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ご案内 

 

＜受付＞ 

   1. 受付デスク：東京コンファレンスセンター品川 ５階大ホール 

            東京都港区港南1-9-36  TEL：03-6717-7000 

  2. 受付時間：午前８時30 分より 

  3. 参加費：３０００円 

  4. 関東地方会入会案内・年会費 受付：窓口を併設いたします。 

 

＜発表の方法＞ 

   1. 発表者の資格 

      発表者は、日本医学放射線学会関東地方会の会員に限ります。 

      非会員の方は、関東地方事務局に連絡し、発表会前に入会手続きをしてください。 

   

  2. 座長、演者の方へ 

  （１）開始予定時刻30 分前までに受付にて出席をご確認下さい。 

  （２）開始予定時刻15 分前までには次座長席にお着き下さい。 

  （３）ご担当いただくセッションの終了時間を厳守してください。 

 

  3. ＰＣプレゼンテーションについて 

  （１）発表時間：口演５分、討論２分、計７分。時間厳守でお願いします。 

  （２）発表方法：発表はPCでのデータプロジェクションのみとなります。ご自身のパソコンを持参してください。

使用OS は Windows のみです。 

  （３）  RGB コネクターの形状は「Ｄsub-15pins」です。一部の薄型ノートパソコンでモニター出力が 



      「Ｄsub-15pins」でないものがあります。この端子が無い物はアダプターが必要ですので必ずご持参下

さい。 

  （４）各自作成されたプレゼンテーションは別名保存で「スライドショー形式」に変換の上発表の 3０分前までに、

パソコン受付にご自身の PC をご持参いただき、動作環境を必ずご確認下さい。 

  （５）プレゼンテーションソフトは、マイクロソフト Power Point2000 以上でお願いします。 

  （６）貼り付ける画像は極力小さくし、容量を軽くしてファイルを作成してください。 

  （７）動画の使用は可能です。ただし、お持ち込みになる PC で事前に動作確認を必ず行って下さい。 

  （８）スクリーンセーバー並びに省動力設定は事前に解除しておいてください。自動的にログオフしてしまい、

パスワードを入力してログオフし直さないと元の状態に戻れなくなる可能性があります。必要に応じてログインパ

スワードをお伺いすることがあります。 

  （10） PC トラブルを想定しバックアップのためのメディア準備をお願いいたします。 

        （PowerPoint 形式）。バックアップを持参されなかったために発表が不可能になっても事務局は責任

を負いかねます。 

  （11） バッテリーをフル充電の上、AC アダプターをご持参下さい。 
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第431 回 日本医学放射線学会関東地方会プログラム 

開会の辞 ８：５５    会長 甲田英一 

セッション１  脳神経１  (No. １‐３)９：００-９：２１ 

 

          座長 百島祐貴(慶應義塾大学医学部 放射線診断科) 

 

１．特徴的な中枢神経病変を描出しえた剣創状強皮症の 1 例 

東京大学医学部附属病院  放射線科 稲野祥子、他 

２．診断に苦慮した頭蓋内ganglioneuroma の 1 例 

帝京大学ちば総合医療センター  放射線科 佐藤香菜子、他 

３．免疫再構築症候群のために、急激な再増悪をきたした PML(進行性多巣性白質脳症)の１例 

東京都立駒込病院  放射線診療科 高杉麻利恵、他 

 

 

セッション２  脳神経２  (No．４‐７)９：２１-９：４９ 

 

             座長 尾崎 裕(順天堂大学医学部 放射線科) 

 

４．脳血管CT による急性期の経過観察が有用であった内頸動脈 Blood blister-like  

  aneurysm(血マメ状動脈瘤）破裂の 1 例 

NTT 東日本関東病院  放射線部 風岡純一、他 

５．脳室内出血で発症した遠位前脈絡動脈瘤破裂の 1 例 



聖マリアンナ医科大学病院  放射線科 高橋美緒、他 

６．認知症外来患者のスクリーニング頭部MRI で発見される器質的疾患 

杏林大学  放射線医学教室 今井昌康、他 

 

 

セッション３  胸部、乳房  (No．８‐９)９：４９-１０：０３ 

 

       座長 阿部克己(日本大学医学部附属板橋病院 放射線科) 

 

