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日　程　表

平成 28 年 6 月 18 日（土）

世話人会

日本核医学会第 83 回中部地方会　　　　　12：00 － 12：50　　　　　　第 7会議室

第 60 回中部 IVR 研究会　　　　…　　…　　12：00 － 12：50　　　　　　第 2会議室

日本医学放射線学会第 160 回中部地方会　…17：00（予定発表終了後）…………第 2 会議室

平成 28 年 6 月 18 日（土）

日本核医学会第 83 回中部地方会【第 2研修室】

開会の辞、世話人会報告 12：50

セッション 1　中嶋　憲一 心臓・その他 13：00 － 13：48

セッション 2  東　光太郎 PET 臨床・その他 13：48 － 14：36

日本医学放射線学会第 160 回中部地方会……診断【第 2研修室】

開会の辞 14：50

セッション 1　道合　万里子 中枢・頭頸部 15：00 － 15：48

セッション 2　吉田　耕太郎 骨盤（婦人科） 15：48 － 16：28

第 60 回中部 IVR 研究会【第 1研修室】

開会の辞、世話人会報告 12：50

セッション 1  北楯　優隆 技術・合併症 13：00 － 13：32

セッション 2　蔭山　昌成 塞栓術 1 13：32 － 14：12

セッション 3　富澤　岳人 塞栓術 2 14：12 － 14：44

セッション4　鈴木  一史 ステント・PTA 14：44 － 15：24

日本医学放射線学会第 160 回中部地方会……治療【第 1研修室】

セッション 7　的場　宗孝 消化器・その他 15：50 － 16：30
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平成 28 年 6 月 19 日（日）

日本医学放射線学会第 160 回中部地方会……診断【第 1研修室】

世話人会報告 8：50

セッション 3　阿保　斉 胸部・肺 9：00 － 9：48

セッション 4　小林　健 胸部（肺・その他） 9：48 － 10：36

セッション 5　北尾　梓 腹部（肝臓・その他） 10：36 － 11：24

セッション 6　釘抜　康明 腹部・その他 11：24 － 12：04

日本医学放射線学会第 160 回中部地方会……治療【第 2研修室】

セッション 8　田中　秀和　 頭頸部 9：00 － 9：40

セッション 9　熊野　智康 乳腺・婦人科 9：40 － 10：20

セッション 10 立花　弘之 前立腺 10：20 － 10：52

セッション 11 玉村　裕保 体幹部定位放射線治療 10：52 － 11：24

セッション 12 高松　繁行 陽子線治療 11：24 － 12：04
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お願いとお知らせ

