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お願いとお知らせ

1.学会ご出席の先生方へのお願い

･各地方会ごとに会場費として1,000円を徴収させていただきます｡

･敷地内は全面禁煙となっております｡ご協力お願いいたします｡

･2Fのカンファレンスホールでの飲食は禁止されていますので､あわせてご協力のほどお願いいたします｡

2.ご発表の先生方へのお願い

･ご口演の時間は各学会ともに発表5分､討論2分となっております｡時間厳守でお願いいたします｡

･発表は､発表データの入ったご自身のパソコン本体の持込をお願いいたします｡持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｡また､バッテリー切れを防ぐため､

電源アダプターも必ずご持参下さい｡

･USBメモリーやCD-Rなどでのデータのみの持ち込みによる発表はできませんのでご了承下さい｡

また､スライドでの発表も出来ませんのでご注意下さい｡

3.発表を円滑に行うため以下の事項についてご協力お願いします｡

【外部ディスプレイ出力について】

･事前に外部ディスプレイ出力が可能であることを必ずご確認下さい｡

･MacBookなどの場合､ VGA接続アダプターが必要となる場合がありますので必ずご確認の上､ご

持参下さい｡また､ SONYVAIOなどの薄型･小型ノートブックを持参されて発表される方も専用の

VGAアダプターが必要な場合がありますので忘れずにご持参下さい｡なお､ノートパソコンでモニター

出力端子がDsubミニ15ピンでないものには対応しかねます0

【受付､発表時の操作などについて】

･発表の30分前までに必ずPC受付にてデータの出力確認と受付をお願いします｡

･受付時､ pC確認証をお受取りの上､必要事項をご記入下さい｡

･受付スタッフがパソコンとディスプレイの接続終了後に､先生ご自身で動作の確認をお願いします｡

(確認終了後､ご自身にてPC確認証をPCに添付して下さい｡)

･パソコンのスクリーンセーバーやスリープ機能の解除を必ずお願いします｡

･なお､お持込のパソコンは受付が終了しましたら､ご自身の発表の3題前までに各発表会場内のパソ

コンオペレーターブースまでお持ちいただき､電源を入れて発表の最初の画面の立ち上げまでお願い

します｡

･ご自身の発表の前の演者の発表が始まりましたら､次演者席におつき下さい｡

･発表時は壇上に用意したマウスの操作をご自身でお願いいたします｡

･発表終了後､ご自身のパソコンをパソコンオペレーターブースにてお受け取り下さい｡
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【抄録受付についてのお願い】

･抄録(演題名､演者名､所属を含め400字以内)をまだ提出されていない方は､学会開催日までにメー

ルでお送り下さい｡メールの宛先は(radconf2009@med.nagoya-u.ac.jp)です｡

【座長の先生方へのお願い】

･担当セッションの開始30分前までに受付をお願いします｡

･ご自分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着席下さい｡

･担当セッションの時間厳守をお願いいたします｡

4.世話人会

1)日本ⅠVR学会第26回中部地方会

日時:平成21年2月14日(±) 12:00-12:45

場所:名古屋大学　野依記念学術交流館1F小会議室

2)日本核医学会第68回中部地方会

日時:平成21年2月14日仕〕 12:00-12:45

場所:名古屋大学　野依記念学術交流館1F大会議室

3)日本医学放射線学会第145回中部地方会

日時:平成21年2月14日出17:30-18:30(最終セッション終了後)

場所:名古屋大学　野依記念学術交流館1F大会議室
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名古屋大学東山キャンパス　野依記念学術交流館

(医学部のある鶴舞キャンパスではありませんので､ご注意下さい)

TEL : 052-788-6 1 2 1

※駐車場のご用意はございません0

JR名古屋駅･名鉄新名古屋駅･近鉄名古屋駅からの場合

○地下鉄東山線藤が丘行きに乗車し､本山駅

で地下鉄名城線右回りに乗り換え､名古屋

大学駅下車｡ 2番出口より徒歩5分

所要時間約30分(乗換含)運賃260円

名古屋駅から名古屋大学までタクシーで

25-30分です｡

名古屋駅構内図
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野依記念学術交流館

名古屋大学駅　2番出口を出て､すぐ一本目の道を右へ入り､豊田講堂を右手に見ながら進んでく

ださい(約300m)0

次の十字路を左へ曲がり､右手に見えるガラス張りのモダンな建物が野依記念学術交流館です｡
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日　程　表

平成21年2月14日出

世話人会

1)日本lVR学会第26回中部地方会　　　　12:00-12:45　野依記念学術交流館1F小会議室

2)日本核医学会第68回中部地方会　　　　12:00-12:45　野俵記念学術交流館1F大会議室

3)日本医学放射線学会第145回中部地方会　17:30-18:30　野依記念学術交流館1F大会議室

第1会場(野依記念学術交流館2Fカンファレンスホール)

日本lVR学会　第26回中部地方会

13:00 丶ｨ檍,ﾈ�I�)�)�ﾈ檠_�ﾙ��

13:05-13:50 �5ｨ6(5h8x93����ﾓ�b伜(葺����動注リザ-バー､RIn 

13:50-14:30 �5ｨ6(5h8x93"��rﾖﾆﾂ亰H鯖�ﾙ?��腎.泌尿器､末梢 

14:30-15:15 �5ｨ6(5h8x932��"ﾓ�r��:�|x爾�動脈癖 

15:15-16:05 �5ｨ6(5h8x93B��ふ#B俚(�盈鵜��腫療塞栓術 

16:05-16:40 �5ｨ6(5h8x93R�#Rﾓ#貯~冦椅ｸ鴿��その他 

16:40 兔(檍,ﾈ��

第2会場(野依記念学術交流館1 F大会議室)

