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学会のご案内 
 

本大会は Web での開催となります。会期と URL は下記の通りです。 
会期：2021 年 7 月 2 日(金)~7 月 30 日(金) 

大会 URL：https://jrs-kitanihon2021spr.jp/ 
（北日本地方会ホームページからもリンクを記載しております） 

 

 

 

1. 一般演題、デビューセッション共に発表時間は 7 分です。 
2. 今大会でも領域講習会は開催しないこととなりました。ご迷惑をおかけいたします。 
3. 参加費は 5,000 円です。大会 HP（https://jrs-kitanihon2021spr.jp/）より参加登録の際にオンライ

ン決済にてお支払いください。 
4. 参加費の領収書、参加証明書は参加登録の後、担当業者よりメールにてお送りいたしま

す。 
5. 発表データは動画ファイルにてお願いいたします。詳細はご発表者にメールにてご案内い

たします。演題データ登録期間は 2021 年 6 月 2 日 12 時から 6 月 21 日 12 時迄となりま
す。 

6. 発表者は抄録の提出をお願いいたします。発表データ登録時に抄録登録を同時にお願いし
ております。大会 HP（https://jrs-kitanihon2021spr.jp/）の演題データ登録ページにご記入くださ
い。 

7. 卒後 15 年以下までの先生方の演題を対象とした優秀演題賞の選定方法につきましては、
世話人の先生に別途ご案内を差し上げます。 

8. 日医放北日本地方会世話人会は令和 3 年 7 月 2 日(金）17:00～18：00 より Zoom ミーティ
ングにて行われます。世話人の先生方には別途メールにてご案内を差し上げます。 
核医学会北日本地方会世話人会は、日医放北日本地方会世話人会後にメール配信にて行わ
れます。 

9. 発表内容の二次利用・ダウンロード・スクリーンショットは禁止します。  

Web
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大会 Web サイトのご案内 
  
URL https://jrs-kitanihon2021spr.jp/ 
こちらのサイトで参加登録、演題データ登録いただけます。 
 

 
HP 上部のバナーより各情報にアクセスいただけます。各バナーのご説明は下記のとおり
です。 
 
 

 
大会に関する情報、ご挨拶になります。 

 

  

 
こちらから参加登録いただけます。登録をいただき、外部決済サイト“Peatix”で

御決済頂きます。Peatix のアカウントをお持ちでない方はアカウント取得が必要
です。また、PPeeaattiixx  にに登登録録ししたたパパススワワーードドでではは大大会会 HHPP ににロロググイインンででききまませせんんの
でご注意ください。大大会会 HHPP ロロググイインン用用のの情情報報はは別別途途 WWEEBB 学学会会ササポポーートトデデススクク
よよりりおお知知ららせせ致致ししまますす。。  
 

  

 
演者の皆様はこちらよりデータ登録をお願い致します。データ登録期間は 2021
年 6 月 2 日（水）12:00 ～ 6 月 21 日（月）12:00 迄となります。 
 

  

  

 
抄録は 400 文字以内で演題名・所属・発表者・抄録の順で御記載ください。デー
タ登録期間は 2021 年 6 月 2 日（水）12:00 ～ 7 月 30 日（金）12:00 迄となり
ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大会プログラムです。本プログラムと同一の内容になりますが、最新データにア
ップデートしています。 

  

 

  

 
発表動画の閲覧はこちらから。WWeebb 学学会会ササポポーートトデデススククよよりりロロググイインン用用のの IIDD 及及

びびパパススワワーードドををおお知知ららせせ致致ししまますす。。  
  
PPeeaattiixx  にに登登録録ししたたパパススワワーードドでではは大大会会 HHPP ににロロググイインンででききまませせんんのでご注意く

ださい。大大会会 HHPP ロロググイインン用用のの情情報報はは別別途途 WWeebb 学学会会ササポポーートトデデススククよよりりおお知知ららせせ
致致ししまますす。。  
 

※製作中の HP データになりますので最終版と一部異なる場合があります。最新の情報をご確認ください。  
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お問合せ先 
 

学会サポートデスク 
Web 開催特設サイトに関するお問い合わせ 
株式会社コセキ サポートデスク（平日 10:00~17:00） 
 参参加加登登録録、、決決済済方方法法、、デデーータタ登登録録、、発発表表閲閲覧覧、、領領収収書書・・参参加加登登録録証証明明証証にに関関すするるササポポーートト
はこちらから。 

Email: support@jrs-kitanihon2021spr.jp 
 
 
 

第 144 回日本医学放射線学会 北日本地方会 

第 89 回日本核医学会 北日本地方会 運営事務局 
演演題題募募集集、、デデーータタ登登録録期期間間終終了了後後のの抄抄録録修修正正、、そそのの他他上上記記以以外外ののごご不不明明点点はこちらから。 

福島県立医科大学 医学部 放射線医学講座 
〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地 

 TEL: 024-547-1334 FAX: 024-549-3789 
 Email: kita-rad@fmu.ac.jp  

※※基基本本的的ににメメーールルででののみみ受受付付致致ししまますす。。  

 

