
特定非営利活動法人 日本 CT 技術学会第 7 回学術大会（JSCT2019） 

高い創造性，最高の成果 High creativeness, Best output 
 
 
【日 時】2019 年 6 月 22（土）9:25 - 17:55 
【会 場】熊本市民会館（市民会館シアーズホーム夢ホール） 
     〒860-0805 熊本市中央区桜町 1 番 3 号 
【参加費】会員：3,000 円，非会員：4,000 円（学生無料，社会人学生を除く） 
【後 援】公益社団法人 日本放射線技術学会 
     一般社団法人 熊本県放射線技師会 

九州 CT 研究会 
熊本 CT 研究会 

【認 定】肺がん CT 検診認定機構「肺がん CT 検診認定技師」の更新講習会受講のための単位取得 
     日本救急撮影技師認定機構「救急撮影技師」の更新のための単位取得 
     日本 X 線 CT 専門技師認定機構（申請予定） 
 

－－－ 日本 CT 技術学会 第 7 回学術大会（JSCT2019）プログラム －－－ 
受付  8:30 
開会挨拶  9:25  大会長 熊本大学大学院 船間芳憲  
 
 
教育講演 1 9:30 - 10:00 座長 医療法人あかね会土谷総合病院 舛田 隆則 

演者 大阪ハイテクノロジー専門学校  診療放射線技師学科 
星野貴志 先生 
「臨床技術研究のすすめ」 

 
 
◆ 口述発表 1 10:00 - 10:40 座長 順天堂大学医学部附属順天堂医院 木暮陽介 
 
19001. 呼吸動態 CT における呼吸位相のリアルタイム表示の検討 
村松 駿 1)，片倉俊彦 2)，森谷浩史 1) 
1) 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 画像診断センター  2) BBMIL 
 
19002. 肝硬度が肝ダイナミック CT 検査での造影効果に与える影響について 
舛田隆則 1)，船間芳憲 2)，野田典孝 1)，山下由香利 1)，奥 貴之 1)，吉浦貴之 1)，松本頼明 1)，佐藤友保 3) 
1) 医療法人あかね会 土谷総合病院 放射線室  2) 熊本大学大学院 生命科学研究部 医用理工学   
3) 医療法人あかね会 土谷総合病院 放射線科 
 
19003. CT 画像を用いた大腰筋測定とロコモティブシンドロームの関係 

－様々な補正値による測定精度の比較検討－ 
伊藤祐介，杉野泰教，後藤未希子，大久保玲奈，日比野友也 
総合大雄会病院 技術放射線科 
 



19004. Metal Artifact Reduction アルゴリズムを適用した頭部 3D-CT Angiography による脳動脈瘤クリッピング 
術後の評価 

茅野伸吾 1)，根本 整 1)，森 隆一 1)，高野博和 1)，小野寺 崇 1)，佐藤和宏 2)，遠藤 英徳 3) 
1) 東北大学病院 診療技術部 放射線部門  2) 東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 
3) 東北大学病院 脳神経外科 
 
 
◆ 口述発表 2 10:40 - 11:20 座長 広島大学病院 西丸英治 
 
19005. 高解像度フィルタ関数画像を用いた CT アンギオの空間分解能改善 
嶋田真人 1)，市川勝弘 2)，川嶋広貴 2)，木戸屋栄次 1) 
1) 福井大学医学部附属病院 放射線部  2) 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 
 
19006. 再構成アルゴリズムの違いによる逐次近似再構成法の DFOV 依存性の検証 
木津啓介，南島一也，益田翔太，大脇由樹，杉澤浩一，山崎彰久，渡部敏男 
慶應義塾大学病院 放射線技術室 
 
19007. 逐次近似応用再構成法の新生児 CT 検査への適用と SSDE 評価 
南島一也，木津啓介，益田翔太，大脇由樹，杉澤浩一，山崎彰久，渡部敏男 
慶應義塾大学病院 放射線技術室 
 
