第 127 回

日本医学放射線学会

中 国 ・四国地方会
プログラム

日

時 ： 平成 2 8 年 12 月 10 日（土）・11 日（日）

会

場 ： 徳島大学 藤井節郎記念医科学センター
〒 7 7 0 - 85 0 3

当番世話人 ： 原田

徳島県蔵本町 3 丁目 1 8 番地の 1 5

雅史

徳 島 大 学 大学院 医歯薬学研究部 放射線医学分野

会場へのアクセス

徳島大学

藤井節郎記念医科学センター

Fujii Memorial Institute of Medical Sciences
〒 770-8503
徳島市蔵本町 3 丁目 18 番地の 15（徳島大学蔵本キャンパス構内）
TEL：（088）633 - 9420

■ 徳島大学（蔵本キャンパス）へのアクセス

徳島駅より
・JR 利用の場合

12 分

JR 徳島線蔵本駅下車
・バス利用の場合

→

徒歩 5 分

15 分

■ 徳島市営バス
徳島駅前から「上鮎喰」行、「地蔵院」行、「名東」行、「天の原西（延命）」行、
「中央循環線（右回り）」行のいずれかに乗車し、「蔵本中央病院・大学病院前」
または「医学部前」で下車 → 徒歩約 2 分
※「中央循環線（右回り）」は、「医学部前」には停車しません。
■ 徳島バス
徳島駅前から「鴨島方面」行・「石井循環線（右回り）」に乗車し、
「蔵本中央病院・大学病院前」又は「医学部前」で下車 → 徒歩約 2 分
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■ 徳島大学（蔵本キャンパス）マップ
駐車場をご利用の際には、サービス券をご用意いたしますのでお申し付けください。
藤井節郎記念医科学センター（会場）内には、土・日 玄関のみ しか入れません。
尚、情報交換会 会場 の SORA へは、西病棟入口からお入りください。
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- 3-

日程表
平成 28 年 12 月 10 日（土）
時間

第 1 会場（ホール）

第 2 会場（202・203）

11：00
11:30-11:35

開会式

教育セミナー 1
11:35-12:05

放射線診断学 肺・感染症

12：00

12:05-12:35
乳房

12:35-13:05
骨軟部

13：00

司会 宇山 直人（徳島大）

13:10-13:59 研修医・学生 1

P10

座長 小林 加奈（高知大）

三好 史倫（鳥取大）
松隈 美和（山口大）
村田 和子（高知大）

13:10-13:38 心大血管・血管

P15

座長 川口 直人（愛媛県立中央病）

13:41-14:09 泌尿器科・腹膜・後腹膜 1
座長 新家 崇義（徳島大）

14：00

14:02-14:51 研修医・学生 2

14:12-14:40 泌尿器科・腹膜・後腹膜 2

座長 中谷 航也（倉敷中央病）

座長 佐藤 朋宏（川崎医大）

15：00

14:54-15:43 中枢神経・頭頸部

P12

座長 林田 稔（川崎医科大）

14:43-15:25 治療 1

P18

P19

座長 吉尾 浩太郎（香川県立中央病）

15:46-16:14 女性骨盤 他 腹部

P13

座長 椋田 奈保子（鳥取大）

16:17-16:52 肝胆膵脾

P14

座長 荒木 久寿（松江生協病）

17：00

P17

座長 古谷 俊介（徳島大）

15:28-16:10 治療 2

16：00

P16

P11

16:13-16:55 治療 3
座長 田原 誉敏（鳥取大）

P20

17:00-18:00 特別講演
座長 原田 雅史（徳島大）

「拡散 MRI の基礎から最近の新展開まで」
講師 増谷 佳孝（広島市立大）

18：00
18:30 情報交換会 SORA

19：00

20：00

11:35-12:35

第 127 回日本医学放射線学会中国・四国地方会 世話人会（藤井節郎医科学記念センター 2F 204）

18:30-20:30 情報交換会（徳島大学病院 西病棟 11F レストラン SORA）
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日

程

表

平成 28 年 12 月 11 日（日）
時間

第 1 会場（ホール）

第 2 会場（202・203）

08：00

8:45- 9:20

胸部 1

座長 室田 真希子（香川大）

2

8:45- 9:20 IVR1

2

9:23- 10:05 IVR2

座長 帖佐 啓吾（中国労災病）

2

09：00
9:23- 9:58

胸部 2

座長 児島 克英（岡山大）

10：00

10:01-10:29 消化管

2

座長 田辺 昌寛（山口大）

座長 芝本 健太郎（川崎医大病）

10:08-10:57 骨軟部・その他
座長 飯田 慎（広島大）

10:32-11:00 核医学

2

2

2

座長 安賀 文俊（香川大）

11：00

教育セミナー 2
11:05-11:35

司会 川中 崇（徳島大）

核医学

奥村 能啓（岡山旭東病）

11:35-12:05
放射線腫瘍学

12：00

12:05-12:10
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神﨑 博充（愛媛大病）

閉会式

受付・演題発表のご案内
■

受

付

（１）第１会場の受付にて行います。
12 月 10 日（土）
午前 10 時 30 分〜
12 月 11 日（日）
午前 8 時〜
（２）参加費は 5,000 円です。
情報交換会 ( 若手優秀賞表彰式等を兼ねる ) 無料です。
受付時に現金にてお支払いください。
ネームカード、領収書、出席証明書（日本医学放射線学会は会員ＩＣカードをお忘れの方のみ）を
お渡しいたします。
（３）初期臨床研修医、医学生は無料です。
受付にお申し出ください（大学院生は除く）。

■

専門医資格更新単位取得手続き
中国・四国地方会でも 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が可能です。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。

