目である．総会学術大会では一般
口述発表で初の英語発表に挑戦した．また，学生選抜
発表にも参加し，他大学の発表を聞くことで研究意欲
を高めることができた．以下に，興味深かった 3演題を
紹介する．

興味深かった演題
　一つ目の演題は，藤田保健衛生大学大学院の橋本
二三生先生による演題番号 205「A Basic Study on a 

Region-setting Micro-CT System: Development of the 

6-channel Active Collimators System」である．この演題
はリモートコントロール可能な 6枚のコリメータを用い
て撮像部位に適した照射野を形成し，画像再構成を工
夫することで特定の部位の断層像や円形だけでなく楕
円状の断層像も取得可能とした大変興味深い研究で
あった．近年， computed tomography（CT）検査による被
ばく線量が医療被ばくにおいて大きな比重を占めてい
る．この技術を用いることで，特に，長い期間にわたっ
て経過観察が必要な癌患者の被ばく線量の減少に繫が
ると思った．また，橋本先生のスライドは分野の異なる
方が見ても理解できるように多くの工夫が施されてお
り，今後の発表で参考にさせていただきたいと思った．
　二つ目の演題は，茨城県立医療大学の佐藤斉先生に
よる「X線スペクトル計測（専門講座 5）」である．この演
題は，近年急速に発達した X線スペクトル検出器とス
ペクトル測定の基礎，更にスペクトルを利用した線量評
価についての教育講演だった．初学者にもわかりやす
い解説で，目的に応じてスペクトルをエネルギーフルエ
ンスや照射線量，吸収線量に変換し個々の粒子に着目
して線量評価を行う過程を理解することができた．また
スペクトルと検出器内で起こる物理現象を関連付ける
ことでスペクトル検出器の応答とその補正法（アン
フォールディング）について理解することができ，大変
勉強になった．
　三つ目の演題は長澤宏文先生（国立がん研究センター

中央病院）による「0.25 mm＊128列の超高精細 CTを用
いた胸部領域における末梢血管や細気管支の描出能評
価」である．この研究は新たに開発した quarter-pixel 

detector CT（QDCT）とmultidetector CT（MDCT）を比較
したときの優良さについて報告したものである．QDCT

によって，末梢血管や細気管支などのMDCTでは観察
が難しい細部の形態観察も可能であることが示唆され
ており，病態の描出精度向上が期待される．最近，320

列のMDCTが開発されたと思えば QDCTの登場で，
技術の進歩には驚かされるばかりである．私は現在，
実験とシミュレーションを通した計測関係の基礎研究を
行っているが，この演題を聞いて私も新たな装置の開
発に繫がる研究もしたいと思った．

総会学術大会に参加して
　私は演題（演題番号：215）を学生選抜発表と英語口述
発表の二つの場で発表した．
　学生選抜発表ではさまざまな分野の研究が一つの
セッションで発表されるため，私はほかの分野の方が理
解しやすいように図を多く，ワード数の少ないスライド
づくりを心がけた．またほかの演者から刺激を受け，研
究に対するモチベーションが上がった．プレゼンテー
ションでは，声の抑揚や間の入れ方が絶妙で聞きやす
かった．スライドの作り方においても動画を取り入れた
りすることで研究内容が視覚情報として入ってくること
が多く，最後まで集中して聞くことができた．今後もほ
かの大学の方々と切磋琢磨し，いずれは共同研究でき
るような関係を築きたいと思う．
　英語口述発表ではほかの演者の方々が流暢に話して
おり，私の英語力の低さに正直ショックを受けた．ほか
の演者の英語発表では，私のヒアリングの力が弱く，発
表内容を理解できないことが多々あった．また英語発表
でなくても発表スライドの半分以上が英語で作成され
ていた．国際化に向けて歩みを進める最中，私は取り残
される恐怖と英語の勉強をしなければならないという焦
りを感じた．結果的にはそれらが今の自分のやる気に繫
がっている．
　今回，私の研究は CyPos賞を受賞することができ
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た．私の研究を評価していただけたことは光栄であり，
これからの研究の励みにしたい．ありがとうございま 

した．

謝　辞
　第 71回総会学術大会に参加して，貴重な経験をする
ことができました．また，学生派遣として採用していた
だいたことに感謝いたします．今後も積極的に学術大
会で研究発表していきたいと思います．

