
新潟大学医学部放射線医学教室 業績（一般演題）1989 年～1980 年 

 

---- 1989 年 ---- 

(01) 斎藤眞理、三浦恵子、稲越英機、酒井邦夫：当科における髄芽腫の治療成績、第 1 回日本放射線腫瘍学会、東京、1989.1.14 

(02) 稲越英機、斎藤眞理、酒井邦夫：上咽頭癌の遠隔転移に対する予防的多剤化学療法、第 1回日本放射線腫瘍学会、東京、1989.1.14 

(03) 日向浩、井上富夫、山崎芳裕、関谷昌四、三浦恵子、斎藤眞理、稲越英機、酒井邦夫：子宮頚癌 RALS 治療における TLD による実測線量につ

いて、第 38 回新潟癌治療研究会、新潟、1989.2.4 

(04) 高橋直也、稲越英機、関谷昌四、山崎芳裕、井上富夫、斎藤眞理、酒井邦夫：BSD-1000 によるハイパーサーミアの初期経験、第 38 回新潟癌

治療研究会、新潟、1989.2.4 

(05) 伊藤猛、西原眞美子、酒井邦夫、藤田勝三、大久保真樹：表在性悪性腫瘍における 31P-MR スペクトルの治療に伴う変化、第 13 回日本磁気共

鳴医学会大会、福岡、1989.2.20 

(06) 木村元政、孟繁&#29738;、伊藤猛、酒井邦夫、他：MRI 用動態ファントムの開発と使用経験、第 13 回日本磁気共鳴医学会大会、福岡、1989.2.20 

(07) 木村元政、樋口正一、佐藤玲子、武田敬子、酒井邦夫：サブトラクシヨン法を用いた 3 次元 MR アンギオグラフィによる下肢動脈の描出、第

13 回日本磁気共鳴医学会大会、福岡、1989.2.20 

(08) 山本朋彦、木村元政、他：左前下行枝近位部高度狭窄病変の非観血的検出法、第 53 回日本循環器学会学術集会、名古屋、1989.3.29 

(09) 武田敬子、西原眞美子、椎名真、林浩子、酒井邦夫、他：放射線診断部門における疾患診断登録・索引システムの確立、第 48 回日本医学放

射線学会総会、神戸、1989.4.5 

(10) 稲越英機、斎藤眞理、酒井邦夫、他：脳原発悪性リンパ腫に対する放射線治療の効果と脳障害、第 48 回日本医学放射線学会総会、神戸、1989.4.5 

(11) 小田純一、秋田眞一、佐藤玲子、加村毅、安住利恵子、酒井邦夫：胸部単純 X 線撮影における FCR の画像評価、第 48 回日本医学放射線学会

総会、神戸、1989.4.5 

(12) 木村元政、樋口正一、伊藤猛、佐藤玲子、酒井邦夫：3 次元 MR アンギオグラフィによる下肢動脈の描出、第 48 回日本医学放射線学会総会、

神戸、1989.4.5 

(13) 三浦恵子、安住利恵子、斎藤眞理、稲越英機、酒井邦夫：放射線治療による食道癌長期生存例の検討、第 48 回日本医学放射線学会総会、神

戸、1989.4.5 

(14) 秋田眞一、佐藤洋子、高橋直也、小田純一、椎名真、酒井邦夫：CR 画像に対する臨床各科医師の評価(アンケートによる調査結果報告)、第

48 回日本医学放射線学会総会、神戸、1989.4.5 

(15) 木村元政、加村毅、西原眞美子、酒井邦夫、他：肥大型心筋症における心電図同期心プールシンチグラフィを用いた拡張早期指標算出の問題

点(臨床例における検討)、第 11 回新潟核医学懇話会、新潟、1989.5.l3 

(16) 荒井誠、木村元政、加村毅、西原眞美子、酒井邦夫、他：肥大型心筋症における心電図同期心プールシンチグラフィを用いた拡張早期指標算

出の問題点(心臓動態ファントムにおける検討)、第 11 回新潟核医学懇話会、新潟、1989.5.l3 

(17) 西原眞美子、加村毅、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫：痴呆における 123I-IMP SPECT の検討、第 11 回新潟核医学懇話会、新潟、1989.5.13 

(18) 加村毅、佐藤玲子、西原眞美子、木村元政、酒井邦夫：原発性副甲状腺機能亢進症の核医学的診断法の限界、第 11 回新潟核医学懇話会、新

潟、1989.5.13 

(19) 三浦恵子、林浩子、稲越英機、斎藤眞理、酒井邦夫、関屋昌四、山崎芳裕、井上富夫：BSD-1000 APAS による骨盤部深部加温の経験、第 4 回

新潟ハイパーサーミア研究会、新潟、1989.5.19 

(20) 塚田博、小田純一、秋田眞一、古泉直也、酒井邦夫：放射線治療により完全寛解を得た CEA 高値の肺癌の 2 例、第 13 回新潟肺癌研究会総会、

新潟、1989.6.17 

(21) 関裕史、加村毅、木村元政、椎名真、酒井邦夫：腸間膜由来 castleman lymphoma の 1 例、第 21 回新潟画像医学研究会、長岡、1989.7.1 

(22) 大越幸和、木村元政、酒井邦夫、他：Magnetom H15(シーメンス)の導入時性能較正データー、第 21 回新潟画像医学研究会、長岡、1989.7.1 

(23) 木村元政、孟繁&#29738;、伊藤猛、酒井邦夫、他：MR angiography による血管描出－現状報告、第 21 回新潟画像医学研究会、長岡、1989.7.1 

(24) 佐藤玲子、伊藤猛、木村元政、酒井邦夫：MRI における耳下腺内顔面神経の描出、第 21 回新潟画像医学研究会、長岡、1989.7.1 

(25) 塩谷淳、横山恵美子、登木口進、伊藤寿介：Trigeminal Neurinoma の MRI、第 21 回新潟画像医学研究会、長岡、1989.7.1 



(26) 横山恵美子、登木口進、伊藤寿介、他：下垂体腺腫の MRI、第 21 回新潟画像医学研究会、長岡、1989.7.1 

(27) 古泉直也、佐藤洋子、清水克英、小林晋一、新妻伸二、他：食道癌におけるリンパ節転移の CT 像の検討、第 21 回新潟画像医学研究会、長岡、

1989.7.1 

(28) 横山恵美子、登木口進、伊藤寿介、他：頭蓋骨黄色腫の 1例、第 80 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1989.7.7 

