第 130 回 日本医学放射線学会
中国・四国地方会
第 53 回 日 本 核 医 学 会
中国・四国地方会
プログラム

日

時： 日本医学放射線学会 中国・四国地方会
平成 30 年 6 月 16 日（土）・17 日（日）

日 本 核 医 学 会 中国・四国地方会
平成 30 年 6 月 17 日（日）

会

場： ニューウェルシティ出雲
〒693-0023 出雲市塩冶有原町 2-15-1

当番世話人
第 130 回 日本医学放射線学会 中国・四国地方会
猪俣 泰典（島根大学医学部 放射線腫瘍学）
第 5３ 回 日 本 核 医 学 会 中国・四国地方会
北垣 一（島根大学医学部 放射線医学）

会場へのアクセス
会 場 ： ニューウェルシティ出雲
〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町 2-15-1
TEL：0853-23-7388
http://www.nwci.jp/
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車でお越しの方
■ 斐川ＩＣ方面から(東方面から)
 斐川ＩＣで降り、国道 9 号線へ向けて北進
 国道 9 号線を西進(左折）
 9 号バイパス(出雲バイパス)と旧国道 9 号線の分岐では、9 号バイパス(出雲バイパ
ス)へ直進
 渡橋交差点(イオンモール出雲と洋服の青山が目印)を右折(南進）
 出雲市民会館(JR 高架の手前)を左折(東進)で、すぐ見えてきます
■ 出雲ＩＣ方面から(西方面から)
 出雲ＩＣで降り、国道 9 号線へ向けて北進
 国道 9 号線を東進(右折）
 9 号バイパス(出雲バイパス)と旧国道 9 号線の分岐では、9 号バイパス(出雲バイパ
ス)へ直進
 渡橋交差点(イオンモール出雲と洋服の青山が目印)を右折(南進）
 出雲市民会館(JR 高架の手前)を左折(東進)で、すぐ見えてきます

ＪＲでお越しの方


出雲市駅に到着されたら、改札を抜けて北口へ出て下さい。

ＪＲ出雲市駅から

■ タクシーをご利用の場合
北口にタクシー乗り場があります。
「ニューウェルシティ出雲まで」とご指示ください(約 3 分)

■ 徒歩の場合
北口広場前の道を西進(左）
、そのまま道なりに真っ直ぐ進んでください。約 800m でニューウェ
ルシティ出雲に到着します(約 15 分)

■ バスご利用の場合(一畑バス)

(※本数が少ないのでご注意下さい)

北口バス 1 番のりばから、
「島根大学病院・上塩冶車庫」行きバスに乗車。
「市民会館前」バス停で降車。降りたら右手すぐ。(乗車時間 3-4 分)
北口 1 番乗り場発車時刻
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会場のご案内

【受付】
総合受付・参加受付

2F

第 1 会場前ロビー

PC 受付

2F

第 1 会場前ロビー

クローク

1F

フロント

【世話人会会場】
日本医学放射線学会 中国・四国地方会 世話人会

2Ｆ

第 2 会場(百合)

日本核医学会 中国・四国地方会 世話人会

2Ｆ

第 2 会場(百合)

中国・四国放射線治療懇話会世話人会

2Ｆ

第 2 会場(百合)

日

程

表

6 月 16 日(土)
時刻

第 1 会場(牡丹)

第 2 会場(百合)

8:00

9:00-9:05 【日医放】開会の辞
9:00

9:05-9:53 泌尿器

10:00

9:10-10:06 治療 1

9:57-10:45 消化器 1
10:10-11:06 脳・頭頸部

11:00

10:49-11:45 IVR 1

11:10-11:34 骨軟部

12:00

13:00

12:00-13:30 教育セミナー 1
腫瘍学 中枢神経腫瘍
診断学 心臓
診断学 脳先天異常

12:00-13:00【日医放】世話人会

13:15-14:00
14:00

治療懇話会世話人会

13:38-14:26 研修医 1
14:30-15:10 研修医 2

14:15-14:55 治療 2

15:00

15:18-15:50 胸部 1
16:00

15:54-16:34 婦人科

16:38-17:18 IVR 2
17:00

18:00

19:00

17:30-18:30 特別講演
乳腺の正常組織と乳腺病理の基礎

18:45-

情報交換会（銀河の間）

15:10-17:20 治療懇話会

日

程

表

6 月 17 日(日)
時刻

第 1 会場(牡丹)

第 2 会場(百合)

8:00

9:00

9:00-10:00 教育セミナー 2
核医学 脳
放射線防護・安全管理

10:00

10:05-10:15 核医学会 開会の辞・玉藻賞

10:05-10:45 治療 3
10:15-10:55 核医学 1
11:00

10:49-11:37 消化器 2

10:59-11:39 核医学 2

11:41-12:13 胸部 2
12:00

11:45-12:45 ランチョンセミナー
12:15-12:20 【日医放】閉会の辞
12:45-12:50 核医学会 閉会の辞

13:00

13:00-14:00
14:00

核医学会 世話人会

参加者・演題発表のご案内
■

受

付

1. 参加受付（現金受付のみ）
受付場所 ： ニューウェルシティ出雲

2F ロビー

受付日時 ： 6 月 16 日（土）8：00～17：30
6 月 17 日（日）8：00～12：00
2. 参加費
会員・非会員

5,000 円

前期臨床研修医、医学生（大学院生は除く）

無料

※証明書を呈示してください
情報交換会


無料

受付前に「参加登録票」にご記入頂き、受付で「参加登録票」とともに参加費をお支
払いください。



引き換えに参加証（兼領収書）をお渡しいたします。



会場内では必ず参加証（兼領収書）に所属・氏名を記入のうえ、携帯してください。



参加証（兼領収書）の再発行はできませんので大切に保管してください。

■

情報交換会

日 時： 6 月 16 日（土）18：45～
会 場： ニューウェルシティ出雲

2F 銀河

参加費： 無 料

■


専門医資格更新単位取得手続きについて

中国・四国地方会では日本医学放射線学会は「会員 IC カード」による専門医資格更新
単位取得手続きを行っています。専門医の先生方は「会員 IC カード」を忘れずにご持
参ください。受付にて参加登録後、単位取得手続きを行ってください。