はじめに
　私は，第 71回日本放射線技術学会総会学術大会に
学生派遣として参加した．本大会では，自分の関心の
ある分野の英語セッション，専門講座やシンポジウムを
中心に参加した．また，英語セッションでは演者の工夫
点などを探し自分の発表に生かせるようにした．特に印
象に残った学術発表・公演について報告する．

印象に残った演題
　一つ目の演題は，五月女康作先生（筑波大学サイバニ
クス研究センター）による「ステッピング中 fMRI用固定
具の有用性検証」である．この演題は，運動タスクを要
する functional magnetic resonance imaging（fMRI）での
頭部の動きの問題をオリジナルの固定具を作成し検証
したものである．fMRIにおいて，頭部を観察する際，
動きは非常に評価の弊害となりうる．しかし，頭部だけ
ではなく体幹固定をすることによって動きを軽減させた
このアイディアはとても素晴らしいと感じた．体幹固定
については，筋機能情報の変化が早い骨格筋などでも
なにか使えないだろうか，ということを感じた．更に，

この固定具を改良するとすれば，体幹を固定したことに
よる骨盤の動きの制限ではないだろうか．今後改良が
行われ，素晴らしい固定具ができることを願う．
　二つ目の演題は，栗田京助先生（埼玉医科大学病院）
による，「UTE-T2

＊による軟骨下骨の変性の評価」であ
る．この演題は，変形性関節症は軟骨下骨を起因とす
る初期病変の報告を受け，また T2値がとても短い構造
のため ultra short TE法を用いて検証したものである．
この演題については，会場からも有意義な質問・討論が
行われ学術大会らしい場面であった．また変形性関節
症は，高齢化が進むわが国では確実に増加していく疾
患であると考えられる．実際に私が週に 2回ほどアルバ
イトで行っている病院においても数多くの患者が，人工
関節置換術を行っている．ここで変性関節症の術前診
断は，関節鏡が用いられているが非常に侵襲的であ
る．そのことを考え，MRIを用いた早期に変形性関節
症を早期に診断することが重要である．その診断方法
を提示した本演題は非常に有用であると考える．しかし
ながら，軟骨下骨での評価は，1 mm程度の構造である
ため，ノイズの影響，ミスレジストレーションを考えざ

Photo　大会 2日目の研究室メンバーの集合写真（右端が筆者）
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国際化へのきっかけをつかむために
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科

寺園　真
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るを得ないのではないかと思う．このような問題をクリ
アし，変形性関節症の早期診断法を確立されることを
願う．
　三つ目は，荒木力先生（健康科学大学）による専門講
座「拡散 MRIの原理と解析法」である．荒木先生は
MRIに携わる人ならだれでも知っている方だと思う．こ
のような方の公演を聞くことができるのも学術大会のよ
い所ではないだろうか．荒木先生には，拡散 MRIの基
礎原理となる拡散現象を説明していただいた．またこの
ような講演が開かれた際には，ぜひ参加し拡散 MRIの
理解を更に深めたいと感じた．

学術大会の参加を通して
　学術大会は，もちろん学術研究の成果を発表する場
であるが，自分の知識を再確認，また吸収する場でも
ある．更に，学会参加者同士が批判や意見をし合うこ
とは，今後の放射線技術学の更なる発展に繫がるであ
ろう．その中で，もっと視野を広げるべく，国際的な学
会になる必要があると考える．国際的な学会になるため
には，私たち一人ひとりが討論を英語で行うために，更
に英語力を付ける必要があると思う．私は本学会で自
分の英語力のなさを改めて痛感したが，この経験は必

ず国際発表への第一歩になったことは間違いない．

謝　辞
　最後になりましたが，今回，第 71回日本放射線技術
学会総会学術大会に学生派遣として参加する機会を与
えてくださった日本放射線技術学会の関係各位の皆様
に深く御礼申し上げます．