■

新企画
研修医・学生発表セッションを設けました。この中から若手奨励賞を授与いたしますので、
世話人の先生方は優秀者を当日お配りする既定の用紙にてご推薦ください。

■

発

表

１．座長の先生方へ
（１） セッションの開始時刻 15 分前までに次座長席に待機下さい。
（２） 担当セッションの時間管理をお願い致します。

２．一般演題 演者の先生方へ
（１） ご発表 30 分前までに PC 受付をお願いします。
（２） 発表 5 分、質疑応答 2 分以内です。時間厳守をお願いします。
（３） 2 枚目（タイトルの次）のスライドに，利益相反報告のスライドを入れて下さい。
（４） USB フラッシュメモリーまたは CD-R（共に Windows 限定）にてお持ちください。
（５） 発表データのファイル名は「演題番号 発表者名」としてください。

＊ データ持ち込みの場合
１． PowerPoint での発表となります。
２． PowerPoint 2003、2007、2010、2013 で作成してください。
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（※ 2016 には対応しておりません。）
３． 特殊なフォントを使用されますと、レイアウトが崩れることがありますので、
ご注意ください。
※推奨フォント：MS ゴシック・明朝、MSP ゴシック・明朝、
Arial、Century、Century Gothic、Times New Roman
４． アニメーションや画面切り替えなどの効果は、動作保障ができませんので、
ご了承ください。
５． 動画データをご使用の場合、または『Macintosh』をご利用の方は、ご発表データは、
上記の通りデータを持ち込んでいただき、バックアップのために動作確認をされた
動作確認済みのご自身の PC も必ずお持ちください。
※動画データは Windows Media Player で再生可能であるものに限定いたします。

＊ PC 持ち込みの場合：動画ファイルや Macintosh 使用の方
１． PC センターにて、必ず試写をおこなってください。
２． 試写を済ませた後、15 分前までに会場オペレータ席へ PC をご持参下さい。
３． 発表終了後、オペレータ席にて PC をお受け取りください。
４． ファイルはデスクトップ上に保存してください。
５． プロジェクターに接続可能な端子は、
ミニ D-Sub 15pin（右図参照）のみです。
異なる形状の出力端子の場合は、各自変換アダプ
ターをご持参ください。
※ HDMI 端子についても同様にコネクタをご持参
ください。
６． 必ず電源ケーブル、バックアップデータをお持ちください。
７． スクリーンセーバーや省電力機能はオフにしておいてください。
８． 画面の解像度は XGA 1024 × 768 です。
これ以上の解像度はサポートしていません。
９． 2015 年発売の「新しい MacBook」を持ち込まれる方は、VGA および
USB ポートを備えた「USB-C VGA Multiport アダプター」を持参してください。

■

抄

録

１．演題番号（省略可）、演題名、所属、発表者、共同演者を含めて 400 字以内でお願いします。
２．テキスト形式、または、Word97-2013 形式の電子データのみ受付いたします。
３．受付方法
４．メールの件名
５．締

■

切

電子メールに添付してご送信ください。radtoku@gmail.com
「 抄録：演題番号

○ （氏名）」

11 月 30 日（水）

当番世話人
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 放射線医学分野
原田 雅史
〒 770-8503 徳島市蔵本町 3-18-15
TEL: 088-633-7173
FAX: 088-633-7468
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日程のご案内
■

■

世話人会
日

時

：

平成 28 年 12 月 10 日（土）／ 11：35 〜 12：35

会

場

：

藤井節郎記念医科学センター２Ｆ（多目的室 204）

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パスするために必要な知識を習得すること
です。長期的には、放射線科専門医教育ガイドライン＊に沿って、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、緒先生方の知識の整理に役立つと思われます。
この機会に、皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。
＊放射線科専門医教育ガイドライン
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=301

教育セミナー１
日

時 ： 平成 28 年 12 月 10 日（土）／ 11：35 〜 13：05
※ 昼食をご用意しております

会

場 ： 第２会場
１． 放射線診断学

藤井節郎記念医科学センター ２Ｆ（202・203）
肺・感染症

三好 史倫（鳥取大）

２． 乳房

松隈 美和（山口大）

３． 骨軟部

村田 和子（高知大）

○ 共催 ： バイエル薬品株式会社

教育セミナー２
日

時 ： 平成 28 年 12 月 11 日（日）／ 11：05 〜 12：05
※ 昼食をご用意しております

会

場 ： 第２会場
１． 核医学

藤井節郎記念医科学センター ２Ｆ（202・203）

心臓・肺

奥村 能啓（岡山旭東病院）

２． 放射線腫瘍学
（放射線治療）肺・縦隔腫瘍、乳癌
○ 共催 ： 第一三共株式会社
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神﨑 博充（愛媛大附属病院）

特 別 講 演

「

講

師

拡散 MRI の基礎から最近の新展開まで

：

増谷

」

佳孝 先生

（広島市立大学大学院情報科学研究科）
座

長

：

原田

雅史（徳島大）

日

時

：

平成 28 年 12 月 10 日（土）／ 17：00 〜 18：00

会

場

：

第１会場

藤井節郎記念医科学センター

（藤井節郎記念ホール）
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［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

研修医・学生１

【 第１会場 】
13：10 〜 13：59

座長：小林 加奈（高知大学医学部 放射線科）

1. 両側腎細胞癌、多発膵嚢胞性病変を合併した von Hippel-Lindau 病の 1 例
○ 角 百世、福元 佑子、佐藤 朋宏、山本 亮、鳥越 晃之、木戸 歩、伊東 克能
川崎医科大学附属病院卒後臨床研修センター

放射線科 ( 画像診断 1)

