
平成22年2月20日（土） 08:45～17:40（名古屋市立大学医学部研究棟11階講義室A）

平成22年2月20日（土） 13:00～17:52（名古屋市立大学医学部研究棟11階講義室B）
平成22年2月21日（日） 08:50～12:27（名古屋市立大学医学部研究棟11階講義室A）
平成22年2月21日（日） 09:00～09:57（名古屋市立大学医学部研究棟11階講義室B）

平成22年2月21日（日） 10:10～12:07（名古屋市立大学医学部研究棟11階講義室B）

日本IVR学会 第28回中部・第27回関西合同地方会 佐々木　繁
日本医学放射線学会 第147回中部地方会 芝本　雄太
日本核医学会 第70回中部地方会 芝本　雄太

名古屋市立大学医学部放射線医学教室
〒467−8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１番地
電話　052−853−8276    FAX 052−852−5244
E−mail; ncurad@med.nagoya−cu.ac.jp
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会場への交通

学会用の駐車場はありません。
名古屋駅からは、地下鉄桜通線（野並行）桜山駅下車（16分）、３番出口をご利用下さい。
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●桜山（川澄）キャンパス（名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1）
医学部・医学研究科、附属病院、看護学部・看護研究科
地下鉄　桜通線「桜山」駅下車
市バス　金山7番のりばより金山12「市立大学病院」下車

金山8番のりばより金山14「市立大学病院」下車
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1. 本部棟
2. 図書館・総合情報センター川澄分館・講堂
3. 医学研究科・医学部研究棟
4. 医学部基礎教育棟
5. 医学研究科アイソトープ研究室・
分子医学研究所
6. 実験動物研究教育センター
7. 厚生会館(西棟)
8. 厚生会館(東棟)
9. 看護学部棟
10. 附属病院(外来診療棟)
11. 附属病院(病棟・中央診療棟)
12. 附属病院駐車場
13. 地下鉄桜山駅出入口
14. 西棟



・ ３つの学会に共通の会場費として、１,０００円を徴収させていただきます。
・ 平成１８年６月から敷地内全面禁煙を実施しております。敷地内および周辺の路上禁煙にご

協力いただきますようお願い申し上げます。
・ また学会場内は、指定場所以外での飲食はできませんので併せてご協力のほどお願いいたし

ます。

・ ご口演時間は、いずれの学会も１例報告は発表５分討論２分、他は発表６分討論２分です。
時間厳守でお願いいたします。

・ 発表は全てPC持ち込みによるプレゼンテーションのみとなりますので、以下の要領をご承知
ください。
※スライドでの発表はできません。
※PCからの音声出力はできません。
※注意：記憶媒体のみでの発表はできません（必すパソコンをご持参ください）。
※トラブルに備え、学会会場にはWindows XpにMicrosoft PowerPoint 2007がインストールさ

れたPCを準備いたします。万が一のデータ破損に備え、PCあるいはCD-RやUSBメモリで
のバックアップデータをご用意ください。

・ 抄録には地方会名を必ず記載してください。演題番号、演題名、氏名（共同演者を含む）を
含め２０×２０字以内、ワープロ横打としてください。 ２０１０年２月１２日（金）までに電子
メールの本文中に抄録を記載してメールでお送りください。

・ 抄録の送付先は、ncurad@med.nagoya-cu.ac.jp です。
・ プログラムおよび抄録（〆切に間に合わなかったものを除く）につきましては、下記URLに

順次掲載して参ります。

http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/radio.dir/chihokai/index.html

http://www.secretariat.ne.jp/radchub/data/gaiyo.html

http://www.kansai-ivr.com/framepage.html

・ 担当セッション開始３０分前までに、会場前の受付にて受付を行ってください。
・ 担当セッションの時間厳守をお願いいたします。
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・ 外部（CRT）ディスプレイ出力が可能であることを 必ずご確認
ください。また、バッテリー切れを防ぐため、電源アダプタ
をご持参ください。パスワードロックや省電力設定、スクリ
ーンセーバは、全てOFF の状態にしておいて下さい。

・ 一部のWindowsノートパソコンやMacintoshの場合、外部モニ
タ出力端子がDsub-15ピン・メス（右図参照）でないことがあ
ります。この場合、本体のみではプロジェクターと接続でき
ません。お持ちのノートパソコンに合った別売りのVGA変換
アダプタが必要となりますので、ご確認の上必ずご用意くだ
さい。

・ プロジェクターの画面サイズは、XGA（l,024×768）となりま
す。ワイド表示や高解像度表示のノートパソコンの場合、
事前に外部モニタ出力を行って、正しく表示されることを確
認してください。

・ 発表の３０分前までに、受付付近に設置したプレビューセンターにPCをお持ちいただき、
外部モニタへの出力確認と受付を行ってください。

・ 会場内に映像オペレータ席を用意致し
ます。発表の３題前までには、映像オ
ペレータ席へPCを立ち上げ電源アダプ
タ、変換アダプタ（必要時）と共にご提
出ください。

・ 発表時には、係の者がPCを演者卓上へ
移動いたします。ご自身のノートパソ
コンを壇上で操作して発表を行ってい
ただきます。

・ ご自身のノートパソコンでの操作とな
りますので、使用されるOSやアプリケ
ーションは問わず、デュアルディスプレイモードの使用も可能です。しかし、外部モニタ出
力が可能であること、ビデオメモリやファイル容量などの関係で外部モニタ側で動画が表示
されないというようなトラブルのないことを、事前に必ずご確認ください。映写トラブルの
際は、セッション内で発表の順番を変更したり、発表や質疑応答の時間が制限されることが
あります。