「会員 IC カード」を忘れた方には出席証明書をお渡しいたしますので、従来の方法で
単位取得の手続きを行ってください。



日本核医学会 中国・四国地方会は出席者全員に出席証明書を発行いたします。

■

研修医・学生発表セッション

研修医・学生発表セッションを設けております。審査員に当日の発表内容をご覧いただき、
発表演題の中から最も優秀な 1 題を選出し、若手奨励賞を授与いたします。
受賞者の発表ならびに表彰式は、情報交換会にて行います。発表者は、情報交換会にでき
る限りご参加いただきますようお願いいたします。

■

参加者へのご案内

■ クローク
受付場所：ニューウェルシティ出雲 1F フロント
受付日時： 6 月 16 日（土）8：00～18：15
6 月 17 日（日）8：00～14：00
＊貴重品、パソコン、傘などはお預かりできません。
■ Wi-Fi について
2 階ロビー・第１会場(牡丹)、第２会場(百合) いずれも Wi-Fi をご利用できます。
■ その他注意事項
1. 会場内では、携帯電話をマナーモードに設定してください。
2. 会場内は禁煙です。
3. 会長の許可の無い掲示・展示・印刷物の配布・録音・写真撮影・ビデオ撮影は固くお
断りいたします。

■

一般演題発表者へのご案内

1. 進行情報
一般演題：発表 6 分、質疑応答 2 分


発表終了 1 分前に黄色ランプ、終了・超過時には赤色ランプを点灯してお知らせしま
す。円滑な進行のため、時間厳守でお願いします。



演台上には、モニター、キーボード、マウス、レーザーポインターを用意いたします。
演台に上がると最初のスライドが表示されますので、その後の操作は各自でおこなっ
てください。

2. 利益相反の開示
筆頭演者および当該臨床研究責任演者は抄録登録時から遡って過去 3 年以内において、自
己申告が必要となります。学会当日はスライドで開示していただきますようお願いいたし
ます。申告書ならびに開示サンプルは、本会ホームページからダウンロードしていただけ
ます。
* 申告すべき利益相反がない筆頭演者： 演題発表時にご申告ください。
* 申告すべき利益相反がある筆頭演者： 抄録登録時から遡って過去 3 年以内の利益相反状
態をご申告ください。①自己申告書を主催事務局に郵送 ②演題発表時に開示をお願いい
たします。
≪自己申告書送付先≫
第 130 回日本医学放射線学会中国・四国地方会主催事務局
〒693-8501

島根県出雲市塩冶町 89-1

島根大学医学部 放射線医学講座 放射線腫瘍学
TEL 0853-20-2582

FAX 0853-20-1111

■

発表データの受付

1. PC データの受付
学会当日に発表データの受付を行います。セッション開始 30 分前までに PC 受付にて、発
表データの試写ならびに受付をお済ませください。
日

時 : 6 月 16 日（土）8：00～17：30
6 月 17 日（日）8：00～11：30

場

所 ：ニューウェルシティ出雲 2F PC 受付

2. 発表データについて
1）口演発表はすべて PC 発表（PowerPoint）のみといたします。
2）発表データは、Microsoft PowerPoint2007 以上のバージョンで作成してください。
3）PowerPoint の「発表者ツール」は使用できません。
＜データ発表の場合＞
1) 会場には Windows の PC をご用意しています。作成に使用された PC 以外でも必ず動作
確認を行っていただき、USB フラッシュメモリーでご持参ください。
2）フォントは文字化け、レイアウト崩れを防ぐため下記フォントを推奨いたします。
MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝
Arial、Century、Century Gothic、Times New Roman
3）発表データは学会終了後、事務局で責任を持って消去いたします。
＜PC 本体持込みによる発表の場合＞
1) Macintoshで作成したものと動画を含む場合は、必ずご自身のPC 本体をお持込みくだ
さい。
2）会場で用意するPCケーブルコネクタの形状は、D-SUB
mini 15pin（図参照）です。この出力端子を持つ PC を
ご用意いただくか、この形状に変換するコネクタを必
要とする場合には必ずご持参ください。デジタル出力
(HDMI)の出力端子しか無い PC は HDMI→D-SUB の変換
アダプターも必要です。電源ケーブルもお忘れなく
お持ちください。
3) 再起動をすることがありますので、パスワード入力は“不要”に設定してください。
4) スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。
5) 動画データ使用の場合は、Windows Media Player で再生可能であるものに限定いたし
ます。

■

座長・司会者へのご案内

担当セッション開始予定時刻の 15 分前までに、会場内前方の「次座長席」にご着席くださ
い。

日程のご案内
■

世話人会

日本医学放射線学会 中国・四国地方会 世話人会
日

時 ： 平成 30 年 6 月 16 日(土)

12：00～13：00
※昼食をご用意しております。

会

場 ： 2F 第 2 会場(百合)

日本核医学会 中国・四国地方会 世話人会

■

■

日

時 ： 平成 30 年 6 月 17 日(日)

会

場 ： 2F 第 2 会場(百合)

13：00～14：00

特別講演
日

時 ： 平成 30 年 6 月 16 日(土)