●学会ご出席の先生方へ

・参加費として各地方会ごとに 1,000 円を徴収させて頂きます。

・日本医学放射線学会中部地方会では「会員 IC カード」での単位取得が可能です。

　「会員 IC カード」を忘れずにご持参ください。

・会場建物内では全面禁煙となっております。また、指定場所以外での飲食は出来かねま

すのでご協力の程お願いいたします。会場及び近辺は昼食をとれる場所が少なく、大変

ご不便をおかけいたしますがご理解ご協力の程お願いいたします。

●ご発表の先生方へのお願い

・ご口演時間は、いずれの地方会も発表 6分、討論 2分としております。

  時間厳守でお願いいたします。

・発表は、全てご自身のパソコン持ち込みでお願い致します。持ち込まれたパソコンをプ

ロジェクターに接続しスクリーンに映写しての発表となります。

  バッテリー切れを防ぐ為、電源アダプタも必ずご持参ください。

・事前に外部のディスプレイ出力が可能であることを必ず確認してください。

 接続端子は D-sub　ミニ 15pin です。

　これ以外の出力端子を有するパソコン（Macintosh・小型 Windows・タブレット端末）を

使用する場合、会場では接続アダプタの準備はしておりませんので必ず専用の VGA 接続

アダプタをご持参ください。

・スクリーンセーバーやスリープ機能設定の解除をお願い致します。

・ご自身の発表の 15 分前には会場へパソコン及び必要なアダプタをお持ちください。

　会場の次演者席付近に係りの者がおりますので、プロジェクター接続をお申し出くださ

い。

・パソコンのトラブルに備えてバックアップとして、発表データを保存した外部記憶媒体

（CD-R あるいは USB メモリーなど）をご用意ください。

●抄録についてのお願い

・抄録締め切りは平成 28 年 6 月 4 日 ( 土 ) としております。抄録の冒頭には地方会名を

必ず記載してください。演題名・演者名（共同演者含）、所属を含め 400 字以内とし、

メールでお送りくださいますようご協力お願いいたします。

  宛先：chubu@kanazawa-med.ac.jp

 なお、修正は、学会開催日まで受け付けますが、中部地方会ホームページ上には反映さ

れませんのでご了承ください。

●座長の先生方へのお願い

・担当セッション開始 30 分前までに受付をお願い致します。ご自身の担当セッションの

前の発表が始まりましたら、次座長席にご着席ください。

・担当セッションの進行は時間厳守にてお願いいたします。



－7－

日本核医学会　第 83 回中部地方会
平成 28 年 6 月 18 日（土）　石川県地場産業振興センター

　　12：50　　　　　　　　開会の辞・世話人会報告

セッション１　●心臓・その他

　　13：00…～…13：48……　　　　…座長　中嶋　憲一（金沢大学）

　1.…I-123…MIBG によるコリメータの差異の補正ノモグラムと心不全死亡リスクチャート

     金沢大学附属病院　　　　　　　　　核医学診療科　　　　　 中嶋憲一、松尾信郎、絹谷清剛

     函館五稜郭病院　　　　　　　　　　循環器内科　　　　　　 中田智明

　　 金沢医科大学　　　　　　　　　　　物理学　　　　　　　　 奥田光一

　2.…N-13 アンモニア PET 心筋血流検査による新しい診断技術の開発

　　…—ファントムを用いた基礎的検討—

　　 金沢大学附属病院　                核医学診療科　　       松尾信郎、中嶋憲一、絹谷清剛

     金沢先進医学センター              PET センター            望月孝史、武田　悟、竹内博敏

                                                              早川和也

     金沢大学附属病院　                保健学科　       　　　澁谷孝行

……3.…Bone…scan…index の新しい応用方法：薬剤関連顎骨壊死の早期発見

     金沢大学附属病院                  核医学診療科           渡辺　悟、中嶋憲一、絹谷清剛

                                       泌尿器科               溝上　敦

                                       歯科口腔外科           野口夏代、川尻秀一

……4.…γ H2AX を用いた末梢血リンパ球の放射線障害に関する検討

     金沢医科大学　                    物理学                 奥田光一、橋本光正

                                       放射線医学             渡邉直人、道合万里子、髙橋知子

                                                              大磯一誠、利波久雄

　　　　　　　　　　　　　　　　 　    循環器内科学           河合康幸、梶波康二

　　　　　　　　　　　　　　　　　     生化学Ⅰ               岩淵邦芳

……5. 分化型甲状腺癌術後患者に対する I-131…1110MBq…アブレーション：血中サイログロブリン高値を

………… 示す患者への適応の検討…

     名古屋大学　                      放射線科　　　　　　　 伊藤信嗣、岩野信吾、長縄慎二

                                       医用量子               加藤克彦

……6.…Sorafenib が奏功した放射性ヨウ素抵抗性甲状腺分化癌の肺転移症例（第 2報）

     公立松任石川中央病院　            甲状腺診療科 　　      横山邦彦、辻 志郎、道岸隆敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 耳鼻咽喉科　　 　      塚谷才明

                                       放射線科               秋元　学

核 

医 

学
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セッション 2　● PET 臨床・その他

13：48……～　14：36……　　　　　　座長　東　光太郎（浅ノ川総合病院）

……7.…神経内分泌腫瘍に対するソマトスタチン受容体シンチグラフィの初期経験

     愛知県がんセンター中央病院　      放射線診断・IVR 部　    山口久志、稲葉吉隆、今井勇伍

                                                              守永広征、金原佑樹、長谷川貴章

                                                              村田慎一、加藤弥菜、小野田　結

                                                              佐藤洋造、山浦秀和

                                       消化器内科             肱岡　範

……8.…18F-FDG…PET/CT 検査における医療スタッフの被ばく線量－自動投与装置導入後の線量評価－

     藤田保健衛生大学病院　             看護部                 牧　美香、芦木ひとみ、鵜木恵美子                      

                                                              西田　洋、亀井裕子

                                       放射線部　             石黒雅伸、加藤正基、沖田洋右

                                                              宇野正樹、渡辺公憲

     藤田保健衛生大学                  医療科学部 放射線学科  南　一幸

                                       医学部　放射線科 　　　菊川　薫、外山　宏

……9.…心臓サルコイドーシス…18F-FDG…PET/CT の全身病変の検討

     藤田保健衛生大学　                医学部　放射線科　　   渡邉あゆみ、太田誠一朗、

                                                              小森雅子、松山貴裕、重村知香

                                                              乾　好貴、菊川　薫、外山　宏

                                        循環器内科             皿井正義

……10.…FDG-PET/CT を施行した G-CSF 産生口腔癌の 2例

      岐阜大学　                       放射線科　 　　　　　　伊東政也、浅野隆彦、加藤博基

                                                              松尾政之　　　　　　　

  11.…癌細胞への FDG 集積と細胞周期依存性について

      浅ノ川総合病院　                 放射線科               東　光太郎、遠藤珠生、西田宏人

　　　公立松任石川中央病院　           放射線治療科　　       大口　学

      金沢医科大学　                   放射線医学             渡邉直人、利波久雄

 …12.…FDG-PET・CT 施行時の血管迷走神経反射の一例

　 　 金沢医科大学　                   放射線医学　　 　　　　中島健人、髙橋知子、大磯一誠

                                                              道合万里子、渡邉直人、利波久雄

核 

医 

学
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第 60 回中部 IVR 研究会
平成 28 年 6 月 18 日（土）　石川県地場産業振興センター

