
13

8：55～9：00  開会の辞

9：00～10：00  セッション1　  子宮・卵巣卵管（6題）
座　　　　長　 藤井　進也 （鳥取大学医学部 画像診断治療学分野）
病理コメンテーター　 戸井　　慎 （高知大学医学部附属病院 病理診断部）

	 O-1 ポリープ状の形態を呈した子宮頸部胃型腺癌の1例
松本　頌平1、坪山　尚寛1、佐藤　和明2、大西　裕満1、中本　　篤1、福井　秀行1、
太田　崇詞1、矢野　圭悟1、木曽　建吾1、本田　　亨1、巽　　光朗1、富山　憲幸1

大阪大学医学系研究科 放射線医学講座1、大阪大学医学系研究科 病態病理学講座2

	 O-2 子宮原発横紋筋肉腫の1例
島田　雅之1、木村浩一朗1、横山　幸太1、土屋　純一1、大島乃里子2、若菜　公雄2、
宮坂　尚之2、桐村　　進3、倉田　盛人3、明石　　巧3、立石宇貴秀1

東京医科歯科大学医学部 放射線診断科1、東京医科歯科大学医学部 周産女性科2、
東京医科歯科大学医学部 病理部3

	 O-3 Rhabdoid形質を伴い急速に増大した脱分化子宮内膜癌の1例
塚部　明大1、阪上　海央1、中田　早紀1、高村　　学1、田中　博子2、辻江　智子2、
横山　太陽3、足立　史朗4

市立豊中病院 放射線診断科1、市立豊中病院 産婦人科2、市立豊中病院 血液内科3、
市立豊中病院 病理診断科4

	 O-4 gliomatosis peritoneiを伴った子宮原発未熟奇形腫の1例
野中　智文1、大彌　　歩1、遠藤　瑞穂2、井田　耕一2、小林　翔太3、藤野翔太郎4、
藤永　康成1

信州大学医学部 画像医学教室1、信州大学医学部 産婦人科学教室2、
信州大学医学部 病態解析診断学教室3、佐久市立国保浅間総合病院 産婦人科4

	 O-5 稀な卵巣epidermoid cystの1例
土田　千賀1、岩崎　俊子1、折坂　早苗2、竹内　　譲2、河原　　栄3

福井総合病院 放射線科1、福井総合病院 産婦人科2、福井総合病院 病理診断科3

	 O-6 強い早期濃染を示しポリープ状の進展形式を認めた卵巣癌肉腫の
1例
北内真理子1、丸上　永晃1、岡田　博司1、山内　哲司1、内山　智子2、岡田　文美2、
岩井　加奈3、田中　利洋1

奈良県立医科大学 放射線診断・IVR学講座1、奈良県立医科大学 病理診断学講座2、
奈良県立医科大学 産婦人科3

口演　 6月24日（金）
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10：10～10：50  セッション2　  腎・泌尿器（4題）
座　　　　長　 玉田　　勉 （川崎医科大学 放射線診断学教室）　　
病理コメンテーター　 戸井　　慎 （高知大学医学部附属病院 病理診断部）

	 O-7 巨大な腎原発神経内分泌腫瘍の1例
高畑　恭兵1、山本　貴浩2、亀井　誠二1、廣瀨　泰彦3、山本　侑季4、鈴木耕次郎2

JA愛知厚生連海南病院 放射線科1、愛知医科大学病院 放射線科2、
JA愛知厚生連海南病院 泌尿器科3、愛知医科大学病院 病理診断科4

	 O-8 成人に発生した前立腺胎児型横紋筋肉腫の1例
角谷　嘉亮1、阿保　　斉1、出町　　洋1、望月健太郎1、齊藤　順子1、長岡　理紗1、
鷹取　正智1、瀬戸　　親2、相川あかね3、石澤　　伸3

富山県立中央病院 放射線診断科1、富山県立中央病院 泌尿器科2、富山県立中央病院 病理診断科3

	 O-9 前立腺cystadenocarcinomaの1例
山田　香織1、佐野　優子1、平野宗治郎2、粥川　成優2、三神　一哉2、浦田　洋二3

京都第一赤十字病院 放射線診断科1、京都第一赤十字病院 泌尿器科2、
京都第一赤十字病院 病理診断科部3

	 O-10 腫瘍と腫瘍周囲組織濃染が特徴的所見と考えられた精巣Leydig 
細胞腫の1例
山本　祐司1、武輪　　恵1、北辻　　航1、大倉　　亨1、斉藤　直敏2、立入　哲也3、
丸上　永晃3、田中　利洋3

奈良県西和医療センター 放射線科1、奈良県西和医療センター 病理部2、
奈良県立医科大学 放射線診断・IVR学講座3

11：00～12：20  基調講演（日本専門医機構認定放射線科領域講習会）
共　催： バイエル薬品株式会社

座長： 山上　卓士 （高知大学医学部 放射線診断・IVR学講座）

 『  尿路癌（膀胱癌）と前立腺癌；病理医の立場から』
演者： 降幡　睦夫 （高知大学医学部 病理学講座）

 『  癌医療の新たな道を照らす ー 光で診て、光で治すー』
演者： 井上　啓史 （高知大学医学部 泌尿器科学講座・光線医療センター）

口演　 6月24日（金）
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12：30～13：20  ランチョンセミナー1

 『CanonCT・MRIによる躯幹部へのアプローチ　
～質的診断から治療まで～』

共　催： キヤノンメディカルシステムズ株式会社
座長： 近藤　浩史 （帝京大学医学部 放射線科学講座）

 『  Aquilion ONE / PRISM Editionによる躯幹部画像診断・IVRへの 
可能性』

演者： 穴井　　洋 （市立奈良病院 放射線科/IVR研究センター）

 『  上腹部MRIの新たな可能性』
演者： 田辺　昌寛 （山口大学大学院医学系研究科 放射線医学講座）

13：30～14：00  社員総会

14：10～15：00  セッション3　　  膵1（5題）
座　　　　長　 入江　裕之 （佐賀大学医学部 放射線医学講座）　　
病理コメンテーター　 井口みつこ （高知大学医学部附属病院 病理診断部）

	 O-11 化学療法後のCT所見から正診に至った膵進行MiNENの1例
田中　慎二、佐藤　圭亮、伊東　絵美、浦川　博史、高山　幸久、吉満　研吾
福岡大学病院 放射線科

	 O-12 膵Solitary fibrous tumor（SFT）の1例
代田　夏彦1、若林ゆかり1、齋藤　和博1、助田　　葵2、永川　裕一3、糸井　隆夫4

東京医科大学 放射線医学分野1、東京医科大学 人体病理学分野2、
東京医科大学 消化器・小児外科学分野3、東京医科大学 消化器内科学分野4

	 O-13 治療前に画像診断し得た肝細胞癌の膵転移の1例
鈴木　皓佳1、佐野　勝廣2、永松　洋明3、福村　由紀4、桑鶴　良平2、青木　茂樹2

順天堂大学静岡病院 放射線科1、順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線科2、
順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科3、順天堂大学医学部附属順天堂医院 病理診断科4