17：30～18：30

会

場 ： 第 1 会場 （2F 牡丹）

座

長 ： 猪俣 泰典（島根大学 放射線腫瘍学）

演

題 ： 「乳腺の正常組織と乳腺病理の基礎 ―病理医から伝えたいこと―」

講

師 ： 丸山 理留敬 先生（島根大学医学部 病理学講座 器官病理学 教授）

教育セミナー

本セミナーの趣旨は、放射線科専門医試験を合格するために必要な知識を習得すること
です。
4 年間を 1 サイクルとして専門医試験に必要な項目を網羅することを目指しています。
今回も、中国・四国地方会から 5 人の先生方を講師にお招きし、過去に出題された問題
と関連知識をお話いただけることになりました。受験をひかえた先生はもちろんのこと、
放射線医学を学び始めた研修医の方から、さまざまな専門分野で活躍されているエキスパ
ートの先生まで、諸先生方の知識の整理に役立つと思われます。
皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。
【教育セミナー1】
日 時 ： 平成 30 年 6 月 16 日(土)

12：00～13：30

※昼食をご用意しております。
会 場 ： 第 1 会場 （2F 牡丹）
司 会 ： 三木 均（愛媛県立中央病院 放射線科）
1．放射線腫瘍学「中枢神経腫瘍」 釋舎 竜司（川崎医科大学 放射線腫瘍学教室）
2．放射線診断学「心臓」

則兼 敬志（香川大学 放射線医学教室）

3．放射線診断学「脳先天性疾患」 海地 陽子（広島大学 放射線診断科）
共催：バイエル薬品株式会社

【教育セミナー2】
日 時 ： 平成 30 年 6 月 17 日（日）

9：00～10：00
※朝食をご用意しております。

会 場 ： 第 1 会場 （2F 牡丹）
司 会 ： 古川 又一（山口大学医学部 放射線科）
1．核医学「脳」

北垣 一（島根大学 放射線医学）

2．放射線防護・安全管理

岩本 誠司（徳島大学病院 放射線科）
共催：第一三共株式会社

■

核医学ランチョンセミナー

日 時 ：平成 30 年 6 月 17 日（日）

11：45～12：45

※昼食をご用意しております。
会 場 ： 第 2 会場 （2F 百合）
座 長 ： 北垣 一（島根大学 放射線医学）
演 題 ： 「前立腺癌に対する新しい核医学 ─PSMA-PET と PSMA 治療─」
講 師 ： 岡本 祥三 先生（川崎医科大学 放射線核医学教室 特任講師）
共催：日本メジフィジックス株式会社

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
泌尿器
座長：田中 賢一（香川大学 放射線医学）

【第 1 会場】
9：05～9：53

1. Fumarate Hydratase (FH)-deficient RCC の 1 例
田中 高志 1）、大野 凌 1）、田邊 新 1）、大川 広 1）、小河 七子 1）、槇本 怜子 1）
稲井 良太 1）、正岡 佳久 1）、新家 崇義 1）、郷原 英夫 1）、柳井 広之 2）、金澤 右 1）
1) 岡山大学病院 放射線科、2) 同 病理診断科
2. 巨大嫌色素性腎細胞癌の一例
奥野 菜津子 1）、浅川 徹 1）、谷口 敏孝 1）、浅川 真理 1）、細田 伸一 1）、丸山 拓夢 1）
山本 康雄 2）、大森 昌子 3）、金澤 右 4）
1) 倉敷成人病センター 放射線科、2) 同 泌尿器科、3) 同 病理診断科
4) 岡山大学 放射線科
3. 前立腺原発悪性リンパ腫の 1 例
高見 康景、田中 賢一、西岡 真美、石村 茉莉子、佐野村 隆行、西山 佳宏
香川大学医学部 放射線医学講座
4. 術前診断が困難であった後腎性腺腫の 1 例
宇山 直人 1）、寺澤 かおり 2）、原田 雅史 2）、松崎 健司 3）、山口 邦久 4）
金山 博臣 4）、井﨑 博文 5）、坂東 良美 6）、上原 久典 6）、黒田 直人 7）
1) 徳島赤十字病院 放科、2) 徳大病院 放射線科
3) 徳島文理大学保健福祉学部 診療放射線学科、4) 徳大病院 泌尿器科
5) 徳島県立中央病院 泌尿器科、6) 徳大病院 病理部
7) 高知赤十字病院 病理診断科部
5. 精巣原発の平滑筋肉腫の１例
松浦 範明 1）、堀田 昭博 1）、石川 雅基 1）、豊田 尚之 1）、齊藤 彰久 2）、倉岡 和矢 2）
1) 国立病院機構 呉医療センター 放射線診断科、2) 同 病理診断科
6. 鼠経ヘルニアとの鑑別を要し画像が診断に有用であった陰嚢内脂肪肉腫の１例
原 武史 1）、尾形 毅 1）、和田 裕子 1）、矢吹 隆行 1）、金澤 右 2）
1) 岩国医療センター 放射線科、2) 岡山大学 放射線科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
消化器 1
座長：田辺 昌寛（山口大学 放射線科）

【第 1 会場】
9：57～10：45

7. ボナロン(ビスホスホネート系薬剤)による食道病変の２例
北村 弘樹
香川県厚生連 屋島総合病院 放射線科
8. 神経線維腫症に合併した多発消化管腫瘤の 1 例
坪井 有加 1）、浅野 雄大 1）、丸川 洋平 1）、兵頭 剛 1）、井田 健太郎 1）、金澤 右 2）
1) 福山市民病院 放射線診断・IVR 科、2) 岡山大学 放射線科
9. 高度な腹膜播種を伴った胆管癌の１例
岡村 淳 1）、浜田 聡 1）、福原 由子 1）、荻野 裕香 1）、芝本 健太郎 1）、西野 謙 2）
物部 泰昌 3）、加藤 勝也 1）
1) 川崎医科大学総合医療センター 放射線科、2) 同 内科、3) 同 病理科
10. 膵尾部に発生した solitary fibrous tumor の 1 例
松村 武史、金﨑 佳子、河原 愛子、土江 洋二、湯浅 貢司、児玉 光史
島根県立中央病院 放射線科
11. 主膵管狭窄をきたした膵神経内分泌腫瘍の一例
中村 博貴、林田 稔、外園 英光、木戸 歩、谷本 大吾、玉田 勉
川崎医科大学 放射線科診断学教室
12. ソマトスタチン受容体シンチグラフィーで集積を認めた肺腺癌膵転移の一例
沼 真吾 1）、佐伯 基次 1）、守戸 常晴 1）、石原 節子 1）、安井 光太郎 1）、戸上 泉 1）
金澤 右 2）
1) 岡山済生会総合病院 放射線科、2) 岡山大学病院 放射線科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
IVR 1
【第 1 会場】
10：49～11：45