Photo　研究室一同の写真

　私は，平成 27年 4月 16日から 19日にかけて行われ
た，第 71回日本放射線技術学会総会学術大会に英語
口述発表で演題応募し，採択されましたので，学生会
員派遣の一員として参加しました．総会学術大会への
参加は今回が 3回目でしたが，今回は初めて演者とい
う立場で参加させていただきました．自身初の学会発表
で，更には英語での発表ということもあり，楽しみな反
面，不安もありましたが，非常に貴重な経験ができまし
た．過去 2回の参加は聞き手としてのみの参加でした
が，今回は自身が発表するということもあり，演題を聞
く際の視点がこれまでとは変わったように思いました．
印象に残った演題を三つピックアップしてご紹介させて
いただきます．
　まず一つ目は，「MR検査　脊椎」セッションの演題

「脳脊髄液減少症に対する gradient-and spin-echo 

（GRASE） 法を用いた腰部 3D MR myelography」です．
　この演題は，magnetic resonance （MR）ミエログラ
フィが抱えている長時間撮影や，位置情報の不足と
いった問題点を撮像パラメータの最適化によって改善し
たという内容でした．この演題が印象に残った理由は二
つあります．一つ目は，臨床上の有用性という点につい
てです．Magnetic resonance imaging（MRI）は基本的に
撮像時間が長いという問題点を抱えています．圧縮セ
ンシングやMRフィンガープリンティングなど高速撮像
化の研究は日進月歩で進んでいますが，臨床に応用さ
れるには長い年月を要するのが実際です．撮像時間の
長さは患者の大きな負担になると思います．そういった
負担を，特別な技術や最新の研究結果の介入なしに和

学生のページ

「伝える」ことの重要性
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科

石田翔太
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らげることは，われわれ放射線技師にとって大きな責務
だと思います．本演題では撮像パラメータの変更といっ
た汎用性の高い手法によって検査時間の短縮のみなら
ず，画像検査における診断情報の増加を図った点が非
常に興味深かったです．二つ目は，プレゼンテーション
についてです．内容もさることながら，シンプルなスラ
イド構成に併せ，演者のプレゼンテーションが非常に聞
きやすく，聴衆を惹きつけるような演題発表でした．私
も今回演者として参加し，発表の際は「伝える」というこ
とを強く意識しました．煩雑なスライドや，スライド中
の文章を抑揚もなく読み上げるような演題が散見される
中，本演題のプレゼンテーションには引き込まれま 

した．
　二つ目は，「MR検査　頭部（拡散）」セッションの演題
「Diffusion Kurtosis ImagingにおけるMultiband EPIの
有用性の検討」です．
　この演題は，近年注目を浴びている多断面同時励起
同時信号収集が可能なmultiband  echo planar imaging

（EPI）という高速撮像方法を使用した場合，画像の定量
性にどのような影響を及ぼすかを検討したという演題で
した．多断面を同時に励起・収集し，一つの画像上に複
数のスライスの画像を取得した後に，特殊な展開処理
を施すことで一つの画像上のスライスを複数の画像に
分離可能にするmultiband EPIのという技術には，以前
より非常に興味がありました．結果としては，multiband 

EPIを使用した画像において，現状は定量評価困難で
あり定性評価に留まるとのことでした．しかし，multi-

band EPIを使用した撮像の高速化には大きな可能性が

あると思いました．またその一方で，空間分解能と
signal to noise ratio（SNR）に代表されるように，撮像の
高速化と画像の定量性というものもまた，トレードオフ
の関係にあるのかもしれないとも感じました．
　三つ目は，「専門講座 6　拡散 MRIの原理と解析法」
です．
　この演題は，荒木力先生が拡散 MRIの対象である
「水分子の拡散」という現象について講演されていまし
た．MRIに関して研究・勉強されたことのある方であれ
ば，荒木先生のお名前を知らない方はいらっしゃらない
と思います．私自身も拡散 MRIを使用した研究をして
おり，荒木先生の著書には大変お世話になりました．荒
木先生の講演を直接聞くことができるということで学会
参加前から大変楽しみにしていました．拡散 MRIの基
礎から現在の動向までを大変わかりやすくご講演され
ていました．会場が立ち見の方々で溢れるくらい大盛況
でした．
　会期中は教育講演，入門講座から専門講座に至るま
で各分野多岐にわたる学びの場が用意されており，大
学院における普段の生活では味わえないような経験が
できました．これらの場を積極的に活用することで，効
率的に知識を吸収できたと思います．
　第 71回総会学術大会への参加に際して，学生会員
派遣の一員として選出・助成してくださいました日本放
射線技術学会　真田　茂前代表理事，ならびに平野浩
志大会長，矢野敬一実行委員長をはじめ，関係各位の
皆様に深く御礼申し上げます．