・ 発表終了後、映像オペレータ席でPC、アダプタ等をお受け取りください。
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平成22年2月20日（土）
世話人会 1）日本IVR学会　第28回中部・第27回関西合同地方会

12:20～13:10講義室（11階）集合して下さい
2）日本医学放射線学会　第147回中部地方会

18:00～18:40 臨床セミナー室（2階）

第1会場（講義室A）
日本IVR学会　第28回中部・第27回関西合同地方会

第2会場（講義室B）
日本医学放射線学会　第147回中部地方会
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08:45～08:50
08:50～09:46
09:46～10:17
10:17～10:47
10:47～11:38
11:38～12:15
12:15～12:30
12:30～13:15

13:15～13:40
13:40～13:45
13:45～14:41
14:41～15:27
15:27～16:05
16:05～16:20
16:20～17:05
17:05～17:35
17:35～17:40

開会の辞
セッション 1（1～7）
セッション 2（8～11）
セッション 3（12～15）
セッション 4（16～22）
セッション 5（23～27）
休憩、入場
ランチョン・セミナー　“内科的な肝細胞癌治療の現状と戦略”

名古屋市立大学 肝膵内科　野尻俊輔　　　　　　　　　座長　荻野浩幸
休憩
世話人会報告
セッション 6（28～34）
セッション 7（35～40）
セッション 8（41～45）
休憩
セッション 9(52,46～50)
セッション10(51,53～55)
閉会の辞

北 瀬 正 則
園 村 哲 郎
佐 藤 洋 造
山 本 　 晃
山 本 　 聡

高 木 治 行
鈴木耕次郎
狩 谷 秀 治

東 浦 　 渉
亀 井 誠 二

総論、基礎、実験
肝動注１
肝動注２
BRTO、門脈圧亢進症
血栓除去、その他IVR

RFA
塞栓術1
塞栓術2

ステント
胸腹部大動脈瘤

13:00～13:05
13:05～13:45
13:45～14:25
14:25～15:05
15:05～15:45
15:45～16:33
16:33～16:45
16:45～17:17
17:17～17:52

開会の辞
セッション1（1～5）
セッション2（6～10）
セッション3（11～15）
セッション4（16～20）
セッション5（21～26）
休憩
セッション6（27～30）
セッション7（31～35）

松 尾 政 之
杉 江 愛 生
富 田 夏 夫
石 原 俊 一
伊 井 憲 子

荒 川 利 直
白 木 法 雄

【治療】脳神経、装置
【治療】頭頸部1
【治療】頭頸部2
【治療】食道、肺
【治療】子宮、前立腺、膀胱、他

【診断】基礎、実験、他
【診断】頭頸部、乳腺、骨軟部



平成22年2月21日（日）
世話人会 3）日本核医学会　第70回中部地方会

12:20～13:00 臨床セミナー室（2階）

第1会場（講義室A）
日本医学放射線学会　第147回中部地方会

第2会場（講義室B）
日本医学放射線学会　第147回中部地方会

日本核医学会　第70回中部地方会
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08:50～08:55
08:55～09:43
09:43～10:20
10:20～11:03
11:03～11:46
11:46～12:22
12:22～12:27

世話人会報告
セッション 8（36～41）
セッション 9（42～46）
セッション10（47～52）
セッション11（53～58）
セッション12（59～63）
閉会の辞

五 島 　 聡
高 橋 　 護
左 合 　 直
竹 内 　 充
桐 生 拓 司

【診断】肝胆道系
【診断】膵臓
【診断】消化管、腸間膜
【診断】後腹膜、子宮、卵巣
【診断】胸部

09:00～09:05
09:05～09:57

世話人会報告
セッション13（64～70） 櫻 井 圭 太 【診断】脳神経

10:10～10:15
10:15～10:47
10:47～11:11
11:11～11:33
11:33～12:02
12:02～12:07

開会の辞
セッション 1（1～4）
セッション 2（5～7）
セッション 3（8～10）
セッション 4（11～14）
閉会の辞

外 山 　 宏
西 尾 正 美
玉 木 恒 男
加 藤 克 彦

基礎、実験、治療
FDG−PETその1
FDG−PETその2
SPECT、その他
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関西医科大学 米虫 敦、狩谷秀治、谷川　昇、澤田 敏
聖マリアンナ医科大学 滝澤謙治、吉松美佐子、八木橋国博、小川普久、

藤川あつ子、上島　厳、小池拓也、中島康雄
久留米大学 田中法瑞
自衛隊中央病院 田村秦治
慶応大学 井上政則、伊東伸剛、中塚誠之、栗林幸夫
国立がんセンター中央病院 坂本憲昭
社会保険京都病院 赤田　渉
三重大学 高木治行、鹿島正隆、山中隆嗣、山門亨一郎
鹿児島大学 馬場康貴、池田俊一郎
平塚市民病院 屋代英樹
山梨大学 岡田大樹
札幌徳洲会病院 佐久間明洋
高知大学 山西伴明
総合南東北病院 橋爪　崇
菊名記念病院 劉　清隆
聖マリアンナ医科大学