  

発表演題プログラム 
 
★：卒後 15 年以下（優秀演題賞対象） 
 

診断 
頭頚部 

 
診 1. モモヤヤモモヤヤ病病のの FFLLAAIIRR  iivvyy  ササイインンのの臨臨床床的的意意義義：：後後大大脳脳動動脈脈閉閉塞塞性性変変化化ととのの関関係係かからら  
 麦倉俊司 1、森菜緒子 1、高橋昭喜 1、高瀬圭 1、藤村幹 2 

 1 東北大学 放射線診断科、2 東北大学 脳神経外科 

 

 

診 2. 血血管管周周囲囲腔腔のの描描出出とと脳脳萎萎縮縮ととのの関関連連のの検検討討★★  
 菅井康大、平賀利匡、松枝怜、桐井一邦、渡會文果、新野一穂、紺野義浩、豊口裕樹、小林篤紀、 

鈴木啓介、大原紳、小畑淑恵、柴田亜希子、鹿戸将史 

 山形大学 医学部 放射線医学講座 

 

 

診 3. 特特徴徴的的なな錐錐体体路路病病変変をを呈呈ししたた HHIIVV 脳脳症症のの一一例例★★  
 松枝怜 1、平賀利匡 1、菅井康大 1、桐井一邦 1、渡會文果 1、新野一穂 1、紺野義浩 1、豊口裕樹 1、 

小林篤紀 1、鈴木啓介 1、大原紳 1、小畑淑恵 1、柴田亜希子 1、鹿戸将史 1、太田康之 2 

 1 山形大学 医学部 放射線医学講座、2 山形大学 医学部 脳神経内科 

 

診 4. 腎腎移移植植後後ににおおけけるる移移植植後後リリンンパパ増増殖殖性性疾疾患患のの脳脳 MMRRII 及及びび CCTT 所所見見のの検検討討★★  
 竹内一也 1、加藤大祐 1、飯嶋由紀 1、髙柳歩 1、竹井俊樹 1、臼渕浩明 1、寺江聡 1、佐々木元 2、 

田中博 3、辻隆裕 4 

 1 市立札幌病院 放射線診断科、2 市立札幌病院 腎移植外科、3 市立札幌病院 泌尿器科、 

4 市立札幌病院 病理診断科 
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診 5. 口口腔腔内内環環境境がが脳脳容容積積にに与与ええるる影影響響：：  AA  rruurraall  JJaappaanneessee  ppooppuullaattiioonn  ssttuuddyy★★  
 辰尾宗一郎 1、対馬史秦 1、丸山翔 1、坂下仁菜 1、小林恒 2、井原一成 3、石田水里 4、岩根拓朗 4、 

中路重之 4、掛田伸吾 1 

 1 弘前大学 放射線診断学講座、2 弘前大学 歯科口腔外科学講座、3 弘前大学 社会医学講座、 

4 弘前大学 COI 研究推進機構 

 

診 6. 髄髄膜膜脳脳炎炎のの合合併併がが疑疑わわれれたた再再発発性性多多発発軟軟骨骨炎炎のの１１例例★★  
 関野啓史、長谷川靖、川本菜摘、八巻杏奈、遠藤吉樹、原純子、小檜山歩那美、渡邊宏剛、箱崎元晴、 

山國遼、末永博紀、黒岩大地、石井士朗、伊藤浩 

 福島県立医科大学 放射線医学講座 

 

 

診 7. 白白血血病病にに対対すするる MMTTXX 髄髄注注後後にに生生じじたた播播種種性性壊壊死死性性脳脳症症のの２２例例★★  
 石戸谷俊太、植田はるか、富田唯、藤本弥臣、渡邊尚史、八巻利弘 

 旭川医科大学 放射線医学講座 

 

 

 
 

胸部 
診 8. MMuullttii  mmooddaalliittyy  aapppprrooaacchh でで AAddaammkkiieewwiicczz 動動脈脈のの描描出出にに成成功功ししたた SSttaannffoorrdd  BB 型型解解離離のの一一例例★★  
 佐藤雄太、樋口慧、大田英揮、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科 

 

 

 

 

  

 
腹部 

診 9. 超超音音波波でで診診断断ししええたた膵膵前前腸腸嚢嚢胞胞のの一一例例★★  
 青木英和、大田英揮、高瀬圭 

 東北大学病院 放射線診断科 

 

 

診 10. BBRRCCAA22 陽陽性性乳乳癌癌術術後後症症例例にに発発生生ししたた膵膵 mmiixxeedd  aacciinnaarr  nneeuurrooeennddooccrriinnee  ccaarrcciinnoommaa  
 森菜緒子、任海楠、麦倉俊司、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科 

 

 

診 11. 「「気気腫腫性性膀膀胱胱炎炎」」がが最最初初のの所所見見ででああっったた SSMMAA 塞塞栓栓症症のの 11 例例  
 豊口裕樹、紺野義浩、渡會文果、松枝怜、平賀利匡、菅井康大、桐井一邦、新野一穂、小林篤紀、 

