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腹 部 放 射 線 研 究 会

講演・企画等テーマ／演題数当番世話人会期／開催地

－
肝・胆・膵
24 題

打田日出夫
（奈良医大）

'９０　１０. ３
秋田県

第１回

慈恵医大　第二病理　藍澤茂雄先生
「腎の腫瘤性病変」

泌尿器・生殖器
55 題

永井　　純
（自治医大）

'９１　２.２３
大阪府

第２回

大阪市大　第二病理　桜井幹己先生
「肝細胞癌の類似病変」

肝・胆・膵
46 題

黒田　知純
（大阪成 C.）

'９１　１１.１３
兵庫県

第３回

京都大　病理学　山邊博彦先生
「睾丸及び卵巣腫瘍の外科病理学」

泌尿器・生殖器
39 題

平松　慶博
（東邦大）

'９２　２.２９
東京都

第４回

栃木がん C.　外科　尾形佳郎先生
「膵癌における術前画像診断の意義」

肝・胆・膵
42 題

平松　京一
（慶応大）

'９２　１１. ６
東京都

第５回

東海大　病理学２　長村義之先生
「副腎及び後腹膜疾患の病理」
＊フィルムリーディングセッション

泌尿器・生殖器
48 題

宗近　宏次
（昭和大）

'９３　２.２７
東京都

第６回

癌研究所　病理　加藤洋先生
「膵腫瘍の病理」

肝・胆・膵
62 題

板井　悠二
（筑波大）

'９３　１１.１７
山口県

第７回

昭和大学　放射線科　宗近宏次先生
「前立腺癌の画像診断と病理」
コメンテーター：慈恵医大 第二病理 藍澤茂雄先生

泌尿器・生殖器
58 題

石川　　徹
（聖マ医大）

'９４　３.１２
東京都

第８回

金沢大学　病理学２　中沼安二先生
「肝血行異常の病理」
＊フィルムリーディングセッション

総合テーマ
77 題

松井　　修
（金沢大）

'９５　５.１２-１３
石川県

第９回

K. Ivancev, MD, PhD, Malmoe Gneral Hsp.
"Hepatic Tumor Blood Supply"
パネルディスカッション「膵癌－その診断・治療戦略 ｣

総合テーマ
65 題

隈崎　達夫
（日本医大）

'９６　５.１７-１８
東京都

第１０回

大分医大　検査部　横山繁生先生
「子宮病変の病理」
コメンテーター：島根医大　杉村和朗先生
＊フィルムインタープリテーションセッション

総合テーマ
83 題

森　　　宣
（大分医大）

'９７　５. ９-１０
大分県

第１１回

B. I. Choi, MD, Seoul National University
"Liver Tumor:Recent Progress of US"
パネルディスカッション「嚢胞性膵腫瘍の画像診断」
＊フィルムカンファレンス（肝疾患）

総合テーマ
80 題

中村　仁信
（大阪大）

'９８　６.１２-１３
大阪府

第１２回

特別企画“前立腺癌：診断から治療まで”
＊フィルムリーディング“タイムショック”

総合テーマ
104 題

杉村　和朗
（島根医大）

'９９　６.１８-１９
島根県

第１３回

順天堂大学　病理学第一　須田耕一先生
「膵臓疾患の病理」
＊フィルムリーディングセッション

総合テーマ
119 題

荒木　　力
（山梨医大）

'００　５.１１-１３
山梨県

第１４回

久留米大学　病理学教室　神代正道先生
「早期肝細胞癌の病理診断をめぐる問題点」
＊パネルセッション

総合テーマ
130 題

中尾　宣夫
（兵庫医大）

'０１　６.１- ２
兵庫県

第１５回

国立京都病院　放射線科　伊藤　剛先生　　
「婦人科疾患の肉眼病理」
＊フィルムリーディングセッション

総合テーマ
13１題

富樫かおり
（京都大）

'０２　５.３１-６.１
大阪府

第１６回

東京大学　女性外科　中川俊介先生「婦人科悪性腫瘍の治療に
おける新しい指標」・東京大学　肝胆膵外科　國土 典宏先生
「肝臓外科における術中超音波の進歩」
＊パネルクイズセッション

総合テーマ
139 題

大友　　邦
（東京大）

'０３　５.３０-３１
東京都

第１７回

信州大学産婦人科学 小西郁生先生「子宮肉腫の術前診断」・
奈良県立医科大学病理診断学 野々村昭孝先生「奇異なる肝
腫瘍“血管筋脂肪腫”の臨床病理」
＊パネルクイズセッション

総合テーマ
１６４題

角谷　眞澄
（信州大）

'０４　５.２８-２９
長野県

第１８回
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第19回腹部放射線研究会のプログラムが完成いたしました。演題をご応募いた
だいた先生方、またお忙しい中病理のコメンテータをおつとめいただく先生方なら
びに座長をお引き受けいただきました先生方、企画にご協力いただきました先生方
に、心より感謝を申し上げます。

今回もこの会の伝統でもあります、一例一例を大事にしていくという方針に基づ
き、時間の許す限り症例をじっくり検討していきたいと思います。

口頭発表では、これまでと同様、病理医の先生方をコメンテータとしてお迎えし
質疑応答を行います。肝臓では国立九州医療センターの中島　収先生、胆膵を中心
に岩手医科大学病理学の山野三紀先生、泌尿器領域では横浜市立大学第二病理学教
室の長嶋洋治先生、婦人科領域では熊本大学婦人科学の片淵秀隆教授をお迎えして
おります。