	 O-14 IPMN由来の浸潤癌と鑑別困難であったFollicular pancreatitis
の2例
熊澤　秀亮1、伊藤　茂樹1、加賀谷理紗1、河合　雄一1、館　　　靖1、森　　雄司1、
桐山　理美2、柴田　耕治3、鈴木　啓史1、藤野　雅彦2、三宅　秀夫3

日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 放射線診断科1、
日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 病理部2、
日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 外科3
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	 O-15 膵頭部を中心に腫瘤を形成したmyeloid sarcomaの1例
池之内　穣1,2、佐野　勝廣1、福村　由紀3、谷口源太郎4、落合　友則5、入江　隆介1,2、
桑鶴　良平1、青木　茂樹1

順天堂大学医学部 放射線診断学講座1、順天堂大学医学部附属静岡病院 放射線科2、
順天堂大学医学部 人体病理病態学講座3、順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科4、
順天堂大学医学部附属順天堂医院 血液内科5

15：10～16：00  ティータイムセミナー1

 『腹部領域の画像診断　今おさえておくべきポイント』
共　催： ゲルベ・ジャパン株式会社

座長： 粟井　和夫 （広島大学大学院医系科学研究科 放射線診断学研究室）

 『  肝画像診断 おさえておくべきポイント』
演者： 中村　優子 （広島大学大学院医系科学研究科 放射線診断学研究室）

 『  子宮内膜症と腺筋症 最近の話題』
演者： 田中優美子 （がん研有明病院 画像診断部）

16：20～16：50  セッション4　　  泌尿器・その他（3題）
座　　　　長　 楫　　　靖 （獨協医科大学医学部 放射線医学講座）
病理コメンテーター　 井口みつこ （高知大学医学部附属病院 病理診断部）

	 O-16 腎盂癌との鑑別を要した腎盂周囲の黄色肉芽腫性脂肪織炎の1例
川瀬　崇裕1、大島　拓実1、木村浩一郎2、町田　洋一1、鈴木康一郎3、本間　浩一4、
中港秀一郎1

亀田総合病院 放射線科1、東京医科歯科大学病院 放射線科2、亀田総合病院 泌尿器科3、
亀田総合病院 臨床病理科4

	 O-17 膀胱発生inflammatory myofibroblastic tumor（IMT）の 
2症例
徳田　文太1、佐藤　　修2、山田　香織3、原田　雄基4、石田　博万4、井村　徹也5、
宮地　　充6、都間　佑介6、土屋　邦彦6、家原　知子6、内藤　泰行7、浮村　　理7、
小西　英一8、高畑　暁子9、山田　　惠9

市立福知山市民病院 放射線科1、京都府立医科大学附属北部医療センター 放射線科2、
京都第一赤十字病院 放射線科3、京都府立医科大学附属北部医療センター 泌尿器科4、
京都府立医科大学附属北部医療センター 病理診断科5、
京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学6、京都府立医科大学 泌尿器科学教室7、
京都府立医科大学 病理学教室8、京都府立医科大学 放射線医学教室9

口演　 6月24日（金）
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	 O-18 染色体早期解離／多彩異数性モザイク症候群 
（PCS／ MVA症候群）の1例

久保田　憶1、棚橋　裕吉1、久綱　雅也1、池田　菜央1、池田　隆展1、土屋　充輝1、
川村　謙士1、廣瀬　裕子1、牛尾　貴輔1、芳澤　暢子1、那須　初子1、市川新太郎1、
福嶋　麻由3、比良　洸太2、馬場　　聡3、坂口　公祥2、五島　　聡1

浜松医科大学医学部附属病院 放射線診断科1、浜松医科大学医学部附属病院 小児科2、
浜松医科大学医学部附属病院 病理部3

17：00～17：50  セッション5　　  膵2（5題）
座　　　　長　 五島　　聡 （浜松医科大学 放射線診断学講座）　　
病理コメンテーター　 井口みつこ （高知大学医学部附属病院 病理診断部）

	 O-19 皮疹を契機に発見されたIntraductal papillary mucinous 
carcinomaの1例
加賀　徹郎1、野田　佳史1、河合　信行1、松尾　政之1、久野　真史2、村瀬　勝俊2、
手塚　隆一3、岩下　拓司3、市來　尚久4、小林　一博5、酒々井夏子5、宮崎　龍彦5

岐阜大学 放射線科1、岐阜大学 消化器外科2、岐阜大学 第一内科3、岐阜大学 皮膚科4、
岐阜大学 病理診断科5

	 O-20 子宮平滑筋腫（Mitotically active leiomyoma）の膵転移と 
考えられた1例
橋本　　怜1、佐野　勝廣1、椎名秀一朗2、福村　由紀3、村上　康二1、桑鶴　良平1

順天堂大学医学部付属順天堂医院 放射線診断学講座1、
順天堂大学医学部付属順天堂医院 消化器内科2、
順天堂大学医学部付属順天堂医院 人体病理病態学3

	 O-21 画像検査で長期的に経過を追うことができた破骨細胞型巨細胞 
腫瘍の1例
高山　裕章1、市川　智章1、対馬　義人1、調　　　憲2、播本　憲史2、渡辺　　亮2、
塚越真梨子2、吉田　由佳3、石井　範洋2、萩原　　慶2、山中　崇弘2

群馬大学医学部 放射線診断核医学1、群馬大学医学部 総合外科学講座 肝胆膵外科2、
群馬大学医学部 病態病理学分野3

	 O-22 膵尾部嚢胞性病変へのEUS-FNAを契機に発症した黄色肉芽腫性
膵炎の1例
權田　拓郎1、三好　秀直1、北尾慎一郎1、夕永　裕士1、椋田奈保子1、村上　敦史1、
平元　大貴1、藤井　進也1、桑本　聡史2

鳥取大学医学部 統合内科医学講座 画像診断治療学分野1、鳥取大学医学部 病理学講座2

	 O-23 破骨型多核巨細胞を伴う退形成性膵癌の1例
小塩　喜直、林　　香奈、左合はるな、秦野　基貴、堀部　晃弘、吉安　裕樹、
白木　法雄、佐々木　繁、原　　眞咲
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 放射線診断科
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18：00～18：50  イブニングセミナー

 『CT・MRIの最新技術は本当に臨床に落とし込めるのか?
～実臨床経験豊富な先生方に聞く～』

共　催： GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
座長： 新本　　弘 （防衛医科大学校 放射線医学講座）

 『  Dual Energy CT:臨床応用の可能性と課題，将来展望』
演者： 山田　　哲 （信州大学医学部 画像医学教室）

 『  ディープラーニング画像再構成技術AIRTM Recon DLの使用経験から』
演者： 奥田　茂男 （慶應義塾大学医学部 放射線科学教室（診断））

口演　 6月24日（金）
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8：00～8：30  セッション6　  消化管・腸間膜・脾臓（3題）
 座　　　　長　 田中優美子 （がん研有明病院 画像診断部）
 病理コメンテーター　 中嶋　絢子 （社会医療法人近森会 近森病院 病理診断科）