座長：南口 博紀（高知大学 放射線科）

13. 喀血と血胸で発症した気管支動脈仮性動脈瘤の 1 例
津田 正喜 1）、大内 泰文 1）、矢田 晋作 1）、足立 憲 1）、遠藤 雅之 1）、高杉 昌平 1）
塚本 和充 1）、山本 修一 2）、井隼 孝司 2）
1) 鳥取大学医学部 放射線科、2) 山陰労災病院 放射線科
14. 気管支動脈-肺動脈短絡を伴う気管支動脈瘤に対して経肺動脈的に塞栓術を施行した
１例
岡本 聡一郎、松井 裕輔、小牧 稔幸、宇賀 麻由、正岡 佳久、冨田 晃司、櫻井 淳
生口 俊浩、平木 隆夫、郷原 英夫、金澤 右
岡山大学 放射線科
15. 自己免疫性膵炎の関与が疑われた脾仮性動脈瘤の一例
福永 健志、山本 亮、神吉 昭彦、前場 淑香、谷本 大吾、玉田 勉
川崎医科大学 放射線診断学教室
16. 救命し得た動脈性出血をきたした進行膵頭部癌の 1 例
牧嶋 惇、井上 千恵、松末 英司、藤原 義夫、中村 一彦
鳥取県中 放
17. 肝性脳症に対して脾静脈塞栓術を施行した 1 例
小牧 稔幸、平木 隆夫、松井 裕輔、岡本 聡一郎、宇賀 麻由、正岡 佳久
冨田 晃司、生口 俊浩、櫻井 淳、郷原 英夫、金澤 右
岡山大学病院
18. 肝 RFA 時にバルーンカテーテルを用いた dissection が有用であった一例
大野 凌 1）、宇賀 麻由 1）、藤原 寛康 2）、宗友 一晃 1）、岡本 聡一郎 1）、小牧 稔幸 1）
正岡 佳久 1）、冨田 晃司 1）、松井 裕輔 1）、櫻井 淳 1）、生口 俊浩 1）、平木 隆夫 1）
郷原 英夫 1）、金澤 右 1）
1) 岡山大学病院 放射線科、2) 岡山市立市民病院 放射線科
19. IMACTIS®使用経験の報告
生口 俊浩 1）、金澤 右 1）、Thierry de Baère

2）

1) 岡山大学 放射線科、2) Institut Gustave Roussy Department D’Imagerie Medicale

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
研修医・学生 1
座長：大内 泰文（鳥取大学 放射線科）

【第 1 会場】
13：38～14：26

20. 照射開始時に歩行不能であった MSCC 症例の歩行機能に関する後方視的検討
秋山 拓也 1）、松浦 寛司 2）、廣川 淳一 2）、影本 正之 2）
1) 広島市民病 研修部、2) 同 放治科
21. リコール現象と思われる放射線筋炎を発症した一例
亀岡 翼 1）、西淵 いくの 2）、足立 佳範 2）、今野 伸樹 2）、竹内 有樹 2）、高橋 一平 2）
木村 智樹 2）、村上 祐司 2）、永田 靖 2）
1) 広島大学病院 卒後臨床研修センター、2) 同 放射線腫瘍学
22. 分枝膵管内に発症した Intraductal tubulopapillary neoplasm (ITPN)の 1 例
樗木 錬 1)、石川 雅基 2)、堀田 昭博 2)、松浦 範明 2)、在津 潤一 3)、倉岡 和矢 3)
豊田 尚之 2)
1) 呉医療センター・中国がんセンター 臨床研修部、2) 同 放射線診断科
3) 同 病理診断科
23. 膵神経内分泌腫瘍との鑑別に苦慮した膵漿液性嚢胞腺腫の 1 例
浅野 成美 1）、河原 愛子 2）、松村 武史 2）、土江 洋二 2）、金﨑 佳子 2）、湯浅 貢司 2）
児玉 光史 2）
1) 島根県立中央病院 初期臨床研修医、2) 同 放射線科
24. 肝多発性石灰化を契機に発見された膵神経内分泌腫瘍の一例
柴田 祥之 1）、西原 礼介 2）、近藤 翔太 2）、廣延 綾子 2）、石崎 宏美 2）、岡崎 肇 2）
藤本 佳史 3）
1) JA 広島総合病院 臨床研修科、2) 同 画像診断部、3) 同 消化器内科
25. 偶然ＣＴで発見された外陰部腫瘤の一例
前田 潤二 1）、石川 雅基 2）、堀田 昭博 2）、松浦 範明 2）、在津 潤一 3）、倉岡 和矢 3）
豊田 尚之 2）
1) 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 臨床研修部
2) 同 放射線診断科、3) 同 病理診断科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
研修医・学生 2
座長：海地 陽子（広島大学 放射線診断科）

【第 1 会場】
14：30～15：10

26. 悪性リンパ腫治療後、肺病変の増悪によって診断されたびまん性肺アミロイドーシス
の一例
児嶋 優一 1）、谷本 大吾 2）、八十川 和也 2）、仲井 雅浩 2）、神吉 明彦 2）、玉田 勉 2）
1) 川崎医科大学 初期研修医、2) 同 放射線診断学教室
27. 演題取り下げ

