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第131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 30 年  12 月 7 日（金） 

         12 月 8 日（土） 

 

会場： リーガホテルゼスト高松 

〒760-0025 香川県高松市古新町9-1 

TEL ：（087）822-3555 

 

当番世話人 

香川大学医学部 放射線医学講座 

西 山 佳 宏 
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当番世話人挨拶

 

 この度、第 131 回日本医学放射線学会中国・四国地方会を 12 月 7 日

-8 日 リーガホテルゼスト高松にて開催させて頂くこととなりました。 

 今回の中国・四国地方会は、平成最後の開催となっておりますが、新

たな試みとして、特別講演・教育セミナーⅠ・教育セミナーⅡの 3 つの

セッションについて『日本専門医機構認定 放射線科領域講習』として

単位取得が認められ、『日本医学放射線学会放射線科専門医制度認定指

導者講習会』も開催いたします。 

 教室員一同、有意義な中国・四国地方会となるよう準備をすすめてき

ました。そして平成の次の時代へと発展していくよう祈念しております。 

 会場であるリーガホテルゼスト高松は香川県高松市の中心部に位置し

ており、交通の便はよいところです。12 月 7 日（金）夕方より会場に

て簡単な情報交換会の開催を予定しております。多くの皆様のご参加を

心よりお待ちしております。 

 

第131回日本医学放射線学会中国・四国地方会 

当番世話人 西山佳宏 

（香川大学医学部 放射線医学講座 教授） 
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交通のご案内 

 

 

JR をご利用の場合  

JR 四国「高松」駅より：徒歩 約 10 分、タクシー 約 5 分 

飛行機をご利用の場合 

高松空港よりバスおよびタクシーにて 約 30 分 ホテル正面 兵庫町バス停下車 

車をご利用の場合 

高松自動車道 高松中央 IC 下車約 20 分 

駐車場は、ホテルの駐車場以外にも契約駐車場があります 

ホテル駐車場が満車の場合は、近隣の駐車場をご案内しますので、下記ホテル電

話番号までお問い合わせください 

駐車料金は各自でお支払い頂ますようお願いいたします 

 

リーガホテルゼスト高松 

〒760-0025 香川県高松市古新町 9-1 

TEL：（087）822-3555（代）  
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ご案内 

◆ フロア図  

  

クローク 

ダイヤモンド東 

（世話人会 会場） 

総合受付 

PC 受付 

エメラルド 

 

（第１会場） 

翡翠 

 

(第 2  

会場) 
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◆ 受付  

■参加受付 （現金受付のみ） 

受付場所： ２階 第１会場 エメラルド 前 

受付日時： 12 月 7 日（金） 10：30 - 17：30 

       12 月 8 日（土）  7：30 – 

■PC受付  

受付場所： ３階 第２会場 翡翠 前 

受付日時： 12 月 7 日（金） 10：30 - 17：30 

       12 月 8 日（土）  7：30 - 

■参加費  

会員・非会員 5,000 円 

卒後臨床研修医、医学生（大学院生は除く） 

※証明書を呈示してください 

無料 

情報交換会 無料 

・会場内では必ずネームカードに所属・氏名を記入のうえ、携帯してください。 

・ネームカードの再発行はできませんので大切に保管してください。 

・公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローの補助事業であり、 

コンベンション開催支援事業費補助金制度利用のためのアンケートにご協力ください。 

 

◆ 若手奨励賞表彰式・情報交換会  

日時： １２月７日（金） 17:45-20:00 

会場： ３階 第２会場 (翡翠) 

 会費は無料です。皆様のご参加をこころよりお待ちしております。 

 

◆ 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。  
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◆ 日本医学放射線学会放射線科専門医制度認定 指導者講習会   

日本医学放射線学会放射線科専門医制度認定 指導者講習会を開催いたします。 

講演開始 10 分前から第 1 会場の入口にて、受講証明書をお渡しします。お帰りの際に、

半券を回収いたしますので、お手元にご準備をお願いいたします。 

受講証明書には、専門医 No. と お名前の記載が必要になりますので、ご留意ください。 

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。 

 

◆ 日本専門医機構認定 放射線科領域講習受講証明書   

 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』『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 分前から第 1 会場の入口にて、《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。 

 

◆ 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。 

 

◆ クローク   

 ３階にございます。 

 

◆ その他   

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。  
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日 程 表 
 

12 月 7 日 (金) 
時刻 第 1 会場 (エメラルド) 2 階  

  10:30- 受付開始 

11：00 

 

 

 

  

 

12：00 

 

 

 

 

 

  

 

第 2 会場 (翡翠) 3 階 

13：00 

 

 

 

  

14：00 

 

 

 

  

15：00 

 

 

 

  

16：00 

 

 

 

 

 

 

  

17：00 

 

  

 

