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日本CT検診学会 夏期セミナー 2022開催のご案内

日　　時： 現地講演およびライブ配信
 2022年7月23日（土）9：30～16：30
現地会場：	一橋講堂・中会議場
 （東京都千代田区一ツ橋2丁目1-2
 学術総合センター内）
アクセス：	東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都営新

宿線「神保町駅」（A8・A9出口）徒歩4分
 東京メトロ東西線「竹橋駅」（1b出口）徒歩4分
代表世話人：	鈴木　健氏 先生（トヨタ自動車株式会社）
ライブ配信： ZOOMウェビナー
 ※7月20日ごろメールにてご案内予定
オンデマンド配信：
 2022年8月  1日（月）12：00～
 　　　 8月31日（水）17：00（予定）
 ※8月1日正午にメールにてご案内予定
現地講演およびライブ配信申込期間：
 2022年6月1日（水）～7月19日（火）
オンデマンド配信申込期間：
 2022年6月1日（水）～8月22日（月）
参加申込みについて：
日本CT検診学会HPの参加申込フォーム（https://

www.jscts.org/formmail.php?type=seminar2022）より
お申込みいただけます。
※ 現地講演またはライブ配信での参加を希望される場
合は7月19日までにお申込みおよび参加費のお振込
みをお願いいたします。

参加費：
事前振込 医師、メーカー、工学関係者 放射線技師他
会　員 10,000円   5,000円
一　般 15,000円 10,000円

プログラム
9：30-9：35
開会挨拶

9：35-10：55
第25回読影セミナー
世話人・座長：松迫 正樹 先生（聖路加国際病院）
講　演： 「e-learningクラウドシステムのご紹介と非腫

瘍性病変の判定と follow upについて」
 丸山 雄一郎 先生（浅間南麓こもろ医療センター）
講　演： 「肺癌と鑑別を要する疾患の画像診断」
 負門 克典 先生（がん研有明病院）
第25回読影セミナーでは、今年の2月に新バージョ

ンが公開された「低線量CT肺がん検診画像の読影自
己演習e-learningクラウドシステム」について、作成
に直接携われた丸山雄一郎先生に、その特色と活用法
についてご紹介いただきます。さらに、CT検診でし
ばしば遭遇する非腫瘍性病変についての判定の基準や
follow-upの手順についても解説していただきます。ま
た、検診CTを読影するにあたり、肺がんと鑑別を要
する種々の疾患や病変の取り扱いについて迷われるこ
とも多々あるかと思いますが、これらの疾患の画像診
断について、負門克典先生に解説していただきます。
お二人とも肺がんの画像診断のエキスパートですので、

https://www.jscts.org/formmail.php?type=seminar2022
https://www.jscts.org/formmail.php?type=seminar2022
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今回のご講演で皆さまの日頃の疑問にもお答えがみつ
かり、明日からの読影においてきっとお役に立つもの
と考えております。

11：05-12：05
第3回COPDセミナー
世話人・座長：中野 恭幸 先生（滋賀医科大学）
講　演： 「COPD新診療ガイドライン：診断や患者管理

におけるCTの役割」
 柴田 陽光 先生（福島県立医科大学）

COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイ
ドライン第6版が2022年5月に発刊されました。第5版
は2018年の発刊ですので、4年ぶりに改訂されたことと
なります。本セミナーでは、このガイドライン第6版の作
成委員会委員長である福島県立医科大学の柴田陽光先
生をお招きし、新ガイドラインに関してのお話しを伺いま
す。また、COPDの診断や患者管理におけるCTの役割
についてもお話しいただく予定です。どうぞお楽しみに。

12：10-13：00
ランチョンセミナー
（共催：シーメンスヘルスケア株式会社）
講　演： 「AI（人工知能、拡張知能）を用いた診断支援

ツールがもたらすCT検診でのワークフロー改
善と付加価値提案」

座　長： 牛尾 哲敏 先生（滋賀医科大学）
演　者： 岩田 和浩 先生（シーメンスヘルスケア株式会社 

デジタルヘルス&SYNGO事業部）

13：05-14：05
第15回技術セミナー
世話人・座長：鈴木 健氏 先生（トヨタ自動車株式会社）
講　演： 「超低線量CT肺がん検診への挑戦 ～1/100線

量を目指して～」
 浅井 美咲 先生（安城更生病院）
講　演： 「新しい再構成法による低線量肺がん検診への

適応」
 鈴木 千晶 先生（聖隷三方原病院）
今年で15回目を迎える技術セミナーでは、低線量

CT検診の撮影条件において、ディープラーニングを用
いて設計された画像再構成技術AiCEを取り入れて使用
されている2施設の先生方に、その使用経験を発表し
ていただきます。これから導入を検討されている施設は
もちろんのこと、既に導入済みのご施設も参考になれ
ばと思います。また、AiCEを搭載した装置がない施設
においても、撮影条件を見返す機会に活用いただける
と思いますので、是非ご参加ください。