横浜市西部病院 加藤　洋
長崎大学 末吉英純
葉山ハートセンター 瀧　康紀
昭和大学 清野哲孝
東海大学 小泉　淳
県立奈良病院 吉岡哲也
兵庫医科大学 廣田省三
大阪市立大学 中村健治
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２. 口腔癌に対する放射線併用超選択的動注化学療法の成績（６分）
兵庫医科大学　放射線科 山本　聡、若田ゆき、高田恵広、阿知波左千子、

冨士原将之、石藏礼一、廣田省三

３. 正常豚における肝動注及び化学塞栓後の抗癌剤の血中動態と
肝組織に及ぼす影響について（６分）
和歌山県立医科大学

放射線科 生駒　顕、河合信行、佐原伸也、高坂　功、中井資貴、
南口博紀、野村尚三、園村哲朗、佐藤守男

４. フラボピリドールとシスプラチン含有ゼラチン粒子を用いた
TACE ウサギ肝Vx2モデルにて（６分）
滋賀医科大学　放射線科 園田明永、新田哲久、瀬古安由美、大田信一、永谷幸裕、

土屋桂子、大谷秀司、金�周造、田中豊彦、高橋雅士、
村田喜代史

５. NBCA・Lipiodol混合液の攪拌方法についての実験的検討 ＝第2報＝（６分）
大阪医科大学　放射線科 山本和宏　有本 博　金澤秀次　鳴海善文

６. 光造形法による大動脈瘤モデルの精度検討とステントグラフト治療への応用（６分）
愛知医科大学　放射線科 勝田英介、北川　晃、泉雄一郎、大島幸彦、萩原真清、

松田　譲、木村純子、亀井誠二、河村敏紀、石口恒男

７. Conebeam CT を利用した影像下直達法の試み（６分）
奈良県立奈良病院

放射線科 井上正義、宮坂俊彦、吉岡哲也
同　　　　中央放射線部 吉岡孝之
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HCC Lp-TAI Lp-TACE

和歌山県立医科大学
放射線科 田中文浩、河合信行、佐原伸也、澤　宗久、生駒　顕、

中田耕平、高坂　功、中井資貴、南口博紀、園村哲郎、
佐藤守男

CDDP Drug-eluting Microsphere

ゲートタワーIGTクリニック 小林和哉、関　明彦、堀　信一

Conventional TACE Epirubicin Microsphere

TACE

ゲートタワーIGTクリニック 関　明彦、堀　信一

TACE

福井県済生会病院　放射線科 宮山士朗、山城正司、吉江雄一、中嶋美子、池野　宏、
折戸信暁、吉田未来

HIT

京都府立医科大学
放射線診断治療学 吉松梨香、山上卓士、田中　治、三浦寛司、田中　匡、

西村恒彦
福知山市民病院　内科 山内紀人



奈良医科大学　放射線科 西尾福英之、末吉　智、穴井　洋、田中利幸、上原朋子、
前田新作、吉川公彦

県立三室病院　放射線科 阪口　浩

Dual-phase cone-beam CT during hepatic arteriography

福井県済生会病院　放射線科 宮山士朗、山城正司、吉江雄一、中嶋美子、池野　宏、
折戸信暁、吉田未来

TACE MDCT

総合大雄会病院　放射線科・IVRセンター
永田剛史、日比野友也、佐藤健司、三宅敏之、深谷信行、
打田日出夫、吉矢和彦、伊藤伸一

四天王寺病院　放射線科 日高輝之
奈良県立医科大学　放射線科 穴井　洋、吉川公彦

BRTO

和歌山医科大学　放射線科 南口博紀、河合信行、澤　宗久、田中文浩、生駒　顕、
中田耕平、佐原伸也、高坂　功、中井資貴、園村哲郎、
佐藤守男

BRTO

和歌山医科大学　放射線科 南口博紀、河合信行、澤　宗久、田中文浩、生駒　顕、
中田耕平、佐原伸也、高坂　功、中井資貴、園村哲郎、
佐藤守男

－12－



BRTO

大阪市立大学　放射線科 寒川悦次、西田典史、松井広登、影山　健、濱本晋一、
曹　寿幸、南郷峰善、山本　晃、竹下　徹、堺　幸正、
羽室雅夫、松岡俊幸、中村健治、三木幸雄

PTS

大阪警察病院　放射線科 大西章仁、西田義記

mesocaval shunt Triple balloon occlusion

兵庫医科大学　放射線科 古川佳孝、小林　薫、前田弘彰、山本　聡、新井桂介、
加古泰一、阿知波左千子、廣田省三

和歌山県立医科大学
放射線科 河合信行、谷畑博彦、中井資貴、南口博紀、澤　宗久、

生駒　顕　中田耕平、佐原伸也、高坂　功、野村尚三、
園村哲郎、佐藤守男

PSE

愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR部
佐藤洋造、山浦秀和、名嶋弥菜、金本高明、友澤裕樹、
坂根　誠、北角　淳、寺倉梨津子、稲葉吉隆

同　　　　薬物療法部 設楽紘平

神戸大学　放射線科・血管内治療センター
西濱晴香、伊崎健太、山口雅人、魚谷健祐、岡田卓也、
杉本幸司、藤井正彦、杉村和朗
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Distal bypass graft PTA