７．Superficial siderosis を来した spinal paraganglioma の 1 例  

横浜市立大学附属病院  放射線科 糟谷健夫、他 

８．Paget von Schroetter 症候群を含む慢性血栓塞栓性肺高血圧症の５例 

防衛医科大学校  放射線科 渡邊定弘、他 

９．乳癌における Perfusion CT：非硬癌は硬癌よりも動脈血流量が多い 

 

Coffee Break (15 分) 

 

 

セッション４  腹部１  (No．１０‐１３)１０：１８-１０：４６ 

 

座長 松枝 清(癌研有明病院 画像診断部) 

 

10．肝臓原発淡明細胞癌の 1 例 

順天堂浦安病院  放射線科 舟津智一、他 

11．超音波造影剤sonazoid を用いた肝転移巣検索の有用性 

栃木県立がんセンター  画像診断部 関口隆三、他 

12．胆嚢癌との鑑別が困難であった良性胆嚢病変の２例 

東京都立駒込病院  放射線診療科 高杉昌平、他 

13．成人にて発見された先天性膵嚢胞の 1 例 

信州大学医学部  画像医学講座 杉山由紀子、他 

 

 

セッション５  腹部２  (No．１４‐１６)１０：４６-１１：０７ 

 

座長 関口隆三(栃木県立がんセンター 画像診断部) 

 

14．右胃大網動脈(GEA)を用いた冠動脈バイパス術後に発生した肝臓の横隔膜（腹腔-心嚢腔）  ヘルニア 

三井記念病院  放射線科 衣袋健司、他 

15．早期胃癌の治療前スクリーニングに腹部CT は必要か 

群馬大学医学部付属病院画像核医学科  画像診療部 堀底枝里、他 

16．注腸X 線検査のモニタ診断において液晶モニタの解像度別にみた微細病変検出能について 

慶應義塾大学医学部  放射線診断科 白石 悠、他 

 

 

セッション６  骨盤、その他  (No．１７‐２０)１１：０７-１１：３５ 



 

      座長 市川珠紀(東海大学医学部 基盤診療学系画像診断学) 

 

17．鼠径部膀胱ヘルニアの１例：MPR 像の有用性 

日本大学医学部  放射線科医学教室 雫石 崇、他 

18．骨盤リンパ節郭清術後に生じた内ヘルニアの 1 例 

癌研有明病院  画像診断部 大川綾子、他 

19．Yolk sac tumor の１例 

獨協医科大学  放射線医学講座 北島一宏、他 

20．子宮頸部原発小細胞癌の 1 例 

埼玉医科大学国際医療センター  画像診断科 梶原さおり、他 

 

 

セッション 7   小児  (No．２１‐２２)１１：３５-１１：４９ 

 

座長 野澤久美子(埼玉県立小児医療センター 放射線科) 

 

21．拡散強調像が有用であった停留精巣の１例：病理組織との対比 

国立成育医療センター  放射線診療部 谷 千尋、他 

22．周産期低フォスファターゼ血症の 1 例 

昭和大学  放射線科 橋爪 崇、他 

 

 

ランチョンセミナー  １２：００-1３：００  エーザイ共催 

 

演題：脂肪を含む軟部腫瘍の画像診断 

演者：白神伸之 (東邦大学医療センター大森病院) 

座長：辰野 聡 (東京歯科大学市川総合病院) 

 

 

セッション 8   骨軟部１  (No．２３‐２６)１３：００-１３：２８ 

 

座長 佐藤浩三(慶應義塾大学医学部 放射線診断科) 

 

23．骨に発生した類上皮血管腫の 1 例 

東京慈恵会医科大学  放射線医学講座 東條慎次郎、他 

24．高齢者の坐骨に発生した血管拡張型骨肉腫の 1 例 

順天堂大学医学部  放射線科 久津屋直樹、他 

25．鼻閉を主訴に来院した Chondroid Chordoma の 1 例 

東海大学医学部基盤診療学系  画像診断学 橋田和靖、他 

26．結核性股関節炎の 1 例 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院  放射線科 寺本りょう子、他 

 

 

セッション 9   骨軟部 2  (No．２7‐２9)１３：２８-１３：４９ 



 

座長 白神伸之(東邦大学医療センター大森病院 放射線科) 

 

