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�画像⼯学とのつながり
MIIの55年を超える節⽬、⼤会⻑の任を光栄との想いで迎えました。
私の放射線技術者としての履歴を振り返れば、学⽣時分に⼤阪⼤学にて画像⼯学に興味をもち⼭下
⼀也先⽣（⽇本放射線技術学会名誉会員）のゼミナールに所属したことが始まりです。⼭下先⽣のシ
カゴ⼤学に留学する時期と重なっており、カートロスマン放射線像研究所の様⼦をしばしば⽿にして
ウィナースペクトルに魅せられていました。そして幸運にもシカゴ⼤学教授・カートロスマン放射線
像研究所所⻑⼟井邦雄先⽣（現在⽇本放射線技術学会名誉顧問）の訪⽇時に特別講義を受ける機会
にも恵まれました。このような経緯があり、画像⼯学への関⼼を深めて臨床現場に臨むに⾄っており
ます。そして今⽇の⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院への所属の所以は、⼭下先⽣より臨床現場で画像⼯
学を志すなら最適であるとの勧めを受けてのことであったことを書き添えます。私の⾃施設でのス
タートも⼭下先⽣より助⾔を受けたことが始まりでした。
しかしその⼊職後、私の志には⼤きな変化が訪れます。患者さんへ接し、IVRに関わることでの変
化でした。技術者としての注⼒はIVRでの様々な機器開発に傾くことになりました。ただ幾つかの
テーマで画像⼯学での学びがフラッシュバックのように役⽴ち、その蘇ったタイミングが⾛⾺灯のよ
うに思い出されます。⼆次蛍光⾯⼤⼝径I.I.によるIVR装置の開発、FPDによる世界初のDSA装置の
開発等に際してのことです。臨床で活躍するためには客観的⾒地が極めて重要であり、画像の本質を
問えるか否かが最重要と認識できた時分でした。RSNA、SPIEへその研究内容（⾼画質な定性・定量
評価）を発表することで、企業との信頼関係が深まり、更にIVR関係での機器開発が進むこととなり
ました。私のIVRでの活路においては画像⼯学が基盤になっていたと⾔葉にしても過⾔ではありませ
ん。⼭下先⽣と⼟井先⽣に感謝の念を覚えながら、臨床現場での活路を探求しておりました。

�今⽇の活路
私の学術の⽅向性はIVRに傾倒することになりましたが、画像⼯学での知⾒は、肝臓ガン（HCC）
への精細なTAE施⾏・⼩肝腫瘍の存在診断に有意に影響を与えたIVR-CTの開発・HCC患者の5年⽣存
率の改善などにその志は⽣きていることを実感しています。そしていつしか放射線技術をマネージす
る視座を常々でもつ⽴場になっております。現在は、画像処理技術、AIに強く興味を注ぐに⾄って
おり、⼤学の先輩でもある⽯⽥先⽣からの『声』にてMIIに引寄せられることとなりました。
こうした経験や考えを所属施設の後輩諸⽒に投げておりましたが、今年度において脳動脈瘤IVRで
のcoilingでの検証システムの研究にて“基盤研究（C）対象で⽐較的⾼額な科研費の採択”となりまし
た。また共同研究者として関わったRadiologyの論⽂では、RSNA2019にて“Best of RADIOLOGY 
in 2019-The Editors of Radiology keep you up to date”で表彰を受けました。MIIの影響に、後
輩諸⽒の活動の機が熟した感を呈しています。マネージする⽴場として感慨深いものを覚えます。

⼤会⻑を拝命して…
〜⼤会⻑挨拶〜

⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院
市⽥ 隆雄



�今回⼤会の⽬⽟
MIIでは特にAIに⼒が注がれることが今後で⾒込まれます。そのタイムリーなタイミングで、今回
⼤会では教育講演として植⽥⼤樹先⽣、特別講演として柴⽥利彦先⽣にご講演をいただくこととしま
した。
植⽥先⽣は正に前述しているRadiologyの論⽂の主研究者です。その論⽂の内容は脳動脈瘤の深層
学習によるAIの研究です。MRIを⽤いて脳動脈瘤の検出にあたって92%の正診率のシステム開発が
されました。また2018年には3万点のデータの深層学習にて乳がんの画像診断システムも開発され
ています。加えてクラウドファンドを⽤いた研究にも臨まれており、研究者としての様々な切り⼝を
備えておられます。MII会員において、さぞ響くご講話がされるものと確信しております。
柴⽥先⽣は⼼臓⾎管外科医です。僧房弁形成術では99%という全国屈指の成功率を誇られてお
り、最近ではロボット⼿術を開始されました。侵襲性の低い⼿術法を開発されておられ、それに連携
させた様々な⼿術器具の開発もされています。⼀⽅、副病院⻑として⼤阪市⽴⼤学を⼒強く牽引する
要職も担っておられます。そのリーダーシップの下、開始した⼼臓弁膜症の治療であるTAVIでは、
初年度から74例施⾏して全国4位の件数、全例成功を導かれました。今回のご講話では最先端を歩ま
れるマネージの⽬線が紹介されます。同じくMII会員において、これからのAIをマネージする深い学
びになると確信しております。
今回⼤会が、よりMIIにAIが浸透する⼤会になることを祈念いたしております。

�謝辞
最後に、今回⼤会を開催するにあたってサポートいただきました⽯⽥隆⾏学会⻑、藤⽥広志名誉会
⻑、学会執⾏部、応援いただいた企業各位、そして⼭⽥英司実⾏委員⻑、岸本健治副実⾏委員⻑を始
めとする実⾏委員諸⽒に厚く御礼を申し上げます。またご参加をいただいたMII会員、⽇本放射線技
術学会近畿⽀部会員、関⻄画像研究会会員、皆様、誠にありがとうございます。この場を借りて、感
謝の意をお伝えする次第です。

2020年2⽉1⽇



この度，医⽤画像情報学会（MII）春季（第186回）⼤会が⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院中央放射
線部保健主幹の市⽥隆雄⼤会⻑，⼭⽥英司実⾏委員⻑のもと開催されます．

4年前（2016年6⽉），やはり市⽥理事を⼤会⻑として盛⼤に第175回年次⼤会が開催されました．
その頃，アメリカでは深層学習を医療に応⽤する研究が増え始め世界中から熱視線を浴びていました．
⽇本では，まだゆっくりとした⽴ち上がりを⾒せていた深層学習に関する特別講演を電気通信⼤学の
庄野逸教授にして頂き，その重要性と可能性をはっきりと感じたことを覚えています．その後，MII
は会員の⼈⼯知能研究を⽀援する深層学習セミナーを開催したり，AI論⽂特集号を発⾏したりする
など，AIに関する学会事業を積極的に推進してきました．その成果もあってか，当学会の若⼿会員
がRSNAで受賞したり，AIの研究演題数も⼤幅に増加したりしています．市⽥⼤会⻑のもと開催され
る今⼤会において，より進歩した⾼度な研究が数多く発表されることを楽しみにしています．

本⼤会では，特別講演として「⽇常のハテナと不⾃由から始まる⾝近な医⽤ものづくり」というタイ
トルで⼤阪市⽴⼤学⼤学院外科学講座⼼臓⾎管外科の柴⽥利彦先⽣に，教育講演として「⼈⼯知能に
よる画像診断⽀援︓概念から応⽤まで」というタイトルで⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学系研究科放射線
診断学・IVR学の植⽥⼤樹先⽣にご講演頂きます．MIIが強い関⼼を⽰す内容のこれらの講演が，さ
らに次の研究へのアイディアへと繋がることを期待しています．さらに，26もの演題が⼝述とポス
ターに分けて発表され，予算の関係で通常は発⾏されない抄録集も4年前と同様に発⾏され，ラン
チョンセミナーも開催されるという⾮常に充実した⼤会となります．参加された皆さまには，よく学
びよく議論して頂きたいと思います．

MIIの⼤会は年に3回開催されるとあって準備期間が短く，⼤会運営の皆さまにはご苦労をおかけす
ることになるのですが，市⽥⼤会⻑，⼭⽥実⾏委員⻑をはじめとする⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院放
射線部の皆さま，そしてMII事務局の皆さまの尽⼒のおかげで，このような素晴らしい⼤会が開催さ
れることを喜ばしく思うとともに，感謝申し上げたいと思います．また，本⼤会に賛助頂いた多くの
企業にも，⼼より感謝申し上げて挨拶に代えさせて頂きます．

医⽤画像情報学会
令和元年度春季（第186回）⼤会開催にむけて

学会⻑ ⽯⽥ 隆⾏



1964年3⽉に発⾜した放射線イメージ・インフォメーション研究会（略称RII︓Radiological 

Image Information）を起源とする医⽤画像情報学会（略称MII: Medical Imaging and 

Information Sciences）は，1984年6⽉，「世界に認められる⽣体の画像情報に関する権威ある学

会」を⽬標として設⽴されました．RIIから数えると今年で56年の歴史ある学会です．この学会の会

員は，主に理⼯学，放射線技術学，医学の医⽤画像情報学分野に興味を持つ研究者です．年3回，⽇

本各地で⼤会が開催され，そこで発表された研究成果の多くは論⽂としてまとめられ医⽤画像情報学

会雑誌や海外のジャーナルなどに発表されています．

初代RII会⻑は，当時の⽇本の放射線科医学の巨匠である⼤阪⼤学の⽴⼊弘先⽣で，⼆代⽬会⻑は，

回転横断装置や原体照射装置を開発された名古屋⼤学の⾼橋信次先⽣です．このように⾼名な先⽣⽅

が歴代会⻑を務めた医⽤画像系の研究会は他にありません．そしてMIIの歴代会⻑は，内⽥勝先⽣

（元⼤阪⼤学），⾦森仁志先⽣（元京都⼯芸繊維⼤学），⼩寺吉衞先⽣（元名古屋⼤学），藤⽥広志

先⽣（岐⾩⼤学），そして現会⻑の⽯⽥（⼤阪⼤学）です．医療においては，企業で開発された⾼度

な画像診断システムを⽤いて診療放射線技師が撮影し，放射線科医が診断をしていますが，本学会は，

それぞれの⽴場の研究者が参加し⾃由闊達に意⾒交換できる学会として⼩規模ながら存在感を⽰して

います．

発⾜当初は，放射線画像の画質評価法，X線管，画像診断装置などの研究が多くなされ，それに

よって医⽤画像の画質の定量評価に関する理論や⽅法が確⽴されました．そして，ディジタル化が進
むとともに，ディジタル画像の画像評価，画像処理，コンピュータ⽀援診断，そして現在では⼈⼯知
能を応⽤した研究が増え，この分野の研究を牽引しています．また，会員による⼈⼯知能研究を推進
するために，2年前からはAI論⽂特集号発⾏や深層学習セミナーを開催しています．

