
⽇本 CT 技術学会 第 9 回学術⼤会 （JSCT2021） 
【開催⽇時】 10 ⽉ 2 ⽇(⼟) 12:00 - 17:20 
【開催⽅法】 オンライブ＆オンデマンド配信 

《オンデマンド配信期間：10 ⽉ 6 ⽇(⽔)〜10 ⽉ 15 ⽇(⾦)》 

― JSCT2021 プログラム ― 
〇開会挨拶    12:00 - 12:05  ⼤会⻑：東北⼤学 佐藤和宏 

協賛動画  富⼠フィルムヘルスケア株式会社 

〇スポンサー講演 12:15 - 12:45  富⼠フィルムヘルスケア株式会社 

                    座⻑：熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部 先端⽣命医療科学部⾨                     
医療技術科学分野・医⽤放射線科学講座 船間芳憲 

「Visual model-based Iterative Reconstruction 法を⽤いた低管電圧撮影における有⽤性について」 
            JA 愛知厚⽣連 豊⽥厚⽣病院  
                     診療協同部診療放射線室 柴⽥英輝 先⽣ 

協賛動画  富⼠フィルムメディカル株式会社 
       株式会社フィリップス・ジャパン 

〇シンポジウム  13:05 - 14:35  座⻑：秋⽥県⽴循環器・脳脊髄センター ⼤村知⼰ 
                      東北医科薬科⼤学病院 ⽥浦将明 
    「臨床で活躍する達⼈たちのルーティン」 
            達⼈ 1：三重⼤学医学部附属病院 永澤直樹 先⽣ 
            達⼈ 2：⼤原綜合病院 村松駿 先⽣ 
            達⼈ 3：倉敷中央病院 市川翔太 先⽣ 
            将来の達⼈：仙台⾚⼗字病院 船島健太朗 
            未来の達⼈：仙台オープン病院 ⽯⿊彩菜 

協賛動画  GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 
       GE ヘルスケアファーマ株式会社 

〇教育講演    14:55 – 15:55  座⻑：東北⼤学病院 茅野伸吾 

    「医療プレゼンテーションデザイン講座 伝えるための基礎と実践」 
            株式会社 CureApp 製品開発本部 デザイナー 
            京都⼤学⼤学院医学系研究科脳病態⽣理学講座  

精神医学教室 客員研究員 ⼩林啓 先⽣ 

協賛動画  キヤノンメディカルシステムズ株式会社 
       シーメンスヘルスケア株式会社 

〇特別講演    16:15 - 17:15  座⻑：東北⼤学 佐藤和宏 

    「      未  定      」 
            東北⼤学病院 放射線診断科 教授 ⾼瀬圭 先⽣ 

〇閉会挨拶    17:15 – 17:20  次期⼤会⻑：中津川市⺠病院 原孝則 
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JSCT2021 日本CT技術学会第９回学術大会 

研究発表プログラム 

開催日： 2021 年 10 ⽉ 2 日（土）〜10 ⽉ 15 日（金） 

 

◆ Dual Energy/Dual Energy 

座長 大橋一也(名古屋市立大学病院)  

 

21001. Dual Energy CTを用いた低ヨード濃度の腎嚢胞病変の解析：ファントムを用いた実験 

神戸大学医学部附属病院 宮崎洋介 

21002. Dual energy CTを用いた動物性油脂の油脂弁別の検討 

つくば国際大学 菅谷奎人 

21003. Dual energy CTにおけるDeep Learning 画像再構成法がヨードマップに与える影響 

三重大学医学部附属病院 山﨑暁夫 

21004. 独立した管電流設定とDeep learning image reconstructionによる低keV仮想単色X線 

CT画像の画質改善 

 金沢大学 本村嘉響 

21005. Dual-energy CTにおける光電効果とコンプトン散乱画像を基に取得した仮想単色 

画像の精度 

 東北大学 高橋彩未 

21006. DECTによる腰椎Ca画像の作成と骨塩定量の試み 

 秋田県立循環器・脳脊髄センター 佐々木文昭 

 

 

◆ Artifact Reduction,Performance Evaluation/アーチファクト低減・性能評価 

座長 後藤光範 (宮城県立がんセンター)  

 

21007. 金属アーチファクト低減処理における歯科金属の位置依存性に関する検討 

北里大学 轟 辰也 

21008. ノイズ付加補間とbilateral filterと用いたCT画像のメタルアーチファクトリダクシ 

ョン法 

金沢大学 墨谷碧海 

21009. Tin filterを用いたストリークアーチファクトの定量解析 

東京医科歯科大学医学部附属病院 平石拓巳 
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21010. 脳卒中の画像特徴を指標とした頭部単純CT短時間撮影の画質評価 

秋田県立循環器脳脊髄センター 佐藤祐一郎 

21011. 89-_mピクセルピッチを有した四肢用専用超高解像度CTシステムの性能評価 

金沢大学 幸田 陸 

21012. Circular edge法とヨードワイヤを用いた方法によるtask-specificなCT画像の解像度

測定 

金沢大学 安田圭佑 

 

 

◆ Contrast Technique, Optimisation /造影技術・最適化 

座長 石原敏裕(国立がん研究センター中央病院) 

 

21013. 除脂肪体重に基づいて造影剤量を決定した肝ダイナミックCTの造影効果：Body  

mass indexによる層別解析 

広島大学病院 松本頼明 

21014. Contrast enhancement optimizerを用いた肝ダイナミックCTにおける造影効果： 

単施設無作為化比較試験 

広島大学病院 松本頼明 

21015. 頭部CTAの微細血管描出における管電圧特性の検討 

秋田県立循環器・脳脊髄センター 安保哉太 

21016. 腹部3D-CTAにおける高精細モードを用いた低管電圧撮影の検討 

神戸大学医学部附属病院 谷和紀子 

21017. 高分解能撮影モードとDeep Learningを用いた画像再構成法を併用した冠動脈CTA 

における最適な撮影条件の検討 

広島大学病院 木寺信夫 

21018. 超高精細CT装置における胸部領域を対象とした高分解能CT画像の最適な再構成パ

ラメータの検討 

広島大学病院 秋山怜那 

 

 

◆ Accuracy Verification ,Radiation Dose,/精度検証・線量低減 

座長 小山修司(名古屋大学) 

 

21019. QCTにおいて逐次近似応用再構成法が骨量ファントムの計測に与える影響 

国立病院機構富山病院 南 和芳 
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21020. 線量管理システムにおける実効直径の計測精度に関する検証 

倉敷中央病院 福永正明 

21021. 異なるテクスチャに対するディープラーニングCT画像再構成のノイズ低減性能 

金沢大学 川嶋広貴 

21022. Deep Learning Reconstructionによる線量低減のための基礎検討 

神戸大学医学部附属病院 石川和希 

21023. 冠動脈CT，肝臓ダイナミックCTにおける放射線被ばくによる生涯寄与リスクの 

評価 

金沢大学 豐田真咲 