鈴木啓介、大原紳、小畑淑恵、柴田亜希子、鹿戸将史 

 山形大学 医学部 放射線医学講座 

 

 

 
 

IVR 
診 12. EEVVTT でで PPOOBBAA 後後にに急急性性のの血血栓栓症症をを起起ここししたた 11 例例★★  
 川島和哉 1、吉岡邦浩 1、高橋祐司 2、安孫子明彦 2 

 1 岩手医科大学 放射線医学講座、2 岩手医科大学 内科学講座循環器内科分野 

 

 

診 13. 体体外外式式膜膜型型人人工工肺肺脱脱血血用用カカテテーーテテルルがが右右上上行行腰腰静静脈脈へへ挿挿入入さされれたた 11 例例★★  
 平田哲大、湊恒二郎、佐藤辰彦、堀井陽祐、石川浩志 

 新潟大学 放射線診断科 
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診 5. 口口腔腔内内環環境境がが脳脳容容積積にに与与ええるる影影響響：：  AA  rruurraall  JJaappaanneessee  ppooppuullaattiioonn  ssttuuddyy★★  
 辰尾宗一郎 1、対馬史秦 1、丸山翔 1、坂下仁菜 1、小林恒 2、井原一成 3、石田水里 4、岩根拓朗 4、 

中路重之 4、掛田伸吾 1 

 1 弘前大学 放射線診断学講座、2 弘前大学 歯科口腔外科学講座、3 弘前大学 社会医学講座、 

4 弘前大学 COI 研究推進機構 

 

診 6. 髄髄膜膜脳脳炎炎のの合合併併がが疑疑わわれれたた再再発発性性多多発発軟軟骨骨炎炎のの１１例例★★  
 関野啓史、長谷川靖、川本菜摘、八巻杏奈、遠藤吉樹、原純子、小檜山歩那美、渡邊宏剛、箱崎元晴、 

山國遼、末永博紀、黒岩大地、石井士朗、伊藤浩 

 福島県立医科大学 放射線医学講座 

 

 

診 7. 白白血血病病にに対対すするる MMTTXX 髄髄注注後後にに生生じじたた播播種種性性壊壊死死性性脳脳症症のの２２例例★★  
 石戸谷俊太、植田はるか、富田唯、藤本弥臣、渡邊尚史、八巻利弘 

 旭川医科大学 放射線医学講座 

 

 

 
 

胸部 
診 8. MMuullttii  mmooddaalliittyy  aapppprrooaacchh でで AAddaammkkiieewwiicczz 動動脈脈のの描描出出にに成成功功ししたた SSttaannffoorrdd  BB 型型解解離離のの一一例例★★  
 佐藤雄太、樋口慧、大田英揮、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科 

 

 

 

 

  

 
腹部 

診 9. 超超音音波波でで診診断断ししええたた膵膵前前腸腸嚢嚢胞胞のの一一例例★★  
 青木英和、大田英揮、高瀬圭 

 東北大学病院 放射線診断科 

 

 

診 10. BBRRCCAA22 陽陽性性乳乳癌癌術術後後症症例例にに発発生生ししたた膵膵 mmiixxeedd  aacciinnaarr  nneeuurrooeennddooccrriinnee  ccaarrcciinnoommaa  
 森菜緒子、任海楠、麦倉俊司、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科 

 

 

診 11. 「「気気腫腫性性膀膀胱胱炎炎」」がが最最初初のの所所見見ででああっったた SSMMAA 塞塞栓栓症症のの 11 例例  
 豊口裕樹、紺野義浩、渡會文果、松枝怜、平賀利匡、菅井康大、桐井一邦、新野一穂、小林篤紀、 

鈴木啓介、大原紳、小畑淑恵、柴田亜希子、鹿戸将史 

 山形大学 医学部 放射線医学講座 

 

 

 
 

IVR 
診 12. EEVVTT でで PPOOBBAA 後後にに急急性性のの血血栓栓症症をを起起ここししたた 11 例例★★  
 川島和哉 1、吉岡邦浩 1、高橋祐司 2、安孫子明彦 2 

 1 岩手医科大学 放射線医学講座、2 岩手医科大学 内科学講座循環器内科分野 

 

 

診 13. 体体外外式式膜膜型型人人工工肺肺脱脱血血用用カカテテーーテテルルがが右右上上行行腰腰静静脈脈へへ挿挿入入さされれたた 11 例例★★  
 平田哲大、湊恒二郎、佐藤辰彦、堀井陽祐、石川浩志 

 新潟大学 放射線診断科 
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治療 
 
治 1. 重重粒粒子子線線照照射射・・XX 線線照照射射ににおおけけるる根根治治照照射射可可能能なな腫腫瘍瘍--消消化化管管距距離離のの検検討討★★  
 山田真義 1、宮坂友侑也 2、金井貴幸 2、想田光 2、植松健 1、矢野菜津子 1、小野崇 1、川城壮平 1、 