兵庫県立姫路循環器病センター　放射線科
宮本直和、吉川俊紀、上村尚文、川崎竜太

同　　　心臓血管外科 宮原俊介、福隅正臣、中桐啓太郎、吉田正人、向原伸彦

姫路医療センター
放射線科 川崎竜太、関紳一郎、丸田　力

同　　　　　外科 砂川理三郎、大歳雅洋

CT

関西医科大学　放射線科 中谷　幸、谷川　昇、狩谷秀治、米虫　敦、八木理絵、
徳田　則、鈴木聡史、澤田　敏

公立甲賀病院　放射線科 石川祐一

共催　日本IVR学会　第28回中部・第27回関西合同地方会

第一三共株式会社、バイエル薬品株式会社

整理券はありません。会場を一度出てお並び下さい。12:20よりお弁当をお渡しします。
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RFA

市立砺波総合病院
放射線科 野畠浩司、望月健太郎、角田清志

同　　　　放射線治療科 西嶋博司

RFA RF

三重大学　IVR科 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

同　　　画像診断科 児玉大志、竹田　寛

RFA

三重大学　IVR科 山門亨一郎、中塚豊真、浦城淳二、鹿島正隆、高木治行、
山中隆嗣

同　　　画像診断科 竹田　寛

Lipiodol One-shot RFA

三重大学　IVR科 高木治行、山門亨一郎、中塚豊真、浦城淳二、鹿島正隆、
山中隆嗣

同　　　画像診断科 竹田　寛

RFA

三重大学　IVR科 中塚豊真、山門亨一郎、浦城淳二、鹿島正隆、高木治行、
山中隆嗣

同　　　画像診断科 竹田　寛

RFA

三重大学　IVR科 山中隆嗣、山門亨一郎、中塚豊真、浦城淳二、鹿島正隆、
高木治行

同　　　画像診断科 竹田　寛
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RFA

三重大学　画像診断科 児玉大志、竹田　寛
同　　　IVR科 山門亨一郎、中塚豊真、浦城淳二、鹿島正隆、高木治行、

山中隆嗣

和歌山県立医科大学
放射線科 中井資貴、田中文浩、澤　宗久、生駒　顕、中田耕平、

佐原伸也、高坂　功、南口博紀、河合信行、園村哲郎、
佐藤守男

Appleby

名古屋大学　放射線科 太田豊裕、鈴木耕次郎、森　芳峰、松島正哉、長縄慎二

Appleby

和歌山県立医科大学
放射線科 高坂　功、河合信行、生駒　顕、佐原伸也、中井資貴、

南口博紀、園村哲郎、佐藤守男
岸和田徳州会病院　

放射線科 谷畑博彦

市立堺病院　放射線科 前田宗宏、橋本　達、原田貢司
愛染橋病院　内科 松田政浩、高田賀章、橋本久仁彦、野口左内

愛知県がんセンター中央病院　放射線診断・IVR部
金本高明、山浦秀和、佐藤洋造、名嶋弥菜、友澤裕樹、
坂根　誠、北角　淳、寺倉梨津子、稲葉吉隆
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TAE

金沢大学　放射線科 山口静子、香田　渉、新村理絵子、北尾　梓、南　哲弥、
龍　泰治、眞田順一郎、小林　聡、蒲田敏文、松井　修

同　　　肝胆膵外科 田島秀浩、北川裕久、大西一郎、太田哲生
同　　　消化器内科 高畠　央、金子周一
同　　　病理 池田博子、北村星子

三重大学　画像診断科 東　澄、児玉大志、村島秀市、竹田　寛
同　　IVR科 山門亨一郎、中塚豊真、浦城淳二、鹿島正隆、高木治行、

山中隆嗣

姫路医療センター

放射線科 川�竜太、関伸一郎、丸田　力

市立四日市病院　放射線科 駒田智大、丸山邦弘
同　　　　　　血管外科 服部圭祐、宮内正之

小牧市民病院　　放射線科 館　靖
多治見市民病院　血管外科 佐藤俊充

奈良県立医科大学
放射線科 市橋成夫、阪口昇二、伊藤博文、東浦　渉、穴井　洋、

末吉　智、吉川公彦
同　胸部・心臓血管外科 多林伸起、谷口繁樹
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関西医科大学　放射線科 八木理絵、谷川　昇、狩谷秀治、米虫　敦、鈴木聡史、
中谷　幸、澤田　敏

Bare stent

福井県立病院　放射線科 山本　亨、松井　謙、吉田耕太郎、櫻川尚子、吉川　淳
同　　心臓血管外科 澤田幸一郎、西田　聡、山本信一郎

IMA

住友病院　　　放射線科 山本浩詞

医真会八尾総合病院 放射線・脳血管内治療科
明珍　薫、高山勝年

同　　　　　脳外科 木村僚太、黒川紳一郎
奈良医科大学　放射線科 中川裕之、和田　敬、田岡俊昭、明石敏昭、坂本雅彦、

宮坂俊輝、吉川公彦

covered stent

和歌山県立医科大学　放射線科
佐原伸也、園村哲郎、河合信行、南口博紀、中井資貴、
高坂　功、中田耕平、生駒　顕、澤　宗久、田中文浩、
佐藤守男

市立砺波総合病院　放射線科
望月健太郎、野畠浩司、角田清志

同　　　　放射線治療科 西嶋博司
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愛知医科大学　放射線科 石口恒男、亀井誠二、北川　晃、泉雄一郎、勝田英介、
大島幸彦、萩原真清、松田　譲、木村純子、河村敏紀

