
JSCT 2020 on Web 日本 CT 技術学会第 8 回学術大会 

オンラインプログラム

開催日： 2020 年 10 月 26 日（月）～11 月 8 日（日） 

◆ JSCT2020 on Web Online Lectures/オンライン講演会

配信日程

2020 年 10 月 31 日（土）より一週間程度（予定） 

1．特別講演 

広島大学病院 放射線診断科

立神史稔 先生

「AI を用いた CT 画像再構成〜臨床での活用法〜」 

2．招聘講演 

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

倉田知明 氏

「データ・ドリブンによるテクノロジーがもたらす医療業界の変革」

3．Sponsored lecture（キヤノンメディカルシステムズ） 

静岡県立静岡がんセンター

瓜倉厚志 先生

「がんセンターにおける高精細 CT とヨード画像の臨床応用」 

4．Product introduction 

株式会社ジェイマックシステム

箱石 卓 氏

「線量管理システム「DoseChecker」のご紹介」 

5．リフレッシャーズセミナー 

華岡⻘洲記念病院 

山口隆義 先生

「冠動脈 CT update」 

6．Techno-clinical lectures 

岐阜大学医学部附属病院

三好利治 先生

「腹部造影 CT の現状と未来」 

7．Techno-clinical lectures 

静岡県立静岡がんセンター

瓜倉厚志 先生

「CT 技術を臨床に生かす」 



◆オンライン研究発表

Session 1．Dual Energy/デュアルエナジー 

座長 瓜倉厚志（静岡県立静岡がんセンター）

2001 Dual-source dual energy CT におけるスペクトラル曲線の精度検証と誤差因子の解明 ............. 1 

東北大学病院 髙根侑美

2002 Dual Energy CT におけるファントムを用いた血液の物質弁別に関する基礎的検討 .............. 1 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 范 睿恒

2003 Deep Learning based Spectral CT におけるヨード密度定量解析の精度の評価 .................... 2 

宮崎大学医学部附属病院 藤崎凌平

2004 画像ベースのエッジ保存ノイズ低減技術を用いた低 keV 仮想単色画像の画質改善 ............. 2 

金沢大学 牛丸裕基

2005 Deep Learning Image Reconstruction を用いた仮想単色 X 線画像の画質評価 ..................... 3 

三重大学医学部附属病院 山﨑暁夫

2006 Dual-source dual energy CT における VNC 画像解析の誤差因子の検証 ......................... 3 

東北大学大学院 影山凌太

2007 独立した管電流設定が可能な高速スイッチング方式の dual energy CT における画質評価 ........ 4 

金沢大学 川口優衣

Session 2．Image Analysis , Artifact Reduction/画像解析・アーチファクト低減

座長 佐藤和宏（東北大学大学院）

2008 等価 SSP を有する MPR CT 画像を用いた system performance function の評価 ................... 4 

中津川市民病院 丹羽伸次

2009 画像ベースのストリークアーチファクト低減技術を使用したディープラーニング再構成画像の品質

改善 ................................................................................. 5

金沢大学 西山 楓

2010 Deep Learning Reconstruction のストリークアーチファクトに関する基礎検討 .................. 5 

神戸大学医学部附属病院 石川和希

2011 シミュレーション画像を用いたダークバンドアーチファクト評価 ............................ 6 

山形大学医学部附属病院 保吉和貴

2012 医工産連携研究で開発した石灰化除去 software “Calcification”の胸～下肢 CTA における初期画像評価

 ..................................................................................... 6

市立秋田総合病院 東海林綾

2013 医工産連携研究で開発（work in progress）した石灰化除去 software の冠動脈 CTA における画像評価

 ..................................................................................... 7

市立秋田総合病院 工藤和也

2014 医工連携研究で開発した冠動脈 CTA 石灰化除去技術と画像評価 ............................. 7 

北海道科学大学 渋谷幸喜



Session 3．Radiation Dose Evaluation, Image Quality and Evaluation/線量評価・画質評価 

座長 原田耕平（札幌医科大学附属病院）

2015 汎用モンテカルロコードによる Dual-energy CT を想定した線量計算プログラムの開発 .......... 8 

金沢大学 松原孝祐

2016 回帰分析による CT 被ばく線量管理に関する検討 .......................................... 8 

名古屋大学医学部附属病院 前田悠一郎

2017 頭部 CT 検査における水晶体線量を評価する際の線量計の深さ位置による影響 ................ 9 

富山県立中央病院 廣澤文香

2018 逐次近似再構成法による Tin filter を用いた腹部造影単相 CT の基礎的検討 .................... 9 

東京医科歯科大学医学部附属病院 平石拓巳

2019 3D cross-directional bilateral filter を用いた頭部 CT による超急性脳梗塞の診断能の評価 ......... 10 

金沢大学 平入哲也

2020 当院 CT 装置における再構成法の違いによる画質の検討 ................................... 10 

順天堂大学医学部附属練馬病院 森澤雅啓

2021 Dual energy CT に対応した Deep learning image reconstruction の性能評価 ...................... 11 

金沢大学 川嶋広貴

Session 4．High Resolution CT, Contrast Technique, Image Quality and Evaluation/高精細 CT・造影

技術・画質評価 

座長 木暮陽介（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

2022 Deep Learning Reconstruction を用いた超高精細 CT における肺気腫定量解析：逐次近似応用再構成法

との比較 ............................................................................ 11

大原綜合病院 村松 駿

2023 超高精細 CT を用いた super high resolution モードにおける低コントラスト分解能の検討 ....... 12 

九州大学病院  安松昇悟

2024 新たな四肢専用超高解像度 CT の開発と挑戦 ............................................. 12 

金沢大学  中川大誠

2025 腹部 CT において逐次近似応用再構成法が高分解能モード撮影に与える影響 ................. 13 

市立四日市病院  吉田将人

2026 頭部 4D-CT の多時相画像を利用した新たな画像処理手法の開発 ............................ 13 

近畿大学高度先端総合医療センター  渡邊翔太

2027 造影 CT 検査における新たな投与ヨード量算出方法の提案 －体格パラメータと推算分布容積を基

準とした算出－ ...................................................................... 14

森ノ宮医療大学  山口  功

2028 強度変調回転照射中に得られた CBCT 画像におけるメガボルト散乱線補正法の開発と画質評価 

 .................................................................................... 14

京都大学医学部附属病院  伊良皆拓