	 O-24 広汎子宮全摘後の遊離尿管にS状結腸が嵌入して内ヘルニアを 
生じた1例
髙橋　叶衣、上田　和彦、田中優美子、藤原　良将、寺内　隆司
がん研有明病院 画像診断部

	 O-25 脾門部に生じたsolitary fibrous tumorの1例
村山　　僚1、藤田　展宏1、牛島　泰宏1、岡本　大佑1、糸山　昌宏1、山本　猛雄2、
小田　義直2、中村　雅史3、石神　康生1

九州大学大学院 医学研究院 臨床放射線科1、九州大学大学院 医学研究院 形態機能病理学2、
九州大学大学院 医学研究院 臨床・腫瘍外科3

	 O-26 直腸癌術後に出現した、増大する脾vascular lesionの1例
小林　祐介1、森川　友郎1、桐山　郁子1、菅原　敬文1、谷口　　緑2、寺本　典弘2、
御厨　美洋3、大田　耕司3、谷川　和史3、小畠　誉也3

国立病院機構 四国がんセンター 放射線診断科1、国立病院機構 四国がんセンター 病理科2、
国立病院機構 四国がんセンター 消化器外科3

8：40～9：30  モーニングセミナー
共　催： シーメンスヘルスケア株式会社

座長： 松本　知博 （高知大学 医学部医学科 放射線医学講座）

 『  最新型single source CTが日常臨床に与える影響』
演者： 吉田　守克 （吉田クリニック）

 『  腹部骨盤領域における新技術の使用経験：臨床医の独り言』
演者： 梅岡　成章 （日本赤十字社 和歌山医療センター 放射線診断科）

9：50～10：40  セッション7　  後腹膜（5題）
 座　　　　長　 祖父江慶太郎 （神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR科）
 病理コメンテーター　 中嶋　絢子 （社会医療法人近森会 近森病院 病理診断科）

	 O-27 膵癌転移との鑑別が困難であった片側副腎結核の1例
徳永　幸史1、中村　悠理1、櫻田　紘基1、油谷　英孝1、矢嶋　　諒1、河村　　晃1、
山田　浩史1、前田　　力1、横山　智至2、小野　一雄3、梅岡　成章1

日本赤十字社 和歌山医療センター 放射線診断科1、日本赤十字社 和歌山医療センター 外科2、
日本赤十字社 和歌山医療センター 病理診断科3

口演　 6月25日（土）
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	 O-28 副腎原発angiosarcomaの1例
深谷　　有1、永井　圭一1、遠山　淳子1、後藤多恵子1、堀田　直秀1、福島　　曜2、
中島　広聖3

一宮市立市民病院 放射線診断科1、一宮市立市民病院 呼吸器内科2、
一宮市立市民病院 病理診断科3

	 O-29 脂肪を含有した後腹膜神経節細胞腫の1例
伊藤　純二1、與儀　聡子1、西江　昭弘1、玉城　智子2、齋藤　誠一3

琉球大学大学院医研究科 放射線診断治療学講座1、琉球大学大学院医研究科 腫瘍病理学講座2、
琉球大学大学院医研究科 腎泌尿器外科学講座3

	 O-30 膵嚢胞性腫瘍との鑑別を要した膵周囲神経鞘腫の1例
河合　信行1、野田　佳史1、金子　　揚1、加賀　徹郎1、深田　真宏2、村瀬　勝俊2、
今泉　裕子3、金山　知弘3、松尾　政之1

岐阜大学 放射線科1、岐阜大学 消化器外科2、岐阜大学 病理診断科3

	 O-31 腹部大動脈ステントグラフト留置部に生じた類上皮血管肉腫の 
1例
國弘　泰裕、鴨志田久美、栗延　孝至、横山　史崇、荒木　潤子
東京都立多摩総合医療センター 放射線科

10：50～12：00  セッション8　  大会長公募症例：消化器（9題）
 座　　　　長　 小山　　貴 （倉敷中央病院 放射線診断科）
 　　　　　　　 藤永　康成 （信州大学医学部 画像医学教室）
 病理コメンテーター　 倉林　　睦 （高知大学医学部 病理学講座）
 　　　　　　　 中嶋　絢子 （社会医療法人近森会 近森病院 病理診断科）

	 O-32 膵intraductal oncocytic papillary neoplasm（IOPN）の7例
仲谷　　元1,2、中井　雄大1、渡谷　岳行1、石田　尚利1、渡邉　祐亮1、五ノ井　渉1、
田中麻理子3、牛久　哲男3、有田　淳一4、長谷川　潔4、阿部　　修1

東京大学医学部附属病院 放射線科1、順天堂大学医学部附属病院 放射線科2、
東京大学医学部附属病院 病理部3、東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科4

	 O-33 異なる画像所見を呈した膵IOPN（Intraductal oncocytic 
papillary neoplasm）の2例
髙橋　真依1、山口　　尊1、祖父江慶太郎1、上嶋　英介1、上野　嘉子1、堀　　雅敏1、
小松　正人2、村上　卓道1

神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR科1、神戸大学医学部附属病院 病理診断科2

口演　 6月25日（土）
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	 O-34 膵intraductal oncocytic papillary neoplasm（IOPN）CT・
MRI所見: 6症例の検討
中野　　翼1、福倉　良彦1、恵島　史貴1、鮎川　卓朗1、長谷川知仁1、平原　充穂1、
神崎　史子1、吉浦　　敬1、東　美智代2、蔵原　　弘3

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学分野1、
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 病理学分野2、
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器・乳腺甲状腺外科学分野3

	 O-35 膵IOPNの4例
佐藤　圭亮、高山　幸久、浦川　博史、伊東　絵美、田中　慎二、吉満　研吾
福岡大学医学部 放射線科教室

	 O-36 IOPNの1例
児玉　芳尚1、櫻井　康雄1、山口　　紅1、渡辺　祈一1、鈴木　　純1、潟沼　朗生2、
金　　俊文2、安保　義恭3、高田　　実3、篠原　敏也4、太田　　聡4、大森　優子5

手稲渓仁会病院 放射線診断科1、手稲渓仁会病院 消化器内科2、手稲渓仁会病院 外科3、
手稲渓仁会病院 病理診断科4、東北大学大学院医学系研究科 病態病理学分野5

	 O-37 主膵管内への上皮内進展を伴った膵intraductal oncocytic 
papillary neoplasmの1例
亀田　有紗1、南口貴世介1、丸上　永晃1、長井美奈子2、庄　　雅之2、前防　克也3、
内山　智子3、田中　利洋1

奈良県立医科大学 放射線診断・IVR学講座1、奈良県立医科大学 消化器・総合外科2、
奈良県立医科大学 病理診断学講座3

	 O-38 膵管内オンコサイト型乳頭状腫瘍の1例
田代　祐基1、栗原　真南1、小竹　晃生1、永井　京子1、竹山　信之1、堀　　祐郎1、
橋本　東児1、岩橋　健太2、長濵　正亞2、上田　康雄3、楯　　玄秀3、小川　高史3