今後も，世界に認められる⽣体の画像情報に関する権威ある学会を⽬指していくため，この分野に興

味を持つより多くの⽅々にご⼊会頂き，⾃由闊達に議論できる場を提供し続けて，MIIをさらに発展
させていきたいと思っています．

参考⽂献） 医⽤画像情報学会雑誌 Vol. 31(2014) No. 2、No. 3

医⽤画像情報学会（MII）の紹介
学会⻑ ⽯⽥ 隆⾏



交通案内
所在地
〒545-8585
⼤阪市阿倍野区旭町1丁⽬4番3号



会場案内図

⼤阪市⽴⼤学医学部学舎 4F

＊当⽇は午後より他の学術団体が 部分の⼩講義室及び⼤講義室を使⽤いたします。
ご注意ください。
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ポスター会場②
(B06〜B10)

ポスター会場③
(B11〜B16)

ポスター会場①
(B01〜B05)



発表者および参加者へのご注意
1. 学術⼤会への参加登録は，登録票を記⼊し参加受付にて⼿続きをおこなって下さい．
2. 発表は，⼀演題につき10分以内，質疑応答・PC交換が5 分です．時間厳守でお願いします．
3. ⼝述発表は，PC プロジェクタによるプレゼンテーションのみです．スライドの枚数は，発表制限時間

以内であれば無制限とします．
4. ポスター発表はティザー形式で⾏います. ティザー発表は⼀演題につき1分，スライドは1枚とします．
5. 発表者は，各演題群開始15 分前までに必ず次演者席にご着席ください．

特別な理由なく着席しない場合は，⽋題となりますのでご注意ください．
6. 会場内での飲⾷は禁⽌します．
7. ⼤阪市⽴⼤学は敷地内はすべて禁煙になっています．ご注意ください．

ポスター発表における注意事項
1. 展⽰発表は紙ポスターによる発表です．
2. ポスター掲⽰は2⽉1⽇（⼟）7:45〜8:45の間に⾏ってください．

撤去は17:00〜17:30の間に⾏ってください．
撤去時間が過ぎても掲⽰されているポスターは実⾏委員会で処分いたします．

3. ポスターセッション開始の5分前に，ご⾃⾝のポスターの前で待機してください．

ポスターについて
1. ポスターパネルのサイズは最⼤で横90cm×縦175cmです．下図を参照のうえ，⾃由にお貼りください．

演題番号は実⾏委員会で⽤意しますが，タイトル・所属・⽒名（横70cm×縦20cm）は発表者⾃⾝で
ご⽤意ください．

2. ⽂字や図表のサイズ，レイアウトを⼯夫し，離れたところからでも判読しやすいポスターを作成して
ください．なお，「⽬的」，「⽅法」，「結果」，「結論」などを明確にし，わかりやすいポスターを
作成してください．

3. ポスターは会場受付で⽤意している画鋲を使⽤し，貼り付けてください．粘着テープ・マジックテー
プは使⽤できません．



■ポスター発表でのティザー⽅式採⽤について

今回はポスター発表において、新しいティザー⽅式を採⽤致しました。 ティザー⽅式とは、紙ポス
ターとは別にティザー発表⽤スライド1枚を使い、⼝述で発表内容の説明を簡単に⾏います。 その後、
時間内（今回は60分間） 紙ポスター前で参加者との質疑応答を⾏う⽅法です。

本⽅式の採⽤理由は、従来のポスター発表⽅法では、⼝述発表とポスター発表が同時間に並⾏して⾏う
こととなってしまうため、これを回避するためにティザー⽅式を採⽤しました。
参加頂いた皆様には、ポスター演題への質問の機会を得て頂き、またポスター発表頂いた⽅々には、演題
に興味を持った皆さんよりの質問を受けて頂けるようになります。

発表者には、1枚のスライドで1分間のプレゼンという、慣れない発表⽅法となりますが、上記趣旨を
ご理解頂き、ご協⼒の程よろしくお願い致します。 また、以下の注意事項を遵守頂き、スムーズな進⾏
にもご協⼒下さいますよう重ねてお願い致します。

【今回のポスター発表においてティザー⽅式の⼿順は】
①1演題でポスターとは別にティザー発表⽤スライド1枚（事前提出）をご⽤意頂きます。
②ポスターセッションⅠではそのスライドを⽤い、1分間で発表内容のポイントを説明します。
③ポスターセッションⅡでは発表者は60分間ポスター前に⽴ち、参加者との質疑応答を⾏います。

【ティザー発表⽤スライド作成・発表時注意事項】
1.添付の「ティザー⽤スライドテンプレート」に必要事項を記⼊の上、下記提出期限内に事前提出下さい。
2.発表時間は1分間ですので、時間厳守下さい（時間超過時はマイクカットします）。
3.ポスター発表の内容が簡潔に分かるように作成して下さい。
4.ティザー発表の動作環境はWindows PowerPoint2013です。それ以外のプレゼンファイルでは動作の

補償をできませんのでご了承ください。フォントは PowerPoint2013の初期状態で使⽤できるフォン
トのみでご⽤意ください。

5.スライドアニメーションの使⽤は可能ですが、動画は使⽤できません。
6.Windowsのみでの作成をお願いします。
7.発表当⽇、受付時にお送り頂いたティザー発表⽤スライドの動作確認をさせて頂きます。



タイムテーブル

中講義室
開場　7:45〜
8:50-9:00

開会のあいさつ
9:00-9:45

(A1-A3)

座⻑︓松澤 博明
⼤阪⼤学医学部附属病院 医療技術部

9:45-10:30

(A4-A6)

座⻑︓有村　秀孝
九州⼤学

10:40-11:40

特別講演

『⽇常のハテナと不⾃由から始まる⾝近な医⽤ものづくり』
⼤阪市⽴⼤学⼤学院外科学講座 ⼼臓⾎管外科   柴⽥　利彦 先⽣

司会︓市⽥　隆雄
⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院

11:40-12:00

(B1-B16)

座⻑︓岸本　健治　　⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院
　 寺本　篤司　　藤⽥医科⼤学医療科学部

12:15-13:15

Luncheon Seminar
株式会社 フィリップス・ジャパン

『当社のいま、そこにある　A.I.技術について』
早坂 和⼈

（ICAP ビジネスマーケティングスペシャリスト）他
13:30-14:30

教育講演

『⼈⼯知能による画像診断⽀援︓ 概念から応⽤まで』
⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学系研究科放射線診断学・IVR学 　植⽥　⼤樹　先⽣

司会︓⽯⽥　隆⾏
⼤阪⼤学⼤学院　医学系研究科

14:40-15:40

(B1-B16)

座⻑︓岸本　健治　　⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院
　 寺本　篤司　　藤⽥医科⼤学医療科学部

15:50-16:50

(C1-C4)

座⻑︓⽚⼭　豊
⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院

16:50-17:00

開会のあいさつ

Session Ⅱ

Poster(ポスターセッションII)

Session Ⅲ

Session Ⅰ

Teaser(ポスターセッションI)



8:50-9:00 開会の挨拶
9:00-9:45

A01
 3次元畳み込みニューラルネットワークを⽤いたMR画像における神経膠腫の⾃動検出と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グレード分類に関する初期的検討 藤⽥医科⼤学医療科学部放射線学科 ⼭城　滉⽃

A02 膝関節側⾯X線画像の再撮影⽀援システムの改良と検討 ⼤阪⼤学⼤学院　医学系研究科 太⽥　雪乃
A03 死後CT位置決め画像の部位⼤別に関する研究 九州⼤学医学部保健学科 和⽥　祐耶

9:45-10:30

A04 Amide Proton Transfer（APT）イメージングによる正常脳組織の
　　　　　　　　　　　　　　　　可動性タンパク質の定量解析︓年齢依存性と性差の検討

東京ベイ浦安・市川医療センター
医療技術部

菅原　⼀彰

A05  回折単⾊X線におけるn次⾼調波を⽤いた⾼エネルギーK吸収端の取得法に関する検討
広島国際⼤学⼤学院医療・

福祉科学研究科医療⼯学専攻 江本　拓哉

A06 磁場均⼀性がSingle Voxel Point Resolved Spectroscopyによる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳代謝物質の定量解析に及ぼす影響

⾦沢⼤学⼤学院医薬保健学総合研究科
保健学専攻医療科学領域

松井　等

10:40-11:40
11:40-12:00

B01 ⾷道癌放射線療法による肝臓の吸収線量と体積変化に関する検討 新潟⼤学⼤学院保健学研究科 三⽊　悠作
B02 領域分割型patch-based U-Netによる⾎管造影画像からの⾎管抽出 藤⽥医科⼤学⼤学院　保健学研究科 ⽊村　⻯誠
B03 ⼀般化 Hellinger 距離の最⼩化に基づく逐次断層画像再構成 徳島⼤学⼤学院保健科学教育部 ⼯藤　萌
B04 InfoGANを利⽤した形状制御可能な擬似肺癌CT画像の⽣成と組織型分類への応⽤ 藤⽥医科⼤学医療科学部放射線学科 遠⽥　涼

B05 3.0T膝関節MRI撮像におけるVariable Refocusing Flip Angle法併⽤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2DTSE法の基礎的検討

⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 澤野　美樹

B06 冠動脈CTにおける⽯灰化とステントの⾃動分類のための深層学習パラメータ検証 新潟医療福祉⼤学医療技術学部
診療放射線学科 ⻑⾕川　晃

B07 線形補間処理を⽤いない超解像⼿法の提案 ⼤阪市⽴⼤医学部附属病院 佐藤　亜唯
B08 コイル塞栓術中のコイル⼲渉をリアルタイムに把握できるソフトウェアの開発 古河電気⼯業株式会社　研究開発本部 上⽥健太郎
B09 新型FPD装置における画像評価 ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院中央放射線 太⽥　知⾥
B10 Tortal Variation法を⽤いた正則化付き画像再構成によるノイズ除去能の検討 ⼤阪国際がんセンター 峠⽥　晃伸

B11 畳み込みニューラルネットワークを⽤いた胸部X線画像のポジショニング評価 広島国際⼤学⼤学院医療・
福祉科学研究科医療⼯学専攻 川下　郁⽣

B12 深層学習によるシーティング⽀援システム構築に向けた⾞いす座位姿勢の判定 群⾺県⽴県⺠健康科学⼤学診療放射線学 林　則夫
B13 DCNNによる超解像度処理におけるDR圧縮処理の影響 マツダ株式会社マツダ病院画像診断科 林　藍⼦

B14 膝軟⾻3次元形状変化の可視化のための症例間位置合わせ
広島⼯業⼤学情報学部知的情報システム

学科
知的情報可視化研究室

縄⼿ 就⽮

B15 圧縮センシングを⽤いた CT の被曝低減処理 ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 中央放射 河合　美穂

B16 深層学習によるCT検査の撮影部位の⾃動分類 千葉⼤学⼯学部情報画像学科
Barata

Tripramudya
Onggo

12:15-13:15

13:30-14:30
14:40-15:40

15:50-16:50
C01 深層学習を⽤いた胸部X線画像に対する障害陰影検出の基礎的検討 奈良県⽴医科⼤学附属病院 中央放射線 間井　良将
C02 深層学習による冠動脈CT画像の⾃動分類〜逐次近似再構成の影響〜 横浜南共済病院 ⽵内　悠
C03 深層学習を⽤いた⾻SPECT画像に対する減弱補正法の検討 千葉⼤学医学部附属病院放射線部 橋本　拓磨
C04 深層学習を利⽤した疑似結節陰影画像の⽣成⼿法の検討 岐⾩⼤学⼤学院⾃然科学技術研究科 後藤　拓真

16:50-17:00 閉会の挨拶

Session I
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Teaser
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『⽇常のハテナと不⾃由から始まる
⾝近な医⽤ものづくり』

柴⽥ 利彦
⼤阪市⽴⼤学⼤学院外科学講座 ⼼臓⾎管外科 教授

特別講演

特
別
講
演

医療の進歩はテクノロジーの進歩に依存している。IoTやAIなどのハイテクが未来医療を変えていくものと思うが、実
際臨床現場ではそんなハイテクを使わなくても業務を改善できることは多い。⽇常感じていることに疑問を持つことは
改善の⼀歩である。また、普段の診療業務での不⾃由さを受け⽌めるだけではなく、それを改善していこうという気
持ちがアイデアを⽣む。不⾃由が開発につながるのである。

アイデアにはいろんな⽬線からみることも⼤事である。我々は「ものづくり医療コンソーシアム」という団体を⽴ち上げ、
中⼩企業の匠の技を医⽤ものづくりに活かす活動を続けている。⼤阪市⽴⼤学との連携協定を結び、⼤学病院
内の多職種からのニーズを募り、中⼩企業のシーズとのマッチングを⾏ってきた。超ローテクなものでも、患者さんや診
療業務に役⽴つものを作り製品化することができる。

ものづくりは「特注品作り」ではなく、「製品としてのものづくり」を考えていかなければならない。スタンフォード⼤学で
提唱されたBioDesignというものづくりプロセスを紹介し、みなさんのものづくりの⼀助としたい。また、⼯学部との医
⼯連携を進めるうえの、⼯学部⼤学院⽣への医⼯連携教育のとりくみを紹介する。

【講師略歴】
1985年 ⼤阪市⽴⼤学医学部卒業
1985年 ⼤阪市⽴⼤学第２外科臨床研修医
1988年 国⽴循環器病センター ⼼臓⾎管外科レジデント
1999円 ⼤阪市⽴⼤学⼼臓⾎管外科 講師
2000年 同 助教授
2013年 ミシガン⼤学⼼臓外科への在外研究員として短期留学
2014年 関⻄労災病院 ⼼臓⾎管外科部⻑
2016年 ⼤阪市⽴総合医療センター ⼼臓⾎管外科部⻑
2016年 ⼤阪市⽴⼤学 ⼼臓⾎管外科学 教授 現在に⾄る。



『⼈⼯知能による画像診断⽀援
︓ 概念から応⽤まで』

植⽥ ⼤樹
⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学系研究科放射線診断学・IVR学

教育講演

教
育
講
演

2019年9⽉17⽇、医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学系研究科放射線診
断学・IVR学教室で共同開発したMRAからの脳動脈瘤補助診断プログラムを、⼈⼯知能(artificial 
intelligence; AI)を⽤いた医療機器として⽇本で初めて医療機器承認した。まさに医療分野におけるAI時代の
幕開けといえよう。

放射線分野におけるAI分野の研究を⼤別すると、classification(分類)、detection(検出)、
segmentation(セグメンテーション)、image processing(画像処理)の4つとなる。これらそれぞれの分野を、当
教室の研究を交えつつ、概要からその放射線分野への応⽤について紹介する。当研究室ではclassificationとし
てマンモグラム1枚単位の良悪性の鑑別、detectionとしてマンモグラム中から悪性病変の領域提⽰、胸部レントゲ
ンや胸部CTからの肺癌病変のsegmentation、image processingとしてマンモグラム中の⽯灰化病変に対す
る超解像の研究を⾏っている。最近では、通常⽣検によって⾏われる乳癌の病理型の推定やレセプター発現の推
定をマンモグラムから⾏うことに成功した。その特徴を可視化し、AIから我々⼈間が学ぶことで、新たな画像所⾒の
発⾒などにつなげる応⽤研究も進められている。

当研究室は医師・技師・エンジニアによって構成され、上述のように精⼒的にAI研究を⾏ってきた。この構成員の
多様性が当研究室の特徴で、クリニカルクエスチョンからデータの処理、AIアルゴリズム作成に⾄るまでを⼀貫して研
究できる。今後も、医師・技師・エンジニアの役割分担と協⼒関係の元、よりよい医療の⼀助となるべく、研究を続
けていきたい。



【講師略歴】
■学歴
2014年3⽉31⽇三重⼤学医学部医学科卒業
2016年4⽉1⽇⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科放射線診断学・IVR学教室 ⼊局
2017年4⽉1⽇⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科放射線診断学・IVR学教室 博⼠課程
-在学中
■メディア掲載
�乳がん、ＡＩで⾼精度診断 マンモグラフィー⽀援、⼤阪市⼤が開発. 朝⽇新聞 朝刊, 
2018/4/11.
�⼤阪市⼤がＡＩ活⽤した乳がんの画像診断システム開発. 産経新聞 朝刊, 2018/4/13.
�AIで乳がん早期発⾒めざす. 中⽇新聞, 2018/5/15.

■主な講演
2018年5⽉15⽇ 兵庫県⽴⼤学先端医⼯学研究センター 第10回医⼯連携セミナー講演
2018年11⽉10⽇ 放射線科関⻄地⽅会 教育講演
2019年1⽉30⽇ 京都⼤学 教育講演
2019年7⽉9⽇京都⼤学画像診断セミナー講演 講演
2019年7⽉20⽇ ⽇本放射線技術学会中部部会 講演
2019年11⽉9⽇ ⽇本乳癌検診学術総会 講演
■主な執筆
2018年10⽉27⽇ 医学の歩み267巻4号 AIは画像診断を変えるか︖
2019年9⽉7⽇インナービジョン8⽉号 ディープラーニングを⽤いたMRAにおける脳動脈瘤検出
補助アルゴリズムの作成
■主な業績
�Ueda D, Shimazaki A, Miki Y. Technical and clinical overview of deep learning in 
radiology. Japanese journal of radiology. 2019;37(1):15-33.
�Ueda D, Yamamoto A, Nishimori M, Shimono T, Doishita S, Shimazaki A, et al. Deep 
Learning for MR Angiography: Automated Detection of Cerebral Aneurysms. Radiology. 
2019;290(1):187-94.
�Ueda D, Yamamoto A, Naoyoshi O, Tsutomu T, Satoru N, Shinichiro K, et al. 
Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection and Classification 
of Breast Cancers in Mammography. EClinicalMedicine. In revision.

■主な受賞
�Best of Radiology, RSNA 2019
�⼤阪市⽴⼤学医学部⻑賞 優秀賞 2019



『当社のいま、そこにある A.I.技術について』
株式会社 フィリップス・ジャパン

早坂 和⼈
（ICAP ビジネスマーケティングスペシャリスト）他

Luncheon

Luncheon Sem
inar

医⽤画像を⽣成する画像診断機器の進歩は著しく、毎年のように新しい技術を応⽤した機能や製品が紹介さ
れている。
その中には⼈⼯知能を応⽤したものも少なからず存在する。
この機会をお借りしてCT、MRI、⾎管撮影装置、画像診断⽤WSなどに搭載されている“いま、そこにある”技術

について申し述べる



⼀般演題



３次元畳み込みニューラルネッ
トワークを⽤いたMR画像におけ
る神経膠腫の⾃動検出とグレー
ド分類に関する初期的検討

⼭城滉⽃*，松原尚輝**，寺本篤司*，
塚本徹哉***，藤⽥広志****

*藤⽥医科⼤学医療科学部放射線学科，
**藤⽥医科⼤学⼤学院保健学研究科，
***藤⽥医科⼤学医学部，****岐⾩⼤学⼯学部

膝関節側⾯X線画像の再撮影⽀
援システムの改良と検討

太⽥雪乃*，松澤博明**，遠地志太**，⼩林拓⾺*，
中元美来***，冨⾒⽥夏帆***，⼭本浩⼀*，
⽯⽥隆⾏*

*⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科
**⼤阪⼤学医学部附属病院 医療技術部
***⼤阪⼤学 医学部 保健学科