(29) 登木口進、横山恵美子、伊藤寿介：CT で認められる横静脈洞、直静脈洞、下矢状静脈洞の脂肪について、第 80 回日本医学放射線学会北日本

地方会、仙台、1989.7.7 

(30) 横山恵美子、伊藤寿介、他：下垂体腺腫の MRI、第 80 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1989.7.7 

(31) 伊藤寿介、横山恵美子、他：medullary venous malformation の MRI、第 80 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1989.7.7 

(32) 稲越英機、三浦恵子、杉田公、酒井邦夫、斎藤眞理：脳原発悪性リンパ腫の放射線治療後の再燃様式、第 80 回日本医学放射線学会北日本地

方会、仙台、1989.7.7 

(33) 加村毅、木村元政、武田敬子、酒井邦夫、他：血尿の原因がいわゆる“nutcracker phenomenon”と考えられる 2 例、第 80 回日本医学放射線

学会北日本地方会、仙台、1989.7.7 

(34) 木村元政、加村毅、酒井邦夫、他：PTRA が奏功した小児腎血管性高血圧症の 1 例、第 80 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1989.7.7 

(35) 関裕史、西原眞美子、椎名真、酒井邦夫：後腹膜に発生した嚢胞腺癌の 1例、第 80 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1989.7.7 

(36) 武田敬子、西原眞美子、木村元政、酒井邦夫：婦人科領域(子宮・卵巣疾患)の MRI、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(37) 笠原敏文、木村元政、酒井邦夫、他：高速撮像法における脳脊髄領域の画像コントラストについて、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(38) 笹川康夫、木村元政、酒井邦夫、他：心病変を合併したヘモクロマトーシスの 1例、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(39) 塩谷淳、桑原悟郎、横山恵美子、伊藤寿介：転移性脳腫瘍における Gd-DTPA の有用性、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(40) 横山恵美子、登木口進、伊藤寿介、他：頭蓋骨黄色腫の 1例、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(41) 登木口進、岡本浩一郎、伊藤寿介：広汎な脳内石灰化を呈した興味ある症例について、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(42) 井上富夫、関谷昌四、山崎芳裕、日向浩、稲越英機、酒井邦夫：バルーン・アプリケータを用いる食道癌 RALS 腔内照射のための治療時間計

算プログラム、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(43) 三浦恵子、杉田公、松本康男、稲越英機、酒井邦夫、北村達夫、斎藤眞理：RALS による食道癌の腔内照射、第 66 回新潟臨床放射線学会、新

潟、1989.7.15 

(44) 木村元政、加村毅、関裕史、酒井邦夫：PTRA が奏功した小児腎血管性高血圧症の 1 例、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(45) 加村毅、木村元政、関裕史、酒井邦夫：脾機能亢進症に対する脾動脈塞栓術の 1例、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(46) 高橋直也、樋口正一、梅津尚男、他：CT ガイド下経皮肺生検の経験、第 66 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.7.15 

(47) 木村元政、孟繁&#29738;、伊藤猛、佐藤玲子、武田敬子、西原眞美子、酒井邦夫、他：3次元 MR アンギオグラフィによる下肢動脈の描出、第

14 回日本磁気共鳴医学会大会、東京、1989.9.l7 

(48) 大久保真樹、西村義孝、木村元政、伊藤猛、酒井邦夫、他：プリサチュレーション法によるフローイメージング、第 14 回日本磁気共鳴医学

会大会、東京、1989.9.l7 

(49) 伊藤猛、木村元政、酒井邦夫、他：ISIS 法による脳の局所 31P-MRS 測定、第 14 回日本磁気共鳴医学会大会、東京、1989.9.l7 

(50) 小田純一、塚田博、古泉直也、酒井邦夫：喉頭・気管・気管支アミロイドーシスの 1例、第 3 回胸部放射線研究会、名古屋、1989.9.29 

(51) 大塚彰明、木村元政、他：急性心筋梗塞の再疎通療法における 99mTc, 201T1 2 核種同時収集 SPECT の有用性、第 133 回日本循環器学会関東

甲信越地方会、新潟、1989.9.30 

(52) 日向浩、斎藤眞理、稲越英機、酒井邦夫、他：子宮頚癌ラルス治療における直腸線量および膀胱線量について、第 58 回日本医学放射線学会

物理部会、伊香保、1989.10.6 

(53) 西原眞美子、加村毅、笹川康夫、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫：123I-IMP SPECT の正常例の検討－加齢による変化－、第 26 回日本核医

学会北日本地方会、新潟、1989.10.6 

(54) 三浦恵子、杉田公、椎名真、酒井邦夫：腹膜中皮腫の 2例、第 81 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1989.10.6 

(55) 岡本浩一郎、登木口進、伊藤寿介、桑原悟郎、湯川貴男、林浩子：正常若年成人の脳梁の MRI 像、第 81 回日本医学放射線学会北日本地方会、

新潟、1989.10.6 



(56) 湯川貴男、林浩子、岡本浩一郎、登木口進、伊藤寿介：Bilateral striatal necrosis の MRI 所見、第 81 回日本医学放射線学会北日本地方会、

新潟、1989.10.6 

(57) 林浩子、湯川貴男、岡本浩一郎、登木口進、伊藤寿介、他：頭蓋底を破壊し頭蓋外に進展した巨大下垂体腺腫の 1 例、第 81 回日本医学放射

線学会北日本地方会、新潟、1989.10.6 

(58) 稲越英機、三浦努、横山恵美子、杉田公、酒井邦夫、他：RALS 腔内照射による食道癌治療、第 81 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、

1989.10.6 

(59) 塚田博、古泉直也、小田純一、酒井邦夫：肺クリプトコッカス症の 1例、第 81 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1989.10.6 