日本核医学会第62回中部地方会

13:00 丶ｨ檍,ﾈ�I�)�)�ﾈ檠_�ﾙ��

13:05-13:50 �5ｨ6(5h8x93����ﾓ�b丶�(ﾔr�心臓.消化管.脂 

13:50-14:35 �5ｨ6(5h8x93"��rﾓ�"�68�ｺy5B�PET基礎.腰療 

14:35-15:10 �5ｨ6(5h8x932��2ﾓ�r儁�68諸Tb�PET腫痔.その他 

15:10-15:40 �5ｨ6(5h8x93B��ふ#���:�椹�ﾂ�治療 

15:40 兔(檍,ﾈ��

日本医学放射線学会第145回中部地方会

15:45 丶ｨ檍,ﾈ��

15:45-16:30 �5ｨ6(5h8x93����ﾓ�b��:��)uB�MDCT.戸ACS 

16:30-17:15 �5ｨ6(5h8x93"��rﾓ�"傅ﾉ�榎yEb�胸部.中枢神経 
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平成21年2月15日(日)

第1会場(野依記念学術交流館2Fカンファレンスホール)

日本医学放射線学会第145回中部地方会

09:00 丶ｨ檍,ﾈ�I�)�)�ﾈ檠_�ﾙ��

09:10-09:55 �5ｨ6(5h8x932��2ﾓ�ｘ�)]ｹ�B�乳腺.女性生殖器 

09:55-10:40 �5ｨ6(5h8x93B��蔦#B�4)K(ﾔ駝��後腹膜 

10:40-ll:25 �5ｨ6(5h8x93R�#Rﾓ3���嬰i_B�胆嚢.膵臓 

ll:25-12:00 �5ｨ6(5h8x93b�3�ﾓ3R仗�:�ﾕ�｢�肝臓.消化管 

第2会場(野俵記念学術交流館1 F大会議室)

日本医学放射線学会第145回中部地方会

09:10-10:00 �5ｨ6(5h8x93r�3bﾓC"凩��駭r�中枢神経.その他 

10:00-10:45 �5ｨ6(5h8x93ｃC2ﾓCｘﾘ)(xｺﾒ�頭頭部 

10:45-ll:35 �5ｨ6(5h8x93茶C蔦SR侘9[ﾘｴ"�胸部.上腹部 

ll:35-12:20 �5ｨ6(5h8x93��ゴbﾓc��ﾉnﾈﾕ�ｲ�骨盤部 

12:20 兔(檍,ﾈ��
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日本核医学会　第68回中部地方会

平成21年2月14日出　名古屋大学野依記念学術交流館1F　大会議室

13:00　　　　　　　　　　　　　　　開会の辞､世話人会報告

セッション1　　　　　　座長　　外山　　宏

心臓･消化管･脳　　　　　　　　　13:05-13:50

(藤田保健衛生大学)

1.急性心筋梗塞後の心機能回復とBMIPP washout rateの関連

藤田保健衛生大学医学部　循環器内科

藤田保健衛生大学医学部　放射線科

2. SPECT-CTを用いた心筋SPECTファントムスタディ

金沢大学医学部　　　　　核医学診療科

シャンカ･ビスワス､皿井正義､原　智紀､

針谷活人､山田　晶､尾崎行男

外山　宏

米山達也､中嶋憲一､奥田光一､絹谷清剛

3. 64列MDCTと心筋血流イメージングとの融合画像による虚血性心疾患疑い症例の評価

金沢大学医学部　　　　　核医学診療科

4.核医学的手法による下部消化管機能定量法の考案

金沢大学医学部　　　　　核医学診療科

金沢大学医学部　　　　　皮膚科

5. IMP-123健常者データベースにおける減弱補正法の検討

福井大学医学部　　　　　放射線部

福井大学　　　　　　　　高エネルギー医学センター

松尾信郎､中嶋健一､若林大志､滝　淳一､

奥田光一､絹谷清剛

稲木杏更､中嶋憲一､絹谷清剛

長谷川稔､竹原和彦

大越優柘､杉本勝也､東村享治

小林正和､工藤　崇､辻川哲也､岡沢秀彦

6.ラット脳6-OHDAモデルPETにおける末梢性ベンゾジアゼピン受容体製剤(llC-pK11195,llC-pBR28,

18F-FEPPA)の比較､検討

藤田保健衛生大学医学部　放射線科

国立長寿医療センター研究所　長寿脳科学研究部

名古屋大学　環境医学研究所脳生命科学分野
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外山　宏､工藤　元､伊藤文隆､片田和広

境野健太郎､山田貴史､伊藤健吾

鈴木弘美､浮田　誠



セッション2　　　　　　座長　　田所　匡典

PET基礎･腰痛　　　　　　　　　13:50 - 14:35

(藤田保健衛生大学)

7. 18F-FDG注射ルートからのポジトロン漏洩の有無について実測による検討(第1報)

藤田保健衛生大学医療科学部　放射線学科　　　　　加藤豊大､江尻和隆､南　一幸､横山須美

名古屋セントラル病院　放射線科　　　　　　　　中村元俊､中村　司､中根正人

藤田保健衛生大学医学部　放射線科　　　　　　　　外山　宏､塚本広恵､片田和康

8. 18F-FDG注射ルートからのポジトロン漏洩の有無についてモンテカルロ法(EGS5)による検討(第2報)