14：10-15：00
第2回CADセミナー
世話人・座長：大野 良治 先生（藤田医科大学）
講　演： 「胸部疾患のAIラジオゲノミクス検診」
 仁木　登 先生（徳島大学）
この度、第2回CADセミナーの当番世話人を務めま

す藤田医科大学放射線医学教室の大野良治です。長年
CAD部会長を務められていた徳島大学の仁木　登先生
の後任として、今年からCAD部会長を務めています。
仁木先生はCT肺がん検診の黎明期から長年CADな

どの研究を継続的にされており、ぜひその経験や今後の
展望に関して皆様にお伝えいただきたく、第2回CAD
セミナーの講師をお願いし、ご快諾いただきました。
講演タイトルは「胸部疾患のAIラジオゲノミクス検

診」であり、今後の本学会の進むべき新たな方向性を示
唆されているようなご講演を拝聴できると期待しており
ます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

15：05-16：25
第4回大腸CTセミナー
世話人・座長：歌野 健一 先生
 　　　（福島県立医科大学会津医療センター）
講　演： 「技術面から見た大腸CT検査の低線量化」
 藤原 正則 先生（亀田総合病院附属幕張クリニック）
講　演： 「臨床面から見た大腸CT検査の低線量化」
 安田 貴明 先生（長崎県上五島病院）
今回の大腸CTセミナーでは大腸CT検査の被曝低
減を取り上げる。近年、逐次近似応用再構成法の登場
により、1 mSvを下回る超低線量で撮影された大腸CT
画像でも、ノイズを大幅に削減することが可能となっ
た。では、sub-mSv大腸CTは実際に臨床応用可能な
のか？ その際の注意点は何か？ 二人の演者の先生に技
術的側面と臨床的側面から御講演いただく。

16：25-16：30
閉会挨拶

◎	本セミナーに参加いただくと、以下の単位を取得できます。
・ 肺がんCT検診認定機構
 認定医師および認定技師更新単位
 認定医師：読影セミナー、COPDセミナー
 （肺気腫セミナー）への参加 ...............................5単位
 認定技師：セミナーへの参加 ............................ 7単位
・ 日本呼吸器学会
 呼吸器専門医資格更新に係る研修単位 ............. 2単位
・ 日本大腸CT専門技師認定機構
 大腸CT専門技師の資格更新に係る研修単位 ...5単位
・ 日本X線CT専門技師認定機構
 X線CT認定技師更新単位（Ⅱ-3　1日以上） ......6単位
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第30回日本CT検診学会 学術集会のご案内
第30回日本CT検診学会学術集会大会長
済生会熊本病院予防医療センター
満崎克彦

この度、第30回日本CT検診学会学術集会の大会長
を拝命しました。第30回という節目の大会長拝命で身
の引き締まる思いです。ご承知の通り本学会は、1994
年「胸部CT研究会」として発足し、近年ではCT機器
の技術革新と解析技術の進歩により、胸部に限らず
様々な領域を対象として活発な研究活動が行われてい
ます。
そしてこの度、2023年2月17日､ 18日の金土2日
間、熊本市中心部に位置する「熊本城ホール」を会場
に、学術集会を開催する運びとなりました。会場は、
駅・空港ともに比較的アクセスも良く、熊本城には徒
歩5分という立地です。オープン間もない施設で、ホ
テルや商業施設が併設しております。その会場におい
て、現地発表のほかオンラインWebを併用した「ハイ
ブリッド方式」での発表と、先生方によるご講演やセミ
ナーを開催できるよう鋭意準備中です。
なお、今回のテーマは「Challenge & Evolution～乗

り越えて､ 未来へ～」とさせていただきました。コロナ
禍を乗り越えその先へ進むためには、様々な壁を乗り越
え挑戦し進化し続ける必要があります。「低線量肺がん
CT検診」の普及とその対策型導入への挑戦、大腸がん
検診、循環器領域、筋肉や骨格という生活習慣病診断
への応用、社会の仕組みを根本から変える可能性のあ
る「人工知能：AI」の画像診断への応用など、今後さら
に議論を進め「挑戦」し、「進化」させていく課題が数
多く残されています。
本学術集会では「Challenge & Evolution」の心意気
でCT検診の進歩と正しいCT検診の普及のために会員
の皆様と議論を深めていきたいと考えております。
まだまだ、コロナ禍で大変な時期ではございますが、

