プログラム

第 1 会場（ホール）

開会の挨拶 ■ 8：50 ～

会長：東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 関谷

セッション1【IVR】■ 9：00 ～ 10：00

O-01

座長：東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 成田

顕吉 他

胸管損傷部の直接穿刺による硬化療法が奏功した術後乳糜胸の 1 例
東京都立墨東病院 診療放射線科 高橋

O-03

正道 他

血胸を呈した下横隔膜動脈損傷の一例
群馬大学大学院医学系研究科救急医学／放射線診断核医学 青木

O-04

誠 他

肝膿瘍に生じた肝仮性動脈瘤からの胆道出血に対して塞栓術を施行した 1 症例
東京北医療センター 放射線科 小坂

O-05

哲也 他

腎癌副腎転移に対する凍結治療時に hypertensive crisis を生じた 1 例
東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線科 嵯峨崎

O-06

賢一

難治性膿胸に対し、axial puncture approach によるドレナージ術が有効であった 1 例
東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線科 道本

O-02

透

誠 他

当院で行った CT ガイド下生検 27 病変の検討
成田赤十字病院 放射線科 眞山

靖史 他

セッション 2【腹部・骨盤】■ 10：00 ～ 10：50 座長：東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 北井 里実

O-07

精巣若年性顆粒膜細胞腫の一例
慶應義塾大学医学部 放射線診断科 中村

O-08

当院で経験した腸管気腫症の比較検討
聖マリアンナ医科大学 放射線科 木村

O-09

進司 他

肝細胞癌との鑑別が困難で、経皮的生検にて診断しえた肝原発 PEComa の一例
東京慈恵会医科大学附属第三病院 放射線科 堀地

O-11

裕介 他

大腸憩室出血に対するバリウムパッキング法の治療成績
那須赤十字病院 放射線科 藤塚

O-10

幹夫 他

彩奈 他

膀胱腫瘍との鑑別を要した Uterine bizarre leiomyoma の一例
東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 勝俣
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智美 他

セッション 3【胸部・頭頸部・骨軟部・その他】■ 11：00 ～ 11：50

座長：立川綜合病院 放射線診断科 氏田

O-12

長期の難治性慢性骨髄炎としてみられた下顎骨 SAPHO 症候群の 1 例
東京歯科大学 市川総合病院 放射線科 馬場

O-13

亮 他

膝関節 MRI における腸脛靭帯および外側側副靭帯の前斜走線維の検討
東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 米永

O-14

健徳 他

肺粘液性嚢胞腺腫の 1 例
横須賀共済病院 放射線科 土屋

O-15

慶明 他

中学生を対象とした公開講座「君もレントゲン博士」について
神奈川県立がんセンター 放射線診断・IVR 科 吉田

セッション 4【腹部】■ 13：10 ～ 14：10

O-17

哲雄 他

座長：聖マリアンナ医科大学 放射線医学 宮川

百合子 他

Gd-EOB-DTPA 造影 MRI にて特徴的な所見を呈した肝サルコイドーシスの一例
横浜市立市民病院 放射線診断科 飯塚

O-19

倫世 他

総胆管内へ陥入進展した MCN of the liver の 1 例
昭和大学藤が丘病院 放射線科 竹山

O-22

洋子 他

FDG-PET/CT にて異常集積を呈した膵リンパ上皮性嚢胞の一例
東京女子医科大学 画像診断・核医学科 矢崎

O-21

均 他

膵脂肪腫の 2 例
東京都教職員互助会三楽病院 放射線科 並木

O-20

国久

肝類洞内進展を伴う悪性リンパ腫の一例
東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 藤井

O-18

淳 他

右肺中下葉間に孤立性腫瘤影を呈した Castleman disease の一例
国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 渡邊

O-16

万寿夫

信之 他

過酸化水素水の飲用が原因と思われた門脈内ガス血症の一例
信州大学医学部 画像医学教室 高橋
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正明 他

