
小線源治療部会
第22回学術大会

気合で治す！小線源治療
～患者に寄り添う究極のAdaptive Radiation Therapy～

テーマ

  会   　場　 ペリエホール
 （千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉7Ｆ）

 当番世話人　 宇野  隆
 （千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学 教授）

公益社団法人日本放射線腫瘍学会

2020（令和2）年 
5月29日（金）～30日（土）

日   　時

プログラム・抄録集





小線源治療部会
第22回学術大会

［プログラム・抄録集］

会　期： 2020 年 5 月 29 日（金）〜 30 日（土）
会　場： ペリエホール

（千葉県千葉市中央区新千葉 1-1-1 ペリエ千葉 7F）

世話人： 宇野　隆
（千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学 教授）



小線源治療部会第22回学術大会 誌上開催に関して

　新型コロナウイルス感染拡大という現在の社会状況に鑑み、5月29日、30日に開催を予定して
おりました小線源治療部会第22回学術大会は、集会としての開催を中止することといたしまし
た。先生方にはこれまで多大なご支援をいただきましたが、誠に申し訳ございません。
　ご発表予定者で演題取り下げを希望されない方のみを中心に抄録集は作成し、「誌上開催」の
形式とさせて頂きます。スライド、動画等の Web 開催、専門医関連の単位取得のための e-test
などは行わず、参加費の徴収も行いません。

　誌上開催となりましたが、抄録集は過去の学術集会の形式を継承して作成致しております。
プログラム編成された時点での内容で、予定使用会場等を記載しております。
抄録本文は公益社団法人日本放射線腫瘍学会のホームページ「会員専用ページ」に掲載致します。
第22回小線源治療部会学術大会ホームページには演題プログラム、Web 展示会を掲載致します。
是非ご活用下さい。

公益社団法人日本放射線腫瘍学会　理事長　　 茂松　直之
同　小線源治療部会　部会長 　　生島　仁史

小線源治療部会第22回学術大会　当番世話人　宇野　　隆
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ご　挨　拶

日本放射線腫瘍学会第22回小線源部会学術大会
当番世話人　宇野　隆

（千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学 教授）

　新型コロナウイルス感染症の蔓延により、2020年春以降のほぼすべての学会活動が中止・延
期を余儀なくされています。日本放射線腫瘍学会第22回小線源治療部会学術大会（千葉）は、
多くの先生方のご協力をいただき鋭意準備を行って参りましたが、集会としての開催を断念し
誌上開催といたしました。
　本学術大会をご案内するにあたり、

『小線源治療は、経験豊富な限られた熟達者による職人芸的治療から、外部照射と同様にコン
ピュータ技術、画像診断技術を取り入れた高精度小線源治療に移行してきました。先人達の医
療人としての優れた姿勢や技術を学び、継承するとともに、画像誘導小線源治療（IGBT）によ
る線源配置や線量分布の可視化、DVH パラメータによる客観化等を通して、高精度小線源治療
の標準化・治療技術の均てん化が推進されています。・・・（中略）・・・　AI 導入が目前に迫
る現代の医療にあっても、小線源治療は、放射線腫瘍医とそのチームが個々の患者のがんと対
峙する姿勢、そして患者に寄り添った医療を実践することが強く求められる、最高の臨床現場
であり続けます。今大会のテーマは、医療の原点に立ち戻り「気合で治す！小線源治療～患者
に寄り添う究極の Adaptive Radiation Therapy ～」とさせていただきました。熱い心と冷静な
頭脳そして最新の技術を駆使して治療を実践する第一線の臨床現場から、これから治療を導入・
拡充する施設まで、皆でこれまでの成果や今後の展望について議論できればと期待しておりま
す。』
と記載させていただきました。
　テーマにご賛同いただき、多くの演題を頂戴しておりましたので、ここに抄録集としてまと
めました。指定演題そして一般演題に登録してくださった先生方に心より感謝申し上げます。
各医療機関が極めて厳しい状況におかれておりますが、感染症の蔓延に影響されることなく小
線源治療が患者に提供し続けられることを祈念申し上げます。
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ご案内