(60) 武田敬子、西原眞美子、木村元政、酒井邦夫：子宮頸癌の MRI と手術所見との対比、第 81 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1989.10.6 

(61) 伊藤猛、木村元政、酒井邦夫、大久保真樹、藤田勝三：表在性悪性腫瘍における 31P-MR スベクトロスコピー、第 81 回日本医学放射線学会北

日本地方会、新潟、1989.10.6 

(62) 稲越英機、斎藤眞理、酒井邦夫、杉田公、他：全頭蓋照射における脳障害の臨床評価、第 27 回日本癌治療学会総会、名古屋、1989.10.26 

(63) 古泉直也、酒井邦夫、秋田眞一、塚田博、小田純一：多分割照射法による非小細胞肺癌の放射線治療、第 30 回日本肺癌学会総会、岡山、1989.11.10 

(64) 塚田博、小田純一、秋田眞一、古泉直也、酒井邦夫：Chemo-radiotherapy により完全寛解を得た CEA 高値の肺癌症例の検討、第 30 回日本肺

癌学会総会、岡山、1989.11.10 

(65) 樋口健史、林浩子、山岸広明：腹部 CT におけるバリウム造影剤の使用経験、第 22 回新潟画像医学研究会、新潟、1989.11.11 

(66) 清野泰之、川崎俊彦、佐藤玲子、秋田眞一、林浩子、山岸広明：両側副腎に原発した悪性リンパ腫の 2 例、第 22 回新潟画像医学研究会、新

潟、1989.11.11 

(67) 湯川貴男、三浦恵子、岡本浩一郎、登木口進、伊藤寿介：頭部 MRI 上興味ある所見と経過を呈したサルコイドーシスの 1 例、第 22 回新潟画

像医学研究会、新潟、1989.11.11 

(68) 古寺利彰、木村元政、他：大動脈側副血行に対する MRI 診断、第 146 回日本小児科学会新潟地方会、新潟、1989.12.16 

(69) 川崎俊彦、秋田眞一、佐藤玲子、他：陰のう水腫を伴った停留睾丸由来のセミノーマの 1例、第 67 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.12.16 

(70) 三浦恵子、湯川貴男、岡本浩一郎、伊藤寿介：Wallenberg 症候群の MRI 所見、第 67 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.12.16 

(71) 佐藤洋子、木村元政、酒井邦夫、佐藤玲子：頸部リンパ節腫大の MR 診断、第 67 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.12.16 

(72) 湯川貴男、三浦恵子、岡本浩一郎、伊藤寿介：画像上興味ある所見と経過を呈したサルコイドーシスの 1 例、第 67 回新潟臨床放射線学会、

新潟、1989.12.16 

(73) 松本康男、武田敬子、西原眞美子、木村元政、酒井邦夫：腹膜偽粘液腫の 2 例、第 67 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.12.16 

(74) 桑原悟郎、清野泰之、加村毅、椎名真、酒井邦夫：多嚢胞性腎異形成の 3例、第 67 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.12.16 

(75) 古泉直也、塚田博、小田純一、酒井邦夫、他：Thin slice CT 上での孤立性陰影に関連した淡い領域の検討、第 67 回新潟臨床放射線学会、新

潟、1989.12.16 

(76) 長沢弘、野口栄吉、他：断層撮影の現状、第 67 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.12.16 

(77) 安住利恵子、石川忍、原敬治：左横隔膜内に存在した肺葉外肺分画症、第 67 回新潟臨床放射線学会、新潟、1989.12.16 

 

  



---- 1988 年 ---- 

(01) 小田野幾雄、土屋俊明、清野泰之、酒井邦夫：言語障害のある患者の I-123 IMP による脳血流シンチ、第 7回日本画像医学会、東京、1988.1 

(02) 富樫久朋、斎藤眞理、酒井邦夫、他：モールドを使ったセシウム密着療法が奏効した口腔底癌の一例、第 36 回新潟癌治療研究会、新潟、1988.2 
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(51) 三浦恵子、杉田公、島田克己、原敬治：停留睾丸腫瘍の 1例、第 61 回新潟臨床放射線学会、新潟、1986.12 

(52) 伊藤猛、酒井達也、捧彰、椎名真：腹部異物性肉芽腫の画像診断、第 61 回新潟臨床放射線学会、新潟、1986.12 

 

  



---- 1985 年 ---- 

(01) 木村元政、他：CT による A-C bypass graft 開存性の評価、第 1 回新潟心臓画像研究会、新潟、1985.3 

(02) 北村達夫、斎藤眞理、酒井邦夫：舌癌の電子線治療成績、第 30 回新潟癌治療同好会、新潟、1985.3 

(03) 小田野幾雄、木村元政、佐藤洋子、酒井邦夫：Ga-67 シンチグラフィーによるび漫性肺疾患の評価(planar image と SPECT image の比較)、第

44 回日本医放会総会、鹿児島、1985.4 

(04) 酒井邦夫、北村達夫、末山博男、斎藤眞理：放射線治療後の誘発がんに関する第二次アンケート調査結果、第 44 回日本医放会総会、鹿児島、

1985.4 

(05) 藤田勝三、酒井邦夫、日向浩：温熱処理の培養細胞動態に及ぼす影響、第 24 回日本医放会生物部会、鹿児島、1985.4 

(06) 武田正之、小田野幾雄、他：131I-MIBG の集積を示した異所性褐色細胞腫の 1 例、第 3回新潟核医学懇話会、新潟、1985.4 

(07) 小田野幾雄、木村元政、酒井邦夫、他：Ga-67 citrate によるび漫性肺疾患の評価、第 3回新潟核医学懇話会、新潟、1985.4 

(08) 木村元政、山岸広明、小田野幾雄、酒井邦夫、他：心拍同期心プールスキャンによる左室壁運動異常の評価、第 3回新潟核医学懇話会、新潟、

1985.4 

(09) 小田野幾雄、武田正之、原敬治、木村元政、賈少微、酒井邦夫、他：神経芽細胞腫における 131I-MIBG シンチグラフィーの意義、第 17 回日

本核医学会北日本地方会、仙台、1985.6 

(10) 原敬治、他：地域胃集検間接読影におけるトリプルチェックの効果について、第 72 回日本医放会北日本地方会、仙台、1985.6 

(11) 須藤宣弘、小田野幾雄、他：旁副腎腫瘍の 1 例、同上 

(12) 佐藤敏輝、長谷部秀司、清野泰之、横山恵美子、原敬治、酒井邦夫：画像診断における腎癌の発見経緯について、第 13 回新潟画像医学研究

会、新潟、1985.6.29 

(13) 捧彰、西原眞美子、椎名真、原敬治、他：腎梗塞の CT 診断、第 13 回新潟画像医学研究会、新潟、1985.6.29 

(14) 小田野幾雄、他：Ga-67citrate の集積を認めた小腸の leiomyosarcoma の 1 例：その画像診断、第 13 回新潟画像医学研究会、新潟、1985.6.29 