【背景・⽬的】
膝関節側⾯X線撮影は頻繁に撮影されるが再撮影

率が⾼い．そのため，ポジショニングの修正⽅向
を提⽰するシステムは，患者の負担軽減や診療放
射線業務の効率化に寄与すると考えられる．以前
我々はDeep Convolutional Neural Network 
(DCNN) を利⽤して膝関節の傾斜⽅向を分類する
システムを構築し，その有⽤性を検討した(第75回
⽇本放射線技術学会総会学術⼤会)．しかし，この
DCNNは伸展膝関節を学習に使⽤したため，⼀般
的に撮影される50°程度の屈曲膝関節の傾斜⽅向を
分類可能か検討が必要であった．そこで本研究で
はこの構築したシステムを改良し，屈曲した膝関
節の傾斜⽅向分類の可能性を検討した．

【対象・⽅法】
提案システムはX線画像上の膝関節側⾯像の傾斜

⽅向を，下腿の内転-膝関節の内旋，内転-外旋，
外転-内旋，外転-外旋の4クラスに分類する．60症
例の膝関節3DCTデータから投影⾓度を変えること
で11,520枚のレイサム画像を作成した．レイサム
画像作成時に膝関節側⾯像を背⾯側に50°傾斜させ
⼤腿⾻内外側顆の状態を側⾯X線画像と同様にした
ことが本研究の改良点である．50症例分のレイサ
ム画像でDCNNを訓練し，10症例分のレイサム画
像と屈曲膝関節ファントムのレイサム画像で評価
した．

【結果・考察】
分類精度は伸展膝関節のレイサム画像で
88.5±1.30 [%]，ファントムのレイサム画像で
81.4±2.09 [%]であった．作成したheat-mapか
ら，DCNNの判断には主に膝蓋⾻，関節⾯，内外
側顆が影響していたことがわかり，このため下腿
の状態に関係なく膝関節の傾斜⽅向を分類するこ
とができたと考えられる．

A
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Session Ⅰ(演題番号A1-A3) 9:00-9:45 座⻑︓松澤博明(⼤阪⼤学医学部附属病院)
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Ⅰ

HP上、会期の事前公開を控えることとします。

⼤会当⽇の冊⼦には印刷されます。



死後CT位置決め画像の部位⼤別
に関する研究

和⽥祐耶*, 杜下淳次**，奥村美紀***，
Yoon Yongsu**，池⽥典昭***

* 九州⼤学医学部保健学科
** 九州⼤学⼤学院医学研究院保健学部⾨
*** 九州⼤学⼤学院医学研究院法医学分野
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Session Ⅰ(演題番号A1-A3) 9:00-9:45

Session
Ⅰ

座⻑︓松澤博明(⼤阪⼤学医学部附属病院)

Note

HP上、会期の事前公開を控えることとします。

⼤会当⽇の冊⼦には印刷されます。



Amide proton transfer（APT）
イメージングによる正常脳組織の
可動性タンパク質の定量解析︓年
齢依存性と性差の検討

菅原⼀彰1 宮地利明2 中村理宣3 上⽥亮4 吉丸⼤輔5 
⼩松秀平6 萩原良哉6 三枝邦康7

1︔東京ベイ・浦安市川医療センター医療技術部，⾦
沢⼤学院医薬保健学総合研究科
2︔⾦沢⼤学医薬保健学研究域保健学系
3︔フィリップスエレクトロニクスジャパン
4︔慶應⼤学医学部付属病院 放射線技術室
5︔国⽴研究開発法⼈ 理化学研究所
6︔東京ベイ・浦安市川医療センター 放射線科
7︔東京ベイ・浦安市川医療センター 脳神経外科

【⽬的】
Amide proton transfer（APT）イメージン

グは，磁気共鳴イメージング（MRI）装置を使
⽤して⽣体内における可動性タンパク質および
ペプチド内に含まれるアミド（-NH）プロトン
の信号を検出する．APTイメージングは脳腫瘍
のグレード評価に使⽤されているが，APTの画
像コントラストは複数の交絡因⼦が存在するた
めに評価は単純でない．APT画像を正確に定量
評価するためには，⼈の脳局所における正常値
を確⽴する必要があるが，成⼈の脳においては
明らかになっていない．そこで本研究は，健常
な成⼈において加齢による脳の微視的変化が
APT信号と関連していると仮定し，各脳領域の
年齢依存性および性差との関係を解析して各脳
領域の標準値を求めた．

【⽅法】
3.0TのMRI装置を使⽤して，⾼速スピンエ

コー法のmDIXON 3D–APTシーケンス（B0
マップと7種の周波数オフセットの飽和パルス
を印加した画像から得られる7点法）によって
APT画像を取得した．2名の医師によってMRI
画像上に異常所⾒がないと診断された60名
（平均年齢は49.8±16.9歳，年齢幅は21〜76
歳）を対象とした．画像解析には，FSL 
5.0.11を使⽤してレジストレーションパラ
メーターを作成した後，Montreal 
Neurological Institute （MNI） structural 
atlasに関⼼領域を設定して解析した．各脳領
域におけるAPT信号の年齢依存性と性差につい
て統計解析した．

【結果】
すべての脳領域においてAPT信号と年齢は有
意な相関が認められなかった．またすべての脳
領域においてAPT信号は有意な性差が認められ
なかった．

【結論】
健常な成⼈における脳局所のAPT信号は年齢

と性差に依存しない．通常の加齢による脳内の
微視的な変化は可動性タンパク質含有量と関連
しない．成⼈における各脳領域のAPT画像評価
時に年齢や性別を考慮する必要はなく，本研究
で求めた標準値を使⽤できる．

回折単⾊X線おけるn次⾼調波を
⽤いた⾼エネルギーK吸収端の取
得法に関する検討

江本拓哉* ,⾚川⼤和*, 前⽥浩志**, 富永孝宏**

*広島国際⼤学⼤学院医療・福祉科学研究科医療⼯学専攻
**広島国際⼤学保健医療学部診療放射線学科

⼀定の格⼦間隔をもった単結晶の格⼦⾯に対
してある⾓度で⽩⾊X線を⼊射させ，鏡⾯反射
する位置でスペクトルを測定すると，Bragg条
件を満たす波⻑の光⼦が単⾊線スペクトルとし
て得られる．このBragg回折による単⾊X線の
エネルギーは結晶格⼦⾯への⼊射⾓度θで決ま
り，⾼いエネルギーの単⾊X線を得るためには
格⼦⾯への⼊射⾓度を⼩さくする必要がある．

Kエッジ造影などに利⽤することに着⽬する
と，⾼原⼦番号の⾦属で吸収端エネルギーが⼤
きくなるため，X線の⼊射⾓度θ は⾮常に⼩さ
くなり，それらの⾦属のK吸収端エネルギーの
単⾊X線を得ることは困難となる(例．
Pt︓1.5 °未満）．

そこで本実験では回折における⾼調波を利⽤し
て⾼エネルギー単⾊X線を得ることとした．
Bragg条件を満たす波⻑の光⼦によって得られ
るエネルギーEの単⾊X線ではこのBragg条件
における最⼩エネルギーEの整数倍も同様に全
てこの条件を満たすため，単結晶への⼊射⾓度
とX線管の管電圧を調整することでエネルギー
2E，3E…，nEの複数の単⾊X線を同時に得る
ことができる．
今回の実験では⽩⾦に着⽬し，整数倍のエネ
ルギーの単⾊X線を得るために，管電圧は100 
kVに設定した．本研究の⽬的としては回折単
⾊X線の⾼調波を⽤いて⽩⾦のK吸収端エネル
ギーを得ること，さらに⽩⾊X線の低エネル
ギー部分を低減させるために⾦属フィルタ(本
実験ではCuとZr)を挿⼊して同様の測定を⾏
い，それらのスペクトルの評価を⾏った．

結果はフィルタなしのとき，1次⾼調波の
26.2 keV，3次⾼調波の78.6 keVの2本の単⾊
X線が得られた．⾦属フィルタを挿⼊すること
で同時に発⽣した2本の単⾊X線から⾼エネル
ギー単⾊X線のみを取り出すことができた．

Session Ⅱ(演題番号A4-A6) 9:45-10:30
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座⻑︓有村秀孝（九州⼤学）



磁場均⼀性がSingle Voxel Point 
Resolved Spectroscopyによる
脳代謝物質の解析値に
及ぼす影響

松井 等

⾦沢⼤学⼤学院医薬保健学総合研究科保健学専攻
医療科学領域
機能画像解析学分野

Session Ⅱ(演題番号A4-A6) 9:45-10:30
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Ⅱ

座⻑︓有村秀孝（九州⼤学）

Note

HP上、会期の事前公開を控えることとします。

⼤会当⽇の冊⼦には印刷されます。



⾷道癌放射線療法による肝臓の
吸収線量と体積変化に関する検討

三⽊悠作** ,佐々輝南瑚*,宮下仁⾒**,初⿅野駿**,
笹本⿓太**

新潟⼤学医学部保健学科*,
新潟⼤学⼤学院保健学研究科**

本邦では⾷道腺癌の増加に伴い，肝臓が放射
線治療の照射野に⼊る機会が増える可能性があ
る．肝臓体積変化については肝機能障害を背景
に発⽣する肝細胞癌での研究が多く，⾷道癌で
の研究はほとんどない．

本研究では明らかな肝機能障害のない⾷道癌
の放射線療法を受けた患者（10症例）を対象
に照射前後の肝臓の体積変化を検討した．肝臓
の体積を診断⽤単純CT画像で左葉（照射範囲
に広く含まれる）・右葉（照射範囲に殆ど含ま
れない）に分けて測定し，治療前，治療開始後
1〜3ヵ⽉，治療開始後4〜8ヵ⽉，および治療
開始後9〜14ヵ⽉の時間的経過を含めて⽐較検
討した．さらに，肝臓の体積変化率と線量体積
ヒストグラム（DVH）の関係，および飲酒と
の関係についても検討した．

