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1【総説等】 野崎美和子
乳がん診療最前線：放射線治
療の役割

治療 93 5 1255 1260 2011

番号 見出し 著者名 論文名 資料名
代表研究

者
開始頁 終了頁 出版年 備考

1【研究報告等】 野崎美和子

乳房温存療法の術後照射にお
ける短期全乳房照射法の安全
性に関する多施設共同試験に
関する研究

厚生労働科学研究費補助金
放射線治療期間の短縮によ
る治療法の有効性と安全性
に関する研究

加賀美芳
和

17 19 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】
小林俊策、西林文子、片田芳
明、川島実穂、古田雅也、野
崎美和子

MRIでみた羊膜索の一例 埼玉画像カンファレンス
さいたま

市
2011 1 26

2 【学会・研修会発表】 野崎美和子
乳がんの放射線治療と新しい
考え方

第57回日本放射線技術学会
関東部会研究発表大会

さいたま
市

2011 2 5 教育講演

3 【学会・研修会発表】
渡邊慎吾、郷久将樹、荒井裕
也、諏訪和明、山之内美之、村
田光俊、川羽田秀幸、伊澤康幸

Dual Energy CT imageにおけ
る頭部撮影についての検討

日本放射線技術学会　第57
回関東部会研究発表大会

さいたま
市

2011 2 6

4 【学会・研修会発表】
西林文子、小林俊策、片田芳
明、川島実穂、古田雅也、野
崎美和子

嚢胞変性を示した褐色細胞腫
の一例

埼玉画像カンファレンス
さいたま

市
2011 2 23

5 【学会・研修会発表】
片田芳明、六角丘、田中百合
子、野崎美和子

15歳男性に発症したFMDに伴う
腎血管性高血圧に対しPTRA-
stentingを施行した一例

第31回那須IVR研究会 大田原市 2011 4 16



6 【学会・研修会発表】
片田芳明、六角丘、鈴木一
義、野崎美和子

重症急性膵炎に発症した
Celiac-axis部巨大仮性動脈瘤
に対しcoil塞栓術を施行した
一例

第31回那須IVR研究会 大田原市 2011 4 16

7 【学会・研修会発表】
大喜多陽平、龍興一、齊藤政
仁、片田芳明、六角丘、深井
隆太、入江嘉仁、今関隆雄

ASOに対するハイブリット治療
の成績

第39回日本血管外科学会学
術総会

宜野湾市 2011 4 21

8 【学会・研修会発表】 片田芳明、六角丘
腹部内臓動脈瘤に対する塞栓
術およびステントグラフト留
置術の検討

第40回IVR学会総会 青森市 2011 5 20

9 【学会・研修会発表】
竹口隆也、岸野充浩、片田芳
明、菅野範英、藤田聡子、岩
井武尚、澁谷均

腕頭動脈にhome made covered
stentを留置した二症例

第29回日本Metallic Stents
& Grafts研究会

青森市 2011 5 21

10 【学会・研修会発表】
小林俊策、西林文子、柿原孝
典、片田芳明、川島実穂、古
田雅也、野崎美和子

産後に発症した後縦隔線維症
の一例

埼玉画像カンファレンス
さいたま

市
2011 5 25

11 【学会・研修会発表】 諏訪和明
医用画像のモニター表示につい
て

CANON社内研修会 品川区 2011 6 10

12 【学会・研修会発表】

六角丘、入江嘉仁、片田芳
明、大喜多陽平、龍興一、齊
藤政仁、深井隆太、今関隆
雄、野崎美和子

Dyna CTを使用したEVAR術中の
エンドリーク評価

第17回日本血管内治療学会
総会

名護市 2011 6 10

13 【学会・研修会発表】

六角丘、入江嘉仁、片田芳
明、大喜多陽平、龍興一、齊
藤政仁、深井隆太、今関隆
雄、野崎美和子

当施設における腹部ステント
グラフト内挿術導入の体制作
りと現状・初期成績

第17回日本血管内治療学会
総会

名護市 2011 6 10



14 【学会・研修会発表】

黒柳亨義、小松孝昭、谷口
勲、藤掛彰則、新健太郎、由
布哲夫、小松禎子、尾崎文
武、中村日出彦、小林さゆ
き、酒井良彦、高柳寛、片田
芳明

コイル塞栓により加療し得た
巨大冠動静脈瘻の一例

第17回日本血管内治療学会
総会

名護市 2011 6 10

15 【学会・研修会発表】
近藤俊一、片田芳明、山部剛
史、近藤太一、廣田潤

EVAR(Zenith)後の上腸間膜動
脈第一空腸枝から辺縁動脈-下
腸間膜動脈を介し増大傾向と
なったtypeⅡエンドリークに
対し、コイル塞栓＋NBCA注入
を行った一例

