
第132回日本医学放射線学会 
中国・四国地方会 

 
第54回日本核医学会 
中国・四国地方会 

プログラム 

 日　時： 第132回日本医学放射線学会 中国・四国地方会 
 2019年６月14日(金)・15日(土) 
  第54回日本核医学会 中国・四国地方会 
 2019年６月15日(土) 

 会　場： ANAクラウンプラザホテル米子 
 〒683-8504 鳥取県米子市西町36番地1 
   Tel (0859) 36-1111 

当番世話人 

鳥取大学医学部　画像診断治療学分野 

内田　伸恵 



当番世話人挨拶 
このたび、鳥取県米子市において第132回日本医学放射線学会中
国・四国地方会および第54回日本核医学会中国・四国地方会を、
下記のごとく開催させていただくことになりました。 実り多き学
会となるよう、教室員一同鋭意準備を進めてまいります。 
多くの皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

    当番世話人　内田伸恵 
（鳥取大学医学部　画像診断治療学分野） 



交通のご案内 
 

JR米子駅からのアクセス 
・徒歩の場合 
　JR山陰本線「米子駅」より徒歩約10分 

・タクシーの場合 
　改札口正面に「タクシー乗り場」がございますので、ご乗車ください。 
　「ANAクラウンプラザホテル米子」または「全日空ホテル」とご指示ください。 
　　乗車時間約５分 

ANAクラウンプラザホテル米子 
 〒683-0824 
 　鳥取県米子市久米町53番2号 
 　Tel 0859-36-1111  



会場内ご案内 
フロアマップ 

【受付】 
・総合受付・参加受付     2F ホワイエ（飛鳥の間前） 
・PC受付       2F ホワイエ（飛鳥の間前） 
・クローク       1F クローク 

【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 飛鳥東の間 
・日本核医学会 中国・四国地方会 世話人会  2F 琥珀鳥の間 
・中国・四国放射線治療懇話会世話人会   3F 千鳥の間 

クローク



６月14日(金)
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第１会場　飛鳥・西 第２会場　飛鳥・東

：日本専門医機構認定 放射線科領域講習として認められています

11:25～11:30　【日医放】開会の辞
11:30～13:00　教育セミナーⅠ

12:00～13:00　【日医放】世話人会

13:10～13:58　研修医・学生 13:10～13:58　IVR1

14:00～14:40　IVR214:00～14:32　中枢神経

14:34～15:30　腹部１ 14:42～15:22　胸部・血管系1

15:24～15:56　胸部・血管系2

15:58～16:38　胸部・血管系3

15:32～16:20　腹部2

16:22～17:02　泌尿生殖器・後腹膜

17:20～18:20　特別講演

18:30～20:00　情報交換会

日程表



６月15日(土)
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第１会場　飛鳥・西 第２会場　飛鳥・東

08:30～09:30　教育セミナーⅡ

09:40～10:12　 骨軟部・全身

10:14～10:46　その他

10:50～11:00　【核医学会】開会の辞/玉藻賞授賞式
11:00～11:48　核医学

12:00～13:00　核医学ランチョンセミナー

13:00～13:05　【核医学会】閉会の辞

09:40～10:20　治療1

10:22～11:02　治療2

11:04～11:52　治療3

11:53～11:58　【日医放】閉会の辞

13:00～13:10　治療懇話会開会式
13:10～13:45　教育講演

14:00～15:00　特別講演

15:00～15:05　治療懇話会閉会式

：日本専門医機構認定 放射線科領域講習として認められています

yasseima



参加者の皆様へ 
参加登録受付 
場　所：２階　飛鳥前ロビー 
日　時：６月14日(金)　10:30～17:30 
　　　　６月15日(土)　07:30～ 

PC受付 
場　所：２階　飛鳥前ロビー 
日　時：６月14日(金)　10:30～17:30 
　　　　６月15日(土)　07:30～ 

参加費 

※証明書を呈示してください  

学会認定専門医資格更新単位取得登録手続き 
• 中国・四国地方会でも日本医学放射線学会の「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。 
• 「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。 
  

若手奨励賞表彰式・情報交換会 
場　所：２階　第２会場（飛鳥・東） 
日　時：６月14日(金)　18:30～20:00 

• 若手奨励賞の表彰式は、情報交換会で行います。発表者は、情報交換会に出来る限りご参加いた
だきますようお願いいたします。 

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

情報交換会 無料



クローク 
• 「ANAクラウンプラザホテル米子」1Fクロークをご利用ください。 
• 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 
・会場内にWi-Fiをご用意しております。 

その他注意事項 
• 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。 
• 会場内は禁煙です。 
• 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。 

SSID ana-asuka-all
パスワード yonago49



座長・演者の皆様へ 
座長の先生方へ 
セッションの開始時刻 15 分前までに次座長席に待機ください。 
担当セッションの時間管理をお願い致します。 
  

発表される方へ 
発表６分、質疑応答２分以内です。時間厳守をお願いします。 
２枚目（タイトルの次）のスライドに，利益相反報告(COI)のスライドを入れてください。 
ご発表30分前までにPCセンターで受付と試写をお済ませください。 
音声出力はできません。 
発表者ツールは使用できません。 
  

