
第436回 日本医学放射線学会
 関東地方会

プログラム

会　期：平成21年 12月12日土

〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 3Ｆ～ 5Ｆ
TEL:03-6717-7000

会　長：町田　徹
NTT東日本関東病院 放射線科
〒141-8625 東京都品川区東五反田 5-9-22
TEL:03-3448-6259,6221 

会　場：東京コンファレンスセンター・品川
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日　程　表

2009年12月12日土

4F 4035F ホワイエ5F 大ホールA＋B
8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

17：00

18：00

16：00

東京コンファレンスセンター・品川

 9：00～9：49 セッション １ 座長：井田　正博

脳・脊髄 （No.1～7）

 9：49～10：31 セッション 2 座長：小嶋　馨　
胸部 （No.8～13）

 11：05～11：40 セッション 3 座長：佐藤　秀一
腎・骨盤 （No.14～18）

11：40～12：01 セッション 4 座長：小口　正彦
治療 （No.19～21）

13：05～13：40 セッション 5 座長：扇　和之　
腹部1 （No.22～26）

12：06～13：00 ランチョンセミナー 共催：バイエル薬品㈱
 座長：増本　智彦

たかがクモ膜下出血、されど…
演者：下野　太郎　近畿大学医学部 放射線医学講座 放射線診断部門

15：20～17：30 地方会定例講座 座長：大友　邦　

失敗に学ぼう

頭部編　演者：菅　信一　北里大学医学部 放射線科

胸部編　演者：佐藤　雅史　東邦大学医療センター大橋病院 放射線科

腹部編　演者：赤羽　正章　東京大学医学部附属病院 放射線部

11：00～11：50

世 話 役 会
5F

スピーカーズ・ラウンジ

11：55～12：45

世 話 人 会
4F・403

8：57～9：00 開 会 の 辞 会長：町田　徹　
8：30～ 受 付 開 始

8：30～ 

10：30～17：00

13：40～14：22 セッション 6 座長：白神　伸之

腹部2 （No.27～32）

14：22～14：57 セッション 7 座長：五味　達哉
その他 （No.33～37）

17：30～17：35 次期会長挨拶 次期会長：岡田　進　
　 閉 会 の 辞 会長：町田　徹　

10：50～11：05

14：57～15：20

ポ
ス
タ
ー
貼
付

ポ
ス
タ
ー
展
示

ポスター撤去

ポスターツアー、質疑応答

ポスターツアー

10：31～10：50 第2回研修指導者講習会
   座長：福田　国彦

研修指導者講習会
の役割と展望
演者：本田　憲業　

埼玉医科大学総合医療
センター　放射線科
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ご案内マップ

新宿
渋谷

五反田

東京コンファレンスセンター・品川
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館内案内図

世話役会・事務局口演会場

ポスター会場

世話人会会場
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■ 受　　付
 1.総合受付：東京コンファレンスセンター・品川　5階

 2.参加受付：午前8時30分より

 3.参 加 費： 3,000円（学生・2年目までの研修医は無料）

 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。

■ 発表について
 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会事務局に連絡し、発表前に入会手続きをしてください。

  【日本医学放射線学会関東地方会事務局】

    東京慈恵会医科大学放射線医学講座内　担当秘書　松野：  03-3433-1111　内線3360

 2.座長・口演演者の方へ
  ⑴ 開始予定時刻の30分前までに出席受付の上、スライドをご確認願います。

  ⑵ 開始予定時刻の15分前までに次座長席・次演者席にご着席ください。

  ⑶  座長の方は、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.発表方法（口演）
  ⑴ 口演5分、討論2分。時間厳守でお願いします。

  ⑵ 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。

  ⑶  発表用PCおよびソフトウエアについては、原則として会場で用意したWindows用Microsoft 
PowerPoint（2003および2007）をご使用いただきます。