セッション 5【治療】■ 14：10 ～ 14：20

O-23

座長：聖マリアンナ医科大学 放射線医学 五味

弘道

エナメル上皮癌の根治的な陽子線治療が奏功した一例
筑波大学 医学医療系 放射線腫瘍学 斎藤

高 他

定例講座 1 ■ 14：20 ～ 15：10
座長：聖マリアンナ医科大学 放射線医学 五味

弘道

前立腺癌診療における放射線治療の役割
東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 青木

学

定例講座 2 ■ 15：10 ～ 16：00
座長：荏原病院 放射線科 井田

正博

頭頸部画像診断の基本的アプローチ：鼻副鼻腔および側頭骨領域
東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 尾尻

博也

フィルムリーディングセッション ■ 16：20 ～ 18：00
司会：横浜旭中央総合病院 放射線科 佐藤

秀一

東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 松島

理士

コメンテーター：筑波大学臨床医学系 放射線医学
【出題・解説】

南 学

【読影】

自治医科大学 放射線医学講座 木村
東京労災病院 放射線科 福田

有喜男

東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 清水

哲也
日本医科大学武蔵小杉病院 放射線科 一色 彩子
昭和大学医学部 放射線医学講座 宗近 次朗
帝京大学医学部 放射線科学教室 神田 知紀
東京大学 医学部 放射線医学教室 神谷 昴平

大記

東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 大木

一剛
慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 松本 俊亮
日本医科大学武蔵小杉病院 放射線科 一色 彩子

症例は、午前 10 時からホールホワイエの大型モニターに呈示いたします。
また、当日午前 10 時から、ホームページ（http://www.jrs-kantou.jp/）にも掲示いたします。

次期会長挨拶 ■ 18：00 ～
閉会の挨拶 ■ 18：10 ～

次期会長：東京女子医科大学東医療センター 放射線科 上野
会長：東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 関谷
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惠子
透

プログラム

第 2 会場（RoomA：A1-A3）

必須講習会 医療安全・放射線防護 ■ 10：00 ～ 10：50
座長：千葉県がんセンター 画像診断部 髙野

英行

NTT 東日本関東病院 放射線部 赤羽

正章

座長：東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 内山

眞幸

指導者講習会 ■ 11：00 ～ 11：50

筑波大学臨床医学系 放射線医学 南

学

座長：東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 川上

剛

ランチョンセミナー ■ 12：10 ～ 13：00

胸部画像診断：日常読影の Tips
東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 三角
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茂樹

プログラム

ポスター会場（ホールホワイエ）

ポスター ■ 9：00 ～ 16：00

P-01

コクサッキーウイルス感染を誘因とした
痙攣重積型急性脳症の脳血流評価に ASL を用いた１例
国立国際医療研究センター病院 放射線診断科 上原

P-02

隆治 他

頚部気管に発生した平滑筋種の 1 例
獨協医科大学 放射線医学講座 比氣

P-03

貞治 他

約 6 年間、無治療にて経過観察し得た肺門部カルチノイドの一例
昭和大学藤が丘病院 放射線科 大出

P-04
P-05
P-06

肺葉内肺分画症の CT 所見の検討
杏林大学医学部 放射線医学教室 木下

雄介 他

昭和大学病院 放射線科 新谷

暁史 他

胸壁に生じた肺外結核の一例

膵癌に合併した仮性嚢胞内出血の胃穿破に対し IVR による止血術が有効であった一例
公立昭和病院 放射線科 川合

P-07

佳彦 他

腹膜播種を契機に発見された
子宮外内膜症由来の low grade endometrial stromal sarcoma の一例
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 画像診断部 榎

P-10

啓太朗 他

特異な像を示したガーゼオーマの一例
横須賀共済病院 放射線科 青木

P-11

貴菜 他

腎癌に対する凍結治療後に消化管損傷を来した２例
東京慈恵会医科大学附属柏病院 放射線科 亀岡

P-09

豪 他

総肝動脈－固有肝動脈瘤に対し
バイパス術とコイル塞栓術をハイブリッド手術室で一期的に施行しえた一例
東京大学医学部附属病院 放射線科 山川

P-08

創 他

利夫 他

遺残坐骨動脈再考
杏林大学医学部 放射線医学教室

P-12

日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group：JCOG）画像委員会
国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 渡辺
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裕一 他