※18 時以降は、学会以外で使用する

予定になっています。 

 忘れ物等にご注意してください。 

17:45- 

若手奨励賞表彰式・情報交換会      

(-20:00) 

   ：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 

13:15-13:55 泌尿器  (5 演題) 

12:00-13:00 世話人会 

※ 会場は、3階 ダイヤモンド東 

14:00-14:40 中枢・頭頚部(5 演題) 

13:15-13:55 研修医・学生 1  

(5 演題) 

16:30-17:30 特別講演 

「前立腺癌治療戦略への放射線診断

学からのアプローチ」 

座長： 西山佳宏 (香川大学) 

演者： 玉田 勉 (川崎医科大学) 

14:45-15:25 骨軟部     (5 演題) 

15:22-16:10 胸部 1  (6 演題) 

14:37-15:17 IVR 1   (5 演題) 

15:30-16:10 腹部      (5 演題) 

14:00-14:32 研修医・学生 2 

 (4 演題) 

11:25-11:30 開会の辞 

11:30-13:00 教育セミナー I 

司会： 阿部考志 （徳島大学） 

1．放射線診断学 肺気管支・腫瘍 

 講師：井手香奈 (愛媛大学) 

2．放射線診断学 びまん性肺疾患 

 講師：小林大河 (山口大学) 

3．IVR 血管造影 

 講師：髙杉昌平 (鳥取大学) 
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日 程 表 (案) 
 

12 月 8 日 (土) 
 
時刻 第 1 会場 (エメラルド) 2 階 第 2 会場 (翡翠) 3 階 

 

 
07:30- 受付開始 

 

08：00 

 

 

 

 

 

  

09：00 

 

 

 

  

10：00 

 

 

 

  

11：00 

 

 

 

  

12：00 

 

 

 

 

 

  

13：00 

 

 

 

  

   ：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 

 

  

09:10-09:42 婦人科  (4 演題) 

11:35-12:35指導者講習会 

座長： 山上卓士 (高知大学) 

演者： 伊東克能 (山口大学) 

12:35-12:40 閉会の辞 

10:34-11:30 治療 2  (7 演題) 

09:47-10:27 胸部 2  (5 演題) 09:43-10:31 治療 1  (6 演題) 

08:00-09:00 教育セミナー II 

司会： 岡田宗正（山口大学） 

1．放射線腫瘍学 消化器・泌尿器・婦人科腫瘍 

講師：神﨑博充 (四国がんセンター) 

2．放射線診断学 女性生殖器  

講師：宮武加苗 (高知大学) 

10:32-11:20 IVR 2   (6 演題) 

09:08-09:40 核医学・その他 

 (4 演題) 
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演題発表のご案内 

◆ 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ください。 

＊申告すべき利益相反がない筆頭演者 

 演題発表時のみご申告ください。 

＊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 131 回日本医学放射線学会中国・四国地方会当番事務局 

〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸 1750-1 

香川大学医学部 放射線医学講座 

TEL：（087）891-2219 FAX：（087）891-2220 
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◆ 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 センターに

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：12 月 7 日（金） 10：30 - 17：30 

   12 月 8 日（土）  7：30 - 

受付場所： ３階 第２会場 翡翠 前 

 

2. 発表データについて 

1.【利用可能なパソコンについて】 

・Windows をご使用の方は、PC 本体もしくは USB メモリ、CD-R いずれでもかまいませ

んが、動画・グラフ・静止画等をリンクまたは貼付されている場合は、必ずご自身の PC を

持参してください。 

・Macintosh をご使用の方は、必ずご自身の PC を持参してください。 

2.【音声について】 

・音声出力に対応します。 

3.【発表形式】 

・発表はすべて PC による発表のみとなります。（ビデオ・OHP・スライドなどの発表は出

来ません。） 

・アプリケーションソフトは Power Point を使用して下さい。（PC 発表は一面投射です。） 

・事務局で準備する PC は Windows です。OS は Windows 10 を用意いたします。

PowerPoint のバージョンは 2007、2010、2013、2016 に対応します。 

・文字化けを防ぐため、フォントは標準のものをご使用ください。 ※ 標準フォント（MS

ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝、Arial Black、Century、Century Gothic、

Times New Roman。） 

4.【メディアでデータを持ち込む場合（Windows のみ）】 

・Windows フォーマットのみに限定し、Macintosh フォーマットには対応しかねますので

ご注意ください。 

・動画は、Windows Media Player で再生可能なものに限定いたします。動画がある場合

は、バックアップ及びトラブル対策の為、必ず PC 本体も持参してください。 
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・受付可能なメディアは USB メモリもしくは CD-R に限ります。コピーミスを防ぐため、