藤田保健衛生大学医療科学部　放射線学科

名古屋セントラル病院　　放射線科

藤田保健衛生大学医学部　放射線科

9. PET/CTにおける呼吸停止下撮像法の試み

大垣市民病院　　　　　　医療技術部診療検査料

大垣市民病院　　　　　　放射線科

加藤豊大､江尻和隆､南　一幸､横山須美

中村元俊､中村　司､中根正人

外山　宏､塚本広恵､片田和虞

傍島篤洋､安田鋭介､矢橋俊文､中村　学､

船坂佳正､小川定信､石川照芳､恒川明和､

西脇弘純

荒川智佳子､曽根康博

10. FDG PET/CTによる心筋SUVと各種生化学パラメーターとの比較検討-がん検診リピーターにおける検討-

藤田保健衛生大学医学部　放射線科

藤田保健衛生大学医学部　循環器内科

宮崎鶴田記念クリニックがん診断センター

野村昌彦､外山　宏､伊藤文隆､乾　好貴､

菊川　薫､片田和広

皿井正義

斉藤洋一郎､川畑健悟､佐原真二､西川　清

ll.婦人科腫癌におけるF-18 FDG-PET後期像の有用性の検討

トヨタ記念病院　　　　　放射線科

藤田保健衛生大学医療科学部　放射線学科

名古屋大学医学部　　　　保健学科

名古屋大学医学部　　　　放射線科

伊藤信嗣､川瀬世津子､奥田隆仁

田所匡典

加藤克彦

長縄慎二

12. FDG-PETで発見され､ CTガイド下生検で確定診断した膜ガストリノーマ肩甲骨転移の1例

浜松医科大学医学部　　　放射線科

浜松医科大学　子どものこころの発達研究センター

浜松医科大学医学部　　　肝胆勝外科

浜松医科大学医学部　　　病理部
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塚本　慶､山下修平､那須初子､神谷実住､

阪庶暗海

鳥塚達郎

稲葉圭介､坂口孝宣

馬場　聡



セッション3　　　　　　　座長　　飯田　昭彦

PET腫療･その.他　　　　　　　　14:35- 15:10

(名古屋市総合リハビリテーションセンター)

13. 18トFDG PET/CT施行の肺癌症例の検討(リンパ節転移の診断能)

安城更生病院　　　　　　放射線科

安城更生病院　　　　　　胸部外科

安城更生病院　　　　　　呼吸器内科

14. Tl肺腺癌縮小手術症例における原発巣のFDG集積度､

金沢医科大学医学部　　　放射線科

浅ノ川総合病院　　　　　放射線科

金沢循環器病院　　　　　放射線科

石川県立中央病院　　　　放射線科

岡江俊治､高田　章､神岡祐子

木下肇彦､水元　亨､田中　仁､藤永-弥､

滞田康裕

原　　徹､池ノ内紀柘､深津明日樹､

中畑征史､岩村奈都子

HRCT所見と病理所見･術後再発の関連

高橋知子､谷口　充､大口　学､利波久雄

西田宏人､東光太郎

河野匡哉

小林　健

15.肺腺癌原発巣のVEGF- D発現度およびFDG集積度とリンパ節転移との関連

浅ノ川総合病院　　　　　放射線科

金沢医科大学医学部　　　放射線科

中国医科大学　　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　放射線科

束光太郎､西田宏人

高橋知子､谷口　充､大口　学､利波久雄

Lima Zhang､ Ke Xu

松井　修

16.肺癌におけるFDG集積パターンの組織学的差異について-FDG-PET3点撮像法による検討一

福井大学医学部　　　　放射線科　　　　　　　　土田龍郎､木村浩彦

福井大学医学部　高エネルギー医学センター　　　　辻川哲也､工藤　崇､岡沢秀彦

福井大学医学部　　　　　呼吸器内科　　　　　　　出村芳樹

17.肺癌StagelVを疑ってやまなかった肋骨カリエスを合併した活動性肺結核

済生会松阪総合病院　　放射線科　　　　　　　村田知恵子､寺田尚弘､中川俊男､加藤幹愛

三重大学医学部　　　　放射線科　　　　　　　　竹田　寛
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セッション4　　　　　　　座長　　伊藤　雅人

治療　　　　　　　　　　　　　　　15:10 - 15:40

(名古屋市立大学)

18.甲状腺癌の肝転移に131Ⅰ内用療法が著効した1例

名古屋大学医学部　　　　放射線科

名古屋大学医学部　　　　保健学科

名古屋大学医学部　　　　病理部

平野真希､岩野信吾､長縄慎二

加藤克彦

長坂徹郎

19.悪性褐色細胞腫･傍神経節腫に対する131I MIBG内照射療法の治療効果と副作用

金沢大学医学部　　　　　核医学診療科　　　　　　　若林大志､萱野大樹､稲木香更､中村文音､

米山達也､絹谷清剛

20.神経芽細胞腫に対して131I MIBG内照射療法を行った7症例

金沢大学医学部　　　　　核医学診療科

21.骨転移の89srによる療病緩和療法:第1幸艮

公立松任石川中央病院　　核医学･ PETセンター

公立松任石川中央病院　　消化器内科

公立松任石川中央病院　　放射線室
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米山達也､絹谷清剛､若林大志､萱野大樹､

稲木香更､中村文音

横山邦彦､若狭真樹

卜部　健

彦　滋章､山本治樹､川上　渉



日本IVR学会　第26回中部地方会

平成21年2月14日仕)名古屋大学野依記念学術交流館2F　カンファレンスホ-ル

13:00　　　　　　　　　　　　　　　開会の辞､世話人会報告

セッション1　　　　　　座長　　山浦　秀和

動注リザ-バー､ RFA　　　　　　13:05 - 13:50

(愛知県がんセンター中央病院)

1. Long taper W-spiral catheterを用いた細径部留置法後の肝動注リザ-バー再留置

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､山浦秀和､名嶋弥菜､

金本高明､友滞裕樹､坂根　誠

2.コイルとNBCA一日piodolで治療した肝勤注療法後左胃動脈近位部仮性癌の1例

福井大学医学部　　　　　放射線科

福井大学医学部　　　　　消化器外科

3.転移性肺癌に対するRFA治療後､大量略血により発現､

三重大学医学部　　　　　放射線科

4.横隔膜下肝細胞癌に対するCTガイド下RFA

三重大学医学部　　　　　放射線科

村岡紀昭､坂井豊彦､清水幸生､木下一之､

山元龍哉､木村浩彦

小練研司､山口明夫

コイル塞栓術で治療し得た肺仮性動脈癌の1例

鹿島正隆､山門亨一郎､高木治行､中塚豊真､

浦城淳二､山中隆嗣､竹田　寛

高木治行､山門亨一郎､中塚豊実､浦城淳二､

鹿島正隆､山中隆嗣､竹田　寛

5.肝動脈塞栓術とラジオ波治療の併用療法:両治療間隔と凝固領域の検討

三重大学医学部　　　　　放射線科

三重中央医療センター　　放射線科

三重中央医療センター　　内科

山中隆嗣､山門亨一郎､高木治行､浦城淳二､

鹿島正隆､中塚豊美､竹田　寛

西出喜弥､奥田康之

長谷川浩司

6.頬骨骨腫の痔痛緩和に経皮的RFA治療が有用であった1例

石川県立中央病院　　　放射線科　　　　　　　片桐亜矢子､小林　健､宇野幸子､南麻紀子､

石川県立中央病院　　　　整形外科

-13-

清水博志

山本憲男



セッション2　　　　　　　座長　　亀井　誠二

腎･泌尿器､末梢　　　　　　　　　13:50- 14:30

(愛知医科大学)