(15) 武田敬子、佐藤俊郎：急性膵炎の画像診断、第 13 回新潟画像医学研究会、新潟、1985.6.29 

(16) 武田正之、小田野幾雄、原敬治、他：神経芽細胞腫の診断における I-131 MIBG シンチグラフィの応用、第 69 回新潟小児悪性腫瘍研究会、新

潟、1985.7 

(17) 北村達夫、武田敬子、斎藤眞理、酒井邦夫：当科における舌癌の電子線治療成績、第 58 回新潟臨床放射線学会、秋田、1985.7 

(18) 秋田眞一、岡本浩一郎、小田純一、島田克己、酒井邦夫：新潟市肺癌集団検診の現況、第 58 回新潟臨床放射線学会、秋田、1985.7 

(19) 須藤宣弘、小田野幾雄、他：旁副腎腫瘍の 1 例、第 58 回新潟臨床放射線学会、秋田、1985.7 

(20) 清野泰之、長谷部秀司、横山恵美子、武田敬子、西原眞美子、原敬治、他：広範に腫瘍血栓を形成した睾丸腫瘍の 1 例、第 58 回新潟臨床放

射線学会、秋田、1985.7 

(21) 原敬治、北村達夫、酒井邦夫、他：新潟大学における X線画像の中央化とその問題点、第 58 回新潟臨床放射線学会、秋田、1985.7 

(22) 横山明裕、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：拡張型心筋症患者における 67Ga 心筋 SPECT 像の検討、第 2 回新潟心臓画像研究会、新潟、

1985.9 

(23) 古寺邦夫、木村元政、小田野幾雄、他：前壁梗塞と下壁梗塞の運動負荷時心予備能の相違－多段階運動負荷心プールシンチによる検討－、第

25 回日本核医学会総会、徳島、1985.10 

(24) 閏間美智子、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：Dipyridamole 負荷 201T1 2 回投与による肥大型心筋症の冠予備能の検討－運動負荷心筋

シンチとの対比－、第 25 回日本核医学会総会、徳島、1985.10 

(25) 横山明裕、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：拡張型心筋症患者における 67Ga 心筋 SPECT 像の検討、第 25 回日本核医学会総会、徳島、

1985.10 

(26) 津田隆志、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：肥大型心筋症(HCM)の運動負荷心筋シンチにおける Washout Rate (WR)の検討、第 25 回日

本核医学会総会、徳島、1985.10 

(27) 大塚英明、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：肺血流シンチを用いた心臓カテーテル検査後の肺塞栓の検討、第 25 回日本核医学会総会、

徳島、1985.10 

 



(28) 小田野幾雄、武田正之、木村元政、酒井邦夫：神経芽細胞瞳における I-131 MIBG シンチグラフィの意義、第 25 回日本核医学会総会、徳島、

1985.10 

(29) 大滝広雄、小田野幾雄、木村元政、賈少微、酒井邦夫、他：血中扁平上皮癌関連抗原(SCC 抗原)量測定の基礎的検討、第 4 回新潟核医学懇話

会、新潟、1985.10 

(30) 小田野幾雄、賈少微、木村元政、原敬治、酒井邦夫、他：神経芽細胞腫における 131I-MIBG シンチグラフィーの意義、第 4 回新潟核医学懇話

会、新潟、1985.10 

(31) 笠原敏文、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：201T1 心筋 SPECT における前処理 Filter の検討、第 4回新潟核医学懇話会、新潟、1985.10 