初めての技術学会
　2015年 4月 16～19日にパシフィコ横浜で開催された
日本放射線技術学会総会学術大会に学生会員として参
加する機会を得たので報告する．学会に参加すること
で，放射線技術の分野でどのような研究が行われてい
るのかを知り，モチベーションと自分の将来像の形成に
繫げようと楽しみにしていた．
　私は 16日から 19日まで，学生セッションや一般研究

発表，学術講演などに参加した．Magnetic resonance 

imaging（MRI）の研究に最も興味があるので，一般研究
発表のMR分野の中から興味をもたせていただいた三
つの演題について学生の視点から報告する．

Diagnostics+Therapy=“Theranostics”
　まず一つ目は演題番号 108「Evaluation of the new 

functional magnetic resonance contrast medium with 

学生のページ

MR分野において興味をもった発表
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻

丸山修紀
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androsterone structure」（福島県立医科大学先端臨床研究
センター　久保　均先生）である．
　この演題は癌の治療と診断を同時に行うという ther-

anosticsのための造影剤の開発とその評価をしている研
究であり，私の研究テーマ「theranosticsを目指した担体
の作製」と似ている部分があり，とても興味をもたせて
いただいた．Gd造影剤にアンドロゲン代謝物の一つで
あるアンドロステロンを結合させ，in vitro，in vivo実
験において造影効果と体内動態についてマグネビストと
の比較を行い，その有用性を検証していた．この新規
造影剤を用いることで，去勢抵抗性前立腺癌（castration 

resistant prostate cancer: CRPC）の治療と画像化が期待
できる．

Phantom study for DWI
　二つ目は演題番号 383「Comparison of apparent diffu-

sion coefficients among different MRI platforms: a multi-

center phantom study」（虎の門病院　福澤　圭先生）で
ある．
　この演題は PEG（ポリエチレングリコール）を用いて
ファントムを作製し，虎の門病院を含め三つの施設で，
同じファントムの apparent diffusion coefficient（ADC）値
を測定し，施設間で比較している研究である．まず
PEGの濃度によるADC値の変化を示し，時間経過に
よるADC値の変化がないかについて検証を行っていた
が，時間の経過によって少し ADC値が小さくなってい
るように感じた．
　PEGにはさまざまな分子量のものがあり，分子量に
よって粘性が変化するので，さまざまな分子量の PEG

ファントムを作製することで，PEGの分子量の違いによ
るADCマップへの影響を評価してみたいと思った．

MR Pelvis
　三つ目は演題番号 112「Variable refocusing flip angle

法を用いた 3D-T2強調画像において前立腺内腺域癌の
コントラスト改善について」（神戸大学医学部附属病院 

放射線部門　京谷勉輔先生）である．
　この演題は前立腺内腺域癌の描出能ついて variable 

refocusing flip angle法と従来法を比較した研究であ
る．前立腺内腺域癌は T2強調画像で低信号を呈する
が，正常内腺域自体，比較的低信号なため検出が困難
なことがある．そこで variable refocusing flip angle法を

用い，更にローパスフィルタをかけることで描出能が改
善したという報告であった．病変部位をしっかりと特定
できることがよりよい診断，治療に繫がるので，将来こ
のような研究もしてみたいと思った．

おわりに
　今回初めて学会に参加したことで，放射線技術の分
野で行われている研究を知り，自分の将来像の形成に
大きく影響したと思う．学生セッションを含め一般研究
発表では抄録，スライドの英語表記が多く，英語での
口頭発表，質疑応答が行われており，自分も発表でき
るようになりたいと強く思った．また幸運にも伊藤春海
先生の寺子屋（実践：胸部 X線像の学び方，教え方）に
参加する機会に恵まれ，シンプルにみえて奥が深い胸
部 X線画像の読影の基本について多くのことを学ん
だ．研究内容を知るだけでなくさまざまな知識を身につ
けることができ，よい刺激を受けた 4日間であった．研
究に対するモチベーションの向上へ繫がり，努力を怠る
ことなく研究はもちろん博士号取得へ力を注ごうと 

思った．
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