メディアに保存した後に 作成した PC 以外の PC 環境でも正常に動作することを確認してく

ださい。 

・ファイル名は「演題番号-演者名.pptx」(氏名以外全て半角)として下さい。 

・メディアを介したウィルス感染を防ぐため、最新のウィルス駆除ソフトでチェックしてく

ださい。 

・お預かりいたしましたデータは、学会終了後、責任を持って消去いたします。 

5.【PC を持ち込む場合（Windows、Macintosh）】 

・外部出力可能な PC を持参してください。外部モニターに正しく出力されるか、予めご確

認ください。 

・会場では標準のコネクター『ミニ D-sub-15 ピン』のみ用意しております。この形状に

合ったノート PC を持参いただくか、この形状に変換するコネクターを持参してください。 

 

 

 

PC 本体をお持ち込みの場合でも、バックアップ用データとして USB または CD-R を必ず

お持ちください。特に Surface、Macintosh は必ず付属の変換コネクターをご持参くださ

い。 

・必ず AC アダプター（電源コード）を持参してください。 

・スクリーンセーバーや省電力設定などは事前に解除しておいてください。 

 

◆司会・座長へのご案内 

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。 

 

◆当番世話人 

香川大学医学部 放射線医学講座 

西山 佳宏 

〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸 1750-1 

TEL：（087）891-2219 FAX：（087）891-2220 
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ご案内 

 

◆ 世話人会 

日時： 12 月 7 日（金） 12：00 - 13：00 

会場： ダイヤモンド東 （3 階） 

  ※昼食を用意しております 

 

 

◆ 特別講演 

日時：  12 月 7 日（金） 16：30 - 17：30 

会場： 第 1 会場 （エメラルド） 

座長： 西山佳宏 （香川大学医学部 放射線医学講座 教授） 

講師： 玉田 勉 先生 （川崎医科大学 放射線診断学教室 教授） 

演題： 前立腺癌治療戦略への放射線診断学からのアプローチ 

 

※今回は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おり、《日本専門医機

構認定講習 受講認定：1 単位》が取得可能です。 

皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。 

 

 

◆ 日本医学放射線学会放射線科専門医制度認定 指導者講習会 

 

日時： 12 月 8 日（土） 11：35 - 12：35 

会場： 第 1 会場 （エメラルド） 

座長： 山上卓士 （高知大学医学部 放射線医学講座 教授） 

講師： 伊東克能 （山口大学大学院医学系研究科 放射線医学講座 教授） 

※日本医学放射線学会が認定する研修指導者講習です。研修指導者認定に際して必要にな

る講習会です。  

皆様の積極的なご参加をお待ちしています。  
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◆ 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。 

なお、今回は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おり、《日本専門

医機構認定講習 受講認定：1 単位》が取得可能です。 

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》 

日時： 12 月 7 日（金） 11:30 - 13:00   ※軽食をご用意しております。 

会場： 第 1 会場 （エメラルド） 

司会： 阿部考志 （徳島大学大学院 医歯薬学研究部 放射線医学分野） 

1．放射線診断学 肺気管支・腫瘍 

 講師：井手香奈（愛媛大学医学部附属病院 放射線科） 

2．放射線診断学 びまん性肺疾患 

 講師：小林大河（山口大学大学院医学系研究科 放射線医学講座） 

3．IVR 血管造影 

 講師：髙杉昌平（鳥取大学医学部 画像診断腫瘍学分野） 

             共催：バイエル薬品株式会社 

《教育セミナーⅡ》 

日時： 12 月 8 日（土） 08:00 - 09:00   ※軽食をご用意しております。 

会場： 第 1 会場  （エメラルド） 

司会： 岡田宗正 （山口大学大学院医学系研究科 放射線医学講座） 

1．放射線腫瘍学 消化器・泌尿器・婦人科腫瘍 

講師：神﨑博充（四国がんセンター 放射線治療科） 

2．放射線診断学 女性生殖器  

講師：宮武加苗（高知大学医学部 放射線科） 

           共催：第一三共株式会社 
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◆ 一般演題 プログラム 

［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

研修医・学生 1 

【第 1 会場：エメラルド】 13:15-13:55 

座長：城戸倫之 （愛媛大学大学院医学系研究科 放射線医学） 

 

１．神経核内封入体病の 3 症例 

岡山市立市民病院 放射線科 ○河野智仁、檜垣文代、藤原寛康、羽原理佐、上田裕之 

同    神経内科  出口健太郎  

岡山大学放射線科    金澤右 

 

2．蝸牛内神経鞘腫の 2 例 

川崎医科大学 臨床教育研修センター 〇小野健太郎 

同  放射線診断科   林田稔、木戸歩、谷本大吾、玉田勉 

 

3．多発肺転移と鑑別が困難であった異型腺腫様過形成が併存した多発微小肺髄膜細胞様結節の

一例 

高知医療センター 臨床研修管理センター ○山本眞緒  

同    放射線科 児島克英、高萩基仁、大場匠、大西伸也、秦康博  

野田能宏、西岡明人、松坂聡、森田荘二郎 

同   呼吸器外科 岡本卓 

同    病理診断科 松本学 

 