2020年 5月29日（金）   学術大会、幹事会、機器展示、情報交換会
　　　 5月30日（土）   学術大会、機器展示

会　　　期：2020年5月29日（金）～ 5月30日（土）
会　　　場：ペリエホール（JR千葉駅徒歩0分）
　　　　　　〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉一丁目1番1号
　　　　　　TEL：043-445-8300
当番世話人：宇野　隆（千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学 教授）

1. 学術プログラム概要

◆特別講演
　『ライバルを知る ― 子宮頸癌に対する広汎子宮全摘術 ―』
　 5月29日（金） 16:30 ～ 17:30　　第1会場（Room A）

　 座長：野本　由人（三重大学大学院医学系研究科先進がん治療学講座）
　 演者：田畑　　務（東京女子医科大学 産婦人科）

◆教育講演1
　『外陰癌・腟癌に対する組織内照射』
　 5月29日（金） 13:10 ～ 14:10　　第1会場（Room A）

　 座長：伊丹　　純（国立がん研究センター中央病院 放射線治療科）
　 1.「気合で治る？」膣癌に対する組織内照射
　　　演者：吉田　　謙（大阪医科大学附属病院）
　 2. 外陰癌、膣癌に対する小線源治療
　　　演者：櫻井　英幸（筑波大学医学医療系放射線腫瘍学）

◆教育講演2
　『鎮静・鎮痛』
　 5月29日（金） 15:20 ～ 16:20　　第1会場（Room A）

　 座長：渡辺　未歩（千葉大学大学院医学研究院画像診断・放射線腫瘍学）
　 1. Procedural Sedation and/or Analgesia ― andとorの大きな違い ―
　　 演者：田口奈津子（千葉大学大学院医学研究院　麻酔学）
　 2. 当院における婦人科小線源治療の鎮痛、鎮静に関する試み
　　 演者：室伏　景子（筑波大学放射線腫瘍科）

◆シンポジウム1
　『IGBT時代のQA/QC』
　 5月29日（金） 10:10 ～ 11:40　　第1会場（Room A）

　 座長：岡本　裕之（国立がん研究センター中央病院 放射線品質管理室）
　　　　 黒岡　将彦（東京医科大学病院 放射線治療部）
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　 1. IGBT導入ガイドラインの概説
　　 演者：小島　　徹（埼玉県立がんセンター）
　 2. 密封小線源線量計測の標準化
　　 演者：川村　愼二（帝京大学大学院保健学研究科）
　 3. 日常診療におけるIGBTの実践
　　 演者：小坂　賢吾（兵庫県立がんセンター 放射線部）
　 4. 画像誘導小線源治療（IGBT）の安全管理について
　　 演者：坂本　昌隆（浜松医科大学医学部附属病院放射線部）
　 5. IGBTにおける職種間連携
　　 演者：猪狩　光紳（埼玉医科大学国際医療センター 放射線腫瘍科）

◆シンポジウム2
　『「気合で治す」小線源治療 ― 再発癌に対するSalvage小線源治療 ―』
　 5月30日（土） 9:45 ～ 11:15　　第1会場（Room A）

　 座長：中村　和正（浜松医科大学医学部放射線腫瘍学講座）
　　　　 平塚　純一（川崎医科大学放射線腫瘍学教室）
　 コメンテーター：吉田　　謙（大阪医科大学附属病院）
　 1. 小線源治療による再照射の経験
　　 演者：大賀　才路（国立病院機構 九州医療センター放射線科）
　 2. 婦人科腫瘍術後膣再発へのSalvage小線源治療
　　 演者：金本　彩恵（新潟県立がんセンター新潟病院）
　 3. 切除不能な乳癌胸壁再発に対するBrachy ～Brachyで立ち向かう気概を次世代に育むために～
　　 演者：久能木裕明（順天堂大学）
　 4. Salvage ISBT -Never Give Up!-
　　 演者：増井　浩二（京都府立医科大学放射線診断治療学講座）
　 5. 外照射では制御困難と思われる頭頸部腫瘍に対する組織内照射
　　 演者：村上　直也（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院放射線治療科）

