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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 

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 

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 ofHenry 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 
 

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 

Kobashi Y. 
2016. 

2.15-16 
Peroneal  tendon disorders. 

The 3th AMS-AGSSR 

Joint Congress 

Kuwait 

City, 
Kuwait 

小橋 優子 
2016. 

2.26-27 

足関節：足の進化から足の障害を

考える 
第 35 回日本画像医学会 

東京都 

千代田区 

 

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 2015. 4.10 5 日前から腹痛、消内より紹介 
第 303 回 BODY-CT 研究会

-“頭頸部・胸部”領域- 

東京都 

新宿区 

小橋 優子 2015. 4.18 
診断を効率よく進めるための
CT, MRI オーダーの仕方と解釈

―足部疾患・外傷を中心に― 

第 22 回国分町整形外科

医会学術講演会 
仙台市 

馬場 亮 2015. 5. 8 60 歳代男性 腹部腫瘤 
第 304 回 BODY-CT 研究会

-“腹部”領域- 

東京都 

新宿区 



 

 

 

5. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

最上 拓児 2015.11.14 
乳がん治療の移り変わり：切ら

ない乳がん治療を目指して 

第 9 回慈恵医大放射線医

学講座市民公開講座 

「放射線科が行う癌の診

断と治療」 

東京都 

港区 

 

馬場 亮 2015. 7.17 70 歳代女性 下腹部痛 
第 306 回 BODY-CT 研究会

-“腹部”領域- 

東京都 

新宿区 

小橋由紋子 2015. 8. 7 足関節の外傷 
第 26 回日本骨軟部放射

線診断セミナー 

東京都 

港区 

馬場 亮 2015. 8.18 放射線診断 
平成 27 年度がんプロ初

期研修 

東京都 

千代田区 

青柳 裕 2015. 8.28 進行癌に対する温熱療法 
平成 27 年度がんプロ初
期研修 

東京都 
千代田区 

馬場 亮 2015. 8.28 
60 歳代 男性、左下顎智歯部

疼痛 

第 307 回 BODY-CT 研究

会 

東京都 

新宿区 

馬場 亮 2015.10. 9 40 歳台男性 鼻腔腫瘍 
第 309 回 BODY-CT 研究会

-“頭頸部・胸部”領域- 

東京都 

新宿区 

小橋 優子 2015.10.14 
人名を冠した足関節疾患、温故

知新 

第 59 回なにわ臨床画像

研究会 
大阪市 

小橋 優子 2015.11.27 骨粗鬆症の画像診断 
第 87 回宮城足部疾患検

討会 
仙台市 

Kobashi Y. 
2016. 

1.29-30 

A case report of calcium 

pyrophoshate dihydrate 

crystal deposition disease 

(CPPD) similar to 

osteosarcoma 

第 27 回日本骨軟部放射

線研究会 

東京都 

港区 

馬場 亮 2016. 2.26 口腔癌；臨床上重要な画像所見 
第 9 回頭頸部画像診断懇

話会 

東京都 

港区 

小橋 優子 2016. 3.12 
骨転移の画像診断―MRI を用い

た画像解釈― 
第 4 回京葉骨転移研究会 浦安市 