4．CT透視ガイド下肺生検における穿刺法の検討  

高知大学医学部医学科 3 年生 〇村上佳歩 

高知大学病院 放射線科     梶原賢司、吉松梨香、山西伴明、南口博紀、山上卓士 

 

5．胃静脈瘤に対して PTO/PTSを施行した一例 

 鳥取大   卒後臨床研修セ 〇入江修平 

鳥取大  放      大内泰文、矢田晋作、足立憲、遠藤雅之、髙杉昌平 

塚本和充、藤井進也 
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［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

研修医・学生 2 

【第 1 会場：エメラルド】 14:00-14:32 

座長：安藤慎司 （島根大学医学部附属病院 放射線科） 

 

6．CTにて観察出来たたこつぼ心筋症の 1 例 

香川大学卒後臨床研修センター  〇羽床琴音 

香川大学医学部 放射線医学講座  則兼敬志、井原あゆ美、藤本憲吾、田中賢一 

佐野村隆行、室田真希子、木村成秀、西山佳宏 

 

7．小腸間膜リンパ管腫の一例 

姫路聖マリア病院 臨床研修医 ○亀井裕子 

同    放射線科  淀谷光子、大前健一、藤江俊司 

同    外科  坂田龍平、治田賢 

同    病理診断科    藤井将義 

岡山大学   放射線科  金澤右 

 

8．悪性腫瘍との鑑別に苦慮した骨盤内アミロイドーシスの一例   

鳥取大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター 〇權田拓郎 

鳥取大学医学部 病態解析医学講座画像診断治療学分野  

福永健、石橋愛、椋田 奈保子、夕永裕士、村上敦史、藤井進也  

 

9．卵管捻転と診断された 1 例 

岡山市立市民病院 放射線科 ○井出直宏 檜垣文代 藤原寛康 羽原理佐 上田裕之 

同   産婦人科 徳毛敬三 

岡山大学放射線科   金澤右 
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［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

IVR 1 

【第 1 会場：エメラルド】 14:37-15:17 

座長：生口俊浩（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 放射線医学） 

 

10．レンバチニブ投与後早期に腹腔内出血を生じた肝細胞癌の１例 

 福山市民病院 放射線・IVR 科 ○兵頭剛、浅野雄大、丸川洋平、坪井有加、井田健太郎 

同  内科    佐々木恭 

岡山大学病院 放射線科   金澤右 

 

11．膵術後仮性動脈瘤に対しVIABAHN®を使用し止血し得た一例 

岡山大学 放射線科 

○福間省吾、宇賀麻由、宗友一晃、岡本聡一郎、小牧稔幸、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 

 

12．腹部血管塞栓後にコイルが消化管内へ逸脱・アンラベルした 2 例 

広島大学病院 放射線診断科 

◯三谷英範、馬場康貴、帖佐啓吾、福本航、宇都宮小渚、前田章吾、粟井和夫 

 

13．塞栓術に各種塞栓デバイスを要した巨大 simple 型肺動静脈瘻の 1 例 

山口大学 放射線科   〇成清紘司、岡田宗正、飯田悦史、伊東克能 

福岡青洲会病院 放射線科  鷲田康雄 

 

14．下肢虚血を伴う B 型急性大動脈解離に経皮的内膜開窓術を実施した一例 

高知医療センター放射線科 ○大場匠、髙萩基仁、大西伸也、野田能宏、秦康博 

森田荘二郎 

  同 心臓血管外科 大上賢祐、田中哲文 

  同 循環器内科 齋藤映介、細木信吾 
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［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

胸部 1 

【第 1 会場：エメラルド】 15:22-16:10 

座長：福本航 （広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 放射線診断学） 

 

15．Pulmonary inflammatory myofibroblastic Tumorの 2 例 

岡山医療センター  放射線科  ◯梶田聡一郎、向井敬、永田まりあ、丸中三菜子 

清水光春、新屋晴孝 

同   呼吸器内科 瀧川雄貴 

同   呼吸器外科 平見侑二 

岡山大学   放射線科 金澤右 

 

16．心膜中皮腫の１例 

松山赤十字病院 放射線診断科 ○岡田知久、渡部笑麗、三好裕美、井上祐馬 

梶原誠、松田健、菊池恵一 

同  循環器内科  木室圭司、久保俊彦 

 

17．心膜外脂肪壊死の一例 

心臓病センター榊原病院 放射線科 ○杉本央、小林誠、津野田雅敏 

岡山大学 放射線科    金澤右 

 

18．肺動脈内膜肉腫の 1 例 

山口県立総合医療センター 放射線科  ◯小松徹郎、中島好晃、三浦剛史  

同      循環器内科 池田安宏 

 