(32) 木村元政、賈少微、小田野幾雄、酒井邦夫、他：心プールシンチグラフィによる三尖弁逆流の評価、第 4回新潟核医学懇話会、新潟、1985.10 

(33) 小田野幾雄、賈少微、酒井邦夫、木村元政、土屋俊明：I-123 IMP による局所脳血流測定－生理的刺激による変化－、第 18 回日本核医学会北

日本地方会、山形、1985.11 

(34) 秋田眞一、原敬治、他：遣残 1 次硝子体過形成の CT 所見、第 18 回日本核医学会北日本地方会、山形、1985.11 

(35) 佐藤敏輝、斎藤眞理、北村達夫、酒井邦夫：食道小細胞癌の 1 例、第 18 回日本核医学会北日本地方会、山形、1985.11 

(36) 岡本浩一郎、木村元政、西原眞美子、原敬治、酒井邦夫：腎 oncocytoma の 1 例、第 18 回日本核医学会北日本地方会、山形、1985.11 

(37) 横山恵美子、清野泰之、原敬治：頸部膿瘍の成因と進展様式、第 14 回新潟画像医学研究会、新潟、1985.11 

(38) 西原眞美子、木村元政、椎名真、酒井邦夫：肝癌に対する dynamic CT、第 14 回新潟画像医学研究会、新潟、1985.11 

(39) 長谷部秀司、佐藤敏輝、椎名真、原敬治：非外傷性後腹膜出血の画像診断、第 14 回新潟画像医学研究会、新潟、1985.11 

(40) 笠原敏文、木村元政、他：T1-201 心筋 SPECT における前処理 Filter の検討、第 59 回新潟臨床放射線学会、新潟、1985.12 

(41) 大滝広雄、小田野幾雄、他：血中扁平上皮癌関連抗原(SCC 抗原)量測定の基礎的検討、第 59 回新潟臨床放射線学会、新潟、1985.12 

(42) 斎藤眞理、佐藤玲子、武田敬子、北村達夫、日向浩、酒井邦夫：当科における TBI (全身照射)の現況、第 59 回新潟臨床放射線学会、新潟、

1985.12 

(43) 横山恵美子、原敬治、酒井邦夫、他：地域胃集検の比較対照－新潟市と二市北蒲原郡例について－、第 59 回新潟臨床放射線学会、新潟、1985.12 

(44) 椎名真、長谷部秀司、清野泰之、佐藤敏輝、西原眞美子：後腹膜腫瘤性病変の CT 所見と鑑別診断、第 59 回新潟臨床放射線学会、新潟、1985.12 

(45) 原敬治、北村達夫、酒井邦夫、他：新潟大学附属病院フィルム管理室の紹介、第 59 回新潟臨床放射線学会、新潟、1985.12 
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(01) 小田野幾雄、酒井邦夫：肝の SPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)像と肝癌のスクリーニング、第 127 回リバーカンファレ

ンス例会、新潟、1984.2 

(02) 稲越英機、新妻伸二、小林 晋一、清水克英、他：本院における子宮頚癌の Ralstron(高線量率分割腔内照射)療法、第 28 回新潟癌治療同好会、

1984.2.25 

(03) 酒井邦夫、日向浩、末山博男、飯田洋子、藤田勝三：FCM による放射線照射後の腫瘍細胞動態の解析、第 43 回日本医放会総会、松本、1984.3 

(04) 斎藤眞理、末山博男、北村達夫、酒井邦夫：Waldeyer 輪に病変を認める非ホジキンリンパ腫の再燃について、第 43 回日本医放会総会、松本、

1984.3 

(05) 小田野幾雄、木村元政、酒井邦夫：対向型 ZLC ローターカメラの使用経験と問題点(とくに SPECT image について)、第 43 回日本医放会総会、

松本、1984.3 

(06) 日向浩、斎藤眞理、北村達夫、酒井邦夫：全身照射における線量分布の検討、第 47 回日本医放会物理部会大会、松本、1984.3 

(07) 藤田勝三、酒井邦夫、日向浩、末山博男、佐藤洋子：放射線照射による培養細胞の DNA ヒストグラムの変動、第 23 回日本医放会生物部会総

会、松本、1984.3 

(08) 工藤進英、原敬治、他：大腸ファイバースコープ先行注腸造影の大腸同日検査成績の検討、第 218 回新潟外科集談会、新潟、1984.4 

(09) 津田隆志、小田野幾雄、木村元政、渡辺賢一、武田正之、酒井邦夫、他：Ga 集積を認めた心臓腫瘍の一例、第 1 回新潟核医学懇話会、新潟、

1984.5 

(10) 小田野幾雄：オフィスコンピュータを用いた RI 管理と診断書の作成、第 508 回放射線診療研究会、東京、1984.6 

(11) 佐藤玲子、島矢早苗、梅津尚男：腎孟内腫瘍の画像診断、第 11 回新潟画像医学研究会、新潟、1984.6.30 

(12) 原敬治、島田克己、椎名真、北村達夫、酒井邦夫、他：新潟大学病院 X 線フイルム管理室の紹介と問題点について、第 11 回新潟画像医学研

究会、新潟、1984.6.30 

(13) 木村元政、山岸広明、椎名真、原敬治：Digital Subtraction Angiography(DSA)の臨床経験－特に下肢閉塞性動脈疾患について－、第 11 回

新潟画像医学研究会、新潟、1984.6.30 

(14) 武田敬子、佐藤俊郎、捧彰、石川忍、他：肝血管腫の画像診断、第 11 回新潟画像医学研究会、新潟、1984.6.30 

(15) 長沢弘、原敬治：多軌道断層の使用経験、第 56 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.7.7 

(16) 日向浩、末山博男、佐藤洋子、酒井邦夫、藤田勝三：FCM による分割照射後の腫瘍細胞動態の解析、第 56 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.7.7 

(17) 北村達夫、斎藤眞理、梅津尚男、日向浩、酒井邦夫：食道癌の高線量率腔内照射、第 56 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.7.7 

(18) 登木口進、伊藤寿介、他：Sellar spine の CT 所見と下垂体柄との解剖学的関係について、第 56 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.7.7 

(19) 原敬治、島田克己、椎名真、北村達夫、酒井邦夫、他：新潟大学病院 X 線フィルム管理室の紹介と問題点について、第 56 回新潟臨床放射線

学会、新潟、1984.7.7 

(20) 原敬治、他：二市北蒲原郡地域胃集検成績向上と内視鏡精検の役割、第 4回新潟消化器検診懇話会、新潟、1984.9 

(21) 末山博男、小田純一、西原眞美子、斎藤眞理、島田克己、北村達夫、酒井邦夫：当科における肺小細胞癌の治療成績、第 70 回日本医放会北

日本地方会、札幌、1984.9 

(22) 小田野幾雄、木村元政、酒井邦夫、他：123I-IMP による脳血管障害の評価、第 12 回新潟画像医学研究会、新潟、1984.10.27 

(23) 山岸広明、木村元政、椎名真、原敬治：解離性大動脈瘤診断における DSA の有用性とその限界について、第 12 回新潟画像医学研究会、新潟、

1984.10.27 

(24) 岡本浩一郎、小田純一、梅津尚男、島田克己、酒井邦夫：CT による肺癌の胸壁・胸膜浸潤の判定について、第 12 回新潟画像医学研究会、新

潟、1984.10.27 

(25) 津田隆志、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：運動負荷心筋シンチでの Washout Rate (WR)を用いた冠動脈病変の重症度判定、第 24 回日

本核医学会総会、福島、1984.10 

(26) 閏間美智子、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：肥大型心筋症における運動負荷心筋シンチグラムの検討－再分布の臨床的意義－、第 24

回日本核医学会総会、福島、1984.10 

(27) 渡辺賢一、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：運動負荷後の T1 肺集積推移と心機能、第 24 回日本核医学会総会、福島、1984.10 