7.全前置胎盤および癒着胎盤症例における帝王切開術にバルーンカテーテルでの出血コントロールが有

効であった一例

金沢医科大学医学部　　　放射線科

金沢医科大学医学部　　　産婦人科

北楯優隆､的場宗孝､太田清隆､釘抜康明､

横田　啓､利波久雄

高木弘明､牧野田知

8.球状ゼラチンスポンジを用いた子宮動脈塞栓術の検討(第2報)

愛知医科大学医学部　　　放射線科

9.腎生検後に腎外へ突出する動静脈塵を形成した1例

刈谷豊田総合病院　　　　放射線科

泉雄一郎､北川　晃､勝田英介､大島幸彦､

萩原真情､松田　譲､木村純子､亀井誠二､

河村敏紀､石口恒男

橋爪卓也､北瀬正則､永井圭一､上岡久人､

浦野みすぎ､太田剛志､遠山淳子､水谷　優

10.動静脈奇形に対するオレイン酸モノエタノールアミン(EO)による硬化療法と経動脈塞栓術の併用療法

の検討

愛知医科大学医学部　　　放射線科 北川　晃､泉雄一郎､勝田英介､大島幸彦､

萩原真情､松田　譲､木村純子､亀井誠二､

河村敏紀､石口恒男

ll.下肢血管奇形に合併した仮性動脈癌をNBCAで塞栓した1例

浜松医科大学医学部　　　放射線科

脳神経外科

血管外科

新潟大学医学部　　　　　放射線科

山下修平､神谷実任､阪原晴海

平松久弥

山本尚人､海野直樹

稲川正一
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セッション3　　　　　　　座長　　加藤　長一

動脈癖　　　　　　　　　　　　　　14:30 - 15:15

(藤田保健衛生大学)

12.大動脈療モデルを用いたステントグラフト内挿術の治療計画

愛知医科大学医学部　　　放射線科　　　　　　　　　石口恒男､亀井誠二､泉雄一郎､北川　晃､

勝田英介､大島幸彦､萩原真情､松田　譲､

木村純子､河村敏紀

13.ステントグラフト内挿術後に重篤なコレステロール結晶塞栓症(CCE)を来した1例

藤田保健衛生大学医学部　放射線科

藤田保健衛生大学医療科学部　放射線学科

藤田保健衛生大学医学部　心臓血管科

伴野辰雄､三田祥寛､花岡良太､赤松北斗､

片田和広

加藤良一

金子　完､渡追　徴､山下　満､安藤太三

14.腕頭､鎖骨下動脈出血に対してカバードステント留置が奏功した2例

名古屋大学医学部　　　　放射線科　　　　　　　　鈴木耕次郎､松島正哉､駒田智大､森　芳峰､

太田豊裕､長縄慎二

15.胸腹部大動脈置換術後の下横隔動脈癌に対しcoil塞栓術を行った1例

浜松医科大学医学部　　　放射線科　　　　　　　　　神谷実佳　山下修平　阪原晴海

浜松医科大学医学部　　　脳神経外科　　　　　　　　平松久弥

浜松医科大学医学部　　　第1外科　　　　　　　　　山下克己､寺田　仁､鷲山直己､大倉一宏

16.悪性リンパ腫に合併した肺仮性動脈癌に対し血管塞栓術を施行した1例

黒部市民病院　　　　　　放射線科

黒部市民病院　　　　　　内科

金沢大学医学部　　　　　放射線科

17.腹腔動脈根部の解離性動脈癌の1例

刈谷豊田総合病院　　　　放射線科

米田憲二､橋本奈々子､荒井和徳

山内博正

松井　修

永井圭一､北瀬正則､橋爪卓也､上岡久人､

浦野みすぎ､太田剛志､遠山淳子､水谷　優
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セッション4　　　　　　　座長　　佐々木　繁

腫疹塞栓術　　　　　　　　　　　15:15 - 16:05

(名古屋市立大学)

