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①著書 櫛橋民生 胸部疾患画像アトラス 胸部疾患画像アトラス 1-429 2016 羊土社

①著書
櫛橋民生,藤澤英文,
八木進也

第4章肺腫瘍　1.前癌病変 胸部疾患画像アトラス 114-115 2016 羊土社

①著書
櫛橋民生,藤澤英文,
八木進也

第4章肺腫瘍　2.非特異的肺
癌

胸部疾患画像アトラス 116-118 2016 羊土社

①著書
櫛橋民生,藤澤英文,
児山久美子

第9章外傷、外的因子による
肺病変　9.圧外傷

胸部疾患画像アトラス 259-263 2016 羊土社

①著書
藤澤英文,橋詰典弘,
松成一矢

第12章胸部領域IVRと胸部画
像写真　1.CTガイド肺生検と
術後画像

胸部疾患画像アトラス 404-406 2016 羊土社

①著書
藤澤英文,橋詰典弘,
渡邉孝太

第12章胸部領域IVRと胸部画
像写真　2.経カテーテル治療

胸部疾患画像アトラス 407-410 2016 羊土社

①著書
藤澤英文,橋詰典弘,
松成一矢

第12章胸部領域IVRと胸部画
像写真　2.カテーテル位置異
常

胸部疾患画像アトラス 411-414 2016 羊土社

①著書 櫛橋民生,藤澤英文
正常画像と並べてわかる胸
部CT,MRI（中国語版）

正常画像と並べてわか
る胸部CT,MRI（中国語
版）

3-309 2016 羊土社

③総説 藤澤英文
胸部Ｘ線写真―正常と異常を
見極めるー

肺癌 56 3 232-241 2016 日本肺癌学会

③総説 藤澤英文
穿刺の技術　2.USガイド下内
頸静脈穿刺

日本インターベンショナ
ルラジオロジー学会雑
誌

31 2 52-56 2016 日本IVR学会

⑧学会発表
渡邉孝太,松成一矢,
橋詰典弘,藤澤英文,
櫛橋民生

Sweet spotにおけるカテーテ
ル先端を留置したCVポート
における留置後合併症の有
無の検討

抄録集 31
sup
pl.

272 2016 第45回日本IVR学会総会

⑧学会発表

松成一矢,藤澤英文,
櫛橋民生,加賀康宏,
衣笠えり子,尾松睦
子,国村利明

膵癌との鑑別が困難であっ
た多量腹水を伴う自己免疫
性膵炎の1例

抄録集 87 2016
第30回日本腹部放射線学
会

⑧学会発表
Matsunari K,
Fujisawa H,
Kushihashi T

Investigation on proper
locations and shapes of
port-catheter implantation to
prevent port-catheter
dysfunction

Program 187 2016
Cardiovascular and
interventional radiological
society of Europe

⑧学会発表

橋詰典弘,片岡香絵,
渡邉孝太,松成一矢,
児山久美子,藤澤英
文,田山愛,国村利明

肺葉外分画症捻転の一例 日医放会誌（抄録集）
S506-
507

2016
第52回日本医学放射線学
会秋季臨床大会

⑧学会発表

橋詰典弘,松成一矢,
渡邉孝太,児山久美
子,藤澤英文,御子神
哲也,国村利明

Calcified amorphous tumor of
the heartの一例

プログラム・抄録集 22 2016
第450回日本医学放射線
学会関東地方会定期大会

⑧学会発表

Matsunari K,
Hashizume N,
Fujisawa H,
Watanabe K

The role of CT and MRI
findings on the diagnosis of
mesenteric tumor

ESR EPOS(Electronic
Presentation Online
System)

C-0824 2017
European Congress of
Radiology 2017



⑧学会発表

Hashizume N,
Matsunari K,
Watanabe K,
Koyama K, Fujisawa
H

To study the images of CT
Angiography of congenital
heart disease patients of pre
and post operation Blalock-
Taussig shunts procedure

ESR EPOS(Electronic
Presentation Online
System)

C-1729 2017
European Congress of
Radiology 2017

⑨研究会報告

橋詰典弘,児山久美
子,渡邉孝太,松成一
矢,片岡香絵,藤澤英
文,田山愛,国村利明

肺葉外肺分画症捻転の一例 プログラム 6 2016
第45回頭頸部・胸部画像
研究会

⑨研究会報告
櫛橋民生,松成一矢,
藤澤英文,宮本直昌,
角張裕紀

依頼施設,、読影センターの
立場から

日医放会誌（抄録集） S533 2016 第29回電子情報研究会

⑨研究会報告

藤澤英文,松成一矢,
渡邉孝太,橋詰典弘,
片岡香絵,児山久美
子,櫛橋民生

読影業務効率化を目指した
CT、MRI検査指示だしシステ
ムの構築

日医放会誌（抄録集） S534 2016 第29回電子情報研究会

⑨研究会報告 橋詰典弘
ミニ・イメージ・インタープリ
テーション症例3

プログラム・抄録集 2016
神奈川放射線医会第57回
例会

⑨研究会報告 藤澤英文
難治性乳び胸に対する超音
波ガイド下リンパ節穿刺リン
パ管造影

プログラム 3 2016
第24回横浜臨床医学会学
術集談会

⑨研究会報告 橋詰典弘
Blalock-Taussing shuntが脱
落し仮性瘤を形成した1例

プログラム 2017 第4回ER画像・IVR研究会

⑩その他 橋詰典弘 肛門癌 プログラム 2016
第368回東京レントゲンカ
ンファレンス

⑩その他 藤澤英文
ＣＶポート～今、知っておきた
いこと～

プログラム 2016
第17回北部病院　化学療
法・放射線治療の推進に
関する研修会

⑩その他 藤澤英文
胸部X線～異常所見を拾い
上げるためにピットフォールと
破格を知ろう～

2016
平成28年度第2回肺がん
検診従事者講習会

⑩その他 松成一矢 キャッスルマン病 プログラム 2016
第371回東京レントゲンカ
ンファレンス

⑪（業績外） 藤澤英文 CVポートの基礎 2016 バイエル社内勉強会


