
学会概要
ブレストイメージングに関する第 12 回国際ワーク
ショップ(IWDM)は隔年開催され，2012 年のフィラ
デルフィアに続き，今回は岐阜市にて行われた．
IWDMはマンモグラフィ，超音波，トモシンセシスな
どの乳房用装置のイメージング技術全般を取り扱って
おり，世界各国から集まった専門家による 28 件の口
頭発表と 73 件のポスター発表が行われた．オーラル
セッションでは多くの著名な研究者による最新の研究
成果が報告された．一方，ポスターセッションには大
学院生の発表者も多く，フランクな雰囲気の中，活発
に意見交換がなされていた．また，大会前日や 2日目
の夜には着物の着付けや岐阜の武将隊によるショーが
行われ，海外の参加者のみならず，われわれ日本人に
とっても日本の文化を知るよい機会となった．

発表内容
筆者は「Basic Study on the Development of a High-
resolution Breast CT(高解像度乳房専用 CT装置の開
発に関する基礎的研究)」という題目にてポスター発
表を行った．乳房専用 CTとは，小型の CTスキャナ
を用いて乳房のみに X 線を照射し三次元断層像を得
る装置であり，現在欧米の企業が試作機を開発し臨床
試験を進めている．しかし，既存の乳房専用 CTは空
間分解能が 300μm程度であり，微小石灰化の描出が
不十分であるという課題がある．それを解決するた
め，本研究では微小焦点X線管と高解像度 FPDを利
用した高解像度乳房CT装置を開発した．本装置の空

間分解能は 20 μmであり，従来の乳房用 CTに比べ
10 倍以上の解像度となる．1 回のスキャンによって，
1 辺が 2048 画素のボリュームデータが得られる．検
証では乳房ファントムを用いて画質評価を行い，微小
石灰化クラスターの三次元的な描出が可能であること
を示した．ポスター会場では他の参加者より，X線管
や検出器の性能，検出可能な微小石灰化のサイズ等の
質問を頂いた．

謝 辞
最後に，今回の IWDM2014 の参加にあたり，派遣

会員として助成をいただきました，真田 茂代表理事
ならびに日本放射線技術学会関係者各位に厚く御礼申
し上げます．また，本研究に関しさまざまなご助言・
ご協力をいただきました岐阜大学大学院 藤田広志教
授，藤田保健衛生大学 鈴木昇一教授をはじめ，共同研
究者の皆様に深く感謝致します．
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IWDM 2014参加報告
派遣員 寺本篤司 藤田保健衛生大学

派遣国際研究集会：12th International Workshop on Breast Imaging (IWDM2014)
開催場所 ：岐阜市 じゅうろくプラザ
開催期間 ：2014年 6月29日～7月2日

Photo ポスター会場にて共同研究者と



大舞台での研究発表の先にあったもの
派遣員 田中利恵 金沢大学医薬保健研究域

派遣国際研究集会：12th International Workshop on Breast Imaging (IWDM2014)
開催場所 ：岐阜市 じゅうろくプラザ
開催期間 ：2014年 6月29日～7月2日

「ブレストイメージングの国際ワークショップ(the
International Workshop on Breast Imaging)」は，2年
に 1度開催されているブレストイメージング関連の国
際会議である．第 11 回大会までは欧米各国で開催さ
れてきたが，第 12 回大会は岐阜市で開催された．日
本での開催はこれが初めてのことだ．今回，口述発表
で研究成果を発表する機会に恵まれたので，その概要
を報告する．
この学会の前身は，「ディジタルマンモグラフィの

