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会場：本館6階  臨床講堂

O-01 巨大脾動脈瘤に対して、TAEが奏功した1例

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院  放射線科 青木　利夫  他

O-02 外傷性膵断裂に伴う仮性動脈瘤破裂に対して緊急動脈塞栓術が奏功した一例
国立国際医療研究センター病院　放射線診断科 渡口　真史  他

O-03 繰り返す産後出血に対して2回緊急動脈塞栓術を試みたが、永久止血が得られず
緊急子宮全摘術となった一例

国立病院機構東京医療センター  放射線科 佐伯　拓馬  他

O-04 進行腎細胞癌による難治性血尿に対し、経カテーテル的腎動脈塞栓が奏功した一例

自治医科大学附属さいたま医療センター  放射線科 千葉英美子  他

O-05 バルーン閉塞下肺動脈採血で診断し得たACTH産生肺カルチノイドの一例

慶應義塾大学医学部  放射線診断科 市村　　明  他

『Interventional Endoscopyの最前線』

演者：糸井  隆夫　 東京医科大学  消化器内科

O-06 Petersen’s herniaの2例
東京歯科大学市川総合病院  放射線科 馬場　　亮  他

O-07 Lynch症候群の一例
筑波大学医学医療系  放射線科 齋田　　司  他

O-08 クローン病術後の腹壁瘢痕部に発生した明細胞腺癌の一例
埼玉医科大学国際医療センター  画像診断科 渡邉　祐亮  他

8：50～9：00   

 1  IVR 　（O-01～05）9：00～9：40

    

 1 9：40～10：30

    

 2  ,  　（O-06～11）10：30～11：15
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O-09 婦人科術直後の虚血性肝炎の1例
横浜市立市民病院  放射線診断科 飯塚　　均  他

O-10 浸潤性膵管癌：膵内多発転移の1例
国立がん研究センター中央病院  放射線診断科 森田　慎一  他

O-11 精索平滑筋肉腫の一例

昭和大学病院  放射線科 滝川　明子  他

O-12 （演題取り下げ）

O-13 エタネルセプトにより誘発されたサルコイドーシスの一例
東京女子医科大学  画像診断・核医学科 坂井　鈴子  他

O-14 18F-FDG PET/CTが再発・転移診断に有用であった精索中皮腫の1例
防衛医科大学校病院  放射線科 小島　丈典  他

O-15 MRおよびPET-CT検査にて術前に診断し得たsclerosing stromal tumorの1例

独立行政法人国立病院機構東京医療センター  放射線科 相馬　崇宏  他

O-16 FDGの高集積を呈し、悪性骨腫瘍との鑑別を要した化骨性筋炎の一例

慶應義塾大学医学部  放射線診断科 長谷　　学  他

『CTの線量最適化と線量管理』

演者：赤羽  正章　NTT東日本関東病院  放射線部

O-17 腹痛で発症した肺葉外肺分画症の1例
自治医科大学  放射線医学教室 伊藤　浩一  他

O-18 IgG4関連胸膜疾患の1例
昭和大学横浜市北部病院  放射線科 河原悠一郎  他

O-19 急性下壁梗塞で発症した心膜原発滑膜肉腫の一例
横浜市立大学附属市民総合医療センター  放射線部 小原　大地  他

 3   　（O-13～16）11：15～11：45

    

12：00～12：50 GE

    

 4   　（O-17～21）13：00～13：35
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O-20 特異な形態を示し術前診断が困難であった食道GISTの1例
聖マリアンナ医科大学  放射線医学 小徳　暁生  他

O-21 Acquired immune deficiency syndrome（AIDS）に合併した非結核性抗酸菌症に伴う
非結核性抗酸菌症性リンパ節炎の1例

東京慈恵会医科大学  放射線医学講座 藤井百合子  他

『胸部のOncology Imaging』

演者：大野  良治　神戸大学大学院医学研究科  先端生体医用画像研究センター

『日本医学放射線学会の専門医制度、放射線部門システムの構築について』

演者：本田  憲業　埼玉医科大学総合医療センター   放射線科

O-22 外方性発育をきたした退形成性乏突起膠腫の2例

杏林大学医学部  放射線医学教室 西川真木子  他

O-23 腫瘍と周辺の浮腫様部の悪性度が異なりMRSを含めた術前診断に苦慮した膠芽腫の1例
昭和大学藤が丘病院  放射線科 林　　高樹  他

O-24 エチレングリコール中毒が疑われた1例
獨協医科大学  放射線科 山内真悠子  他

O-25 辺縁系・脳幹脳炎との鑑別に苦慮したgliomatosis cerebriの1例
東京大学医学部附属病院  放射線科 菅野　重明  他

O-26 Gliosarcomaの1例

日本大学医学部  放射線医学系 早乙女　巴  他

O-27 顎下部腫脹として顕在化したMTX（メトトレキセート）関連リンパ増殖性疾患の一例
東京慈恵会医科大学  放射線医学講座 榎　啓太郎  他

 2 13：35～14：25

    