◆シンポジウム3
　『子宮頸癌IGBT ―導入から成熟に向けて―』
　 5月30日（土） 13:25 ～ 14:40　　第1会場（Room A）

　 座長：加藤　真吾（埼玉医科大学国際医療センター 放射線腫瘍科）
　　　　 戸板　孝文（沖縄県立中部病院 放射線科）
　 1. 導入にむけて、当院での取り組み
　　 演者：高木　倫子（秋田大学医学部附属病院放射線科）
　 2. 演題取下げ
　 3. コンツーリングの標準化に向けて
　　 演者：若月　　優（量子科学技術研究開発機構QST病院）
　 4. 当院に於ける5年間のMRIガイド下IGBTの経験について
　　 演者：吉田　賢史（神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科）
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◆ワークショップ
　『腟（断端）腔内照射 ―照射方法・治療成績など―』
　 5月29日（金） 14:15 ～ 15:15　　第1会場（Room A）

　 座長：辻野佳世子（兵庫県立がんセンター 放射線治療科）
　　　　 大野　達也（群馬大学大学院医学系研究科腫瘍放射線学講座）
　 1. 腟腫瘍の小線源治療
　　 演者：関井　修平（兵庫県立がんセンター放射線治療科）
　 2. Vaginal CT/MR Multi-Channel Applicatorを用いた腟断端へのAdaptive Therapy
　　 演者：伊井　憲子（伊勢赤十字病院放射線治療科）
　 3. 婦人科腫瘍術後再発に対する画像誘導小線源治療の意義
　　 演者：小此木範之（量子科学技術研究開発機構QST病院）
　 4. 断端部再発に対する腟型を用いた小線源治療の実際
　　 演者：岩井　祐磨（千葉大学医学部放射線科）

◆一般演題
5月29日（金）
一般演題1　　前立腺 10:30 ～ 11:30　　第2会場（Room B）
  　　　　　　座長：吉岡　靖生（公益財団法人がん研究会有明病院 放射線治療部高精度放射線治療）

一般演題2　　子宮頸癌 13:10 ～ 14:10　　第2会場（Room B）
  　　　　　　座長：若月　　優（量子科学技術研究開発機構QST病院）

一般演題3　　症例 15:20 ～ 16:10　　第2会場（Room B）
  　　　　　　座長：西村　哲夫（静岡県立静岡がんセンター放射線・陽子線治療センター）

5月30日（土）
一般演題4　　物理  9:45 ～ 10:45　　第2会場（Room B）
  　　　　　　座長：川村　愼二（帝京大学大学院保健学研究科）

一般演題5　　乳癌・子宮体癌 13:25 ～ 14:15　　第2会場（Room B）
  　　　　　　座長：萬　　篤憲（東京医療センター 放射線科）

◆機 器 展 示 
5月29日（金） 10：30 ～ 17：30

 Room C
5月30日（土） 9：00 ～ 13：00

2. 学会参加者へ

　参加手続きについて
　当日参加受付にてご署名ください。
　参加費と引き換えに参加登録証およびプログラム・抄録集とお引替えいたします

医師 医師以外  非会員
8,000円 6,000円 11,000円

※クレジットカードでのお支払いは出来ません。
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開場、受付時間について
5月29日（金） 5月30日（土）

開場時間 8：00 8：00
参加受付開始時間 8：15 8：15
クローク開設時間 8：15 ～ 17：45  8：15 ～ 15：00

3. 進行情報

セッション 発表 質疑 総合討論
特別講演（60分） 55分×1名  5分  なし

教育講演1（60分） 25分×2名 10分  なし
教育講演2（60分） 25分×2名 10分  なし

シンポジウム1（90分） 15分×5名 なし 15分
シンポジウム2（90分） 12分×6名 なし 18分
シンポジウム3（75分） 15分×4名 なし 15分
ワークショップ（60分） 12分×4名 なし 12分