また、特別講演としてコメンテータにもお願いしております片淵教授に子宮内膜
症のお話をお願いしており、有意義なお話が聞けると思います。さらに今回より日
韓の腹部画像診断の交流の一環として韓国よりByung Ihn Choi教授とKyoung
Sik Cho教授をお招きしており、腹部領域での日韓の学会交流の第一歩にしたいと
考えております。また今年はランチョンセミナーも企画しております。

会場は熊本市の中心部に位置する産業文化会館です。正面には路面電車の電停も
あり、交通の便は良好で、熊本城もすぐそばです。焼酎や馬刺を初め、おいしいも
のもたくさんございます。ちょっと足をのばせば阿蘇山や天草の海も楽しめます。
初夏の熊本を存分にお楽しみください。また恒例となりましたサッカー大会も開催
予定です。多くの皆様方のご参加を心よりお待ちしております。

第 1 9 回 　 腹 部 放 射 線 研 究 会
当番世話人　 山下　康行
熊本大学大学院医学薬学研究部　放射線診断学部門

ご　挨　拶
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ご　案　内

1．総合受付
1）受付は、熊本市産業文化会館7Fのロビーにて、6月3日（金）は午前8：15、6月4日（土）は午前8：00より開始致します。
2）参加費は￥5,000円です。参加費と引き換えに名札（兼出席証明書・領収書）をお受取下さい。

2．一般演題
【一般口演】
1）座　長
・ご担当頂くセッションの終了時間を厳守して下さい。一般口演の講演時間はすべて5分、討論時間は各口演
につき3分（ディスカッション2分、コメント1分）とします。

2）発表者
発表時間
・一般口演の発表時間は発表5分・討論3分です。時間厳守をお願い致します。
発表形式
・液晶プロジェクターによる発表ですので、ご自身のデータをご持参下さい。スライドは使えません。
・演台上に用意されたPCを、演者に操作して頂きますリモートプレゼンテーションを使用して頂きます。
受付
・PCの受付は、7F大ホールロビーにございます。発表の30分前に試写を済ませ下さい。(混雑が予想されますので、
PCセンターが空いている時に随時前もって行って頂けます様、ご協力下さい。）

発表に関する注意事項
・メディアはCD-RまたはUSBフラッシュメモリのみ受付けます。
・データのファイル名は、演題番号、氏名のみ記載して下さい。
・受付スタッフの指示に従ってデータをコピーし、試写をして下さい。
・研究会で用意しますパソコンのOSはWindows XPおよびMac OSXです。アプリケーションはWindows版の
Power Point2002またはPower Point2000、Macintosh版のPower Point2001またはPower Point･Xです。
（Mac版について互換性の関係で必ずOSXで作成して下さい。）フォントはOS標準のもののみ対応いたします。画
面の解像度はXGA（1024×768）です。

・動画等がある場合には、予め受付スタッフにお伝え下さい。なお、動画データ等の参照ファイルは全て同じ
フォルダに入れて下さい。

病理標本
・口演については病理の先生にコメンテーターをお願いしております。病理の先生方よりご要望のあった演題
については事前にプレパラートを送付頂く事になります。5月19日までにプレパラートを郵送頂きます様お
願い致します。なお、お預かりしましたプレパラートは口演が終わりましたら会場受付にて返却いたします
のでお忘れなきようご注意下さい。

【ポスター展示】
ポスター展示は、5階展示会場において、一般展示、問題提示（クイズ）形式の両方で行います。展示の先生方
は各自どちらの方法かをプログラムで確認のもと作成をお願い致します。

1）一般展示発表者
ポスター作成（4ページのポスター作成見本を参考に作成下さい）
・ポスターを掲示するパネルの大きさはパネル上：横116cm×縦90cm、パネル下：横116cm×縦90cmで作成下さ
い。見本を4ページに記載しました。ご参照下さい。

2）クイズ展示発表者
ポスター作成（5ページのポスター作成見本を参考に作成下さい）
・ポスターを掲示するパネルの大きさはパネル上（出題）：横116cm×縦90cm、パネル下（解答解説）：横116cm×
縦90cmで作成下さい。見本を5ページに記載しました。ご参照下さい。

・出題部分には患者の年齢、性、簡単な主訴や経過、症例の画像のみを集めて作成して下さい。図説は検査法のみとし、所見
の解説はつけないようお願い致します。矢印や矢頭はつけて頂いてもかまいません。

・解答解説部分には演題名に続いて、画像の説明、最終診断、症例の解説をお願い致します。出題部分と重複
してお示し頂いてもかまいません。

・受付の際に90×116cmの紙をお渡し致しますので解答解説部分を隠すように貼って下さい。第1日目の19：
00に係りのものが紙を外して解答解説を公開致します。

3）ポスター提示
・ポスター展示会場は5階第一・第二展示会場です。第1日目午前11：00までにポスター会場にて展示受付を
お済ませ下さい。ポスターを掲示するパネルに演題番号がついていますので、会場に用意されたマジックテ
ープをお使いになって掲示して下さい。

・展示に関して座長の設定や口演発表は行いませんが、展示発表者は2日目の12：50～13：30のコーヒーブレー
クには展示会場におられます様にお願い致します。参加者から質問があった場合、お名前をお呼び致します。
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ご　案　内

・全プログラム終了後、直ちにポスターの撤去をお願い致します。終了後30分経過しても残っているポスター
は処分致しますので、ご了承下さい。

4）参加者
・ポスターの閲覧時間は第1日目11：00～20：00、2日目8：00～16：00です。
・クイズ展示第1日目の19：00まで各ポスターの解答解説部分は隠されています。
・会場に解答用紙を用意しておきますので、解答解説が発表される前に力試しも兼ねて解答をご記入下さい。
解答解説部分は第1日目の19：00に公開されます。