18.著明な勤静脈短絡により高度心不全を呈し､肝動脈塞栓術を施行した新生児血管涯の1例

金沢大学医学部　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　小児科

南　哲弥､井上　大､異田順一郎､香田　渉､

小坂一斗､扇　尚弘､米田憲秀､模川尚子､

松井　修

中山裕子､太田邦雄､谷地江明宏

19.急速に増大傾向を認めたFNHに対してTAEを施行した1例

福井県済生会病院　　　放射線科　　　　　　　　吉江雄一､宮山士朗､山城正司､小西章太､

奥田実穂､杉盛夏樹､五十嵐紗耶､中嶋美子

福井県済生会病院　　　　内科　　　　　　　　　　田中延善

福井県済生会病院　　　　病理　　　　　　　　　　　須藤嘉チ

20.悪性黒色腫肝転移に肝動注化学療法が有効であった一例

愛知県がんセンター中央病院　放射線診断･ⅠVR部　坂根　誠､佐藤洋造､稲葉吉隆､山浦秀和､

名嶋弥菜､金本高明､友滞裕樹

21.肝動注及びTAEにて長期生存を得ている直腸カルテノイド･多発肝転移の1例

藤枝市立総合病院　　　　放射線診断･治療科　　　関　明彦

藤枝市立総合病院　　　　消化器内科　　　　　　　三輪-太

22.縦隔内異所性副甲状腺腫に対しTAEを施行したl例

福井県済生会病院　　　　放射線科

福井県済生会病院　　　　内科

奥田実穂､宮山士朗､山城正司､小西章太､

吉江雄一､杉盛夏樹､五十嵐紗耶､中嶋美子

金原秀雄

23.シスプラチン粉末とリピオドールを用いた肝動脈塞栓術の検討

愛知医科大学医学部　　　放射線科　　　　　　　　　大島幸彦､亀井誠二､北川　晃､泉雄一郎､

勝田英介､萩原真清､松田　譲､木村純子､

河村敏紀､石口恒男

24.肝外側副路のマーチ　ー肝無菓膜野に存在する肝細胞癌のTACE後の再発様式について一

福井県済生会病院　　　　放射線科　　　　　　　　　宮山士朗､山城正司､奥田実穂､吉江雄一､

杉盛夏樹､五十嵐紗耶､中嶋美子
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セッション5　　　　　　　座長　　鈴木耕次郎

その他　　　　　　　　　　　　　　16:05 - 16:40

(名古屋大学)

25.脳血流シンチグラフィ併用Matas試験の有用性の検討

名古屋市立大学医学部　　放射線科

名古屋市立大学医学部　　中央放射線部

束名古屋画像診断クリニック　放射線科

津島市民病院　　　　　　放射線科

いなべ総合病院　　　　　放射線科

刈谷豊田総合病院　　　　放射線科

菰野厚生病院　　　　　　放射線科

佐々木繁､霜出真帆､櫛田綾乃､小滞艮之､

下平政史､樫井圭太､荻野浩幸､芝本雄太

原　異咲

竹内　充

西川浩子

大島秀一

橋爪卓也

河合辰哉

26.気管支内視鏡用スネアループが有用であった医原性血管内異物の2例

聖隷浜松病院　　　　　　放射線科　　　　　　　　忽那明彦､片山元之､増井孝之､佐藤公彦､

伊熊宏樹､瀬尾英和

27.胆管分岐の解剖学的変異により経皮的胆管マルチステントの追加治療を要した2例

市立砺波総合病院　　　　放射線科

市立砺波総合病院　　　　放射線治療科

金沢大学医学部　　　　　放射線科

28. CT透視下肺lVRにおける至適透視条件の検討

三重大学医学部　　　　　中央放射線部

三重大学医学部　　　　　放射線科

三重大学医学部　　　　　臨床研究開発センター

29.維持透析患者におけるヘパリン投与に関する検討

小牧市民病院　　　　　　放射線科

市立四日市病院　　　　　放射線科

名古屋大学医学部　　　　放射線科
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野畠浩司､角田清志

西嶋博司

小坂一斗､井上　大､扇　尚弘

山尾覚一

高木治行､山門亨一郎､村嶋秀市､浦城淳二､

児玉大志､竹田　寛

山田知美

館　　靖､小島美保､攻井　修

丸山邦弘

駒田智大､松島正哉､森　芳峰､鈴木耕次郎､

太田豊裕､長縄慎二



日本医学放射線学会　第145回中部地方会

平成21年2月14日tE)名古屋大学野依記念学術交流館IF　大会議室

15:45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開会の辞

セッション1　　　　　　座長　　伊藤　俊裕　　(中京病院)

MDCT ･ PACS　　　　　　　　　　　　15:45 - 16:30

1.ビデオ会議ソフトooVooを用いた多病院間カンファレンスおよび画像診断コンサルトシステムの構築

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

岐阜市民病院　　　　　　放射線科

木沢記念病院　　　　　　放射線科

岐阜中央病院　　　　　　放射線科

羽島市民病院　　　　　　放射線科

岐阜県総合医療センター　放射線科

柘植裕介､兼松雅之､浅野隆彦､近藤浩史､

五島　聡､加藤博基､杉崎圭子､斎藤聡子､

小島寿久､渡達春夫､田中秀和､牧田智誉子

川口真平､富松英人

西堀弘記､楼井幸太

金子　揚

四戸由歌

加古伸雄､高木　希

2. 320列Area DetectorCTを用いた冠動脈flow imagingの試み

藤田保健衛生大学医学部　放射線医学教室　　　　　　三田祥寛､片田和広

藤田保健衛生大学医療科学部　放射線学科　　　　　安野泰史

3.小児領域における320列面検出器CTの臨床応用:安静児と非安静児のアーチフアクトの比較

藤田保健衛生大学医学部　放射線医学教室　　　　　節成隆､花岡良太､片田和広

藤田保健衛生大学医療科学部　放射線学科　　　　　　加藤良一

4. MDCTの被曝線量の検討　一第2報　異なった機種間の検討-

愛知医科大学医学部　　　放射線科　　　　　　　　勝田英介､泉雄一郎､北川　果､大島幸彦､

萩原真情､松田　譲､木村純子､亀井誠二､

河村敏紀､石口恒男

5. Dua一 energy CT 80kVpにおける肺門部描出能

名古屋市立大学医学部　　放射線科 櫛田綾乃､竹本真也､河合辰哉､小棒良之､

南光寿美礼､荒川利直､芝本雄太

名古屋市立大学医学部　　中央放射線部　　　　　　　白木法雄､原　虞咲
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6,先天性心疾患におけるAortography by Countercurrent Injection via the Radial Arteryと3DICTAとの

診断能の比較

名古屋市立大学医学部　　放射線科

名古屋市立大学医学部　　中央放射線部

中川基生､武藤昌裕､河合辰哉､下平政史､

模井童太､芝本雄太

原　異咲

セッション2　　　　　　　座長　　小滞　艮之

胸部･中枢神経　　　　　　　　　16:30- 17:15

(名古屋市立大学)