PCセンターのご案内 
 場　所：２階　飛鳥前ロビー  
 日　時：６月14日(金)　10:30～17:30  
　　　　　　　 ６月15日(金)　07:30～ 
    

発表データについて 
データ（CD-R、USB メモリー）をお持ち込みの方へ 
発表用パソコン環境 

2007以前のバージョンは、Microsoft社のサポート期間が終了しておりますので、動作保証でき
ません。 

受付可能メディア 
 CD-R、USB メモリー 
  提出時のメディアには発表データのみをいれてください。 
  PC センターでのデータの修正・変更はできませんので、ご了承ください。 

オペレーティングシステム(OS) Microsoft Windows10

アプリケーション Microsoft PowerPoint 2010, 2013, 2016

画面サイズ 標準(4 : 3)　 1024 × 768



ファイル名 
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。 
 例）　O99-1_山田太郎 
  
 Macintoshをご使用の方は不具合を避けるため、ご自身のPC本体をお持ち込みください。 

  
演台上の機材について 
演台上にモニターとキーボード、マウスをご用意いたしますので、発表スライドの操作はご自身
でお願いいたします。 

  
PC持ち上げ禁止について 
PCを演台に載せての発表（発表者ツール使用等）はできませんのでご了承ください。 

  
使用フォントについて 
特殊なフォントを使用されますと代替フォントに置き換えられ、レイアウトが崩れることがあり
ます。 

推奨フォント 
フォントは、Windows標準フォントを使用されることを推奨します 

日本語 
 「MS ゴシック」「MS 明朝」「MSP ゴシック」「MSP 明朝」「游ゴシック」「游明朝」 
英語 
Times New Roman、Arial、Arial Black、Arial Narrow、Century、 Century Gothic、
Courier New、Georgia 

特殊フォント 
画面レイアウトのバランス異常を防ぐために、特殊なフォントをお使いになる場合は画像化し、
オブジェクトとして貼り付けてください。 
  
アニメーションや画面切り替えなどの効果は、動作の保証ができませんのでご了承ください。PC
センターにて早めのご確認をお願いいたします。 



PC本体をお持ち込みの方へ 
PC本体持ち込みの際に持参いただくもの 
 PC本体 
 電源アダプター 
 バックアップデータ（CD-R かUSBメモリー） 
  
PC持ち上げ禁止について 
PCを演台に載せての発表（発表者ツール使用等）はできませんのでご了承ください。 
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。 

外部モニター接続端子 

会場で用意するPCケーブルコネクタの形状は、D-sub 15pin（上記図参照）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。 
  
注意事項 
PCを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。 
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。 
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。 
PC センターで受付後、ご発表されるセッションが開始される20分前までに、PCを発表会場内の
PC オペレーター席へお持ちください。また、発表後、会場内のオペレーター席でPCをお受け取
りください。 



日程のご案内 
日本専門医機構認定 放射線科領域講習について 
今回の学会では、日本専門医機構認定 放射線科領域講習として、 
• 『教育セミナー Ⅰ』 
• 『教育セミナー Ⅱ』 
• 『日本医学放射線学会中国・四国地方会特別講演』 
• 『日本核医学会中国・四国地方会特別講演』 
　が認められています。 
講習受講証明書が必要な方には、講演開始10分前から会場入口にて、《受講証明書引換券》をお
渡しします。 お帰りの際に、引換券と交換に《受講証明書》をお受け取りください。 
なお、講演開始15分を過ぎた場合には、単位取得はできませんのでご注意ください。  
※会員ICカードは使えません。証明書の発行になります。 

教育セミナーについて 
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。 
5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 I 

共催： バイエル薬品株式会社  

教育セミナー II 

日時 ６月14日（金）11:30～13:00

会場 第１会場（飛鳥　西の間）

項目  1. 放射線診断学：診断学総論 
     講師：飯田　慎　先生 （広島大学病院　放射線部） 
 2. 放射線診断学：各論：脳腫瘍 
     講師：古川　又一　先生 （山口大学　放射線科） 
 3. 放射線診断学：各論：胆嚢・膵臓 
     講師：田辺　昌寛 　先生（山口大学　放射線科）

日時  ６月15日（土）08:30～09:30

会場 第１会場（飛鳥　西の間）



共催： 第一三共株式会社  

日本医学放射線学会中国・四国地方会特別講演 

日本核医学会中国・四国地方会特別講演 
(第54回日本核医学会中国・四国地方会ランチョンセミナー) 

共催：日本メジフィジックス株式会社 

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：6月14日(金) 12:00～13:00 
会場：2階　飛鳥東の間(第2会場) 
 ※昼食をご用意しております。 

日本核医学会　中国・四国地方会 世話人会 
日時：2019年6月15日(土)　13:15～14:15 
会場：2階　琥珀鳥の間 

項目  1. 核医学：核医学総論 
     講師：岩佐　瞳　先生 （高知大学医学部　放射線医学講座） 
 2. 放射線腫瘍学：放射線腫瘍学総論 
     講師：高橋　重雄　先生 （香川大学医学部附属病院　放射線治療科）