28. 播種性感染を来した猫ひっかき病の 1 例
坪井 恵亮 1）、森畠 裕策 2）、中谷 航也 2）、山本 幹太 3）、山本 勇気 4）、小山 貴 2）
1) 倉敷中央病院 教育研修部、2) 同 放射線診断科、3) 同 小児科
4) 同 感染症科
29. 腸間膜由来の平滑筋肉腫の 1 例
岡本 遼太 1）、大前 健一 2）、淀谷 光子 2）、藤江 俊司 2）、蟹江 悠一郎 3）
三森 天人 3）、和仁 洋治 4）、金澤 右 5）
1) 姫路聖マリア病院 臨床研修医、2) 同 放射線科、3) 姫路赤十字病院 放射線科
4) 同 病理科、5) 岡山大学 放射線科
30. bizarre leiomyoma の１例
村上 光 1）、石川 雅基 2）、堀田 昭博 2）、松浦 範明 2）、山本 英喜 3）、倉岡 和矢 3）
豊田尚之 2）
1) 呉医療センター・中国がんセンター 臨床研修部、2) 同 放射線診断科
3) 同 病理診断科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
胸部 １
座長：稲井 良太（岡山大学 放射線科）

【第 1 会場】
15：18～15：50

31. 冠動脈疾患の機能的評価における心臓 CT の有用性
河内 孝範、田邊 裕貴、吉田 和樹、平井 邦明、中村 壮志、松田 卓也、城戸 倫之
城戸 輝仁、倉田 聖、望月 輝一
愛媛大学医学部附属病院 放射線科
32. 心サルコイドーシス経過観察症例の PET 検査と心臓 MRI
堀 郁子 1）、飴谷 資樹 1）、木村 隆誉 1）、森山 正浩 1）、川口 篤哉 1）、小西 龍也 2）
太田 哲郎 3）
1) 松江市立病院 放射線科、2) 同 呼吸器内科、3) 同 循環器内科
33. 冠動脈肺動脈瘻に合併した異常血管由来の動脈瘤破裂をきたした一例
横井 敬弘 1）、井上 武 1）、福山 直紀 1）、中須賀 佳央里 1）、年森 亘 1）、高門 政嘉 1）
森 千尋 1）、村上 忠司 1）、石丸 良広 1）、高橋 忠章 1）、三木 均 1）、石戸谷 浩 2）
1) 愛媛県立中央病院 放射線科、2) 同 心臓血管外科
34. 肺静脈狭窄により胸痛、肺野異常影を生じた 2 例
小林 誠 1）、杉本 央 1）、津野田 雅敏 1）、金澤 右 2）
1) 心臓病センター榊原病院 放射線科、2) 岡山大学 放射線科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
婦人科
座長：菅原 敬文(四国がんセンター 放射線診断科)

【第 1 会場】
15：54～16：34

35. Ovarian Leydig cell tumor の 1 例
岡村 和弥 1）、上村 朋未 1）、丸山 光也 1）、荒木 久寿 1）、荒木 和美 1）、吉田 理佳 1）
安藤 慎司 1）、山本 伸子 1）、中村 恩 1）、吉廻 毅 1）、北垣 一 1）、京 哲 2）
1) 島根大学医学部付属病院 放射線診療科、2) 同 産婦人科
36. 若年女性に卵巣内膜症性嚢胞の悪性転化を認めた 1 例
丸山 拓夢 1）、浅川 徹 1）、谷口 敏孝 1）、浅川 真理 1）、奥野 菜津子 1）、細田 伸一 1）
國友 忠義 2）、大森 昌子 2）、白根 晃 3）、金澤 右 4）
1) 倉敷成人病センター 放射線科、2) 同 病理診断科、3) 同 産婦人科
4) 岡山大学病院 放射線科
37. 破裂前後の画像と腫瘍マーカーの推移を確認できた卵巣内膜症性嚢胞の１例
宇都宮 小渚 1）、本田 有紀子 1）、寺田 大晃 1）、中村 優子 1）、関根 仁樹 2）
平田 英司 2）、工藤 美樹 2）、城間 紀之 3）、有廣 光司 3）、飯田 慎 1）、粟井 和夫 1）
1) 広島大学 放射線診断学、2) 同 産科婦人科学、3) 広島大学病院 病理診断科
38. MRI で嚢胞を有する性腺を認めた Swyer 症候群の一例
細田 伸一 1）、浅川 徹 1）、谷口 敏孝 1）、浅川 真理 1）、奥野 菜津子 1）、丸山 拓夢 1）
柳井 しおり 2）、大森 昌子 3）、藤澤 真義 4）、金澤 右 5）
1) 倉敷成人病センター 放射線科、2) 同 産婦人科、3) 同 病理診断科
4) 岡山大学 免疫病理、5) 同 放射線科
39. 子宮奇形を伴った原発性膣明細胞腺癌の一例
西森 美貴 1）、村田 和子 1）、牛若 昴志 2）、前田 長正 2）、井口 みつこ 3）
山上 卓士 1）
1) 高知大学医学部附属病院 放射線科、2) 同 産科婦人科、3) 同 病理学講座

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
IVR 2
座長：則兼 敬志（香川大学 放射線医学）

【第 1 会場】
16：38～17：18

40. 大腿仮性動脈瘤の超音波ガイド下トロンビン注入療法:当院初回症例
秦 康博 1）、高萩 基仁 1）、大場 匠 1）、大西 伸也 1）、野田 能宏 1）、森田 荘二郎 1）
松岡 賢樹 2）、太田 剛史 2）
1) 高知医療セ 放療、2) 同 脳外
41. 急性大動脈解離に伴う腸管虚血に対して SMA ステント留置を施行した 4 例
木下 光博 1）、武知 克弥 1）、宇山 直人 1）、赤川 洋子 1）、尾崎 享祐 1）、大西 範生 1）
谷 勇人 1）、三好 麻衣子 2）、大谷 享史 2）
1) 徳島赤十字病院 放射線科、2) 同 血管内治療科
42. EVAR 術後 type 2 endoleak 症例に対する塞栓術の検討
中村 一彦、牧嶋 惇、井上 千恵、松末 英司、藤原 義夫
鳥取県中 放
43. 骨盤部神経線維腫症 1 型の動脈破綻の 1 例
岸田 直孝、末岡 敬浩、土田 泰幸、黒瀬 太一、小林 昌幸
県立広島病院 放射線科
44. 左半結腸切除術後に難治性の虚血性腸炎を来した下腸間膜動静脈シャントの 1 例
岩野 祥子 1）、平田 雅昭 1）、友松 宗史 2）、中村 誠治 1）、赤宗 明久 1）、渡邊 良平 2）
1) 永頼会 松山市民病院 放射線科、2) 同 外科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
治療 1
座長：西淵 いくの（広島大学 放射線腫瘍学）