昭和大学藤が丘病院 放射線科1、昭和大学藤が丘病院 消化器内科2、
昭和大学藤が丘病院 臨床病理診断科3

	 O-39 網嚢内穿破を伴った膵Intraductal oncocytic papillary 
neoplasm（IOPN）の1例
光野　重芝1、有薗　茂樹1、石川　　翔1、吉田　篤史1、岡　祥次郎1、藤本　順平1、
山本　有香1、尾上　宏治1、渡部　正雄1、阪口　怜奈1、菅　　　剛1、金尾昌太郎1、
安藤久美子1、山根登茂彦1、北村　好史2、高橋　加奈3、原　　重雄3、石藏　礼一1

神戸市立医療センター中央市民病院 放射線診断科1、
神戸市立医療センター中央市民病院 外科・移植外科2、
神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科3

	 O-40 膵 intraductal oncocytic papillary neoplasm（IOPN）の 
1例
影山　咲子1、大森　優子2、森　菜緒子1、前川　由依1、齊藤美穂子1、古川　　徹2、
高瀬　　圭1

東北大学病院 放射線診断科1、東北大学大学院医学系研究科 病態病理学分野2
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12：00～12：10  クイズ症例優秀者表彰

12：20～13：10  ランチョンセミナー2
共　催： 富士製薬工業株式会社

座長： 吉満　研吾 （福岡大学医学部 放射線医学教室）

 『  肝手術数日本一の日本大学で施行された肝切除症例から学ぶ肝癌と 
肝実質の画像診断』

演者： 岡田　真広 （日本大学医学部 放射線医学系 放射線医学分野）

13：20～13：50  打田賞受賞講演・表彰
 座長： 陣崎　雅弘 （慶應義塾大学医学部 放射線科学教室（診断））
 　　： 山上　卓士 （高知大学医学部 放射線診断・IVR学講座）

口演（消化器系部門）
肺動脈性肺高血圧症に対するプロスタサイクリン持続静注療法中に出現した
膵腫大の1例

京都大学医学部大学院 放射線医学講座（画像診断学・核医学）　 染矢　祐子

口演（泌尿生殖器部門）
Congenital capillary proliferation of the kidneyと診断された腎腫瘤
の1例

佐賀大学医学部 放射線科　 山口　　健

展示（消化器系部門）
高ADC値を示した膵過誤腫の1例

東京慈恵会医科大学附属病院 放射線診断学　 禹　　　潤

展示（泌尿生殖器部門）
子宮付属器に生じた4例のpolypoid endometriosisのMRI所見

京都大学大学院医学研究科 放射線医学講座（画像診断学・核医学）　 矢嶋　　諒

13：50～14：00  ACAR2023告知

14：00～14：15  JSAR総会

口演　 6月25日（土）
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14：25～15：15  ティータイムセミナー2

 『PhilipsMR/CTが実現する腹部画像診断アップデート』
共　催： 株式会社フィリップス・ジャパン

座長： 竹原　康雄 （名古屋大学大学院医学系研究科新規低侵襲画像診断法基盤開発研究寄附講座）

 『  上腹部Motion Free MRIへの挑戦』
演者： 野田　佳史 （岐阜大学医学部附属病院）

 『  腹部CTで役立つRetrospective Spectral Imaging』
演者： 永山　泰教 （熊本大学病院）

15：35～16：25  セッション9　  肝1・胆道・胆嚢（5題）
座　　　　長　 伊東　克能 （山口大学大学院医学系研究科 放射線医学講座）
病理コメンテーター　 倉林　　睦 （高知大学医学部 病理学講座）　　　　　　　　

	 O-41 下部胆管原発の癌肉腫の1例
向井田瑛佑1、田村　明生1、加藤　健一1、吉岡　邦浩1、西谷　匡央2、上杉　憲幸2、
菅井　　有2、春日井　聡3、武田　大樹4、菅野　将史4、片桐　弘勝4、新田　浩幸4

岩手医科大学 放射線医学講座1、岩手医科大学 病理診断学講座2、
岩手医科大学 内科学講座消化器内科消化管分野3、岩手医科大学 外科学講座4

	 O-42 胆管内腫瘍栓を病変の主座とした肝細胞癌の1例
津崎　盾哉1、曽我　茂義1、鈴木　達也1、横山　陽一1、奥田　茂男1、阿部　雄太2、
岩崎　栄典3、尾島　英知4、陣崎　雅弘1

慶應義塾大学医学部 放射線科学教室（診断）1、慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科2、
慶應義塾大学医学部 消化器内科3、慶應義塾大学医学部 病理学教室4

	 O-43 胆管腺線維腫の悪性転化が疑われた肝内胆管癌の1例
金丸　訓子1、中井　雄大1、張　　申逸1、中尾　貴祐1、渡谷　岳行1、日向　宗利2、
赤松　延久3、牛久　哲男2、長谷川　潔3、阿部　　修1

東京大学医学部付属病院 放射線科1、東京大学医学部付属病院 病理部2、
東京大学医学部付属病院 肝胆膵外科3

	 O-44 広範な門脈腫瘍栓を形成した肝神経内分泌腫瘍の1例
桑鶴　良季1、佐野　勝廣1、永松　洋明2、大場　　大3、齋浦　明夫3、福村　由紀4、
村上　康二1、桑鶴　良平1

順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線診断学講座1、
順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科学講座2、
順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器外科学講座3、
順天堂大学医学部附属順天堂医院 人体病理学講座4
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	 O-45 肝副腎癒合に関連する副腎上皮嚢胞由来の腺癌の1例
阿久津　陽1、那須　克宏1、堀越　琢郎1、髙地　祐輔2、岸本　　充2、高屋敷　吏3、
大塚　将之3、宇野　　隆4

千葉大学医学部附属病院 放射線科1、千葉大学大学院医学研究院 病態病理学2、
千葉大学医学部附属病院 肝胆膵外科3、千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学4

16：35～17：15  セッション10　  肝2（4題）
座　　　　長　 小林　　聡 （金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 量子医療技術学講座）
病理コメンテーター　 倉林　　睦 （高知大学医学部 病理学講座）　　　　　　　　　　　　　　

	 O-46 oncocytic type IPNBの1例
山本浩大郎1、佐野　勝廣1、福村　由紀2、寺澤　無我3、齋浦　明夫3、桑鶴　良平1、
青木　茂樹1

順天堂大学医学部附属順天堂医院 放射線診断学講座1、
順天堂大学医学部附属順天堂医院 病理診断科2、順天堂大学医学部附属順天堂医院 肝胆膵外科3

	 O-47 胆管拡張を示し悪性腫瘍との鑑別を要した肝サルコイドーシスの
1例
池谷　美穂1、市川　智章1、渋谷　　圭1、江原　雅之1、山崎　勇一2、山中　崇弘3、
松村　　望4、調　　　憲3、対馬　義人1

群馬大学医学部附属病院 核医学科1、群馬大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科2、
群馬大学医学部附属病院 肝胆膵外科3、群馬大学医学部附属病院 病理部4

