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第 443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　8：55～9：00 会長：大友　　邦　東京大学放射線医学 教授

セッション1　［胸部・IVR］（O-01～07） 9：00～9：49 座長：小嶋　　馨　東芝病院

O-01 孤立性空洞性結節影を呈した原発性肺粘液産生性腺癌の一例
関東労災病院 放射線科　高柳ともこ　他

O-02 モンテプラ－ゼ（遺伝子組み換え）投与後 CT肺血管造影、肺血流 SPECTにて 
経過観察しえた急性肺血栓症の2例

防衛医科大学校 放射線科　知識　俊樹　他

O-03 乳房腫瘤を伴った Erdheim-Chester diseaseの1例
東京大学 医科学研究所附属病院 放射線科　古田　寿宏　他

O-04 ショックを伴う胆嚢出血に対して TAEを施行した1例
東京警察病院 放射線科　萩原　彰文　他

O-05 胃静脈瘤に対し左下横隔静脈 ‒ 下大静脈排血路からB-RTOを施行した5例
北里大学医学部 放射線科学 画像診断学　山根　拓郎　他

O-06 胃潰瘍穿通によって形成された脾動脈仮性動脈瘤に対して TAEを施行した1例
都立墨東病院 診療放射線科　高橋　正道　他

O-07 外傷性腸間膜損傷に対しNBCAによる動脈塞栓術が奏功した一例
横須賀共済病院 放射線科 　青木　利夫　他

定例講座1　9：50～11：05 共催：東芝メディカルシステムズ㈱  

 座長：土屋　一洋　東京逓信病院

　1-1 日常診療で遭遇する代謝・変性・中毒・感染性疾患 
都立神経病院 神経放射線科　中田　安浩

　1-2 小児の腹部腫瘤
自治医大とちぎ子ども医療センター 小児画像診断部　古川理恵子

　1-3 膵管の画像診断
東大病院 放射線科　五ノ井　渉
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セッション2　［腹骨盤部］（O-08～14） 11：10～11：59 座長：松岡勇二郎　都立墨東病院

O-08 肝細胞癌患者における副腎腫瘤の鑑別：腺腫と転移
NTT東日本関東病院 放射線科　八坂耕一郎　他

O-09 肝被膜下出血を契機に血管型 Ehlers-Danlos症候群と診断された1例
筑波大学 放射線診断科　橋本美智子　他

O-10 胃Glomus腫瘍の一例
埼玉医科大学 国際医療センター 画像診断科　岡野奈々美　他

O-11 腹膜播種性平滑筋腫の1例
横須賀共済病院 放射線科　石井　　改　他

O-12 不妊治療中に判明したWunderlich症候群の1例
三楽病院 放射線科　石田　尚利　他

O-13 術前診断し得た Sclerosing angiomatoid nodular transformation（SANT）の1例
東京医科大学病院 放射線科　代田　夏彦　他

O-14 PET画像が有用であった血管内リンパ腫の1例
聖マリアンナ医科大学 医学部　小野　貴史　他

ランチョンセミナー　12：10～12：55 共催：第一三共 ㈱

 座長：青木　茂樹　順天堂大学

 To be a better radiologist：より良い放射線科医になるための工夫 

演者：南　　学　筑波大学医学医療系 放射線科 教授

定例講座2　13：05～13：55 共催：エレクタ ㈱、日本アキュレイ ㈱

 座長：唐澤　克之　がん・感染症センター都立駒込病院

　2-1 症例から考える放射線治療の適応とその方法1：根治的照射
帝京大学病院 放射線科　加藤　大基

　2-2 症例から考える放射線治療の適応とその方法2：緩和的照射
東大病院 放射線科　山下　英臣
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必須講習会 「医療倫理」　13：55～14：40 共催：バイエル薬品 ㈱