27．骨外形性骨軟骨腫の 1 例 

東京慈恵会医科大学第３病院  放射線科 荻野展広、他 

28．骨格筋病変の生検により確定診断されたサルコイドーシスの 1 例 

川崎市立多摩病院  放射線科 福島 徹、他 

29．背部皮下に発生した Solitary fibrous tumor の 1 例 

国立国際医療センター  放射線科 久保優子、他 

 

 

セッション１０  核医学  (No．３０‐３１)１３：４９-１４：０３ 

 

座長 小澤幸彦(ゆうあいクリニック) 

 

30．PET/CT における画像処理が SUVmax に及ぼす影響 

昭和大学横浜市北部病院  放射線科 武中泰樹、他 

31．頭頸部腫瘍の functional imaging 〜ブトウ糖代謝と組織血流の関係について 

群馬大学医学部付属病院  画像診療部 平澤 聡、他 

 

 

セッション１１  治療  (No．３２‐３４)１４：０３-１４：２４ 

 

座長 寺原敦朗(東邦大学医療センター大森病院 放射線科) 

 

32．School of Breast Brachytherapy & Breast Brachytherapy Physics（ABS）参加報告 

会津中央病院  放射線科 築山 巌 

33．Capecitabine 併用にて乳房照射を施行した進行乳癌の１例 

順天堂大学医学部  放射線科 廣渡寿子、他 

34．男性乳癌の 2 例 

聖路加国際病院  放射線腫瘍科 板澤朋子、他 

群馬大学医学部付属病院  画像診療部 平澤裕美、他 

 

 

Coffee Break (15 分) 

 

 

地方会定例講座  １４：３９-１５：３９ 

演題：新生児胸部画像診断 

演者：原 裕子 (川口市立医療センター) 

座長：小熊栄二 (埼玉県立小児医療センター) 

 

 

 

セッション１２  造影剤、その他  (No．３５‐３８)１５：３９-１６：０７ 



 

座長 赤羽正章(東京大学医学部附属病院 放射線科) 

 

35．造影剤使用に関する説明と同意：プロトコール別説明書作成と専任看護師による 

   同意書取得 

大田原赤十字病院  放射線科 鈴木智大、他 

36．がん検診延命効果の評価における self-selection bias についての統計学的検討 

防衛医科大学校  放射線科 喜多 保、他 

37．ARRS GoldMiner search box の作成とウェブサイトへの設置について 

東京慈恵会医科大学  放射線科 中田典生 

38．ガドリニウム製剤投与後に発症した Nephrogenic systemic fibrosis (NSF)の１例 

群馬大学附属病院  画像核医学科 対馬義人、他 

 

 

セッション１３   ＩＶＲ 1  (No．３９‐４１)１６：０７-１６：２８ 

 

座長 鎌田憲子(都立駒込病院 放射線診療科) 

 

39．腎血管筋脂肪腫に対する塞栓術後に脂肪尿を認めた 1 例 

横須賀市立市民病院  放射線科 石橋直也、他 

40．両側内腸骨動脈バルーン閉塞下で子宮摘出を行った穿通胎盤の１例 

自治医科大学  放射線科 大竹悠子、他 

41．子宮頸部侵入奇胎のメトトレキセート投与中の不整性器出血に対し UAE を施行した 1 例 

昭和大学医学部  放射線医学教室 清野哲孝、他 

 

 

セッション１４  ＩＶＲ 2  (No．４２‐４５)１６：２８-１６：５６ 

                    

座長 姫野佳郎(武蔵野赤十字病院 放射線科) 

 

42．BRTO を施行した左下大静脈の 1 例 

横須賀共済病院  放射線科 辻 厳吾、他 

43．胸部外傷後“ショック腎”または二次性血小板増多症によると考える腎動脈血栓症に対する血栓溶解療法の

1 例 

国立精神・神経センター国府台病院  放射線科 佐藤眞明 

44．経皮的治療が奏功した胆嚢管結石の 1 例 

栃木県立がんセンター  画像診断部 吉田慶之、他 

45．血管造影におけるコーンビーム CT（Xper  CT）の使用経験 

横須賀共済病院 放射線科 吉田理佳、他 

 

 

次期会長挨拶 １６：５６    次期会長 渋谷 均 