	 O-48 著明な多血像を呈した遺残胆管板様構造を有する肝内胆管癌の1例
小坂　一斗、北川　泰地、齋藤　裕己、柴山　千明、松原　崇史、五十嵐沙耶、
米田　憲秀、北尾　　梓、小林　　聡、蒲田　敏文
金沢大学 放射線部

	 O-49 腸骨動静脈瘻形成によって急速に肝リンパ浮腫をきたした1例
長谷聡一郎、中川　達生、津村　康介、岩井　健司
社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 川崎大動脈センター血管内治療科

17：15～17：20  閉会の辞

口演　 6月25日（土）
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 ポスター発表　  肝臓・胆嚢
審査員： 児玉　芳尚 （手稲渓仁会病院 放射線診断科）

	 P-1 肝原発悪性中皮腫の一例
清水　　翔1、穴井　　洋1、濱田　隼一2、中瀬　有遠2、菅沼　　泰2、島田　啓司3、
伊藤　博文1、日高　晶子1、南口貴世介4、丸上　永晃4、西本　優子5、大林　千穂6

市立奈良病院 放射線科1、市立奈良病院 消化器外科2、市立奈良病院 病理診断科3、
奈良県立医科大学 放射線診断・IVR学4、奈良県総合医療センター 放射線科5、
奈良県立医科大学 病理診断学6

	 P-2 EOB-MRIの肝細胞相で腫瘤周囲に広範な低信号域を呈した肝内
胆管癌の1例
熊澤　秀亮1、伊藤　茂樹1、加賀谷理紗1、河合　雄一1、館　　　靖1、森　　雄司1、
高田　莉央2、藤野　雅彦2、鈴木　啓史1、荒川　拓也3

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 放射線診断科1、
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 病理2、
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 外科3

	 P-3 肝細胞癌と肝原発神経内分泌癌が混在した肝腫瘍の1例
亀田　貞徳1、山室　　博1、児玉江里子1、遠藤じゅん1、平林　健一2、中野　　明3、
市川　珠紀1、中郡　聡夫3、橋本　　順1

東海大学医学部付属病院 画像診断科1、東海大学医学部付属病院 病理診断科2、
東海大学医学部付属病院 一般外科3

	 P-4 肝嚢胞腺癌との鑑別が困難であった出血性肝嚢胞の1例
小宮　英朗1、尾崎　公美1、木村　浩彦1、田海　統之2、小練　研司2、村上　　真2、
五井　孝憲2、木村　純也3、樋口　翔平3、今村　好章3

福井大学医学部 放射線科1、福井大学医学部 消化器外科2、福井大学医学部 病理診断科3

	 P-5 肝内胆管に発生した神経内分泌癌の1例
成田　晶子1、竹原　有美1、山本　貴浩1、山路真也子1、井上　匡央2、佐藤　　啓3、
太田　豊裕1、鈴木耕次郎1

愛知医科大学 放射線医学講座1、愛知医科大学 肝胆膵内科2、愛知医科大学病院 病理診断科3

	 P-6 硬化性胆管炎に併発した肝炎症性偽腫瘍の1例
出雲崎　晃1、野畠　浩司1、絹谷　啓子1、堀地　　悌1、北川　清秀1、林　洸太郎2

富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 放射線科1、
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 消化器内科2

ポスター展示
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 ポスター発表　  消化管・腸間膜・腹腔
審査員： 古川　　顕 （東京都立大学 健康福祉学部 放射線学科）

	 P-7 “Puffer Ball on a String”のような形態の破裂LAMNの1例
山崎美保子1、張　　申逸2、仲谷　　元3、木村　一史1、大野　仁司1、相田　久美4、
荻野　健夫5

埼玉石心会病院 放射線科1、虎の門病院 放射線診断科2、東京大学医学部附属病院 放射線科3、
埼玉石心会病院 病理診断科4、埼玉石心会病院 外科5

	 P-8 ヨード造影剤のアレルギー反応に伴い十二指腸・空腸の血管性 
浮腫を示した1例
岸本　理和1、尾松　徳彦1、今井　礼子2、小畠　隆行1、東　　達也1

QST病院・量研機構 画像診断課1、QST病院・量研機構 治療課2

	 P-9 小腸腸間膜脈管奇形の1例
織田　潮人1、吉田　美貴2、益岡　壮太1、檜山　貴志1、佐々木智章1、久野　博文1、
斉藤　仁昭3、飯嶋　達夫3、児山　　健2、小林　達伺1

国立がん研究センター東病院 放射線診断科1、
茨城県立中央病院･茨城県地域がんセンター 放射線診断科･IVR2、
茨城県立中央病院･茨城県地域がんセンター 病理診断科3

	 P-10 鼠径部膨隆を契機に発見され、捻転をきたした大網線維形成性 
小円形細胞腫の1例
橋本　　彩1、竹田　利明1、里吉　哲太2、長田　俊一2、加藤　　洋3

大船中央病院 画像診断部1、大船中央病院 外科2、大船中央病院 病理診断科3

	 P-11 肝門部に発生した類血管腫型線維性組織球腫（myxoid variant）
の1例
木戸　　歩1、佐貫　史明2、西村　広健2、外園　英光1、神吉　昭彦1、山本　　亮1、
玉田　　勉1

川崎医科大学 放射線診断学1、川崎医科大学 病理学2

	 P-12 演題取下げ

ポスター展示
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 ポスター発表　  腎①
審査員： 高橋　　哲 （愛仁会高槻病院 イメージングリサーチセンター）

	 P-13 転座型腎細胞癌の2例
外園　英光、神吉　昭彦、木戸　　歩、山本　　亮、玉田　　勉
川崎医科大学 放射線診断学教室

	 P-14 腎Renomedullary interstitial cell tumorの1例
山本　聖人1、杉本亜沙美1、金子　知弘1、重里　　寛1、中井　　豪1、山本　和宏1、
稲元　輝生2、川畑　　茂3、大須賀慶悟1

大阪医科薬科大学 放射線診断学教室1、大阪医科薬科大学 泌尿器科学教室2、
大阪医科薬科大学 病理学教室3

	 P-15 腎皮質壊死の1例　-病態生理と画像所見の考察-
羽賀すみれ1、古田　昭寛1、伊藤　久尊1、大倉　良太1、宇都宮友輔1、金　　賢真1、
小濱さゆり1、西尾　直子1、舌野　富貴1、山内　盛敬1、前倉　拓也1、森　　暢幸1、
塩﨑　俊城1、古賀　健一2、中川江里子3

大阪赤十字病院 放射線診断科1、大阪赤十字病院 腎臓内科2、大阪赤十字病院 産婦人科3

	 P-16 AMLECの初期像として単房性腎嚢胞を呈した1例
藤本　憲吾、佐野村隆行、田中　賢一、西山　佳宏
香川大学医学部 放射線医学講座

	 P-17 特徴的な画像所見を呈した腎粘液管状紡錘細胞癌の1例
年森　　亘1、松田　　恵1、海老原るい1、津田　孝治1、城戸　輝仁1、谷脇　真潮2、
北澤　理子2、新井　明那3