照射された左葉の体積は治療前に⽐して治療
開始後1〜3ヵ⽉で有意な減少（p=0.0047）
を⽰し，その後14ヵ⽉まで有意な変化は⾒ら
れなかった．左葉の体積減少率（56%）は，
⼀般的に肝臓の耐容線量とされる30 Gyを照射
される肝左葉の体積（Ⅴ30Gy︓55±11%）と
ほぼ⼀致した．

肝右葉では体積の変化は⾒られなかった．右
葉の萎縮が⽣じなかった理由としては，肝右葉
のV30Gyが極めて⼩さかったことが考えられ
る．⼀⽅左葉の萎縮に応じた右葉の代償性肥⼤
が⽣じなかった理由については，萎縮した肝左
葉の体積が⼩さく，代償性肥⼤を起こす必要が
なかったためだと考えられた．飲酒例と⾮飲酒
例で肝臓体積変化に有意差はなかった．

これは飲酒歴の有無⾃体が肝臓体積減少に影
響しない可能性の他，対象症例の抽出の際に予
め中等度以上の肝障害を除外した為である可能
性も考えられた．

領域分割型patch-based U-Netに
よる⾎管造影画像からの⾎管抽出

⽊村⻯誠1，松原尚輝１，⼤野智之２，寺本篤司1，
齋藤邦明１，藤⽥広志３

１藤⽥医科⼤学⼤学院 保健学研究科
２藤⽥医科⼤学ばんたね病院
３岐⾩⼤学 ⼯学部

座⻑︓岸本健治（⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院）
寺本篤司 （藤⽥医科⼤学医療科学部）
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Teaser & Poster (演題番号B01-B16) 11:40-12:00

HP上、会期の事前公開を控えることとします。

⼤会当⽇の冊⼦には印刷されます。



⼀般化 Hellinger 距離の最⼩化
に基づく逐次断層画像再構成

⼯藤 萌* ，⼭⼝雄作**，兒島雄志***，吉永哲哉***

* 徳島⼤学⼤学院保健科学教育部，
** 国⽴病院機構 四国こどもとおとなの医療セン
ター，
*** 徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部

医⽤ X 線 CT（computed tomography）
画像診断装置の画像再構成法にはフィルタ補正
逆投影法と逐次再構成（IR）法がある．⼩管
電流の撮影条件などに起因して雑⾳が投影に多
く含まれる場合や，画素数に⽐して投影⽅向数
が⼗分ではない場合などにおいて，IR 法を⽤
いた⽅が品質の⾼い画像を再構成できる．近年，
被ばく線量を低減できる IR 法の開発が求めら
れている．

本研究の⽬的は，まず，投影と順投影の⼀般化
Hellinger 距離を評価関数とした連続時間 CT 
画像再構成系および対応した離散化 IR アルゴ
リズムを提案し，さらに，診断⽤ X 線 CT 装
置を⽤いた実験を通して提案法の有⽤性を⽰す
ことである．

最初に，⼀般化 Hellinger 距離の最⼩化に基
づく微分⽅程式系にみられる平衡点の⼤域的安
定性をリアプノフ定理を⽤いて理論的に証明し
た．次に，提案法に含まれるパラメータや測定
雑⾳の程度に応じた再構成画像の品質を評価し
た．このとき，乗法的代数的再構成法と最尤推
定期待値最⼤化法を対照系とした．X 線 CT 装
置を⽤いた実験を実施し，管電流値を種々に変
化させて⼈体模擬ファントムを撮影することで，
信号雑⾳⽐（SNR）の異なる複数の投影データ
を収集した．SNR が⽐較的⼩さい場合におい
て提案法の有効性が⾼いことが⽰され，投影
データに含まれる雑⾳の程度に応じて提案法の
パラメータを適切に選定することで，アーチ
ファクトの少ない，品質の⾼い再構成画像が得
られる．すなわち，提案法は従来法と⽐較して，
同程度の品質を持つ再構成画像を得るのに必要
な放射線量の低減が可能となることが明らかと
なった．

B
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InfoGANを利⽤した形状制御可
能な擬似肺癌CT画像の⽣成と組
織型分類への応⽤

遠⽥涼1) ，辻本正和2)，寺本篤司1)，外⼭宏3)，
藤⽥広志4)

1)藤⽥医科⼤学医療科学部放射線学科，
2)藤⽥医科⼤学病院放射線部，
3)藤⽥医科⼤学医学部，4)岐⾩⼤学⼯学部

座⻑︓岸本健治（⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院）
寺本篤司 （藤⽥医科⼤学医療科学部）Teaser & Poster (演題番号B01-B16) 11:40-12:00
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HP上、会期の事前公開を控えることとします。

⼤会当⽇の冊⼦には印刷されます。



3.0T膝関節MRI撮像における
Variable Refocusing Flip Angle
法併⽤2DTSE法の基礎的

澤野美樹， 有⽥圭吾， 松井⼤易， ⽵森⼤智，
⽊村⼤輔， ⼭⽥英司， 東⽥満治

⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院

【背景・⽬的】
⽐吸収率Specific Absorption Rate (SAR)は，

Refocusing Flip Angle (RFA)と静磁場強度の2乗
で上昇し，撮像条件の制限を伴う場合が多い．
RFAを経時的に可変するVariable Refocusing 
Flip Angle (VRFA)を⽤いることでSARを低減で
き，撮像時間の短縮が可能となる．
膝関節MRI撮像において，プロトン密度強調画像
は組織間コントラストが良く，信号強度も⾼いた
め，膝関節内構造物を知るうえで重要なパルス
シーケンスである．
本研究では，3T MRI膝関節撮影において，従来
法であるSweep法とVRFA法を併⽤した2D 
Turbo Spine Echo (TSE)法について，⾃作ファ
ントムを⽤いた基礎的検討を⾏ったので報告する．

【⽅法】
MRI装置はPhilips社製Ingenia 3T，受信コイル

は16ch knee coilを使⽤した．また膝軟⾻，筋⾁，
脂肪と同等のT1値，T2値をもつ⾃作ファントム
を作成した．
Sweep法ではRFA を110°，VRFA法ではmin 
angle，mid angle，max angleを30°〜180°の
間でそれぞれ組み合わせて，⾃作ファントムの撮
像を⾏った．得られた画像から物理評価および視
覚評価を⾏った．

【結果】
Sweep法とVRFA 法の物理評価の結果は，ほぼ

同等の値となった．これは，VRFA法の全ての組
み合わせの⾓度で膝関節，筋⾁ともに同じ傾向で
あった．また視覚評価の結果においても，Sweep
法とVRFA法は同等の結果となった．

【考察】
Sweep 法とVRFA法は，物理評価及び視覚評価

の結果は，ほぼ同等となった．このことから，今
後VRFA法を使⽤することで実効TEが短縮される
ためプロトン密度強調画像に応⽤可能だと考える．
但し，RFAを低く設定するとSNRは下がるため注
意する必要がある．

【結語】
3T 膝関節MRI撮像におけるSweep法とVRFA

法併⽤2D TSE 法についての基礎検討を報告した．
VRFA法はSweep法と同等の画質を担保できたこ
とから，2D TSE 法に応⽤可能であることが⽰唆
された．

冠動脈CTにおける⽯灰化とステ
ントの⾃動分類のための深層学習
パラメータ検証

⻑⾕川晃*,**，⼆⽊来菜***，吉⽥皓⽂*,***，
李鎔範***，市川勝弘****

*新潟医療福祉⼤学医療技術学部診療放射線学科
**⾦沢⼤学⼤学院医薬保健学総合研究科
***新潟⼤学⼤学院保健学研究科
****⾦沢⼤学医薬保健研究域保健学系

【⽬的】
我々はcoronary computed tomography 

angiography（CCTA）におけるコンピュータ
⽀援診断システムの要素技術として，⽯灰化ま
たはステントを有する冠動脈と通常の冠動脈の
断⾯像を深層学習によって⾃動分類する⽅法を
提案した（⻑⾕川晃，他︓深層学習を⽤いた冠
動脈CTにおける⽯灰化とステントの⾃動分類，
⽇放技，74(11)，2018)．本研究ではその分
類精度向上を⽬的に，提案法におけるDCNN
（deep convolutional neural network）の最
適化について検証した．

【⽅法】
対象画像は49症例のCCTA画像から再構成し

た冠動脈の直交断⾯画像72051枚（⽯灰化
13035枚, ステント14382枚, 正常44634枚）
である． DCNNはニューラルネットワークモ
デルが⼀般公開されているVGG-16から畳み込
み層を6層増やしたVGG-22を使⽤した．本研
究では全結合層のパラメータに注⽬し，全結合
層の層数を3種類（3層，4層，5層），全結合
層における中間層のユニット数を2種類
（4096，16384）設定し，合計6種類で⽐較
した．なお，VGG-16における全結合層は3層，
中間層のユニット数は4096である．対象画像
のうち64846枚（⽯灰化11732枚, ステント
12944枚, 正常40170枚）を学習データに，
7205枚（⽯灰化1303枚, ステント1438枚, 正
常4464枚）をテスト画像に使⽤した．DCNN
の学習係数は10-3,バッチサイズは8とし，
ホールドアウト検証を7回⾏い，その平均値を
分類精度として算出し，6種類のDCNNを⽐較
した．

【結果】
VGG-22の全結合層において，中間層のユ
ニット数が4096で3層の場合は97.6%，4層の
場合は97.8%，5層の場合は97.0%，中間層
のユニット数が16384で3層の場合は97.9%，
4層の場合は98.0%，5層の場合は97.3%と
なった．したがって，中間層のユニット数を
16384とし，VGG-22から全結合層を1層増や
し，4層としたDCNNがCCTA画像の⾃動分類
に最適であることが⽰唆された．
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線形補間処理を⽤いない
超解像⼿法の提案

佐藤亜唯, 松井⼤易，有⽥圭吾，⽵森⼤智，⽊村⼤輔，
⽚⼭ 豊 ，東⽥満治，市⽥隆雄

⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 中央放射線部

【⽬的】
近年，線形補間処理に⽐べて⾼性能な⾼解像

度化処理として超解像処理が⼀般的に⽤いられ
ている．しかし，超解像処理には直接的なアッ
プサンプリング能⼒がないため初期拡⼤に線形
補間処理を⽤いている．そのため，超解像処理
を適⽤後の画像に望まない平滑化処理が発⽣す
る．本研究ではその影響を避けるため，初期拡
⼤に線形補間処理を⽤いない新たな超解像処理
の⼿法を提案し，従来の⼿法と物理的指標にて
⽐較し評価し，提案⼿法の有⽤性を検証する．
【⽅法】