・第2日目10：00までに解答用紙を自己採点の上、会場に用意された箱に記名でご投函下さい。上位の方には
当番世話人が心ばかりの賞品をご用意致します。

3．幹 事 会
日　時：6月4日（土） 7：00～
場　所：熊本ホテルキャッスル　B1階　「きく」

4．世話人会
日　時：6月4日（土） 12：50～13：30
場　所：熊本市産業文化会館5階「視聴覚教室」

5．展示クイズ企画
日　時：6月3日（金）11：00～19：00
場　所：熊本市産業文化会館5階　展示会場

6．打田賞受賞講演・表彰
日　時：6月3日（金）13：00～13：30

7．Special Lecture 1・2
Special Lecture 1 日　時：6月3日（金）11：30～12：00
座　長：松井 修 先生（金沢大学大学院医学系研究科　経血管診療学）
演　者：Kyoung Sik Cho, M.D. Professor of Radiology Asan Medical Center

『Current imaging diagnosis of prostate』

Special Lecture 2 日　時：6月4日（土）11：10～11：40
座　長：森　　 宣 先生（大分大学　腫瘍病態制御学）
演　者：Byung Ihn Choi, M.D.(GI radiology) Professor and Chairman Department of Radiology

Seoul National University Hospital 
『Unusual HCC; Imaging Findings』

8．ランチョンセミナー1
日　時：6月3日（金） 12：10～13：00
座　長：山下康行 先生（熊本大学大学院医学薬学研究部　放射線診断学分野）
演　者：片淵 秀隆 先生（熊本大学大学院医学薬学研究部　婦人科学分野）

『エニグマティックな婦人科疾患：子宮内膜症』

ランチョンセミナー2 「腹部画像診断における最近の話題」
日　時：6月4日（土） 11：50～12：50
座　長：杉村和朗 先生（神戸大学大学院医学系研究科　生体情報医学講座　放射線医学分野）

演者１：粟井 和夫 先生（熊本大学大学院医学薬学研究部　画像診断解析学）
『40列CTによる上腹部ダイナミックCT』

演者２：今井　 裕 先生（東海大学医学部　基盤診療系画像診断学）
『腹部腫瘍の診断におけるDWIBS法の臨床応用と考え方』

宿泊案内：第19回腹部放射線研究会ホームページ

http://www.jsar.umin.jp/
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1160mm

一般ポスターの見本（A4用紙に印刷してポスターを組んだ場合）�
A4用紙を使った場合、上下の欄には最大3列×4行、計24枚のA4用紙が横置きで貼り�
付けられます。�

900mm

900mm

60mm

60mm

80mm

135mm使用しません�
事務局で�
準備します�
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1160mm

クイズポスターの見本（A4用紙に印刷してポスターを組んだ場合）�
A4用紙を使った場合、下の解答・解説欄には最大3列×4行、上の問題欄には3列×4行、
計24枚のA4用紙が横置きで貼り付けられます。�

key imageは繰り返して提示し
ていただいても構いません。�

必要な場合はreferenceを加
えて下さい�

タイトル・�
発表者・�
施設名、�
それに引き続
きその後の経
過�

最終診断、そ
れに引き続き
解説�

初日にはここから
下 の部 分を縦
9 0 0 m m × 横
1160mmの紙で
隠します。�

この線を境
に、解答・
解説欄は
下の行に、
問 題 欄は
上の行に詰
めて下さい。�

症例の主訴・
簡単な経過�
（診断名は伏
せる）�

画像所見の解説はここでは伏
せて、どういう検査かのみ示し
ておいて下さい（Key pointが
わかりにくい場合は矢印などを
つけ、その解説は解答・解説
欄で述べて下さい）�

図に番号をふっておくと解説の際に便利です（論文の様に）�図に番号をふっておくと解説の際に便利です（論文の様に）�

900mm

900mm

60mm

60mm

80mm

135mm使用しません�
事務局で�
準備します�



9：00�

10：00�

11：00�

12：00�

13：00�

14：00�

15：00�

16：00�

17：00�

18：00�

19：00�

20：00

9：00�
子宮１�

9：40�
子宮２�

コーヒーブレーク�
コーヒーブレーク�

コーヒーブレーク�

コーヒーブレーク�

10：40�
卵巣�

11：30�
Special Lecture１�

11：10�
Special Lecture２�

12：10�
ランチョンセミナー１�

11：50�
ランチョンセミナー２�

13：00 講演・表彰�

14：20�
腎臓�

15：00�
副腎、後腹膜�

8：40�
消化管１�

13：30�
膵臓１�

14：02�
膵臓２�

10：20�
胆道�

15：00�
肝臓１�

15：48�
肝臓２�

閉会の辞�

6月3日� 6月4日�

開会の辞�

コーヒーブレーク�
（展示を見る）�

9：20�
消化管２、腹膜�

コーヒーブレーク�
16：00�
泌尿器�

〔発表5分、質疑3分　合計8分〕�

展示・クイズ展示を見る�

プログラム：日程表
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入口�

階段�

階段�

女子便所�

男子便所�
身障者　便所� D. S

Ｄ階段�

立柱スペース�

非常用EV
楽屋（和室）�

ピアノ（２台）�

楽屋�
（洋室）�

B階段�A階段�

C階段�

入口�

入口�

入口�

ホ
　
ワ
　
イ
　
エ�

給湯�

便所シャワー�

入口�
倉
庫�

ロビー・休憩コーナー�

倉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庫�

女子便所�

男子便所�

倉庫�

給湯室� D. S E  V E  V E  V 倉　庫�

Ｄ階段�

立柱スペース�

非常用EV

清掃控室�

B階段�
A階段�

C階段�

モニター室�

便　所�

女子便所�

男子便所�

給湯室�

障害者用便所� D. S E  V E  V E  V 機　械　室�

Ｄ階段�

立柱スペース�

上り�

下り�

エスカレーター�

消費者センター�

研究会 第２展示場� 研究会 第１展示場�

搬入用�
EV

機　械　室�

倉　　　庫�

B階段�A階段�

倉庫�

C階段�

7階フロアー�
（大ホール）�

6階フロアー�
�

5階フロアー�

受付�

E V E V E VE V E V E V

研究会会場�

研究会本部�
（第4会議室）�

第5会議室�

第3会議室�

第6会議室�

研究会事務局�
（第2会議室）�

世話人会会場�
（視聴覚研修室）�

病理室�
（第1会議室）�
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口　演　6月3日

8：50～　開会の辞 当番世話人 山下　康行（熊本大学　放射線診断学）

午　前

コメンテーター 片淵　秀隆（熊本大学　婦人科学）

9：00～9：40 セッション1．子宮1（5題）座長 高濱　潤子（東大阪市立）

1．大量出血にて発症した結節性硬化症に関連する子宮組織奇形の1例
大田原赤十字病院　放射線科　　利安　隆史

2．全身性播種性非定型抗酸菌症の子宮病変
慶應義塾大学　医学部　放射線診断科　　秋田　大宇

3．FDG-PETで高集積を呈した子宮atypical polypoid adenomyomaの1例
国立がんセンター中央病院　放射線診断部　　前田　哲雄

4．びまん性腹膜筋腫症として再発した子宮筋腫の一例
筑波大学　大学院人間総合科学研究科　先端応用医学専攻　応用放射線医学分野　田中　優美子

5．子宮lipoleiomyomaの、一典型例
亀田総合病院　放射線科　　伊藤　憲佐

9：40～10：28 セッション2．子宮2（6題）座長 河上　　聡（彦根市立）

6．adenoma malignumと鑑別困難であったendocervical grandular hyperplasiaの一例
医真会八尾総合病院　放射線科　　小野田　結

7．Adenomyotic cyst を伴う子宮腺筋症から発生した類内膜腺癌の一例
聖路加国際病院　放射線科　　不破　相勲

8．子宮体部小細胞癌の一例
公立刈田綜合病院　放射線科　　田澤　　聡

9．特異な発育形式を呈して診断に苦慮した子宮体癌の1例
福井総合病院　放射線科　　土田　千賀

10．子宮肉腫の3例
京都市立病院　放射線科　三宅　可奈江

11．Placental site trophoblastic tumor（PSTT）の一例
佐賀大学　医学部　放射線科　安座間　真也

10：28～10：40 コーヒーブレーク
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10：40～11：28 セッション3．卵巣（6題）座長 松林（名本）路花（九州医療センター）

12．小細胞癌と類内膜癌と絨毛癌が混在した卵巣癌の一例
東海大学　医学部　基盤診療学系画像診断学　　齊藤　　緑

13．乳頭癌を合併した卵巣甲状腺腫の1例
独立行政法人　国立病院機構　九州医療センター　放射線科　足立　亜紀子

14．腹痛で発見された卵巣epidermoid cystの一例
岡山大学　医学部　放射線科　　新家　崇義

15．多発充実性腫瘤の形状を呈した子宮内膜症の一例
天理よろづ相談所病院　放射線部MR部門　今岡　いずみ

16．結核性卵管卵巣膿瘍の一例
聖路加国際病院　放射線科　　田村　綾子

17．興味ある経過と画像所見を示した大腸癌の両側異時性卵巣転移の1例
富山県立中央病院　放射線科　　阿保　　斉

11：30～12：00 Special Lecture１

座長：松井　修先生（金沢大学大学院医学系研究科　経血管診療学）

「Current imaging diagnosis of prostate」
Kyoung Sik Cho, M.D. Professor of Radiology Asan Medical Center

12：10～13：00 ランチョンセミナー１

座長：山下　康行先生（熊本大学大学院医学薬学研究部　放射線診断学分野）

「エニグマティックな婦人科疾患：子宮内膜症」
片淵　秀隆先生（熊本大学大学院医学薬学研究部　婦人科学分野）

午　後

13：00～13：30 打田賞受賞講演・表彰　　打田　日出夫、松井　修

〔消化器〕膵serous cystadenocarcinomaの1例
大分大学医学部腫瘍病態制御講座　　島田　隆一

〔泌尿・生殖器〕脾・腎梗塞合併により明細胞癌との組織型の推定が可能であった卵巣癌の2例
筑波大学　放射線診断・IVR科　　後藤　典子

〔展示〕食道の巨大fibrovascular polypの一例
大阪医科大学　放射線科　　可児　弘行

13：30～14：20 コーヒーブレーク

口　演　6月3日
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コメンテーター 長嶋　洋治（横浜市立大学）

14：20～15：00 セッション4．腎臓（5題）座長 荒川　昭彦（熊本労災病院）

18．嚢胞性腎癌類似所見を示した腎海綿状血管腫の一例
筑波大学　付属病院　放射線診断IVR科　　後藤　典子

19．馬蹄腎より発生したカルチノイドの1例
高知大学　医学部　腫瘍放射線医学教室　　伊藤　悟志

20．同一腎に発生したrenal cell carcinomaとcollecting-duct carcinomaの一例
国立がんセンター東病院　放射線診断部　　黒木　嘉典