19．特発性奇静脈瘤の 1 例 

高知大学 放射線科  ○島田知加子、仰木健太、 田所導子、山上卓士 

高知大学 第 2 外科 宮崎涼平、穴山貴嗣、 渡橋和政 

 

20．肥大型心筋症を背景とした心尖部瘤、冠動脈左室瘻が疑われた一例 

愛媛大学医学部・放射線科 

○越智仁美、吉田和樹、田邊裕貴、桑原奈都美、河内孝範、平井邦明、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 
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［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

泌尿器 

【第 2 会場：翡翠】 13:15-13：55 

座長：山本亮（川崎医科大学 放射線診断学教室） 

 

21．巨大副腎皮質癌の一例 

川崎医科大学総合医療センター 

◯芝本健太郎、福原由子、浜田聡、荻野裕香、岡村淳、神谷伸彦、林貴史 

吉田和弘、山辻知樹、物部泰昌、加藤勝也 

 

22．Doege-Potter syndrome を伴う骨盤内 SFT の 1 例 

島根大学医学部附属病院放射線科 

○岡村和弥、安藤慎司、丸山美奈子、丸山光也、荒木久寿、吉田理佳、勝部敬 

山本伸子、中村恩、吉廻毅、北垣一 

島根県立中央病院 病理診断科 大沼秀行  

 

23．前立腺 stromal tumor of uncertain malignant potential の１例 

 香川労災病院 放射線診断科 ○戸上太郎、影山淳一、杉森千聖、松本美紀 

木下敏史、永山雅子 

香川労災病院 放射線治療科 三谷昌弘 

 

24．当院における PI-RADS2 カテゴリーを用いた前立腺癌診断能の検討 

愛媛県立中央病院 放射線科 

○高門政嘉、三木均、高岡友紀子、年森亘、中須賀佳央里、横井敬弘、福山直紀 

森千尋、村上忠司、松木弘量、石丸良広、髙橋忠章、井上武 

 

25．膀胱タンポナーデで発症し、経尿道的切除された膀胱 paraganglioma の 1 例 

岩国医療センター 放射線科 ◯原武史、尾形毅、和田裕子、矢吹隆行 

同    泌尿器科 中田哲也 

岡山大学     放射線科 金澤右 
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［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

中枢・頭頚部 

【第 2 会場：翡翠】 14:00-14:40 

座長：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） 

 

26．急性骨髄性白血病の寛解導入療法中に発症し,非典型的な画像を呈した Bacillus cereus

による脳膿瘍の一例 

愛媛県立中央病院 放射線科     ◯年森亘, 井上武, 三木均 

 

27．中年女性の ganglioglioma の 1 例 

倉敷中央病院 放射線診断科  ◯大西基文、熊澤高雄、木曽翔平、森畠裕策 

中下悟、奥村明、小山貴 

同 脳神経外科  藤本優貴、石橋良太 

同 病理診断科:  石井文彩、能登原憲司 

 

28．当院における進行性多巣性白質脳症（PML）の 5 症例の画像所見 脳血流や代謝画像を含

めて 

徳島大学病院放射線科  ○坂本優子、阿部考志、音見暢一、東航平 

松崎紗弥、三橋遼太、大友真姫、原田雅史 

徳島大学病院神経内科  和泉唯信 

 

29．CT、MRIで経時変化を観察し得た頭頂骨菲薄化の１例 

 倉敷平成病院 放射線科  ○三好秀直、小川 敏英 

鳥取大学 放射線科    藤井進也 

 

30．血瘤腫の 2 症例 

島根大学医学部放射線科 ◯田中翔大、勝部敬、上村朋美、石橋恵美、吉田理佳 

    安藤慎司、山本伸子、中村恩、吉廻毅、北垣一 

島根大学医学部耳鼻咽喉科 淵脇貴史、青井典明 
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［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

骨軟部 

【第 2 会場：翡翠】 14:45-15:25 

座長：岡田宗正（山口大学大学院医学系研究科 放射線医学講座） 

 

31．画像所見の異なる滑膜性骨軟骨腫症の 2 例 

川崎医科大学 放射線診断学教室 

○中村博貴、外園英光、八十川和哉、山本亮、玉田勉 

 

32．長期ステロイド使用患者に生じた結核性足関節炎の一例 

徳島日赤病院放科  

○宇山直人、武知克弥、木下光博、赤川洋子、大西範生、尾﨑享祐、谷勇人 

徳島日赤病院整外科 武田芳嗣 

徳島日赤病院病理科 藤井義幸 

徳島日赤病院内科 野々木理子 

徳大大学院保健学科 高尾正一郎 

 

33．小児の壊血病の 1 例 

 広島大学病院 放射線診断科 

〇前田章吾、松原佳子、成田圭吾、海地陽子、帖佐啓吾、飯田慎、粟井和夫 

 