12：50…………　　　　………　　開会の辞、世話人会報告

セッション 1…　●技術・合併症

　　　13：00　～　13…:…32　　　　　　座長　北楯　優隆（金沢医科大学）

　1.…HCC に対する TACE における２相 CTHA 合成画像の有用性

     名古屋市立大学 　                 放射線科　　           太田賢吾、下平政史、橋爪卓也

                                                              鈴木一史、後藤多恵子、澤田祐介

                                                              中山敬太、中島雅大、木曽原昌也 

                                                              芝本雄太

　2. 骨盤内悪性腫瘍化学放射線治療後に大量出血来した 3例

　　福井県済生会病院　                 放射線科　 　　　　　　永井圭一、宮山士朗、山城正司

                                                              櫻川尚子、吉田未来、四日 章

                                       外科        　　　　　 高嶋吉浩、飯田善郎

　                                     産婦人科        　　　 高多佑佳

  3.…腎血管筋脂肪腫に対する動脈塞栓術後に尿管狭窄をきたした一例

     刈谷豊田総合病院                  放射線診断科     　　　本田純一、北瀬正則、田中祥裕

                                                              古田好輝、坂東勇弥、川口毅恒

                                                              斎藤寛子、水谷弘和、水谷　優

  4.…術前血流改変時に逸脱した AMPLATZER…Vascular…Plug を回収した 1例

　　 愛知県がんセンター中央病院        放射線診断・IVR 部　    佐藤洋造、稲葉吉隆、長谷川貴章

                                                              金原佑樹、山浦秀和、小野田　結

                                                              加藤弥菜、村田慎一、守永広征

                                                              山口久志、今井勇伍

                                       消化器外科             千田嘉毅

Ｉ
Ｖ
Ｒ
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セッション 2…　●塞栓術 1

13：32　～　14…:…12　　　　　…　座長　蔭山…昌成（済生会富山病院）

  5.…塞栓術を行った持続勃起症 4例の検討：High-flow…type…3 例と Low-flow…type…1 例

     浜松医科大学                      放射線診断学・核医学講座

　                                                        　  伊東洋平、神谷実佳、牛尾貴輔

                                                              汪　洋、林　真帆、五十嵐郁己

                                                              川村謙士、山下修平、那須初子

                                                              竹原康雄、阪原晴海

                                       泌尿器科　  　　　 　　本山大輔、大園誠一郎

  6.…胸骨圧迫により生じた内胸動脈損傷に対して TAE を施行した一例

　　 名古屋市立大学　　                放射線科　　    　     木曽原昌也、下平政史、橋爪卓也

                                                              鈴木一史、太田賢吾、河合辰哉

                                                              澤田祐介、中山敬太、中島雅大

                                                              芝本雄太

  7.…膵頭十二指腸切除後の門脈閉塞に伴う空腸静脈瘤に対して IVR 治療が奏功した 1例

　   愛知県がんセンター中央病院        放射線診断・IVR 部      守永広征、佐藤洋造、稲葉吉隆

                                                              山浦秀和、小野田 結、加藤弥菜

                                                              村田慎一、長谷川貴章、金原佑樹

                                                              山口久志、今井勇伍

                                       消化器内科             原　和生

  8.…3.3F ガイディングカテーテルと電気離脱式コイルの組み合わせで塞栓した背側膵動脈瘤の 1例

　　 高岡市民病院                      放射線科　　　　       岩田紘治、小林佳子、寺山　昇

　　 金沢大学　              　　　　　放射線科　　　　     　小森隆弘

　　 高岡市民病院　　　              　胸部・血管外科　       辻本　優

  9.…Klippel-Trenaunay-Weber…症候群に生じた難治性皮膚潰瘍に対して動脈塞栓術を施行した一例

     富山大学附属病院                  放射線科               富澤岳人、鳴戸規人、川部秀人

                                                              野口　京

Ｉ
Ｖ
Ｒ
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Ｉ
Ｖ
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セッション 3…　●塞栓術 2