19008. 近接ジオメトリと高精細 CMOS 検出器を用いた新たなコンセプトの超高解像度 CT の開発 
川嶋広貴 1)，市川勝弘 1)，高田忠則 2)，三井 渉 2) 
1) 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系  2) 金沢大学附属病院 放射線部 
 
 

◆ ポスター質疑応答＆機器展示 11:25-11:55（前半） ◆ 
 
 
＜ 弁当支給 ＞ 11:55 - 12:10 
 
Luncheon Seminar 1 
PHILIPS  12:10 - 12:50 司会 熊本大学大学院 船間芳憲 

演者 熊本大学病院 画像診断治療科 
中浦 猛 先生 
「IQon Spectral CT の臨床応用と今後の展望）」 

 
Luncheon Seminar 2 
HITACHI  12:50 - 13:30 司会 東北大学 佐藤和宏 

演者 株式会社日立製作所 日立総合病院 放射線技術科 
田所俊介 先生 
「SCENARIA View における次世代型逐次近似処理“IPV”の物理評価と臨床」 

 
 
＜ 定期総会 ＞ 13:45 - 14:05 司会 広島大学病院 横町和志 
 



 
Special Focus 14:10 - 14:30 司会 熊本大学病院 坂部大介 

演者 ゲルべ・ジャパン株式会社 診断薬事業部 
加藤直樹 先生 
「造影剤とはどのようなもの？」 

 
 
招聘講演  14:30 - 15:10 司会 済生会熊本病院 坂本 崇 

演者 NVIDIA エンタープライズ事業部 
鈴木博文 先生 
「AI 最新動向と医療画像」 

 
 
【特別講演】 15:10 - 15:50 司会 熊本大学大学院 船間芳憲 

演者 熊本大学大学院生命科学研究部 画像診断解析学講座  
尾田済太郎 先生 
「CT 検査の価値を考える －value-based medicine 時代に向けた心構え－」 

 
 

◆ ポスター質疑応答＆機器展示 16:00-16:30（後半） ◆ 
 
 
◆ 口述発表 3 16:35 - 17:15 座長 広島大学病院 藤岡知加子 
 
19009. 深層学習を用いた小児肝臓移植後の肝臓自動抽出 
江崎 徹 1)，古川理恵子 2) 
1) 自治医科大学附属病院 中央放射線部  2) 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児画像診断部 
 
19010. Dual energy CT における energy separation が仮想単色 X 線画像の画質に与える影響 
上江田博司 1)，川嶋広貴 2)，市川勝弘 2)，高 悦郎 1)，高田忠徳 1)，三井 渉 1)，濱口 隆史 1) 
1) 金沢大学附属病院 放射線部  2) 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 
 
19011. 造影 CT 画像を用いた非イオン性ヨード造影剤の分布容積の推測に関する検討 
宮原哲也 1)，山口 功 2)，玉井利尚 1)，船橋 正夫 1) 
1) 大阪急性期・総合医療センター 医療技術部 放射線部門  2) 大阪物療大学 
 
19012. 線量管理ソフトウエアを用いた notification value の設定に対するデータ駆動型アプローチ 
岩渕勇人 1)，村松禎久 1)，太田博之 1)，野村恵一 1) 2)，持永紗枝子 1)，藤井啓輔 3)，大澤幸恵 4) 
1) 国立がん研究センター東病院 放射線技術部  2) 国立がん研究センター東病院 医療情報部 
3) 名古屋大学大学院 医学系研究科  4) キヤノンメディカルシステムズ株式会社 国内営業本部 CT 営業部 
 
 
教育講演 2 17:15 - 17:45 司会 岡山大学病院 星加美乃里 

演者 国立がん研究センター東病院  放射線技術部 
村松禎久 先生 
「医療放射線に係る安全管理 －あなたは何から始めますか？－」 



 
 
表彰式・講評 17:45  表彰委員長 山口 功 
閉会挨拶  17:50  次期大会長 札幌医科大学附属病院 原田耕平 先生 
 
 
 
