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---- 1999 年 ---- 

(01) 木村元政、吉村宣彦、高橋直也、加村毅、酒井邦夫、他：冠動脈病変合併肥大型心筋症における 201T1 心筋 SPECT による心筋虚血の評価、第

48 回心臓血管放射線研究会、名古屋、1999.1.16 

(02) 尾崎利郎、木村元政、吉村宣彦、関裕史、加村毅、酒井邦夫：心筋生検用シースを利用した上腕部透析シャント狭窄に対する PTA、第 48 回心

臓血管放射線研究会、名古屋、1999.1.16 

(03) 小田野行男、大久保真樹：99mTc-ECD SPECT を用いた 1 点静脈採血による新しい定量的脳血流測定法－基準化した入力関数を用いる方法－、

第 50 回日本核医学会関東甲信越地方会、東京、1999.1.30 

(04) 樋口健史、笹本龍太、松本康男、土田恵美子、杉田公、酒井邦夫、他：骨軟部悪性腫瘍に対する体外照射骨移植治療後の検討、第 11 回骨軟

部放射線研究会、東京、1999.1.31 

(05) 岡本浩一郎、古澤哲哉、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進：頭蓋骨好酸球肉芽腫の画像所見、第 28 回日本神経放射線学会・研究会、札幌、1999.2.2-4 

(06) 加村毅、木村元政、関裕史、吉村宣彦、尾崎利郎、酒井邦夫、山本哲史、他：慢性肝疾患の MRI にみられる微小早期濃染巣の自然経過、第 5

回肝血流動態イメージ研究会、東京、1999.2.6-7 

(07) 関裕史、木村元政、三浦努、吉村宣彦、山本哲史、尾崎利郎、酒井邦夫、清野康夫：SPA coil 法カテーテル留置により左下横隔動脈を介する

胃への側副路が問題となった 2例、第 19 回リザーバー研究会、静岡、1999.2.13 

(08) 植松孝悦、椎名真、小林晋一、清水克英、小田純一、石川浩志、斎藤眞理、他：三次元造影へリカル CT による乳癌の手術シミュレーション、

第 4 回三次元 CT-MRI 研究会、東京、1999.2.20 

(09) 松本康男、酒井邦夫、杉田公、土田恵美子、笹本寵大、末山博男：剖検／手術によって腫瘍の 残存・再発が否定された放射線治療後の進行

食道癌症例、第 58 回新潟癌治療研究会、新潟、1999.2.27 

(10) 植松孝悦、椎名真、小林晋一、清水克英、小田純一、他：乳房温存療法における三次元造影へリカル CT の役割、第 8 回日本乳癌画像研究会、

宮崎、1999.2.27 

(11) 岡本浩一郎、古澤哲哉、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進：脳腫瘍の鑑別診断における拡散強調像の有用性、第 58 回日本医学放射線学会総会、

東京、1999.4.6 

(12) 関裕史、木村元政、加村毅、三浦努、吉村宣彦、山本哲史、尾崎利郎、酒井邦夫：経皮的手技を用いた肝動注リザーバー治療における肝動脈

開存に影響する因子の検討、第 58 回日本医学放射線学会総会、東京、1999.4.6 

(13) 古泉直也、木原好則、酒井邦夫、斎藤友雄、森田哲郎、奥泉美奈、楚山真樹、他：肺野小型腺癌の空洞様空気濃度に関する検討、第 58 回日

本医学放射線学会総会、東京、1999.4.6 

(14) 加村毅、木村元政、樋口健史、関裕史、吉村宣彦、尾崎利郎、酒井邦夫、安住利恵子、三浦努、山本哲史：経過観察後に肝細胞癌と診断され

た微小早期濃染巣の検討、第 58 回日本医学放射線学会総会、東京、1999.4.8 

(15) 松月由子、西原眞美子、伊藤猛、堀祐郎、清野泰之：インスリノーマの画像診断、第 71 回新潟内分泌代謝同好会、新潟、1999.4.10 

(16) 吉村宣彦、木村元政、高橋直也、加村毅、酒井邦夫、他：123I-BMIPP 初期循環動態の検討、第 27 回新潟核医学懇話会、新潟、1999.5.8 

(17) 登木口進、伊藤寿介、岡本浩一郎：99mTc-ECD SPECT と HMPAO の所見に discordance を認めた単純へルペス脳炎の 1例、第 27 回新潟核医学懇

