プログラム
第１会場：講堂 (1F)

開会の辞

9：25〜9：30

早川 和重

会長：北里大学医学部放射線科学 (放射線腫瘍学)

セッション１［消化器 (診断)］(O-01〜O-05) 9：30〜10：10
松永 敬二

座長：北里大学医学部放射線科学 (画像診断学)

O-01 主膵管狭窄を伴った膵漿液性▱胞腺腫の1例
和田

達矢 他

O-02 腹腔鏡補助下幽門側胃切除術、結腸前Roux-en-Y再建後の内ヘルニアの1例
都立駒込病院放射線科 鈴木

瑞佳 他

国立国際医療研究センター放射線科

O-03 術前診断が困難であった膵腺房細胞癌の2例
群馬大学医学部附属病院核医学科・放射線部

朝永

博康 他

中野

祥子 他

福山

雅大 他

O-04 造影超音波にて検出可能であったIPNBの1例
群馬大学医学部附属病院画像診療部

O-05 Intraductal oncocytic papillary neoplasm (IOPN) の1例
横須賀共済病院放射線科

セッション２［消化器 (IVR)］(O-06〜O-08) 10：10〜10：34
座長：公益社団法人 地域振興協会

牧田

練馬光が丘病院放射線科

幸三

O-06 正中弓状靭帯圧迫症候群に合併した膵十二指腸動脈瘤破裂の一例
独立行政法人国立相模原病院機構

相模原病院放射線科

田口

智香子 他

O-07 胃癌の多発肝転移破裂に対しTAEを施行し止血し得た一例
都立墨東病院診療放射線科

安武

O-08 N-butyl-2-cyanocrylate (NBCA) による塞栓術が奏功した消化管出血の2例
横須賀共済病院放射線科 藤塚

毅

他

進司 他

定例講座① 10：35〜11：10
座長：亀田メディカルセンター乳腺科

戸崎

光宏

久保田

一徳

「乳腺のマルチモダリティ診断」
東京医科歯科大学医学部付属病院画像診断・放射線治療科医療情報部
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ポスターツアー①・休憩 11：10〜11：20

セッション３［胸部 (診断)］(O-09〜O-12) 11：20〜11：52
椎名

座長：横浜医療センター放射線科

丈城

O-09 NLSTの論文から日本のCT肺癌検診の有効性を評価する
飯沼

放射線医学総合研究所名誉研究員

武

他

O-10 若年女性に認められた肺Well Differentiated Fetal Adenocarcinomaで
術前診断が困難であった一例
帝京大学医学部附属溝口病院放射線科

山川

貴菜 他

O-11 乳腺stromal sarcomaの一例
横須賀共済病院放射線科

池澤

淳

他

O-12 アルコール性肝障害の患者に発生した外傷性頸横動脈瘤の一例
大塚病院診療放射線科

ランチョンセミナー 12：00〜12：50

総会

三條

江美 他

第2・第3会場にて開催

13：00〜13：20

セッション４［骨・その他］(O-13〜O-15) 13：20〜13：44
座長：横浜市立大学医学部医学科放射線医学教室

立石

宇貴秀

O-13 転移性骨腫瘍とBisphosphonate製剤による顎骨壊死との鑑別に有用であった
FAMT-PETの2例
群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学分野

金

O-14 MRIが診断に有用と考えられた右足皮膚myopericytoma (筋周皮腫) の一例
東京女子医科大学東医療センター放射線科 西野

舞

他

拓也 他

O-15 ヨード造影剤副作用歴または気管支喘息既往歴を持つ患者に対する
メドロール前投薬の有用性
群馬大学医学部放射線診断核医学
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神宮

晶子 他

セッション５［泌尿器・婦人科］(O-16〜O-20) 13：44〜14：24
市川 珠紀

座長：東海大学医学部専門診療学系 (付属病院画像診断科)