・発表終了1分前に黄色ランプ、終了・超過時には赤色ランプを点灯してお知らせします。 
円滑な進行のため、時間厳守でお願いします。

・演題上には、モニター、キーボード、マウス、レーザーポインターを用意いたします。 
演台に上がると最初のスライドが表示されますので、その後の操作は各自でおこなってください。

4. 領域講習の認定について

・受講証明書は前のセッション終了時～講演開始後15分まで配布し、講演終了後退室時に半券を
回収します。遅刻者は受講できますが、受講証明書は開始15分以後は配布できませんのでご注
意ください。半券回収者が受講者として認定されますが、会員ページには自動反映されません
ので、大切に保管していただき、申請時に添付ください。

5. 座長の皆様へ

・担当セッション開始予定時刻の15分前までに、会場前方の「次座長席」にご着席ください。

6. 演題発表者の皆様へ

Ⅰ. 利益相反の開示
　　JASTROのホームページをご覧ください。
　　https://www.jastro.or.jp/medicalpersonnel/aboutus/cat5/post-55.html
Ⅱ. 口演セッション　試写・発表方法
　　1）口演発表はすべてPC発表（PowerPoint）のみといたします。
　　2）発表データは、Windows PowerPoint 2007 ～ 2016のバージョンで作成してください。
　　3） PowerPointの「発表者ツール」は使用できません。発表用原稿が必要な方は各自ご準備ください。

＜データ発表の場合＞
　1）作成に使用されたPC以外でも必ず動作確認を行っていただき、USBフラッシュメモリーでご

持参ください。
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　2）フォントは文字化け、レイアウト崩れを防ぐため下記フォントを推奨いたします。
　　MSゴ シ ッ ク、MSPゴ シ ッ ク、MS明 朝、MSP明 朝、Arial，Century、Century Gothic、

Times New Roman
　3）発表データは学会終了後、事務局で責任を持って消去いたします。

＜PC本体持込みによる発表の場合＞
　1）Macintoshで作成したものと動画・音声データを含む場合は、必ずご自身のPC本体をお持込

みください。
　2）会場で用意するPCケーブルコネクタの形状は、D-SUB mini 15pinです。この出力端子を持つ  

PCをご用意いただくか、この形状に変換するコネクタを必要とする場合には必ずご持参くだ
さい。デジタル出力（HDMI）の出力端子しか無いPCはHDMI→D-SUBの変換アダプターも必
要です。電源ケーブルもお忘れなくお持ちください。

　3）再起動をすることがありますので、パスワード入力は“不要”に設定してください。
　4）スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。
　5）動画データ使用の場合は、Windows Media Playerで再生可能であるものに限定いたします。
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会場案内図／アクセス

電車でのアクセス
  JR 千葉駅東口より 徒歩0分
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スケジュール

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

5月29日（金）
第１会場

10:00 ～10:10　開会式
10:10 ～11:40　シンポジウム１
IGBT 時代のQA/QC
座長：岡本 裕之、黒岡 将彦
演者：小島　 徹、川村 愼二、小坂 賢吾。
　　　坂本 昌隆、猪狩 光紳

10:30 ～11:30　一般演題　全 6題　
前立腺
座長：吉岡 靖生

機器展示

Web 開催

13:10 ～14:10　教育講演１
外陰癌・腟癌に対する組織内照射
座長：伊丹　純
演者：吉田　謙、櫻井 英幸

13:10 ～14:10　一般演題　全 6題　
子宮頸癌
座長：若月　優

15:20 ～16:10　一般演題　全 5題　
症例
座長：西村　哲夫

14:15～15:15　ワークショップ
腟（断端）腔内照射 ―照射方法・治療成績など―
座長：辻野 佳世子、大野 達也
演者：関井 修平、伊井 憲子、小此木 範之、岩井 祐磨