(28) 小田野幾雄、木村元政、酒井邦夫、他：肝癌の治療効果判定における肝 Ga SPECT image の有用性の検討、第 24 回日本核医学会総会、福島、

1984.10 

(29) 小田野幾雄、木村元政、佐藤洋子、酒井邦夫：びまん性肺疾患の Ga-67 SPECT による評価、第 16 回日本核医学会北日本地方会、仙台、1984.11 

(30) 酒井邦夫、末山博男、斎藤眞理、北村達夫：がん治療後の二次発がんに関するアンケート調査結果(中間報告)、第 71 回日本医放会北日本地

方会、仙台、1984.11 

(31) 島矢早苗、椎名真、酒井邦夫、他：悪性リンパ腫の脾の限局性病変について－CT と US から－、第 71 回日本医放会北日本地方会、仙台、1984.11 

(32) 小田野幾雄：第 24 回日本核医学会総会(於福島)に出席して、第 2 回新潟核医学懇話会、新潟、1984.11 

(33) 木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：心プールシンチグラフィにおける両心室駆出率の精度およびその臨床利用について、第 2回新潟核医

学懇話会、新潟、1984.11 

(34) 田村雄助、木村元政、小田野幾雄、酒井邦夫、他：運動負荷タリウム心筋シンチグラフィと冠動脈造影所見の対比－1 年間の当院症例のまと

め－、第 2回新潟核医学懇話会、新潟、1984.11 

(35) 若杉裕、島矢早苗、椎名真、原敬治：当科における乳腺超音波診断の現況、第 57 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.12.15 

(36) 岡本浩一郎、小田純一、梅津尚男、島田克己、酒井邦夫：CT による原発性肺癌の T 因子の検討、第 57 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.12.15 

(37) 小田純一、山岸広明、島田克己、酒井邦夫：住民検診における肺癌見のがし例の検討、第 57 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.12.15 

(38) 樋口正一、梅津尚男、椎名真、原敬治：食道の小隆起性病変について、第 57 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.12.15 

(39) 原敬治、他：胃集団検診の間接読影 triple check の成果について、第 57 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.12.15 

(40) 登木口進、伊藤寿介、他：CT で認められる静脈洞内脂肪、第 57 回新潟臨床放射線学会、新潟、1984.12.15 

 

  



---- 1983 年 ---- 

(01) 小田純一、梅津尚男、島田克己、酒井邦夫、他：肺癌の CT による病期判定、第 2回日本臨床画像医学研究会、東京、1983.1 

(02) 末山博男、北村達夫、斎藤眞理、高橋正康、斎藤明、酒井邦夫：肺癌の脳転移－放射線治療を中心として－、第 26 回新潟癌治療同好会、新

潟、1983.2 

(03) 末山博男、北村達夫、斎藤眞理、酒井邦夫：肺癌脳転移に対する放射線治療、第 197 回新潟脳神経研究会、新潟、1983.3 

(04) 日向浩、斎藤眞理、北村達夫、酒井邦夫：全身照射における線量分布の検討、第 42 回日本医放会総会、大阪、1983.4 

(05) 小田野幾雄、武田敬子、飯田洋子、秋田眞一、末山博男、原敬治、酒井邦夫：肺癌における骨シンチグラフィーの臨床的検討－骨転移と骨折

の集積 pattern の相違について－、第 42 回日本医放会総会、大阪、1983.4 

(06) 武田敬子、飯田洋子、小田純一、原敬治、酒井邦夫：副腎腫瘍の CT 診断、第 9 回新潟 CT 研究会、新潟、1983.6.25 

(07) 梅津尚男、山岸広明、遠藤富士夫、椎名真、酒井邦夫：小児腎嚢胞性病変の画像診断、第 9 回新潟 CT 研究会、新潟、1983.6.25 

(08) 島矢早苗、木村元政、末山博男、島田克己、酒井邦夫：眼窩内悪性腫瘍の CT 像、第 9回新潟 CT 研究会、新潟、1983.6.25 

(09) 西村義孝、椎名真、他：当院の整形外科 CT 検査のまとめ、第 9 回新潟 CT 研究会、新潟、1983.6.25 

(10) 西原眞美子、末山博男、高橋正康、原敬治、酒井邦夫：肺癌の小腸転移について、第 54 回新潟臨床放射線学会、長岡、1983.7.9 

(11) 島矢早苗、木村元政、末山博男、島田克己、酒井邦夫：眼科領域の lymphoid tumor および関連疾患の CT 像、第 54 回新潟臨床放射線学会、

長岡、1983.7.9 

(12) 小田野幾雄、木村元政、津田隆志、渡辺賢一、酒井邦夫、他：検出器対向廻転型ガンマカメラ(ローターカメラ)の紹介、第 54 回新潟臨床放

射線学会、長岡、1983.7.9 

(13) 登木口進、伊藤寿介、他：小児における empty sella、第 54 回新潟臨床放射線学会、長岡、1983.7.9 

(14) 桑原春樹、原敬治、他：膵頭部腫瘍を疑われた Burkitt リンパ腫の 1例、第 27 回新潟癌治療同好会、新潟、1983.7 

(15) 武田敬子、飯田洋子、小田純一、原敬治、酒井邦夫：Adrenal Tumor の CT 診断、第 68 回日本医放会北日本地方会、仙台、1983.7 

(16) 小田純一、島田克己、梅津尚男、酒井邦夫：気管支鏡による肺癌の治療効果判定、第 68 回日本医放会北日本地方会、仙台、1983.7 

(17) 酒井邦夫、日向浩、末山博男、飯田洋子、藤田勝三：腫瘍細胞動態の Flow Cytometry による解析第 1 報：培養細胞における DNA ヒストグラ