14：12　～　14…:…44　　　　　…　座長　富澤　岳人（富山大学）

  10.…胆嚢摘出術後の難治性胆汁漏に対して金属コイルと NBCA での胆嚢管塞栓が有効であった 1例

      中東遠総合医療センター　         放射線診断科        　 橋本成弘、橋本奈々子、田中隆浩

                                                              石原雅子、大川賀久

  11.…DEB-TACE を施行した門脈浸潤 (Vp1) を伴う肝細胞癌の 1症例

      福井県済生会病院                 放射線科               四日 章、宮山士朗、山城正司

                                                              吉田未来、櫻川尚子、永井圭一

  12.…肝細胞癌の肝外供血に対してバルーン TACE が有用であった 1例

      愛知県がんセンター中央病院       放射線診断・IVR 部     金原佑樹、山浦秀和、稲葉吉隆

                                                              佐藤洋造、小野田　結、加藤弥菜

                                                              村田慎一、長谷川貴章、守永広征

                                                              山口久志、今井勇伍

  13.…肝細胞癌胸膜転移の破裂による胸腔内出血に対し緊急塞栓術を施行した一例

　　　金沢大学　　　　　               放射線科　     　　　　山村伊代、扇　尚弘、南　哲弥

                                                              香田　渉、奥田実穂、井上　大

                                                              米田憲秀、小森隆弘、蒲田敏文 



－12－

Ｉ
Ｖ
Ｒ

セッション 4………●ステント・PTA

　　　14：44　～　15…:…24　　　　　座長　鈴木　一史（名古屋市立大学）

……14．EVAR 術後に感染を伴う瘤径増大を来した 1例

      岐阜大学　　　　                 放射線科             　永田翔馬、五島　聡、川田紘資

                                                              野田佳史、河合信行、安藤知広

                                                              松尾政之　

                                       高度先進外科           島袋勝也、石田成吏洋、土井 潔

……15.…胆膵領域の術後肝外門脈出血に対するステントグラフト治療

      名古屋大学附属病院　             放射線科               鈴木耕次郎、馬越弘泰、長坂 憲

                                                              松島正哉、駒田智大、長縄慎二

                                       消化器外科 1           水野隆史、江畑智希、梛野正人

……16.…SFA 起始部直下からの CTO に対する PTA に苦慮した 1例

      光生会病院                       放射線科               橋本　毅

……17.…経皮的胆管ステント留置術においてカバードステントに Partial…stent-in-stent を施行した

………………症例の検討

      厚生連高岡病院　                 放射線科　     　      杉浦拓未、野畠浩司、川森康博

                                                              堀地　悌、関  宏恭、北川清秀

……18.…EVAR 時に leg の push…up により main…body の migration が生じた経験

　　　金沢大学　　　　             　　放射線科　　　　       松本純一、扇　尚弘、南　哲弥

                                                              香田　渉、吉田耕太郎、松原崇史

                                                              杉盛夏樹、蒲田敏文 

                                       心臓血管外科         　木村圭一、鷹合慎太郎、竹村博文 
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日本医学放射線学会　第 160 回中部地方会
平成 28 年 6 月 18 日（土）　石川県地場産業振興センター

14：50…………　　　　………　　開会の辞

診断

セッション１　●中枢・頭頸部

……15：00……～……15：48………………　　座長　　道合　万里子（金沢医科大学）

  1.…iPad での thin…client を利用した試験的な画像参照について　　

     藤田保健衛生大学　 　             放射線科　　           服部秀計、外山　宏　

  2.…悪性化した ganglioglioma の 1 例

　　 名古屋市立大学  　　              放射線科　　　　     　小川史子、小川正樹、小澤良之

                                                              河合辰哉、北林 祐季也

                                                              浦野 みすぎ、芝本 雄太

  3.…急性の先行・失認にて発症した血管内リンパ腫の一例

　　 富山赤十字病院 　　               放射線科　    　　　 　髙橋美紗、日野祐資、荒川文敬

 …4.…鼻副鼻腔 phosphaturic…mesenchymal…tumor による腫瘍性骨軟化症の 1例

     岐阜大学　                        放射線科　     　　　　川口真矢、加藤博基、松尾政之

                       　              耳鼻咽喉科   　     　 若岡敬紀、久世文也、朝日勇貴

                                                              西堀丈純、 青木光広、水田啓介

                                                              伊藤八次

 …5.…頭頸部に発生した濾胞樹状細胞肉腫の 2例

　　 岐阜大学                　　      放射線科　     　　　　川口真矢、加藤博基、松尾政之

                                       耳鼻咽喉科        　　 村上一晃、水田啓介、大橋敏充

                                                              棚橋重聡、西堀丈純、加藤久和

                                                              青木光広、伊藤八次

  6. 多形黄色星細胞腫の放射線治療後に生じた gliosarcoma の 1 例

　　 金沢医科大学　              　 　　放射線医学　　　     　大磯一誠、道合万里子、北楯優隆

                                                              利波久雄

　　　　　　　　　　                   脳神経外科学　　　     岡本一也、飯塚秀明

　　　　　　　　　　　　　             臨床病理学　     　　　中田聡子、湊　　宏

日 

医 

放
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セッション 2　●骨盤（婦人科）

……15：48……～……16：28…………………　　　座長　　吉田　耕太郎（金沢大学）

  7.…卵巣原発 Endometrioid　stromal…sarcoma の一例

    名古屋第一赤十字病院　　       　  放射線科　　　　       河村綾希子、富家未来、河合雄一

                                                              伊藤茂樹

     　　　　　　　　　　　　　　　　　産婦人科       　　　　廣村勝彦、水野公雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　     病理科　　       　　　桐山理美、藤野雅彦

  8.…卵巣 yolk…sac…tumor の 1 例

     名古屋市立大学　　　　　　      　放射線科　　　　       何澤信礼、河合辰哉

                                                              Denewar FAT、稲垣竜矢、小川史子

                                                              中山敬太、芝本雄太

  9.…卵巣原発悪性リンパ腫の 1例

     福井県立病院　　　　      　　　　放射線科　　　       　小辻知広、出雲崎 晃、尾崎公美

                                                              服部由紀、山本　亨、吉川　淳

                                       婦人科　       　　　　倉田和巳、土田　達

                                       血液腫瘍内科　       　河合泰一

                                       病理診断科　       　　海崎泰治

 …10.…内膜肥厚に乏しく診断に難渋した進行子宮体癌の一例

　　　金沢大学　             　　      放射線科　      　　　 寺田華奈子、池野　宏、山村伊代

                                                              草開公帆、吉田耕太郎、北尾　梓

                                                              蒲田敏文 

　　　                                 産婦人科　       　　　中村充宏、藤原　浩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 病理部　　       　　　池田博子 

 …11. 子宮内膜転移を来した乳癌の一例

　　  金沢医科大学　　　　       　　　放射線医学    　       豊田一郎、土屋直子、利波久雄

                                       産科婦人科学　         笹川寿之、藤田智子

　　　　　                   　　      臨床病理学　　         野島孝之

日 

医 

放
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日本医学放射線学会　第 160 回中部地方会
平成 28 年 6 月 19 日（日）　石川県地場産業振興センター

