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1. 教室員と主研究テーマ 

 
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）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。 
 

2）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。 

 

3）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。 

 

4) 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。 

 

5) 局所進行口腔癌に対する超選択的動注放射線治療の検討 

口腔癌の局所進行癌に対する根治手術を行う場合、侵襲度も問題となるが機能面および美容面においても

問題となり、術後の患者の QOL を著しく損なうことが多い。口腔癌の治療においては局所制御率の向上と機

能・美容面の温存が重要であり、根治治療を目的とした超選択的動注放射線治療の有効性について検討する。  

 

6) 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。 

 

7) MRONJ（薬剤関連顎骨壊死）に関する CT 画像所見の検討 

MRONJ はビスフォスフォネート製剤やデノスマブ（RANKL 阻害剤）、血管新生抑制作用を持つ抗がん剤の

使用中・後に生じる顎骨壊死であり、画像所見に関する報告は少ない。MRONJ の CT 画像所見に関しての検

討をする。 

 
 



 

 

8) MRI における舌癌 T1-2 病変の detectability に関する検討 

舌癌の術前 MRI で同定できる病変と同定できない病変での比較、その臨床的意義に関する報告は今までに

ない。その 2 群を比較し MRI における detectability の臨床的意義を明らかにする。 

 

3. 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 

馬場 亮 2017. 2.26 薬剤関連顎骨壊死の画像診断 第 36 回日本画像医学会 
東京都 

千代田区 

 

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. 4.15 Imaging of ankle sprain. 
第 75 回日本医学放射線

学会総会 
横浜市 

 

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 2016. 5.16 
口腔癌；MRI が中心となる臨床上

重要な画像所見． 

第 277 回関東 MR 画像研

究会 

東京都 

中央区 

馬場 亮 2016. 5.28 
wandering carotid artery の 1

例． 

第 45 回頭頸部・胸部画

像研究会 

東京都 

中央区 

最上 拓児 2016. 6. 6 
小径腎腫瘍に対する経皮的凍結

療法． 

第 78 回千葉県放射線画

像診断研究会 
千葉市 

馬場 亮 2016. 8.26 
desmoplastic ameloblastoma の

画像診断 
第 319 回 BODY-CT 研究会 

東京都 

新宿区 

Kobashi Y. 2016.9.16 
Primary diaphyseal 

osteosarcoma. 

11th  Japanese 

Scandinavian 

Radiologic Society 

東京都 

新宿区 

馬場 亮 2016. 9.17 
喉頭蓋の正常 CT 解剖（喉頭蓋軟

骨の厚さ）に関する検討. 

第 29 回頭頸部放射線研

究会 

東京都 

新宿区 

小橋 優子 2016.10. 1 足関節捻挫の画像診断 
第 58 回北陸画像診断勉

強会 
金沢 

小橋 優子 2016.10.19 
足関節のわかりやすい MRI 解剖

と外側靱帯損傷. 

第 13 回整形外科画像診

断セミナー 
宇都宮 

Munetomo Y. 2016.10.20 

Successful endovascular 

treatment for rectal 

arteriovenous fistula after 

pelvic trauma. 

ASVS 2016 Singapore 

Kobashi Y. 2016.11.19 

MR finding of deltoid 

ligament tear: How often do 

both ATFL and deltoid 

ligament tear occur at the 

same time? 

6th AFFAS(Asian 

Federation of Foot and 

Ankle Surgeons) 

奈良 



 

 

 

4. 教育講演等教育に関する業績、活動 
教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

最上 拓児 2016. 9.16 
放射線科 IVR 分野の卒前教育に

関する実態調査 2015. 

第 52 回日本医学放射線

学会秋季臨床大会 

東京都新

宿区 

 

Kobashi Y. 2017.1.20 

MR finding of deltoid 

ligament tear: How often the 

ATFL tear is complicated with 

the deltoid ligament tear? 

第 28 回日本骨軟部放射

線研究会 

東京都 

港区 

山添 真治 2017.2.20 
牛久愛和総合病院での放射線科

の役割. 

第 12 回地域連携懇談会

～夜会～ 
牛久市 

小橋 優子 2017.3.10 足関節捻挫の画像診断. 
第 49 回こまばイメージ

ング研究会 

東京都 

目黒区 