愛媛大学医学部附属病院 放射線科1、愛媛大学医学部附属病院 病理部2、
愛媛大学医学部附属病院 泌尿器科3

 ポスター発表　  腎②
審査員： 秋田　大宇 （慶應義塾大学医学部 放射線科学教室（診断））

	 P-18 腎Mixed epithelial and stromal tumor（MEST）の2例
尾谷　智史1、森畠　裕策1、木戸　　晶1、佐野　剛視2、小林　　恭2、南口早智子3、
松本　優香1、倉田　靖桐1、樋本　祐紀1、藤本　良太4、中本　裕士1

京都大学大学院医学研究科 放射線医学講座（画像診断学・核医学）1、
京都大学大学院医学研究科 泌尿器科2、京都大学大学院医学研究科 病理診断科3、
京都市立病院 放射線診断科4
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	 P-19 コハク酸脱水素酵素（succinate dehydrogenase: SDH） 
欠損性腎細胞癌の1例
山下　直生1、里上　直衛1、早川　延幸1、藤本　良太1、牧田　哲幸2、清川　岳彦2、
尾松　　憩3、岸本　光夫3

京都市立病院 放射線診断科1、京都市立病院 泌尿器科2、京都市立病院 病理診断科3

	 P-20 男性に発症した腎悪性mixed epithelial and stromal tumor
（MEST）の1例

高司　　亮1、浅山　良樹1、澁谷　忠正2、秦　　聡孝2、駄阿　　勉3

大分大学医学部 放射線医学講座1、大分大学医学部 腎臓外科泌尿器科学講座2、
大分大学医学部 診断病理学講座3

	 P-21 傍糸球体細胞腫の1例
山元　龍哉1、河野　　敦1、駒井　好信2、米瀬　淳二2、稲村健太郎3

がん研究会有明病院 画像診断部1、がん研究会有明病院 泌尿器科2、がん研究会有明病院 病理部3

 ポスター発表　  子宮
審査員： 桑鶴　良平 （順天堂大学医学部 放射線診断学講座）

	 P-22 低悪性度子宮内膜間質肉腫のMRI像の把握、及び臨床的問題点 
との関連性の考察
樋本　祐紀1、木戸　　晶1、坂田　昭彦1、森畠　裕策1、倉田　靖桐1、鈴木　彩子2、
松村　謙臣2、舌野　富貴3、川原　清哉4、久保　滋人5、梅岡　成章6、南口早智子7、
万代　昌紀8

京都大学医学部附属病院 放射線診断科1、近畿大学医学部 産科婦人科学教室2、
日本赤十字社大阪赤十字病院 放射線診断科3、日本赤十字社大津赤十字病院 放射線科4、
北野病院 放射線診断科5、日本赤十字社和歌山医療センター 放射線診断科6、
京都大学医学部附属病院 病理診断科7、京都大学医学部 婦人科学産科学教室8

	 P-23 扁平上皮への分化を伴う子宮体部類内膜癌のダイナミックMRI 
所見の検討
竹内麻由美1、松崎　健司3、坂東　良美2、原田　雅史1

徳島大学医学部 放射線科1、徳島大学病院 病理部2、徳島文理大学 診療放射線学科3

	 P-24 子宮体部に発生したmesonephric-like adenocarcinomaの 
2例
周藤　壮人1、加藤　博基1、早崎　　容2、古井　辰郎2、森重健一郎2、金山　知弘3、
波多野裕一郎3、松尾　政之1

岐阜大学 放射線科1、岐阜大学 産婦人科2、岐阜大学 病理診断科3

ポスター展示
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	 P-25 付属器悪性腫瘍との鑑別に苦慮した漿膜下子宮筋腫から発生した
平滑筋肉腫の1例
伊藤　浩一1、扇　　和之1、笠井　靖代2、山田　　学2、熊坂　利夫3、堀　　千紗3、
宮本　信吾4、横手　宏之1、山下　晶祥1、佃　　俊二1、樋口　智博1、菊岡　吉朗1、
原田正比古1、川上　直樹1

日本赤十字社医療センター 放射線科1、日本赤十字社医療センター 産婦人科2、
日本赤十字社医療センター 病理部3、日本赤十字社医療センター 化学療法科4

	 P-26 MRIによる形態評価が術前診断に有用であった子宮頸管型腺筋腫
の1例
山本　貴浩1、越川　　優1、山路真也子1、池田　秀次1、鈴木耕次郎1、若槻　明彦2、
佐藤　　啓3

愛知医科大学病院 放射線医学講座1、愛知医科大学病院 産婦人科2、
愛知医科大学病院 病理診断科3

	 P-27 子宮広間膜由来のpolypoid endometriosisの1例
金井　貴宏1、宗近　次朗1、萩原　遼太1、樋口　舞香1、関本　篤人1、今井　里香1、
佐伯　美帆1、竹内　愛弓1、長谷川春菜子1、阿部　亮介1、甲斐　亮三1、石塚久美子1、
清野　哲孝1、扇谷　芳光1、小瀧　千尋2、三村　貴志2、九島　巳樹3

昭和大学医学部 放射線医学講座 放射線科学部門1、昭和大学医学部 産婦人科学講座2、
昭和大学医学部 臨床病理診断学講座3

 ポスター発表　  泌尿器①
審査員： 丸上　永晃 （奈良県立医科大学 中央放射線部）

	 P-28 前立腺周囲静脈へのハイドロゲル迷入をきたした2例
森阪　裕之、萬利乃　寛、大西　　洋
山梨大学医学部 放射線科

	 P-29 膀胱癌術後遠隔期の神経周囲進展に伴うびまん性筋肉転移が同定
できた1例
関根　鉄朗1、本多　良充1、木全　亮二2、山根　　彩1、市川　太郎1、許田　典男3、
汲田伸一郎4

日本医科大学 武蔵小杉病院 放射線科1、日本医科大学 武蔵小杉病院 泌尿器科2、
日本医科大学 武蔵小杉病院 病理診断科3、日本医科大学 放射線科4

	 P-30 精嚢癌の1例
竹山　信之1、太田　道也2、楯　　玄秀3、山岸　元基2、谷藤　　暁2、下山　英明2、
今村雄一郎2、太田　朋花2、田代　祐基1、小竹　晃生1、橋詰　典弘4、藤澤　英文4、
永井　京子1、栗原　真南1、堀　　祐郎1、橋本　東児1、一村　侑樹2、新倉　彩菜2、
小串　佑太2、佐々木春明2

昭和大学藤が丘病院 放射線科1、昭和大学藤が丘病院 泌尿器科2、
昭和大学藤が丘病院 病理診断科3、昭和大学横浜市北部病院 放射線科4
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	 P-31 部分的な増大傾向を認めた副腎オンコサイトーマの1例 
金谷　麻央1、小林　佳子1、寺山　　昇1、林　　典宏2、三輪　重治3、林　　伸一3