 

34．下顎骨に発生した小児の Ewing 肉腫の 1 例 

香川大学医学部 放射線医学講座 

○高見康景、安賀文俊、岡田隼、三田村克哉、石村茉莉子、奥田花江、福田有子 

山本由佳、西山佳宏 

 

35．特発性脊髄ヘルニアの 1 例 

JA 広島総合病院 画像診断部     

〇近藤翔太、西原礼介、石崎宏美、廣延綾子、岡﨑肇 
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［ 1 日目 ］ 12 月 7 日（金） 

腹部 

【第 2 会場：翡翠】 15:30-16:10 

座長：正岡佳久（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 放射線医学） 

 

36．嚢胞性肝転移をきたした膵内分泌腫瘍の一例 

川崎医科大学 放射線診断科 

  〇前場淑香、福永健志、仲井雅浩、神吉昭彦、玉田勉 

 

37．肝病変が自然退縮したびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の一例 

 倉敷中央病院 放射線診断科    〇細田伸一、中谷航也、森畠裕策、大西基文、小山貴 

  同  血液内科  大西達人 

  同  病理診断科  石井文彩、能登原憲司 

 

38．Zollinger-Ellison 症候群を呈した膵ガストリノーマの一例 

 愛媛大学医学部附属病院放射線科 

 ○浦岡大知、松田恵、津田孝治、田中宏明、船木翔、海老原るい、望月輝一 

 

39．膵癌術後広範囲腹膜播種との鑑別を要した腹腔内膿瘍の一例 

 川崎医科大学     肝胆膵内科学   

   西紋禮士、大海宏暢、三宅智雄、 北川貴之、青木啓純、時岡峻三、日野啓輔 

  同           胆膵インターベンション学  中島義博、吉田浩司 

  同           消化器外科学   岡田敏正、上野富雄 

  同           病理学     伊禮功 

  同           放射線診断学    外園英光、神吉昭彦、玉田勉 

 

40．Peritoneal lymphomatosis で発症したバーキットリンパ腫の 1 例 

 四国がんセンター 放射線診断科 

 〇山本雄太、細川浩平、德永伸子、桐山郁子、清水輝彦、酒井伸也、菅原敬文  

 同  消化器外科 落合亮二 

 同  血液腫瘍内科 吉田功 

 同  病理科  高畑浩之 
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［ 2 日目 ］ 12 月 8 日（土） 

婦人科 

【第 1 会場：エメラルド】 09:10-09:42 

座長：松崎健司 （徳島文理大学 保健福祉学部 診療放射線学科） 

 

41．大量の血性腹水を伴った子宮内膜症の一例 

岡山済生会総合病院 放射線科 

○沼真吾、上者郁夫、佐伯基次、守都常晴、石原節子、安井光太郎、戸上泉  

岡山大学病院 放射線科 金澤右  

 

42．子宮原発びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫の 1 例 

徳島赤十字病院 放射線科 

 ○赤川洋子、宇山直人、武知克弥、木下光博、大西範生、尾﨑享祐、谷勇人 

徳島大学（大学院）画像医学核医学分野 大塚秀樹 

徳島赤十字病院 血液内科 石橋直子、別宮浩文、原朋子、尾崎敬治、後藤哲也 

徳島赤十字病院 病理診断科 山下理子 

 

43．診断に苦慮した類内膜境界悪性腫瘍の 1 例 

鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野 

〇村上敦史、福永健、北尾慎一郎、椋田奈保子、夕永裕士、鎌田裕司、藤井進也 

 

44．卵巣静脈内平滑筋肉腫の一例 

 三豊総合病院 放射線診断・IVR 科 〇兒島聡一、山路早苗、岸亮太郎、黒川浩典 

病理診断科  宮谷克也 
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［ 2 日目 ］ 12 月 8 日（土） 

胸部 2 

【第 1 会場：エメラルド】 09:47-10:27 

座長：石橋愛 （鳥取大学医学部 病態解析医学講座画像診断治療学分野） 

 

45．胸腔内結石の一例  

高知大学医学部附属病院 放射線科 ○西森美貴、山上卓士 

国立病院機構高知病院  放射線科 濱田典彦 

高知大学医学部附属病院 第二外科 久米基彦、渡橋和政 

 

46．悪性腫瘍との鑑別を要した肺放線菌症の一例 

 岡山労災病院 放射線科 〇戸田憲作、本田理、乘金精一郎、山本博道 

  同  呼吸器内科 小柳太作、藤本伸一 

 同 病理診断科 園部宏 

岡山大学 放射線科 金澤右 

 

47．肺内 Solitary fibrous tumor の一例 

岡山大学病院 放射線科 ◯三道幹大、正岡佳久、岡本聡一郎、小河七子 

福原隆一郎、田中高志、稲井良太、松井裕輔、新家崇義

金澤右 

病理診断科  田中健大 

呼吸器外科  大谷真二、豊岡伸一 

 