◆ ポスター発表リスト 11:25 - 11:55（前半） 
 
19013. 頭頚部 VMI における生食後押しの効果：腫瘍描出能向上とアーチファクト低減 
鷲尾 颯，大平新吾，金山尚之，和田健太郎，狩野 司，小宮山里帆，宮崎正義，手島昭樹 
大阪国際がんセンター 放射線腫瘍科 
        
19014. 顎顔面領域 CT 検査における逐次近似応用再構成を併用した多列検出器ノンヘリカル撮影の有用性 
酒井友貴 1)，北本江梨奈 2)，加美由紀子 2)，白坂 崇 1)，辰見正人 1)，近藤雅敏 1)，岡村和俊 2)，小島 宰 1)， 
安松昇悟 1)，三賀山諒司 1)，加藤豊幸 1) 
1) 九州大学病院 医療技術部 放射線部門 2) 九州大学大学院 歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座口腔画像情報 
 
19015. 超高精細 CT における腹部 dynamic CT の画質向上; deep learning 応用再構成の画質評価 
白坂 崇 1)，浅山良樹 2)，船間芳憲 3)，酒井友貴 1)，小島 宰 1)，三賀山諒司 1)，日置一仁 1)，近藤雅敏 1)， 
加藤豊幸 1)，西江昭弘 2) 
1) 九州大学病院 医療技術部 放射線部門 2) 九州大学大学院 医学研究院 臨床放射線科学分野 
3) 熊本大学大学院 生命科学研究部 医用理工学 
 
19016. ステントグラフト術後のデュアルエナジー撮影について 
長瀬篤司 1)，鈴木正俊 1)，菅原宏昌 1)，岩朝静子 2)，板谷慶一 3) 
1) 社会医療法人 北海道循環器病院 診療放射線科  2) 社会医療法人 北海道循環器病院 心臓血管外科 
3) 京都府立医科大学 心臓血管外科 
 
19017. 造影剤高速注入時における造影チューブの影響 
大西英治，西山徳深，中川潤一，寺見佳祐，小林有基 
岡山済生会総合病院 画像診断科 
 
19018. Dual Energy Technology を利用した頭部 CT angiography における造影コントラストの面内位置依存性 

の検討 
中川潤一，西山徳深，寺見佳祐，大西英治，小林有基 
岡山済生会総合病院 画像診断科 
 
19019. 高速 kVp switching Dual Energy CT 装置世代間での画像ノイズ特性の比較 
西山徳深，中川潤一，寺見佳祐，大西英治，小林有基 
岡山済生会総合病院 画像診断科 
 
19020. Dual energy CT による virtual non-contrast の評価 
日置一仁，近藤雅敏，三賀山諒司，白坂 崇，加藤豊幸 
九州大学病院 医療技術部 放射線部門 
 



19021. 多段注入希釈 TBT 法を用いた総造影剤量 24ml での大動脈撮影における検討 
醍醐 諒 
医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 
 
19022. Hybrid IR を用いた画像加算コントラスト増強法の有用性 
有村大喜，本田美貴，奥村秀一郎 
済生会熊本病院 中央放射線部 
 
19023. Subtraction 手法が下肢 CTA 検査に与える影響について 
野田典孝 1)，船間芳憲 2)，舛田隆則 1)，野田真衣 1)，吉浦貴之 1)，奥 貴行 1)，佐藤友保 3) 
1) 医療法人あかね会 土谷総合病院 放射線室 2) 熊本大学大学院 生命科学研究部 医用理工学 
3) 医療法人あかね会 土谷総合病院 放射線科 
 
19024. 希釈造影剤注入方法における肝臓造影効果の検討     

 －低管電圧 80kVp 撮影を用いて－ 
長田弘二，庵 緋沙子，本田梨沙子，田村能之，吉田汐里，宮崎滋夫 
金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 
 
19025. Dual energy CT 検査における撮影条件がヨード含有量に与える影響   

 －管電圧の組み合わせと Pitch factor について－ 
本田梨沙子，長田弘二，田村能之，吉田汐里，宮崎滋夫 
金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 
 