【第 2 会場】
9：10～10：06

45. 放射線治療後、照射野内に水疱性類天疱瘡の皮疹を認めた 1 例
渡邉 謙太 1）、片山 敬久 1）、橋本 倫子 2）、田邊 新 1）、大川 広 1）、井原 弘貴 3）
勝井 邦彰 3）、金澤 右 1）
1) 岡山大学病院 放射線科、2) 同 皮膚科、3) 同 陽子線治療
46. 骨転移に対し外照射を施行した孤立性線維性腫瘍(SFT)/血管周囲細胞腫(HPC)の 1 例
穴田 雅英 1）、大北 仁裕 2）、岡田 真樹 3）、畠山 哲宗 3）、坂本 鉄平 4）
佐野村 隆行 5）、西出 崇将 1）、木下 敏史 1）、髙橋 重雄 1）、柴田 徹 1）
1) 香川大 放射線治療科、2) 同 腫瘍内科、3) 同 脳神経外科、4) 同 消化器内科
5) 同 放射線診断科
47. 膵 Spindle Cell Carcinoma に対して化学放射線療法が著効した一例
牧田 憲二、浦島 雄介、岡田 和久、渡部 笑麗、三好 裕美、井上 祐馬、梶原 誠
松田 健、横田 智行、大城 由美、菊池 恵一
日本赤十字社 松山赤十字病院
48. 子宮類内膜癌術後リンパ節再発に対する IG-VMAT
赤木 由紀夫 1）、小山 矩 1）、廣川 裕 2）、兼安 祐子 3）
1) 広島平和ク 高精度放治セ、2) 同 がんドック健診セ、3) 福山医療セ 放治
49. 子宮頸癌に対する CT を用いた 3 次元画像誘導腔内照射の早期成績
井原 弘貴 1）、大川 広 2）、田邊 新 2）、渡邊 謙太 2）、片山 敬久 2）、勝井 邦彰 1）
黒田 昌宏 3）、金澤 右 2）
1) 岡山大学 陽子線治療学、2) 同 放射線科
3) 岡山大学大学院 保健学研究科 放射線技術科学
50. 子宮頚部小細胞癌に対して放射線治療を行った 2 症例
三橋 遼太、川中 崇、久保 亜貴子、外礒 千智、高橋 彩加、古谷 俊介、生島 仁史
原田 雅史
徳島大学 放射線科

51. 子宮頸部及び膣の異形成・上皮内癌に対する高線量率小線源治療
高橋 彩加 1）、古谷 俊介 1）、外磯 千智 1）、久保 亜貴子 1）、川中 崇 1）、生島 仁史 2）
原田 雅史 1）、阿部 彰子 3）、西村 正人 3）
1) 徳島大学 放射線科、2) 同 保健学科、3) 同 産婦人科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
脳・頭頸部
座長：藤井 進也（鳥取大学 放射線科）

【第 2 会場】
10：10～11：06

52. 側頭骨放線菌症の 1 例
落合 諒也 1）、加藤 亜結美 1）、矢間 敬章 2）、藤井 進也 1）、石橋 愛 1）、福永 健 1）
椋田 奈保子 1）、村上 敦史 1）、津田 正喜 1）
1) 鳥取大学医学部 放射線科、2) 同 耳鼻咽喉科
53. Extra-axial chordoma と診断された上顎腫瘍の１例
前田 章吾 1）、寺田 大晃 1）、坂根 寛晃 1）、松原 佳子 1）、海地 陽子 1）、帖佐 啓吾 1）
上田 勉 2）、竹野 幸夫 2）、城間 紀之 3）、有廣 光司 3）、飯田 慎 1）、粟井 和夫 1）
1) 広島大学病院 放射線診断科、2) 同 耳鼻咽喉科、3) 同 病理診断科
54. 上口唇から鼻翼に発生した NK/T-cell リンパ腫の１例
成清 紘司、飯田 悦史、古川 又一、伊東 克能
山口大学医学部附属病院 放射線科
55. 喉頭に発生した solitary fibrous tumor の 1 例
山本 雄太 1）、細川 浩平 1）、德永 伸子 1）、桐山 郁子 1）、清水 輝彦 1）、酒井 伸也 1）
菅原 敬文 1）、門田 伸也 2）、寺本 典弘 3）
1) 四国がんセンター 放射線診断科、2) 同 頭頸科・甲状腺腫瘍科、3) 同 病理科
56. Ectopic hamartomatous thymoma に甲状腺癌の転移が生じた一例
辻 優一 1）、熊澤 高雄 1）、中谷 航也 1）、藤原 俊孝 1）、天羽 賢樹 1）、中下 悟 1）
奥村 明 1）、小山 貴 1）、能登原 憲司 2）、吉澤 亮 3）
1) 倉敷中央病院 放射線診断科、2) 同 病理診断科、3) 同 耳鼻咽喉科
57. 時相の違う硬膜下血腫を認めた小児の一例
遠迫 俊哉 1）、井藤 千里 1）、木下 あゆみ 2）
1) 四国こどもとおとなの医療センター 放射線科、2) 同 小児科
58. 小児頚部異所性胸腺の 1 例
永田 まりあ 1）、丸中 三菜子 1）、梶田 聡一郎 1）、向井 敬 1）、清水 光春 1）
新屋 晴孝 1）、中原 康雄 2）、金澤 右 3）
1) 岡山医療センター 放射線科、2) 同 小児外科、3) 岡山大学病院 放射線科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
骨軟部
座長：高尾 正一郎（徳島大学 医用画像解析学）