7. Meningeal sarcoidosisの一例

金沢大学医学部　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　脳神経外科

金沢大学医学部　　　　　病理

池野裕之､植田文明､鈴木正行､桜川尚子､

橋本成弘､森永郷子､蒲田敏文､松井　修

林　康彦､兼　　良

全　　陽､中田聡子

8.広範な髄内進展を呈し､ hemosiderin rimを伴った脊髄pilocytic astrocytomaの1例

金沢大学医学部　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　整形外科

金沢大学医学部　　　　　病理部

9.肺縦隔領域における拡散強調像の検討

名古屋市立大学医学部　　放射線科

名古屋市立大学医学部　　中央放射線部

10.縦隔神経節細胞腫の画像所見

名古屋市立大学医学部　　放射線科

名古屋市立大学医学部　　中央放射線部

ll.膿胸関連リンパ腫の1例

大垣市民病院　　　　　　放射線科

大垣市民病院　　　　　　血液内科

12.冠動脈肺動脈塵に合併した動脈癌の2例

福井県立病院　　　　　　放射線科
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橋本成弘､植田文明､池野裕之､龍　泰治､

松井　修

笹川武史､川原範夫

全　　陽

武藤昌裕､鈴木智博､下平政史､小津良之､

佐々木繁､芝本雄太

白木法雄､原　異咲

霜出真帆､渡逮美智子､南光寿美礼､

荒川利直､小滞艮之､芝本雄太

白木法雄､原　虞咲

曽根康博､荒川智佳子､

小杉浩志､弓削征章､小山賀継､安田貴彦

新村理絵子､池野　宏､山本　亨､吉川　淳



平成21年2月15日(日)名古屋大学野依記念学術交流館2F　カンファレンスホール

09:00　　　　　　　　　　　　　　　　　世話人会報告

セッション3　　　　　　　座長　　阿保　　斉

乳腺･女性生殖器　　　　　　　　　09:10 - 09:55

(富山県立中央病院)

13. MRlで発見された対側乳癌の2例

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

岐阜大学医学部　　　　　乳腺外科

岐阜大学医学部　　　　　病理部

14,トリプルネガティブ乳癌のMRl所見の検討

名古屋大学医学部　　　　放射線科

牧田智誉子､杉崎圭子､斉藤聡子､兼松雅之

名和正人､細野芳樹､川口順敬

鹿瀬善信

石垣聡子､佐竹弘子､西尾明子､川村麻里子､

川井　恒､長縄慎二

15.良性疾患との鑑別が困難であった低悪性度子宮内膜問質肉腫の2例

富山県立中央病院　　　　放射線科

16.渠膜下筋腫捻転の一例

福井赤十字病院　　　　　放射線科

福井赤十字病院　　　　　産婦人科

17.転移性腎五月重癌(子宮体癌)の1例

福井赤十字病院　　　　　放射線科

福井赤十字病院　　　　　泌尿器科

阿保　斉､吉田未来､福岡　誠､服部由紀､

出町　洋

山本貴之､川原清哉､竹田太郎､山田篤史､

高橋孝博､潰中大三郎､小倉昌和､左合　直

井元康文

竹田太郎､山本貴之､川原清哉､山田篤史､

高橋孝博､小倉昌和､浜中大三郎､左合　直

河野異範

18. Mobile spherules (floating globules, floating ba"S)を認めた皮様嚢腫の5例

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

岐阜大学医学部　　　　　産婦人科

岐阜大学医学部　　　　　泌尿器科

岐阜大学医学部　　　　　耳鼻咽喉科

岐阜大学医学部　　　　　病理部
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加藤博基､兼松雅之､星　博昭

古井辰郎､伊藤直樹

菊池美奈､仲野正博

林　寿光､水田啓介

虞瀬善信



セッション4　　　　　　　座長　　釘抜　康明

後腹膜　　　　　　　　　　　　　　09:55 - 10:40

(金沢医科大学)

19.厚い壁を伴う嚢胞状の形態を示した腎原発カルチノイドの1例

福井県済生会病院

福井県済生会病院

福井県済生会病院

福井県済生会病院

放射線科

内科

泌尿器科

病理

20.腎芸に発生したhyperplastic nephrogenic restsの1例

名古屋市立大学医学部　　放射線科

名古屋市立大学医学部　　中央放射線部

杉盛夏樹､宮山士朗､山城正司､奥田実穂､

吉江雄一､五十嵐紗那､中嶋美子

野ツ俣和夫

菅田敏明

須藤嘉子

北　大祐､武藤昌裕､中川基生､荒川利直､

伊藤雅人､芝本雄太

白木法雄､原　異咲

21. AIMAH (ACTH indipendent macronodular adrenal hyperplasia)の一例

金沢大学医学部　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　泌尿器科

金沢大学医学部　　　　　代謝内科

金沢大学医学部　　　　　病理学教室

22.小児副腎皮質癌の1例

金沢医科大学医学部　　　放射線診断治療学

金沢医科大学医学部　　　小児科学

金沢医科大学医学部　　　臨床病理学

23.巨大後腹膜脂肪肉腫の一例

金沢大学医学部　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　産婦人科

金沢大学医学部　　　　　病理学教室

24.後腹膜病変を伴った肺リンパ脈管筋腫症(LAM)の一例

岡崎市民病院　　　　　　放射線科
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山口静子､蒲田敏文､吉田耕太郎､望月健太郎､

川井恵一､金谷悦子､川島博子､松井　修

角野佳世史､三輪聡太郎､島　　崇

居島成宙

北村星子

道合万里子､釘抜康明､利波久雄

山本晃子､岡田直樹､犀川　太

野島孝之

中川美琴､龍　泰治､折戸信暁､森永郷子､

尾崎公美､北尾　梓､小林　聡､松井　修

橋本　学､田中政彰､井上正樹

北村星子､角田優子

新図寛子､小林　晋､渡辺貿-



セッション5　　　　　　　座長　　森　　芳峰

月旦嚢･膵臓　　　　　　　　　　　10:40 - ll:25

(名古屋大学)