同　　　　血管外科 石橋宏之、太田　敬

debranching

奈良県立医科大学
放射線科 阪口昇二、伊藤博文、市橋成夫、東浦　渉、前田新作、

西尾 福英之、吉川公彦
同　胸部・心臓血管外科 多林伸起、谷口繁樹

奈良県立医科大学
放射線科 伊藤博文、阪口昇二、市橋成夫、東浦　渉、佐藤健治、

吉川公彦
同　胸部・心臓血管外科 多林伸起、谷口繁樹

GORE TAG

神戸大学　放射線科・血管内治療センター
山口雅人、杉本幸司、岡田卓也、魚谷健祐、伊崎健太、
藤井正彦、杉村和朗

同　　心臓血管外科 北川敦士、大北裕

ACF

藤田保健衛生大学
放射線科 赤松北斗、三田祥寛、花岡良太、加藤良一、伴野辰雄
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トヨタ記念病院　放射線科 奥田隆仁
豊橋市民病院　放射線科 櫻井悠介、浅野晶子、熊田　倫、
名古屋大学　放射線科 石原俊一、久保田誠司、伊藤淳二、伊藤善之、長縄慎二

GBM PET SIB

木沢記念病院　放射線治療科 松尾政之、田中　修、田中智樹
同　　　　　脳神経外科 三輪和弘

中部療護センター 篠田　淳
岐阜大学　脳神経外科 矢野　仁、岩間　亨

名古屋市立大　　放射線科 岩田宏満、芝本雄太
新緑脳神経外科・横浜サイバーナイフセンター

佐藤健吾、横田尚樹、帯刀光史、井上光広
岡山旭東病院　脳神経外科 馬場義美

名古屋市立大　放射線科 村井太郎、荻野浩幸、岩田宏満、芝本雄太
津島市民病院　放射線科 今藤綾乃、大宮裕子、鈴木啓史、山田亮太、市橋達也

同　　　　　脳神経外科 松下康弘、辻　有紀子、奥村輝文
新緑脳神経外科・横浜サイバーナイフセンター

佐藤健吾
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Tx

岐阜大学　　　　放射線科 林　真也、大宝和博、田中秀和、星　博昭
同　　放射線部治療部門 松山勝哉、岡田仁志

名古屋大学　放射線科 伊藤淳二、伊藤善之、平澤直樹、久保田誠司、石原俊一、
牧　紗代、長縄慎二

同　　　　保健学科 五十嵐幸哲、下郷智弘、小幡　康
同　　　　放射線部 青山裕一、奥平訓康、野口由美子、都築　真
同　　　　耳鼻咽喉科 平松真理子、安藤篤、藤本　保
同　　　　口腔外科 山本憲幸

愛知がんセンター中央病院　放射線治療部
富田夏夫、古平　毅、古谷和久、立花弘之、
中原理絵、溝口信貴、野村基雄、後藤容子

南東北がん陽子線治療センター 不破信和
愛知学院大学　歯学部 有地淑子

愛知医科大学　放射線科 大島幸彦、河村敏紀、北川　晃、泉雄一郎、
勝田英介、萩原真清、松田　譲、木村純子、
亀井誠二、石口恒男

同　　　　　耳鼻咽喉科 岸本真由子、小川徹也、清　一哲、植田広海

藤田保健衛生大学　放射線科 伊藤文隆、服部秀計、小林英敏、片田和広
同　　　　　　　放射線部 斉藤泰紀、江上和宏、加藤正直
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静岡県立静岡がんセンター　放射線治療科
井上　実、井口治男、小川洋史、原田英幸、
朝倉浩文、西村哲夫

同　　　　陽子線治療科 藤　浩、村山重行

MRI

金沢医科大学
放射線診断治療学 豊田一郎、的場宗孝、太田清隆、釘抜康明、横田　啓、

利波久雄
同　　　　頭頸部外科 宮澤　徹、下出祐造、辻　裕之

Helical TomoTherapy IMRT

愛知がんセンター中央病院　放射線治療部
古平　毅、後藤容子、野村基雄、溝口信貴、中原理絵、
富田夏夫、立花弘之、古谷和久

TomoTherapy IMRT

愛知がんセンター中央病院　放射線治療部
溝口信貴、後藤容子、野村基雄、中原理絵、富田夏夫、
立花弘之、古谷和久、古平　毅

Helical TomoTherapy

愛知がんセンター中央病院　放射線治療部
後藤容子、野村基雄、溝口信貴、中原理絵、富田夏夫、
立花弘之、古谷和久、古平　毅
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福井県立病院　核医学科 玉村裕保
同　　　　　消化器内科 辰己　靖、伊部直之

DVH

愛知がんセンター中央病院　放射線治療部
野村基雄、後藤容子、溝口信貴、中原理絵、富田夏夫、
立花弘之、古谷和久、古平　毅

4DCT cone beam CT

中京病院　放射線科 馬場二三八、松井　徹、渡邉美智子、島　和秀、伊藤俊裕
同　　　放射線部 野々垣善徳、田中　聡、長谷川信司

名古屋市立大学　放射線科 芝本雄太

岐阜大学　放射線科 田中秀和、林　真也、大宝和博、星　博昭

岐阜大学　放射線科 林　真也、大宝和博、田中秀和、星　博昭

名古屋市立大　放射線科 真鍋良彦、竹本真也、村井太郎、宮川聡史、岩田宏満、
小崎　桂、永井愛子、大塚信哉、杉江愛生、柳　剛、
村田るみ、荻野浩幸、芝本雄太

名古屋共立病院　放射線外科 橋爪知紗、森　美雅
中京病院　　　　放射線科 馬場二三八
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名古屋大学　放射線科 久保田誠司、伊藤善之、伊藤淳二、牧　紗代、平澤直樹、
石原俊一、長縄慎二

