
新潟大学医学部放射線医学教室 業績（一般演題）1979 年～1978 年 

 

---- 1979 年 ---- 

(01) 新妻伸二、原敬治、前田春男、他：食道潰瘍の X線診断、第 29 回新潟消化器病同好会、新潟、1979.2 

(02) 伊藤寿介、他：神経放射線領域に於ける embolization の経験、第 8 回神経放射線研究会、東京、1979.2 

(03) 今村均、伊藤寿介、他：前頭蓋窩の硬膜動静脈奇形の 2例、第 8回神経放射線研究会、東京、1979.2 

(04) 栗田勇、伊藤寿介、他：上矢状洞血栓症の CT 経験、第 8 回神経放射線研究会、東京、1979.2 

(05) 斎藤憲、北村達夫、他：最近 5 年間に経験した口腔悪性腫瘍の臨床統計的観察、第 18 回新潟癌治療同好会、新潟、1979.3 

(06) 稲越英機、北村達夫、椎名真、酒井邦夫、他：喉頭癌の治療－新潟県内 6施設の集計－、第 18 回新潟癌治療同好会、新潟、1979.3 

(07) 佐藤俊郎、椎名真、原敬治、酒井邦夫、他：胆道悪性腫瘍及び胆石症における CT 像の検討、第 38 回日本医放会総会、東京、1979.3 

(08) 原敬治、北村達夫：バリウム膀胱二重造影法による膀胱腫瘍の診断、第 38 回日本医放会総会、東京、1979.3 

(09) 稲越英機、北村達夫、酒井邦夫、他：上咽頭癌腫の治療成績、第 38 回日本医放会総会、東京、1979.3 

(10) 石井鐐二、伊藤寿介、他：過度な逆行性造影を示した脳血管障害における頭蓋内循環動態、第 3回北日本脳神経外科連合会、仙台、1979.5 

(11) 佐藤進、伊藤寿介、他：Unusual な硬膜動静脈奇形の 3例、第 3 回北日本脳神経外科連合会、仙台、1979.5 

(12) 島田克己、高橋正康、原敬治、酒井邦夫：末梢部小型肺癌の X 線像について、第 46 回新潟臨床放射線学会、長岡、1979.5 

(13) 前田春男、高橋正康、北村達夫、稲越英機、原敬治、酒井邦夫：小腸および腸間膜悪性腫瘍の X線像について、第 46 回新潟臨床放射線学会、

長岡、1979.5 

(14) 酒井邦夫、稲越英機、北村達夫、椎名真、日向浩：悪性腫瘍の放射線治療後における白血病発生、第 46 回新潟臨床放射線学会、長岡、1979.5 

(15) 黒川茂樹、前田春男、斎藤眞理、黒川久枝、他：悪性リンパ腫の CT 像－特にリンパ造影との対比について－、第 46 回新潟臨床放射線学会、

長岡、1979.5 

(16) 伊藤寿介、他：石灰化像と骨破壊を伴った脳幹部グリオームの 1例、第 7回日本小児神経外科学研究会、横浜、1979.5 

(17) 伊藤寿介、他：Aqueductal stenosis の CT 所見、第 1回新潟 CT 研究会、新潟、1979.6.2 

(18) 西村義孝、原敬治、椎名真、他：腎疾患における CT スキャンと他の検査法との対比、第 1回新潟 CT 研究会、新潟、1979.6.2 

(19) 椎名真、北村達夫、原敬治、酒井邦夫、西村義孝：睾丸腫瘍治療における腹部 CT の意義、第 1 回新潟 CT 研究会、新潟、1979.6.2 

(20) 小田野幾雄、酒井邦夫、原敬治、島田克己、末山博男：99mTc-Pyridoxylidene Isoleucine による原発性肝癌の質的診断の可能性、第 5 回日