話会、新潟、1999.5.8 

(18) 植松孝悦、斎藤眞理、石川浩志、他：当院における&#8546;期食道癌の化学療法併用放射線治療成績、第 21 回新潟 RCT 研究会、新潟、1999.5.21 

(19) 植松孝悦、他：造影へリカル CT による乳管内進展距離の診断精度、第 7回日本乳癌学会、名古屋、1999.5.29 

(20) 植松孝悦、椎名真、小林晋一、清水克英、小田純一、斎藤眞理、他：ヘリカル CT による乳癌診断－三次元画像による手術シミュレーション

－、第 41 回新潟画像医学研究会、新潟、1999.6.5 

(21) 中川範人、清野康夫、斎藤明、岡本浩一郎、鈴木昌志、高橋聡、酒井邦夫、伊藤寿介：脳血管内に著明なガス像を認めた 1 例、第 41 回新潟

画像医学研究会、新潟、1999.6.5 

(22) 登木口進、伊藤寿介、岡本浩一郎、他：ミトコンドリア糖尿病の頭部 CT 所見、第 41 回新潟画像医学研究会、新潟、1999.6.5 

 



(23) 古泉直也、木原好則、酒井邦夫、斎藤友雄、森田哲郎、奥泉美奈、楚山真樹、他：小型肺腺癌内の空洞の意義、第 41 回新潟画像医学研究会、

新潟、1999.6.5 

(24) 加村毅、木村元政、関裕史、吉村宣彦、高野徹、高木聡、酒井邦夫、山本哲史、尾崎利郎：肝細胞癌門脈内腫瘍栓症例の遡及的検討、第 41

回新潟画像医学研究会、新潟、1999.6.5 

(25) 高野徹、加村毅、木村元政、関裕史、吉村宣彦、尾崎利郎、酒井邦夫、他：肝外胆管腺筋腫の 1側、第 13 回腹部放射線研究会、松江、1999.6.18 

(26) 高野徹、加村毅、木村元政、関裕史、吉村宣彦、尾崎利郎、酒井邦夫、他：肝外胆管線筋腫の 1例、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.6.19 

(27) 斎藤友雄：小型肺腺癌における高分解能 CT と病理組織像(Noguchi 分類)との対比、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.6.19. 

(28) 岡本浩一郎、樋口健史、古澤哲哉、石川和宏、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進：乳児頭蓋骨腫瘍の 1例、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、

1999.6.19 

(29) 松本康男、酒井邦夫、杉田公、土田恵美子、笹本龍太、末山博男：小細胞癌(LD)の治療成績、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.6.19 

(30) 高橋直也、岡本浩一郎、木村元政、酒井邦夫、川崎俊彦、他：MRI における耳下腺腫瘍の局在診断の検討、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、

1999.6.19 

(31) 森田哲郎、木村元政、他：選択的経動脈カルシウム負荷肝静脈採血(ASVS)によって術前に局在診断ができたインスリノーマの一例、第 85 回

新潟臨床放射線学会、新潟、1999.6.19 

(32) 山ノ井忠良、斎藤眞理、植松孝悦、他：当院における malignant mucosal melanoma の治療、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.6.19 

(33) 堀祐郎、茂古沼達之、梅津尚男、他：背部弾性線維腫の 1例、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.6.19 

(34) 根本健夫、塚田博、佐藤敏輝、海津元樹：頚部原発の Castleman's disease の 1 例、第 85 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.6.19 

(35) 岡本浩一郎、樋口健史、古澤哲哉、石川和宏、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進、他：乳児頭蓋骨腫瘍の 1例、第 100 回日本医学放射線学会北

日本地方会、仙台、1999.6.25 

(36) 石川和宏、岡本浩一郎、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進：腫瘍内出血をきたした intraventricular pilocytic astrocytoma の 1 例、第 100

