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第 428回日本医学放射線学会関東地方会 
 
 
 
 

プログラム 
 
 
 
 
 
 
 
 

期日：平成 17年 12月 10日（土） 
会場：笹川記念会館 

 
〒108-0073 東京都港区三田 3-12-12 

TEL: 03-3454-5062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長：伊東 久夫 
千葉大学大学院医学研究院 放射線医学 

〒260-8670 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1 
TEL: 043-226-2100 / FAX: 043-226-2101 
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  第６会議室 (4F) 鳳凰の間 (4F) 飛龍の間 

時間 展示発表 口演発表 (4F) 

  受付開始(8:15) 受付開始(8:15)   

  展示貼り付け作業 開会の辞 (8:55) 会長 伊東久夫   

9:00  (8:30～10:30) セッション 1 神経・頭頚部 (No1-5 9:00～9:40)   

    座長 寺田 一志   

        

    セッション 2 骨軟部・乳腺 (No6-10 9:40～10:20)   

10:00   座長 辰野 聡   

        

  展示閲覧 (10:30～) セッション 3 腹部 1 (No11-16 10:20～11:10)   

    座長 佐藤 秀一 世話役会 

11:00     11:00 ～ 

    セッション 4 腹部 2 (No17-22 11:10～12:00) 11:40 

    座長 成松 芳明 世話人会 

      11:50 ～ 

12:00   ランチョンセミナー (12:10～12:50)   座長  宇野 隆 12:50 

    「気管・気管支周囲病変に対する新たな生検法   

     -コンベックス走査式超音波気管支鏡ガイド下針生検-」   

    千葉大学大学院医学研究院 胸部外科学 安福 和弘   

        

13:00   セッション 5 骨盤部 (No23-26 13:00～13:35)   

    座長 岡田 進   

  展示発表 1(No45-49)     

14:00 (13:10～13:40) セッション 6 治療 (No27-32 13:35～14:25)   

  座長 鎌田 憲子 座長 幡野 和男   

  展示発表 2(No50-55)     

  (13:40～14:20) セッション 7 胸部 (No33-35 14:25～14:50)    

  座長 田中 優美子 座長 本折 健   

  展示発表 3(No56-61)     

15:00 (14:20～15:00) セッション 8 核医学 (No36-38 14:50～15:15)   

  座長 唐澤 克之 座長 内田 佳孝   

        

16:00   セッション 9 IVR (N039-44 15:15～16:05)   

    座長 原田 潤太   

        

    地方会定例講座 (16:10～17:40)      座長 甲田 英一   

    「閉塞性肺疾患の画像診断 －形態と機能－」   

17:00 ポスター撤去作業 聖マリアンナ医科大学 放射線医学教室 松岡 伸   

  (17:00～17:40) 「胸部疾患の病理」   

    公立学校共済組合関東中央病院 病理科 岡 輝明   

    閉会の辞 (17:45) 会長 伊東久夫   

17:50   懇親会 (17:50～)   

    レストラン菊 (5F)   
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一般演題発表 
口演 

 
会場 鳳凰の間 (4F) 