本核医学会北日本地方会、仙台、1979.6 

(21) 伊藤寿介、斎藤明、北村達夫、神野高宣：第 3 脳室脈絡組織に発生した髄膜腫、第 60 回日本医放会北日本地方会、仙台、1979.6 

(22) 原敬治、椎名真、前田春男、高橋正康、島田克己、黒川久枝、斎藤眞理、酒井邦夫：腎腫瘍－診断困難例についての分析－、第 60 回日本医

放会北日本地方会、仙台、1979.6 

(23) 斎藤眞理、椎名真、前田春男、他：悪性リンパ腫におけるリンパ造影と CT の対比、第 19 回新潟癌治療同好会、新潟、1979.7 

(24) 水谷英守、稲越英機、北村達夫、酒井邦夫、他：CT による口腔腫瘍の診断、第 19 回新潟癌治療同好会、新潟、1979.7 

(25) 椎名真：早期胃癌の発見に対する胃集検の役割、第 30 回新潟消化器病同好会兼第 58 回新潟消化器内視鏡同好会、新潟、1979.7 

(26) 小田野幾雄：肺門・縦隔リンパ節転移に対する Ga と T1 シンチグラムの評価、第 21 回肺癌研究会、新潟、1979.10 

(27) 前田春男、高橋正康、北村達夫、稲越英機、原敬治、酒井邦夫：小腸および腸間膜腫瘍の小腸 X 線像について、第 61 回日本医放会北日本地

方会、秋田、1979.10 

(28) 北村達夫、椎名真、高橋正康、稲越英機、酒井邦夫：胸腺腫の放射線治療、第 61 回日本医放会北日本地方会、秋田、1979.10 

(29) 佐藤宏、伊藤寿介、他：機能性下垂体腫瘍の CT による検討、第 2回新潟 CT 研究会、長岡、1979.11.23 

(30) 椎名真、日向浩、北村達夫、神野高宣、酒井邦夫、他：トロトラスト症の CT 所見、第 2 回新潟 CT 研究会、長岡、1979.11.23 

(31) 斎藤明、高橋正康、小田野幾雄、島田克己、酒井邦夫、他：plain scan で高吸収域を呈した肝腫瘍症例、第 2回新潟 CT 研究会、長岡、1979.11.23 

(32) 原敬治、黒川久枝、前田春男、森川政嗣、酒井邦夫、他：嚢胞腎における腎、肝の嚢胞分布 －CT 所見について－、第 2回新潟 CT 研究会、長

岡、1979.11.23 

(33) 小林啓志、伊藤寿介、他：Moyamoya 病に対する encephalomyosynangiosis (EMS)、第 5回新潟脳神経懇話会、新潟、1979.12 



(34) 前田春男、神野高宣、斎藤眞理、原敬治、酒井邦夫：球後潰瘍について、第 47 回新潟臨床放射線学会、新潟、1979.12 

(35) 椎名真、北村達夫、原敬治、他：大動脈に変化を欠く動脈炎の 2例、第 47 回新潟臨床放射線学会、新潟、1979.12 

(36) 高橋国夫、酒井邦夫、小田野幾雄、他：新しい高分解能ガンマーカメラの使用経験、第 47 回新潟臨床放射線学会、新潟、1979.12 

(37) 小田野幾雄、酒井邦夫、他：RI アンギオグラフィーよりみた肝腫瘍性病変の検討、第 47 回新潟臨床放射線学会、新潟、1979.12 

(38) 森川政嗣、原敬治、黒川久枝、高橋正康、島田克己、斎藤明、酒井邦夫：原発性肺高血圧症の胸部 X 線像、第 47 回新潟臨床放射線学会、新

潟、1979.12 

 

  



---- 1978 年 ---- 

(01) 栗田勇、伊藤寿介、他：巨大脳動脈瘤の CT 像、第 1 回脳神経 CT 研究会、東京、1978.1 

(02) 伊藤寿介、他：内頸動脈起源の前下小脳動脈、第 7 回神経放射線研究会、東京、1978.1 

(03) 武田憲夫、伊藤寿介、他：CT における“Ring sign”の鑑別診断、第 7回神経放射線研究会、東京、1978.1 

(04) 稲越英機、北村達夫、椎名真、他：上咽頭癌の治療成績、第 16 回新潟癌治療同好会、新潟、1978.2 

(05) 北村達夫、稲越英機、他：悪性リンパ腫の放射線治療、第 16 回新潟癌治療同好会、新潟、1978.2 

(06) 佐藤宏、伊藤寿介、他：Precocious puberty を呈した側脳室腫瘍の 1 例、第 2 回北海道・東北・新潟・北陸脳神経外科連合会、新潟、1978.5 