48．CTガイド下肺生検後の胸膜播種の一例 

香川労災病院 放射線診断科 

〇杉森千聖、影山淳一、松本美紀、木下敏史、戸上太郎、永山雅子、三谷昌弘 

 

49．特発性肺動脈性肺高血圧症の 1 例 

山口大学大学院医学系研究科放射線医学分野 

○小林大河、東麻由美、神谷正喜、亀田ふみ、伊東克能 
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［ 2 日目 ］ 12 月 8 日（土） 

IVR 2 

【第 1 会場：エメラルド】 10:32-11:20 

座長：梶原賢司（高知大学医学部 放射線医学講座） 

 

50．sling technique を用いて IVC フィルター交換を行った 2 例 

高松赤十字病院 放射線科 ○外山芳弘、小野優子、川崎幸子、竹治励、金只賢治 

 

51．中心静脈リザーバー（CVR）留置後を誘因としたヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の

一例 

高知医療センター放射線科 

◯髙萩基仁、大場匠、大西伸也、野田能宏、秦 康博、森田荘二郎 

 

52．Bilomaへの経皮的なドレーン経路を応用して内瘻化できた総胆管断裂の 1 例 

松山市民病院 放射線科 ○岩野祥子、平田雅昭、中村誠治、赤宗明久 

同 外科  田村周太、渡邊良平 

同 消化器内科 橋本悠 

 

53．転移性肝腫瘍の RFA 後に生じた気管支胆管瘻に対し経皮的ドレナージ術を施行した１例 

徳島赤十字病院 放射線科 ○木下光博、武知克弥、宇山直人、赤川洋子 

大西範生、尾崎享祐、谷勇人 

    救急科  松永直樹 

    消化器外科  富林敦司 

医療法人燈来会 大久保病院 消化器内科 玉木克佳 

 

54．頭頸部腫瘍に対して CTガイド下針生検を施行した 2 例 

岡山大学 放射線科  ○岡本聡一郎、松井裕輔、平木隆夫、 生口俊浩、冨田晃司 

宇賀麻由、正岡 佳久、郷原 英夫、金澤右 

 同 耳鼻咽喉科 津村宗近 

 

55．肺動脈に接する転移性肺腫瘍に対してマイクロ波焼灼術を施行した 1 例 

岡山大学病院   〇小牧稔幸、平木隆夫、宗友一晃、岡本聡一郎、宇賀麻由、正岡佳久 

冨田晃司、松井裕輔、生口俊浩、櫻井淳、郷原英夫、金澤右 
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［ 2 日目 ］ 12 月 8 日（土） 

核医学・その他 

【第 2 会場：翡翠】 09:08-09:40 

座長：宮川正男 （愛媛大学大学院医学系研究科 放射線医学） 

 

56．Erdheim-Chester病の 2 例 

 広島大学 放射線診断学  〇宇都宮小渚、立神史稔、前田章吾、坂根寛晃 

松原佳子、寺田大晃、飯田慎、粟井和夫 

広島大学病院 病理診断科  織田麻琴、有廣光司 

東広島医療センター 放射線科 富吉秀樹 

 

57．FDGの一過性異常集積を示した肝硬化性血管腫の１例 

 岡山画像診断センター  ◯多田明博、加地充昌、清哲朗 

岡山大学病院 放射線科 新家崇義、金澤右 

 

58．CT室時間有効利用のためのスタットセンサー導入経験 

 高知医療センター放射線療法科  

○秦康博、野田能宏、児島克英、松坂聡、高萩基仁、大場匠、大西伸也 

西岡明人、森田荘二郎 

 

59．管電圧の DNA 損傷への影響, in vitro study 

広島大学大学院 放射線診断学 

○坂根寛晃、福本航、坂井千恵美、石田万里、飯田慎、田代聡、粟井和夫 
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［ 2 日目 ］ 12 月 8 日（土） 

治療 1 

【第 2 会場：翡翠】 09:43-10:31 

座長：髙橋重雄（香川大学医学部附属病院 放射線治療科） 

 

60．当院における中枢神経系原発悪性リンパ腫の治療成績 

 川崎医科大学 放射線腫瘍学教室 

○釋舍竜司、余田栄作、神谷伸彦、林貴史、平塚純一 

中央放射線部  

樋口真樹子、角場幸記、長瀬尚巳  

 

61．小児のびまん性内在性橋部グリオーマ(DIPG)に対し放射線治療を施行した 3 例 

山口大学医学部附属病院 放射線治療科 

◯梶間未葵、高橋昌太郎、朴成哲、眞鍋裕気 

 