 
セッション 1  神経・頭頚部 9:00 ～ 9:40 

座長  東邦大学医療センター大橋病院 第二放射線科 寺田 一志 
1. 海綿静脈洞に発生した海綿状血管腫の 1例 

自治医科大学 放射線科 島田 和佳 
2. MRIを契機に診断し得たWernicke脳症の 1例 

上尾中央総合病院 放射線科 宮良 哲博 
3. 非典型的なＭＲＩ所見を呈した小児インフルエンザ脳症の一例 

横浜市立市民病院 放射線科 長野 のり子 
4. 胸髄脊髄炎として経過観察中に認めた胸髄神経膠芽腫の一例 

防衛医科大学校 放射線科 山本 真由 
5. 胎児期から頸部嚢胞を認めた先天性梨状窩瘻の 1例 

北里大学病院 放射線科学 大沼 雄一郎 
 

セッション 2  骨軟部・乳腺 9:40 ～ 10:20 
座長  東京歯科大学市川総合病院 放射線科 辰野 聡 

6. Gorham diseaseの 1例 
国立成育医療センター 放射線科 岡本 礼子 

7. 高分化型骨肉腫の一症例 
東京歯科大学市川総合病院 放射線科 清水 桜 

8. 異時性両側発生の男性乳癌の 1例 
順天堂大学付属順天堂医院 放射線医学講座 舟津 智一 

9. 胸壁原発 Castleman病の一例 
信州大学医学部 放射線科 上原 勝巳 

10. 水圧圧迫法による乳癌検診法の基礎研究 
桐蔭横浜大学 臨床工学科 早川 吉則 

 
セッション 3  腹部(1) 10:20 ～ 11:10 

座長 横浜旭中央総合病院 放射線科 佐藤 秀一 
11. 自然退縮を来したと思われる肝細胞癌の症例 

公立学校共済組合関東中央病院 放射線科 葛西 孝美 
12. 膵管内乳頭状粘液腫瘍の発育進展過程：MRCPによる検討 

国立がんセンター中央病院 放射線診断部 女屋 博昭 
13. 術前診断に難渋した膵腫瘍の一例 

日本医科大学付属病院 放射線科 箱崎 謙太 
14. 著明な腹腔内 Lipomatosisの一例 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 放射線部 駒形 高信 
15. Handlebar herniaの一例 

国立国際医療センター 放射線科 岡本 大佑 
16. 腫瘍内血腫を合併していた後腹膜 GISTの一例 
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埼玉医科大学病院 放射線科 水越 和歌 
セッション 4 腹部(2) 11:10 ～ 12:00 

座長 川崎市立川崎病院 放射線科 成松 芳明 
 

17. MRI拡散強調画像が鑑別に役立った食道 gastrointestinal stromal tumor 
(GIST)の一例 

昭和大学横浜市北部病院 放射線科 薄井 庸孝 
18. Collecting Duct Carcinomaの 2例 

横浜市立みなと赤十字病院 放射線科 井料 保彦 
19. 腎盂 Nephrogenic adenoma metaplasiaの 1例 

昭和大学医学部放射線医学教室 橋爪 崇 
20. 限局性尿管アミロイドーシスの１例 

東京女子医科大学附属病院 放射線科 岩村 晃 
21. 後腹膜破裂をきたした avascularな腎淡明細胞癌の一例 

日本大学医学部附属板橋病院 放射線科 前林 俊也 
22. 後腹膜原発粘液性嚢胞腺腫の一例 

千葉県がんセンター 画像診断部 舩津 宏之 
 
 

ランチョンセミナー 12:10～12:50 
 
セッション 5 骨盤部 13:00 ～ 13:35 

座長 日本医科大学付属千葉北総病院 放射線科 岡田 進 
23. Benign multicystic mesotheliomaの一例 

横浜市立大学医学部附属病院 放射線科 米山 智啓 
24. 腟平滑筋腫の一例 

聖マリアンナ医科大学 放射線医学教室 小谷 博子 
25. 数年来の血尿から発見されたビルハルツ住血吸虫症の一例 

東京女子医科大学 放射線医学教室 河野 真理 
26. 遺残坐骨動脈の一例 

東京大学医学部附属病院 放射線科 松田 出 
 
セッション 6 治療 13:35 ～ 14:25 

座長 千葉県がんセンター 放射線治療部 幡野 和男 
27. 胃MALTリンパ腫の放射線治療～有効性と有害事象の検討～ 

埼玉県立がんセンター 放射線科 齋藤 淳一 
28. 放射線治療により長期生存中の両側多発肺癌の 1例 

北里大学 放射線科 小谷 承子 
29. 放射線治療後、abscopal effectを認めた進行子宮頸癌の一例 

北里大学医学部放射線科学 高屋 麻美子 
30. 子宮頚癌断端再発に対し高線量率組織内照射を施行した一例 

癌研究会有明病院 放射線治療科 田原 誉敏 
31. 前立腺組織内照射 pubic arch競合のMRIと TRUS の fusion画像による検出 

慶應義塾大学医学部 江村 正範 
32. 前立腺癌の CT定位下放射線治療 
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山梨大学医学部附属病院 放射線科 山本 琢水 
セッション 7 胸部 14:25 ～ 14:50 

