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市川総合病院放射線科 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

教  授   青柳  裕   高線量率小線源治療の臨床研究（A99-0700-1） 

Microwave組織内加温の基礎的研究および臨床応用（A00-0700-1） 

准 教 授   最上 拓児   IVR手技における被曝低減についての検討 

腎癌に対する凍結療法後のCT画像の変化についての検討 

講  師   小橋 優子   足部の交差部腱鞘炎におけるMR評価法の検討 

BRONJと慢性骨髄炎の鑑別についての検討 

助  教   山添 真治   DWIを用いた前立腺癌の新たな表示方法の検討 

MRI画像をガイドとした新たな穿刺方法の検討 

助  教   馬場  亮   舌癌におけるCT/MRI所見としての限局性外舌筋浸潤の意義の検討 

内膜症の分類（r-ASRM分類）とMRI画像所見との関連性の検討 

 

2. 成果の概要 

 

1）高線量率小線源治療の臨床研究（A99-0700-1） 

当院で開発した、デンチャー型3 次元モールド・アプリケターも使用し良好な結果が得られてい

る。今後、さらに症例を蓄積し検討する。 

 

2） Microwave組織内加温の基礎的研究および臨床応用（A00-0700-1） 

千葉大学工学部においてMicrowave 組織内加温装置のSAR、温度分布、加温アンテナの至適刺入間

隔、必要な出力等についてコンピュータによるsimulationとファントームを用いた測温による共同

実験を行っている。この基礎実験により、組織内加温システムがある程度形づくられたことから、

臨床応用を開始している。 

 

3）IVR手技における被曝低減についての検討 

近年、様々な領域で経皮的に針やカテーテルを用いた治療手技（IVR）が行われている。これらの

手技は主にX線透視やCTガイド下に行われている。このため、手技中の患者および術者への放射線

被曝が問題となる。そこで放射線被曝を低減させるために、線量や透視時間、プロテクターの配置

等について検討する。 

 

4）腎癌に対する凍結療法後のCT画像の変化についての検討 
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腎癌に対する凍結療法が保険収載となり、低侵襲治療として徐々に普及してきている。凍結療法

後のCTでは、治療域が造影欠損域として通常は描出される。しかし、治療域に造影効果が一部残存

する例もみられ、残存病変との鑑別が難しい場合がある。こうした例について、造影効果の持続期

間、消失時期等を評価し、その臨床的意義について検討する。 

 

5）足部の交差部腱鞘炎におけるMR評価法の検討 

足部において、長母趾屈筋腱と長趾屈筋腱はMaster knot of Henryと呼ばれる部位で交差する。

この領域は解剖学的に脆弱であり繰り返しのストレス動作において腱鞘炎を発生するとされる。MR 

上で、Master knot of Henry にストレスを加えた状態でMR 撮影を行い通常肢位と比較し評価検討

する。 

 

6) BRONJと慢性骨髄炎の鑑別についての検討 

ビスフォスフォネート製剤による顎骨壊死は下顎骨に多く、下顎歯の根尖病巣による修飾を受け

やすい。BROMJの初期病変と慢性骨髄炎との画像評価は類似しており、鑑別が可能か CTおよび MR

を用いて検討する。 

 

7) DWIを用いた前立腺癌の新たな表示方法の検討 

前立腺癌のMRI診断では T2WIおよび DWI、特に ADCmapによる評価が有用とされている。しかし

ADCmapには 2つの異なる b値の信号強度を計算するため、ADCmapを作成するうえでも誤差が生じ

る可能性がある。そこでDWIの信号強度そのものを用いて前立腺癌を表示させ、病理割面と比較検

討する。 

 

8) MRI画像をガイドとした新たな穿刺方法の検討 

最近凍結療法、特に腎癌に対するMRIガイドでの治療が保険収載された。リアルタイムで MRIガ

イド下にて穿刺を行うのだが、マシンの性質上1-2秒遅れて画像が表示されるため、穿刺には高い

技術が必要となる。そこで事前に撮影した MRI画像を 3Dに再構築し、標的と穿刺針をモニタリン

グしながら3D画像を用いて穿刺する方法を作成・検討する。 

 