第15回大動脈ステントグラ
フト研究会

名護市 2011 6 11

16 【学会・研修会発表】

入江太一、濱田佳伸、市村建
人、林雅綾、飯塚真、永田の
ぞみ、周史霞、榎本英夫、坂
本秀一、片田芳明、林雅敏

多量の子宮出血に対し子宮動
脈塞栓術を施行した全胞状奇
胎の一症例

第121回関東連合産科婦人科
学会総会・学術集会

千代田区 2011 6 12

17 【学会・研修会発表】
西林文子、小林俊策、柿原孝
典、片田芳明、川島実穂、古
田雅也、野崎美和子

上縦隔に認められたSFTの一例 埼玉画像カンファレンス
さいたま

市
2011 6 22

18 【学会・研修会発表】 高橋利聡
一般撮影における至的撮影条件
の考え方

平成23年度　第1回関東部会
DR研究会

千葉市 2011 7 9

19 【学会・研修会発表】

坂本秀一、飯塚真、市村建
人、林雅綾、濱田佳伸、榎本
英夫、林雅敏、古田雅也、野
崎美和子、柳本邦夫、上田善
彦

子宮頸部と腹腔内に腫瘤を形
成し、放射線治療が著効した
低分化型腺癌と考えられた症
例

第50回日本婦人科腫瘍学会
学術講演会

札幌市 2011 7 22

20 【学会・研修会発表】

中村直樹、鹿間直人、内田伸
恵、小口正彦、多湖正夫、永
倉久泰、野崎美和子、原田正
幸、和田仁

有痛性骨転移に対する緩和的
放射線治療における線量分割
選択〜日本の現状に対するア
ンケート調査〜

第16回日本緩和医療学会学
術大会

札幌市 2011 7 30

21 【学会・研修会発表】

小島誠人、石綱一央、中根え
りな、奈良橋健、瀧澤淳、二
宮淳、大矢雅俊、川島実穂、
野崎美和子

進行・再発乳癌におけるTS-1
使用症例の検討－QOL向上の観
点から－

第19回日本乳癌学会学術総
会

仙台市 2011 9 2



22 【学会・研修会発表】

川島実穂、野崎美和子，小林
俊策、大矢雅俊、小島誠人、
石綱一央、中根えりな、二宮
淳、瀧澤淳、奈良橋健

乳癌脊髄内転移に対する放射
線治療経験

第19回日本乳癌学会学術総
会

仙台市 2011 9 2

23 【学会・研修会発表】
淡河恵津世、関口建次、関根
広、野崎美和子、兼安裕子、
鈴木弦

乳房温存療法における放射線
治療後の皮膚ケアに関する研
究（JASTRO課題研究）

第19回日本乳癌学会学術総
会

仙台市 2011 9 2

24 【学会・研修会発表】

石綱一央、小島誠人、中根え
りな、奈良橋健、瀧澤淳、二
宮淳、大矢雅俊、川島実穂、
野崎美和子

多発性肺転移に対し
Trastuzumab+PaclitaxelでCR
が得られ休薬から７年以上経
過している一例

第19回日本乳癌学会学術総
会

仙台市 2011 9 2

25 【学会・研修会発表】

中根えりな、小島誠人、石綱
一央、奈良橋健、瀧澤淳、二
宮淳、大矢雅俊、川島実穂、
野崎美和子

乳癌脳転移に対して
Tykerb+Xelodaが奏功した一例

第19回日本乳癌学会学術総
会

仙台市 2011 9 4

26 【学会・研修会発表】 野崎美和子
乳房温存療法の術後照射にお
ける短期全乳房照射について

栃木県がん地域連携拠点病
院-放射線療法の推進に関す
る研修会

宇都宮市 2011 9 10 特別講演

27 【学会・研修会発表】 片田芳明、近藤俊一
IVRにおけるIDCおよび
Interlockの役割　～EVAR後
type I major endoleak～

第6回IVR Research Meeting 港区 2011 9 24

28 【学会・研修会発表】

片田芳明、宿谷俊郎、大橋一
範、長谷部寛秋、荒井裕也、
山之内美之、川島実穂、野崎
美和子、名取健、玉野正也

ASL法を用いた非造影MR
portal perfusionに関する検
討

第39回日本磁気共鳴医学会
大会

北九州市 2011 9 29

29 【学会・研修会発表】

大橋一範、川島実穂、片田芳
明、長谷部寛秋、荒井裕也、山
之内美之、宿谷俊郎、川羽田秀
幸、伊澤康幸

非造影ＭＲパーフュージョン
ASL法における乳腺撮影の臨床
応用

第39回日本磁気共鳴医学会
大会

北九州市 2011 9 30



30 【学会・研修会発表】

Nakamura N, Shikama N, Wada
H, Harada H, Nozaki M,
Nagakura H, Tago M, Oguchi
M, Uchida N

Patterns of practice in
palliative radiotherapy for
painful bone metastases: A
survey in Japan