回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1999.6.25 

(37) 高橋直也、岡本浩一郎、木村元政、酒井邦夫、川崎俊彦、他：MRI における耳下腺腫瘍の局在診断－浅葉・深葉の鑑別、第 100 回日本医学放

射線学会北日本地方会、仙台、1999.6.25 

(38) 関裕史、高野徹、木村元政、酒井邦夫：子宮体癌頸部浸潤の診断－T2 強調像と造影 MRI の対比－、第 100 回日本医学放射線学会北日本地方会、

仙台、1999.6.25 

(39) 松本康男、酒井邦夫、杉田公、土田恵美子、笹本龍太、末山博男：小細胞癌(LD)の治療成績、第 100 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙

台、1999.6.25 

(40) 鈴木昌志、奥泉美奈、木原好則、古泉直也、酒井邦夫、他：Congenital Bronchopulmonary Foregut Malformatlon の一例、第 100 回日本医学

放射線学会北日本地方会、仙台、1999.6.25 

(41) 木原好則、岡本浩一郎、酒井邦夫、古泉直也、鈴木昌志：パーソナルコンピューター用 CRT 画像における胸部単純 X線写真の画質評価、第 100

回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1999.6.25 

(42) 古泉直也、奥泉美奈、酒井邦夫、木原好則、鈴木昌志、斎藤友雄、他：高分解能 CT 上スリガラス濃度のみからなる細気管支肺胞癌の微小虚

脱巣ないし線維化巣の検討、第 100 回日本医学放射線学会北日本地方会、仙台、1999.6.25 

(43) 松本康男、酒井邦夫：小細胞肺癌(LD)の治療戦略－放射線科の立場から－、第 14 回肺癌学会ワークショップ、東京、1999.7.10 

(44) 古泉直也、奥泉美奈、酒井邦夫、木原好則、鈴木昌志、斎藤友雄、他：高分解能 CT 上 GGA のみからなる BAC の微小虚脱ないし線維化の検討、

厚生省がん研究助成金「微小肺がんの診断および治療法の開発に関する研究」班第 1回班会議、柏、1999.7. 

(45) 高木聡、木村元政、尾崎利郎、吉村宣彦、関裕史、加村毅、酒井邦夫、他：著名な体肺側副血行を有した気管支拡張症の一例、第 12 回日本

血管造影 IVR 学会北日本地方会、岩手、1999.9.4 

(46) 高橋直也、岡本浩一郎、酒井邦夫、他：Riedel 甲状腺炎の 1 例、第 12 回頭頚部放射線研究会、岡山、1999.10.6 

(47) 清野康夫、中川範人、斎藤明、他：末梢性顔面神経麻痺症例に対する造影 MRI による検討、第 35 回日本医学放射線学会秋季臨床大会、岡山、

1999.10.7 

 



(48) 奥泉美奈、古泉直也、酒井邦夫、斎藤友雄、木原好則、森田哲郎、他：肺野限局性スリガラス病変の X 線像、第 40 回日本肺癌学会総会、札

幌、1999.10.22 

(49) 鈴木昌志、岡本浩一郎、酒井邦夫、伊藤寿介、他：Epidural metastasis で発見された神経芽細胞腫の画像所見、第 42 回新潟画像医学研究会、

新潟、1999.10.30 

(50) 石川和宏、岡本浩一郎、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進：Anterior transpontine vein を drainage route とする脳幹部髄質静脈奇形の 1例、