赤松妃呂子 1、萩原靖倫 1、市川真由美 1、佐藤啓 1、根本建二 1 

 1 山形大学 医学部 放射線医学講座、2 山形大学 医学部 重粒子線医学講座 

 

 

治 2. キキャャンンササーートトリリーートトメメンントトボボーードドにによよるる治治療療方方針針決決定定のの実実行行性性  
 市川真由美、植松健、矢野菜津子、山田真義、小野崇、川城壮平、赤松妃呂子、萩原靖倫、 

佐藤啓、根本建二 

 山形大学 医学部 放射線医学講座 

 

治 3. 前前立立腺腺癌癌にに対対すするる放放射射線線治治療療ににおおけけるる SSppaacceeOOAARR 併併用用のの初初期期経経験験★★  
 一瀬浩司 1、田中円葵 1、藤岡一太郎 1、佐々木晶香 4、奥村渉 4、木次谷隆志 4、工藤淳 4、小畑学 4、 

佐藤まり子 1, 2、廣瀬勝己 1, 2、川口英夫 1、畑山佳臣 1、得居範子 3、成田知 3、髙井良尋 1, 2、 

青木昌彦 1 

 1 弘前大学 大学院医学研究科放射線腫瘍学講座、2 南東北 BNCT 研究センター、 

3 大館市立総合病院 泌尿器科、4 大館市立総合病院 放射線科 

 

治 4. RRAALLSS をを用用いいなないい IIMMRRTT//IIGGRRTT にによよるる進進行行子子宮宮頸頸癌癌のの長長期期成成績績  
 有本卓郎、山崎彰、伊藤卓也、鈴木陽子 

 北見赤十字病院 放射線科 

 

 

治 5. 早早期期肺肺癌癌にに対対すするる定定位位体体幹幹部部放放射射線線治治療療後後のの放放射射線線性性肺肺臓臓炎炎ににつついいててのの検検討討★★  
 田中円葵、一瀬浩司、藤岡一太郎、佐藤まり子、川口英夫、畑山佳臣、青木昌彦 

 弘前大学 医学部附属病院 放射線治療科 

 

 

  

 
 
治 6. FFDDGG--PPEETT//CCTT ででのの RRaaddiioommiiccss 解解析析にによよるる胸胸部部食食道道癌癌予予後後予予測測のの検検討討★★  
 高橋紀善、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

治 7. HHPPVV 陽陽性性中中咽咽頭頭癌癌にに対対すするる根根治治的的化化学学放放射射線線治治療療  RReeaall  WWoorrlldd  EEvviiddeennccee★★  
 鈴木友、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、高橋紀善、武田一也、岸田桂太、寺村聡司、神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

治 8. 外外耳耳道道扁扁平平上上皮皮癌癌にに対対すするる根根治治的的放放射射線線治治療療のの成成績績★★  
 菊池光洋 1、中村隆二 2、志賀清人 3、有賀久哲 1 

 1 岩手医科大学 放射線腫瘍学科、2 盛岡赤十字病院 放射線科、3 岩手医科大学 頭頸部外科学科 

 

 

治 9. 進進行行膵膵癌癌のの治治療療ににおおけけるる放放射射線線療療法法直直後後のの併併用用免免疫疫療療法法((IIIIAARRTT))のの理理論論的的根根拠拠とと臨臨床床成成績績  
 岸和史 1、相川剛介 1、喜多望海 1、溝江純悦 1、粟屋梓 1、唐林波 1、高柳芳記 2 

 1 北海道大野記念病院 札幌高機能放射線治療センター、2 カルナメドがん免疫治療センター 

 

 

治 10. 片片側側水水腎腎症症をを伴伴っったた ddeessmmooiidd--ttyyppee  ffiibbrroommaattoossiiss にに対対しし放放射射線線治治療療がが著著効効ししたた一一例例★★  
 石川陽二郎、梅澤玲、山本貴也、高橋紀善、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

治 11. 前前立立腺腺癌癌にに対対すするる陽陽子子線線治治療療のの治治療療成成績績★★  
 石川陽二郎、山口久志、瀬戸一郎、鈴木志恒、町田憲政、高川佳明、菊池泰裕、村上昌雄 

 南東北がん陽子線治療センター 
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治療 
 
治 1. 重重粒粒子子線線照照射射・・XX 線線照照射射ににおおけけるる根根治治照照射射可可能能なな腫腫瘍瘍--消消化化管管距距離離のの検検討討★★  
 山田真義 1、宮坂友侑也 2、金井貴幸 2、想田光 2、植松健 1、矢野菜津子 1、小野崇 1、川城壮平 1、 

赤松妃呂子 1、萩原靖倫 1、市川真由美 1、佐藤啓 1、根本建二 1 

 1 山形大学 医学部 放射線医学講座、2 山形大学 医学部 重粒子線医学講座 

 

 