静岡県立静岡がんセンター　放射線治療科
井口治男、西村哲夫、朝倉浩文、原田英幸、小川洋史、
井上　実

同　　　陽子線治療科 村山重行、藤　浩

愛知がんセンター中央病院　放射線治療部
立花弘之、後藤容子、野村基雄、溝口信貴、
中原理絵、富田夏夫、古谷和久、古平　毅

木沢記念病院　放射線治療科 田中智樹、松尾政之、田中　修
同　　　　　泌尿器科 石原　哲、西田泰幸

名古屋市立大学　放射線科 竹本真也、真鍋良彦、宮川聡史、村井太郎、大塚信哉、
永井愛子、小崎　桂、岩田宏満、杉江愛生、柳　　剛、
村田るみ、荻野浩幸、芝本雄太

木沢記念病院　放射線治療科 松尾政之、田中智樹、田中　修
同　　　　　泌尿器科 石原　哲、西田泰幸
同　　　　　脳神経外科 三輪和弘

中部療護センター 篠田　淳
岐阜大学　放射線科 林　真也、大宝和博

同　　脳神経外科 矢野　仁、岩間　亨
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Press-Through-Package (PTP)

愛知医科大学　放射線科 亀井誠二、北川　晃、泉雄一郎、勝田英介、萩原真清、
松田　譲　石口恒男

同　　　中央放射線部 清水　希、山内雅人、清水郁男、佐野亮介、近藤恭典、
渡辺　哲

CT

三重大学　IVR科 中塚豊真
同　　　放射線科 竹田　寛
同　　　安全管理部 兼児敏浩
同　　　中央放射線部 永澤直樹、後藤雅一、牧　浩昭、北野外紀雄
同　　　病理部 白石泰三

Area DetectorCT

藤田保健衛生大学　放射線科 三田祥寛、片田和広
同　医療科学部　放射線学科 安野泰史、高木雅悠、兼子武士
同　　　　　　　放射線部 吉見　聡、片岡由美
同　　　　　　　呼吸器外科 服部良信、須田　隆、杉村裕志

2MP v/s 6MsP LCD

名古屋市立大学　放射線科 永井圭一、河合辰也、川口毅恒、小澤良之、
芝本雄太

同　　　中央放射線部 原　眞咲
金沢大学　医薬保健研究域　保健学系

市川勝弘
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T2 solitary fibrous tumor

富山赤十字病院　放射線科 橋本奈々子、日野祐資、荒川文敬

浜松医科大学　放射線科 伊東洋平、礒田治夫、阪原晴海
同　　　　　小児科 後藤恵美、福家辰樹
同　　　　　耳鼻咽喉科 高橋吾郎

福井県済生会病院　放射線科 吉江雄一、宮山士朗、山城正司、池野　宏、
中嶋美子、折戸信暁　

同　　　　　　　病理 須藤嘉子
同　　　　　　　外科 三井　毅

福井県済生会病院　放射線科 折戸信暁、宮山士朗、小西章太、山城正司、
吉江雄一、中嶋美子、池野　宏

同　　　　　　　神経内科 林　浩嗣
同　　　　　　　内科 高櫻明子
同　　　　　　　病理部 須藤嘉子

静岡県立総合病院　放射線科 山本琢水、市川新太郎、松山　緑、谷尾宜子、福地一樹、
中島信明
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愛知県がんセンター中央病院　放射線診断・IVR部
山浦秀和、佐藤洋造、名嶋弥菜、金本高明、友澤裕樹、
坂根　誠、北角　淳、寺倉梨津子、稲葉吉隆

Telangiectatic hepatocellular adenoma

福井大学　放射線科 都司和伸、木下一之、清水一浩、村岡紀昭、山元龍哉、
植松秀昌、土田龍郎、木村浩彦

同　　　消化器外科 呉林秀崇、小練研司、山口明夫
福井厚生病院　放射線科 高橋範雄

同　　　　　内科 東田　元、山本　誠

3T-PACE-DWI

金沢医科大学　放射線科 釘抜康明、横田　啓、北楯優隆、橋　知子、渡邊直人、
利波久雄

同　　　　　消化器内科 有沢富康、堤　幹宏、尾崎一晶
同　　　　　　臨床病理 野島孝之

EOB MRI

岐阜大学　放射線科 渡邊春夫、五島　聡、近藤浩史、兼松雅之

Gd-EOB-DTPA MRI

岐阜大学　放射線科 五島　聡、渡邊春夫、近藤浩史、兼松雅之
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Bilio-vascular compresssion