15:20 ～16:20　教育講演２
鎮静・鎮痛
座長：渡辺 未歩
演者：田口 奈津子、室伏 景子

16:30 ～17:30　特別講演
ライバルを知る 
―子宮頸癌に対する広汎子宮全摘術―
座長：野本 由人　　演者：田畑　務

第２会場 展示会場
Room CRoom A Room B
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9:45 ～11:15　シンポジウム２
「気合で治す」小線源治療 
―再発癌に対するSalvage 小線源治療―
座長：中村 和正、平塚 純一
コメンテーター：吉田　謙
演者：大賀 才路、金本 彩恵、久能木 裕明、
　　　増井 浩二、村上 直也

9:45 ～10:45　一般演題　全 6題
物理
座長：川村 愼二

13:25 ～14:40　シンポジウム３
子宮頸癌 IGBT ―導入から成熟に向けて―
座長：加藤 真吾、戸板 孝文
演者：高木 倫子、若月　優、吉田 賢史

14:40 ～14:50　閉会式

13:25 ～14:15　一般演題　全 5題
乳が乳癌・子宮体癌
座長：萬　篤憲

機器展示

Web 開催

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

5月30日（土）
第１会場 第２会場 展示会場

Room CRoom A Room B
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プログラム
5月29日（金）　第1会場（Room A）

10:00 ～ 10:10　開会式
当番世話人　宇野　　隆（千葉大学大学院医学研究院画像診断・放射線腫瘍学）

10:10 ～ 11:40　シンポジウム1：IGBT時代のQA/QC
座長　岡本　裕之（国立がん研究センター中央病院放射線品質管理室）

黒岡　将彦（東京医科大学病院放射線治療部）  　　　　　　　

1 IGBT導入ガイドラインの概説
小島　　徹（埼玉県立がんセンター）

2 密封小線源線量計測の標準化
川村　愼二（帝京大学大学院保健学研究科）

3 日常診療におけるIGBTの実践
小坂　賢吾（兵庫県立がんセンター放射線部）

4 画像誘導小線源治療（IGBT）の安全管理について
坂本　昌隆（浜松医科大学医学部附属病院放射線部）

5 IGBTにおける職種間連携
猪狩　光紳（埼玉医科大学国際医療センター放射線腫瘍科）

13:10 ～ 14:10　教育講演1：外陰癌・腟癌に対する組織内照射
座長　伊丹　　純（国立がん研究センター中央病院 放射線治療科）

1 「気合で治る？」膣癌に対する組織内照射
吉田　　謙（大阪医科大学附属病院）

2 外陰癌、腟癌に対する小線源治療
櫻井　英幸（筑波大学・医学医療系・放射線腫瘍学）

14:15 ～ 15:15　ワークショップ：腟（断端）腔内照射 ―照射方法・治療成績など―
座長　辻野佳世子（兵庫県立がんセンター 放射線治療科） 　　　　　　

大野　達也（群馬大学大学院医学系研究科腫瘍放射線学講座） 　

1  腟腫瘍の小線源治療
関井　修平（兵庫県立がんセンター放射線治療科）

2 Vaginal CT/MR Multi-Channel Applicatorを用いた腟断端へのAdaptive Therapy
伊井　憲子（伊勢赤十字病院放射線治療科）

3 婦人科腫瘍術後再発に対する画像誘導小線源治療の意義
小此木範之（量子科学技術研究開発機構QST病院）

4 断端部再発に対する腟型を用いた小線源治療の実際
岩井　祐磨（千葉大学医学部放射線科）
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15:20 ～ 16:20　教育講演2：鎮静・鎮痛
座長　渡辺　未歩（千葉大学大学院医学研究院画像診断・放射線腫瘍学）