O-16 透析中の常染色体優性多発 胞腎患者における腎細胞癌:
FDG-PETの早期診断における有用性を示唆する2症例
平澤

群馬大学医学部附属病院画像診療部

裕美 他

O-17 仙骨転移からの静脈内腫瘍栓を伴う副腎皮質癌の一例の総合画像診断
北里大学医学部放射線科学 (画像診断学) 石田 健一郎 他
O-18 巨大

胞性腫瘤を呈した副腎仮性

胞の1例

東京女子医科大学病院画像診断・核医学科

土井

麻由子 他

久喜総合病院放射線科

二見

長一郎 他

O-19 膀胱内反性乳頭腫の1例

O-20 MRIで診断可能であった卵巣妊娠の1例
稲葉

東京慈恵会医科大学付属第三病院放射線科

夕子 他

ポスターツアー②・休憩 14：24〜15：00

セッション６［放射線治療］(O-21〜O-25) 15：00〜15：40
北本

座長：高崎総合医療センター放射線治療科

佳住

O-21 リーフ厚 (10、5、2.5 mm) が定位照射 (3DCRT、IMSRT) の
線量パラメータ (HI、CI、GI) に与える影響
茅ヶ崎徳洲会総合病院放射線科

永野

尚登 他

O-22 放射線外照射にて治癒しえた膵臓AVMの1例
東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科

清水

勧一朗 他

O-23 両側耳下腺に生じた木村氏病に対して放射線治療を施行した1症例
東京医科大学放射線医学講座

田島

祐

他

O-24 異時性多発肺癌 (4重癌) に対し全て放射線治療を行った1例
群馬県立がんセンター放射線科

吉田

大作 他

木嶋

良和 他

O-25 HDR-plesiotherapyで治療された鼻尖部皮膚の複合血管内皮腫の一例
東京慈恵会医科大学放射線医学講座放射線治療部
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セッション７［放射線治療］(O-26〜O-29) 15：40〜16：12
野中

座長：神奈川県立がんセンター放射線腫瘍科

哲生

O-26 進行・再発乳癌における原発巣もしくは胸壁再発巣に対する緩和照射
荒平

聡子 他

村上

直也 他

O-28 前立腺癌放射線治療症例における直腸線量と直腸内視鏡所見に関する検討
高崎総合医療センター放射線治療科 北本

佳住 他

国立がん研究センター東病院放射線治療科・粒子線治療開発部

O-27 婦人科腫瘍に対する高線量率組織内照射
国立がん研究センター中央病院放射線治療科

O-29 当院における前立腺がんに対するIMRTの初期経験
順天堂練馬病院放射線科

小杉

康夫 他

定例講座② 16：15〜16：50
井上 優介

座長：北里大学医学部放射線科学 (画像診断学)

「冠動脈 (心臓) CTの読影」

鈴木

さいたま赤十字病院放射線科

滋

セッション８［中枢神経・頭頸部］(O-30〜O-35) 16：50〜17：38
座長：筑波大学人間総合科学研究科医学系専攻応用放射線医学分野

増本

智彦

O-30 脳血流SPECTで特徴的な所見を呈した糖尿病性舞踏病の一例
木村

東京女子医大画像診断・核医学科

健

他

O-31 髄液耳鼻漏におけるIn-111 DTPA脳槽シンチグラフィ遅延全身像と
SPECT/MRI融合像の有用性
防衛医科大学校学生

長村

龍憲 他

慶応義塾大学放射線診断科

鳥飼

秀幸 他

埼玉県立小児医療センター放射線科

内川

容子 他

樋口

徹也 他

O-32 脳幹原発の脳実質内神経鞘腫の一例

O-33 間脳症候群を呈した視交叉視床下部腫瘍

O-34 診断困難な副甲状腺腫の局在診断に99mTc-MIBI SPECT/CTが
有用であった3症例
群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学

O-35 まれな発症形態を示したWegener肉芽腫の一例
東京北社会保険病院放射線科
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大澤

まりえ

他

次期会長挨拶 17：38〜17：43
閉会の辞 17：43〜17：48

次期会長：日本医科大学医学部放射線医学

汲田

伸一郎

会長：北里大学医学部放射線科学 (放射線腫瘍学)

早川 和重

座長：北里大学医学部放射線科学 (放射線腫瘍学)

早川 和重

市民公開講座 18：00〜18：40
「放射線被ばくの影響を正しく理解しよう」
東京女子医科大学医学部放射線腫瘍学講座

三橋

紀夫

休憩 18：40〜18：50

市民コンサート 18：50〜19：35
「弦の調べとともに」
石川 寛子 氏
チェロ 諸岡 由美子 氏
ピアノ 長谷川 美佐子 氏
バイオリン

＜曲目＞
●アヴェマリア (バッハ＝グノー)
●福島の子守唄〜会津磐梯山
●ヘンデルオラトリオ「ユダマカベウス」の主題によるヴァリエーション (ベートーヴェン)
●愛の喜び (クライスラー)
●タイスの瞑想曲 (マスネー)
●パガニーニの自題によるラプソディー (ラフマニノフ)
●ひまわり (ヘンリー・マンシーニ)
●ミッション (エンニオ・モリコーネ)
●リベルタンゴ (アストル・ピアソラ)
※曲目は変更する場合があります
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第２会場：1号室 (1F)