診断

8：50………………　　　　………　　世話人会報告

セッション 3　●胸部・肺

……9：00………～……9：48…　　　　　…座長　阿保　斉（富山県立中央病院）

  12.…胸壁並行断面 CT による間質性肺炎の経時的評価

      名古屋大学                       放射線科               馬越弘泰、岩野信吾、伊藤倫太郎

                                                              島本宏矩、長縄慎二

……13.…脂肪化が目立ち、画像的に過誤腫との鑑別を要した、中分化肝細胞癌による孤発性肺転移の一例

      富山県立中央病院　               放射線診断科　         古澤香織、阿保　斉、髙　将司

                                                              池田理栄、齊藤順子、望月健太郎

                                                              出町　洋

                                       呼吸器内科　           鈴木健介、谷口浩和

                                       病理診断科　           相川あかね、石澤　伸

 …14.…耳下腺多形腺腫の多発肺転移の一例

    　富山県立中央病院　               放射線診断科　         髙　将司、阿保　斉、古澤香織

                                                              池田理栄、齊藤順子、望月健太郎

                                                              出町　洋

                                       耳鼻咽喉科       　    石川絵里子

                                       呼吸器内科             中井文香、鈴木健介、谷口浩和

                                       呼吸器外科　           伊藤祥隆

                                       病理診断科　           内山明央、石澤　伸

……15.…腎細胞癌の術後 31 年目に孤発性肺転移をきたした一例

      富山県立中央病院 　              放射線診断科　         池田理栄、阿保　斉、古澤香織

                                                              髙　将司、齊藤順子、望月健太郎

                                                              出町　洋

                                       呼吸器外科　           川向　純、伊藤祥隆　

                                       病理診断科　       　　内山明央、石澤　伸

……16.…肺硬化性血管腫の画像所見

　　　名古屋市立大学　               　放射線科               林　希彦、小澤良之、芝　彩乃

                                                              小川正樹、後藤多恵子、小俣真悟

                                                              中川基生、芝本雄太

      名古屋市立西部医療センター       放射線診療センター     原　眞咲

  17.…15 歳女性に発生した pneumocytoma…( いわゆる硬化性血管腫 )の 1例

      名古屋市立西部医療センター       放射線診療センター     堀部晃弘、原　眞咲、島村泰輝

                                                              吉田舞子、上嶋佑樹、宮川真依

                                                              北　大佑、白木法雄、佐々木 繁

日 

医 

放
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セッション 4　●胸部・肺・その他…

……9：48　…～……10：36…　　　　……………座長　小林　健（石川県立中央病院）

……18.…繰り返す喀血で発見された大動脈炎症候群の１例

      石川県立中央病院                 放射線診断科           橋本安瑞美、戸島史仁、南 麻紀子

                                                              片桐亜矢子、小林　健

      石川県済生会金沢病院　           放射線科　　           松井　謙

 …19.…非小細胞肺癌の局所浸潤性の予測に関する造影 dual…energy…CT と FDG-PET/CT の比較

      名古屋大学 　　　     　      　 量子医学               伊藤倫太郎、岩野信吾、島本宏矩

                                                              馬越弘泰、伊藤信嗣、長縄慎二

                                       医用量子科学           加藤克彦

  20.…肺動脈血管肉腫の 1例

      福井赤十字病院           　      放射線科               小坂康夫、北野紋季、佐々木陽子

                                                              折戸信暁、山田篤史、高橋孝博

                                                              左合　直

　                                     呼吸器科　             菅野貴世史

　                                     病理診断科　           大田　諒

  21.…慢性膿胸に合併した EB ウイルス関連リンパ腫の一例…

      金沢大学                     　　放射線科             　安藝瑠璃子、井上　大、角谷嘉亮

                                                              濱岡麻未、奥村健一朗、香田　渉

                                                              蒲田敏文 

  22.…Chronic…expanding…hematoma の１手術例

      名古屋市立西部医療センター　     放射線診療センター　   島村泰輝、原　眞咲、堀部晃弘

                                                              吉田舞子、上嶋佑樹、宮川真依

                                                              北　大佑、白木法雄、佐々木 繁　

  23.…T2 強調画像で低信号の rim を伴う乳腺腫瘍の検討

      静岡県立静岡がんセンター　       生理検査科・乳腺画像診断科

                                                          　  中島一彰、植松孝悦

                                       乳腺外科　             高橋かおる、西村誠一郎

                                                              田所由紀子、林　友美

                                       病理診断科           　杉野　隆

日 

医 

放
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セッション 5　●腹部・肝臓・その他

……10：36　…～…　11：24　　……　　　座長　北尾　梓　（金沢大学）

  24.…門脈左枝に閉塞を来した IgG4 関連疾患疑診例の 1例

　　　岐阜大学　               　　　　放射線科　　　   　　　藤本敬太、野田佳史、五島　聡

                                                              川田紘資、河合信行、子安裕美

                                                              松尾政之

  25.…膵・胆管合流異常を伴った重複胆管の一例…

      金沢大学　                   　　放射線科　 　　　　　　上島千明、松原崇史、石山みず穂