皆様のますますのご繁栄とご健勝を心よりお祈りすると
ともに、熊本地震からの復興が進む「火の国くまもと」
でお会いできることを楽しみにしております。

第30回日本CT検診学会学術集会
会長： 満崎　克彦
 （済生会熊本病院予防医療センター センター長）
会場： 熊本城ホール
 （〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町3-40）
会期： 2023年2月17日（金）・18日（土）
HP： https://www.c-linkage.co.jp/jscts30/index.html

運営事務局
株式会社コンベーションリンケージ
〒860-0805  熊本県熊本市中央区桜町2番17号
TEL：096-288-0882    FAX：096-288-0883
E-mail：jscts30@c-linkage.co.jp

第30回 
日本CT検診学会
学術集会
Challenge and Evolution
～乗り越えて､未来へ～
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運営事務局 
株式会社コンベーションリンケージ
〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町2番17号 第2甲斐田ビル5階　
TEL ： 096-288-0882   　FAX ： 096-288-0883　　e-mail ： jscts30@c-linkage.co.jp

大会事務局 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院　予防医療センター
〒861-4193 熊本県熊本市南区近見5丁目3番1号
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日本CT検診学会設立30周年記念誌のご寄稿について
日本CT検診学会	広報委員長
草野　涼

このたび、日本CT検診学会は設立30周年の記念す
べき年を迎えます。

1994年に本学会の前身となる胸部CT検診研究会が
誕生してから今日に至るまで、会員の皆様と歩みを共
にし、低線量CT検診の道なき道を進んでまいりまし
た。この節目の時機を捉え、これまでの本学会がどの
ように変遷して現在に至ったかを振り返り、その歴史
から謙虚に学ぶべきを学んで、今後の発展に資すること

を目的として30周年記念誌の編纂を行うことといたし
ました。
我々は低線量CT検診の有効性を高め、問題点を解
決するために、検診成績や新しい技術について研究を
続けてまいりました。これまで学術集会での発表の学
術誌の発刊、イベントやご意見などを紹介するメール
マガジンの発行などと、折に触れた情報発信を行って
まいりましたが、今回は当学会の活動に留まらず、国
内外での低線量CT検診の道程を振り返る医学史として
の発刊でもあります。

https://www.c-linkage.co.jp/jscts30/index.html
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つきましては、本学会関係者ならびにゆかりのある
皆様へ寄稿依頼を申し上げる次第です。
立ち上げ当初から黎明期を支えてくださった諸先輩

方によるこれまでの出来事の思い出話は、懐古の情に
浸らせるだけではなく、低線量CT検診の過去から未
来へとつながる道筋の大事な記録でもあります。また、
関連団体の諸姉諸兄からの叱咤激励は、今後の活動を
活性化させるための珠玉の金言でございます。現役員・
委員長の皆様におかれましては、日夜取り組まれてお
られる研究・実地の成果のご報告や今後の抱負・活動

指針などを頂戴できると、本学会の活動を内外に広く
知らしめるとともに、今後の学会運営の具体的な方策
策定にも寄与するものと考えます。
寄稿はテーマを挙げさせていただきますが、文体の定
型などにとらわれず自由にお書きいただけますと、ご寄
稿頂いた諸氏のお人柄も思い巡らせることもできるかと
存じます。30周年記念誌が、低線量CT検診の一指針
ともなれば幸いです。
最後になりましたが、皆様のご健勝を心からお祈り
申し上げます。

第31回日本CT検診学会 学術集会のお知らせ

大会長：	横地　隆（ミッドタウンクリニック名駅　院長）
開催日：	2024年3月1日（金）・2日（土）
開催地：	ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
 〒450-0002 
 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

※ 詳細は決まり次第、大会HPにてお知らせいたします。

特定非営利活動法人 肺がんCT検診認定機構からのお知らせ

「第30回肺がんCT検診認定医師更新講習会  兼  認定医師新規認定講習会」Web開催のお知らせ
　肺がんCT検診認定医師更新講習会  兼  認定医師新規認定講習会を下記日程でWeb方式にて開催いたします。