(07) 石川尚之、伊藤寿介、他：特発性脳内血腫、第 2回北海道・東北・新潟・北陸脳神経外科連合会、新潟、1978.5 

(08) 小田野幾雄、酒井邦夫、他：肺癌術後予防照射の有意性の検討－線形判別関数と決定理論による解析－、第 37 回日本医放会総会、徳島、1978.5 

(09) 伊藤寿介：基底核・側脳室内腫瘍、第 37 回日本医放会教育委員会編集 教材フイルム展示発表、徳島、1978.5 

(10) 伊藤寿介：天幕下 extra-axial tumor、第 37 回日本医放会教育委員会編集 教材フイルム展示発表、徳島、1978.5 

(11) 黒川茂樹、黒川久枝、他：十二指腸憩室、第 37 回日本医放会教育委員会編集 教材フイルム展示発表、徳島、1978.5 

(12) 原敬治、他：十二指腸をめぐる周辺疾患、第 37 回日本医放会教育委員会編集 教材フイルム展示発表、徳島、1978.5 

(13) 佐藤俊郎、酒井邦夫：小腸の潰瘍形成性疾患(腫瘍を除く)、第 37 回日本医放会教育委員会編集 教材フイルム展示発表、徳島、1978.5 

(14) 原敬治、北村達夫：尿路結石、第 37 回日本医放会教育委員会編集 教材フイルム展示発表、徳島、1978.5 

(15) 北村達夫、前田春男、稲越英機、酒井邦夫、他：Neuroblastoma の治療－放射線治療の立場から－、第 17 回新潟癌治療同好会、新潟、1978.7.1 

(16) 稲越英機、北村達夫、椎名真、酒井邦夫：放射線治療を主体とした食道癌の治療成績、第 17 回新潟癌治療同好会、新潟、1978.7.1 

(17) 高橋正康、北村達夫、椎名真、稲越英機、酒井邦夫：小細胞未分化型肺癌の放射線治療成績、第 58 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙

台、1978.7.7 

(18) 原敬治、黒川久枝、前田春男：先天性尿路奇形とくに Renal Ectopia について、第 58 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1978.7.7 

(19) 伊藤寿介、末山博男：CT 上 CSF と同じ吸収係数を示した第 3 脳室嚢胞の 1例、第 58 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1978.7.7 

(20) 黒川茂樹、高橋正康、黒川久枝、他：大腸憩室病のレ線的検討、第 58 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1978.7.7 

(21) 伊藤寿介、末山博男：神経放射線領域における Embolization の経験、第 44 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.7.22 

(22) 黒川茂樹、高橋正康、他：十二指腸憩室病の X 線学的検討、第 44 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.7.22 

(23) 黒川茂樹、高橋正康、他：胃および胆嚢の壁内腫瘍を思わせたリンパ節結核、第 44 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.7.22 

(24) 前田春男、斎藤明、原敬治、酒井邦夫：Peutz-Jeghers 症候群の 3例、第 44 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.7.22 

(25) 横山道夫、高橋正康、他：気腫性胆のう炎の 1 例、第 44 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.7.22 

(26) 北村達夫、前田春男、稲越英機、酒井邦夫、他：Neuroblastoma の治療－放射線治療の立場から－、第 44 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.7.22 

(27) 原敬治：尿管の開口異常について、第 7回小児放射線研究会、東京、1978.10 

(28) 島田克己、原敬治、末山博男、高橋正康、酒井邦夫：肺動静脈瘻の 4例、第 59 回日本医放会北日本地方会、山形、1978.11 

(29) 前田春男、斎藤明、末山博男、島田克己、原敬治、酒井邦夫：Peutz-Jeghers 症候群の 3 例、第 59 回日本医放会北日本地方会、山形、1978.11 

(30) 椎名真、斎藤眞理、北村達夫、黒川久枝、稲越英機、酒井邦夫、他：トロトラスト症にみられた多発性肝悪性腫瘍(肝血管内皮腫、肝細胞癌

及び肝胆管癌)の 1 例、第 59 回日本医放会北日本地方会、山形、1978.11 

(31) 日向浩、原敬治、酒井邦夫：胃造影検査における画質と診断能、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(32) 新妻伸二、原敬治、前田春男、他：食道潰瘍の診断、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(33) 前田春男、原敬治、高橋正康、島田克己、酒井邦夫：盲腸~上行結腸の腫瘤様病変の検討、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(34) 斎藤眞理、前田春男、黒川久枝、他：当科におけるリンパ管造影の検討、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(35) 椎名真、北村達夫、稲越英機、酒井邦夫：当科における Seminoma の放射線治療、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(36) 小田野幾雄、酒井邦夫、末山博男、他：99mTc-RI 肝胆道シンチグラフィーによる肝腫瘍診断、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(37) 末山博男、小田野幾雄、酒井邦夫、他：ルーチンに行う肝 RI-Angiography の効用、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(38) 関谷昌四、酒井邦夫、小田野幾雄、末山博男、他：甲状腺の多核種(131I、99mTc、201T1)同時投与によるシンチグラフィーの可能性、第 45

回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 



(39) 谷沢隆邦、小田野幾雄、他：99mTc-DMSA による腎機能評価の試み、第 45 回新潟臨床放射線学会、新潟、1978.12 

(40) 伊藤寿介：神経放射線領域における Embolization の経験、第 4 回新潟脳神経外科懇話会、新潟、1978.12 

 