【第 2 会場】
11：10～11：34

59. 右膝痛を主訴に発見された急性リンパ性白血病の 1 例
藤本 憲吾、安賀 文俊、室田 真希子、福田 有子、木村 成秀、西山 佳宏
香川大学医学部 放射線医学講座
60. 骨膜性骨肉腫と鑑別を要した大腿骨炎症病変の一例
稲井 良太 1）、小河 七子 1）、槇本 怜子 1）、福原 隆一郎 1）、田中 高志 1）
正岡 佳久 1）、新家 崇義 1）、金澤 右 1）、都地 友紘 2）、柳井 広之 2）
1) 岡山大学病院 放射線科、2) 同 病理部
61. 左大腿部に発生した骨外性粘液型軟骨肉腫の１例
伊原 研一郎、大崎 正子、古川 又一、伊東 克能
山口大学 放射線科

［1 日目］ 6 月 16 日（土）
治療 2
座長：林 貴史（川崎医科大学 放射線腫瘍学教室）

【第 2 会場】
14：15～14：55

62. 上顎洞癌に対する過酸化水素増感療法を用いた放射線治療の初期経験
植 敦士、稗田 洋子、伊元 祐貴、德堂 睦美、玉置 幸久、猪俣 泰典
島根大学医学部 放射線腫瘍学講座
63. 高齢者の高悪性度神経膠腫に対する術後寡分割照射の検討
今野 伸樹、西淵 いくの、足立 佳範、竹内 有樹、高橋 一平、木村 智樹
村上 祐司、永田 靖
広島大学 放射線腫瘍学
64. 甲状腺癌術後照射の治療成績
神谷 伸彦、余田 栄作、釋舎 竜司、河田 裕二郎、林 貴史、平塚 純一
川崎医科大学総合医療センター 放射線科
65. 喉頭癌の放射線治療後に頸動脈狭窄を来した 1 例
大内 綾鹿、濱本 泰、石川 浩史、靏岡 慎太郎、高田 紀子、長崎 慧、望月 輝一
愛媛大 放
66. 骨転移への単回照射に関するシステマティックレビュー
濱本 泰、靏岡 慎太郎、望月 輝一
愛媛大 放

［2 日目］ 6 月 17 日（日）
治療 3
座長：川中 崇（徳島大学病院 放射線科）

【第 1 会場】
10：05～10：45

67. 遠隔転移を有する食道癌症例における放射線治療の通過障害に対する効果
神﨑 博充、片岡 正明、上津 孝太郎
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 放射線治療科
68. 生物学的等価線量を用いた食道癌根治的化学放射線療法後の晩期心肺毒性の検討
竹内 有樹、村上 祐司、足立 佳範、今野 伸樹、高橋 一平、西淵 いくの
木村 智樹、永田 靖
広島大学
69. 気管支狭窄・閉塞を来たした肺癌症例に対する緩和的放射線治療成績
靍岡 慎太郎、濱本 泰、大内 綾鹿、石川 浩史、高田 紀子、長崎 慧、望月 輝一
愛媛大学医学部 放射線科
70. 胸椎浸潤を伴う非小細胞肺癌に対して IMRT を用いて化学放射線療法を施行した 1 例
鳥塚 大地、君野 元規、堤 ゆり江、秋元 麻未、板坂 聡
倉敷中央病院 放射線治療科
71. 肺原発 NUT 転座癌に対して化学放射線療法を施行した一例
北川 寛 1）、坂口 弘美 1）、谷野 朋彦 1）、内田 伸恵 1）、陶山 久司 2）
1) 鳥大 画像診断治療学、2) 同 腫瘍内科

［2 日目］ 6 月 17 日（日）
消化器 2
座長：丸山 光也（島根大学 放射線医学）

【第 1 会場】
10：49～11：37

72. ガス産生肝膿瘍の 2 例
田中 翔大、丸山 美菜子、丸山 光也、荒木 久寿、吉田 理佳、安藤 慎司、勝部 敬
中村 恩、吉廻 毅、北垣 一
島根大学付属病院 放射線科
73. 慢性期の日本住血吸虫症の１例
河内 義弘 1）、河内 孝範 1）、松田 恵 1）、津田 孝治 1）、宮川 正男 1）、望月 輝一 1）
渡辺 崇夫 2）、小泉 洋平 2）、日浅 陽一 2）
1) 愛媛大学医学部附属病院 放射線科、2) 同 消化器・内分泌・代謝内科学
74. Support vector machine を用いた EOB 造影 MRI における肝線維化の推定
成田 圭吾、中村 優子、檜垣 徹、赤木 元紀、西本 祐美、谷 千尋、本田 有紀子
飯田 慎、粟井 和夫
広島大学大学院 放射線診断学
75. 肝鎌状間膜に発生した IgG4 陽性孤立結節の 1 例
三好 啓介、田辺 昌寛、中尾 聖、伊東 克能
山口大学 放射線科
76. 非アルコール性脂肪肝炎を背景とした多血性肝細胞癌の画像所見の検討
赤木 元紀、中村 優子、成田 圭吾、海地 陽子、谷 千尋、本田 有紀子、檜垣 徹
飯田 慎、粟井 和夫
広島大学大学院 放射線診断学
77. 心肺蘇生術に伴う肝損傷を認めた１例
近藤 翔太 1）、西原 礼介 1）、石崎 宏美 1）、廣延 綾子 1）、岡﨑 肇 1）、河村 夏生 2）
吉田 研一 2）
1) JA 広島総合病院 画像診断部、2) 同 救急・集中治療科

