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プログラム 第1会場 602BCD

座長：国立精神・神経医療研究センター病院　放射線診療部　佐藤　典子

座長：自治医科大学　放射線医学講座　藤田　晃史

会長：自治医科大学附属さいたま医療センター　放射線科　田中　修

9：00 〜 9：40

9：40 〜10：20

8：55 〜 9：00

神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症（HDLS）の一例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　放射線科　廣石　篤司　他

MRI で髄膜造影増強効果を認め、脳生検により診断した
原発性中枢神経系血管炎 (PCNSV) の 1 例

群馬大学医学部附属病院　核医学科　前原　由美　他

術前診断が困難であった右後頭葉の節外性 NK/T 細胞リンパ腫の一例
東京医科歯科大学医学部附属病院　放射線診断科　足立　拓也　他

松果体腫瘍治療後、26 年の経過で同部位に腺癌を生じた一例
東京医科歯科大学医学部附属病院　放射線診断科　小澤　茜　他

右中硬膜動脈分岐の眼動脈を合併した右頸動脈―奇前大脳動脈吻合の一例
埼玉医科大学国際医療センター　画像診断科　松浦　紘一郎　他

前頭蓋底への進展を認め、術前診断に難渋した鼻腔発生神経鞘腫の 1 例
防衛医科大学校病院　放射線科　見越　綾子　他

前額部皮下腫瘤や全身性病変を来たした多中心性網細組織球症の一例
筑波大学付属病院放射線診断　IVR 科　菊地　俊介　他

硬膜下血腫を伴う成人発症頭蓋骨ランゲルハンス細胞組織球症の一例
横須賀共済病院　放射線科　坂井　洋　他

FDG PET/CT を施行した頭蓋底 chondrosarcoma の一例
東京医療センター　放射線科　松本　秀樹　他

脳セッション1

頭頸部セッション2
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開会挨拶
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座長：聖マリアンナ医科大学　放射線科　小林　泰之

座長：自治医科大学附属さいたま医療センター　放射線科　田中　修

座長：自治医科大学　放射線医学講座　杉本　英治

10：20 〜11：00

11：00 〜11：50

12：00 〜13：00

13：00 〜13：20

造血幹細胞移植後に複数の感染症と肺胞蛋白症を発症した一例
都立駒込病院　放射線診療科　名川　恵太　他

悪性黒色腫の多発脳転移治療前に、FDG-PET/CT により偶発的に発見された
肺静脈内腫瘍塞栓の一例

獨協医科大学越谷病院　放射線科　今泉　雅博　他

Calcified amorphous tumor of the heart の一例
昭和大学横浜市北部病院　放射線科　橋詰　典弘　他

心不全を契機に診断された心臓悪性リンパ腫の一例
−炭水化物制限プロトコール FDG-PETCT による診断及び治療評価−

東京女子医科大学病院　画像診断核医学科　平石　卓也　他

経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）により治療しえた特発性肋間動脈出血の 1 例
済生会宇都宮病院　放射線科　中間　楽平　他