治 2. キキャャンンササーートトリリーートトメメンントトボボーードドにによよるる治治療療方方針針決決定定のの実実行行性性  
 市川真由美、植松健、矢野菜津子、山田真義、小野崇、川城壮平、赤松妃呂子、萩原靖倫、 

佐藤啓、根本建二 

 山形大学 医学部 放射線医学講座 

 

治 3. 前前立立腺腺癌癌にに対対すするる放放射射線線治治療療ににおおけけるる SSppaacceeOOAARR 併併用用のの初初期期経経験験★★  
 一瀬浩司 1、田中円葵 1、藤岡一太郎 1、佐々木晶香 4、奥村渉 4、木次谷隆志 4、工藤淳 4、小畑学 4、 

佐藤まり子 1, 2、廣瀬勝己 1, 2、川口英夫 1、畑山佳臣 1、得居範子 3、成田知 3、髙井良尋 1, 2、 

青木昌彦 1 

 1 弘前大学 大学院医学研究科放射線腫瘍学講座、2 南東北 BNCT 研究センター、 

3 大館市立総合病院 泌尿器科、4 大館市立総合病院 放射線科 

 

治 4. RRAALLSS をを用用いいなないい IIMMRRTT//IIGGRRTT にによよるる進進行行子子宮宮頸頸癌癌のの長長期期成成績績  
 有本卓郎、山崎彰、伊藤卓也、鈴木陽子 

 北見赤十字病院 放射線科 

 

 

治 5. 早早期期肺肺癌癌にに対対すするる定定位位体体幹幹部部放放射射線線治治療療後後のの放放射射線線性性肺肺臓臓炎炎ににつついいててのの検検討討★★  
 田中円葵、一瀬浩司、藤岡一太郎、佐藤まり子、川口英夫、畑山佳臣、青木昌彦 

 弘前大学 医学部附属病院 放射線治療科 

 

 

  

 
 
治 6. FFDDGG--PPEETT//CCTT ででのの RRaaddiioommiiccss 解解析析にによよるる胸胸部部食食道道癌癌予予後後予予測測のの検検討討★★  
 高橋紀善、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

治 7. HHPPVV 陽陽性性中中咽咽頭頭癌癌にに対対すするる根根治治的的化化学学放放射射線線治治療療  RReeaall  WWoorrlldd  EEvviiddeennccee★★  
 鈴木友、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、高橋紀善、武田一也、岸田桂太、寺村聡司、神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

治 8. 外外耳耳道道扁扁平平上上皮皮癌癌にに対対すするる根根治治的的放放射射線線治治療療のの成成績績★★  
 菊池光洋 1、中村隆二 2、志賀清人 3、有賀久哲 1 

 1 岩手医科大学 放射線腫瘍学科、2 盛岡赤十字病院 放射線科、3 岩手医科大学 頭頸部外科学科 

 

 

治 9. 進進行行膵膵癌癌のの治治療療ににおおけけるる放放射射線線療療法法直直後後のの併併用用免免疫疫療療法法((IIIIAARRTT))のの理理論論的的根根拠拠とと臨臨床床成成績績  
 岸和史 1、相川剛介 1、喜多望海 1、溝江純悦 1、粟屋梓 1、唐林波 1、高柳芳記 2 

 1 北海道大野記念病院 札幌高機能放射線治療センター、2 カルナメドがん免疫治療センター 

 

 

治 10. 片片側側水水腎腎症症をを伴伴っったた ddeessmmooiidd--ttyyppee  ffiibbrroommaattoossiiss にに対対しし放放射射線線治治療療がが著著効効ししたた一一例例★★  
 石川陽二郎、梅澤玲、山本貴也、高橋紀善、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

治 11. 前前立立腺腺癌癌にに対対すするる陽陽子子線線治治療療のの治治療療成成績績★★  
 石川陽二郎、山口久志、瀬戸一郎、鈴木志恒、町田憲政、高川佳明、菊池泰裕、村上昌雄 

 南東北がん陽子線治療センター 
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核医学 
 
核 1. FFDDGG  PPEETT//CCTT でで超超高高集集積積をを示示ししたた hhiibbeerrnnoommaa のの 11 例例★★  
 李麗、前川由依、外山由貴、木曽啓祐、齊藤美穂子、高浪健太郎、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科 

 

 

核 2. CCOOVVIIDD--1199 ワワククチチンン接接種種にによよるる影影響響がが FFDDGG  PPEETT//CCTT にに現現れれたた一一例例★★  
 渡邊史郎 1、安田耕一 2、眞島隆成 1、竹中淳規 1、内山裕子 1、木村理奈 3、平田健司 4、工藤與亮 4 

 1 北海道大学病院 核医学診療科、2 北海道大学病院 放射線治療科、3 北海道大学病院 放射線診断科、 

4 北海道大学医学研究院 画像診断学教室 

 

核 3. ソソママトトススタタチチンン受受容容体体シシンンチチググララフフィィーーでで集集積積をを呈呈ししたた腎腎細細胞胞癌癌のの甲甲状状腺腺転転移移、、膵膵転転移移
のの一一例例★★  