日時 ６月14日（金）17:20～18:20

会場 第１会場（飛鳥　西の間）

座長 内田　伸恵　先生（鳥取大学医学部　画像診断治療学分野）

講師 植木　賢　先生（鳥取大学医学部附属病院　新規医療研究推進センター）

演題 イノベーションの宝庫　放射線科学　～医療イノベーションの創出を目指して～

日時 ６月15日（土）12:00～13:00

会場 第１会場（飛鳥　西の間）

座長 藤井　進也　先生（鳥取大学医学部　画像診断治療学分野）

講師 望月　輝一　先生（愛媛大学医学部　放射線科）

演題 心臓核医学 - - 始まりから近未来まで - -



〔１日目〕６月14日(金) 
研修医・学生 

【第１会場：（飛鳥・西）】13:10～13:58 
座長：石川雅基（呉医療センター　放射線診断科） 

 1. 脳腫瘍との鑑別が困難であった原発性中枢神経系血管炎の一例 
○田中涼果1)、檜垣文代1)、藤原寛康1)、羽原理佐1)、上田裕之1)、出口健太郎2)、 
高杉祐二3)、岡崎洋介4)、小坂田陽介5)、阿部康二5)、金澤右6) 
1) 岡山市立市民病院　放射線科、2) 同　 神経内科、3) 脳神経外科 
4) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科、5) 同　神経内科、6) 同　放射線科 

2. 多彩な肺病変を呈し, 臨床的にSweet病と診断した1例 
○菊池泰輔1)、年森亘2)、中須賀佳央里2)、井上武2)、三木均2) 
1) 愛媛県立中央病院臨床研修センター 
2) 同　放射線科 

3. 悪性腹膜中皮腫の1例 
〇宮里紗季1)、山本亮2)、八十川和哉2)、外園英光2)、玉田勉2) 
1) 川崎医科大学　卒後臨床研修センター、2) 同　放射線診断学 

4. Brodie膿瘍の一例
○丸岡日向子、耕崎志乃、長澤隆暁、加藤亜里紗、北岡和雄、山川晴吾、南場寛文、 
堀見忠司 
社会医療法人　仁生会　細木病院 

5. 造影アレルギー症例に対するCO2を用いた副腎静脈サンプリングにおい
て特にIVR - CTが有用であった症例 

○勝賀瀬智大、山西伴明、梶原賢司、吉松梨香、南口博紀、山上卓士 
高知大学医学部　放射線医学教室 

6. 治療方針の決定に選択的動脈内カルシウム注入法（SACIテスト）が有用
であった一例 

〇立石寛子1)、山本亮2)、福永健志2)、中村博貴2)、玉田勉2) 
1) 川崎医科大学　卒後臨床研修センター、2) 同　放射線診断学 



〔１日目〕６月14日(金) 
中枢神経 

【第１会場：（飛鳥・西）】14:00～14:32 
座長：神吉昭彦（川崎医科大学　放射線診断学教室） 

7. 両側中心前回白質に拡散強調像で高信号を呈し、予後良好であった低血
糖脳症の一例 

○鎌田裕司1)、小川敏英1)、青山雅2)、重松秀明3) 
1) 倉敷平成病院　放射線科、2) 同　生活習慣病センター、3) 同　脳神経外科 

8. 脳出血で発症した脳脊髄液減少症の一例 
○平岡淳一郎、阿部考志、大友真姫、新井悠太、原田雅史 
徳島大学　医学部　放射線科 

9. CLIPPERS症候群が疑われた一例 
○佐伯基次1)、沼真吾1)、石原節子1)、安井光太郎1)、守都常晴1)、戸上泉1)､ 
金澤右2) 
1) 岡山済生会総合病院放射線科、2) 岡山大学放射線医学 

10. 海馬硬化によるてんかん症例でのsynthetic MRIを用いた髄鞘密度評価
について 

○新井悠太、原田雅史、大西一、喜田有佳里、平岡淳一郎、松下知樹、 
坂本優子、近藤みほこ、山中森晶、荒瀬真紀、阿部考志、音見暢一 
徳島大学病院放射線科 



〔１日目〕６月14日(金) 
腹部1 

【第１会場：（飛鳥・西）】14:34～15:30 
座長：乗金精一郎（岡山ろうさい病院　放射線科） 

11. 超高精細CTを用いた肝細胞癌診断におけるDeep Learning 
reconstructionの有用性の検討 

○赤木元紀、中村優子、成田圭吾、本田有紀子、檜垣徹、飯田慎、粟井和夫 
広島大学　放射線診断学 

12. レンバチニブに伴った薬剤性胆嚢炎の画像所見の検討 
〇浅野雄大1)、馬越紀行1)、稲井良太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 

13. Ceftriaxone投与に伴う偽胆石症で急性膵炎を発症した1成人例 
〇松田恵治1)、林英博1)、橋村伸二1)、森本真美1)、姫井健吾1)、石井裕朗1)、 
湯浅直未1)、大森真理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 

14. 胆嚢腺筋腫症の経過中に合併した胆嚢癌の1例 
○長尾良太１）、丸川洋平1)、田中高志1)、福原隆一郎1)、小河七子1)、坪井有加1)、 
正岡佳久1)、児島克英1)、田中健大2)、金澤右1) 
1) 岡山大学病院　放射線科、2) 同　病理診断科 

15. 食餌性腸閉塞の２例の検討 
○田中翔大、椋本英光、吉田理佳、安藤慎司、吉廻毅、北垣一 
益田赤十字病院 

16. 胃透視後のバリウム貯留によるS状結腸穿孔の2例 
○谷本将一1)、前田章吾1)、廣延綾子1)、岡﨑肇1)、西原礼介1)、中光篤志2) 
1) 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院　画像診断部、2) 同　外科 

17. 妊娠中に腹壁に発生したdesmoplastic small round cell tumorの1例 
○河内義弘1）、井上武1）、福山直紀1）、三木均1）、津田孝治2）、 
宮川正男2）、望月輝一2） 
1) 愛媛県立中央病院　放射線科、2) 愛媛大学医学部附属病院　放射線科