                                                              米田憲秀、南　哲弥、蒲田敏文 

                                       消化器・腫瘍・再生外科 田島秀浩、牧野　勇、太田哲生 

　                                     病理部　　　 　　　　　池田博子 

 …26.…肝十二指腸間膜内に生じた神経鞘腫の一例…

      金沢大学                         放射線科　 　　　　    濱岡麻未、吉田耕太郎、八木俊洋

                                                              小坂一斗、香田　渉、小林　聡

                                                              蒲田敏文 

　                                     消化器・腫瘍・再生外科 牧野　勇、太田哲生 

                                       病理部　　   　　　　　池田博子 

……27.…小腸虚血で緊急手術となった全身疾患の 1例

　　  安房地域医療センター             放射線科　　 　        山田拓也、河村泰孝、多田美帆

　　　春江病院　　　　　　             放射線科　　　         河村泰孝

　　　亀田総合病院 　　　　            消化器外科　　　       山田成寿、草薙　洋

　　　　　　　　　　　　　　           臨床病理科             成田  信

……28.…CTHA にてコロナ様濃染を呈した腫瘤形成型肝内胆管癌の一例 

      金沢大学　　　                   放射線科　　　　　 　　草開公帆、小坂一斗、安藝瑠璃子

                                                              北尾　梓、小林　聡、松井　修

                                                              蒲田敏文 

                                       消化器・腫瘍・再生外科 太田哲生 

　　                                   病理部　 　　　　　　　池田博子 

……29.…副腎平滑筋肉腫の１例

      名古屋第一赤十字病院　           放射線診断科　         河合雄一、富家未来、河村綾希子

                                                              伊藤茂樹

　　                                   泌尿器科             　永山  洵、服部良平

                                       病理部　               桐山理美　

日 

医 

放
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セッション 6　●腹部・その他

……11：24　……～…　12：04　……　　座長　釘抜…康明　（金沢医科大学氷見市民病院）

……30.…ループス腎炎で透析中、腎被膜下出血・出血性ショックとなった 1例

　　　安房地域医療センター　           放射線科　　        　 日下伸明、河村泰孝、多田美帆

      春江病院 　　　           　　　 放射線科　             河村泰孝

  31.…大網より発生した Solid-pseudopapillary…neoplasm の１例

   　 市立砺波総合病院　　　           放射線科           　  吉川　茜、龍　泰治、高田治美

                                       病理診断科　      　   寺畑信太郎

                                     　外科　　      　　     浅海吉傑、酒徳光明

……32.…胃癌膀胱転移の 1例

   　 福井県立病院　                   放射線科　     　      出雲崎　晃、小辻知広、尾崎公美

                                                              服部由紀、山本　亨、吉川　淳

　　　　　　　　　　　　　　           泌尿器科　     　　    小林忠博

          　　　　　　　　　　　　　　 病理診断科　     　    海崎泰治　　　

……33.…Currarino 症候群の一例

    　金沢大学　 　               　　 放射線科　　           小森隆弘、米田憲秀、上島千明

                                                              八木俊洋、池野　宏、杉盛夏樹 

                                                              南　哲弥、蒲田敏文 

……34.…感染を合併した大腿部神経鞘腫の一例

      金沢大学                         放射線科　             石山みず穂、奥田実穂、角谷嘉亮

                                                              寺田華奈子、奥村健一朗、香田 渉

                                                              蒲田敏文  

                                       整形外科　      　     林　克洋、土屋弘行 

                                       病理部　               池田博子 

日 

医 

放
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日本医学放射線学会　第 160 回中部地方会
平成 28 年 6 月 18 日（土）　石川県地場産業振興センター

放射線治療

セッション 7　●消化器・その他

　15：50……～　16：30…………　　　　　　　座長　的場　宗孝（金沢医科大学）

……35.…頸部食道癌 IMRT における肺線量低減に向けた Block 照射法の検討

      愛知県がんセンター中央病院       放射線治療部   　　　  伊藤　誠、加藤大貴、小出雄太郎 

　　　　　　　                                                牧田智誉子、富田夏夫、立花弘之

                                                              古平　毅

……36.…直腸癌術後局所再発に対する放射線治療の成績～ IMRT の可能性～

　  　名古屋市立大学  　               放射線科　    　　　 　丹羽正成、岡崎　大、近藤拓人

                                                              眞鍋良彦、杉江愛生、芝本雄太

      鈴鹿中央総合病院               　放射線治療科      　　 田村　健

……37.…Merkel 細胞癌に対する放射線治療

　  　名古屋市立大学               　  放射線科　    　　　　 鳥居　暁、岡崎　大、近藤拓人

                                                              眞鍋良彦、村井太郎、杉江愛生

                                                              柳　　剛、芝本雄太

……38.…岐阜大学放射線科における放射線基礎研究の整備と課題

      岐阜大学　                       放射線科               松尾政之、田中秀和、岡田すなほ

                                                              蜂谷可絵、山口尊弘

                                       放射線部               三好利治、岡田仁志

……39.…頭頸部癌の頸部転移リンパ節評価における 4D…volume perfusion…CT の検討

　 　 金沢医科大学                     放射線医学　　　　     的場宗孝、近藤　環、渡邉直人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利波久雄

　　　　　　　　　　　  　             頭頸部外科学　　　     下出祐造、辻　裕之

日 

医 

放
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日本医学放射線学会　第 160 回中部地方会
平成 28 年 6 月 19 日（日）　石川県地場産業振興センター