国際ワークショップ(the International Workshop on
Digital Mammography(IWDM))」である．当初，ブ
レストイメージングといえばマンモグラフィを指した
が，近年の目覚ましい技術開発を背景に，トモシンセ
シス，computed tomography (CT)，magnetic reso-
nance imaging(MRI)，エコー，分子イメージングなど
マルチモダリティ化が進み，画像処理やコンピュータ
支援診断など関連技術の進歩も著しいので，これらの
最新技術を切磋琢磨する学会にふさわしい名称にする
ために，「ディジタルマンモグラフィ」から「ブレスト
イメージング」へ変更されたそうだ．研究者，臨床家，
企業の開発者など，参加者の立場や専門は違うが，目
指すところは共通して「乳がんの早期発見と患者ケア
のための技術開発」である．開催地は毎回異なり，ブ
レストイメージングの研究に実績のある研究者が，理
事会で指名され大会長を務めることになっている．す
なわち，ホスト国に指名されることの意義は極めて大
きい．今回の日本開催は，岐阜大学の藤田広志大会長
をはじめ，関係各位の研究実績が，国際的に認められ
たことの証に他ならない．このことから，世界に向け
て研究成果をアピールし続けることの重要性を改めて
認識した．JSRT の目指す国際化路線とは少し違うか
もしれないが，世界から意見を求められる存在となる
には，世界に向けて情報を発信し続けることが大切だ
と思った．
IWDM のプログラム編成は独特で，トップクラス
の研究者による招待講演と，同一テーマの一般演題
(2～5 演題)で一つのセッションが構成されていた．
その分野の最前線をレビューした招待講演に続いて，
最新の研究成果を報告する一般演題を聴講できるた

め，効率的に情報の収集が可能となる．7 の招待講演
と 24 の一般演題によって，screening outcomes，ul-
trasound，clinical evaluation，brest density，imaging
physics，computer-aided diagnosis(CAD)，tomosyn-
thesis，image processing の 8 のセッションが構成さ
れていた．筆者は CAD のセッションで「Potential
Usefulness of Breast Radiographers’ Reporting as a
Second Opinion for Radiologists’ Reading in Digital
Mammography」(ディジタルマンモグラフィ読影に
おける技師レポートの有用性)と題した研究発表を
行った．これは，医師が技師レポートを参照して読影
すれば診断精度が向上するかどうかを，既存のFROC
観察者実験のデータを用いてシミュレーションした研
究である(Photo)．この研究は，平成 22 年の厚生労働
省通達「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療
の推進について」の中で，診療放射線技師の画像診断
等における読影の補助が推奨されたことを受け，技師
レポートの有用性とその可能性を客観的に評価するた
めに行ったものである．本研究によるシミュレーショ
ンの結果，技師レポートを参照することで医師の読影
精度は向上し，更に，技師が指摘したすべての疑わし
い点を採用するのではなく，指摘の際にその確信度を
求め，確信度において 0.2 以上(BI-RAD カテゴリ 2.6
以上の所見)のみを採用したときに，医師の診断精度
が最も高くなることが明らかになった．15 分間の発
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表に続く 5分間の質疑応答では，「CADではなく技師
レポートを参照するメリットは？」という質問があ
り，「導入コストがかからないことである」と返答し
た．また，「確信度を閾値として，レポートなしの場合
の医師の読影結果も取捨選択しているが，そのことに
よって，医師の真陽性数(TP数)が減る(レポートなし
で正しく指摘されていた病変が排除される)ことはな
いのか？」という質問があり，この質問に対しては，
会場にいた共同研究者が「正確なデータは算出してい
ないが，医師が病変に対して低い確信度を持つことは
稀なので，そのような症例はほとんどないと予想す
る．今後，論文化する際には，そのデータも含めるよ
うにしたい．」と返答した．他のセッションもそう
だったが，とにかく質疑応答のディスカッションの内
容が深い．これまで筆者が経験してきた国際学会の質
疑応答はいずれも 3 分程度と短く，そのため質問も
「Yes/No」で答えられる内容だったり，「What…？」
で始まる質問だったりすることが多かった．しかし今
回は，質問の前の長い前置きを理解したうえで返答す