  　  データの持込は当日発表30分前、USBメモリまたはCD-R のみとさせていただきます。
PC受付にてスライドショーによる動作確認をお願いいたします。データのバックアップ
などはご自分で万端にご準備ください。プロジェクター画面は1画面（XGA；1024×768）
となります。特別なご希望の方も可能な限り対応いたしますが、準備の関係上、あらかじ
め事務局まで早めにご相談ください。（演題申し込み時にチェックされた方は当方よりご
連絡さしあげております。まだの場合はご連絡ください。）

ご　案　内
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 4.発表方法（展示）
  ⑴ 場　　　　所：品川コンファレンスセンター・東京　5F　ホワイエ

  ⑵ 貼 付 時 間：午前8：30から10：30まで

  ⑶  展示掲載時間：午前10：30から17：00まで

  ⑷  質 疑 応 答：演者の先生方のご発表はありませんが、14：57から15：20のポスターツアー
の間、ご自分のパネルの前に立っていただき、随時、出席者のご質問を受けて頂くようお
願いいたします。

  ⑸  展 示 パ ネ ル：  210×90（縦×横）㎝ 　演題番号・ピンは事務局で用意します。演題名、
所属、演者名を必ず記載してください。

  ⑹  ポスター撤去：  17：30までに必ず撤去してください。それ以降、撤去されていない場合は
事務局で撤去させていただきます。

第 436回日本医学放射線学会関東地方会事務局
NTT東日本関東病院放射線科
〒141-8625　東京都品川区東五反田5-9-22
TEL：03-3448-6259, 6221　FAX：03-3448-6217
HP：http：//k-jrs436.umin.jp/index.html
E-mail：kjrs436@gmail.com
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第 436 回日本医学放射線学会関東地方会プログラム

会場：5F 大ホール A＋ B

開会の辞　8：57 会長：町田　　徹

セッション1［脳・脊髄］（No.1～7） 9：00～9：49

 座長：井田　正博　財団法人東京都保険医療公社 荏原病院 放射線科

 01   側脳室に発生した solitary fi brous tumorの1例 
 飯田市立病院 放射線科 　 宮澤　一成　他 

 02   水頭症の精査中に発見された ecchordosis physaliphoraの1例 
 埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科 　 高橋　正洋　他 

 03   インフルエンザ脳症の1例　CT/MR所見からの検討 
 東京女子医科大学 画像診断・核医学科 　 木村　　健　他 

 04   乳癌担癌患者に特徴的小脳病変を合併した症例 
 東海大学医学部附属病院 画像診断科 　 伊藤　千尋　他 

 05   脊髄に発生した pleomorphic xanthoastrocytomaの2例 
 慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 　 酢谷　真也　他 

 06   Lipomyeloceleに合併した dural AVFの1例 
 筑波大学放射線科 診断・IVRグループ 　 海野　俊之　他 

 07   MRIにおける椎間板変性度分類法の有用性の検討 
 帝京大学ちば総合医療センター 放射線科 　 小坂　哲也　他 

セッション2［胸部］（No.8～13） 9：49～10：31 座長：小嶋　　馨　東芝病院 画像診断科

 08   アレルギー性の上気道閉塞による陰圧性肺水腫が疑われた1例 
 埼玉医科大学総合医療センター 放射線科 　 上野　周一　他 

 09   右肺尖ブラと誤認された食道憩室の1例 
 順天堂大学浦安病院 放射線科 　 堀田　昭博　他 

 10   びまん性スリガラス影から結節影へと変化した肺血管内リンパ腫の1例  
 済生会宇都宮病院 放射線科 　 八神　俊明　他 

 11   新型インフルエンザ（H1N1）肺炎の CT：小児10例の検討 
 防衛医大病院 放射線医学講座 　 山田謙太郎　他 
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 12   カテーテル、チューブ挿入後の胸部 X線写真・CTの検討 
 防衛医科大学校 放射線科 　 河野　正志　他 