25.成人男性に発生した揮soIid-pseudopapilJary tumor(SPT)の-例

愛知県がんセンター中央病院　放射線診断･ ⅠVR部　友滞裕樹､佐藤洋造､稲葉吉隆､山浦秀和､

名嶋弥菜､金本高明､坂根　誠

26.主揮管との交通を認めた巨大菓液性嚢胸腺B重の1例

福井赤十字病院　　　　　放射線科

福井赤十字病院　　　　　消化器科

福井赤十字病院　　　　　外科

27.陣のEnteric duplication cystの1例

名古屋大学医学部　　　　放射線科

名古屋大学医学部　　　　保健学科

名古屋大学医学部　　　　消化器外科2

名古屋大学医学部　　　　中検病理

28.豚管内発育を起こした謄内分泌腫疫の一例

福井赤十字病院　　　　　放射線科

福井赤十字病院　　　　　外科

29.揮実質内門脈を取り巻いて走行する稀な揮管奇形の2例

黒部市民病院　　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　放射線科

30.重複月旦嚢の1例

福井県立病院　　　　　　放射線科

福井県立病院　　　　　　外科

福井県立病院　　　　　　臨床病理科
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川原清哉､山本貴之､竹田太郎､山田篤史､

高橋孝博､小倉昌和､潰中大三郎､左合　直

青木創吾

青竹利治

太田尚寿､鈴木耕次郎､森　芳峰､長縄慎二

伊藤茂樹

竹田　伸

島田聡子

山田篤史､山本貴之､川原清哉､竹田太郎､

小倉昌和､高橋孝博､左合　直

土居幸司

橋本奈々子､米田憲二､荒井和徳

松井　修

池野　宏､新村理絵子､山本　亨､吉川　淳

服部昌和､林田有市､田中伸佳

海崎泰治



セッション6　　　　　　　座長　　近藤　浩史

肝月蔵･消化管　　　　　　　　　　11:25 - 12:00

(岐阜大学)

31. OsleトWebeトRendu(OWR)病を背景にして辺緑にEOB取込みを認めた結節の一例

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

32.びまん型肝血管肉腫の1例

富山大学医学部　　　　　放射線科

渡達春夫､五島　聡､近藤浩史､柘植裕介､

兼松雅之

富津岳人､小川心一､川部秀人､亀田圭介､

森尻　実､神前裕一､野口　京､瀬戸　光

33.成人腸重積を引き起こした回腸炎症性線推性ポリープの1例

岡崎市民病院　　　　　　放射線科

34.下腹部痛を契機に発見されたBurkitt lymphomaの一例

富山赤十字病院　　　　　放射線科

35.腸間膜脂肪織炎の1例

大垣市民病院　　　　　　放射線科

大垣市民病院　　　　　　消化器科
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/

小林　晋､新図寛子､渡辺賢一

斉藤順子､日野祐資､荒川文敬

荒川智佳子､曽根康博

荒川恭宏､久永康宏､熊田　卓



平成21年2月15日(a)名古屋大学野俵記念学術交流館1F　大会議室

セッション7　　　　　　　座長　　林　　真也

中枢神経･その他　　　　　　　　　09:10- 10:00

(岐阜大学)

36.放射線治療の国民医療費

静岡県立静岡がんセンター　放射線治療科

静岡県立静岡がんセンター　陽子線治療科

西村哲夫､原田英幸､朝倉浩文､橋本孝之､

古谷和久､小川洋史､金本彩恵

村山重行､藤　　浩

37. GBMに対するTarget Definition:造影領域やT2高信号域は本当の病変の領域か?

木沢記念病院　　　　　　放射線治療科

中部療護センター　　　　脳神経外科

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

岐阜大学医学部　　　　　脳神経外科

松尾政之､田中　修

三輪和弘､篠田　淳

大宝和博､林　真也､兼松雅之､星　博昭

矢野大仁､岩間　亨

38.転移性脳月重癌に対する定位放射線治療後のメチオニンPETによる評価

木沢記念病院　　　　　　放射線治療科

中部療護センター　　　　脳神経外科

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

39. Ⅰ､ ⅠⅠ期MAr｢リンパ腫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

40.悪性リンパ腫に対する8Gy/1fx.の局所緩和治療の2例

金沢医科大学医学部　　　放射線診断治療学

41.脊椎転移の放射線治療～肺癌転移例の検討～

愛知医科大学医学部　　　放射線科

松尾政之､田中　修

三輪和弘､篠田　淳

大宝和博､林　真也､兼松雅之､星　博昭

富田夏夫､古平　毅､立花弘之､古谷和久､

中原理絵､井口治男､溝口信貴､高田彰憲

太田清隆､的場宗孝､近藤環､利波久雄

河村敏紀､大島幸彦､木村純子､北川　晃､

泉雄一郎､勝田英介､萩原真清､松田　譲､

亀井誠二､石口恒男

42. Pac=taxel併用放射線治療が奏功した下肢のStewart一丁reves症候群の一例

静岡県立静岡がんセンター　放射線治療科

静岡県立静岡がんセンター　陽子線治療科

静岡県立静岡がんセンター　皮膚科

静岡県立静岡がんセンター　病理診断料
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金本彩恵､西村哲夫､原田英幸､朝倉浩文､

橋本孝之､古谷和久､小川洋史

村山重行､藤　　浩

吉川周佐

嵩異佳子



セッション8　　　　　　　座長　　高仲　　強

頭頭部　　　　　　　　　　　　　　10:00 - 10:45

(金沢大学)