る必要があったため，負荷の大きな時間であった．こ
ういったスタイルの質疑応答にも対応できるようにな
りたいと思ったこと，それが次の新しい目標になった
こと，発表後にトップクラスの研究者とディスカッ
ションできたこと，そして執筆中の論文の考察に加筆
すべきことが増えたことなど，実に収穫の多い国際学
会発表であった．大舞台での研究発表の先にあったの
はゴールではなく，新しい課題に取り組むスタートラ
インであった．
次回 IWDM2016 は，来年スウェーデンで開催され

る予定である．演題〆切は 2015 年の年末で，タイト
ルと 1000 words 程度のアブストラクト(図表も含む)
を提出する．ブレストイメージングに関する研究をさ
れている会員の皆様，研究成果を IWDM2016 で発表
することを是非検討いただきたい．
最後に，このような機会を与えて下さった本学会関

係者各位，藤田大会長ならびに IWDM開催スタッフ
各位に心から感謝申し上げます．有難うございました．

IWDM2014に参加して
派遣員 成田 悠 熊本大学保健学教育部

派遣国際研究集会：12th International Workshop on Breast Imaging (IWDM2014)
開催場所 ：岐阜市 じゅうろくプラザ
開催期間 ：2014年 6月29日～7月2日

2014 年 6 月 29 日から 7 月 2 日までの 4 日間，岐阜
県のじゅうろくプラザにおいて開催された
IWDM2014 (12th International Workshop on Breast
Imaging，ブレストイメージングに関する第 12 回国際
ワークショップ)に参加した．
私 は「Quasi-3D Display of Lesion Locations
Simulated by Two Views of Digital Mammography」
という演題名でポスター発表を行った．本研究では，
乳腺画像の読影支援を目的として，比較的経験の少な
い医師や診療放射線技師でも，病変の位置を直感的
に，かつ容易に把握できるように，2 方向のマンモグ
ラフィ(cranio caudal (CC)像，mediolateral oblique
(MLO)像)の画像，またその画像から得られる病変位
置の情報等を基にして，仮想三次元乳房画像を作成
し，その画像上に病変を表示する手法を開発した．64
症例(83 病変)のマンモグラフィ画像について，マンモ
グラフィ認定技師が病変のある領域を判定した結果
と，本手法を用いて病変位置を推定し，病変のある領
域を判定した結果を比較すると，83 病変すべての領域
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判定結果が一致し，仮想三次元乳房画像上に正しく病
変を表示することができた．
IWDM は，以 前 は International Workshop on
Digital Mammography と呼ばれていたが，近年の新
し い 技 術 や 多 様 な モ ダ リ テ ィ の 動 き か ら，
International Workshop on Breast Imaging と名称が
改められた．実際に IWDM2014 では，ディジタルマ
ンモグラフィについてはもちろんのこと，トモシンセ
シス，magnetic resonance imaging(MRI)，超音波，核
医学などさまざまなモダリティについて，多方面から
の研究発表がなされており，私がこれまで知らなかっ
た，種々の研究の情報を得ることができた．私は今回
初めて国際学会に参加し，世界各国の研究者がそれぞ
れの研究について議論する様子などに感服し，圧倒さ
れたが，自身の英語力の低さや勉強不足を痛感させら
れもした．国際学会ならではの，多様な国の大変興味

深い発表が聴ける機会に，リスニング力や読解力，予
備知識不足で，内容の理解が深められないのはもった
いないと思った．また，自分のポスター発表の際に
は，拙い英語ながらも研究の説明をし，質問に答える
などしたが，自分の研究を海外の人に正しく理解して
もらったり，多方面からの意見やアドバイスをもらっ
たりするためにも自分の英語力を向上させなければな
らないと強く感じた．この度，国際学会に参加する機
会を与えてもらったことで，大変貴重な経験ができ，
さまざまな気づきが得られた．これらの経験や気づき
を無駄にせず，今後も国際学会に参加できるよう，よ
り一層研究，勉強に励みたい．
最後に，IWDM2014 へ参加するにあたり助成をい