 座長：本田　憲業　埼玉医大総合医療センター

 患者相談・苦情処理の現状　～大学病院での経験～ 

演者：阿部　篤子　東京大学医学部附属病院 患者相談・臨床倫理センター

コーヒー・ブレイク　14：40～14：55

セッション3　［放射線治療］ （O-15～21） 14：55～15：44 座長：中川　恵一　東大病院

O-15 当院における切除不能局所進行食道がんの化学放射線治療成績
がん研有明病院 放射線治療部　吉田　匡宏　他

O-16 前立腺癌に対する3D-CRTと IMRTの直腸出血の比較
がん・感染症センター都立駒込病院 放射線診療科　清水口卓也　他

O-17 切除不能直腸癌術後局所再発への重粒子線治療後に発症した 
骨盤内出血症例の検討

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

O-18 前立腺癌に対する IMRTの初期経験
川崎市立川崎病院 放射線治療科　田中　智樹　他

O-19 当院における前立腺癌 IMRTの有害事象についての検討
渋川総合病院 放射線科　中村　勇司　他

O-20 胸腔鏡補助下食道亜全摘術（VATS-E）後の局所／領域リンパ節再発に対して 
放射線治療を施行した症例の検討

昭和大学 放射線医学講座 　加藤　正子　他

O-21 BMI 56の高度病的肥満を有する子宮体癌症例に対する体外照射・腔内照射の経験
東大病院 放射線科　野元　昭弘　他



10

セッション4［脳神経・その他］（O-22～28） 15：45～16：34

 座長：大久保敏之　帝京大学ちば総合医療センター

O-22 3T MRI 3D-ASLにおける脳血流量評価：撮像条件が血流量測定結果に与える影響
帝京大学ちば総合医療センター 放射線科 　久保　貴俊　他

O-23 TUBA1A遺伝子異常による滑脳症の一例：拡散テンソル解析を含めて
順天堂大学 放射線科　神谷　昂平　他

O-24 インフルエンザワクチンが原因と考えられた脳症の1例
聖マリアンナ医科大学 放射線科　坂元　伸吾　他

O-25 吸引細胞診後に縮小を示したワルチン腫瘍の一例
信州大学医学部 画像医学講座 　岡島　幸紀　他

O-26 インジェクター情報の解析によるCT造影法の検討
東邦大学医療センター大橋病院 放射線科　長谷川　誠　他

O-27 PSP vs Doctor Net：放射線科医から見た読影端末比較
那須赤十字病院 放射線科 　水沼　仁孝　他

O-28 レポート作成をトリガとしたティーチングファイル（TF）登録機能を有する、 
TFシステムの構築

埼玉医科大学総合医療センター 放射線科　本田　憲業　他

研修指導者講習会　16：40～17：10

演者：南　学　筑波大学医学医療系 放射線科 教授 

次期会長挨拶　17：10～17：15 次期会長：徳植　公一　東京医大 放射線医学教室 教授

閉会の辞　17：15～17：20 会長：大友　　邦　東京大学放射線医学 教授
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会場：5F ホワイエ

ポスター　（P-01～23） 10：30～

P-01 Small cell glioblastomaの一例
東大病院 放射線科 　住田　　薫　他

P-02 水痘罹患後の小児脳梗塞の一例
埼玉医科大学総合医療センター 放射線科 　柳田ひさみ　他

P-03 側頭骨原発軟骨芽細胞腫の一例
NTT東日本関東病院 放射線科　原　亜矢香　他

P-04 再発を繰り返す上顎洞発生の炎症性偽腫瘍の一症例
昭和大学病院 放射線医学教室　宮上　　修　他

P-05 炎症性腹部動脈瘤を合併した SAPHO症候群の1例
日大板橋病院 放射線科　早乙女　巴　他

P-06 重症急性心筋梗塞心臓における動脈相 CT左室壁造影効果の検討
新東京病院 放射線科　能城　　毅　他

P-07 破裂により子宮外に巨大な血腫を形成した子宮平滑筋肉腫の一例
東京北社会保険病院 放射線科　小坂　哲也　他

P-08 子宮体部原発小細胞癌の1例
横須賀共済病院 放射線科　増田　晴彦　他

P-09 左下腹部痛を繰り返し、画像的に経過観察しえた魚骨による大網内膿瘍の1例
獨協医科大学 放射線科　石川　　勉　他

P-10 腎血管筋脂肪腫とmultifocal micronodular pneumocyte hyperplasia-MMPHから
結節性硬化症の診断に至った1例

順天堂大練馬病院 放射線科　岡田　慎悟　他

P-11 子宮広間膜ヘルニアの1例
昭和大学 放射線医学教室　ベル　望美　他

P-12 虫垂炎との鑑別が画像上困難であった家族性地中海熱の一例
東大病院 放射線科　松坂　優己　他

P-13 一時的に自然消失した乳腺原発悪性リンパ腫の1例
東芝病院 放射線科　佐藤　大介　他

P-14 移動性を認めた骨髄浮腫症候群の1例
東邦大学佐倉病院 放射線科　小田島正幸　他
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P-15 Y-90標識がん特異抗体による放射免疫療法の病理学的検討
東京大学 放射線医学講座　藤原健太郎　他

P-16 腹部緊急照射を要した乳児神経芽細胞腫の1例
東邦大学医療センター大森病院 放射線科　宮本　一成　他

P-17 椎体原発 Ewing肉腫に対し強度変調放射線治療（ IMRT）を施行した1例
がん・感染症センター都立駒込病院 放射線診療科　村田　裕人　他

P-18 膣壁及び傍子宮組織に高度浸潤した子宮頸癌ⅢB期に対し 
IMRT、腔内照射を併用し局所制御を得た一例

がん研有明病院 放射線治療科　八木　　縁　他

P-19 前立腺癌小線源治療後、線源が肺に迷入した一例
東大病院 放射線科　竹中　亮介　他

P-20 眼窩内海綿状血管腫に対する放射線治療の1例
帝京大学溝口病院 放射線科　小林　紀子　他

P-21 内頸静脈穿刺による中心静脈カテーテルが頸部脊柱管内に迷入した症例
北里大学 放射線画像診断科　大塚亜沙未　他

P-22 読影疲労測定に有用な疲労指標の検索
東大病院22世紀医療センター コンピュータ画像診断学 /予防医学寄付講座　前田恵理子　他

P-23 画像診断コンサルテーション：7年間の実績
国立がん研究センターがん対策情報センター　　　　　　　　

がん医療支援研究部画像診断コンサルテーション推進室　女屋　博昭　他