9) 舌癌におけるCT/MRI所見としての限局性外舌筋浸潤の意義の検討 

舌癌では外舌筋浸潤はT4a病変と区分する要素とされるが、軽微な外舌筋（茎突舌筋・舌骨舌筋）

への浸潤の臨床学的意義は明らかでない。深部浸潤により外舌筋に到達するが舌癌での浸潤深度は

頸部リンパ節転移との相関が知られている。CT/MRIでの舌癌の軽微な外舌筋浸潤と頸部郭清術での

頸部リンパ節転移陽性率との比較検討を評価し、所見の臨床学的意義を確認する。 

 

10) 内膜症の分類（r-ASRM分類）とMRI画像所見との関連性の検討 

内膜症の分類として腹腔鏡所見によるスコアリングでのr-ASRM分類が知られている。これらが術
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前MRIにより予想可能であれば、強固な癒着の有無などによっての治療法選択に有用であり、その

臨床学的意義は大きい。従来、内膜症の画像診断として知られる様々な所見の他、腹水の形態・分

布などの所見と本分類でのスコアリングとの比較評価の検討により、これらの関連性・臨床学的意

義を確認する。 

 

3. 学外共同研究 

 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

青柳 裕 Microwave組織内加温の研究 千葉大学工学部 千葉市 伊藤 公一 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

最上 拓児 2014. 4. 1 MR ガイドによる経皮的凍結治療：

腎腫瘍への適用経験と今後の展望 

第 102 回日本泌尿器学会総会 神戸市 

最上 拓児 2014. 5.10 腎腫瘍に対する経皮的凍結治療：

ラジオ波凝固療法との比較 

第 43 回日本 IVR 学会総会 奈良市 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

最上 拓児 2014. 6. 7 子宮筋腫の凍結治療 

 

乳癌の凍結治療 

第43回日本IVR学会総会 

第 2 回凍結治療教育講習会 

奈良市 

最上 拓児 2014.11.13 

-14 

Cryoablation for uterine fibroids 第42回日本低温医学会総会 

第5回凍結手術認定医講習会 

名古屋市 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

馬場 亮 2014. 5.24 頸部リンパ節転移の自然退縮と

いう極めて稀な経過をとった上

顎歯肉原発悪性黒色腫の１例 

第43回頭頸部・胸部画像研究会 東京都 

千代田区 

馬場 亮 2014. 7.14 40 代 男 性 （ 下 肢 ）

Klippei-Trenaunay Syndrome 

第 266 回関東 MR 画像研究会 東京都 

品川区 
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馬場 亮 2014. 9. 5 

-6 

Adenomyotic cystから発生した

子宮体癌（明細胞腺癌）の1例 

JSAWI 2014 淡路市 

小橋由紋子 2014. 9. 6 全身疾患に関連した骨軟部病変

－足とその他－ 

第 78 回静岡県 MRI 研究会 静岡市 

小橋由紋子 2014.11. 9 糖尿病足の画像診断 第 4 回 Diabetic foot 治療手技研究会東京都 

港区 

小橋由紋子 2015. 1.23 

-24 

肘関節内側側副靭帯：正常ボラ

ンティアとプロスポーツ選手と

の比較 

第26回日本骨軟部放射線研究会 東京都 

品川区 

馬場 亮 2015. 2. 6 嚥下困難を伴う頸部腫瘤 第301回BODY-CT研究会（頭頸部・

胸部/腹部領域） 

東京都 

新宿区 

小橋由紋子 2015. 2.20 足関節のスポーツ外傷 第51回滋賀ＭＲＩ研究会 大津市 

小橋由紋子 2015. 2.21 代謝性疾患と足 第 24 回東葛放射線画像セミナー 柏市 

小橋由紋子 2015. 3.20 足関節のスポーツ外傷 第23回富山MR研究会 富山市 

 