62．声門上癌術後 CRT後に高度な顔面浮腫を生じた 1 例 

香川県立中央病院 放射線科 

○久住研人、吉尾浩太郎、北山貴裕、田尻展久、塩出壮、赤木史郎 

 

63．内視鏡非治癒切除食道癌に対する化学放射線療法後に硬膜外膿瘍を生じた 1 例 

広島大学放射線腫瘍学    ◯足立佳範、西淵いくの、今野伸樹、竹内有樹、高橋一平 

木村智樹、村上祐司、永田靖 

 

64．胃 MALT リンパ腫に対する放射線治療成績 

 広島赤十字・原爆病院 放射線治療科  〇勝田剛、柏戸宏造 

  同   血液内科  麻奥英毅 

同   総合内科  田利晶 

 

65．転移性肺腫瘍に対する定位放射線治療成績の検討 

広大 放腫 〇今野伸樹、木村智樹、足立佳範、竹内有樹、高橋一平、西淵いくの 

村上祐司、永田靖 
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［ 2 日目 ］ 12 月 8 日（土） 

治療 2 

【第 2 会場：翡翠】 10:34-11:30 

座長：西淵いくの（広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 放射線腫瘍学） 

 

66．放射性ヨウ素内用療法抵抗性の肺オリゴ再発に定位照射を行った一例 

愛媛大 放  ○細川貴晶、濱本泰、高田紀子、靏岡慎太郎、石川浩史、長﨑慧 

大内綾鹿、望月輝一 

 

67．放射性ヨード内用療法時の前処置中に低 Na血症を来たした 1 例 

 岡山大学病院 放射線科 ◯大川広、勝井邦彰、田邊新、渡邉謙太、片山敬久 

平木隆夫、金澤右 

乳腺甲状腺外科 河内麻里子、土井原博義 

 

68．当院における塩化ラジウム（Ra-223）治療の初期経験 

鳥大・画像診断治療学  〇北川寛、坂口弘美、谷野朋彦、石橋愛、内田伸恵  

 

69．当院における去勢抵抗性前立腺癌に対する塩化ラジウムの初期治療経験 

島根大学医学部 放射線腫瘍学講座 

  ◯伊元祐貴、植敦士、德堂睦美、稗田洋子、玉置幸久 

 

70．乳癌術後の所属リンパ節領域を含めた放射線治療における肺障害の検討 

徳島大学放射線科  

〇高橋彩加、久保亜貴子、外礒千智、川中崇、古谷俊介、原田雅史 

同保健学科 生島仁史 

 

71．乳癌・孤発性胸骨転移に対して IG-VMAT を実施した 2 例  

広島平和ク 高精度放治セ  ○赤木由紀夫、小山矩  

ドック健診セ   大成妙、直樹邦夫、廣川裕 
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72．ハイドロゲルスペーサーを併用した前立腺癌密封小線源永久挿入療法の 1 例 

岡山大 放   ○田邊新、片山敬久、福間省吾、三道幹大、大野凌、大川広 

渡邉謙太、金澤右 

同 陽子線  勝井邦彰 

同 泌  大岩裕子、高本篤、那須保友 

 

  



 

29 

 

協賛企業 （順不同） 

シーメンスヘルスケア株式会社 

住友重機械工業株式会社 

株式会社 メディコン 

株式会社 ウィン・インターナショナル 

日本メジフィジックス株式会社 

GE ヘルスケア・ジャパン 株式会社 

株式会社 フィリップス・ジャパン 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

高松帝酸株式会社 

メリットメディカル・ジャパン株式会社 

富士製薬工業株式会社 

PSP 株式会社 

株式会社 パイオラックスメディカルデバイス 

富士フイルム富山化学株式会社 

メディキット株式会社 

株式会社日立製作所 

ゲルべ・ジャパン株式会社 

四国新薬会会員企業 

旭化成ファーマ株式会社 武田薬品工業株式会社 

アステラス製薬株式会社 田辺三菱製薬株式会社 

アストラゼネカ株式会社 第一三共株式会社 

ＭＳＤ株式会社 大日本住友製薬株式会社 

エーザイ株式会社 中外製薬株式会社 

大塚製薬株式会社 株式会社ツムラ 

小野薬品工業株式会社 帝人ファーマ株式会社 

科研製薬株式会社 鳥居薬品株式会社 

キッセイ薬品工業株式会社 日本イーライリリー株式会社 

杏林製薬株式会社 日本化薬株式会社 

協和発酵キリン株式会社 日本新薬株式会社 

持田製薬株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

興和創薬株式会社 ノバルティスファーマ株式会社 

サノフィ株式会社 バイエル薬品株式会社 

塩野義製薬株式会社 ファイザー株式会社 

ゼリア新薬工業株式会社 扶桑薬品工業株式会社 

大正富山医薬品株式会社 MeijiSeikaファルマ株式会社 

大鵬薬品工業株式会社 
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