浜松医科大学　　 放射線科 岩倉岳史、那須初子、磯田治夫、阪原晴海
同　　　　　　 放射線部 竹原康雄

磐田市立総合病院 放射線科 吉原和代、沓掛康道、内藤眞明
同　　　　　　 消化器外科 鈴木昌八

CT 320-slice volume scan 64-slice helical scan

岐阜大学　放射線科 五島　聡、渡邊春夫、近藤浩史、兼松雅之

foreign body granuloma

名古屋大学　放射線科 河合雄一、鈴木耕次郎、小川　浩、太田豊裕、長縄慎二

福井大学　放射線科 朝日智子、村岡紀昭、植松秀昌、木村浩彦
同　　　消化器外科 村上　真、山口明夫

Groove 

浜松医科大学　放射線科 池田暁子、塚本　慶、岩倉岳史、牛尾貴輔、村松克晃、
神谷実佳、山下修平、那須初子、阪原晴海

同　　　　　放射線部 竹原康雄
同　　　　　外科 太田　学、稲葉圭介、坂口孝宣、今野弘之
同　　　　　病理部 馬場　聡

愛知県がんセンター中央病院　放射線診断・IVR部
寺倉梨津子、佐藤洋造、山浦秀和、名嶋弥菜、金本高明、
友澤裕樹、坂根　誠、北角　淳、稲葉吉隆
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福井県済生会病院　放射線科 中嶋美子、宮山士朗、山城正司、吉江雄一、
池野　宏、折戸信暁

同　　　　　　　小児科 加藤栄治
同　　　　　　　外科 宗本義則
同　　　　　　　内科 松田尚登
同　　　　　　　病理 須藤　嘉

高岡市民病院　放射線科 立脇信彦、寺山　昇、小林佳子、上村良一
同　　　　　外科 小林隆司、藪下和久

福井赤十字病院　放射線科 山田篤史、松本栄治、山本貴之、竹田太郎、高橋孝博、
小倉昌和、左合　直

同　　　　　　外科 青竹利治
同　　　　　　脳外科 上羽佑亮

CT colonography

岐阜大　放射線部 富松英人、兼松雅之
同　　放射線科 渡辺春夫、小島寿久、五島　聡、浅野隆彦、近藤浩史

福井赤十字病院　放射線科 山本貴之、山田篤史、松本栄治、竹田太郎、高橋孝博、
濱中大三郎、小倉昌和、左合　直

同　　　　　　外科 広瀬　慧

IgG4 sclerosing mesenteritis

富山県立中央病院　放射線科 阿保　斉、服部由紀、中川美琴、隅屋　寿、出町　洋
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epithelioid hemangioendothelioma

福井済生会病院　放射線科 池野　宏、宮山士朗、山城正司、吉江雄一、中嶋美子、
折戸信暁

同　　　　　　泌尿器科 山本秀和、菅田敏明
同　　　　　　病理科 須藤嘉子

neuromelanin paraganglioma

富山県立中央病院　放射線科 中川美琴、阿保　斉、服部由紀、隅屋　寿、出町　洋

静岡県立総合病院　放射線科 市川新太郎、松山　緑、山本琢水、福地一樹、谷尾宜子、
中島信明

金沢大学　放射線科 杉盛夏樹、蒲田敏文、小坂一斗、川井恵一、柴田義宏、
尾崎公美、松井　修

同　　　胃腸外科 中村慶史、藤田秀人、藤村　隆
同　　　消化器内科 辻　重継
同　　　病理 北村星子、池田博子

福井県済生会病院　放射線科 吉江雄一、宮山士朗、山城正司、池野　宏、中嶋美子、
折戸信暁

同　　　　　　　病理 須藤嘉子
同　　　　　　　外科 笠原善郎

木沢記念病院　放射線科 吉田麻里子、柘植裕介、平野　隆、松尾政之、西堀弘記
同　　　　　産婦人科 藤原清香
同　　　　　病理 松永研吾

岐阜大学　放射線科 加藤博基、兼松雅之
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IgE

富山県立中央病院　放射線科 中川美琴、阿保　斉、服部由紀、隅屋　寿、出町　洋

IgG

福井県立病院　放射線科 吉田耕太郎、松井　謙、櫻川尚子、山本　亨、吉川　淳
同　　　　　呼吸器内科 中屋順哉、小島　徹
同　　　　　臨床病理科 海崎泰治

愛知県がんセンター中央病院　放射線診断・IVR部
北角　淳、佐藤洋造、山浦秀和、名嶋弥菜、金本高明、
友澤裕樹、坂根　誠、寺倉梨津子、稲葉吉隆

CT

名古屋大学　放射線科 岩野信吾、古池　亘、松尾啓司、長縄慎二
同　　　　病理部 下山芳江

名古屋市立大学　放射線科 鈴木智博、永井圭一、加藤真帆、小澤良之、中川基生、
芝本雄太

同　　　　中央放射線部 原　眞咲
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CT perfusion SPECT

藤田保健衛生大学　放射線科 村山和宏、外山　宏、片田和広
名古屋セントラル病院

放射線科 中根正人

鈴鹿中央総合病院　放射線科 谷龍一郎、明星匡郎、秦　良行

ecchordosis physaliphora

福井大学　放射線科 清水一浩、山元龍哉、植松秀昌、坂井豊彦、土田龍郎、
村岡紀昭、木下一之、豊岡麻理子、辻川哲也、朝日智子、
都司和伸、木村浩彦

同　　　脳脊髄神経外科 竹内浩明、北井隆平、菊田健一郎

MALT

金沢医科大学　放射線科 近藤　環、的場宗孝、谷口　充、太田清隆、
八田裕貴子、渡邊直人、利波久雄

同　　　　　臨床病理 野島孝之
同　　　血液免疫内科 広瀬優子、梅原久範
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intraosseous meningioma