43. Tomotherapyによる頭額部癌のIMRTの実践　一治療計画､精度管理の変遷一

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部　　　　古平　毅､古谷和久､立花弘之､富田夏夫､

中原理絵､井口治男､溝口信貴､高田彰憲

44.リンパ節転移を伴う頭漠部肩平上皮癌における放射線化学療法の治療効果予測一第2報　計画的頚部

廓清術選別の提言-

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部 井口治男､古平　毅､古谷和久､立花弘之､

富田夏夫､中原理絵､溝口信貴

45. lMRT非対応機による頭須部領域癌に対する照射方法の線量分布図的検討

愛知医科大学医学部　　　中央放射線部　　　　　　大場　理､金田直樹､中村　勝､河合　保

愛知医科大学医学部　　　放射線科　　　　　　　　　河村敏紀､木村純子､大島幸彦､石口恒男

46.頭頚部におけるセイフティマージン　腫癌辺緑を含めた検討

藤田保健衛生大学医学部　放射線科

藤田保健衛生大学医学部　放射線部

47.早期声門癌に対する多施設による遡及的調査

名古屋大学医学部

名古屋大学医学部

豊橋市民病院

岐阜県立多治見病院

一宮市立市民病院

三重大学医学部

浜松医科大学医学部

市立伊勢総合病院

中部ろうさい病院

西尾市民病院

東海放射線腫癌研究会

放射線科

保健学科

放射線科

放射線科

放射線科

放射線科

放射線科

放射線科

放射線科

放射線科

服部秀計､伊藤文隆､小林英敏､片田和広

斎藤泰紀､江上和宏､伊藤美由起､加藤正直

平滞直樹､伊藤善之､石原俊一､久保田誠司､

伊藤淳二､長縄慎二

小幡康範

浅野晶子

小山一之

村尾豪之

野本由人

鈴木一徳

笹岡政宏

真下伸一

高井勝文

48.上咽頭癌に対しトモセラピーを用いた交替療法による化学放射線治療後に上咽頭の狭窄を来たした症

例報告

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部
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溝口信貴､古平　毅､立花弘之､富田夏生､

中原理絵､井口治男､高田彰憲



セッション9　　　　　　　座長　　古平　　毅

胸部･上腹部　　　　　　　　　　10:45- ll:35

(愛知県がんセンター中央病院)

49.当院での肺腫癌に対する定位放射線治療例の検討

岐阜大学医学部　　　　　放射線科 田中秀和､林　真也､大宝和博､牧田千誉子､

兼松雅之､星　博昭

50.肺癌定位照射の開始待機期間における原発巣･病期の進行

名古屋市立大学医学部　　放射線科

51.肺癌定位照射後の肋骨骨折･胸壁腫脹例の検討

名古屋市立大学医学部　　放射線科

52.肺定位照射症例における皮膚反応の検討

名古屋市立大学医学部　　放射線科

愛知県がんセンター愛知病院　放射線科

53.食道癌に対する放射線療法の遡及的検討

名古屋大学医学部　　　　放射線科

54.当院における乳房温存術後放射線治療の検討

三重大学医学部　　　　　放射線治療科

三重大学医学部　　　　　乳腺外科

村井太郎､竹本真也､宮川聡史､永井愛子､

小崎　桂､大塚信哉､岩田宏満､杉江愛生､

馬場二三八､村田るみ､荻野浩幸､芝本雄太

宮川聡史､竹本真也､村井太郎､永井愛子､

小崎　桂､大塚信哉､岩田宏滴､杉江愛生､

馬場二三八､村田るみ､荻野浩幸､芝本雄太

馬場二三八､竹本真也､村井太郎､宮川聡史､

永井愛子､小崎　桂､大塚信哉､岩田宏満､

杉江愛生､村田るみ､荻野浩幸､芝本雄太

松井　徹

伊藤淳二､伊藤善之､石原俊一､平滞直樹､

久保田吉成司､長縄慎二

落合　悟､野本由人､伊井憲子､山下恭史､

竹田　寛

小川朋子､花村典子､山下雅子

55.原発性肝癌及び転移性肝癌に対するNovalisによるSBRTの初期経験

名古屋市立大学医学部　　放射線科

名古屋放射線外科センター

名古屋共立病院　　　　　消化器内科

-26-

岩田宏満､宮川聡史､永井愛子､小崎　桂､

馬場二三八､芝本雄太

橋爪知紗､林　直樹､森　美雅

葛谷貞二



セッション10　　　　　　座長　　荻野　浩幸

骨盤部　　　　　　　　　　　　　11:35 - 12:20

(名古屋市立大学)

56. Tomotherapyによる前立腺癌の治療経験

名古屋市立大学医学部　　放射線科

名古屋第二赤十字病院　　放射線科

名古屋第二赤十字病院　　放射線科部

杉江愛生､宮川聡史､馬場二三八､芝本雄太

綾川志保､三村三喜男

駒井-洋､小野木学､大池崇弘

57.当院での前立腺がんに対するトモセラピーによる治療成績

木沢記念病院　　　　　　放射線治療科

木沢記念病院　　　　　　泌尿器科

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

58.前立腺癌ト125シード治療後1年以上経過症例の検討

岐阜大学医学部　　　　　放射線科

岐阜大学医学部　　　　　泌尿器科

木沢記念病院　　　　　　放射線治療科

松尾政之､田中　修

西田泰幸､石原　哲

大宝和博､林　真也､兼松雅之､星　博昭

林　真也､大宝和博､田中秀和､牧田智誉子､

星　博昭

仲野正博､出口　隆

田中　修､松尾政之

59.前立腺高線量率組織内照射における金属ニードルの位置ずれ評価

金沢大学医学部　　　　　放射線治療科

金沢大学医学部　　　　　放射線科

金沢大学医学部　　　　　泌尿器科

60.子宮環癌T4症例に対する放射線治療成績の検討

愛知県がんセンター中央病院　放射線治療部

61.異なった予後を示した子宮環部小細胞癌の2例

トヨタ記念病院　　　　　放射線科

豊橋市民病院　　　　　　放射線科

豊橋市民病院　　　　　　産婦人科

名古屋大学医学部　　　　放射線科
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熊野智康､高仲　強､高松繁行､水野英一

松井　修

溝上　敷､並木幹夫

中原理絵､古平　毅､古谷和久､立花弘之､

富田夏夫､井口治男､溝口信貴､高田彰憲

奥田隆仁

松尾啓司､浅野晶子､熊田　倫

河合通泰

石原俊一､伊藤善之､長縄慎二