Gradenigo 症候群の 1 例
自治医科大学付属病院　放射線科　菊地　智博　他

放射線部門の医療情報システム : 構築の実際
北里大学医学部　画像診断学　井上　優介

心臓血管領域における超高精細 CT の初期使用経験
岩手医科大学附属病院循環器医療センター　循環器放射線科　吉岡　邦浩

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

11O-

12O-

13O-

14O-

15O-

10O-

必須講習会　医療の質：診断（品質管理・IT・遠隔画像診断）

ランチョンセミナー

総　会

胸部セッション3
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第1会場 602BCD

座長：済生会宇都宮病院　放射線科　本多　正徳

座長：昭和大学藤が丘病院　放射線科　竹山　信之

13：20 〜14：00

14：00 〜14：40

甲状軟骨転移をきたした肝細胞癌の一例
埼玉医科大学病院　放射線腫瘍科　鈴木　健之　他

主腫瘍の塞栓術により未治療域の肝内転移巣も退縮を示した巨大肝細胞癌の 1 例
北里大学医学部　放射線科学（画像診断学）　山根　拓郎　他

肝膿瘍と鑑別を要した多発性骨髄腫の肝浸潤の一例
NTT 東日本関東病院　放射線部　鈴木　藍子　他

破骨細胞型退形成性膵管癌の 1 例
横須賀共済病院　放射線科　福田　哲央　他

膵頭十二指腸切除後の門脈狭窄に伴う消化管出血に対する門脈ステント留置の有用性
獨協医科大学　放射線科　塩山　靖和　他

セフトリアキソンが原因と考えられた偽胆石症の 1 例
東京歯科大学市川総合病院　放射線科　宗友　洋平　他

結節性硬化症に両側腎 oncocytoma を合併した 1 例
防衛医科大学校病院　放射線医学講座　津田　正喜　他

骨シンチグラフィで原発巣に集積した膀胱癌 2 例
済生会横浜市南部病院　放射線科　平山　麻利子　他

膀胱原発悪性リンパ腫の 2 例：拡散強調像での検討
東海大学医学部付属病院　専門診療学系画像診断学　永藤　唯　他

MRI 施行中に卵巣腫瘍破裂を来した 2 例
埼玉医科大学国際医療センター　画像診断科　山口　晴臣　他

16O-

17O-

18O-

19O-

20O-

21O-

22O-

23O-

24O-

25O-

腹部１セッション4

腹部２セッション5
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第1会場 602BCD

座長：国保旭中央病院　放射線科　磯貝　純
14：40 〜15：20

TAFRO 症候群の 1 例
帝京大学医学部　放射線科 / 東京都健康長寿医療センター　放射線診断科　飯島　健　他

仙骨前奇形腫よりカルチノイドが発生した Currarino 症候群の一例
がん研有明病院　画像診断部　伊藤　浩一　他

胸椎に発生した脊索腫の 1 例
群馬大学医学部附属病院　放射線診断核医学　木村　慎太郎　他

DISCO-Navigator 法を用いた鎮静下・小児上腹部ダイナミックスタディの検討
慶應義塾大学医学部　放射線診断科　荒井　絵美理　他

卒前画像診断教育における e-learning material としての
「SYNAPSE Case Match」の活用について

東京慈恵会医科大学　放射線医学講座　佐久間　亨　他

26O-

27O-

28O-

29O-

30O-

その他セッション 6

座長：新渡戸文化短期大学　学長　関谷　透

次期会長：横浜市立大学附属市民総合医療センター　放射線科　竹林　茂生

会長：自治医科大学附属さいたま医療センター　放射線科　田中　修

15：20 〜17：20

17：20 〜17：25

17：25 〜17：30

テーマ　「画像に見えないものを診る」
 1.  脳・脊髄 15：20 〜16：00　　　東京大学大学院医学系研究科　放射線医学講座　森　墾

共催：富士製薬工業株式会社

 2.　胸　部　16：00 〜16：40　　　　　　　慶應義塾大学医学部　放射線診断科　杉浦　弘明
共催：第一三共株式会社

 3.　骨軟部　16：40 〜17：20　　　　　　　　　　　　　　 沼津市立病院　放射線科　藤本　肇
共催：バイエル薬品株式会社

定例講座

次期会長挨拶

閉会挨拶
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プログラム

プログラム

第2会場

ポスター会場

402CD

602A

座長：自治医科大学附属さいたま医療センター　放射線科　田中　修
9：30 〜10：20

10：30 〜11：00

11：10 〜11：50

日本専門医機構と放射線科専門研修制度
獨協医科大学　放射線医学講座　楫　靖

（放射線科専門医制度委員会）

指導者講習会

世話役会

世話人会

座長：とちぎメディカルセンターしもつが　放射線科　藤栄　寿雄
13：30 〜14：19

脳膿瘍との鑑別に苦慮した基底細胞癌頭蓋内浸潤の 1 例
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院　放射線診断科　今村　由美　他

一側性の三叉神経腫瘤を契機に診断された悪性リンパ腫の 1 例
埼玉医科大学　総合医療センター　放射線科　上原　崇弘　他

鼻副鼻腔原発の Neuroendocrine carcinoma の一例
聖マリアンナ医科大学　放射線科　小野　貴史　他

シェーグレン症候群に合併し、診断に苦慮した結節性肺アミロイドーシスの 1 例
昭和大学藤が丘病院　放射線科　田代　祐基　他

MRI で偶発的に発見された柿胃石の一例
NTT 東日本関東病院　放射線部　神谷　勝　他

Meckel 憩室内翻による腸重積の 2 例
自治医科大学附属病院　放射線科　國友　直樹　他

絞扼性イレウスに対し Dual Energy CT Imaging が有用と思われた 2 例
昭和大学病院　放射線医学講座　放射線科学部門　阿部　亮介　他

ポスター討論 １
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座長：自治医科大学附属さいたま医療センター　放射線科　大河内　知久
14：20 〜15：09

冠動脈肺動脈瘻に複数の冠動脈瘤を合併した一例
順天堂大学医学部　放射線医学講座　宇田川　剛史　他

前立腺癌検索目的で行った MRI で偶然発見された直腸サルコイドーシスの 1 例
彩の国東大宮メディカルセンター　放射線科　和田　達矢　他

FDG-PET が診断の契機になった卵巣子宮内膜症由来の子宮体部類内膜癌の一例
信州大学医学部　画像医学　中村　真菜　他

腟に髄外再発した急性骨髄性白血病に対する放射線治療の 1 例
昭和大学　放射線治療科　小澤　由季子　他

癌診療における DWIBS の初期経験
川崎幸病院　放射線診断科　信澤　宏

救急における過剰画像診断低減の試み−頸椎のレイサム画像−
那須赤十字病院　放射線科　三浦　剛史　他

胎児 4D 超音波から 3D 模型を作る方法と技術的な問題点
菊名記念病院　放射線科　橋爪　崇　他

ポスター討論 2

08P-

09P-
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11P-

12P-

13P-

14P-

ポスター会場 602A