 13   食道癌術後早期に生じた縦隔内血腫に対して動脈塞栓術が著効した2症例 
 群馬大学医学部附属病院 画像診療部 　 小山　佳成　他 

第2回研修指導者講習会　10：31～10：50 座長：福田　国彦　東京慈恵会医科大学 放射線医学教室
 出席証明書を発行します

 研修指導者講習会の役割と展望 

演者：本田　憲業　埼玉医科大学総合医療センター 放射線科

ポスターツアー　10：50～11：05

セッション3［腎・骨盤］（No.14～18） 11：05～11：40 座長：佐藤　秀一　横浜旭中央総合病院 放射線科

 14   造影MRI検査を受診した患者の eGFR分布 
 順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線科 　 下地　啓五　他 

 15   生検で診断できた尿管アミロイドーシスの2例 
 慶應義塾大学医学部 放射線診断科 　 巷岡　祐子　他 

 16   生前診断が困難であった膀胱腺癌の1例 
 東京歯科大学附属市川病院 放射線科 　 大木　一剛　他 

 17   女性傍尿道平滑筋腫の1例 
 横須賀共済病院 放射線科 　 藤井　隼彦　他 

 18   帝王切開瘢痕部妊娠の手術前処置としての子宮動脈塞栓術 
 群馬大学医学部附属病院 画像診療部 　 倉林　剛巳　他 

セッション4［治療］（No.19～21） 11：40～12：01 座長：小口　正彦　癌研有明病院  放射線治療科

 19   演題取り下げ 
　  

 20   放射線治療が奏功した巨大有棘細胞癌の1例 
 都立駒込病院 放射線科治療部 　 関原久仁子　他 

 21   強度変調放射線治療における補償フィルター法とマルチリーフコリメータ法の 
線量分布比較 

 東京医科大学 放射線医学教室 　 菊嶋　昭一　他 
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ランチョンセミナー　12：06～13：00 共催：バイエル薬品 ㈱

 座長：増本　智彦　筑波大学 臨床医学系放射線医学

 たかがクモ膜下出血、されど… 

演者：下野　太郎　近畿大学医学部 放射線医学講座 放射線診断部門

セッション5［腹部1］（No.22～26） 13：05～13：40 座長：扇　　和之　日本赤十字医療センター 放射線科

 22   漏斗胸患者に発症した特発性大網壊死の1例 
 筑波記念病院 放射線科 　 渋谷　陽子　他 

 23   Von Recklinghausen diseaseに合併した虫垂 diffuse ganglioneuromatosisの1例 
 横須賀共済病院 放射線科 　 羽田　泰晃　他 

 24   妊婦の腹膜垂炎の1例 
 埼玉医科大学総合医療センター 放射線科 　 河辺　哲哉　他 

 25   6歳以下の急性虫垂炎に対する超音波診断の有用性 
 国立成育医療センター 放射線診療部 　 杉山　宗弘　他 

 26   経静脈性ヨード造影剤投与による嘔吐患者の腹部 CT所見 
 三井記念病院 放射線科 　 阿部　彰子　他 

セッション6［腹部2］（No.27～32） 13：40～14：22

 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   Cavernous transformationによる圧迫で胆管狭窄を来した肝外門脈閉塞症の1例 
 信州大学医学部 画像医学講座 　 所　　博和　他 

 28   18F-FDG-PETと11C-acetate-PETで集積が見られた肝血管筋脂肪腫の1例 
 日本大学医学部 放射線医学系 　 菊田　潤子　他 

 29   脾臓原発悪性リンパ腫の1例 
 国立国際医療センター 放射線科 　 村上佳菜子　他 

 30   腹腔動脈閉塞を伴う巨大下膵十二指腸動脈瘤に対してコイル塞栓術及び 
covered-stent留置を施行した1例 

 獨協医科大学越谷病院 放射線科 　 片田　芳明　他 

 31   膵炎に合併した肝動脈破裂による胆道出血 
 大田原赤十字病院 放射線科 　 苅安　俊哉　他 

 32   マイクロバルーンカテーテルで治療しえた心膜静脈経由のバルーン下逆行性経静脈的 
塞栓術（BRTO）の2例 

 がん・感染症センター都立駒込病院 放射線診療科 　 木村　隆誉　他 
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セッション7［その他］（No.33～37） 14：22～14：57