ランチョンセミナー① 12：00〜12：50
座長：自治医科大学放射線科学 (画像診断学)

杉本 英治

共催：エーザイ株式会社

「造影剤使用の安全管理」
群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学分野

対馬

義人

指導者講習会 15：00〜15：30
座長：北里大学医学部放射線科学 (放射線腫瘍学)

早川 和重

「新しい放射線科専門医制度規定における研修医指導について」
東京慈恵会医科大学医学部医学科放射線医学講座

福田

国彦

第３会場：6号室 (2F)

ランチョンセミナー② 12：00〜12：50
座長：北里大学医学部放射線科学 (画像診断学)

松永 敬二

共催：バイエル薬品株式会社

「日常診療の中のCAD」
東京大学医学部附属病院コンピュータ画像診断学／予防医学講座
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林

直人

第４会場 (ポスター会場)：4・5号室 (1F) 10：30〜17：00

ポスター１［胸部］(P-01〜P-04)
P-01

線維腺腫より発生した非浸潤性乳管癌の1例
昭和大学医学部放射線科

P-02

波多野

久美 他

桝野

龍平 他

徳江

浩之 他

濱本

耕平 他

肺原発Solitary Fibrous Tumorの1例
東京医科大学放射線医学講座

P-03

開心術後の心▱内に発生したChronic expanding hematomaの1例
群馬大学医学部附属病院画像診断核医学

P-04

腹部大動脈人工血管置換術後に右下肢急性動脈閉塞で発症した
二次性大動脈十二指腸瘻の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

ポスター２［泌尿器・婦人科］(P-05〜P-08)
P-05

腎原発性滑膜肉腫の一例
横浜市立大学附属市民総合医療センター

平山

麻利子 他

P-06

FDG-PET/CTにてFDG高集積を認めた副腎褐色細胞腫と副腎癌を合併した一例
群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学 有坂 有紀子 他

P-07

後腹膜に異所性発生したoncocytic adrenocortical carcinomaの1例
横浜市立大学・市民総合医療センター放射線部

P-08

平山

麻利子 他

松井

健太郎 他

腹腔鏡下子宮筋腫核出術後に発生した寄生筋腫の1例
横浜市立大学・市民総合医療センター放射線部

ポスター３［腫瘍］(P-09〜P-11)
P-09

18F-FDG PET/CTにて経過を追いえたIgG4関連疾患の2例
群馬大学医学部附属病院画像診断核医学

P-10

梓

他

リンパ腫様肉芽腫症の2例
千葉大学医学部附属病院放射線科

P-11

徳江

向井

宏樹 他

菊嶋

昭一 他

肺転移が先行して発見されたtransitional meningiomaの一例
東京医科大学茨城医療センター放射線科
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ポスター４［放射線治療］(P-12〜P-15)
P-12

P-13

P-14

複数部位照射後にペースメーカーがリセットとなった1例
山梨県立中央病院放射線科

渡部

伊織 他

北里大学放射線腫瘍学

関口

茜衣 他

川上

正悟 他

牟田

信春 他

高橋

正道 他

前立腺小細胞癌に対する放射線治療の検討

視神経鞘腫に対して定位放射線治療を施行し改善を認めた一例
北里大学病院放射線腫瘍学

P-15

陥凹形照射野に対する多門原体プランとIMRTプラン例との比較:
原体照射の存続意義の検討も含め
社会保険中央総合病院放射線科

ポスター５［IVR］(P-16〜P-18)
P-16

経カテーテル的動脈塞栓術にて止血し得た大網出血の1例
東京都立墨東病院診療放射線科

P-17

TAEが奏功した肝巨大▱胞内出血の1例
横須賀共済病院放射線科

P-18

青木 利夫 他

類骨骨腫に対する経皮的穿刺に伴う心拍数および血圧上昇に関する初期検討
群馬大学医学部付属病院核医学科・放射線部 松田 吉裕 他
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