放射線治療

セッション 8　●頭頸部

……9：00……～…9：40……　　　　　　　…座長　田中　秀和（岐阜大学）

……40.…上顎洞がんに対する放射線治療の治療成績

      愛知県がんセンター中央病院       放射線治療部         　牧田智誉子、古平　毅、立花弘之

                                                              富田夏夫、小出雄太郎、伊藤　誠

                                                              加藤大貴

……41.…Extranodal…NK/T-cell…lymphoma,…nasal…type に対する IMRT の治療成績

      愛知県がんセンター中央病院       放射線治療部　　　     小出雄太郎、伊藤　誠、加藤大貴

                                                              牧田智誉子、富田夏夫、立花弘之

                                                              古平　毅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 血液・細胞療法部　  　 木下朝博　山本一仁

  42.…早期声門癌に対する S-1 併用化学放射線療法の長期成績

      名古屋大学医学部附属病院         放射線科               高瀬裕樹、伊藤善之、木村香菜

                                                              岡田　徹、久保田誠司、川村麻里子

                                                              中原理絵、大家祐実、香西由加

                                                              長縄慎二

　　　　　　　　　　　　             　耳鼻咽喉科　         　藤本保志、曾根三千彦

  43.…True-Beam…ST ｘを用いた、頭頸部 VMAT-IMRT の初期経験

　　　愛知医科大学　　               　放射線科　　　　   　　大島幸彦、安達　崇、森　俊恵

                                                              竹内亜里紗、森　美雅、河村敏紀

                                                              石口恒男

  44.…頭頸部癌に対する動注併用放射線治療－伊勢赤十字病院での経験を中心に－　　

　 　 伊勢赤十字病院 　                放射線治療科　         不破信和、野村美和子

      三重大学　                       放射線治療科　         豊増　泰

日 

医 

放
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セッション 9　●乳腺・婦人科

……9：40……～…10：20……　　　　　　…座長　熊野　智康（金沢大学）

……45.…KORTUC、温熱療法併用による手術可能 I/II 期乳癌の根治的治療…

      名古屋市立大学　                 放射線科               野村研人、岡崎　大、中嶌晃一朗

                                                              眞鍋良彦、村井太郎、柳　　剛

                                                              鈴木一史、中山敬太、澤田裕介

                                                              下平政史、芝本雄太

……46.…乳癌骨転移に対する放射線治療の有用性の検討：骨修飾薬（BMA）との比較

      岐阜大学　                       放射線科               田中秀和、山口尊弘、蜂谷可絵

                                                              岡田すなほ、松尾政之

……47.…子宮頸癌の放射線治療成績

      豊橋市民病院　               　  放射線科　　　    　 　石原俊一、高田　章、中道玲瑛

                                                              石口裕章

　　　　　　　　　　　                 産婦人科　    　　　　 河井通泰、梅村康太、河合要介

　　　名古屋大学                       放射線科　　    　　 　伊藤善之、川村麻里子、長縄慎二

  48.…当院における子宮頚癌に対する根治的放射線治療の成績

      岐阜大学　                       放射線科               蜂谷可絵、田中秀和、山口尊弘

                                                              岡田すなほ、松尾政之

……49.…子宮頸がんに対する MRI/CT…based…image-guided…adaptive…brachytherapy の初期経験

      三重大学医学部附属病院           放射線治療科           伊井憲子、川村智子、豊増　泰　

                                                              田中　寛、高田彰憲

      三重大学大学院医学系研究科       放射線腫瘍学講座　     野本由人  

                                       放射線医学講座　　     佐久間 肇

 

日 

医 

放
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セッション 10　●前立腺

……10：20……～…10：52…　　　　　　…座長　立花　弘之（愛知県がんセンター中央病院）

……50.…サイバーナイフⓇM6 を用いた前立腺癌に対する穏当寡分割放射線治療の経験

　　　トヨタ記念病院　                 放射線科　　　　       奥田隆仁、太田尚寿、川上賢二

                                       品質管理グループ　     鈴木淳司、高橋宏典、冨田真司

                                                              浜島恭平

                                       泌尿器科　             久保田恵章、永井真吾、河田　啓

      名古屋大学　                     放射線科　             伊藤善之、加茂前　健、長縄慎二

　　  すずかけセントラル病院           放射線治療センター　   横田尚樹

……51.…経尿道的前立腺切除術（TUR-P）の有無による前立腺癌 IMRT の有害事象の検討…

      藤枝平成記念病院          　　　 放射線科           　　竹本真也

      名古屋市立大学             　　　放射線科           　　芝本雄太

      南部徳洲会病院     　　　        放射線科           　　宮川聡史

      岡崎市民病院       　　        　放射線科           　　大塚信哉 

      名古屋市立西部医療センター       陽子線治療科       　　岩田宏満

      春日井市民病院             　　　放射線科           　　小崎  桂

      藤枝平成記念病院   　        　　泌尿器科           　　上野  学

                                 　　　脳神経外科         　　平井達央

……52.…当院におけるヨウ素 125 シード線源永久挿入による前立腺癌密封小線源療法後の線源迷入の検討

      岐阜大学　                       放射線科               山口尊弘、田中秀和、蜂谷可絵

                                                              岡田すなほ、松尾政之

……53.…前立腺癌に対する外部照射併用小線源治療に伴う有害事象

      金沢大学                   　　　放射線科学         　　水畑美優、藤田真司、當摩陽子

                                                              櫻井孝之、中川美琴、高松繁行

                                                              熊野智康、蒲田敏文

      　　　　　         　　　　　　　泌尿器集学的治療学　   北川育秀、小中弘之、溝上　敦

                                                              並木幹夫

 