ただいた日本放射線技術学会の真田 茂 代表理事を
はじめ，学術交流委員会，学会員の皆様に厚く御礼申
し上げます．

IWDM2014に参加して
派遣員 山崎美咲 名古屋大学大学院

派遣国際研究集会：12th International Workshop on Breast Imaging (IWDM2014)
開催場所 ：岐阜市 じゅうろくプラザ
開催期間 ：2014年 6月29日～7月2日

はじめに
2014 年 6 月 29 日から 2014 年 7 月 2 日にかけて岐

阜で開催されたブレストイメージングに関する第 12
回国際ワークショップ(IWDM2014)に，平成 26 年度
国際研究集会派遣会員として参加したため，ここに報
告する．

研究発表内容
今回は poster presentation にて発表した．現在わ

れわれは，画質向上と被ばく低減を目的として，cad-
mium telluride(CdTe)をセンサとするフォトンカウン
ティング検出器を用いた新しいマンモグラフィシステ
ムの構築を目指している．本学会での発表内容は，そ
の基礎的な検討としてプロトタイプシステムを作成
し，画質特性を評価することによって今後の改良点を
明らかにしようとするものであった．発表の際には多
くの先生方にさまざまな質問やアドバイスをいただ
き，今後研究を進めていくうえで大きなヒントを得る
ことができた．

IWDM2014の感想
本学会は，マンモグラフィ検査や乳腺超音波検査，

乳腺magnetic resonance imaging(MRI)，トモシンセ
シス，computer-aided diagnosis(CAD)など，ブレスト
イメージングについて研究する者が集まる，乳房画像
検査に特化した学会である．したがって，乳房画像検
査に関する最新の研究に多く触れることができ，貴重
な時間を過ごすことができた．私は，さまざまな人と
交流できるということが学会に参加する大きなメリッ
トだと考えている．ポスター発表の際にも有意義な
ディスカッションを交わすことができ，非常によい経
験となった．発表のセッション中だけでなく，学会の
至る所で他大学の学生や先生方，外国から来られた
方々と交流でき，とても有意義な時間を過ごすことが
できた．その中でも特に，画像工学の分野で多くの論
文を発表されているシカゴ大学のMaryellen L. Giger
先生に，女性が研究と家庭を両立させるための秘訣に
ついてお話ししていただいたことが印象に残ってい
る．研究で成功されているのはいうまでもないが，お
話の中でご家庭も円満な様子が窺え，理想的な方であ
ると感じた．貴重なお話を伺うことができ，大変光栄
であった．
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おわりに
4 日間を通していろいろな方と交流させていただ
き，研究に関するアドバイスも多く頂戴でき，
IWDM2014 での発表は大変良い経験となった．今後
研究を行っていく大きなモチベーションを得ることが
できた学会であった．

謝 辞
平成 26 年国際研究集会派遣会員として IWDM2014
に参加する機会を与えていただきました真田 茂代表
理事をはじめ学術交流委員，関係者の皆様に心より御
礼申し上げます．

IWDM2014に参加して
派遣員 丹羽奈緒子 名古屋大学大学院

派遣国際研究集会：12th International Workshop on Breast Imaging (IWDM2014)
開催場所 ：岐阜市 じゅうろくプラザ
開催期間 ：2014年 6月29日～7月2日

IWDM2014の紹介と印象
このたび，2014 年 6 月 29 日から 7 月 2 日まで岐阜
市のじゅうろくプラザにて開催された，12th

International Workshop on Breast Imaging
(IWDM2014：ブレストイメージングに関する第 12 回
国際ワークショップ)に参加したので報告する．
IWDMは 2 年に一度開催される乳房画像に関する大
会であるが，乳房画像といってもマンモグラフィに限
定されず，超音波や magnetic resonance imaging
(MRI)など他のモダリティに関する発表も多くみられ
た．そ の た め，ト モ シ ン セ シ ス や 乳 房 MRI，
computer-aided diagnosis(CAD)などの海外における
最新の研究の動向や，最新の乳癌検診に対する分析
データなど，あらゆる視点から見た乳房に関する研究
発表を聴くことができた．
私にとって初めての国際学会となった IWDM は，
新鮮な驚きと大きな刺激をもたらした．そもそも私が
持っていた学会のイメージとは，ネクタイやスーツを
きっちり着込んだ人達が気難しい様子で研究内容を発
表したり議論したりといったものであった．しかしこ
の IWDMでは，参加者はフランクな服装を身に纏い，
フロアに用意されているコーヒーやお茶を飲みながら
談笑していた．その上，初めての日本開催であったた
め，英語による岐阜の紹介や茶会，着付けショーなど
といった日本文化体験があり，研究発表だけではなく
大会全体を通して楽しむことができた．