第 42 回新潟画像医学研究会、新潟、1999.10.30 

(51) 高橋直也、岡本浩一郎、木村元政、酒井邦夫、大越幸和：表面コイルを用いた頭頸部領域の高分解能 MRI の有用性、第 42 回新潟画像医学研

究会、新潟、1999.10.30 

(52) 森田哲郎、他：歯突起後方の腫瘤を呈した頚椎椎間板ヘルニアの 1 例、第 42 回新潟画像医学研究会、新潟、1999.10.30 

(53) 山本哲史、松月由子、伊藤猛、西原眞美子、吉村宣彦、木村元政、他：肺動静脈瘻に対する塞栓術、第 42 回新潟画像医学研究会、新潟、1999.10.30 

(54) 楚山真樹、安住利恵子、三浦努、木村元政、他：当院での喀血に対する BAE 治療について、第 42 回新潟画像医学研究会、新潟、1999.10.30 

(55) 堀川伸介、古泉直也、酒井邦夫、奥泉美奈、木原好則、他：肺腺癌の粘液の高分解能 CT の検討、第 42 回新潟画像医学研究会、新潟、1999.10.30 

(56) 岡本浩一郎、石川和宏、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進：中小脳脚の anisotropy の変化について：もやもや病患者での検討、第 101 回日本

医学放射線学会北日本地方会、福島、1999.11.12-13 

(57) 石川和宏、岡本浩一郎、酒井邦夫、伊藤寿介、登木口進：anterior transpontine vein を流出路とする脳幹部髄質静脈奇形の 1 例、第 101 回

日本医学放射線学会北日本地方会、福島、1999.11.12-13 

(58) 登木口進、岡本浩一郎、伊藤寿介、他：ミトコンドリア糖尿病の頭部 CT 所見、第 101 回日本医学放射線学会北日本地方会、福島、1999.11.12-13 

(59) 笹本龍太、松本康男、土田恵美子、杉田 公、酒井邦夫：食道癌に対する化学放射線療法後の再発様式、第 101 回日本医学放射線学会北日本

地方会、福島、1999.11.12-13 

(60) 関裕史、吉村宣彦、高野徹、高木聡、尾崎利郎、木村元政、酒井邦夫、他：肝動注リザーバー治療の肝内薬剤分布評価に MR-arteriography

が有用であった 1 例、第 101 回日本医学放射線学会北日本地方会、福島、1999.11.12-13 

(61) 堀川伸介、奥泉美奈、木原好則、古泉直也、酒井邦夫、他：肺腺癌の粘液の高分解能 CT 像、第 101 回日本医学放射線学会北日本地方会、福

島、1999.11.12-13 

(62) 鈴木昌志、岡本浩一郎、酒井邦夫、伊藤寿介、他：epidural metastasis で発見された神経芽細胞腫の画像所見、第 101 回日本医学放射線学

会北日本地方会、福島、1999.11.12-13 

(63) 渡辺正人、大野秀子、岡本浩一郎：当院における脳ドック 6 年間の経験をふまえて、第 11 回新潟脳ドック研究会、新潟、1999.11.26 

(64) 杉田公、土田恵美子、松本康男、笹本龍太、酒井邦夫、益子典子、稲越英樹、末山博男：上咽頭癌の放射線治療、第 12 回日本放射線腫瘍学

会学術大会、横浜、1999.11.20-21 

(65) 植松孝悦、他：根治放射線治療後の局所再発食道癌に対する腔内照射併用腔内加温治療、第 12 回日本放射線腫瘍学会学術大会、横浜、

1999.11.20-21 

(66) 海津元樹、塚田博、佐藤敏輝、根本健夫、他：短期間に急速な増大を来した限局性慢性胆嚢炎の 1 例－MRI 表面コイルの胆嚢病変に対する有

用性－、第 86 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.12.11 

(67) 中川範人、清野康夫、斎藤明：急性膵炎の画像所見と予後について、第 86 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.12.11 

(68) 松月由子、山本哲史、伊藤猛、西原眞美子、吉村宣彦、堀祐郎、他：血管腫との鑑別が困難であった副腎血腫の 2 例、第 86 回新潟臨床放射

線学会、新潟、1999.12.11 

(69) 湯川貴男、尾崎利郎、石川浩志、末山博男：大動脈炎症候群の 1例、第 86 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.12.11 

(70) 阿部英輔、関裕史、吉村宣彦、高野徹、高木聡、高橋おがわ、木村元政、酒井邦夫、他：腎血管筋脂肪腫の破裂出血に対して血管塞栓術を施

行した 1 例、第 86 回新潟臨床放射線学会、新潟、1999.12.11 
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