1 Procedural Sedation and/or Analgesia －andとorの大きな違い－
田口奈津子（千葉大学大学院医学研究院麻酔学）

2 当院における婦人科小線源治療の鎮痛、鎮静に関する試み
室伏　景子（筑波大学放射線腫瘍科）

16:30 ～ 17:30　特別講演
座長　野本　由人（三重大学大学院医学系研究科先進がん治療学講座）

ライバルを知る ― 子宮頸癌に対する広汎子宮全摘術 ―
田畑　　務（東京女子医科大学産婦人科）

5月29日（金）　第2会場（Room B）

10:30 ～ 11:30　一般演題：前立腺
座長　吉岡　靖生（公益財団法人がん研究会有明病院放射線治療部高精度放射線治療）

1 前立腺癌永久挿入密封小線源治療における術中CT下cold spot補正法の線源追加部位に関する検討
川上　正悟（北里大学医学部放射線科学「放射線腫瘍学」）

2 前立腺癌密封小線源療法におけるPSA nadir ≤0.2 ng/mlは達成可能な目標か
征矢野　崇（自衛隊中央病院放射線科）

3 演題取下げ

4 前立腺癌に対する組織内照射においてハイドロゲルスペーサー注入後に直腸障害を生じた3症例
青鹿　友美（埼玉医科大学国際医療センター放射線腫瘍科）

5 前立腺癌I-125シード治療における前立腺体積に基づく総線源強度ノモグラムの妥当性
戸矢　和仁（国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科放射線・情報科学分野）

6 前立腺癌I-125シード単独治療における線源の種類や挿入方法による前立腺線量の比較
戸矢　和仁（国際医療福祉大学三田病院放射線科）

13:10 ～ 14:10　一般演題：子宮頸癌
座長　若月　　優（量子科学技術研究開発機構QST病院）

1 子宮頸癌放射線治療後の再発形式と予後の遡及的解析
斎藤　　高（茨城県立中央病院放射線治療科／筑波大学医学医療系放射線腫瘍学）

2 CTを用いたHR-CTVの術者間での差異の検討
澤田　将史（慶應義塾大学医学部放射線科学（治療）

3 子宮頸癌患者に対するMRI-based IGBTにおける尿管線量の検討
表田　真弓（神戸大学医学部附属病院医療技術部放射線部門）
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4 CT Based 3D-IGBTにおける線量評価点の検討
鶴岡伊知郎（量子科学技術研究開発機構QST病院診療放射線技術室）

5 子宮頸癌に対するCTを用いた組織内併用腔内照射の治療成績の検討 
安藤　　謙（群馬県立がんセンター放射線科）

6 Advanced Gynecological Applicator VeneziaTMの使用経験
渡辺　未歩（千葉大学医学部附属病院放射線科）

15:20 ～ 16:10　一般演題：症例
座長　西村　哲夫（静岡県立静岡がんセンター放射線・陽子線治療センター）

1 外陰癌術後局所再発に対する外来通院の救済高線量率組織内照射を施行した1例
森本　将裕（大阪国際がんセンター放射線腫瘍科）

2 乳癌術後照射後の胸壁再発に対して、高線量率組織内照射を行った 1例
阿武　　和（神奈川県立がんセンター放射線治療科）

3 限局型前立腺癌に対するHDR-BTを用いたFocal therapyの経験
神谷　伸彦（川崎医科大学放射線腫瘍学）

4 骨盤内に再発した右大殿筋原発平滑筋肉腫の一例
島　　　聖（国立がん研究センター中央病院放射線治療科）

5 かつて我が国で行われていた喉頭癌のラジウム線源埋没療法：ある患者の自叙伝を通して
西村　哲夫（静岡県立静岡がんセンター放射線・陽子線治療センター）
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5月30日（土）　　第1会場（Room A）

9:45 ～ 11:15　シンポジウム2：「気合で治す」小線源治療 ―再発癌に対するSalvage小線源治療―
座長　中村　和正（浜松医科大学医学部放射線腫瘍学講座）