［2 日目］ 6 月 17 日（日）
胸部 2
座長：谷本 大吾（川崎医科大学 放射線診断学教室）

【第 1 会場】
11：41～12：13

78. 全身拡散強調画像（Body DWI）で経過観察し得た肺大細胞神経内分泌癌の 1 例
和田 敏明 1)、山本 泰宏 1)、松田 かおり 1)、岡崎 良夫 1)、木本 真 1)、金澤 右 2)
1) 放射線第一病院 放射線科、2) 岡山大学病院 放射線科
79. 縦隔原発 NUT carcinoma の一例
左村 和磨 1）、橋村 伸二 1）、梶田 真理 1）、松田 恵治 1）、石井 裕朗 1）、姫井 健吾 1）
森本 真美 1）、林 英博 1）、田村 麻衣子 2）、金澤 右 3）
1) 岡山赤十字病院 放射線科、2) 同 病理診断科、3) 岡山大学病院 放射線科
80. 胸膜癒着術に伴う異物肉芽腫の 1 例
大西 基文 1）、坂田 悦郎 1）、中谷 航也 1）、天羽 賢樹 1）、奥村 明 1）、小山 貴 1）
山形 昴 2）、石田 直 2）、能登原 憲司 3）
1) 倉敷中央病院 放射線診断科、2) 同 呼吸器内科、3) 同 病理
81. 検診にて発見された anomalous unilateral single pulmonary vein の一例
北尾 慎一郎、太田 靖利、夕永 裕士、藤井 進也
鳥取大学医学部 放射線科

［2 日目］ 6 月 17 日（日）
核医学 1
座長：田中 高志（岡山大学 放射線科）

【第 2 会場】
10：15～10：55

1. 脂肪織に左右対称性に FDG 集積を認めた皮下脂肪織炎様 T 細胞リンパ腫の稀な 1 例
中須賀 佳央里、井上 武、年森 亘、高門 政嘉、横井 敬弘、福山 直紀、森 千尋
村上 忠司、石丸 良広、高橋 忠章、三木 均
愛媛県立中央病院 放射線科
2. 神経内分泌腫瘍におけるソマトスタチン受容体シンチと FDG-PET/CT との対比
岩佐 瞳、村田 和子、西森 美貴、仰木 健太、宮武 加苗、田所 導子、山上 卓士
高知大 放
3. TOF 搭載 ラージボア PET/CT 装置における至適収集条件の検討
小野 剛史、徳永 伸子、酒井 伸也、菅原 敬文
四国がんセンター 放射線診断科
4. FDG-PET 検査前のグルコース含有薬剤服薬による PET 画像への視覚的影響
岡本 祥三 1,2）、松澤 桂 2）、豊永 拓哉 2）、相澤 幹也 2）、毛利 俊朗 2）、鈴木 陽子 2）
犬伏 正幸 1）、曽根 照喜 1）
1) 川崎医科大学 放射線核医学、2) 北見赤十字病院 放射線科
5. Gd-DTPA 造影効果の低い glioma における MET PET の有用性
菅 一能 1）、玉井 義隆 2）、出口 誠 3）
1) セントヒル病院 放射線科、2) 同 放射線部、3) 宇部興産中央病院 脳神経外科

［2 日目］ 6 月 17 日（日）
核医学 2
座長：岩佐 瞳（高知大学 放射線科）

6.
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【第 2 会場】
10：59～11：39

I が集積した卵巣奇形腫由来の粘液嚢胞腺腫の一例
石橋 恵美、吉田 理佳、安藤 慎司、勝部 敬、山本 伸子、中村 恩、吉廻 毅
北垣 一
島根大学医学部 放射線科

7. 興味ある FDG 集積を示した食道神経鞘腫とリンパ節腫大の 1 例
山本 雄太 1）、細川 浩平 1）、德永 伸子 1）、桐山 郁子 1）、清水 輝彦 1）、酒井 伸也 1）
菅原 敬文 1）、野崎 功雄 2）、花川 浩之 3）、寺本 典弘 4）
1) 四国がんセンター 放射線診断科、2) 同 消化器外科、3) 同 頭頸科
4) 同 病理科
8. FDG-PET/CT が治療効果判定に有用であった巨細胞性大動脈炎の一例
竹内 省吾 1）、犬伏 正幸 1）、岡本 祥三 1）、永井 清久 1）、小野 由美香 1）
向井 知之 2）、藤田 俊一 2）、赤木 貴彦 2）、守田 吉孝 2）、曽根 照喜 1）
1) 川崎医大 核、2) 同 リウマチ膠原病
9. 全身的に FDG 集積亢進リンパ節病変を示した症例の検討
菅 一能、河上 康彦、清水 文め
セントヒル病院 放
10. 心サルコイドーシスの治療効果判定における FLT PET の有用性の検討
則兼 敬志、山本 由佳、岡田 隼、井原 あゆみ、三田村 克哉、奥田 花江
西山 佳宏
香川大学医学部 放射線医学講座

協賛企業・医療機関 (順不同)
アストラゼネカ株式会社
出雲医療看護専門学校
エーザイ株式会社
エレクタ株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
キャノンメディカルシステムズ株式会社
コニカミノルタジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー山陰営業所
サノフィ株式会社
シーメンスヘルスケア株式会社
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
株式会社島津製作所
セティ・メディカルラボ株式会社
ゼリア新薬工業株式会社
第一三共株式会社
株式会社千代田テクノル
株式会社ツムラ
東洋メディック株式会社
日本アキュレイ株式会社
日本メジフィジックス株式会社
株式会社 NOBORI
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
株式会社フィリップス・ジャパン
富士製薬工業株式会社
富士フィルム RI ファーマ株式会社
公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根
松江生協病院
山本ビニター株式会社
横河医療ソリューションズ株式会社

1.