 座長：五味　達哉　東邦大学医療センター大橋病院 放射線科

 33   3Dワークステーションを用いた非血管系救急 IVRの術前プランニング 
 聖マリアンナ医大横浜市西部病院 放射線科 　 大倉　直樹　他 

 34   NBCAの基礎的実験 
 三井記念病院 放射線科 　 竹口　隆也　他 

 35   ワイヤレスマウスを用いた血管撮影室内ワークステーション操作環境の構築 
 東京大学医学部附属病院 放射線科 　 神谷　昂平　他 

 36   フラットパネルディテクタ（FPD）-CT用滅菌ドレープの開発 
 東京大学医学部附属病院 放射線科 　 五ノ井　渉　他 

 37   画像診断コンサルテーション：3年を振り返って 
 国立がんセンターがん対策情報センター 多施設臨床試験・診療支援部 　 女屋　博昭　他 

ポスターツアー、質疑応答　14：57～15：20

地方会定例講座　15：20～17：30 座長：大友　　邦　東京大学大学院医学系研究科 放射線診断学

 失敗に学ぼう 

頭部編
　　菅　　信一　北里大学医学部 放射線科

胸部編
　　佐藤　雅史　東邦大学医療センター大橋病院 放射線科

腹部編
　　赤羽　正章　東京大学医学部附属病院 放射線部

次期会長挨拶　17：30 次期会長：岡田　　進　日本医科大学千葉北総病院 放射線科

閉会の辞 会長：町田　　徹
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会場：5F ホワイエ

ポスター （No.38～53） 10：30～ 

 38   AIDS患者に発症したノカルジア脳膿瘍の1例 
 東京都立墨東病院 診療放射線科 　 富澤　信夫　他 

 39   Alexander病の1例 
 獨協医科大学越谷病院 放射線科 　 西林　文子　他 

 40   進行性非流暢性失語の1例 
 信州大学医学部 画像医学講座 　 松下　　剛　他 

 41   びまん性涙腺腫大をきたした木村病の1例 
 東京医科大学 放射線科 　 森川利津子　他 

 42   MRIが診断に有用であった外歯瘻の1例 
 自治医科大学附属病院 放射線科 　 河合　　陽　他 

 43   CTデータにおける内臓脂肪体積と臍レベル内臓脂肪面積の自動計測の精度 
 東京大学医学部附属病院 放射線科　  エルヌル  トスフハン　他 

 44   CT colonographyが診断確定に有用であった回盲部腫瘍の1例 
 亀田総合病院 卒後研修センター 　 鵜飼　知嵩　他 

 45   腸間膜原発のデスモイド型線維腫症の1例 
 信州大学医学部 画像医学講座 　 小松　大祐　他 

 46   大網原発傍神経節腫瘍の1例 
 東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 　 渡辺　　憲　他 

 47   腎細胞癌術後25年目に膵転移をきたした1例 
 横須賀共済病院 放射線科 　 小林　　愛　他 

 48   成人肝 undifferentiated（embryonal）sarcomaの1例 
 獨協医科大学 放射線科 　 池田　宏明　他 

 49   外傷性肝被膜下血腫に対して TAEを施行した1例 
 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 放射線科 　 加藤　　洋　他 

 50   十二指腸狭窄および上腸間膜動脈解離を伴い、groove pancreatitisが疑われた1例 
 柏市立柏病院 放射線科 　 佐藤　眞明　　 

 51   脾動脈瘤塞栓術が成功した1例 
 昭和大学病院 放射線医学科 　 河原　正明　他 

 52   Type 2乳頭状腎細胞癌の1例 
 防衛医科大学校 放射線医学講座 　 坂口　千春　他 

 53   核磁気共鳴法で得られた骨格筋組織水分画を前提としたMR画像列の再検討 
 東京歯科大学 市川総合病院 　 木村　雅子　他 