日 

医 

放
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セッション 11　●体幹部定位放射線治療

……10：52……～…11：24　……　　　　　　…座長　玉村　裕保（福井県立病院）

……54.…肺定位照射における息止め誤差：最適なマージンの検討

　　　名古屋市立大学　　　　　         放射線科　       　　　岡崎　大、村井太郎、中嶌晃一郎

                                                            近藤拓人、栁　　剛、芝本雄太　　

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　中央放射線部　　       福間宙志、江口佑太、北川裕人

                                                              土屋貴裕、廣瀬保次郎

  55.…肺尖部、中枢側（縦隔・肺門側）に存在する非小細胞肺癌に対する体幹部定位放射線照射例の検討

　　　藤田保健衛生大学　　　     　　　放射線腫瘍科　 　      林　真也、伊藤文隆

                                       放射線科      　    　 伊藤正之

      岐阜県立多治見病院　　　　     　放射線治療科      　　 浅野晶子

……56.…大型肝癌に対する定位照射技術活用による意図的不均一標的線量での X線高精度照射の短期成績

　　　朝日大学　村上記念病院　         放射線治療科　　       大宝和博

                                       消化器内科       　　　大洞昭博、小島孝雄、大島靖広

                                                              北江博晃、八木信明

　　　　　　　　　　　　　　　       　外科　　       　　　　川部　篤、久米　真

……57.…An…international…multi-institutional…planning…study…reducing…inter-institutional

………………variations…for…spine…stereotactic…body…radiotherapy…(SBRT)

      Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious diseases Center Komagome Hospital

                                               Hiroshi Tanaka, T Furuya, K Nihei, K Karasawa  

      Saitama Medical University, International Medical Center

                                               Y Kumazaki, N Shikama

      Kobe Minimally invasive Cancer Center    M Nakayama, H Nishimura

      Sunnybrook Odette Cancer Center, University of Toronto

                                               M Ruschin, A Sahgal

      University of California San Francisco   D Pinnaduwage, L Ma

      National Cancer Centre Singapore         J H Phua, D T Yat Harn

      CHU de Québec                            I Thibault, J St-Hilaire

      Mie University Hospital Division of Radiation Oncology

                                               Hiroshi Tanaka, Y Nomoto, H Sakuma

      Shiokawa Hospital                        Hiroshi Tanaka

日 

医 

放
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セッション 12　●陽子線治療

……11：24……～…12：04　……　　　　　　…座長　高松　繁行（金沢大学）

……58.…頭頸部癌に対する陽子線積層原体照射の有用性に関する検討

      福井県立病院　                   陽子線がん治療センター 柴田哲志、佐藤義高、坊 早百合

                                                              玉村裕保

           　　　　　　　              核医学科　             太田清隆

  59.…Ⅰ期肺癌に対する画像誘導陽子線治療成績

      名古屋市立西部医療センター　     陽子線治療科           中嶌晃一朗、岩田宏満、荻野浩幸

                                                             服部有希子、橋本眞吾、中西未来子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝江純悦

                                       陽子線治療技術科       林　建佑

                                       陽子線物理科           歳藤利行

      名古屋市立大学大学院　           放射線医学分野         芝本雄太

  60.…標準治療可能な初発単発肝細胞癌に対する画像誘導陽子線治療の成績

      名古屋市立西部医療センター　     陽子線治療科           岩田宏満、荻野浩幸、服部有希子

                                                              橋本眞吾、中西未来子、溝江純悦

                                       陽子線治療技術科       林　建佑

                                       陽子線物理科           歳藤利行

                                       放射線治療科           馬場二三八

                                       放射線診断科           佐々木 繁

      名古屋市立大学大学院　           放射線医学分野         芝本雄太

……61.…標準治療の適応とならなかった肝細胞癌に対する陽子線治療の成績（中間報告）

      名古屋陽子線治療センター         陽子線治療科           橋本眞吾、荻野浩幸、岩田宏満

                                                              服部有希子、中西未来子

                                                              中嶌晃一郎、溝江純悦

      名古屋市立西部医療センター       放射線治療科           馬場二三八、山田真帆

                                       放射線診断科           佐々木 繁

                                       消化器外科             桑原義之

                                       消化器内科             妹尾恭司

      名古屋市立大学                   放射線科               芝本雄太

……62.…肝癌陽子線治療後の FLR の経時的変化と肝機能の解析

      名古屋市立西部医療センター　     陽子線治療科           服部有希子、荻野浩幸、岩田宏満

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          橋本眞吾、中西未来子、中嶌晃一朗

                                                              溝江純悦

　　　                                 陽子線治療物理科       大町千尋

                                     　中央放射線部           近藤雅裕

                                       陽子線治療技術科　     林　健佑

                                       放射線治療科　　　     山田真帆、馬場二三八

      名古屋市立大学　　　     　　　　放射線科               芝本雄太

日 

医 

放
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