21．腎集合管癌の転移性病変の画像所見の検討
栄共済病院　放射線科　　中村　尚生

22．著明な石灰化を伴い浸潤性進展を呈した腎盂原発尿路上皮癌の一例
岡山大学　医学部　放射線科　　加藤　勝也

15：00～15：48 セッション5．副腎、後腹膜（6題）座長 後閑　武彦（昭和大学）

23．副腎原発のAFP産生腫瘍と思われる1例
亀田総合病院　放射線科　　小暮　　稔

24．成人の左副腎神経芽細胞腫の1例
東京医科歯科大学医学部附属病院　放射線科　　井原　信麿

25．副腎癌の1例
金沢大学大学院医学系研究科　経血管診療学　　中田　一恵

26．副腎の adenomatoid tumor の一例
京都大学　放射線医学教室　　梅岡　成章

27．後腹膜に発生したinflammatory MFHの1例
国家公務員共済組合連合会　立川病院　放射線科　　白神　伸之

28．術前診断が困難であった後腹膜腫瘍の一例
川崎医科大学付属病院　放射線診断部　馬庭　恵美子

15：48～16：00 コーヒーブレーク

口　演　6月3日
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16：00～16：40 セッション6．泌尿器（5題）座長 楫　　靖（神戸大学）

29．好酸球性膀胱炎の一例
京都大学医学部　放射線医学教室　　玉井　　賢

30．膀胱子宮内膜症の一例
東京女子医科大学　放射線科　橋本　弥一郎

31．精巣粘液性嚢胞腺癌の一例
慶應義塾大学　医学部　放射線診断科　　屋代　英樹

32．前立腺原発solitary fibrous tumor of low grade malignancy の一例
慶應義塾大学　医学部　放射線診断科　　小黒　草太