2. 近位塞栓施行し経過観察中である下腸間膜動脈瘤の１例
○ 榎本 英明１）、岩本 誠司２）、河野 奈緒子２）、木下 光博２）、高尾 正一郎３）、原田 雅史２）
１）徳島大学病院卒後臨床研修センター、２）徳島大学

放射線診断科、３）同

医用画像解析学分野

3. 悪性リンパ腫に伴う脾臓破裂に対し迅速な止血にて救命できた１例
○ 猪野 陸、河野 通彦、大西 伸也、野田 能宏、秦 康博、松坂 聡、森田 荘二郎
高知医療センター

4. 左腸骨静脈慢性閉塞による鼠径部静脈瘤に対し IVR 治療を施行した一例
○ 原田 奈々世１）、吉松 梨香２）、仰木 健太２）、山西 伴明２）、山上 卓士２）
１）高知大学医学部附属病院

医療人育成支援センター、２）高知大学

放射線科

5. 悪性リンパ腫の再燃と鑑別が困難であった縦隔アミロイドーシスの 1 例
○ 山本 綾香１）、音見 暢一２）、新家 崇義２）、宇山 直人２）、苛原 早保２）、寺澤 かおり２）、
久保 典子２）、大塚 秀樹２）、原田 雅史２）、米田 亜樹子３）、坂東 良美３）
１）徳島大学病院卒後臨床研修センター、２）徳島大学病院

放射線診断科、３）同

病理部

6. 肝細胞癌と鑑別に苦慮した肝内胆管癌の 1 例
○ 田邊 雅也１）、田辺 昌寛３）、原田 祐子２）、森谷 和子 2）、横田 佐和３）、三好 啓介３）、
中尾 聖３）、松永 尚文３）
１）宇部興産中央病院 初期臨床研修医、２）宇部興産中央病院、３）山口大学 放射線科

7. 肝臓に発生した多発結節影の 1 例
○ 大野 凌１）、上田 裕之１）、羽原 理佐１）、石井 裕朗１）、檜垣 文代１）、金澤 右２）
１）岡山市立市民病院 放射線科、２）岡山大学 放射線医学
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［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

研修医・学生２

【 第１会場 】
14：02 〜 14：51

座長：中谷 航也（倉敷中央病院 放射線診断科）

8. 重症熱性血小板減少症候群の一例
○ 伊藤 久尊１）、小山 貴２）、奥村 明２）、木村 明生３）、國永 直樹３）、上山 伸也４）
１）倉敷中央病院

教育研修部、２）同

放射線診断科、３）同

総合診療科、４）同

感染症科

9. 胎児 MRI にて Milroy disease（原発性先天性リンパ浮腫）が疑われた 1 例
○ 田邊 義貴、秦 康博、河野 通彦、西岡 明人、森田 荘二郎、大西 伸也、野田 能宏、
松阪 聡、中田 裕生、永井 立平
高知医療センター

放射線科

10. 大動脈弁置換術を契機に診断されたアルカプトン尿症の一例
○ 小西 徹１）、小山 貴２）、天羽 賢樹２）、中下 悟２）、滑川 元希３）、富永 磨４）
１）倉敷中央病院

教育研修部、２）同

放射線診断科、３）同

麻酔科、４）同

心臓血管外科

11. アルツハイマー病における脳容積低下と脳血流低下の比較検討
○ 堀野 良介１）、真鍋 啓１）、原田 雅史２）、大友 真姫２）、音見 暢一２）、新家 崇義２）、
和泉 唯信３）
１）徳島大学医学部医学科、２）徳島大学

放射線科、３）同

神経内科

12. 術前診断が困難であった小脳悪性リンパ腫の一例
○ 福間 省吾１）、檜垣 文代１）、石井 裕朗１）、羽原 理佐１）、上田 裕之１）、井上 智２）、
金澤 右３）
１）岡山市立市民病院

放射線科、２）同

脳神経外科、３）岡山大学

放射線科

13. 特発性腸骨静脈破裂の一例
○ 細田 伸一１）、小山 貴２）、奥村 明２）、吉原 桂一２）、石坂 幸雄２）
１）倉敷中央病院

教育研修部、２）同

放射線診断科

14. 腎平滑筋肉腫の一例
○ 奥野 菜津子１）、浅川 徹２）、道下 宣成２）、浅川 真理２）、市川 孝治３）、山本 康雄４）、
國友 忠義５）、金澤 右６）
１）倉敷成人病センター
３）同

泌尿器科（現

初期研修医、２）同

放射線科、

岡山医療センター）、４）同

６）岡山大 放射線科
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泌尿器科、５）同

病理診断科、

［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

中枢神経・頭頚部

【 第１会場 】
14：54 〜 15：43

座長：林田 稔（川崎医科大学 放射線科）

15. 脳血管内リンパ腫の 2 症例
○ 新井 悠太、城野 良三、武知 克弥、赤川 洋子、尾﨑 享祐、谷 勇人、大西 範生
徳島赤十字病院

放射線科

16. 脳梁と広汎な白質病変を呈する新生児パレコウイルス脳炎の一例
○ 馬 永萍１）、弓削 瞬介 1）、中下 悟 1）、小山 貴 1）、後藤 良子 2）、荻野 佳代 2）、脇 研自 2）、
上山 伸也 3）
１）倉敷中央病院

放射線診断科、２）同

小児科、３）同

感染症科

17. 小脳半球に発生した medulloblastoma の一例
○ 須磨 侑子、高須 深雪、福本 航、梶原 賢司、寺田 大晃、海地 陽子、中村 優子、
谷 千尋、本田 有紀子、立神 史稔、馬場 康貴、飯田 慎、粟井 和夫
広島大学病院