ムの照射による変動、第 68 回日本医放会北日本地方会、仙台、1983.7 

(18) 小田野幾雄、酒井邦夫、飯田洋子、秋田眞一、末山博男：診断精度からみた肺癌の骨シンチの臨床的意義、第 23 回日本核医学会総会、大阪、

1983.9 

(19) 酒井邦夫、北村達夫、斎藤眞理：悪性リンパ腫における重複癌、第 21 回日本癌治療学会総会、名古屋、1983.10 

(20) 小田野幾雄、酒井邦夫、木村元政、他：オフィスコンピュータ(NEC システム 100-45)を用いた RI 管理と診断報告書の作成、第 14 回日本核医

学会北日本地方会、秋田、1983.11 

(21) 藤田勝三、酒井邦夫、日向浩、末山博男、飯田洋子：腫瘍細胞動態の Flow Cytometry による解析第 2 報：移植腫瘍における細胞動態、第 69

回日本医放会北日本地方会、秋田、1983.11 

(22) 梅津尚男、山岸広明、武田敬子、原敬治：原発性副甲状腺機能亢進症の CT 像、第 10 回新潟 CT 研究会、新潟、1983.11.26 

(23) 椎名真、島矢早苗、酒井邦夫、他：脾の限局性病変の CT 像、第 10 回新潟 CT 研究会、新潟、1983.11.26 

(24) 小田野幾雄、酒井邦夫、木村元政、津田隆志、渡辺賢一、他：対向型ZLCガンマカメラによるsingle photon emission computed tomography(SPECT)、

第 10 回新潟 CT 研究会、新潟、1983.11.26 

(25) 島矢早苗、木村元政、末山博男、島田克己、酒井邦夫：眼窩腫瘍の CT 像、第 3 回日本臨床画像医学研究会、金沢、1983.12 

(26) 木村元政、椎名真：Digital Radiography？アンギオトロン 使用者の立場から、第 55 回新潟臨床放射線学会、新潟、1983.12 

(27) 島矢早苗、木村元政、末山博男、島田克己、酒井邦夫：眼窩腫瘍の CT 像、第 55 回新潟臨床放射線学会、新潟、1983.12 

(28) 山岸広明、原敬治、佐藤玲子：Retrocaval Ureter の 2 例、第 55 回新潟臨床放射線学会、新潟、1983.12 

(29) 斎藤徹、椎名真、武田敬子、梅津尚男：大腸内視鏡・注腸造影同日検査の試み、第 55 回新潟臨床放射線学会、新潟、1983.12 

(30) 武田正之、小田野幾雄、酒井邦夫、木村元政、津田隆志、渡辺賢一、他：クォリティコントロール装置による放射性医薬品の標識率の検討、

第 55 回新潟臨床放射線学会、新潟、1983.12 

 



---- 1982 年 ---- 

(01) 藤田康雄、斎藤眞理、北村達夫、他：肝内再発を反復した肝 malignant mesenchymoma の 1 例、第 24 回新潟癌治療同好会、新潟、1982.2 

(02) 伊藤寿介、登木口進、中森昭敏、他：トルコ鞍内に限局した下垂体腺腫の CT 所見、第 41 回日本医放会総会、東京、1982.3 

(03) 酒井邦夫、稲越英機、北村達夫、椎名真、斎藤眞理、末山博男、原敬治、黒川久枝、高橋正康、斎藤明：根治的照射を施行した食道癌の予後、

第 41 回日本医放会総会、東京、1982.3 

(04) 小田野幾雄、酒井邦夫、日向浩：肝硬変症患者における肝癌のスクリーニング法(特に RI 検査による follow up について、第 41 回日本医放

会総会、東京、1982.3 

(05) 芋田強、登木口進、伊藤寿介、他：CT における後頭蓋窩構造の正常値、第 7 回新潟 CT 研究会、新潟、1982.6.5 

(06) 土屋俊明、伊藤寿介、他：視神経・視交叉部神経膠腫の CT 所見、第 7回新潟 CT 研究会、新潟、1982.6.5 

(07) 登木口進、伊藤寿介、他：石灰化を伴った下垂体腺腫、第 7 回新潟 CT 研究会、新潟、1982.6.5 

(08) 秋田眞一、椎名真、斎藤明、酒井邦夫：卵巣腫瘍の CT 診断、第 7回新潟 CT 研究会、新潟、1982.6.5 

(09) 西原眞美子、梅津尚男、小田純一、原敬治：胸腺の CT 像について－正常像と異常像－、第 7 回新潟 CT 研究会、新潟、1982.6.5 

(10) 木村道夫、小田野幾雄、酒井邦夫、他：111In-oxine 標識血小板シンチグラフィーによる心腔内および血管内血栓の検出、第 4 回新潟血栓止

血研究会、新潟、1982.6 

(11) 黒川久枝、武田敬子、秋田眞一、酒井邦夫：最近の注腸検査から、第 52 回新潟臨床放射線学会、鶴岡、1982.6 

(12) 伊藤寿介、登木口進、土屋俊明、末山博男、他：トルコ鞍内に限局して発育した下垂体腺腫の CT 所見、第 52 回新潟臨床放射線学会、鶴岡、

1982.6 

(13) 飯田洋子、秋田眞一、小田野幾雄、酒井邦夫：核医学的検索を行った Warthin 腫瘍の 1例、第 52 回新潟臨床放射線学会、鶴岡、1982.6 

(14) 栢森亮、酒井邦夫、他：インスリン抗体の検索とその性状の分析、第 52 回新潟臨床放射線学会、鶴岡、1982.6 

(15) 登木口進、土屋俊明、末山博男、他：石灰化を伴った下垂体腺腫、第 66 回日本医放会北日本地方会、仙台、1982.7 

(16) 黒川久枝、梅津尚男、椎名真、原敬治、酒井邦夫：新潟大学放射線科で最近 4 年 3 ヶ月間に経験した大腸癌の検討、第 66 回日本医放会北日

本地方会、仙台、1982.7 

(17) 本道洋昭、末山博男、他：眼窩内腫瘍の CT 所見、第 8回新潟脳神経外科懇話会、新潟、1982.7 

(18) 渡辺渡、椎名真、他：胃迷入膵の 1 小児例、第 36 回新潟消化器病同好会、新潟、1982.7 

(19) 榎本悟、原敬治、他：Stomal polypoid hypertrophic gastritis(gastritis cystica polyposa)に発生した残胃癌の 1 例、第 36 回新潟消化