33．陰核平滑筋腫の1例
癌研有明病院　画像診断部　　五味　直哉

口　演　6月3日
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午　前

8：40～9：20 セッション7．消化管1（5題）座長 白神　伸之（立川病院）

34．石灰化胃癌の一例
慶應義塾大学　医学部　放射線診断科　大須賀　香絵

35．肝転移を来たした十二指腸原発gastrointestinal stromal tumor（GIST）の3例
伊勢原協同病院　放射線科　　楠崎　浩之

36．小腸原発hepatoid tumorの一例
大津赤十字病院　放射線科　　古田　昭寛

37．虫垂原発GISTの一例
市立松原病院　放射線科　　日高　輝之

38．盲腸結腸癌を合併した虫垂粘液嚢胞腺腫の一例
天陽会中央病院　内科　伊集院　裕康

9：20～10：08 セッション8．消化管2、腹膜（6題）座長 松本　俊郎（大分大学）

39．興味深い進展を呈したS状結腸憩室炎の一例
横浜旭中央総合病院　放射線科　　佐藤　秀一

40．腸管嚢胞性気腫症の一例
日本医科大学　第二病院　放射線科　　山田　丈士

41．非閉塞性腸管虚血症の2症例
北里大学　医学部　救命救急医学　山本　紳一郎

42．腹膜由来と思われるいわゆる癌肉腫carcinosarcomaの1例
古賀病院21 放射線科　　落合　礼次

43．下血を繰り返し診断に苦慮した、腸結核・結核性腹膜炎の一例
富山県立中央病院　放射線科　　海東　恵子

44．診断に苦慮した限局性腹膜中皮腫の一例
佐賀県立病院好生館　放射線科　　井上　昭宏

10：08～10：20 コーヒーブレーク

コメンテーター 山野　三紀（岩手医科大学）

10：20～11：00 セッション9．胆道（5題）座長 吉満　研吾（九州大学）

45．重複総胆管の1例
広島市立　広島市民病院　放射線科　　中村　優子

46．粘液産生肝内胆管癌の一例
近畿大学　医学部　放射線科　　柳生　行伸

47．胆嚢腺扁平上皮癌の一例
山梨大学　医学部　放射線科　　佐野　勝廣

48．頭頸部悪性リンパ腫症例に発生した胆嚢扁平上皮癌
秋田大学　医学部　放射線科　　西井　俊晶

49．肝細胞癌の転移と思われる胆嚢腫瘍の1例
特定医療法人仁生会　細木病院　放射線科　　濱田　典彦

口　演　6月4日
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口　演　6月4日

11：10～11：40 Special Lecture２

座長：森　　宣先生（大分大学　腫瘍病態制御学）

「Unusual HCC; Imaging Findings」

Byung Ihn Choi, M.D.(GI radiology) Professor and Chairman

Department of Radiology Seoul National University Hospital

11：50～12：50 ランチョンセミナー２「腹部画像診断における最近の話題」

座長：杉村　和朗先生（神戸大学大学院医学系研究科　生体情報医学講座　放射線医学分野）

１．粟井　和夫先生（熊本大学大学院医学薬学研究部　画像診断解析学）

「40列CTによる上腹部ダイナミックCT」

２．今井　　裕先生（東海大学医学部　基盤診療系画像診断学）

「腹部腫瘍の診断におけるDWIBS法の臨床応用と考え方」

12：50～13：30 コーヒーブレーク
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午　後

コメンテーター 山野　三紀（岩手医科大学）

13：30～14：02 セッション10．膵臓1（4題）座長 入江　裕之（九州大学）

50．広範な壊死を伴った膵漿液性嚢胞性腫瘍の一例
清恵会病院　放射線科　　岡田　博司

51．Serous cystadenoma, solid variant の1例
九州大学　臨床放射線科学　　柿原　大輔

52．非常に稀な男性の膵粘液性嚢胞性腺腫の一例
京都大学　大学院医学研究科　画像診断・核医学科　　前谷　洋爾

53．経過観察中に浸潤癌が出現した膵管内乳頭腫瘍の3例
大分大学医学部　腫瘍病態制御講座　放射線医学　　亀井　律孝

14：02～14：42 セッション11．膵臓2（5題）座長 中山　善晴（熊本大学）

54．嚢胞性状の変化が経過中観察された膵外性発育型膵癌の1例
筑波大学　附属病院　放射線科　　近藤　弥生

55．膵腺房細胞癌の一例
旭川医科大学　医学部　放射線科　　八巻　利弘

56．巨大嚢胞性腫瘍の画像所見を呈した膵腺房細胞癌の一例
東海大学　医学部　基盤診療学系　画像診断学　　橋本　　毅

57．腫瘍内出血との鑑別に苦慮した膵実質内出血の一例
信州大学　医学部　放射線医学教室　　黒住　昌弘

58．黄色肉芽腫様病変を呈した膵炎の1例
岡山労災病院　放射線科　　本田　　理

14：42～15：00 コーヒーブレーク

口　演　6月4日
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コメンテーター 中島　　収（国立九州医療センター）

15：00～15：48 セッション12．肝臓1（6題）座長 上田　和彦（信州大学）

59．肝黄色肉芽腫の一例
兵庫県立成人病センター　外科　　津川　大介

60．肝硬化性血管腫の1手術例
京都市立病院　放射線科　　上田　浩之

61．破裂を契機に発見された肝血管肉腫の1症例
康生会武田病院　放射線科　　金崎　周造

62．若年女性に発症した肝細胞腺腫の1例
福井県立病院　放射線科　　山本　　亨

63．診断に苦慮した肝腫瘍の1例
大阪医科大学　放射線医学教室　　山本　和宏

64．腹腔内破裂にて発見されたintrahepatic biliary cystadenomaの一例
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　放射線科　近藤　やよい

15：48～16：28 セッション13．肝臓2（5題）座長 近藤　浩史（岐阜大学）

65．FNHと鑑別困難であった高分化型肝細胞癌の1例
兵庫医科大学　放射線医学教室　市川　瑠美子

66．門脈欠損症に合併した有茎性肝腫瘍の1例
東海大学医学部付属病院　画像診断科　　桜田　愛音

67．肝細胞癌結節内に発生した粘液産生を伴った腺癌様結節の1例
山梨大学　医学部　放射線科　本杉　宇太郎

68．門脈域が残存し，CTAPにて一部濃染を認めた粗大な高分化型肝細胞癌の一例
木沢記念病院　放射線科　　近藤　浩史

69．炎症性偽腫瘍と診断6年後、閉塞性黄疸を来した肝腫瘍の1例
旭川厚生病院　放射線科　　武内　周平

閉会の辞 当番世話人 山下　康行（熊本大学　放射線診断学）

口　演　6月4日



16

肝臓

1．慢性肉芽腫症
昭和大学　医学部　放射線科　　信澤　　宏

2．肝エキノコッカス症の一例
札幌厚生病院　放射線科　　坂井　　亙

3．FNHとの鑑別が困難であった肝血管筋脂肪腫の1例
島根大学医学部附属病院　放射線部　　伊崎　健太

4．peliotic changeを伴う肝細胞癌の一例
山口大学　医学部　放射線科　　田辺　昌寛

5．混合型肝癌の一例
愛媛大学　医学部　放射線科　　熊野　正士

6．肝のUndifferentiated pleomorphic sarcomaの1例　
青梅市立総合病院　放射線科　　北詰　良雄

7．SLEを合併した肝悪性リンパ腫の1例
聖マリアンナ医科大学　放射線医学教室　　上條　　謙

胆道、胆嚢

8．Todani II型総胆管嚢腫に分葉状変形と副胆嚢管を有する胆嚢炎を伴った一例
大阪大学大学院　医学系研究科　医用制御工学講座　画像応用治療分野　　桑原　雅知

9．胆嚢腺扁平上皮癌の1例
東大阪市立総合病院　放射線科　　高濱　潤子

膵臓

10．自己免疫性膵炎の1例
山梨大学　医学部　放射線医学教室　　佐野　美香

11．診断に苦慮した膵のserous cystadenomaの一例
久留米大学　医学部　放射線医学教室　　有川　俊二

12．増大過程を観察し得たIPMCの一例
蒲原総合病院　放射線科　　松本　敬子

13．画像上Groove pancreatitisと鑑別に苦慮したIPMC由来浸潤癌の一例
大阪医科大学　放射線科　　可児　弘行

14．膵腺扁平上皮癌の一例
宮崎大学　医学部　放射線科　山口　健一郎

展　示
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15．高齢女性に発症した膵芽腫の1例
福井県立病院　放射線科　　山本　　亨