 冨永理喜、山崎元彦、佐藤卓、石川浩志 

 新潟大学 放射線医学教室 

 

 

核 4. CCOOVVIIDD--1199 ワワククチチンン接接種種後後ににリリンンパパ節節にに FFDDGG 集集積積がが認認めめらられれたた症症例例のの検検討討★★  
 小檜山歩那美 1、石井士朗 1, 2、末永博紀 1、菅原茂耕 1, 2、関野啓史 1、志賀哲 1, 2、織内昇 1, 2、伊藤浩 1 

 1 福島県立医科大学 医学部 放射線医学講座、2 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 

 

 

核 5. PPEETT 研研究究ののリリササーーチチ・・アアシシススタタンントトととししてて AAII をを活活用用すするるたためめのの基基礎礎的的検検討討  
 平田健司 1、藤間憲幸 2、杉森博行 3、渡邊史郎 4、工藤與亮 1 

 1 北海道大学大学院医学研究院 画像診断学教室、2 北海道大学病院 放射線診断科、 

3 北海道大学大学院保健科学研究院 医用生体理工学分野、4 北海道大学病院 核医学診療科 

 

 

 

 

  

 
 
核 6. 1188FF--FFDDGG  PPEETT--CCTT がが診診断断にに有有用用ででああっったた神神経経リリンンパパ腫腫症症のの 22 例例★★  
 末永博紀 1、石井士朗 1、川本菜摘 1、八巻杏奈 1、原純子 1、遠藤吉樹 1、小檜山歩那美 1、渡邊宏剛 1、 

箱﨑元晴 1、山國遼 1、菅原茂耕 1、黒岩大地 1、関野啓史 1、長谷川靖 1、志賀哲 2、織内昇 2、伊藤浩 1 

 1 福島県立医科大学 医学部 放射線医学講座、2 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 

 

 

核 7. 甲甲状状腺腺癌癌ににおおけけるる II--113311 治治療療でで ggrraaddee44 のの副副作作用用をを認認めめたた症症例例★★  
 菅原茂耕 1, 2、八巻杏奈 2、川本菜摘 2、原純子 2、遠藤吉樹 2、蛭田まほり 2、小檜山歩那美 2、 

渡邊宏剛 2、山國遼 2、箱﨑元晴 2、末永博紀 2、黒岩大地 2、長谷川靖 2、関野啓史 2、石井士朗 2、 

伊藤浩 1, 2、志賀哲 1、織内昇 1  

 1 福島県立医科大学 先端臨床研究センター、2 福島県立医科大学 放射線医学講座 
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核医学 
 
核 1. FFDDGG  PPEETT//CCTT でで超超高高集集積積をを示示ししたた hhiibbeerrnnoommaa のの 11 例例★★  
 李麗、前川由依、外山由貴、木曽啓祐、齊藤美穂子、高浪健太郎、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科 

 

 

核 2. CCOOVVIIDD--1199 ワワククチチンン接接種種にによよるる影影響響がが FFDDGG  PPEETT//CCTT にに現現れれたた一一例例★★  
 渡邊史郎 1、安田耕一 2、眞島隆成 1、竹中淳規 1、内山裕子 1、木村理奈 3、平田健司 4、工藤與亮 4 

 1 北海道大学病院 核医学診療科、2 北海道大学病院 放射線治療科、3 北海道大学病院 放射線診断科、 

4 北海道大学医学研究院 画像診断学教室 

 

核 3. ソソママトトススタタチチンン受受容容体体シシンンチチググララフフィィーーでで集集積積をを呈呈ししたた腎腎細細胞胞癌癌のの甲甲状状腺腺転転移移、、膵膵転転移移
のの一一例例★★  

 冨永理喜、山崎元彦、佐藤卓、石川浩志 

 新潟大学 放射線医学教室 

 

 

核 4. CCOOVVIIDD--1199 ワワククチチンン接接種種後後ににリリンンパパ節節にに FFDDGG 集集積積がが認認めめらられれたた症症例例のの検検討討★★  
 小檜山歩那美 1、石井士朗 1, 2、末永博紀 1、菅原茂耕 1, 2、関野啓史 1、志賀哲 1, 2、織内昇 1, 2、伊藤浩 1 

 1 福島県立医科大学 医学部 放射線医学講座、2 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 

 

 

核 5. PPEETT 研研究究ののリリササーーチチ・・アアシシススタタンントトととししてて AAII をを活活用用すするるたためめのの基基礎礎的的検検討討  
 平田健司 1、藤間憲幸 2、杉森博行 3、渡邊史郎 4、工藤與亮 1 

 1 北海道大学大学院医学研究院 画像診断学教室、2 北海道大学病院 放射線診断科、 

3 北海道大学大学院保健科学研究院 医用生体理工学分野、4 北海道大学病院 核医学診療科 

 

 

 

 

  

 
 