〔１日目〕６月14日(金) 
腹部2 

【第１会場：（飛鳥・西）】15:32～16:20 
座長：音見暢一（徳島大学病院　放射線診断科） 

18. 空腸に発生した異所性膵の一例 
○鎌村真帆1)、乘金精一郎1)、本田　理1)、山本博道1) 
　清水慎一2)、脇　直久3)、園部　宏4)、金澤　右5) 
1) 岡山ろうさい病院　放射線科　2) 同　消化器内科　3) 同　腹部外科、 
4) 同　病理　5) 岡山大学　放射線科 

19. 肺大細胞癌による多発小腸転移の一例 
〇多保康平、岡田加奈子、海老原るい、松田恵、津田孝治、望月輝一 
愛媛大学医学部附属病院　放射線科 

20. 小網原発solitary fibrous tumorの1例 
〇金田祥、小林正美 
鳥取赤十字病院　放射線科 

21. 診断に苦慮した膵脈管奇形の1例 
〇滝本龍1)、石川雅基1) 、近藤翔太1) 、古本大典1) 、松浦範明1) 、在津潤一2) 、 
倉岡和矢2) 、豊田尚之1) 
1) 呉医療センター・中国がんセンター 放射線診断科　2) 同 病理診断科 

22. 膵多発転移を来したメルケル細胞癌の１例 
〇成清紘司、田辺昌寛、伊東克能 
山口大学医学部附属病院 放射線科 

23 過酸化水素水飲用による腐食性胃食道炎、門脈気腫症の一例 
〇金子賢太郎、福本航、三好博実、板井純治、太田浩平、志馬伸朗、粟井和夫
広島大学病院　放射線診断科 



〔１日目〕６月14日(金) 
泌尿生殖器・後腹膜 

【第１会場：（飛鳥・西）】 16:22～17:02 
座長：三田村克哉（香川大学　放射線医学講座） 

24. 術前診断に苦慮した左腎平滑筋腫の一例 
〇近藤翔太、石川雅基、滝本龍、古本大典、松浦範明、豊田尚之 
呉医療センター・中国がんセンター 放射線診断科 

25. 腎Mixed Epithelial and Stromal Tumor (MEST)の一例 
〇前場淑香、神吉昭彦、外園英光、木戸歩、檜垣篤、山本亮、玉田勉 
川崎医科大学　放射線診断学 

26. 経皮経肝的肝生検で診断できた神経節神経腫の1例 
〇辻優一1)、熊澤高雄1)、石坂幸雄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)、板倉淳哉2)、能登原憲司2)、水野元夫3) 
1) 倉敷中央病院　放射線診断、2) 同　病理診断科、3) 同　消化器内科 

27. 赤色変性様の画像所見を呈した子宮平滑筋肉腫の1例 
○落合諒也、藤井進也、石橋愛、福永健、村上敦史 
鳥取大学医学部　病態解析医学講座　画像診断治療学分野 

28. Nuck管嚢胞に子宮内膜症を併発した一例 
○岡村和弥1)、荒木和美1)、河原愛子1)、石橋恵美1)、勝部敬1)、山本伸子1)、 
吉廻毅1)、北垣一1)、百留亮治2)、田島義証2)、石川典由3) 
1) 島根大学医学部附属病院　放射線診断科、2) 同　消化器外科、3) 同　病理診断科 



〔１日目〕６月14日(金) 
IVR1 

【第２会場：（飛鳥・東）】13:10～13:58 
座長：中島好晃（山口県立総合医療センター　放射線科） 

29. 門脈閉塞例に発症した総肝動脈損傷の1対処例 
〇成清紘司、小松徹郎、伊原研一郎、飯田悦史、岡田宗正、伊東克能 
山口大学附属病院　放射線科 

30. IVR単独治療にて救命し得た上腸間膜動脈(SMA)塞栓症の2例 
〇武知克弥1)、木下光博1)、松永直樹2）、高岡友紀子1)、榎本英明1)、赤川洋子1)、 
尾崎享祐1)、谷勇人1)、大西範生1) 
1) 徳島赤十字病院放射線科、2) 徳島赤十字病院救急科 

31. 神経線維腫症1型に伴う神経線維腫内の出血に対して動脈塞栓術を施行
した1例 

○戸田憲作、小牧稔幸、正岡佳久、冨田晃司、宗友一晃、岡本聡一郎、梶田聡一郎、 
宇賀麻由、松井裕輔、生口俊浩、櫻井淳、平木隆夫、郷原英夫、金澤右 
岡山大学病院 放射線科 

32. 腹腔内出血で発症し肝動脈解離を伴うSAMが疑われた一例 
○福間省吾、小牧稔幸、宇賀麻由、宗友一晃、岡本聡一郎、梶田聡一郎、正岡佳久、 
冨田晃司、松井裕輔、生口俊浩、櫻井淳、平木隆夫、郷原英夫、金澤右 
岡山大学病院 放射線科 

33. 腹腔動脈解離による後腹膜出血に対して塞栓術を施行した１例 
田邊雅也1)、中島好晃1)、三浦剛史1)、宮﨑健介2)、山下修2) 
1) 山口県立総合医療センター　放射線科、2) 山口県立総合医療センター　外科 