⽩質と灰⽩質が区分された IB-10 型脳ファ
ントム (京都科学社製) にそれぞれの T1 値を
表現した溶液を注⼊して脳の模擬ファントムを
作成した．撮像装置には 3.0 T magnetic 
resonance imaging (MRI) 装置 Ingenia
(PHILIPS 社製) を⽤いた．⽐較⽤の⾼解像度
画像とする⽬標画像を 512×512 画素，超解
像処理を⾏って⾼解像度化する対象画像を
256×256 画素とし，Spin Echo法による T1 
強調画像にて取得した．対象画像を従来⼿法と
提案⼿法にて超解像処理を⾏い，⽬標画像との
差異を実空間において peak signal to noise 
ratio (PSNR)，周波数空間において power 
spectrum density (PSD)を⽤いて⽐較した．
【結果】
対象画像に 2 種類の超解像を適⽤した際の
PSNR 値は，提案⼿法が従来⼿法に⽐べて良好
な値を⽰した．PSD の形状は，提案⼿法が従
来⼿法に⽐べて⽬標画像により類似した形状を
⽰す結果となった．
【結語】

本研究で提案した初期拡⼤に線形補間処理を
⽤いない超解像処理は，望まない平滑化効果の
少ない⾼解像度画像の再構築が可能であること
が⽰唆された．

コイル塞栓術中のコイル⼲渉を
リアルタイムに把握できる
ソフトウェアの開発

上⽥健太郎1，⽚⼭豊2，⽇浦慎作3，⾼尾由範2，
市⽥隆雄2，川原慎⼀4，⼤畑建治5

1.古河電気⼯業株式会社 研究開発本部 次世代インフラ創
成センター
2.⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 中央放射線部
3.兵庫県⽴⼤学 ⼤学院⼯学研究科 電⼦情報⼯学専攻
4.医療法⼈⼤植会 葛城病院 脳神経外科
5.⼤阪市⽴⼤学⼤学院 医学研究科 脳神経外科
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HP上、会期の事前公開を控えることとします。

⼤会当⽇の冊⼦には印刷されます。



新型FPD装置における画像評価

太⽥知⾥＊, ⼤⻄⿇⾐＊, ⽯橋舞＊, 奈良澤昌伸＊, 
岸本健治＊, 市⽥隆雄＊

＊⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 中央放射線部

【⽬的】
当院では2019年4⽉にコニカミノルタ社製

の新型FPD装置, Aero DR fine (以下fine) が
導⼊された. fineでは画素サイズを100μmとビ
ニング処理による200μmに使い分けが可能で
ある. そこで, 2種類の異なる画素サイズについ
て物理評価を⾏い, 画像の特徴を検討した.

【⽅法】
物理評価として, 1. Presampled MTF, ２. 

NNPS, ３. DQEの⽐較を⾏った. IEC62220－
1に準拠したRQA5の線質を⽤いた. 画像の解析
にはImageJを⽤いた. MTFはエッジ法を⽤い, 
NNPSはSID : 200cmにおいて基準線量１mR
になる条件で撮影した画像を⽤いて算出した. 
DQEは算出したMTF, NNPSから求めた. また, 
CDRADファントムをそれぞれの画素サイズで
5回撮影し, 得られた画像をCDRAD analyser
で解析して平均のIQF inv. を求めた.

【結果】
MTFは1.5cycles/mm以上の⾼周波領域で

100μmの⽅が200μmよりも⾼くなった. 
NNPSはほぼ同等の値を⽰したが, ⾼周波領域
では200μmの⽅が100μmよりも僅かに良く
なった. DQEは1cycles/mmで100μm, 
200μmともに57％となり同等の結果となった.
IQF inv.  は100μmが6.24, 200μmが4.06と
なり100μmの⽅が良好な結果を⽰した.

【結論】
今回の検討結果により100μmは200μmより

も解像度に優れていることが確認された. この
ことからより細かい構造の観察が求められる⼿
指等の撮影に適していると考えられる.

Total Variation法を⽤いた正則
化付き画像再構成によるノイズ
除去性能

峠⽥晃伸, ⽩井清教、坂下直洋、⼤野歩果、伊泉哲太

⼤阪国際がんセンター
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【⽬的】
画像に関する何らかの事前情報を⽤いて,画

像再構成することを正則化付き再構成という.
正則化付き再構成により,1)投影⽅向数が制限
された,または⾓度⽋損がある投影データ,2)低
線量で撮影されたノイズの影響が⼤きい投影
データから原画像の復元ができる.本研究で
は，2)に着⽬し数値ファントムを⽤いたシミュ
レーションにより,正則化付き再構成のノイズ
除去性能を視覚評価にて明らかにする.なお,正
則化にはTotal Variation法,再構成には最⼩⼆
乗法による逐次近似再構成を利⽤した.

【⽅法】
数値ファントムにはShepp-Loganファント

ムを⽤い,⼤きさは128×128画素，深度は
32bit grayscaleとした.投影⾓度数は被写体の
周囲180度について512,直線サンプル数は128
として,サイノグラムを作成した.サイノグラム
に投影データ取得過程におけるノイズを想定し
て,10, 15, 20, 25, 30dBまで５段階に変化さ
せたガウスノイズを付加した（10dBが最もノ
イズが⼤きい）.これによりノイズレベルの異
なる5種類のサイノグラムを得た.これらサイノ
グラムから,正則化付き最⼩⼆乗法でそれぞれ
再構成した.なお最⼩⼆乗法の繰返し回数は
500回とした.これら5枚の再構成画像と,ノイ
ズを付加せずに再構成した1枚を加えた合計6
枚で,正規化順位法による視覚評価を⾏った.な
お視覚評価は放射線技師15名にて⾏った.

【結果】
順位はノイズ無
>25dB>30dB>20dB>15dB>10dB画像に
なった.ただし,20,25,30dBとノイズ無のそれ
ぞれの再構成画像間で有意差はなかった.⼀
⽅,10,15,20dB間では有意差があった.

【結論】
正則化付き再構成のノイズ除去性能を視覚評

価にて評価した.10,15dB画像は明らかに劣っ
ていたが,20dB程度のノイズ量であれば,再構
成画像の画質には⼤差はなかった.



畳み込みニューラルネットワーク
を⽤いた
胸部X線画像のポジショニング評価

川下郁⽣*,**，蓑⽥和貴*，井上聖**，⽴永謹**，伊
達卓⼆***，清⽔壽⼀郎*,**

*広島国際⼤学⼤学院医療・福祉科学研究科医療⼯学
専攻，
**広島国際⼤学保健医療学部診療放射線学科，
***保健医療経営⼤学

【⽬的】
本研究の⽬的は畳み込みニューラルネット
ワーク（以下DCNN）を⽤いた胸部X線画像の
ポジショニング評価ツールの開発である。胸部
撮影は短時間、低コスト、低被ばく線量で呼吸
器、循環器を中⼼に広範囲の情報が得られる有
⽤な検査である．しかし途上国では，撮影者の
技術不⾜によりポジショニングに問題が多いこ
とが指摘されている．そこで我々は，検像業務
の⽀援を⽬的とした画像評価ツールの開発を試
みている．本発表ではポジショニング確認に関
する実験結果を報告する．

【⽅法】
画像データベースは，標準デジタルX線画像
データベースの247症例である．確認項⽬のう
ち，正⾯性，肩甲⾻の肺野との重複は，U-Net
による領域抽出結果をもとにしている．さらに
正⾯性は，鎖⾻頭先端と胸椎棘突起をDCNNに
よる回帰により座標を求めて評価した．

【結果】
肺野，肩甲⾻，鎖⾻，胸椎棘突起の抽出精度
をJaccard係数によるゴールドスタンダード
（以下GS）との⼀致率で評価した結果，247
症例の平均値はそれぞれ0.95，0.75，0.71，
0.40であった．肺野と肩甲⾻の重複率の⾯積
⽐0.1を検出基準としたとき，観察者主観とGS
との⼀致率90.3％に対し，提案⼿法の⼀致率
は84.6％であった．正⾯性は鎖⾻頭先端－胸
椎棘突起間距離⽐2.0を検出基準としたとき，
観察者主観とGSとの⼀致率83.8％に対し，提
案⼿法の⼀致率は80.2％であった．

【まとめ】
DCNNを⽤いて胸部X線画像の正⾯性、肩甲
⾻と肺野の重複を評価する⽅法を開発した．学
習画像数を増やすことで，観察者の主観と同等
以上の精度が得られれば検像⽀援ツールとして
活⽤可能と考える．

深層学習によるシーティング⽀援
システム構築に向けた⾞いす座位
姿勢の判定

【⽬的】
⾼齢者が⾞いすに座った状態で適切な時間、

快適に⽬的を持って過ごすことができるよう
に、その⼈の⾝体機能や⽣活、環境に⾞椅⼦を
調整する「シーティング」の技術が求められて
いる。本研究では，看護領域および介護領域に
おける⾞椅⼦シーティングの技術⽀援において
⼈⼯知能技術（AI）を活⽤することができる
かについて初期的なシステムの構築及びその有
⽤性を検討した．

【⽅法】
対象は48名の成⼈ボランティアとした．ま

ず標準型⾞いすを⽤いてボランティアに16パ
ターンの異なる座位姿勢をとり，その座位姿勢
を正⾯と両側⾯から光学ディジタルカメラで撮
影した．その後，16パターンの異なる画像を
深層学習ネットワークに学習させた．深層学習
ネットワークには，⾃然画像で学習済の
AlexNetを使⽤して，転移学習法を⽤いた．取
得した画像のうち8割をトレーニングデータと
して，残り2割を評価⽤のテストデータとし
た．評価には混同⾏列を⽤いて，5-fold cross 
validation法を⽤いて評価した．