核 6. 1188FF--FFDDGG  PPEETT--CCTT がが診診断断にに有有用用ででああっったた神神経経リリンンパパ腫腫症症のの 22 例例★★  
 末永博紀 1、石井士朗 1、川本菜摘 1、八巻杏奈 1、原純子 1、遠藤吉樹 1、小檜山歩那美 1、渡邊宏剛 1、 

箱﨑元晴 1、山國遼 1、菅原茂耕 1、黒岩大地 1、関野啓史 1、長谷川靖 1、志賀哲 2、織内昇 2、伊藤浩 1 

 1 福島県立医科大学 医学部 放射線医学講座、2 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 

 

 

核 7. 甲甲状状腺腺癌癌ににおおけけるる II--113311 治治療療でで ggrraaddee44 のの副副作作用用をを認認めめたた症症例例★★  
 菅原茂耕 1, 2、八巻杏奈 2、川本菜摘 2、原純子 2、遠藤吉樹 2、蛭田まほり 2、小檜山歩那美 2、 

渡邊宏剛 2、山國遼 2、箱﨑元晴 2、末永博紀 2、黒岩大地 2、長谷川靖 2、関野啓史 2、石井士朗 2、 

伊藤浩 1, 2、志賀哲 1、織内昇 1  

 1 福島県立医科大学 先端臨床研究センター、2 福島県立医科大学 放射線医学講座 
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デビューセッション  
デビュー診断 
 
D1. 低低身身長長をを契契機機にに発発見見さされれたた下下垂垂体体茎茎途途絶絶症症候候群群のの一一例例★★  
 植田はるか、緒方美季、富田唯、野村健太、野村優里菜、上條那緒子、大屋明希子、戸田雅博、藤本弥臣、

石戸谷俊太、渡邊尚史、八巻利弘、沖崎貴琢 

 旭川医科大学 放射線医学講座 

 

 

D2. 長長期期経経過過でで頸頸部部リリンンパパ節節転転移移をを認認めめたた胸胸腺腺神神経経内内分分泌泌腫腫瘍瘍★★  
 山本泰樹、森菜緒子、任海楠、麦倉俊司、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科（東北大学医学部 5 年） 

 

 

D3. 血血管管浸浸潤潤所所見見がが乏乏ししくく診診断断にに苦苦慮慮ししたた縦縦隔隔型型小小細細胞胞肺肺癌癌のの一一例例★★  
 渋井愛子、任海楠、森菜緒子、麦倉俊司、高瀬圭 

 東北大学 放射線診断科（東北大学医学部 6 年） 

 

 

D4. 膵膵尾尾部部平平滑滑筋筋肉肉腫腫のの一一例例★★  
 任海楠 1、森菜緒子 1、麦倉俊司 1、高瀬圭 1、井上千裕 2 

 1 東北大学 放射線診断科、2 東北大学 病理部 

 

 

D5. cchhrroonniicc  eexxppaannddiinngg  hheemmaattoommaa のの 33 症症例例★★  
 上枝翔 1、村上健司 1、野嵜真 1、鎌田紀美男 1、計良淑子 2、池田健 2 

 1 函館五稜郭病院 放射線診断科、2 函館五稜郭病院 病理診断科 

 

 

 

  

デビュー 治療 
 
D6. 尿尿管管癌癌へへのの放放射射線線治治療療後後にに転転移移にによよるる直直腸腸狭狭窄窄をを来来ししたた一一例例★★  
 服部敬寛 1、西岡健太郎 1、橋本孝之 1、大塚愛美 1、木下留美子 1、青山英史 1、安部崇重 2、大澤崇宏 2、 

松本隆児 2、菊地央 2、篠原信雄 2、高桑恵美 3 

 1 北海道大学病院 放射線治療科、2 北海道大学病院 泌尿器科、3 北海道大学 病理診断科 

 

 

D7. 膵膵炎炎をを繰繰りり返返すす IIPPMMNN にに対対ししてて放放射射線線治治療療をを行行っったた一一例例★★  
 針谷綾花、高橋紀善、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、  

神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

D8. 食食道道神神経経内内分分泌泌癌癌にに対対ししてて化化学学放放射射線線療療法法をを行行いい、、局局所所制制御御をを得得たた一一例例★★  
 関康宏、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、高橋紀善、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、 

神宮啓一 

 東北大学病院 放射線治療科 

 

 

D9. CCBBCCTT にによよるる前前立立腺腺癌癌術術後後 SSaallvvaaggee  RRTT のの PPTTVV  mmaarrggiinn のの検検討討★★  
 工藤展迪、川端広聖、坂谷内徹 

 大崎市民病院 放射線治療科 

 

 
デビュー 核医学 
 
D10. 後後縦縦隔隔にに出出現現しし、、悪悪性性腫腫瘍瘍のの再再発発がが疑疑わわれれたた FFDDGG 陽陽性性病病変変のの診診断断にに骨骨髄髄シシンンチチググララフフィィ