高岡市民病院 放射線診断科1、高岡市民病院 泌尿器科2、高岡市民病院 病理診断科3

	 P-32 低悪性度尿膜管粘液性嚢胞性腫瘍由来の腹膜偽粘液種の1例
先間　泰史1、杉浦　弘明1、濱本　耕平1、江戸　博美1、岡崎　路子1、濱邉布美子1、
見越　綾子1、岡野　孔亮1、森村　文雄1、津田　正喜1、鷲見　孔治1、玉田宗一郎1、
伊藤　敬一2、田地　一欽2、瀬川　裕平2、松熊　　晋3、緒方　　衝3、佐藤　周子3、
新本　　弘1

防衛医科大学校病院 放射線科1、防衛医科大学校病院 泌尿器科2、
防衛医科大学校病院 臨床検査医学3

 ポスター発表　  泌尿器②
審査員： 吉廻　　毅 （島根大学医学部 放射線科）

	 P-33 膿瘍形成を伴う女性原発性尿道憩室腺癌の1例
中山かおり1、斉藤　彰俊1、渡邊　裕陽1、遠山　敬司1、小山　敏雄2、大西　　洋3

山梨県立中央病院 放射線科1、山梨県立中央病院 病理診断科2、
山梨大学医学部附属病院 放射線科3

	 P-34 原発性精嚢癌の1例
益岡　壮太1、織田　潮人1、檜山　貴志1、佐々木智章1、久野　博文1、矢嶋　習吾2、
増田　　均2、宮﨑　里織3、渡邊　麗子3、小林　達伺1

国立がん研究センター東病院 放射線診断科1、
国立がん研究センター東病院 泌尿器・後腹膜腫瘍科2、
国立がん研究センター東病院 病理・臨床検査科3

	 P-35 前立腺粘液腺癌の1例
河野　洋佑、三好　啓介、田辺　昌寛、伊東　克能
山口大学医学部 臨床医学系放射線医学講座

	 P-36 術前診断に苦慮した特発性肉芽腫性精巣炎の1例
岡　祥次郎1,2,3、光野　重芝1、有薗　茂樹1、石川　　翔1、吉田　篤史1、藤本　順平1、
山本　有香1、尾上　宏治1、渡部　正雄1、菅　　　剛1、金尾昌太郎1、安藤久美子1、
石藏　礼一1、萩本　裕樹3、山下　大祐2、原　　重雄2

神戸市立医療センター中央市民病院 放射線診断科1、
神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科2、神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科3

ポスター展示
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 ポスター発表　  泌尿器③
審査員： 佐野村隆行 （香川大学医学部 放射線診断科）

	 P-37 CTで病変を指摘可能であった腎盂アミロイドーシスの2例
石川　　翔1、有薗　茂樹1、吉田　篤史1、岡　祥次郎1、藤本　順平1、山本　有香1、
光野　重芝1、尾上　宏治1、渡部　正雄1、阪口　玲奈1、菅　　　剛1、金尾昌太郎1、
安藤久美子1、山根登茂彦1、阿部　陽平2、堤　　尚史2、山口　貴子3、西野　彰悟3、
原　　重雄3、石藏　礼一1

神戸市立医療センター中央市民病院 放射線診断科1、
神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科2、神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科3

	 P-38 10代後半で発症した副腎原発神経節芽細胞腫の1例
中本　　篤1、大西　裕満1、坪山　尚寛1、太田　崇詞1、福井　秀行1、矢野　圭悟1、
本田　　亨1、木曽　建吾1、巽　　光朗1、福原慎一郎2、梅田　大介3、森井　英一3、
富山　憲幸1

大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合医学講座 放射線医学1、
大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学講座 泌尿器科学2、
大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学講座3

	 P-39 嚢胞状前立腺癌12例の検討
伊藤　久尊1、古田　昭寛1、中下　　悟2、小山　　貴2、尾谷　智史3、森畠　裕策3、
木戸　　晶3、徳永　幸史4

大阪赤十字病院 放射線診断科1、倉敷中央病院 放射線診断科2、
京都大学大学院医学研究科 放射線医学講座（画像診断学・核医学 ）3、
日本赤十字社和歌山医療センター 放射線診断科4

	 P-40 膀胱に生じた炎症性筋線維芽細胞腫瘍の1例
萩原　遼太、宗近　次朗、今井　里香、関本　篤人、樋口　舞香、佐伯　美帆、
金井　貴宏、竹内　愛弓、長谷川春菜子、阿部　亮介、甲斐　亮三、石塚久美子、
清野　哲孝、扇谷　芳光
昭和大学医学部 放射線医学講座 放射線科学部門

 ポスター発表　  卵巣・卵管
審査員： 石垣　聡子 （名古屋大学医学部附属病院 放射線科）

	 P-41 成熟奇形腫より発生した卵巣由来粘液癌の1例
熱川奈津子1、中井　　豪1、大村　尚子1、山本　和宏1、山田　隆二2、大道　正英3、
大須賀慶悟1

大阪医科薬科大学 放射線診断学教室1、大阪医科薬科大学 病理学教室2、
大阪医科薬科大学 産婦人科学教室3



32

	 P-42 腟式子宮全摘後の骨盤底部に発生した、NTRK3-rearrangement
を有する分類不能肉腫
高田　章代1、錦見　恭子2、原田　桜子3、松坂　恵介3、宇野　　隆4

千葉大学医学部附属病院 放射線科1、千葉大学医学部附属病院 産婦人科2、
千葉大学医学部附属病院 病理診断科3、千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学4

	 P-43 内膜症性嚢胞に合併した卵巣癌肉腫の1例
福井　修一1、中園　貴彦1、山口　　健1、入江　裕之1、横山　正俊2、相島　慎一3

佐賀大学医学部 放射線医学教室1、佐賀大学医学部 産婦人科2、佐賀大学医学部 病理3

	 P-44 短期間での自然退縮が認められたSwyer症候群における性腺芽腫
の1例
石黒　聡尚1、天野　太史2、齋田　　司1、板垣　博也3、坂本　規彰4、森　　健作1、
中島　崇仁1

筑波大学医学医療系 放射線診断・IVR科1、筑波大学附属病院 放射線診断・IVR科2、
筑波大学附属病院 婦人・周産期診療科3、筑波大学医学医療系 診断病理学研究室4

 ポスター発表　  脾臓・その他
審査員： 阿保　　斉 （富山県立中央病院 放射線診断科）

	 P-45 電撃性紫斑病、脾梗塞を呈したCapnocytophaga canimorsus
感染症の1例
田中　賢一、則兼　敬志、今上　雅史、藤本　憲吾、佐野村隆行、山本　由佳、
西山　佳宏
香川大学医学部 放射線医学講座

	 P-46 外陰部に発生した粘液炎症性線維芽細胞肉腫の1例
久保　滋人1、馬　　永萍1、伊藤　玲佳1、伊藤　俊亮1、井上依里香1、原田　公美1、
岡澤　藍夏1、糟谷　　誠1、澤田　　健1、芝田　豊通1、上野　　誠1、本庄　　原2、
奥村　亮介1、石守　崇好1