平塚　純一（川崎医科大学放射線腫瘍学教室） 　　
コメンテーター　吉田　　謙（大阪医科大学附属病院） 　　　　　　

1 小線源治療による再照射の経験
大賀　才路（国立病院機構九州医療センター放射線科）

2 婦人科腫瘍術後膣再発へのSalvage小線源治療
金本　彩恵（新潟県立がんセンター新潟病院）

3 切除不能な乳癌胸壁再発に対するBrachy ～Brachyで立ち向かう気概を次世代に育むために～
久能木裕明（順天堂大学）

4 Salvage ISBT -Never Give Up!-
増井　浩二（京都府立医科大学放射線診断治療学講座）

5 外照射では制御困難と思われる頭頸部腫瘍に対する組織内照射
村上　直也（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院放射線治療科）

13:25 ～ 14:40　シンポジウム3：子宮頸癌IGBT ―導入から成熟に向けて―
座長　加藤　真吾（埼玉医科大学国際医療センター放射線腫瘍科）

戸板　孝文（沖縄県立中部病院放射線科）    　　　　　　　

1 導入にむけて、当院での取り組み
高木　倫子（秋田大学医学部附属病院放射線科）

2 演題取下げ

3 コンツーリングの標準化に向けて
若月　　優（量子科学技術研究開発機構QST病院）

4 当院に於ける5年間のMRIガイド下IGBTの経験について
吉田　賢史（神戸大学医学部附属病院放射線腫瘍科）

14:40 ～ 14:50　閉会式

5月30日（土）　第2会場（Room B）

9:45 ～ 10:45　一般演題：物理
座長　川村　愼二（帝京大学大学院保健学研究科）

1 演題取下げ
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2 治療計画装置の線源停留位置確認およびCT位置極め画像による線源停留位置の確認システムを含む
誤照射防止システムの構築

北村　　望（公益財団法人がん研究会有明病院）

3 演題取下げ

4 演題取下げ

5 ヨウ素125シード線源におけるカートリッジごとの簡易計測の経験 
秋谷龍一郎（埼玉県立がんセンター）

6 Medical Physicists for Brachytherapy in Europe
Frank-André Siebert（Medical Physics Dept. Clinic of Radiotherapy, Campus Kiel, UKSH）

13:25 ～ 14:15　一般演題：乳癌・子宮体癌
座長　萬　　篤憲（東京医療センター放射線科）

1 SAVIを用いた多施設の治療計画に関するFeasibility study
野武　亮一（東京医科歯科大学医学部附属病院放射線部）

2 SAVIを用いた多施設共同観察研究 ～治療後1年以上経過した初期症例の有害事象と整容性
吉村　亮一（東京医科歯科大学医学部附属病院）

3 当院にて行ったHybrid APBIの1例
川中　　崇（徳島大学大学院放射線医学分野）

4 子宮体癌に対する根治的画像誘導3次元腔内照射の治療経験
兼安　祐子（国立病院機構福山医療センター放射線治療科）

5 日本でも治そう！体癌の放射線治療 
萬　　篤憲（東京医療センター放射線科）





協賛企業

日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第22回学術大会は、以下の多くの企業より多
大なるご協力をいただきました。
ここに謹んで感謝申し上げます。

アキュレイ 株式会社
アストラゼネカ 株式会社
アルフレッサファーマ 株式会社
エイペックスメディカル 株式会社
キヤノンメディカルシステムズ 株式会社
竹中オプトニック 株式会社
株式会社 千代田テクノル
医療法人 桐和会
日本メジフィジックス 株式会社
株式会社 バリアン メディカル システムズ
株式会社 ビードットメディカル
株式会社 メディコン
ユーロメディテック 株式会社

（50音順）























小線源治療部会
第22回学術大会

気合で治す！小線源治療
～患者に寄り添う究極のAdaptive Radiation Therapy～

テーマ

  会   　場　 ペリエホール
 （千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉7Ｆ）

 当番世話人　 宇野  隆
 （千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学 教授）

公益社団法人日本放射線腫瘍学会

2020（令和2）年 
5月29日（金）～30日（土）

日   　時

プログラム・抄録集