座長 千葉大学医学部附属病院 放射線科 本折 健 
33. Retroperitoneal bronchogenic cystの 1例 

東京都立駒込病院 放射線科 牛見 尚史 
34. 両側上大静脈欠損の一例 

NTT東日本関東病院 放射線部 赤井 宏行 
35. 右肺門部気管支動脈-肺動脈瘻の治療効果判定に急速静注下多相ダイナミック

CTが有用であった一例 
信州大学医学部附属病院 放射線科 松下 剛 

 
セッション 8 核医学 14:50 ～ 15:15 

座長 千葉大学医学部附属病院 放射線科 内田 佳孝 
 

36. 頭部造影MRI/CTにてリング状増強効果を示す脳内腫瘤性病変の良悪性診断に
おける Tl-201 SPECTの意義 

防衛医科大学校 放射線科 喜多 保 
37. 11C-acetate PETによる腫瘍診断の試み 

日本大学医学部 放射線医学教室 矢野 希世志 
38. 単発性耳下腺腫瘍における唾液腺シンチグラフィの役割 

慶應義塾大学医学部 放射線治療・核医学科 中原 理紀 
 

セッション 9 IVR 15:15 ～ 16:05 
座長 東京慈恵医科大学附属柏病院 放射線科 原田 潤太 

39. 緊急経皮的止血術：同意を得るまで 
大田原赤十字病院 放射線科 利安 隆史 

40. C-arm搭載 cone beam CTにおける non vascular IVR時の皮膚穿刺点決定の工
夫 

昭和大学医学部 放射線医学教室 清野 哲孝 
41. Dyna CT の初期経験 

東海大学医学部 基盤診療学系画像診断学 橋本 毅 
42. Flat-detector Angiographic CT (FACT)を用いた脳、頭頚部 3D angiography 

千葉県がんセンター 画像診断部 高野 英行 
43. 凍結融解壊死療法により前縦隔腫瘍の圧排による気管狭窄を回避した一例 

慶應義塾大学病院 放射線診断科 緒方 雄史 
44. 肝内門脈ー大循環短絡に対する塞栓術の長期成績 

山梨大学医学部付属病院 放射線科 荒木 拓次 
 
 

地方会定例講座 16:10 ～ 17: 40 
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一般演題発表 
展示 

 
会場 第６会議室 (4F) 

 
展示発表 1 13:10 ～ 13:40 

座長 東京都立駒込病院 放射線診療科 鎌田 憲子 
 

45. 脊髄梗塞：急性期MR所見と神経学的所見 
東京都立荏原病院 放射線科 斎藤 繭子 

46. 悪性腫瘍合併脳梗塞：臨床像と脳MR所見 
東京都立荏原病院 臨床放射線科 藤川 あつ子 

47. 201Tlシンチグラムが診断に有用であった oligodendrogliomaの一例 
東京西徳洲会病院 放射線科 藤田 安彦 

48. 放射線治療後に、照射野内に仮性動脈瘤を生じた 2例 
千葉大学医学部附属病院 放射線科 眞山 靖史 

49. 当院における死後 CTの現況 
沼津市立病院 放射線科 堀越 琢郎 

 
展示発表 2 13:40 ～ 14:20 

座長 筑波大学臨床医学系 放射線医学 田中 優美子 
 

50. 非イオン性ヨード造影剤使用直後に肺水腫を来した一例 
藤沢市民病院 画像診断科 小林 裕樹 

51. MRMにて急峻プラトーの染まりを呈した粘液癌の一例 
自治医科大学 放射線科 大竹 悠子 

52. 乳腺 Spindle Cell Carcinomaの一例 
横浜市立みなと赤十字病院 放射線科 高良 憲一 

53. 卵巣癌に Trousseau症候群による多臓器梗塞を合併した一例 
日本医科大学付属千葉北総病院 放射線科 小倉 順子 

54. 膀胱 dynamic MRIの有用性に関する検討 
亀田総合病院 放射線科 小暮 稔 

55. 子宮頚部腺様嚢胞癌の一例 
東京都立府中病院 診療放射線科 増川 愛 

 
展示発表 3 14:20 ～ 15:00 

座長 東京都立駒込病院 放射線診療科 唐澤 克之 
 

56. 高周波磁場による膀胱癌温熱療法のための基礎実験 
桐蔭横浜大学 臨床工学科 早川 吉則 

57. 経皮的腎生検後に右胃大網動脈からの出血を認め、塞栓術を施行した一例 
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 放射線科 濱口 真吾 

58. 肝細胞癌脾転移に脾動脈塞栓術、エタノール注入療法を施行した１例 
上都賀総合病院 放射線科 太田 正志 

59. 進行下咽頭癌に対する放射線併用超選択的動注化学療法の初期経験 
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国立病院機構千葉医療センター 放射線科 加藤 肇 
60. 再発頭部頚部悪性腫瘍に対する超選択的動注化学療法の急性期有害事象の検討 

千葉大学医学部附属病院 放射線科 上野 直之 
61. 当院における臍帯血幹細胞移植前処置としての全身照射に関する検討 

虎の門病院 放射線科 若月 優 
 