34. 脾動脈瘤塞栓術3例の検討 
○松本顕佑1)、橋本政幸1)、松木勉1)、藤井進也2) 
1) 鳥取市立病院放射線科、2) 鳥取大学放射線科 



〔１日目〕６月14日(金) 
IVR2 

【第２会場：（飛鳥・東）】14:00～14:40 
座長：山西伴明（高知大学　放射線医学講座） 

35. 重症感染症・多臓器不全に合併した壊死性膵炎に対してIVRを駆使して
救命し得た1例 

○松本顕佑1)、橋本政幸1)、松木勉1)、藤井進也2) 
1) 鳥取市立病院放射線科、2) 鳥取大学放射線科 

36. 後腹膜膿瘍に対し鈍的穿刺にて安全なドレナージが可能であった1例 
◯森拓也、三谷英範、金子賢太郎、福本航、帖佐啓吾、馬場康貴、粟井和夫 
広島大学病院　放射線診断科 

37. EVAR術前に下腸間膜動脈･腰動脈コイル塞栓術を行った一例 
○松浦史奈1)、丸山光也1)、上村朋未1)、荒木久寿1)、吉田理佳1)、安藤慎司1)、 
中村恩1)、吉廻毅1)、北垣一1)、和田浩巳2)、織田禎二2) 
1) 島根大学医学部附属病院　放射線科、2) 同　心臓血管外科 

38. VATSマーカー留置時に肺裂傷による高度気胸を生じた2例 
○宗友一晃、松井裕輔、平木隆夫、生口俊浩、冨田晃司、宇賀麻由、梶田聡一郎、 
小牧稔幸、岡本 聡一郎、郷原英夫、金澤右 
岡山大学　放射線科 

39. 肺動脈塞栓療法を含む集学的治療が奏功した肺癌の１例 
〇中村一彦、井上千恵、松末英司 
鳥取県立中央病院　放射線科 



〔１日目〕６月14日(金) 
胸部・血管系1 

【第２会場：（飛鳥・東）】 14:42～15:22 
座長：丸山光也（島根大学　放射線医学講座） 

40. 下大静脈へ穿破し、動静脈瘻を形成した腹部大動脈瘤、総腸骨動脈瘤
の4症例 

〇小林誠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 

41. 腹部の血管から分枝した気管支動脈が責任血管であった喀血の一例 
○權田拓郎1)、小山司1)、仕名野堅太郎2)、牧嶋惇3)、鎌田裕司4) 
1) 公立八鹿病院 放射線科、2) 公立八鹿病院 内科、 
3) 鳥取市立病院 放射線科、4) 倉敷平成病院 放射線科 

42. 冠動脈瘤を合併した冠動脈肺動脈瘻の一例 
○牧嶋惇1)、橋本政幸1)、松木勉1)、小山司2)、藤井進也3) 
1) 鳥取市立放、2) 公立八鹿放、3) 鳥大放 

43. 左室二腔症の一例 
○山本周平、岡田知久、吉田和樹、平井邦明、田邊裕貴、中村荘志、松田卓也、 
川口直人、城戸倫之、城戸輝仁、倉田聖、宮川正男、望月輝一 
愛媛大学医学部附属病院　放射線科 

44. 右房血液嚢種の1例 
○高見康景、三田村克哉、田中賢一、則兼敬志、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 



〔１日目〕６月14日(金) 
胸部・血管系2 

【第２会場：（飛鳥・東）】15:24～15:56 
座長：田辺昌寛（山口大学 放射線医学講座） 

45. クリプトコッカス髄膜炎を併発した肺クリプトコッカス症の一例 
◯亀田ふみ、国弘佳枝、伊東克能 
山口大学医学部放射線医学講座 

46. ステロイド加療中に出現した空洞形成肺腫瘤の一例 
◯西森美貴1)、村田和子1)、杉村夏樹2)、池内昌彦2)、山上卓士1) 
1) 高知大学医学部附属病院　放射線科、2) 同　整形外科 

47. 当院における肺ノカルジア症のHRCT所見の検討 
○井原あゆ美、室田真希子、石村茉莉子、福田有子、岡田隼、西山佳宏 
香川大学医学部放射線医学講座 

48. 乳房マンソン孤虫症の1例 
〇児嶋優一、神吉昭彦、外園英光、林田稔、山本亮、玉田勉 
川崎医科大学　放射線診断学 



〔１日目〕６月14日(金) 
胸部・血管系3 

【第２会場：（飛鳥・東）】15:58～16:38 
座長：夕永裕士（鳥取大学　画像診断治療学分野） 

49. 両側びまん性陰影を来した肺腺癌の1例 
〇永田まりあ1)、丸中三菜子1)、田邊新1)、向井敬1)、清水光春1)、新屋晴孝1) 
髙田健二2)、萱谷紘枝2)、柴山卓夫2) 、金澤右3) 
1) 岡山医療センター　放射線科、2) 同　呼吸器内科、3) 岡山大学病院　放射線科 

50. 異なる画像所見を示した硬化性肺胞上皮腫の２例 
○細川貴晶1)、德永 伸子1)、細川浩平1)、桐山郁子1)、清水輝彦1)、酒井伸也1)、 
菅原敬文1)、末久 弘2)、山下素弘2)、寺本典弘3) 
1) 国立病院機構四国がんセンター 放射線診断科、2) 同 呼吸器外科、3) 同 病理科 

51. 非典型分布を示した肺原発性平滑筋肉腫の一例 
岸本美聡1)、柳川崇2)、吉田弘太郎1)、藤井進也3) 
1) 浜田医療センター　放射線科、2) 同　呼吸器内科、 
3) 鳥取大学医学部附属病院　放射線科 