19026. 逐次再構成法において評価関数の違いが再構成画像に与える影響 
山口雄作 
独立行政法人 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 
 
 
◆ ポスター発表リスト 16:00 - 16:30（後半） 
 
19027. 仮想投影データを用いた CT 画像のストリークアーチファクト低減処理 
市川勝弘 1)，川嶋広貴 1)，高田忠徳 2)，三井 渉 2) 
1) 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 2) 金沢大学附属病院 放射線部 
 
19028. X-CARE を併用した頭部 3D-CTA における前面部血管抽出能の評価 
大曽根敏彰，田中善啓 
独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター 放射線科 
 
19029. Bolus Tracking を用いた Dual Energy 撮像におけるトリガーCT 値の検討 
鈴木亮祐，三好利治，塚原陽平，安田憲幸，井上康弘，岡田富貴夫 
岐阜大学医学部附属病院 放射線部 
 
19030. 被ばく線量も考慮した Sn150kVp による大腿骨金属インプラント留置後の金属アーチファクト低減

 についての検討 
小澤陽香梨 1)，田中宏卓 1)，山室 修 1) 
名古屋放射線診断財団 東名古屋画像診断クリニック 



 
19031. 小児頭部１回転 volume scan における水晶体被ばく低減の検討 
福田洋介 1)，川崎直正 1)，岡本典彦 1)，日野祥悟 1)，三谷篤志 1)，中原博子 1)，瀧口雅晴 2) 
1) JCHO 九州病院 画像センター  2) JCHO 諫早総合病院 
 
19032. 256 列 MDCT における収集モードの違いによる線量依存性の評価 
菅谷正範，村木厳太郎，秀永慎一 
日本医科大学付属病院 放射線科 
 
19033. CT における再構成関数とメタルアーチファクト低減処理の関係 基礎的検討 
黒澤靖之 1)，園部理恵 1)，瀬川利昭 1)，村山好民 1)，舩引奈緒子 2)，福留美夏 2)，小川健二 2) 
1) 日本鋼管病院 放射線技術科，2) 日本鋼管病院 放射線科 
 
19034. 次世代型逐次近似処理を用いた画像再構成法の特性に関する検討 

－軟部条件を対象とした評価－ 
柴田英輝 1) 2)，巴山みえ 1)，北岡まりな 1)，鷹羽正悟 1)，小寺直人 1)，深田真司 1)，浅田恭生 3)，松原孝祐 4)， 
武村哲浩 4)，小澤 功 1) 
1) JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 診療協同部 放射線技術科  2) 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 保健学

専攻  3) 藤田医科大学 医療科学部 放射線学科  4) 金沢大学 医薬保健学研究域 保健学系 
 
19035. 心電同期撮影における逐次近似再構成の特性 
最所 誉，坂本和翔，伊藤紀世人，前田隆之，永良裕也，井浦真希 
福岡山王病院 診療技術部 放射線室 
 
19036. 超高精細 CT を用いた小児腹部 CT angiography における Deep Learning Reconstruction の有用性の検討 
鷲塚冬記，兼綱彩花，畠山卓也，中野秀治，島田 豊 
東邦大学医療センター 大森病院 中央放射線部 
 
19037. 超高精細 CT を用いた冠動脈 CT におけるワークステーション搭載型ノイズ低減処理システムの 

有用性の検討 
畠山卓也，兼綱彩花，鷲塚冬記，中野秀治，島田 豊 
東邦大学医療センター 大森病院 中央放射線部 
 
19038. 頭部 X 線 CT における位置決め画像の被ばく線量 
佐藤俊光 1)，菊地雄歩 1) 2)，宮原加奈葉 1)，浅沼佳希 1)，鈴木幸司 1) 
1) 山形大学医学部附属病院 放射線部  2) 東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 
 
19039. 肝臓 dynamic CT における動脈後期相の至適再構成スライス厚の検討 
早坂 駿，原田耕平，大橋芳也，千葉彩佳，沼澤香夏子，今井達也，片桐好美 
札幌医科大学附属病院 放射線部 
 