研究発表に関して
私の研究発表に関しては，ポスターセッションにお

いてフォトンカウンティングマンモグラフィに関する
発表を行った．これはモンテカルロシミュレーション
を用いて，被ばく低減を目的とする新しいスペクトル
の有用性を検討するものである．ポスターセッション
は 75 分の時間が割り当てられており，その間多くの
人が見に来て下さって貴重な質問や意見もいただくこ
とができた．国内国外問わず，企業の方や病院の方と
いったさまざまな参加者がいらっしゃったため，質問
についても予想しなかったようなものまでたくさん
あった．特に海外の参加者から英語で質問されたとき

143

Vol. 71 No. 2 Feb 2015



には，緊張して回答がしどろもどろとなってしまった
ことに悔いが残った．一方でそれほど多くの人が興味
を持って下さったことを思うと，研究に対するモチ
ベーションが一段と高くなった．自身の英語力の低さ
を痛感した大会でもあったが，それと同時に国際学会
というグローバルな場への興味が深まったよい機会で
もあった．これからも研鑽を積み国際学会で発表した

いと思う．

謝 辞
最後に，IWDM2014 の参加にあたり国際研究集会

派遣会員として助成していただいた日本放射線技術学
会 真田 茂 代表理事および学術交流委員会，会員の
皆様に深く感謝申し上げます．

IWDMに参加して
派遣員 柴田貴行 名古屋大学大学院

派遣国際研究集会：12th International Workshop on Breast Imaging (IWDM2014)
開催場所 ：岐阜市のじゅうろくプラザ
開催期間 ：2014年 6月29日～7月2日

はじめに
今回，2014 年 6 月 29 日～7 月 2 日に岐阜県で行わ

れた IWDM2014－12th International Workshop on
Breast Imaging において国際研究集会派遣員として
参加する機会を得たので報告する．IWDM は，乳房
画像における国際ワークショップであり，ディジタル
マンモグラフィだけではなく，computed tomogra-
phy(CT)，magnetic resonance imaging(MRI)，超音
波，分子イメージングなどの乳房イメージング技術の
最新の技術開発や臨床研究などを提示する場となって
いる．

研究内容
私は，「Investigation of Dependence on the Object

Orientation in Visibility-Contrast Imaging with the X-
ray Talbot-Lau Interferometer」という題目で，post-
er presentation において発表した．発表内容は，
Talbot-Lau 干渉計における Visibility contrast 画像の
被写体の方向依存性の検討である．Talbot-Lau 干渉
計は，従来の吸収コントラストを用いた撮像方法とは
異なり，被写体を透過することで生じる X 線の位相
のズレを利用した装置であり，軟部組織の描出に優れ
る．ただし，装置の性質上，方向依存性があるため，
今回は実験の結果から信号値について経験的に推定を
行った．

発表を通しての印象
国内で開催されたこともあり，他の国際学会と比較
して邦人の割合が高く発表中の質問者も邦人が多かっ

た．そのため，国外で開催される国際学会よりも比較
的易しい印象を受けた．また，国内であるため距離と
いう面においても参加しやすく，国内にいながら英語
での発表の感覚を掴むことが可能であった．更に，多
くの優れた研究について触れることもでき，大きな刺
激となった．これらのことから，はじめての国際学会
という方には参加しやすい環境であり，成長できる場
であるため，今後このような機会がある場合は積極的
に参加することを勧める．
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