52. ループス腎炎治療中にびまん性肺胞出血の急激な増悪をきたした一例 
〇大槻花穂、正岡佳久、福原隆一郎、小河七子、坪井有加、丸川洋平、 
田中高志、児島克英、金澤右 
岡山大学病院　放射線科 

53. ANCA関連血管炎性中耳炎の一例 
〇熊澤高雄1)、小山貴1)、奥村明1)、脇大輔2) 
1) 倉敷中央病院　放射線診断科、2) 同　内分泌代謝・リウマチ内科 



〔２日目〕６月15日(土) 
骨軟部・全身 

【第１会場：（飛鳥・西）】　9:40～10:12 
座長：坂根寛晃（広島大学　放射線診断科） 

54. 稀な経過を辿った頚椎滑膜嚢胞の一例 
〇左村和磨1)、田中高志1)、福原隆一郎1)、小河七子1)、坪井有加1)、丸川洋平1)、 
正岡佳久1)、児島克英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 

55. 仙骨腫瘍の経皮的針生検により診断されたPOEMS症候群の一例 
〇栗山香織1)、小山貴1)、石坂幸雄1)、伊藤久尊1)、早田洋樹2)、石井文彩3)、 
能登原憲司3) 
1) 倉敷中央病院　放射線診断科、2) 同　血液内科、3) 同　病理診断科 

56. 日本紅斑熱の一例 
北村弘樹 
香川県厚生連　屋島総合病院　放射線科 

57. 当院における全身拡散強調画像（DWIBS）の使用経験とその有用性 
◯平塚義康1)、山本大地2)、井上由衣2)

1) 市立八幡浜総合病院　放射線科、2) 同　放射線室



〔２日目〕６月15日(土) 
その他 

【第１会場：（飛鳥・西）】10:14～10:46 
座長：村田和子（高知大学　放射線医学講座） 

58. 放射線検査による積算被ばく線量と染色体異常頻度の関連についての
検討 

○坂根寛晃、福本航、松原佳子、寺田大晃、田代聡、粟井和夫 
広島大学大学院　放射線診断学 

59. 広島大学における死因究明教育研究センターの活動報告 
○福本航、浦岡直礼、岡広子、香西克之、奈女良昭、長尾正崇、安井弥、 
粟井和夫　 
広島大学　大学院医系科学研究科　死因究明教育研究センター 

60. 当院および鳥取県における原子力災害医療の取り組みについて 
〇中村一彦1)、小谷怜2)  
1) 鳥取県立中央病院　放射線科、2) 同　中央放射線室 

61. 胆嚢Pseudosarcomatous myofibroblastic proliferation(PMP)の1
例 

○丸山美菜子1)、松村武史1)、土江洋二1)、金﨑佳子1)、湯浅貢司1)、児玉光史1)、 
大沼秀行2)、三宅達也3)、金澤旭宣4) 
1) 島根県立中央病院 放射線科、2) 同　病理組織診断科、3) 同　肝臓内科、 
4) 同　外科 



〔２日目〕６月15日(土) 
治療1 

【第２会場：（飛鳥・東）】 9:40～10:20 
座長：外礒千智（徳島大学病院　放射線治療科） 

62. 上咽頭明細胞癌に対し放射線治療を施行した１例 
○大野凌1)、渡邉謙太1)、松崎秀信2)、片山敬久1)、勝井邦彰1)、平木隆夫1)、 
金澤右1) 
1) 岡山大学病院　放射線科　2) 同　歯科放射線科・口腔診断科 

63. 限局性喉頭原発小細胞癌に対しIMRTで加速過分割照射を行った一例 
○坂口弘美、内田伸恵、谷野朋彦、北川寛、藤井進也 
鳥取大学医学部　病態解析医学講座　画像診断治療学分野 

64. 中下咽頭癌・胸部食道癌の同時重複癌に対する同時放射線治療の検討 
〇高橋一平、亀岡翼、越智雅則、今野伸樹、竹内有樹、西淵いくの、河原大輔、 
三木健太郎、齋藤明登、木村智樹、村上祐司、永田靖 
広島大学　放射線腫瘍学 

65. 当院における中咽頭癌に対する放射線治療成績の検討 
〇高岡友紀子、松木弘量、井上武、三木均 
愛媛県立中央病院　放射線科 

66. まれな眼部脂腺癌に対して放射線治療で制御しえた3例 
○德堂睦美1)、稗田洋子1)、伊元祐貴1)、植敦士1)、杉原一暢2)、兒玉達夫3)、 
谷戸正樹2)、丸山理留敬4)、玉置幸久1) 
1) 島根大学医学部附属病院　放射線治療科、2) 同　眼科、 
3) 同　先端がん治療センター、4) 同　病理診断科 



〔２日目〕６月15日(土) 
治療2 

【第２会場：（飛鳥・東）】10:22～11:02 
座長：片山敬久（岡山大学　放射線医学教室） 

67. 放射線治療を施行した乳房原発悪性リンパ腫の1例 
○喜田有佳里、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 

68. 当院における高齢者食道癌に対する根治照射の治療成績 
○鳥塚大地、境恵輔、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 

69. 胃悪性リンパ腫照射期間中の胃の体積変化に関する検討 
〇西出崇将、高橋重雄、穴田雅英、木下敏史、柴田徹 
香川大　放治 

70. 術前化学放射線療法(24Gy)で著効した肺扁平上皮癌の一例 
河田裕二郎1)、林貴史1)、神谷伸彦2)、釋舍竜司2)、余田栄作2)、加藤勝也1)、 
平塚 純一2) 
1) 川崎医科大学総合医療センター 放射線科、 
2) 川崎医科大学附属病院 放射線科(治療) 