放射線診断科

18. 小児脳梗塞の 2 例
○ 小林 直登、大西 紗季、藤野 敬大、能勢 隼人、小亀 雅広、瀧 雅子、米田 和英、山下 恭、
向所 敏文
徳島県立中央病院

放射線科

19. 環椎骨折を契機に診断された Craniocervical Pneumatization の一例
○ 吉田 和樹１）、井上 武１）、高門 政嘉１）、石川 浩史１）、宮本 加奈子１）、能田 紗代１）、
田代 らみ１）、川口 直人１）、森 千尋１）、村上 忠司１）、松木 弘量１）、石丸 良広１）、
髙橋 忠章１）、三木 均１）、發知 啓子２）
１）愛媛県立中央病院

放射線科、２）団伸会 奥島病院

放射線科

20. 320 列 CT による低線量側頭骨 CT 撮像の検討
○ 多田 明博、佐藤 修平、正岡 佳久、兒島 聡一、坪井 有加、児島 克英、金澤 右
岡山大学病院

放射線科

21. 鼻腔から発生した孤立性線維性腫瘍の 1 例
○ 中村 博貴、佐藤 朋宏、谷本 大吾、牧山 亜耶、伊東 克能
川崎医科大学附属病院

放射線科（画像診断１）
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［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

女性骨盤 他、腹部

【 第１会場 】
15：46 〜 16：14

座長：椋田 奈保子（鳥取大学 画像診断治療学分野）

22. 卵巣漿液性癌を背景に発生した大細胞神経内分泌癌の 1 例
○ 藤村 仁美１）、竹内 麻由美１）、原田 雅史１）、炬口 恵理２)、西村 正人２）、常山 幸一３）、
渡邉 俊介４）、松崎 健司５）
１）徳島大学
４）同

放射線科、２）同

産婦人科、３）同

病理部、５）徳島文理大学

疾患病理、

診療放射線学科

23. 卵巣悪性ブレンナー腫瘍の 1 例
○ 大友 真姫１）、竹内 麻由美１）、原田 雅史１）、西村 正人２）、米田 亜樹子３）、坂東 良美３）、
松崎 健司４）
１）徳島大学

放射線科、２）同

４）徳島文理大学

産婦人科、３）同

病理部、

診療放射線学科

24. 富細胞性線維腫の一例
○ 椋田 奈保子、井上 千恵、福永 健、藤井 進也、田邉 芳雄、小川 敏英
鳥取大学医学部

病態解析医学講座

画像診断治療学分野

25. 神経線維腫症に合併した上腹部腫瘍の 2 例
○ 佐伯 基次１）、戸上 泉１）、安井 光太郎１）、石原 節子１）、守都 常晴１）、川端 隆寛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
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放射線科

［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

肝胆膵脾

【 第１会場 】
16：17 〜 16：52

座長：荒木 久寿（松江生協病院）

26. 著明な壊死を来し、嚢胞と鑑別が困難であった肝原発悪性リンパ腫の 1 例
○ 小濵 祐樹１）、林 義典１）、坂東 義教２）
１）高松市民病院

放射線科、２）徳島文理大学

27. 肝 pseudolymphoma の 1 例
○ 戸上 太郎１）、影山 淳一１）、木下 敏史１）、永山 雅子１）、三谷 昌弘２）
１）香川労災病院

放射線診断科、２）同

放射線治療科

28. 外傷性胆管狭窄の 1 例
○ 荒木 久寿１）、中村 友則１）、北垣 一２）、
１）松江生協病院 放射線科、２）島根大学医学部附属病院

放射線科

29. 脾 sclerosing angiomatoid nodular transformation の １ 例
○ 小林 昌幸、岸田 直孝、末岡 敬浩、田村 彰久、黒瀬 太一
県立広島病院

放射線診断科

30. 神経線維腫症 1 型に胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) を合併した 1 例
○ 丸山 美菜子１）、吉田 理佳１）、勝部 敬１）、上村 朋未１）、福士 敬子１）、松村 武史１）、
河原 愛子１）、森 博史１）、荒木 和美１）、安藤 慎司１）、山本 伸子１）、中村 恩１）、
吉廻 毅１）、北垣 一１）、川畑 康成２）、林 彦多２）、石川 典由３）
１）島根大学医学部

放射線科、２）同

消化器・総合外科、３）同
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器官病理学

［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

心大血管・血管
座長：川口 直人（愛媛県立中央病院 放射線科）

【 第２会場 】
13：10 〜 13：38

31. 小児心臓 CT における Double injection method の有用性に関する検討
○ 岡田 知久１）、福山 直紀１）、岡田 加奈子１）、宮内 笑麗１）、横井 敬弘１）、小川 遼１）、
田邊 裕貴１）、中村 壮志１）、城戸 倫之１）、城戸 輝仁１）、倉田 聖１）、宮川 正男１）、
望月 輝一１）、川口 直人２）
１）愛媛大学医学部附属病院

放射線科、２）愛媛県立中央病院

放射線科

32. 冠動脈疾患除外目的に撮像した心臓 CT により、左室緻密化障害の診断に至った一例
○ 北尾 慎一郎、太田 靖利、夕永 裕士、三好 史倫、篠原 祐樹、小川 敏英
鳥取大学医学部

放射線科

33. 冠動脈 CT が診断に有用であった慢性心不全の 1 例
○ 三田村 克哉、則兼 敬志、高見 康景、室田 真希子、山本 由佳、西山 佳宏
香川大学医学部

放射線医学講座

34. 大動脈四尖弁の３例
○ 杉本 央、小林 誠、津野田 雅敏
心臓病センター榊原病院

放射線科
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［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