がが有有用用ででああっったた一一例例★★  
 眞島隆成 1、竹中淳規 1、渡邊史郎 1、内山裕子 1、榊原純 2、木村理奈 3、平田健司 4、工藤與亮 4 

 1 北海道大学病院 核医学診療科、2 北海道大学病院 内科Ⅰ、3 北海道大学病院 放射線診断科、 

4 北海道大学医学研究院 画像診断学教室 
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デビューセッション
デビュー診断

D1. 低低身身長長をを契契機機にに発発見見さされれたた下下垂垂体体茎茎途途絶絶症症候候群群のの一一例例★★
植田はるか、緒方美季、富田唯、野村健太、野村優里菜、上條那緒子、大屋明希子、戸田雅博、藤本弥臣、

石戸谷俊太、渡邊尚史、八巻利弘、沖崎貴琢

旭川医科大学 放射線医学講座

D2. 長長期期経経過過でで頸頸部部リリンンパパ節節転転移移をを認認めめたた胸胸腺腺神神経経内内分分泌泌腫腫瘍瘍★★
山本泰樹、森菜緒子、任海楠、麦倉俊司、高瀬圭

東北大学 放射線診断科（東北大学医学部 5 年）

D3. 血血管管浸浸潤潤所所見見がが乏乏ししくく診診断断にに苦苦慮慮ししたた縦縦隔隔型型小小細細胞胞肺肺癌癌のの一一例例★★
渋井愛子、任海楠、森菜緒子、麦倉俊司、高瀬圭

東北大学 放射線診断科（東北大学医学部 6 年）

D4. 膵膵尾尾部部平平滑滑筋筋肉肉腫腫のの一一例例★★
任海楠 1、森菜緒子 1、麦倉俊司 1、高瀬圭 1、井上千裕 2

1 東北大学 放射線診断科、2 東北大学 病理部

D5. cchhrroonniicc eexxppaannddiinngg hheemmaattoommaa のの 33 症症例例★★
上枝翔 1、村上健司 1、野嵜真 1、鎌田紀美男 1、計良淑子 2、池田健 2

1 函館五稜郭病院 放射線診断科、2 函館五稜郭病院 病理診断科

デビュー 治療 

D6. 尿尿管管癌癌へへのの放放射射線線治治療療後後にに転転移移にによよるる直直腸腸狭狭窄窄をを来来ししたた一一例例★★  
服部敬寛 1、西岡健太郎 1、橋本孝之 1、大塚愛美 1、木下留美子 1、青山英史 1、安部崇重 2、大澤崇宏 2、 

松本隆児 2、菊地央 2、篠原信雄 2、高桑恵美 3 

1 北海道大学病院 放射線治療科、2 北海道大学病院 泌尿器科、3 北海道大学 病理診断科 

D7. 膵膵炎炎をを繰繰りり返返すす IIPPMMNN にに対対ししてて放放射射線線治治療療をを行行っったた一一例例★★  
針谷綾花、高橋紀善、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、 

神宮啓一 

東北大学病院 放射線治療科 

D8. 食食道道神神経経内内分分泌泌癌癌にに対対ししてて化化学学放放射射線線療療法法をを行行いい、、局局所所制制御御をを得得たた一一例例★★  
関康宏、梅澤玲、山本貴也、石川陽二郎、高橋紀善、武田一也、鈴木友、岸田桂太、寺村聡司、 

神宮啓一 

東北大学病院 放射線治療科 

D9. CCBBCCTT にによよるる前前立立腺腺癌癌術術後後 SSaallvvaaggee  RRTT のの PPTTVV  mmaarrggiinn のの検検討討★★  
工藤展迪、川端広聖、坂谷内徹 

大崎市民病院 放射線治療科 

デビュー 核医学 

D10. 後後縦縦隔隔にに出出現現しし、、悪悪性性腫腫瘍瘍のの再再発発がが疑疑わわれれたた FFDDGG 陽陽性性病病変変のの診診断断にに骨骨髄髄シシンンチチググララフフィィ
がが有有用用ででああっったた一一例例★★  
眞島隆成 1、竹中淳規 1、渡邊史郎 1、内山裕子 1、榊原純 2、木村理奈 3、平田健司 4、工藤與亮 4 

1 北海道大学病院 核医学診療科、2 北海道大学病院 内科Ⅰ、3 北海道大学病院 放射線診断科、 

4 北海道大学医学研究院 画像診断学教室 
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セミナー① 共催セミナー：核医学治療の現状と未来-薬剤開発から臨床へ-

第 144 回日本医学放射線学会 北日本地方会 

第 89 回日本核医学会 北日本地方会 共催セミナー 

座長 

福島県立医科大学 医学部 放射線医学講座 教授 

伊藤 浩 

核医学治療の現状と未来 
- 薬剤開発から臨床へ -

演者 

福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学センター 
先端臨床研究センター 教授 

髙橋 和弘 

共催：富士フイルム富山化学株式会社 

セミナー② 福島県立医科大学 先端臨床研究センター 施設見学会

福島県立医科大学 先端臨床研究センター

施設見学会

福島県立医科大学先端臨床研究センターの中型サイクロトロンや
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