71. 当院における原発性肺癌に対する定位照射の治療成績　 
○牧田憲二1)、濱本泰2)、武田秀樹1)、真鍋俊治1) 
1) 済生会今治　放、2) 愛媛大　放 



〔２日目〕６月15日(土) 
治療3 

【第２会場：（飛鳥・東）】11:04～11:52 
座長：神谷伸彦（川崎医科大学　放射線腫瘍学教室） 

72. 免疫チェックポイント阻害薬併用放射線療法が著効した悪性黒色腫の1例 
〇森川友郎1)、濱本泰1)、靍岡慎太郎1)、高田紀子1)、石川浩史1)、戸澤麻美2)、 
望月輝一1) 
1) 愛媛大学　放、2) 同　形成 

73. High-grade astroblastomaに対する定位放射線治療の1例 
○島田知加子1)、小林加奈1)、樋口眞也2)、川西裕2)、上羽哲也2) 
村上一郎3)、山上卓士1） 
1) 高知大学　放射線科、2) 同　脳神経外科、3) 同　病理診断部 

74. 転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療成績 
○権丈雅浩、久保克麿、土井歓子、永田靖 
広島がん高精度放射線治療センター 

75. 卵巣癌術後再発に対するIG-VMAT 
○赤木由紀夫1)、小山矩1)、大成妙2)、直樹邦夫2)、廣川裕2) 
1) 広島平和ク　高精度放治セ、2) 同　がんドック健診セ 

76. 3T及び1.5T MRI/CTの融合画像による前立腺癌シード治療後の線量計
算における観察者間の変動 

〇渡邉謙太1)、片山敬久1)、金澤右1)、勝井邦彰2)、松下利3)、高本篤4)、 
那須保友4)、黒田昌宏5)、武本充広6)、井原弘貴7) 
1) 岡山大　放、2) 同　陽子線、3) 同　医療技術部　放射線部門、4) 同　泌、 
5) 岡山大学院　保放射線技術、6) 姫路赤十字　放、7) 津山中央病院　放 

77. 前立腺癌シード治療の前向きコホート研究(J-POPS)におけるリスク群
別治療成績と再発因子 

○片山敬久1)、金澤右1)、中村和正2)、萬篤憲3)、斉藤史郎4)、菊池隆5)、福島雅典5)、 
馬込大貴6)、土器屋卓志7) 
1) 岡山大学　医学部　放射線医学教室、2) 浜松医大　放腫、3) 東京医療セ 放治、 
4) 同　泌、5) 医療イノベーション推進セ、6) 駒澤大　診放技、7) 杏雲堂病院　放



〔２日目〕６月15日(土) 
核医学 

【第１会場：（飛鳥・西）】11:00～11:48 
座長：川口直人（愛媛大学　放射線医学） 

 1. 18F-fluoromisonidazole PETによる悪性神経膠腫のIDH1遺伝子変異の
予測 

〇三田村克哉、山本由佳、藤本憲吾、奥田花江、西山佳宏 
香川大学医学部放射線医学講座 

 2. 肺重量補正FDG PET/CT像による肺気腫のFDG集積の検討 
○菅一能1)、木下貴治2)、玉井義隆2)、平野靖3)、平野網彦4) 
1) セントヒル病院放、2) 同　放部、3) 山口大学工学部、4) 同　呼吸器科 

 3. 関節炎における甲状腺へのFDG 集積について 
○村田和子、岩佐瞳、西森美貴、宮武加苗、田所導子、山上卓士 
高知大学医学部放射線科 

 4. FDG高集積を示した肺oncocytic carcinoid tumorの一例 
○細川貴晶1)、桐山郁子1)、菅原敬文1)、牧佑歩2)、上野剛2)、末久弘2)、山下素弘2)、 
山元範昭3)、寺本典弘3) 
1) 国立病院機構四国がんセンター 放射線診断科、2) 同　呼吸器外科、3) 同　病理科 

　5. FDG-PET/CTおよび唾液腺シンチグラフィが診断に寄与した
marginal zone lymphomaの一例 

〇廣海渉、中谷航也、吉野久美子、能登原憲司、上田恭典、小山貴 
倉敷中央病院　放射線診断科 

 6. ソマトスタチン受容体シンチグラフィ（111In-pentetreotide）が診断
に有用であった膵神経内分泌腫瘍の一例 

小野由美香1)、曽根照喜1)、森谷卓也2)、青木啓純3) 
1) 川崎医科大学　放射線核医学、2) 同　病理学3) 同　肝胆膵内科 
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CERENOVUS
SPECTRATM

F R O M  S TA R T  T O  F I N I S H

MICRUSFRAME® S

MICRUSFRAME® C

GALAXY G3TM

GALAXY G3TM XSFT

GALAXY G3TM MINI

DELTAFILL®

DELTAXSFT®

HOMEPAGE

製造販売元：
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 セレノバス事業部
〒101-0065　東京都千代田区西神田3丁目5番2号

販売名：G3 ミニ　承認番号：23000BZX00166000
販売名：セレサイト　マイクラスコイル　MDC 承認番号：22000BZX00973000

©Johnson & Johnson K.K. 2018・097281-180820



3D解析の性能を上げて、操作のハードルは下げる。
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販売名：富士画像診断ワークステーション FN-7941型  認証番号：22000BZX00238000

http://fms.fuj i f i lm.co. jp〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル tel.03-6419-8033（代）