泌尿器・腹膜・後腹膜１

【 第２会場 】
13：41 〜 14：09

座長：新家 崇義（徳島大学 放射線科）

35. 副腎由来と思われた骨外性 Ewing 肉腫の 1 例
○ 河野 奈緒子１）、新家 崇義１）、音見 暢一１）、久保 典子１）、苛原 早保１）、寺澤 かおり１）、
大塚 秀樹１）、原田 雅史１）、森 英恭２）、福森 知治２）、金山 博臣２）、上原 久典３）
１）徳島大学病院

放射線診断科、２）同

泌尿器科、３）同

病理部

36. 悪性腹膜中皮腫の 2 例
○ 北村 弘樹、原田 太平
香川県厚生連

屋島総合病院

放射線科

37. 腸間膜に発生した骨外性形質細胞腫の 1 例
○ 只信 美紀１）、徳増 明文１）、細川 浩平１）、徳永 伸子１）、桐山 郁子１）、清水 輝彦１）、
酒井 伸也１）、菅原 敬文１）、吉田 功２）、青儀 健二郎３）、寺本 典弘４）
１）四国がんセンター
４）同

放射線診断科、２）同

血液腫瘍内科、３）同

原発不明がん診療科、

病理科

38. 骨盤内に発生した腎外性血管筋脂肪腫の１例
○ 岡田 加奈子、宮川 正男、岡田 知久、福山 直紀、松田 恵、津田 孝治、望月 輝一
愛媛大学

放射線科
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［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

泌尿器・腹膜・後腹膜２

【 第２会場 】
14：12 〜 14：40

座長：佐藤 朋宏（川崎医科大学 放射線科）

39. 家族性大腸ポリポーシスで大腸全摘後 10 年以上経過して発症した
空腸浸潤を伴った小腸間膜デスモイドの 1 例
○ 福原 隆一郎 1）、本田 理 1）、谷口 敏孝 1）、山本 博道 1）、吉田 亮介 2）、園部 宏 3）、
金澤 右 4）
１）岡山労災病院

放射線科、２）同

外科、３）同

病理診断科、４）岡山大

放射線科

40. 腎尿路結核の 3 例
○ 能勢 隼人、大西 紗季、小林 直登、藤野 敬大、小亀 雅広、瀧 雅子、米田 和英、
山下 恭、向所 敏文
徳島県立中央病院

放射線科

41. 腹膜間膜発生の孤立性線維性腫瘍の２例
○ 髙橋 彩加１）、金只 賢治１）、外山 芳弘１）、川崎 幸子１）、竹治 励１）、荻野 哲朗２）
１）高松赤十字病院

放射線科、２）同

病理診断科

42. 後腹膜に発生した気管支原性嚢胞の 1 例
○ 外園 英光、佐藤 朋宏、林田 稔、神吉 昭彦、八十川 和哉、仲井 雅浩、伊東 克能
川崎医科大学附属病院

放射線科（画像診断１）
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［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

治療１

【 第２会場 】
14：43 〜 15：25

座長：古谷 俊介（徳島大学 放射線科）

43. 頭部血管肉腫に対する放射線治療の検討
○ 高橋 一平、竹内 有樹、西淵 いくの、木村 智樹、村上 祐司、永田 靖
広島大学

放射線腫瘍学

44. 当院における聴器癌の治療成績
○ 外礒 千智、久保 亜貴子、川中 崇、古谷 俊介、生島 仁史、原田 雅史
徳島大学病院

放射線科

45. 食道がん根治的 CRT 後の再発に対して PDT を施行した 2 症例
○ 竹内 有樹、村上 祐司、高橋 一平、西淵 いくの、木村 智樹、斉藤 明登、永田 靖
広島大学

放射線腫瘍学講座

46. 肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療の初期成績
○ 川畑 秀雄、土井 歓子、中尾 稔、小澤 修一、権丈 雅浩、永田 靖
広島がん高精度放射線治療センター

47. リニアックを更新して 5 年が経過
頭頚部領域の当院の放射線治療の成績
○ 三谷 昌弘１）、木下 敏史１）、戸上 太郎２）、永山 雅子２）、影山 淳一２）
１）香川労災病院

放射線治療科、２）同

放射線診断科

48. 乳癌脳転移症例の放射線治療成績の検討
○ 靏岡 慎太郎１）、片岡 正明１）、上津 孝太郎１）、西川 敦１）、望月 輝一２）
１）四国がんセンター 放射線治療科、２）愛媛大学
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放射線医学講座

［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

治療２

【 第２会場 】
15：28 〜 16：10

座長：吉尾 浩太郎（香川県立中央病院）

49. 甲状腺癌縦隔リンパ節転移に対する外照射の一例
○ 松本 晋作１）、姫井 健吾１）、宗友 一晃１）、湯浅 直末１）、田尻 展久１）、森本 真美１）、
橋村 伸二１）、林 英博１）、金澤 右２）
１）岡山赤十字病院

放射線科、２）岡山大学病院

放射線科

50. 急性骨髄性白血病 (AML) の中枢神経浸潤 (CNS+) に対する全脳全脊髄照射 (CSI) の経験
○ 大西 圭一、柏戸 宏造、久保 雅実、岸田 蘭奈、新宅 香恵子、祖母井 努、柿沢 秀明
広島赤十字・原爆病院

放射線治療科、放射線診断科

51. びまん性肝腫大による呼吸障害を伴う
新生児神経芽腫に対する全肝照射が有効であった一例
○ 坂口 弘美１）、谷野 朋彦１）、田原 誉敏１）、内田 伸恵１）、小川 敏英１）、奥野 啓介２）、
鈴木 将浩２）、神﨑 晋２）
１）鳥取大学病院

