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◆ プログラム 

 

 

一般演題 第一部：症例報告   

座長 鳥取大学  石橋愛  

 

1. 飢餓状態に関連した特異的な全身 FDG-PET 画像 

大西基文、中谷航也、吉野久美子、小山貴 

倉敷中央病院 放射線診断科 

 

2. IgG4 関連疾患の一例 

  奥田花江１）、三田村克哉１）、則兼敬志１）、山本由佳１）、西山佳宏１） 

  中島 崇作２） 

１） 香川大学医学部放射線医学講座 

  ２） 同 膠原病・リウマチ内科 

 

3. ペムブロリズマブ療法による自己免疫性膵炎が疑われた膀胱癌の一例 

  岩佐瞳１）、村田和子１）、西森美貴１）、宮武加苗１）、田所導子１）、山上卓士１） 

  深田聡２）、井上啓史２） 

１） 高知大学医学部 放射線科 

  ２） 同 泌尿器科 

 

4. 原発性体腔液リンパ腫類似リンパ腫の１例 

  菅一能１）、玉井義隆２）、中村敬子２）、伊原昂子 3）、田中芳紀 4） 

１） 医療法人聖比留会 セントヒル病院 放射線科 

２） 同 放射線部 

３） 山口大学医学部附属病院 放射線科 

４） 同 第 3 内科 

 

5. 前縦隔腫瘍類似の形態を示した悪性胸膜中皮腫の 1 例 

  細川貴晶、桐山郁子、細川浩平、德永伸子、清水輝彦、酒井伸也、菅原敬文 

  国立病院機構 四国がんセンター 放射線診断科 

 

6. G-CSF 産生腫瘍と考えられる悪性腹膜中皮腫の一例 

  村田亮洋、岡田知久、川口直人、宮川正男、望月輝一 

  愛媛大学医学部附属病院 放射線科 
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7. F-18 FDG PET/CT にて集積亢進が見られなかった肝芽腫の 1 例 

  近藤 みほこ１）、音見暢一１）、久保典子１）、原田雅史１） 

  大塚 秀樹２） 

１）徳島大学病院 放射線診断科 

２）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 画像医学・核医学分野 

 

一般演題 第二部  

 座長 山口大学医学部附属病院  甲谷理温  

 

8. 18F-FDG-PET における飲水量と泌尿器領域の SUV の関係 

  玉井義隆１）、迫平篤１）、木下貴治１）、中村敬子１）、菅一能２） 

１） 医療法人聖比留会 セントヒル病院 放射線部 

２） 同 放射線科 

 

9. 18F-FDG PET の Intra-arterial injection における影響について 

  佐伯悠介１）、阿部俊憲１）、德重祥也１）、佐藤舜１） 

小野由美香２）、犬伏正幸２）、曽根照喜２） 

１） 川崎医科大学附属病院、中央放射線部 

２） 川崎医科大学、放射線核医学  

 

10. 臨床使用を想定した自動分注投与装置の投与誤差調査 

  小畠巧也１）、前田幸人１）、大石晃央１）、森本真壽１）、門田敏秀１） 

岩崎孝信２） 

１） 香川大学医学部附属病院 放射線部 

２） 徳島文理大学 保健福祉学部 

 

11. PSF 補正組込再構成法が酸素標識ガス PET 定量画像に与える影響 

  森本真壽１）、前田幸人１）、小畠巧也１）、大石晃央１）、門田敏秀１） 

岩崎孝信２） 

１） 香川大学医学部附属病院 放射線部 

２） 徳島文理大学 保健福祉学部 

 

 

12. 動物用 SPECT/CT 装置における均一性の検討 

  林明子１）、三村浩朗１）、犬伏正幸２） 

１） 川崎医療福祉大学 診療放射線技術学科 

２） 川崎医科大学 放射線医学（核医学） 
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13. 深層学習により作成した PET-to-CT 画像の減弱補正への適用 

  福井亮平、﨑本翔太、藤井進、二宮宏樹、井田智延、藤原泰裕 

  鳥取大学医学部附属病院 放射線部 

 

14. 機械学習を使った O-gas PET 検査による脳血流、酸素摂取率、酸素代謝量画

像ノイズ低減の試み 

  久冨信之１）、前田幸人 2）、畠山哲宗 3）、山本由佳 4）、西山佳宏 4） 

１） 香川大学医学部 医用物理学 

２） 同 附属病院放射線部 

３） 同 脳神経外科学 

４） 同 放射線医学 

 

一般演題 第三部    

座長 倉敷中央病院  中谷航也 

 

15. 腫瘍の核医学診断を目的としたα5β1 インテグリン標的放射性ペプチドプロ

ーブの開発 

   中村駿介、上田真史 

   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（薬学系） 

 

16. 骨吸収抑制薬による正常骨への影響～18F-NaF-PET での検討～ 

  田中麻央、大林由美子、青木咲貴、三宅 実 

香川大学医学部歯科口腔外科学講座 

 

17. 穿刺困難者への対応基準を見直して 

  久保真由美、落合恵子、井原徳子、西本淑子、茨木潮美、弓削美枝、竹下信一郎 

  医療法人聖比留会 セントヒル病院 セムイ PET 画像診断センター 

 

18. 多職種との連携を図り、安心・安全な検査を目指して 

  西木友希 

  香川大学医学部附属病院 放射線部・内視鏡診療部 

19. PET 製剤投与時における医療スタッフの被ばくと当院における鉛衝立の活用

法 

  大西恭平１）、石村隼人１）、守屋健１）、中塚誠１）、大元謙二１） 

  岡田知久 2）、川口直人 2）、宮川正男 2）、望月輝一 2） 

１）愛媛大学医学部附属病院 診療放射線技術部門 

２）同 放射線科 
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20. PET/CT 検査における被ばく線量情報の自動抽出ソフトの開発 

  杉本昂平１）、井上誠治１）、狩谷雄介１）、池田卓也１）、桂原渉１）、 

松浦潔行１）、有岡匡１）、加地充昌２）、清哲朗２）、多田明博２） 

１） 岡山画像診断センター 画像技術部 

２） 同 画像診断部 

 

21. リング型乳房専用 PET の新規導入 

  菅一能１）、玉井義隆 2）、中村敬子 2） 

前田訓子 3）、佐藤陽子 3）、藤本拓也 3）、永野浩昭 3） 

１） 医療法人聖比留会 セントヒル病院 放射線科 

２） 同 放射線部 

３） 山口大学医学部附属病院 消化器・腫瘍外科 
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教育講演 

  テーマ： 「Under 35研究者と語る核医学検査の将来」 

 

座長 川崎医科大学総合医療センター    新家崇義 

   川崎医療福祉大学      三村浩朗 

 

講演１ 「肺移植後患者における肺換気/血流 SPECT/CT を用いた 

閉塞性細気管支炎症候群の診断的価値に関する研究」 

  中嶋真大１） 

新家崇義 2）、大藤剛宏 3）、大河知世 3）、竹田芳弘 4） 

１） 岡山大学病院 医療技術部 放射線部門 

２） 川崎医科大学総合医療センター 放射線科 

３） 岡山大学 臓器移植医療センター 

４） 岡山大学大学院保健学研究科 

 

講演２ 「香川大学における 18F-fluoromisonidazole PET の 

研究成果と今後の展望」 

三田村克哉、則兼敬志、山本由佳、西山佳宏  

香川大学医学部 放射線医学講座 
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協賛企業 （順不同） 

日本メジフィジックス株式会社 

富士フイルム富山化学株式会社 

 