【結果】
正⾯のみ及び3⽅向の画像を⽤いたいずれに

おいても，トレーニングデータの精度は約
85％，テストデータによる精度は約60％で
あった．
【考察】
⿇痺等を想定した異なるポジショニングにお
いて，画像のみから60％の精度で分類できた
ことは，シーティング技術へのAI⽀援の可能
性を⽰すことができた．本研究では予備研究で
あったため，収集した対象数が少ないことや，
実際のまひのある⾼齢者の姿勢とは異なるなど
リミテーションも多く存在する．今後は，これ
らの課題を克服しながら「シーティング」⽀援
システムの開発を⾏う予定である．

林 則夫*，福島昌⼦**，樋⼝友紀**，佐藤有将***，
丸⼭朋⼦****，⾺込⼤貴*****，林 達也******，
渡部晴之*，⼩倉明夫*，⼩倉敏裕*

*群⾺県⽴県⺠健康科学⼤学診療放射線学部
**群⾺県⽴県⺠健康科学⼤学看護学部
***群⾺⼤学医学部附属病院放射線部
****信州⼤学医学部附属病院放射線部
*****駒澤⼤学医療健康科学部
******帝京⼤学医療技術学部
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DCNNによる超解像処理におけ
るDR圧縮処理の影響

林藍⼦*,平⽥更紗*,前川賢⽃*,⼭⽥圭紀*,三宅久美⼦*,
中務博章*,森広雅史*,福井亮平**,川下郁夫***,
⽩⽯順⼆****

*マツダ株式会社マツダ病院画像診断科
**⿃取⼤学医学部附属病院放射線部
***広島国際⼤学診療放射線学科
****熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部

【⽬的】
近年， AIを応⽤した医⽤画像処理技術が開発さ

れているが，既存の画像処理とAI画像処理を組み
合わせた場合の影響についての報告はない．本研
究では，DR圧縮処理とDeep Convolutional 
Neural Network(DCNN)による超解像処理を組み
合わせた場合に画像が受ける影響を⼀対⽐較法に
よる視覚評価で検証した．

【⽅法】
ディジタル画像システムはCALNEO C 1717 

Wireless SQ(マトリクスサイズ2816ｘ2816,ピク
セルサイズ0.15mm．富⼠フィルム社）を⽤いた．
評価対象は，体幹部ファントムの胸腰椎移⾏部の
側⾯像とし，ファントムを-45°〜45°まで5°ずつ
傾けて撮影を３回⾏い，57画像を取得した．取得
した画像からそれぞれDR圧縮なし，DR圧縮あり
(強度4種類)の計5種類の画像を作成した。試料画
像はTh12~L2が含まれるようマトリクスサイズ
1500ｘ1500で切り出したROIとした．超解像処理
（DDSRCNN）の学習および評価は，ROIをビニン
グにより画素数を1/3に劣化させたものを低解像度
画像，実画像を教師データとして実施した．超解
像処理の有無によるDR圧縮の効果の変化を，-
5°,0°,5°の3つの⾓度で得られた画像について，
シェッフェの⼀対⽐較法の浦の変法を⽤いて，観
察者5名により検証した。

【結果】
胸腰椎移⾏部における椎体部の観察のしやすさ

の平均嗜好度は，⾓度に関係なく，また，超解像
度処理の有無に関係なく，DR圧縮の強度が強いほ
ど⾼くなる傾向にあり，超解像処理前後の5種類の
試料画像の平均嗜好度の相関係数は0.98と⾮常に
⾼い値となった．

【結論】
既存の画像処理法の⼀つであるDR圧縮処理にAI

による超解像の画像処理を組み合わせた場合，超
解像度処理の有無は，診断対象となる部位の観察
の嗜好度の優劣には影響せず，DR圧縮処理の効果
が維持されることが判明した．

膝軟⾻3次元形状変化の可視化の
ための症例間位置合わせ

縄⼿就⽮, 健⼭智⼦, 福間⼀輝

広島⼯業⼤学情報学部 知的情報システム学科
知的情報可視化戦略研究室
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Teaser
&
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【研究背景と⽬的】
膝半⽉板の損傷度合いの診断において，臨床
現場では⼀般的に問診とMR画像から⾏う．MR
画像からの診断は，臨床医がMR画像の膨⼤な
2次元スライス画像を直接⽬視から読影するこ
とで膝半⽉板の損傷を観測する．
しかし，限られた時間でその膨⼤なMR画像の
2次元スライス画像を観測することは，臨床医
にとって⼤きな負担となってしまうだけでなく，
膝半⽉板の3次元形状を直感的に理解すること
は難しい．

また臨床医の知識や経験をもとに診断（主観
的観測）をすることとなるため，臨床医ごとの
診断にバラツキが⽣じる可能性が極めて⾼くな
る．
ゆえに，3次元空間上で直接対象領域の形状の
変化を客観的に観測し，可視化する診断⽀援の
確⽴は重要である．

本研究では，撮像されたMR画像から膝軟⾻
領域を3次元空間上で可視化し，膝半⽉板形状
を直接⽤いた診断⽀援の確⽴を⽬指す．

まず可視化法として，収集された膝半⽉板の
症例データを，臨床医の知識と経験に基づいて
領域分割し，膝半⽉板の3次元形状を提⽰する．
さらに，膨⼤な症例間における形状の平均とバ
リエーションを提⽰し，臨床⽀援システムへの
応⽤を⽬指す．

収集された症例間情報を3次元空間上に可視
化すると，撮像時における姿勢や個⼈差（半⽉
板の位置）などのずれが確認された．膝半⽉板
の3次元形態変化観測の影響となるため，本研
究では症例間の位置合わせを検討する．

今回，症例間の膝領域位置の位置合わせとし
て，重⼼による位置合わせとICP（Iterative 
Closet Points）による位置合わせ，2つの⼿法
を検討した．

本稿では，重⼼位置合わせとICPによる位置
合わせの２つ位置合わせ⼿法の検証と評価を⾏
う．



圧縮センシングを⽤いたCTの
被曝低減処理

河合 美穂*，⽚⼭ 豊*，⽇浦 慎作**，肥本⼤輔*，出
⽥ 真⼀朗*，垣⾒ 明彦*，⽵森 ⼤智*，⼭⽥ 英司*，
市⽥ 隆雄*
* ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 中央放射線部
** 兵庫県⽴⼤学⼯学部

【⽬的】
国連科学委員会 (UNSCEAR) によると，⽇

本の医療被ばくは他の医療先進国と⽐較して多
いとされている．その中でも Computed 
Tomography (CT) 検査による放射線被ばくが
最も多い．
⼀般的な CT 検査の CT における被ばく低減へ
のアプローチとして，逐次近似再構成の利⽤や
低管電圧撮影などが⼀般的に⾏われている．し
かしそれらの⼿法を⽤いても，CT 検査の撮影
線量を⼤幅に低減することは未だ実現できてい
ない．
そこで今回，投影データ数を減らした画像に対
して，圧縮センシングを⽤いて再構成を⾏い，
画質低下の少なく，被ばく線量の低減を可能と
する⼿法の提案を⽬的とする．

【⽅法】
通常の CT 検査の撮影線量で撮影した CT 画

像から，投影数を減少させ，圧縮センシングを
利⽤して投影データ数を減少させた画像の再構
成を⾏う．投影数を減少させていていない再構
成画像と，圧縮センシングを⽤いて再構成した
画像の差異を⽐較した．

【結果】
投影数を減少させ，圧縮センシングを⽤いて

再構成した CT 画像は，投影データ数を低減さ
せてない CT 画像と類似した画像であった．

【結論】
圧縮センシングを⽤いることによって，必要

とされる投影データ数を減らすことができ，被
ばく低減が実現する可能性が⽰唆された．
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深層学習によるCT検査の撮影部
位の⾃動分類

Barata Tripramudya Onggo*, 太⽥丞⼆**，
森康久仁***，堀越琢郞****，横⽥元*****，
須鎗弘樹***

* 千葉⼤学⼯学部情報画像学科
** 千葉⼤学医学部附属病院放射線部
*** 千葉⼤学⼤学院⼯学研究院
**** 千葉⼤学医学部附属病院放射線科
***** 千葉⼤学⼤学院医学研究院

座⻑︓岸本健治（⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院）
寺本篤司 （藤⽥医科⼤学医療科学部）Teaser & Poster (演題番号B01-B16) 11:40-12:00

Teaser
&
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【背景】
CT撮影時の放射線被ばくのリスクは無視で

きない．令和2年4⽉より，患者の被ばく管理
が義務化される，それに伴い，患者被ばく線量
の情報収集と集計をすることができるDose 
Index Registry(DIR)システムを活⽤する施設
が増えている．現状のDIRシステムは，RDSR
もしくはDICOM画像のTag情報から撮影部位
を選別しているが，診療業務で起こりうるエ
ラーに対応できず，誤った撮影の選別が⾏われ
てしまう問題がある．

【⽬的】
近年コンピュータービジョンにおいて優れた

性能を発揮し続けてきた深層学習を⽤いること
で，CT画像から特徴量を直接学習可能な⾃動
選別モデルを構築可能と考えられる．本研究で
は，⾼精度のDIRシステムの開発に向け，深層
学習を⽤いてCT撮影の撮影部位の⾃動選別を
⾏えるモデルを開発することが⽬的である．

【⽅法結果】
本研究では，CT画像を頭部，頸部，胸部，
腹部，⾻盤5つの撮影部位に分類をするための
畳み込みニューラルネットワーク(CNN)モデル
を構築する．また，本研究で決定された撮影部
位の定義により，境界領域では2つの部位とし
て分類できるCT画像があるため，マルチラベ
ル問題としてモデルの学習を⾏う．学習を⾏う
ためのデータセットは，撮影部位のラベルが付
けられた95症例から収集された6,327枚の
axial CT画像を⽤いる．モデルの過学習を防ぐ
ために，画像のシフト，回転，拡⼤・縮⼩をラ
ンダムに⾏うデータ拡張を適⽤し，学習を⾏っ
た．学習に⽤いていない新規のテスト画像に対
し，学習したモデルを適⽤した結果，97%以
上の分類精度を達成した．