放射線科、２）同

小児

52. 同室 CT を用いた子宮頚癌に対する IGBT の初期経験
○ 久住 研人１）、片山 敬久１）、杉山 聡一１）、馬越 紀行１）、渡邉 謙太１）、井原 弘貴１）、
勝井 邦彰１）、金澤 右１）、依田尚之２）、中村 圭一郎２）、平松 祐司２）、吉尾 浩太郎３）
１）岡山大学病院

放射線科、２）同

産婦人科、３）香川県立中央病院

放射線科

53. 造血幹細胞移植の前処置として脾照射と全身照射を併用した骨髄線維症の２症例
○ 鍋屋 空大、花澤 豪樹、朴 成哲、高橋 昌太郎、澁谷 景子
山口大学附属病院

放射線治療科

54. 乳房部分切除術後の放射線治療の成績（通常照射と短期照射の比較）
○ 和田崎 晃一、今野 伸樹
県立広島病院

放射線治療科
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［１日目 ］ 12 月 10 日（土）

治療３
座長：田原 誉敏（鳥取大学 放射線科治療科）

【 第２会場 】
16：13 〜 16：55

55. 早期乳癌に対する非手術増感放射線治療における画像評価法の検討
○ 小林 加奈、刈谷 真爾、西森 美貴、仰木 健太、山上 卓士
高知大学医学部

放射線医学教室

56. 当院における限局性前立腺癌に対する密封小線源永久挿入療法の治療成績
○ 片山 敬久１）、杉山 聡一１）、久住 研人１）、渡邉 謙太１）、馬越 紀行１）、金澤 右１）、
井原 弘貴２）、勝井 邦彰２）、高本 篤３）、那須 保友３）、武本 充広４）
１）岡山大学大学院
４）姫路赤十字

医歯薬学総合研究科

放射線医学、２）同

陽子線、３）同

泌、

放治

57. 当院における頭頚部扁平上皮癌に対するセツキシマブ併用の放射線治療経験
○ 宮本 加奈子、松木 弘量、吉田 和樹、高門 政嘉、石川 浩史、能田 紗代、田代 らみ、
川口 直人、森 千尋、村上 忠司、石丸 良広、高橋 忠章、井上 武、三木 均
愛媛県立中央病院

放射線科

58. 非小細胞肺癌の単発脳転移に対する定位放射線治療の初期治療成績
○ 坂本 拓海、吉尾 浩太郎、小野 由美香、井上 大作、塩出 壮、赤木 史郎
香川県立中央病院

放射線科

59. 当院における直腸癌術前化学放射線療法施行例の治療成績
○ 中島 直美、井上 祐馬、岩村 卓明、竹口 崇、福井 聡
市立宇和島病院

放射線科

60. 甲状腺癌術後再発に対する寡分割照射の初期経験
○ 赤木 由紀夫、小山 矩、直樹 邦夫、廣川 裕
広島平和クリニック

高精度がん放射線治療センター
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［２日目 ］ 12 月 11 日（日）

胸部１

【 第１会場 】
8：45 〜 9：20

座長：室田 真希子（香川大学医学部放射線医学講座）

61. 咽頭転移をきたした肺癌の１例
○ 岩田 寿美代１）、岡村 淳１）、山路 早苗１）、黒川 浩典１）、中村 哲也２）、吉田 泰成３）、
岸野 毅日人４）、宮谷 克也５）、金澤 右６）
１）三豊総合病院
４）同

放射線診断科・IVR 科、２）同

耳鼻咽喉科 ･ 頭頚部外科、５）同

放射線治療科、３）同

病理診断科、６）岡山大学

内科

放射線科

62. 化学療法中に診断された growing teratoma syndrome の１例
○ 近藤 みほこ１）、宇山 直人１）、苛原 早保１）、音見 暢一１）、新家 崇義１）、大塚 秀樹１）、
鳥羽 博明２）、坂東 良美３）、原田 雅史１）
１）徳島大学病院

放射線科、２）同

呼吸器外科、３）同

病理部

63. 逐次近似再構成法を用いた低線量 CT の空間分解能評価；標準線量 CT との比較検討
○ 坂根 寛晃、檜垣 徹、藤田 正代、福本 航、中村 優子、飯田 慎、粟井 和夫
広島大学

放射線診断科

64. 腺癌を合併した微小髄膜細胞様結節の 1 例
○ 宇山 直人１）、新家 崇義１）、西岡 康平２）、吉田 光輝２）、近藤 和也２）、坂東 良美３）、
上原 久典３）、原田 雅史１）
１）徳島大学病院

放射線科、２）同

呼吸器外科、３）同

病理部

65. 嚢胞性病変を認めた良性転移性肺平滑筋腫の一例
○ 東 麻由美１）、小野田 秀子１）、村上 知之２）、田尾 裕之３）、岡部 和倫３）、松本 常男１）
１）山口宇部医療センター

放射線科、２）同
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病理診断科、３）同

呼吸器外科

［２日目 ］ 12 月 11 日（日）

胸部２

【 第１会場 】
9：23 〜 9：58

座長：児島 克英（岡山大学病院 放射線科）

66. びまん性肺胞出血像を呈した肺放線菌症の一例
○ 髙橋 彩加１）、外山 芳弘１）、川崎 幸子１）、竹治 励１）、金只 賢治１）、荻野 哲朗２）
１）高松赤十字病院

放射線科、２）同

病理診断科

67. 肺癌切除後断端再発との鑑別に苦慮した肺肉芽腫の 1 例
○ 小河 七子１）、田邊 新１）、丸中 三菜子１）、向井 敬１）、清水 光春１）、新屋 晴孝１）、
安藤 陽夫２）、金澤 右３）
１）岡山医療センター