14：25～15：10

    

15：10～15：25

 5   　（O-22～27）15：25～16：10
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O-28 Dynamic susceptibly MRIによる放射線治療後のイメージングバイオマーカーとしての可能性
東京医科大学病院  放射線科 白石　沙眞  他

O-29 透析中の中咽頭癌患者にcetuximab併用放射線治療を施行した一例

都立駒込病院  放射線診療科治療部 伊藤　　慶  他

O-30 膵癌放射線治療方法の検討

東京大学  放射線医学講座 竹中　亮介  他

O-31 AbchesとRPMによる呼吸停止法を用いて強度変調回転放射線治療を施行した原発性膵癌の一例
国立国際医療研究センター病院  放射線治療科 坂下　　麦  他

O-32 骨原発悪性リンパ腫に対する治療成績
がん研究会有明病院  放射線治療部 小口　正彦  他

『被ばく医療』

演者：立崎  英夫　（独）放射線医学総合研究所  REMAT  医療室

 6   　（O-28～32）16：10～16：45

    

16：45～17：30

    

17：30～17：35   

17：35～17：40   
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会場：本館6階  第1会議室

P-01 ハンドジェスチャーデバイスLeap motionを使用した清潔操作時のPC非接触操作方法の検討

昭和大学医学部  放射線医学教室 村上　幸三  他

P-02 HCC-TACE：動注用CDDP製剤「アイエーコール」によるアナフィラキシー 2例の報告

那須赤十字病院  放射線科 和田　慎司  他

P-03 受傷後2週間で遅発性に生じた外傷性脾動脈瘤の一例 -造影CT所見を中心に-

都立広尾病院  診療放射線科 巷岡　祐子  他

P-04 卵巣腫瘍が疑われた後腹膜腫瘍の1例
獨協医科大学病院　臨床研修センター 鈴木　綾乃  他

P-05 特発性門脈圧亢進症の加療中に低酸素血症を発症した一例
横浜市大付属市民総合医療センター病院  放射線部 牧田　泉紀  他

P-06 精巣カルチノイドの1症例

横須賀共済病院  放射線科 油座　　築  他

P-07 CTにて診断可能であった重複腸管炎の一例

信州大学医学部  画像医学講座 三井　高之  他

P-08 膀胱・直腸子宮内膜症の1例

横須賀共済病院  放射線科 清水美菜子  他

P-09 左副腎のChronic expanding hematomaの一例

防衛医科大学校病院  放射線科 藤崎　陽介  他

P-10 肝破裂にて発症した肝芽腫の一例
帝京大学医学部附属病院  放射線科 石川　祐一  他

P-11 急性腹症を呈し巨大な後腹膜腫瘍として発見されたまれな副腎皮質原発癌の1例
横須賀共済病院  放射線科 辻　　厳吾  他

P-12 30代で発症した前立腺原発胎児性横紋筋肉腫（紡錘細胞型）の1例
順天堂大学医学部附属順天堂医院  放射線科 朝比奈泰斗  他

P-13 腋窩尾部発生の乳癌の一例
筑波大学医学医療系  放射線科 齋田　　司  他

P-14 ガリウムシンチグラフィにて偏在性の集積を認めた隆起性皮膚線維腫肉腫
東京医大病院  放射線科 桝野　龍平  他

P-15 オープンソースを利用した遠隔地レポーティングシステム作成と問題点
菊名記念病院  放射線科 橋爪　　崇  他

P-16 多系統平滑筋機能不全症候群の1例
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター  放射線科 椎名　丈城  他

 P-01 P-21
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P-17 シクロスポリン脳症の1例
東京女子医科大学  画像診断学・核医学 稲森　慶一  他

P-18 診断的治療が奏功した下垂体過形成の1例
日本赤十字社医療センター  放射線科 渡邊　貴史  他

P-19 3ヶ月のshort intervalで拡大する頭部単純CTにおける脳実質内高吸収域が診断に
有用であった一例

川崎市立多摩病院  放射線科 猿谷　真二  他

P-20 低血糖脳症により拡散強調像で錐体路と脳梁膨大部に可逆性高信号域を認めた
インスリノーマの1例

埼玉医科大学総合医療センター  画像診断・核医学科 大澤威一郎  他

P-21 長期経過観察されMRSを併用して診断し得た乏突起細胞腫の1例
昭和大学藤が丘病院  放射線科 笹森　寛人  他