16．巨大膵Endocrine tumorの一例
水戸済生会総合病院　放射線科　　遠田　　譲

17．診断に苦慮した後腹膜腫瘤の一例
昭和大学　横浜市北部病院　放射線科　鈴木　美奈子

18．経過中に膵転移をきたしたHCCの1例
岡山大学　大学院医歯学総合研究科　放射線医学　長谷　聡一郎

19．膵原発の腫瘤形成型悪性リンパ腫の一例
日本鋼管病院消化器肝臓病センター　放射線科　　上野　彰久

20．膵腫瘍と鑑別困難であった神経鞘腫の一例
千葉大学　医学部附属病院　放射線科　　山本　正二

脾臓

21．生体肝移植後に急速に増大してsplenic peliosisが考えられた一例
大阪大学　放射線科　　東原　大樹

22．新生児巨大脾血管腫の一例
京都府立医科大学大学院　医学研究科　放射線診断治療学　　高畑　暁子

消化管、腸間膜

23．重複胃の1例
大阪医科大学　放射線医学教室　　金本　高明

24．MRIが診断に有用であったectopic pancreasの1例
国立がんセンター　がん予防検診研究センター　　黒木　聖子

25．胃に発生したInflammatory myofibroblastic tumor (IMT)の一例
島根大学　医学部　放射線科　　安藤　慎司

26．胃癌肉腫の1例
兵庫県立成人病センター　放射線科　　坂本　憲昭

27．腸管内乳頭状腫瘤を形成した卵巣明細胞癌の回腸転移の一例
千葉大学大学院　医学研究院　放射線腫瘍学　　植田　琢也

28．原発性肺癌小腸転移の一例
岐阜大学　放射線科　　加藤　博基

29．腸管子宮内膜症の2例
大阪医科大学　　稲田　悠紀

展　示
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展　示

30．興味ある経過をたどった大腸粘膜下腫瘍の一例
大阪市立大学　医学部　放射線科　　小山　孝一

31．Anorectal Gastrointestinal Stromal Tumorの一例
ＮＴＴ東日本札幌病院　放射線科　　広村　忠雄

32．腸間膜脂肪織炎の1例
鳥取大学　医学部　病態解析医学講座　医用放射線学分野　　中西　順子

33．腸間膜に発生した炎症性偽腫瘍の1例
大阪市立大学大学院　医学研究科　放射線医学　二ノ井　照久

34．腸間膜デスモイド（mesenteric fibromatosis）の1例
愛媛県立中央病院　放射線科　　竹口　　崇

35．Mesenteric cyst（Non-pancreatic Pseudocyst）の1例
大阪大学大学院医学系研究科　医用制御工学講座　画像応用治療分野　　中田　早紀

36．大網のsolid-pseudopapillary tumor（SPT）の1例
市立札幌病院　画像診療科　小野寺　麻希

37．膵粘液腺癌に合併した腹膜偽粘液腫の一例
徳島大学　医学部　放射線科　　松崎　健司

38．腹膜原発漿液性乳頭状癌の一例
独立行政法人国立病院機構相模原病院放射線科　　大森　智子

39．腹膜悪性中皮腫の一例
東邦大学　医学部　第二放射線科　　五味　達哉

40．急性腹症で発見された腹腔内リンパ管腫の一例
東京慈恵会医科大学　放射線科　　並木　　珠

41．子宮広間膜に発生したependymomaの一例
徳島大学　医学部　放射線科　竹内　麻由美

42．鼠径ヘルニア偽環納による絞扼性イレウスの1例
大阪市立十三市民病院　放射線科　　萩原　　章

43．まれな原因による急性上腸間膜動脈閉塞の一例
大阪医科大学　　谷掛　雅人

44．経腸間膜ヘルニアの一例
松江赤十字病院　放射線科　鶴貝　雄一郎

腎臓

45．腎Oncocytomaの一例
大阪医科大学　放射線科　　安賀　文俊
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展　示

46．鑑別困難であった両側同時発生腎細胞癌と腎オンコサイトーマの一例
東邦大学大森病院第一　放射線科　　木村　　知

47．両側性、多発性腎oncocytomaの一例
明石市民病院放射線科　　野崎　太希

48．選択的腎静脈サンプリングが有用であった傍糸球体細胞腫の1例
淀川キリスト教病院　放射線科　　森本　敦子

49．多発肝転移とリンパ節転移を伴い悪性リンパ腫との鑑別が困難であった腎小細胞癌の一例
奈良県立医科大学　放射線科　　丸上　永晃

50．嫌色素性腎癌の1例
独立行政法人国立病院機構大牟田病院　放射線科　　熊副　洋幸

泌尿器

51．交叉性精巣転位を伴ったMüller管遺残症の一例
姫路赤十字病院　放射線科　　三森　天人

52．停留精巣に発生したmixed germ cell tumorの一例
独立行政法人　国立病院機構　九州医療センター　放射線科　　名本　路花

53．adenomatoid tumor の1例
大阪市立大学大学院医学研究科　放射線医学教室　　北山　聡明

54．GISTの陰嚢内転移の1例
島根大学　医学部　放射線科　　勝部　　敬

55．傍精巣Adenomatoid tumorの一例
岡山済生会総合病院　放射線科　　戸上　　泉

56．膀胱原発paragangliomaのMRI所見
佐賀大学　医学部　放射線科　　埜口　亮輔

57．前立腺原発のextra-GISTの一例
公立甲賀病院　放射線科　　井本　勝治

58．前立腺に発生したMalignant phyllodes tumorの1例
大分大学　医学部　腫瘍病態制御講座　放射線医学　　香泉　和寿

後腹膜

59．診断に苦慮した副腎癌再発の1例
福岡大学　放射線医学教室　野々熊　真也

60．myxoid adrenocortical adenomaの一例
滋賀医科大学　放射線科　　河野　直明
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61．神経節細胞腫の一例
国立がんセンター中央病院放射線診断部　　三宅　基隆

62．CTで発見された後腹膜腫瘍の一例
川崎市立川崎病院　放射線科　　曽我　茂義

63．後腹膜脂肪肉腫の一例（CT、血管造影を中心に）
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　放射線科　　金　　英樹