器病同好会、新潟、1982.7 

(20) 小田純一、末山博男、北村達夫、斎藤眞理、酒井邦夫：頸腺結核照射後に発生した下咽頭癌の 1例、第 25 回新潟癌治療同好会、新潟、1982.9 

(21) 小田野幾雄、武田敬子、飯田洋子、秋田眞一、日向浩、原敬治、酒井邦夫：肝細胞癌の腫瘍倍加時間(tumor doubling time)について、第 12

回日本核医学会北日本地方会、新潟、1982.11 

(22) 土屋俊明、登木口進、他：Blow-out fracture の CT 所見、第 67 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1982.11.6 

(23) 伊藤寿介、登木口進、他：Hypervascularity を示した craniopharyngloma の 1 例、第 67 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1982.11.6 

(24) 西原眞美子、小田純一、原敬治、酒井邦夫：胸腺の CT 像、特に異常像について、第 67 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1982.11.6 

(25) 日向浩、北村達夫、斎藤眞理、他：全身照射における照射方法の工夫とその評価について、第 67 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、

1982.11.6 

(26) 末山博男、北村達夫、斎藤眞理、梅津尚男、小田純一、酒井邦夫、稲越英機、他：眼窩領域悪性リンパ腫の放射線治療経験、第 67 回日本医

学放射線学会北日本地方会、新潟、1982.11.6 

(27) 小林晋一、新妻伸二、稲越英機、清水克英、他：術後乳癌脳転移の 2例、第 67 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1982.11.6 

(28) 稲越英機、清水克英、小林晋一、新妻伸二：X線学的に検討し得た消化管放射線潰瘍、第 67 回日本医学放射線学会北日本地方会、新潟、1982.11.6 

(29) 小田野幾雄、酒井邦夫：原発性肝癌の検出に関する理論、第 22 回日本核医学会総会、東京、1982.11 

(30) 秋田眞一、小田純一、原敬治、酒井邦夫：Prune belly syndrome の 1 例、第 53 回新潟臨床放射線学会、新潟、1982.12 

(31) 島矢早苗、椎名真、酒井邦夫：画像診断で確認し得た新生児副腎出血の 1例、第 53 回新潟臨床放射線学会、新潟、1982.12 

 



(32) 武田敬子、飯田洋子、秋田眞一、小田野幾雄、原敬治、酒井邦夫、他：核医学検査の有意義であった消化管出血の 1 例、第 53 回新潟臨床放

射線学会、新潟、1982.12 

(33) 小田野幾雄、日向浩、原敬治、酒井邦夫：肝細胞癌の検出に関する理論、第 53 回新潟臨床放射線学会、新潟、1982.12 

(34) 原敬治、斎藤明、椎名真、酒井邦夫、他：地域胃集検と職場胃集検の結果と反省、第 53 回新潟臨床放射線学会、新潟、1982.12 

 

  



---- 1981 年 ---- 

(01) 閏間美智子、原敬治、他：当初結腸癌と診断した腸結核、結核性腹膜炎の 1 例、第 33 回新潟消化器病同好会、新潟、1981.2 

(02) 椎名真、小田純一、北村達夫、稲越英機、原敬治、酒井邦夫：食道癌における合併胃病変、第 40 回日本医放会総会、福岡、1981.4 

(03) 山本賢、椎名真、北村達夫、酒井邦夫：CT による食道癌進展度の検討、第 40 回日本医放会総会、福岡、1981.4 

(04) 酒井邦夫、稲越英機、北村達夫、椎名真、高橋正康、斎藤明、島田克己、斎藤眞理：小細胞肺癌の放射線治療成績、第 40 回日本医放会総会、

福岡、1981.4 

(05) 小田野幾雄、酒井邦夫、末山博男：原発性肝癌の肝シンチと肝 RI アンギオグラフイーの検討、第 40 回日本医放会総会、福岡、1981.4 

(06) 佐藤俊郎、原敬治、酒井邦夫、他：CT からみた肝膿瘍の治療方針、第 40 回日本医放会総会、福岡、1981.4 

(07) 長沢弘、原敬治、他：ダイナミックスキャンの機構について、第 5 回新潟 CT 研究会、水原、1981.6.6 

(08) 小田純一、黒川久枝、斎藤明、梅津尚男、酒井邦夫、他：縦隔腫瘍の CT による鑑別診断、第 5 回新潟 CT 研究会、水原、1981.6.6 

(09) 原敬治、椎名真、島田克己、島矢早苗、酒井邦夫：原発性肝癌切除可否の CT による判定、第 5 回新潟 CT 研究会、水原、1981.6.6 

(10) 小田純一、原敬治、島田克己、酒井邦夫、他：胸腺腫瘍の CT 診断、第 64 回日本医放会北日本地方会、仙台、1981.7 

(11) 島矢早苗、椎名真、小田純一、斎藤眞理、酒井邦夫：胸腺腫と多発性骨髄腫の重複例、第 64 回日本医放会北日本地方会、仙台、1981.7 

(12) 稲越英機：当科治療患者の本院初診から治療開始までの期間、第 23 回新潟癌治療同好会、新潟、1981.7 

(13) 斎藤眞理、黒川久枝、梅津尚男、小田純一、西原眞美子、酒井邦夫：悪性リンパ腫におけるリンパ系造影の意義、第 50 回新潟臨床放射線学

会、新潟、1981.7 

(14) 椎名真、原敬治、斎藤明、島田克己、島矢早苗、酒井邦夫：悪性リンパ腫における腹部 CT 所見、第 50 回新潟臨床放射線学会、新潟、1981.7 

(15) 稲越英機、北村達夫、斎藤眞理、末山博男、酒井邦夫：当科における最近 12 年間の悪性リンパ腫の治療成績、第 50 回新潟臨床放射線学会、

新潟、1981.7 

(16) 家田学、小田野幾雄、他：肝硬変の診断－腹腔鏡所見と肝シンチグラフィーとの対比、第 7 回リバーカンファレンス、新潟、1981.10 

(17) 島田克己：肺癌手術例におけるリンパ節転移の検討、第 17 回日本医放会秋季臨床大会、金沢、1981.10 
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