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開会の辞 ■ 9：00 ～ 9：05 会長：埼玉医科大学総合医療センター　画像診断科・核医学科　本田　憲業

セッション1【肺 1】 ■ 9：05 ～ 9：37 座長：聖マリアンナ医科大学病院　放射線科　松岡　伸

　O-01　キセノン 1 回呼吸法による CT 換気図による術後肺機能予測

埼玉医科大学総合医療センター　画像診断科・核医学科　柳田　ひさみ　他

　O-02　キセノン一回吸入法ＣＴ換気図の検討：吸入キセノン濃度の増加の効果

埼玉医科大学総合医療センター　画像診断科・核医学科　本田　憲業　他

　O-03　中縦隔に発生した類上皮性血管内皮腫の一例

東京医科歯科大学医学部附属病院　放射線科　大山　潤　他

　O-04　臍帯血造血幹細胞移植後に肺病変で発症した
   posttransplant lymphoproliferative disorder の 1 例：CT 所見を中心に

自治医科大学附属さいたま医療センター　放射線科　濱本　耕平　他

セッション2【肺 2】 ■ 9：37 ～10：09 座長：聖路加国際病院　放射線科　齋田　幸久

　O-05　リンパ管シンチグラフィーが病態把握に有用であった肺リンパ脈管筋腫症の一例

順天堂大学医学部　放射線医学講座　會田　真理　他

　O-06　両肺のびまん性すりガラス影を呈した血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の 1 例

埼玉医科大学病院　放射線科　大澤　威一郎　他

　O-07　防水スプレーの吸入が原因と考えられた急性肺障害の 1 例

東京女子医科大学　画像診断学・核医学講座　山崎　宙士　他

　O-08　Paravertebral mullerian cyst（Hattori’s cyst）の 1 例

NTT 東日本関東病院　放射線部　西原　陽介　他

定例講座1 ■ 10：09 ～10：49

座長：埼玉医科大学総合医療センター　画像診断科・核医学科　長田　久人

　埼玉医科大学総合医療センターにおける産科出血への救命戦略
埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期母子医療センター母体胎児部門　村山　敬彦
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セッション3【治療】 ■ 10：49 ～11：05 座長：埼玉医科大学総合医療センター　放射線腫瘍科　髙橋　健夫

　O-09　中・高リスク前立腺癌に対する外部照射と
   高線量率組織内照射の併用療法の初期治療成績

埼玉医科大学国際医療センタ－　放射線腫瘍科　舟越　和人　他

　O-10　自主臨床試験「局所進行子宮頸癌に対する
   ネダプラチン＋放射線（外照射＋腔内照射）併用の臨床第 I 相試験」の途中経過

東京大学医学部附属病院　放射線科　高橋　渉　他

ポスターツアー1・休憩 ■ 11：05 ～11：20

セッション 4【中枢神経】 ■ 11：20 ～11：52   座長：東京大学医学部附属病院　放射線科　森　墾

　O-11　頭蓋内粘液嚢胞を伴った篩骨洞骨腫の一例

NTT 東日本関東病院　放射線部　白田　剛　他

　O-12　転移性頭蓋骨腫瘍における CTPと CTA からの SAS の有用性の検討

杏林大学医学部放射線医学教室　大原　有紗　他

　O-13　後頭蓋窩類皮嚢胞で水頭症を来した小児の一例

独立行政法人労働者健康福祉機構　横浜労災病院　放射線科　外山　由貴　他

　O-14　責任病変の診断に苦慮した抗 NMDA 受容体脳炎の一例

東京大学医学部附属病院　放射線科　松坂　優己　他

ランチョンセミナー ■ 12：00 ～13：00 座長：埼玉医科大学総合医療センター　放射線科　長田　久人

　腹部領域における至適ＣＴ撮像法 岐阜大学医学部附属病院 放射線科　近藤　浩史

セッション5 【中枢神経・神経】 ■ 13：00 ～13：32 座長：杏林大学医学部付属病院　放射線科　土屋　一洋

　O-15　傍椎体領域に発生した頸部脊索腫の一例 信州大学医学部画像医学講座　小松　大祐　他

　O-16　intracranial extracerebral glioneuronal heterotopia と考えられた 1 例

筑波大学附属病院　放射線科　石黒　聡尚　他

　O-17　内頸動脈解離による若年性脳梗塞を契機に診断された高ホモシステイン血症の一例

東京慈恵会医科大学　放射線医学講座　福田　健志　他
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　O-18　上咽頭癌に対する化学放射線治療後に Dropped Head Syndrome を呈した一例