American Society for
Radiation Oncology 53rd
annual meeting

Miami
Beach

2011 10 2～6

31 【学会・研修会発表】

六角丘、入江嘉仁、片田芳
明、大喜多陽平、龍興一、齊
藤政仁、深井隆太、野崎美和
子、今関隆雄

腹部大動脈瘤に対してエクス
クルーダーレッグを留置した
ステントグラフト内挿術の一
例

第52回日本脈管学会総会 岐阜市 2011 10 21

32 【学会・研修会発表】

片田芳明、近藤俊一、山部剛
史、近藤太一、廣田潤、野崎
美和子、六角丘、入江嘉仁、
今関隆雄

EVAR後のtype2エンドリークに
対しcoil及びNBCA-Lipiodolを
用いた塞栓術を行った三例

第47回日本医学放射線学会
秋季臨床大会

下関市 2011 10 21～23

33 【学会・研修会発表】
小林俊策、西林文子、柿原孝
典、片田芳明、川島実穂、古
田雅也、野崎美和子

甲状腺腫瘍との鑑別困難で
あった食道原発のデスモイド
の一例

埼玉画像カンファレンス
さいたま

市
2011 10 26

34 【学会・研修会発表】
宿谷俊郎、片田芳明、荒井裕
也、長谷部寛秋、大橋一範、碇
直樹、川羽田秀幸、伊澤康幸

Dual Energy CT imageによる
胆石内コレステロール成分抽
出の試み

第39回日本放射線技術学会
秋季学術大会

神戸市 2011 10 27

35 【学会・研修会発表】
郷久将樹、村田光俊、渡邊慎
吾、山之内美之、川羽田秀幸、
伊澤康幸、野崎美和子

Arterial Spin Labeling法を
用いたPortal Veinの血流評価
について

第39回日本放射線技術学会
秋季学術大会

神戸市 2011 10 28

36 【学会・研修会発表】 片田芳明
EVAR(Zenith)後type IA major
endoleakに対する治療戦略

第32回那須IVR研究会 大田原市 2011 10 29

37 【学会・研修会発表】 片田芳明
多発肺AVFに対するInterlock
を用いた塞栓術

第32回那須IVR研究会 大田原市 2011 10 29



38 【学会・研修会発表】
渡邊慎吾、郷久将樹、諏訪和
明、川羽田秀幸、伊澤康幸、片
田芳明

動注CT perfusionにおける被
曝低減の検討

第39回日本放射線技術学会
秋季学術大会

神戸市 2011 10 30

39 【学会・研修会発表】

渡邊浩祥、赤坂圭一、西林文
子、水口真理、時田心悟、佐
藤英幸、笛木直人、深井隆
太、野崎美和子、相良博典

急速増大する腫瘤に対し術後
病理にてmalignant solitary
fibrous tumorと診断した一例

第52回日本肺癌学会 大阪市 2011 11 3

40 【学会・研修会発表】 宿谷俊郎 MRI基礎講習会 埼玉放射線技師会
さいたま

市
2011 11 5

41 【学会・研修会発表】 諏訪和明 物理評価　MTFの実習 第5回　実践セミナー in 蓼科 茅野市 2011 11 12

42 【学会・研修会発表】 諏訪和明 画像表示について 第5回　実践セミナー in 蓼科 茅野市 2011 11 13

43 【学会・研修会発表】
川島実穂、野崎美和子、古田
雅也、小林俊策、駒崎和博

乳房温存療法術後乳房皮膚の
晩期色調変化の検討

第24回日本放射線腫瘍学会 神戸市 2011 11 17

44 【学会・研修会発表】
淡河恵津世、関口建次、関根
広、野崎美和子、兼安裕子、
鈴木弦

乳房温存療法における放射線
治療後の皮膚ケアに関する研
究

第24回日本放射線腫瘍学会 神戸市 2011 11 18 JASTRO研
究課題

45 【学会・研修会発表】 野崎美和子 小児腫瘍の放射線治療 第24回日本放射線腫瘍学会 神戸市 2011 11 18 教育講演



46 【学会・研修会発表】 野崎美和子
女性放射線腫瘍医としての経
験から後輩へ伝えたいこと

第24回日本放射線腫瘍学会 神戸市 2011 11 19 シンポジ
ウム

47 【学会・研修会発表】 宿谷俊郎 MRI基礎講習会 埼玉放射線技師会
さいたま

市
2011 11 26

48 【学会・研修会発表】

中根えりな、石綱一央、小島
誠人、奈良橋健、瀧澤淳、二
宮淳、大矢雅俊、川島実穂、
野崎美和子

急速に増大した悪性葉状腫瘍
の一例

第8回日本乳癌学会関東地方
会

さいたま
市

2011 12 3

49 【学会・研修会発表】 諏訪和明
各施設における画像処理の活用
法　当院のFCRの使用経験の紹
介

平成23年度　第2回　関東DR
研究会

前橋市 2011 12 10


	Sheet1