金沢大学　放射線科 橋本成弘、油野裕之、植田文明、五十嵐沙耶、戸島史仁、
松井　修

同　　　脳神経外科 喜多大輔、林　康彦、濱田潤一郎
同　　　病理 全　陽、北村星子

福井赤十字病院　放射線科 山本貴之、松本栄治、竹田太郎、山田篤史、小倉昌和、
高橋孝博、濱中大三郎、左合　直

同　　　　　　脳神経外科 中村威彦

福井県立病院　放射線科 松井　謙、吉田耕太郎、櫻川尚子、山本　亨、吉川　淳
同　　　　　脳神経外科 木多眞也、東馬康郎
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MEMO
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SPECT X CT

SPECT/X CT Fusion

藤田保健衛生大学　放射線科 木澤　剛、外山　宏、片田和広　
同　　　　　　　放射線部 宇野正樹、加藤正基、石黒雅伸
同　医療科学部　診療放射線技術学科

市原　隆
東芝メディカルシステムズ株式会社　核医学開発

本村信篤

CT

富山大学　放射線科 米山達也、瀬戸　光

岐阜大学　放射線科 小島寿久、浅野隆彦、杉崎圭子、五島　聡、星　博昭、
兼松雅之

金沢大学 核医学診療科 松尾信郎、中嶋憲一、瀧　淳一、望月孝史、福岡　誠、
萱野大樹、稲木杏吏、若林大志、中村文音、絹谷清剛
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FDG VEGF-A mRNA VEGF-A

bevacizumab

浅ノ川総合病院　放射線科 東光太郎、西田宏人
金沢医科大学　病理 上田善道

同　　　　　呼吸器外科 佐久間勉
同　　　　　呼吸器内科 栂　博久
同　　　　　放射線科 高橋知子、谷口　充、渡辺直人、利波久雄

公立松任石川中央病院　放射線科
大口　学

中国医科大学　放射線科 Jian Fei Guo

F-18FDG brain mapping

京都医療大学 大野和子
（株）浜松ホトニクス 柿本晃宏、吉川悦治、岡田裕之
浜松医科大学　RCCMD 鳥塚達郎
県西部浜松医療センター 谷崎靖夫
浜松光医学財団 西澤貞彦

FDG-PET/CT

大垣市民病院　放射線科 曽根康博、荒川智佳子、沼波悟古、山本祐実
同　　　　　健康管理科 武田　功
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FDG-PET

刈谷豊田総合病院　放射線科 浦野みすぎ、石原由美、竹内　萌、橋爪卓也、北瀬正則、
遠山淳子、太田剛志、水谷　優

愛知県がんセンター愛知病院　放射線科
上岡久人

FDG-PET

岐阜中央病院　PETセンター 金子　揚
岐阜大学　放射線科 浅野隆彦、杉崎圭子、星　博昭、兼松雅之
木沢記念病院　放射線科 西堀弘記
長良医療センター　呼吸器内科加藤達雄

FDG-PET/CT

大垣市民病院　放射線科 沼波悟古、曽根康博、荒川智佳子、山本祐実
同　　　　　産婦人科 木下吉登、古井俊光、伊藤充彰
同　　　　　外科 亀井桂太郎
同　　　　　臨床病理科 岩田洋介

SPECT

I-123 IMP SPECT

金沢医科大学
放射線診断治療学 道合万里子、橋　知子、谷口　充、渡邊直人、利波久雄

同　　　　　神経内科 羽柴奈穂美、松井　真
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pulmonary inflammatory

myofibroblastic tumor

愛知医科大学　放射線科 松田　譲、亀井誠二、石口恒男
同　　　　　中央放射線部 東　直樹
同　　　　　小児科 岩田敦子
同　　　　　病理部 岩淵英人

岐阜大学　放射線科 高木　希、浅野隆彦、星　博昭、兼松雅之

名古屋大学　放射線科 大河内慶行、岩野信吾、二橋尚志、伊藤信嗣、小川　浩、
安藤嘉朗、中根俊樹、山崎雅弘、太田尚寿、河合雄一、
平野真希、古池　亘、岡田有美子、川上賢一、土屋賢一、
長縄慎二

同　　　　保健学科 加藤克彦、阿部真治
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アステラス製薬株式会社
エーザイ株式会社
エイペックスメディカル株式会社
エレクタ株式会社
コニカミノルタヘルスケア株式会社
コヴィディエン・ジャパン株式会社

（タイコヘルスケアジャパン株式会社）
GEヘルスケアジャパン
第一三共株式会社
テルモ株式会社
テルモ・クリニカルサプライ株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社
日本化薬株式会社
日本メジフィジックス株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社
株式会社パイオラックスメディカル
株式会社日立メディコ
株式会社フォーム
富士フィルムＲＩファーマ株式会社
ボストン・サイエンティフィック・ジャパン株式会社
メディキット株式会社
株式会社メディコスヒラタ
株式会社メディコン
ユーロメディテック株式会社

（50音順）
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エーザイ株式会社
コヴィディエン・ジャパン株式会社
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社
テルモ株式会社
西尾幡豆医師会
日本メジフィジックス株式会社
バイエル薬品株式会社
株式会社バリアンメディカルシステムズ
ボストン・サイエンティフィック・ジャパン株式会社
株式会社メディコスヒラタ
ユーロメディテック株式会社

（50音順）



平成22年2月20・21日
名古屋市立大学医学部放射線医学教室

〒467−8601名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1
TEL（052）853−8276  FAX（052）852−5244

印 刷 株式会社

〒460−0012名古屋市中区千代田5−22−28
TEL（052）241−7428  FAX（052）241−7959