東京女子医科大学病院　放射線腫瘍科　橋本　弥一郎　他

セッション6 【心大血管】 ■ 13：32 ～13：56
座長：埼玉医科大学国際医療センター　画像診断科　木村　文子

　O-19　大動脈解離症例における腹部内蔵枝の解離形態ついて

社会福祉法人　三井記念病院　放射線診断科　衣袋　健司　他

　O-20　好酸球性心筋炎の MRI 日本医科大学付属病院　放射線科　谷　瞳　他

　O-21　成人期に発見された肺動脈欠損症の二例 聖路加国際病院　放射線科　森田　有香　他

指導者講習会（放射線部の運用体制を考える） ■ 13：56 ～14：36

座長：群馬県立がんセンター　放射線科　玉木　義雄

　放射線治療における人員の確保と、品質管理体制について

埼玉医科大学総合医療センター　放射線腫瘍科　新保　宗史

ポスターツアー2・休憩 ■ 14：36 ～14：51

セッション7【肝臓・消化器】 ■14：51 ～15：23
座長：信州大学医学部附属病院　放射線部　上田　和彦　　

　O-22　胆嚢摘出術術後胆汁漏の診断に Gd-EOB-DTPA 造影 MR が有用であった一例

東京都保健医療公社荏原病院　放射線科　片山　彩美　他

　O-23　HCC-TAE　リピオドール極量使用例の検討

大田原赤十字病院　放射線科　森川　和彦　他

　O-24　MRI で EOB と SPIO の両方で取り込みを示したために
   FNHと鑑別が困難であった多血性肝細胞癌の一例

北里大学 医学部　放射線科学 画像診断学　石田　健一郎　他

　O-25　胃神経鞘腫の一例：CT、MRI を中心に

日本医科大学付属病院　放射線科　武田　美那子　他
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セッション8【腎・骨盤・骨軟部】 ■15：23 ～15：55  座長：昭和大学病院　放射線科　扇谷　芳光

　O-26　腎原発 Ewing 肉腫の１例 鉄蕉会亀田メディカルセンター　放射線科　大内　恵理　他

　O-27　異常な子宮腫大を示した結節性多発動脈炎の一例  

横浜市立市民病院　放射線科　平井　千裕　他

　O-28　ストレッチ運動により高齢者に発症したハムストリング損傷の 1 例

東京慈恵会医科大学 放射線医学講座　辻本　博瑛　他

　O-29　骨壊死で発見された距骨疲労骨折の 1 例

東京慈恵会医科大学　放射線医学講座　道本　顕吉　他

定例講座2 ■15：55 ～16：35 座長：埼玉医科大学国際医療センター　放射線腫瘍科　加藤　真吾

　高精度放射線治療の現状と展望 埼玉医科大学総合医療センター　放射線腫瘍科　髙橋　健夫

セッション9【IVR】 ■16：35 ～17：07  座長：埼玉医科大学病院　放射線科　田中　淳司

　O-30　上腸間膜動脈（SMA）の仮性動脈瘤に対し
   血管内超音波法（IVUS）を用いたステント留置術が有効であった一例

東京都立広尾病院　診療放射線科　森　なお子　他

　O-31　肝細胞癌に対して TACE 施行後に一過性の閉塞性黄疸を来した一例

国立がん研究センター東病院　上腹部外科　北口　和彦　他

　O-32　カテーテルによる選択的静脈血サンプリングが
   局在診断に有用であった異所性 ACTH 症候群の 2 例

青梅市立総合病院　放射線科　矢内　秀一　他

　O-33　乳腺葉状腫瘍の腸骨転移に対し
   放射線治療と経皮的臼蓋形成（セメント注入）術が奏功した１例

独立行政法人国立病院機構東京医療センター　橘川　奈生　他

次期会長挨拶 ■17：07 ～17：12 次期会長：北里大学医学部放射線科学　放射線腫瘍学　早川　和重

閉会の辞 ■17：12 ～17：17 会長：埼玉医科大学総合医療センター　画像診断科・核医学科　本田　憲業



10

ポスター ■ 9：30 ～16：00

P-01　造影 CTとeGFR 値変化、2 製剤に関する検討 新宿整形外科内科　河野　正志　他

P-02　Petrosquamosal Sinus の正常頭部 CT での描出率

三井記念病院　放射線診断科　阿部　彰子　他

P-03　全身 pneumoangiogram を呈した心肺停止患者の１例

横浜市立大学付属市民総合医療センター　放射線部　藤田　亮　他

P-04　原発性肺腫瘍との鑑別が困難であった IgG4 関連肺病変の 1 例

獨協医科大学　放射線医学講座　比氣　貞治　他

P-05　出血を伴った腸間膜嚢胞の 1 例   日本大学医学部放射線医学系　相澤　拓也　他

P-06　不整性器出血を契機に発見され多数の解剖学的変異を合併した虫垂癌の一例

埼玉医科大学国際医療センター　画像診断科　高橋　正洋　他

P-07　自然軽快した腸回転異常を伴うWinslow 孔ヘルニアの１例

静岡市立清水病院　放射線科　あべ松　沙織　他

P-08　3DCT volume rendering imaging が有用であった右傍十二指腸ヘルニアの一例

藤沢湘南台病院　放射線科　太田　智行　他

P-09　Pancreatic lipomatous pseudohypertrophy の一例

東京労災病院　放射線科　東條　慎次郎　他

P-10　門脈分岐異型の例：最も危険な門脈など  三井記念病院　放射線科　竹口　隆也　他

P-11　両側腎のびまん性腫大を呈した急性リンパ節白血病髄外再発の一例

昭和大学放射線医学教室　琵琶坂　奈緒美　他

P-12　外傷性精巣脱出症の１例   横須賀共済病院　放射線科　青木　利夫　他

P-13　メトトレキセート（MTX）関連リンパ増殖性疾患における
   MTX 休薬後の FDG-PET による活動性の評価

自衛隊中央病院　放射線科　江戸　博美　他

P-14　小細胞肺癌の脳転移例全脳照射プランにおいて投与線量日程に配慮を加えた経験症例

社会保険中央総合病院　放射線科　牟田　信春　他
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