日　　時：令和4年8月4日（木）～8月16日（火）
申込期間：令和4年7月6日（水） 13:00～7月27日（水）
※ 参加申し込み、詳細につきましては肺がんCT検診認定機構HP（https://www.ct-kensin-nintei.jp/ishi/workshop/

index.html）をご参照ください。

カンファレンス紹介

どなたでも自由に参加できるカンファレンスを紹介します。
これ以外にもご存じのカンファレンスがありましたらご紹介下さい。

国立がん研究センター東病院　胸部X線読影会
日　時： 毎月第2火曜日　午後7時30分より約2時間
場　所： 千葉県柏市柏の葉6-5-1　国立がん研究センター柏キャンパス内
 先端医療開発センター（旧臨床開発センター）研究棟3階　セミナールーム１
内　容： （前半）ご出席の先生から提示していただいた症例の読影・解説
 （後半）様々なテーマでの症例呈示・講演等
参加費： 無料
備　考： 双眼鏡多数用意してあります。
U	R	L： http://www.ncc.go.jp/jp/ncce/professional/seminar/dokuei.html
連絡先： 04-7133-1111（代）　事務局（院内PHS：91172）中島
案内請求：mihonak2@east.ncc.go.jpまで。

https://www.ct-kensin-nintei.jp/ishi/workshop/index.html
https://www.ct-kensin-nintei.jp/ishi/workshop/index.html
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スタッフ、その他募集

国立がん研究センター中央病院　肺診断グループ
当グループではチーフレジデント、レジデント、短期レジデント、厚労省計画研修医、対がん協会奨学医、他施設から

の任意研修医を募集しております。気管支鏡検査・治療、胸部X線およびCT読影について指導致します。
興味のある方は下記にご連絡下さい。
国立がん研究センター中央病院　呼吸器内視鏡科　土田敬明　ttsuchid@ncc.go.jp

神奈川県立がんセンター　呼吸器グループ（呼吸器内科・呼吸器外科・病理診断科・放射線腫瘍科）
当グループではシニアレジデント、レジデント、他施設からの任意研修医等を募集しております。
当施設では、主に肺癌の診断（画像診断、気管支鏡診断及び病理診断）から治療（手術療法・放射線療法・化学

療法・治験～臨床試験）に関して幅広く研修できることが特徴です。「がん薬物療法専門医」のための他科（腫瘍内
科・消化器科・乳腺外科等）研修ローテーションも可能です。
興味のある方は下記にご連絡下さい。

神奈川県立がんセンター 呼吸器グループ kokyuki@kcch.jp
呼吸器内科　齋藤春洋
呼吸器外科　伊藤宏之
ホームページ：http://kcch-tog.umin.jp/index.html
募集期間：	任意研修医は随時、レジデントおよびシニアレジデントは毎年10月に試験を行っております（詳細は

ホームページをご参照ください）。

http://kcch-tog.umin.jp/index.html
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編集後記
日本CT検診学会の夏期セミナーが下記の通り開催されます。
第25回読影セミナー、第3回COPDセミナー、第15回技術セミナー、第4回大腸CTセミナー、第2回CAD
セミナー
◎日時：現地講演およびWEBライブ配信　2022年7月23日（土）　9：30～16：30
◎会場：一橋講堂　中会議場およびWEBライブ配信・オンデマンド配信

CT検診に従事する皆様にとって「必要で」「実地に直結する」「最新の知見」を享受できるように各専門部会が
テーマについて検討し、多く人の利便性に配慮しながら世話人と学術企画委員が企画立てしています。

1日でこれほど幅広い分野について魅力的な知見を修学できることに加え、種々の単位の取得もできる本セミ
ナーは、多忙な皆さんにとって大きなチャンスです。
本セミナーに参加（WEBを含む）いただくと、以下の単位を取得できます。

肺がんCT検診認定機構 認定医師：読影セミナー、COPDセミナーへの参加 .......... 5単位
肺がんCT検診認定機構 認定技師：セミナーへの参加 ................................................ 7単位
日本呼吸器学会 呼吸器専門医資格更新に係る研修単位 .............................................. 2単位
日本大腸CT専門技師認定機構 大腸CT専門技師の資格更新に係る研修単位 ........... 5単位
日本X線CT専門技師認定機構 X線CT認定技師更新単位（Ⅱ-3   1日以上）............. 6単位

現地・WEBともに会員・非会員を問わず聴講可能ですので、皆様お誘いあわせのうえご参加くださいますよ
うお願い申し上げます。参加要項は、日本CT検診学会   夏期セミナー2022年（ jscts.org）でご確認ください。

広報委員長・学術企画副委員長　草野　涼

mailto:jscts-office%40kuba.jp?subject=
http://www.jscts.org/
https://www.jscts.org/index.php?page=seminar_index