放射線科、２）同

呼吸器外科、３）岡山大学病院

放射線科

68. 肺、肝に病変を認めた特発性好酸球増多症候群の 1 例
○ 丸中 三菜子１）、田邊 新１）、小河 七子１）、向井 敬１）、清水 光春１）、新屋 晴孝１）、
角南 一貴２）、金澤 右３）
１）岡山医療センター 放射線科、２）同

血液内科、３）岡山大学

放射線科

69. 脂肪を含む後縦隔原発神経節細胞腫（ganglioneuroma）の 1 例
○ 浜田 聡１）、加藤 勝也１）、福原 由子１）、林 貴史１）、芝本 健太郎１）、荻野 裕香１）、
深澤 拓也２）、湯川 拓郎２）、物部 泰昌３）
１）川崎医科大学総合医療センター

放射線科、２）同

外科、３）同

70. 肺転移との鑑別に苦慮した肺ランゲルハンス細胞組織球症の一例
○ 児島 克英、藤原 寛康、多田 明博、佐藤 修平、金澤 右
岡山大学

放射線科
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病理科

［２日目 ］ 12 月 11 日（日）

消化管

【 第１会場 】
10：01 〜 10：29

座長：田辺 昌寛（山口大学 放射線科）

71. ball valve syndrome により急性膵炎を発症した胃癌の一例
○ 夕永 裕士１）、藤井 進也１）、太田 靖利１）、久家 圭太１）、石橋 愛１）、小川 敏英１）、
小山 司２）、島田 ひかる 3）、浦瀬 靖代 3）
１）鳥取大学医学部

放射線科、２）公立八鹿病院

放射線科、3）同

内科

72. 鈍的外傷による遅発性 S 状結腸穿孔の１例
○ 原 武史１）、和田 裕子１）、矢吹 隆行１）、尾形 毅１）、国友 知義２）
１）NHO 岩国医療センター

放射線科、２）同

外科

73. 脂肪腫を伴った内翻 Meckel 憩室による成人腸重積症の一例
○ 大西 紗季１）、小亀 雅広１）、小林 直登１）、藤野 敬大１）、能勢 隼人１）、瀧 雅子１）、
米田 和英１）、山下 恭１）、向所 敏文１）、大塚 秀樹２）
１）徳島県立中央病院

放射線科、２）徳島大学

画像医学・核医学分野

74. 閉鎖孔ヘルニアに非閉塞性腸管虚血症を併発した 1 例
○ 横田 佐和、田辺 昌寛、中尾 聖、三好 啓介、岡田 宗正、松永 尚文
山口大学
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［２日目 ］ 12 月 11 日（日）

核医学
座長：安賀 文俊（香川大学医学部放射線医学講座）

【 第１会場 】
10：32 〜 11：00

75. 肺癌術前における Dynamic F-18 FDG PET/CT の初期経験
〜リンパ節転移診断を中心に〜
○ 新家 崇義１）、音見 暢一１）、苛原 早保１）、木下 光博１）、寺澤 かおり１）、久保 典子１）、
大塚 秀樹１）、坂東 良美２）、原田 雅史１）
１）徳島大学病院

放射線診断科

２）同

病理部

76. FDG PET 検査にて FDG 高集積を来たした腎カルチノイドの一例
○ 田中 賢一、福田 有子、石村 茉莉子、佐野村 隆行、木村 成秀、西山 佳宏
香川大学医学部 放射線医学講座

77. 塩化ラジウム -223 療法の初期経験
○ 山下 恭１）、大西 紗季１）、小林 直登１）、藤野 敬大１）、能勢 隼人１）、小亀 雅広１）、
瀧 雅子１）、米田 和英１）、向所 敏文１）、小森 政嗣２）、中西 良一２）、井崎 博文２）、
神田 和哉２）、稲井 徹２）
１）徳島県立中央病院

放射線科、２）同

泌尿器科

78. 長期透析治療中に生じた異所性肺石灰化の一例
○ 荒瀬 真紀、新家 崇義、音見 暢一、宇山 直人、苛原 早保、寺澤 かおり、 久保 典子、
大塚 秀樹、原田 雅史
徳島大学病院

放射線診断科
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［２日目 ］ 12 月 11 日（日）

ＩＶＲ１

【 第２会場 】
8：45 〜 9：20

座長：帖佐 啓吾（中国労災病院 放射線科）

79. AZUR® CX の初期使用経験
○ 山中 森晶１）、岩本 誠司１）、木下 光博１）、新井 悠太２）、宮本 加奈子３）、荒瀬 真紀１）、
河野 奈緒子１）、松本 隆裕４）、原田 雅史１）
１）徳島大学病院
４）鳴門病院

放射線科、２）徳島赤十字病院

放射線科、３）愛媛県立中央病院

放射線科、

放射線科

80. 呼吸同期システムを併用したＣＴガイド肺マーキング
○ 竹治 励、髙橋 彩加、外山 芳弘、金只 賢治、川崎 幸子
高松赤十字病院

放射線科

81. 膵十二指腸動脈出血に対して TAE 後に十二指腸狭窄をきたした一例
○ 三谷 英範、冨士 智世、福本 航、梶原 賢司、馬場 康貴、粟井 和夫
広島大学病院

放射線診断科

82. 術後胆管空腸吻合部閉塞に対する PTCS を用いた内外瘻術
○ 河野 通彦、大西 伸也、秦 康博、野田 能宏、松坂 聡、森田 荘二郎
高知医療センター

83. 血管内平滑筋腫症に対し動脈塞栓術を施行した 1 例
○ 横田 智紗子、正岡 佳久、郷原 英夫、平木 隆夫、生口 俊浩、藤原 寛康、松井 裕輔、
梶田 聡一郎、小牧 稔幸、馬越 紀行、金澤 右
岡山大学