その先の「価値ある情報」を手に入れるために。富士フイルムの画像認識技術が、様々な部位の高精
度な自動抽出を可能にしました。臨床ニーズに応える多彩なアプリケーションは、あらゆる操作が
直感的でストレスフリー。多くの施設で選ばれている理由はここにあります。
Image Intelligenceは 富士フイルム株式会社の商標です。



製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Interlock-35 Coil
販売名：Interlock-35 コイル
医療機器承認番号：22600BZX00207000
 
Interlock-18 Coil
販売名：Fibered IDC コイル
医療機器承認番号：22100BZX01103000

Breakthrough
販売名：マイクロカテーテル2
医療機器承認番号：21700BZZ00471000

SUCCEDO
販売名：HB-IVR ガイドワイヤー
医療機器承認番号：21300BZZ00438000

Interventional 
Oncology

PSST20180301-0155

InterlockTM-35 Coil

InterlockTM-18 Coil

SUCCEDOTM
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Focus where it matters.

エレクタ株式会社　www.elekta.co.jp

〒108-0023　東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー7F   TEL：03-6722-3808   FAX：03-6436-4231
販売名：Versa HD リニアックシステム　　　製造販売承認番号：22600BZX00282000
販売名：放射線治療計画プログラム Monaco　製造販売承認番号：22800BZX00072000

elekta.com/VersaHD

Versa HD. 
Powered by
High-definition
Dynamic
Radiosurgery. 
Versa HD™ と Monaco® の組み合わせが、ハイ

ディフィニションダイナミックラジオサージェリー

（HDRS）と一般的な放射線治療を単一のシステムで実

施できるという、すぐれた柔軟性をもたらしました。

HDRSは、ターゲットや治療の複雑さに関わらず、

標準的な時間で実施できる定位照射を意味します。先

進のイメージガイダンスツールや周辺組織への低い漏

洩線量によって、高い治療精度が実現します。

業務効率を向上させる一方でより良い治療結果を達成

するために、Versa HDがどのようにお役に立つのか

を、ウェブサイトでお確かめください。









高度管理医療機器   植込み型病変識別マーカ 
製造販売承認番号 : 22300BZX00123000 
製造メーカー : RadioMed社（アメリカ） 

製造販売元 発売元 

東京都千代田区霞が関三丁目6番7号 

TREATMENT EFFICIENCY 
¾ One marker - 2点を認識可能 
¾ Flexible marker – 組織変動も可視化 

CLINICAL CONFINDECE 
¾ アーチファクトを最小化し、 
マイグレーションを起こしにくい形状 

本製品に対するお問合わせ TEL : 03-5510-2932 

PATIENT SAFETY 
¾ 一般的に使用されている17gニードルに比べ 
約50%のサイズダウンで低侵襲化 

VISICOILマーカプレロードは、高精度放射線治療のためのイメージガイドマーカです。 
放射線治療（IGRT/IMRT/定位照射治療）、粒子線治療（陽子線/重粒子線）で、ターゲット腫瘍に対する 
正確な位置決めが可能になります。 



>
P+����z
�%B���¡����¡��
f[b>
P+*'�¡��

fPACS¢�;>
�G dU����£R�
Picture Archiving and Communication Systems for medical application

fIT ���¡����¡��
�����������{h����¡�����z2H�Vq�%B
x���¡���¢O45£zo&0�ksp|ri

8�

[b>
P+*'

PACS IT���¡���

g���������

gTW!
g�����zF	9��

g��X(��

gQ�1�zcI�
¢�9�£wS6
gE,_zCJ

g���S6

g>
z^-��
gPAz�9�
g��]�¡�z��

 Wy)�MKzeW�mY}�h�A3`ywtu>
P+�z�.D�w�7x����Z;�$�r~nwmLNvri
�����������{h>
P+y`r~�%�¡��zo&0�Vquh:"Bx@aZ�zl#�k�ksp|ri

j102-0075 /�\��<��?=22?7� TEL03-3556-6481 FAX03-3556-6480





’18.1作成

※使用目的又は効果、使用方法等、警告、禁忌・禁止を含む使用上の注意等は添付文書をご参照ください。









販売名：放射線治療計画ソフトウェアRayStation
医療機器承認番号：22900BZI00014000
外国製造業者：RaySearch Laboratories AB
選任外国製造医療機器等製造販売業者：レイサーチ・ジャパン株式会社 

販売名：ラディザクト
医療機器承認番号：22900BZX00032000
製造販売元：日本アキュレイ株式会社

販売名：陽子線治療システム PROBEAT-RT
医療機器承認番号：22600BZX00068000

● RayStationはRaySearch Laboratories ABの登録商標です。 ●  RadixactはAccuray Incorporatedの登録商標です。 ● PROBEATは株式会社日立製作所の登録商標です。　

放射線治療計画ソフトウェア 放射線治療機器 陽子線治療システム

ALL STARS

ひとつになるから見出せる 高精度ソリューション。



IQon Spectral CT 

すべての人にスペクトラルイメージングを

Spectral is Always On

記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.の
商標または登録商標です。　
© 2017 Philips Japan, Ltd. 

販売名:IQonスペクトラルCT
医療機器認証番号：228ABBZX00033000
特定保守管理医療機器／管理医療機器

IQon Spectral CT
全身用マルチスライススペクトラルCT装置
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