深層学習を⽤いた胸部X線画像に
対する障害陰影検出の基礎的検討

間井良将 清⽔幸三

奈良県⽴医科⼤学附属病院 中央放射線部

【⽬的】
診断X線画像において障害陰影は画像診断の

妨げとなる．通常，障害陰影は検像により指摘
しうるが，障害陰影の原因となる物体と⼈体構
造とのコントラスト如何では指摘困難な場合が
少なくない．Single Shot Multibox
Detector︓SSDは深層学習を⽤いた物体検出
⼿法の⼀つであり，多⽤途に⽤いられている．
本検討では胸部X線画像に対して，SSDを⽤い
た障害陰影検出の可否について基礎的検討を
⾏った．

【⽅法】
本検討のアーキテクチャは，深層学習ライブ

ラリChainerCV実装のSSD512を転移学習して
⽤いた．学習データは⾐服⽤ボタンを無作為に
配置したX線画像を撮影し，512x512に分割し
作成した．学習は段階的にData 
Augmentationと学習率を調整し，ホールドア
ウト法にて⾏った．Data AugmentationはX
線画像の特性から，通常⼿法のランダムフリッ
プに加え，ランダムノイズ付加を⽤いた．ま
た，⽇本放射線技術学会標準ディジタル画像
データベースより正常胸部画像を無作為に加え
ることで偽陽性率の低下が期待できると考え
た．評価データはボタンA（樹脂製，
φ20mm，t3mm），B（樹脂製，φ10mm，
t3mm），C（⾦属製，φ8mm，t1mm）を，
胸部ファントムの肺野，肺野外に１画像あたり
５個配置し，当院プロトコールにて撮影し評価
画像とした．学習済みモデルを⽤いて評価画像
上のボタンを検出し，感度，精度にて評価し
た．

【結果と考察】
肺野外の感度83％に対して，肺野は72％で

あった．ボタン別ではCの感度が98％と最も⾼
くA，Bは感度が低下しコントラストが影響し
たと考えられる．偽陽性率が⾼く精度が低いも
のの，指摘箇所は明⽰されており，全体では感
度77％ある事から実現可能性が⽰唆されたと
考える．

深層学習による冠動脈CT画像の
⾃動分類
〜逐次近似再構成法の影響〜

⽵内 悠*，⻑⾕川 晃**，李 鎔範***

*横浜南共済病院，
**新潟医療福祉⼤学医療技術学部診療放射線学科，
***新潟⼤学⼤学院保健学研究科

Session Ⅲ  (演題番号C01-C04) 15:50-16:50 座⻑︓⽚⼭ 豊（⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院）
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Coronary computed tomography 
angiography (CCTA)では，⽯灰化やステント
により⾎管内腔評価が困難となる．これらは冠
動脈狭窄症の陽性的中率の低下の⼀因となる．

そこで，冠動脈の病態を⾃動分類し，さらに
狭窄の有無を⾃動検出するコンピュータ⽀援診
断(computer-aided diagnosis :CAD)システ
ムの開発が期待される．我々はこのうちCCTA
における冠動脈の直交断⾯画像を使⽤し，深層
学習を⽤いて⽯灰化を有する冠動脈，ステント
を有する冠動脈，⾼吸収のない冠動脈の3群に
⾃動分類するシステムを⽬指している．

本研究の⽬的は⽯灰化群，ステント群，⾼吸収
なし群の3群に⾃動分類するにあたり，逐次近
似再構成(iterative reconstruction :IR)法の強
度の違いが深層学習による分類精度に影響する
かを調べることである．本研究では，25症例
に対してAquilion ONE Vision Edition 
(CANON MEDICAL SYSTEMS)で撮影された
CCTA画像を使⽤した．この装置のIR法は
adaptive Iterative dose reduction (AIDR) 
3Dが使われており，「Weak」「Mild」
「Standard」「Strong」の4種類のIRの強度
を選択できる．「Weak」から「Strong」にい
くほどノイズ低減効果が強くなる．CCTA画像
から3次元画像再構成により冠動脈直交断⾯画
像27,903枚（Weak画像6,989枚，Mild画像
7,077枚，Standard画像6,693枚，Strong画
像7,144枚）を取得した．これらの画像を深層
学習のうちdeep convolutional neural 
network (DCNN; VGG-22) を⽤いて⾃動分類
を⾏った．VGG-22は，ネットワークモデルが
⼀般公開されているVGG-16から畳み込み層を
6層増やしたDCNNであり，冠動脈直交断⾯画
像の⾃動分類を最も精度よく⾃動分類できた
DCNNである．分類精度の検証は25症例の
leave-one out cross validationで⾏った．1
症例をテストデータとし，残りの24症例すべ
てのIR強度画像を学習データとした．
「Weak」「Mild」「Standard」「Strong」
の正診率は，それぞれ96.0%，95.9%，
96.6%，96.0%となった．本研究の結果よ
り，IR強度が変わっても分類精度に影響が出
ないことが⽰された．



深層学習を⽤いた⾻SPECT画像
に対する減弱補正法の検討

橋本拓磨, 村⽥泰輔, 澤⽥晃⼀, 飯森隆志, 桝⽥喜正

千葉⼤学医学部附属病院 放射線部

【⽬的】
⾻SPECT画像におけるSUV(Standardized 

Uptake Value)を算出するにはCTを⽤いた減
弱補正(CTAC)が必須であるが,SPECT/CT装置
を保有している施設はまだ多くない.また医療
被ばくの最適化という観点から,患者の被ばく
低減に向けて努めなければならない.そこで深
層学習の⼀種であるGAN(Generative 
Adversarial Networks)を⽤いたCTを撮影し
ない減弱補正法を考案し,従来法のCTAC画像と
⽐較し評価を⾏った.

【⽅法】
SPECT/CT装置はInfinia Hawkeye 4(GE社),

解析ソフトとしてGI-BONE(AZE社),ネット
ワークモデルはCycleGANを使⽤した.学習画像
として,前⽴腺癌を対象とした⾻シンチグラ
フィにおけるSPECT/CT撮像を⾏った患者の内,
⾻転移ありと診断された患者13症例,⾻転移な
しと診断された患者27症例の計40症例の画像
を使⽤した.⽅法１として40症例の内30症例を
学習画像,10症例を検証画像として4分割交差
検証を⾏った.減弱補正なしの画像(NAC画像)
を⼊⼒し,CycleGANによって⽣成した画像を
fake AC画像として出⼒した. このとき⼊⼒画
像の画素値が0~2000で -1~1となるよう正規
化を⾏った.40症例(97部位)に対するCTAC画
像とfake AC画像のSUV maxを算出
し,spearmanの順位相関係数, Bland-Altman
分析による評価を⾏った.⽅法２として40症例
の内10症例を⽤いて,画素値の範囲を拡張して
正規化を⾏い,それぞれ同様の学習,評価を⾏っ
た.

【結果】
⽅法１のspearmanの順位相関係数は

0.8290と強い相関が認め,Bland-Altman分析
で負の⽐例誤差を認めた.⽅法２では,正規化の
範囲を拡張するほどspearmanの順位相関係数
は⼩さくなり, Bland-Altman分析でいずれも
負の⽐例誤差を認めた.

【結語】
⾼集積部位ほどSUVを過⼩評価する傾向が認

められたが,概ね良好な結果となった.また画素
値の正規化の範囲を拡張しても⾼集積部位の過
⼩評価は改善されず低集積部位にも悪影響を及
ぼした.

深層学習を利⽤した疑似結節陰影
画像の⽣成⼿法の検討

後藤拓真*、村松千左⼦**、⻄尾瑞穂***、⼋上全弘****、
富樫かおり*****、藤⽥広志******

*岐⾩⼤学⼤学院⾃然科学技術研究科、
** 滋賀⼤学データサイエンス学部、
*** 神⼾⼤学医学部附属病院放射線診断・IVR科、
**** 医学部附属病院先制医療・⽣活習慣病研究センター、
***** 京都⼤学医学研究科医学専攻

放射線医学講座画像診断学・核医学、
****** 岐⾩⼤学⼯学部電気電⼦・情報⼯学科

⽇本において，肺癌は部位別がん死亡者数の
第1位であり，初期の⾃覚症状を⾒過ごしてし
まう場合も多く，全⾝に転移しやすい．肺癌の
診断として胸部CT画像を⽤いた画像診断が有
⽤であり，近年ではコンピュータ⽀援診断
(CAD)において深層学習を⽤いた良悪性判別診
断も有⽤性が⽰されている．しかし学習には⼤
量のトレーニングデータを必要とする⼀⽅で簡
易な健康診断等ではCT検査を⾏う場合は少な
く，医師の所⾒を持つ臨床データの収集は容易
ではない．

そこで我々は深層学習により⽣成した疑似結
節画像をトレーニングデータに加えることで，
CADによる良悪性判別の精度向上に寄与する
かを調査した．

疑似結節画像を⽣成するネットワークには
Cycle Generative Adversarial Networks 
(Cycle GAN)をベースに⽤いた．Cycle GANは
画像群AとBという2クラスの画像特徴をそれぞ
れ学習することで，Aクラスの画像aをBクラス
の画像特徴をもつB(a)として出⼒させること
ができる．また，モデルにOne-hotラベルを追
加し，同⼀クラス内においても異なる特徴を持
つ画像を⽣成できるよう改良を⾏った．

本研究では肺結節CTデータベースの拡充を
⽬的とし，肺結節CT画像599枚と胸部単純X線
画像1430枚を学習に⽤い，疑似肺結節CT画像
を⽣成する．学習及び⽣成において，辺縁の性
状をOne-hotラベルの⼊⼒とした．

⽣成した疑似肺結節CT画像を良悪性判別モ
デル(resnet50)の学習画像に追加したとこ
ろ，判別精度は72.8%となった．この結果は
原画像のみで学習した場合の62.6%，回転に
よるデータ拡張を⾏った場合の66.7%と⽐較
し⾼い結果を⽰す．以上により深層学習による
疑似結節陰影画像を⽤いたデータ拡張は良悪性
判別の精度向上に有⽤であると⽰唆された．
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