放射線科
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［２日目 ］ 12 月 11 日（日）

ＩＶＲ２

【 第２会場 】
9：23 〜 10：05

座長：芝本 健太郎（川崎医科大学附属 川崎病院）

84. EVT により難治性下肢潰瘍治癒を得た重石灰化 PAD TASC C/CLI の 1 例
○ 中村 友則１）、荒木 久寿１）、吉田 里佳２）、中村 恩２）、安藤 慎司２）、吉廻 毅２）、
北垣 一２）
１）松江生協病院

放射線科、２）島根大学医学部

放射線科

85. 十二指腸乳頭部癌 EMR 後出血・後腹膜膿瘍に対して IVR で治療した 1 例
○ 小谷 美香、大内 泰文、矢田 晋作、足立 憲、塚本 和充、松本 顕佑、小川 敏英
鳥取大学医学部附属病院

放射線科

86. EVAR 後の type2 endoleak に対して直接穿刺で流入・流出路を塞栓した１例
○ 小牧 稔幸、藤原 寛康、平木 隆夫、生口 俊浩、櫻井 淳、松井 裕輔、
正岡 佳久、梶田 聡一郎、馬越 紀行、郷原 英夫、金澤 右
岡山大学病院

放射線科

87. EVAR 後の Type Ia エンドリークに対して、
経カテーテル的コイル塞栓術を施行した 1 例
○ 馬越 紀行、平木 隆夫、生口 俊浩、藤原 寛康、松井 裕輔、正岡 佳久、梶田 聡一郎、
浅野 雄大、小牧 稔幸、渡邊 謙太、久住 研人、杉山 聡一、横田 智紗子、郷原 英夫、
金澤 右
岡山大学病院

放射線科

88. 十二指腸憩室出血に対して動脈塞栓術を施行した 2 例
○ 稗田 雅司、成田 圭吾、谷為乃 扶子、浦島 正喜
広島市立広島市民病院

放射線診断科

89. 上腸間膜動脈解離を伴う急性大動脈解離に対して SMA ステントを留置した 1 例
○ 武知 克弥１）、城野 良三１）、新井 悠太１）、赤川 洋子１）、尾﨑 享祐１）、谷 勇人１）、
大西 範生１）、木下 光博２）
１）徳島赤十字病院

放射線科、２）徳島大学病院
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放射線診断科

［２日目 ］ 12 月 11 日（日）

骨軟部・その他

【 第２会場 】
10：08 〜 10：57

座長：飯田 慎（広島大学 放射線部）

90. 頸部腫瘤を契機に発見された小児 Langerhans cell histiocytosis(LCH) の一例
○ 土橋 一代１）、丸川 洋平１）、岸 亮太郎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

91. 乳癌骨転移治療中に大腿骨非定型骨折を生じた 1 例
○ 藤本 憲吾、安賀 文俊、遠迫 俊哉、奥田 花江、小野 優子、西山 佳宏
香川大学医学部

放射線医学講座

92. 関節リウマチの経過中に発現した肘関節内悪性リンパ腫の 1 例
○ 山下 真子１）、内田 陽一郎２）、金澤 右３）
１）日本鋼管福山病院

放射線科、２）同

整形外科、３）岡山大学

放射線科

93. 胸壁に発生した myoepithelioma の 1 例
○ 渡邉 謙太１）、児島 克英１）、浅野 雄大１）、坪井 有加１）、多田 明博１）、田中 顕之２）、
佐藤 修平３）、金澤 右３）
１）岡山大学病院

放射線科、２）同

３）岡山大学大学院

病理部、

医歯薬学総合研究科

放射線医学

94. Rosai-Dorfman 病の 3 例
○ 梶原 誠１）、海老原 るい１）、石崎 礼美１）、村田 真央１）、浦島 雄介１）、松田 健１）、
菊池 恵一１）、大城 由美２）、飛田 陽２）
１）松山赤十字病院

放射線科、２）同

病理診断科

95. Growing teratoma syndrome の 1 例
○ 田辺 昌寛、中尾 聖、三好 啓介、横田 佐和、松永 尚文
山口大学

放射線科
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協 賛 企 業・医療機関

東芝メディカルシステムズ株式会社
株式会社 フィリップスエレクトロニクスジャパン
シーメンスヘルスケア株式会社
株式会社 日立製作所
ＧＥへルスケア・ジャパン株式会社
株式会社 島津製作所
富士フイルムメディカル株式会社
富士フィルム RI ファーマ株式会社
株式会社 大一器械
日新器械株式会社
株式会社 ジェイ・エム・エス
株式会社 キタムラメディカル
四国新薬会
徳島県医師会

（順不同）

Innovation
that starts with you.
フィリップスは
人々に健康で、満ち足りた暮らしをおくり
人生を楽しんでもらいたいと願っています
私たちは皆さんが望むものや必要としているものを理解し
そこからアイデアを得ています
フィリップスは
あなた自身、あなたのビジネス、病院、家族にとって
意義のあるイノベーションをお届けします
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Touch to next image
優れた携帯性と高精細な画質
約 585g の小型・軽量なタブレットタイプ。
7 インチの液晶画面を装備し、
140 万画素の鮮明で
高精細な画像を提供。

高い操作性
片手で保持して親指で操作できるとともに、
マルチタッチに対応。
ズームや計測などでも直観的な操作感を実現。

豊富なアプリケーション
Bモード・M モード・カラードプラモードに対応。
搭載カメラで静止画や動画の撮影も可能。
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販売名：SonoSite iViz シリーズ 認証番号：227ADBZI00208000
製品名：タブレット型超音波画像診断装置 SonoSite iViz