北野病院 放射線科1、北野病院 病理診断科2

	 P-47 吸気時と呼気時CTによる正中弓状靱帯の呼吸性変動評価
井上　明星1、茶谷　祥平1、今井　勇伍1、大田　信一2、渡邉　嘉之1

滋賀医科大学 放射線医学講座1、長浜赤十字病院 放射線科2

ポスター展示
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 ポスター発表　  膵①
審査員： 大田　信一 （滋賀医科大学 放射線医学講座）

	 P-48 炎症併発のためIPMCと鑑別困難だったIPMAの1例
尾崎　公美1、小宮　英朗1、小練　研司2、樋口　翔平3、伊藤　和美3、田海　統之2、
村上　　真2、五井　孝憲2、木村　浩彦1

福井大学医学部 病態解析医学講座放射線医学1、福井大学医学部 第一外科2、
福井大学医学部 病理診断科3

	 P-49 術前診断に苦慮した膵mixed neuroendocrine-non-
neuroendocrine neoplasmの1例
吉田　篤史1、光野　重芝1、有薗　茂樹1、石川　　翔1、岡　祥次郎1、藤本　順平1、
山本　有香1、尾上　宏治1、渡部　正雄1、菅　　　剛1、金尾昌太郎1、安藤久美子1、
山根登茂彦1、西野　彰悟2、原　　重雄2、石藏　礼一1

神戸市立医療センター中央市民病院 放射線診断科1、
神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科2

	 P-50 膵過誤腫の1例
星合　壮大1、小田　竜也2、松岡　亮太3、中島　崇仁1

筑波大学 放射線診断・IVR科1、筑波大学 消化器外科2、筑波大学 診断病理学3

	 P-51 pNETと鑑別困難であったsolid type の膵漿液性嚢胞腫瘍の1例
武内　　嵩1、宇野　　隆2、藤本　　肇2、那須　克宏2、堀越　琢郎1、阿久津　陽1、
大塚　将之3、三島　　敬3、高地　祐輔4

千葉大学医学部附属病院 放射線科1、千葉大学大学院 医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学2、
千葉大学大学院 医学研究院 臓器制御外科学3、千葉大学大学院 医学研究院 病態病理学4

	 P-52 空腸間膜内異所性膵の1例
森本　　毅1、木村　裕介2、藤川あつ子1、三村　秀文1

聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座1、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 放射線科2

 ポスター発表　  膵②
審査員： 松枝　　清 （がん研究会有明病院 超音波診断・IVR部）

	 P-53 2型自己免疫性膵炎の1例
安藤　沙耶1、佐藤　敏之1、山内　雄揮2、川村　仁美1、梅花　優貴1、諸岡　　紳1、
伊藤　秀一1、岡野　　拓1、田中　宏明1、松原菜穂子1、川端　和奈1、金柿　光憲1、
木村　弘之1

兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線診断科1、兵庫県立尼崎総合医療センター 消化器内科2
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	 P-54 膵管門脈瘻の一例
齋藤　裕己、西村　健太、奥村健一朗、五十嵐紗耶、井上　　大、小坂　一斗、
小林　　聡、蒲田　敏文
金沢大学附属病院 放射線科

	 P-55 卵殻状石灰化を呈した膵仮性嚢胞の1例
宗近　次朗1、萩原　遼太1、今井　里香1、樋口　舞香1、佐伯　美帆1、金井　貴宏1、
竹内　愛弓1、長谷川春菜子1、石塚久美子1、扇谷　芳光1、矢持　淑子2

昭和大学医学部 放射線医学講座1、昭和大学医学部 臨床病理診断学講座2

	 P-56 巨大な膵腺房細胞癌の1例
南　　哲弥1、西野　有香1、土屋　紘一1、的場　宗孝1、上田　順彦2、三浦　聖子2、
宮下　知治2、高村　博之2、山田　壮亮3

金沢医科大学 放射線科1、金沢医科大学 一般・消化器外科2、金沢医科大学 臨床病理学3

	 P-57 Follicular pancreatitisの2例
岩﨑　莉瑛1、原留　弘樹1、田島　　弘2、五十嵐一晴2、一戸　昌明3、高橋　博之3、
奥脇　興介4、井上　優介1、隈元　雄介2、村雲　芳樹3、草野　　央4

北里大学病院 放射線診断科1、北里大学病院 一般・消化器外科2、北里大学病院 病院病理学3、
北里大学病院 消化器内科4

	 P-58 Somatostatin receptor scintigraphyにて集積を示した 
腎細胞癌膵転移の1例
大木　一剛1、五十嵐隆朗1、禹　　　潤1、矢ヶ部浩之1、岩谷　洸介2、後町　武志3、
岩本　雅美4、尾尻　博也1

東京慈恵会医科大学 放射線医学講座1、東京慈恵会医科大学 泌尿器科2、
東京慈恵会医科大学 外科学講座3、東京慈恵会医科大学 病理学講座4

ポスター展示
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	 Q-1 広島大学病院 放射線診断学1、広島大学大学院 外科学2、広島大学病院 病理診断科3

近藤　翔太1、中村　優子1、成田　圭吾1、本田有紀子1、立神　史稔1、粟井　和夫1、
黒田慎太郎2、小林　　剛2、大段　秀樹2、有廣　光司3

	 Q-2 京都第一赤十字病院 放射線診断科1、京都第一赤十字病院 消化器内科2、
京都第一赤十字病院 病理診断科3

佐野　優子1、山田　香織1、林　佑希子1、山下　政矩1、松浦　莉加1、一条　祐輔1、
森下　博之1、藤井　秀樹2、樋野　陽子3、浦田　洋二3

	 Q-4 埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科1、埼玉医科大学国際医療センター 核医学科2、
埼玉医科大学国際医療センター 婦人腫瘍科3、埼玉医科大学国際医療センター 病理診断科4

園田　優貴1、馬場　康貴1、宇佐見陽子1、中澤　　賢1、田島　廣之1、岡田　吉隆1、
久慈　一英2、佐藤　　翔3、長谷川幸清3、美山　　優4、安田　政実4

	 Q-5 倉敷中央病院 放射線診断科1、倉敷中央病院 泌尿器科2、倉敷中央病院 病理診断科3

高橋　駿介1、中下　　悟1、小山　　貴1、宮川　拓朗2、井口　　亮2、井上　幸治2、
能登原憲司3

	 Q-6 大阪赤十字病院 放射線診断科1、倉敷中央病院 放射線診断科2

伊藤　久尊1、古田　昭寛1、小山　　貴2

	 Q-7 獨協医科大学 放射線医学講座1、獨協医科大学 産科婦人科学2、獨協医科大学 病理診断科3

熊澤真理子1、稲村　健介1、鈴木　淳志1、楫　　　靖1、香坂　信明2、金子　有子3、
石田　和之3、三橋　　暁2

	 Q-8 関西医科大学総合医療センター 放射線科1、関西医科大学総合医療センター 病理2、
関西医科大学総合医療センター 産婦人科3、関西医科大学総合医療センター 脳神経内科4

何澤　信礼1、吉村　智雄3、中川　　冴3、高島　省吾1、菅　　直樹1、谷川　　昇1、
井谷　久美4、植村　芳子2

クイズ展示