64．後腹膜脂肪肉腫の一例
三豊総合病院　放射線科　　石井　裕朗

65．外傷による出血で発見された後腹膜リンパ管腫の1例
淀川キリスト教病院　放射線科　　大山　嘉将

66．Myositis ossificans of retroperitoneumの1例
大阪市立大学医学部　放射線科　　山本　　晃

子宮

67．Wunderlich症候群の一例
横浜旭中央総合病院　放射線科　　吉田　暢元

68．子宮体部小細胞癌の一例
金沢医科大学　放射線科　　太田　清隆

69．播種巣にて漿液性腺癌の像を呈した子宮体部混合癌の1例
鳥取大学　医学部　放射線科　　藤井　進也

70．子宮外原発のadenosarcomaの一例
長崎大学大学院　放射線生命科学講座　　宮田　陽子

71．子宮漿膜下筋腫内に発生した漿液腺癌の1例
淀川キリスト教病院　放射線科　　森本　敦子

72．高度な血管内進展を呈した子宮内膜間質肉腫の1例
新潟大学　医歯学総合病院　放射線科　　根本　健夫

卵巣

73．卵巣結核の一例
大阪市立大学　大学院医学研究科　放射線医学教室　　西田　典史

74．経過観察することとなった卵巣腫瘍茎捻転の一例
神戸大学　医学部　放射線科　　杉原　　良

75．茎捻転で発見された嚢胞成分を有する巨大なfibrothecomaの一例
昭和大学　医学部　放射線科　　清野　哲孝

展　示
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76．卵巣serous cystadenofibromaの一例
京都市立病院　放射線科　　新保　大樹

77．卵巣mixed germ cell tumorの一例
旭川医科大学　放射線科　　長沢　研一

78．子宮脂肪平滑筋腫に卵巣明細胞腺癌が併存した一例
千葉大学　医学部附属病院　放射線科　　下総　良太

79．画像上卵巣成熟嚢胞奇形腫と鑑別が困難であった卵巣類内膜癌の一例
和歌山県立医科大学　放射線医学教室　　河合　信行

80．卵巣adenofibromaに合併したclear cell carcinomaの一症例
昭和大学　医学部　放射線医学教室　　須山　淳平

81．CA125上昇を伴い卵巣癌の癌性腹膜炎と鑑別困難であった悪性リンパ腫の1例
名古屋大学　医学部　放射線科　　澤木　明子

その他

82．Gauzeomaの一例
京都市立病院　放射線科　　里上　直衛

83．腹部solitary fibrous tumorの2例
大阪赤十字病院　放射線科　　有薗　茂樹

84．ブドウ状横紋筋肉腫の2例
産業医科大学　放射線科　　花宮　　舞

85．肝転移との鑑別が困難であった子宮癌横隔膜転移の1例
秋田大学　医学部　放射線科　　渡辺　　磨

展　示
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クイズ展示

1．大阪大学大学院医学系研究科　医用制御工学講座　画像応用治療分野 大西　裕満

2．市立札幌病院　画像診療科 杉浦　　充

3．大津赤十字病院　放射線科 小林　久人

4．北海道大学　放射線科 作原　祐介

5．信州大学　医学部　放射線医学教室 柳澤　　新

6．自治医科大学　放射線科 山元　龍哉

7．横浜栄共済病院　放射線科 谷　　一朗

8．佐久総合病院　放射線科 大彌　　歩

9．日本生命済生会付属　日生病院　放射線科 安部　久志

10．名古屋大学　医学部　放射線科 森　　芳峰

11．福井赤十字病院　放射線科 藤本　晃司

12．慈正会　丸山記念総合病院　放射線科 津布久雅彦

13．岡崎市民病院　放射線科 石井美砂子

14．大阪医科大学　医学部　放射線医学教室 有本　　博

15．岡崎市民病院　放射線科 小山　雅司



－　協賛社一覧　－

大塚製薬株式会社

コニカミノルタエムジー株式会社

株式会社島津製作所

シーメンス旭メディテック株式会社

GE横河メディカルシステム株式会社

東芝メディカルシステムズ株式会社

日本シエーリング株式会社

株式会社根本杏林堂

株式会社日立メディコ

フィリップスメディカルシステムズ株式会社

富士フイルムメディカル西日本株式会社

株式会社メディコスヒラタ
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黒 田　知 純（大阪がん予）　　杉 村　和 朗（神 戸 大）�
富 樫 かおり（京 都 大）　　中 村　仁 信（大 阪 大）�
宗 近　宏 次（昭 和 大）　　山 下　康 行（熊 本 大）�

（敬称略・五十音順）�
監　　事　　角 谷　眞 澄（信 州 大）�
�
事 務 局　　廣 橋　伸 治�

奈良県立医科大学　放射線医学教室内�
〒634-8522　奈良県橿原市四条町840�
TEL. 0744-29-8900（直通）　FAX. 0744-24-1988�
E-mail：rad＠naramed-u.ac.jp

腹部放射線研究会�
The Japanese Society of Abdominal Radiology（JSAR）�

所属施設が変更になった場合、事務局までご連絡くださいます様、お願い致します。�

「サッカー　イン　熊本」�
放射線学会サッカー大会のお知らせ�

日時　6月3日（金）午後6時30分から午後8時30分�
　　　　　　 場所　熊本市坪井川河川敷�
�
第19回腹部放射線研究会の第1日目の夕刻に、恒例の放射線学会サッカー大
会を開催いたします。多数のご参加をお待ちしています。�
第1日目講演終了後に、会場前よりタクシーにてグラウンドに移動していただ
きます。詳しくは当日までにご連絡申し上げたいと存じます。�
参加ご希望の方は、熊本大学放射線診断科　森下昭治（morisita@kaiju.medic.kumamoto-

u.ac.jp）までご連絡下さい。�
�
本年度も昨年同様にJリーグ公式戦開催のグラウンドをと目論みましたが、あ
いにく、高校総体熊本県大会と重なってしまいまして、私どもの医局が練習用
に使用しているグラウンドとなってしまいました。�
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●JR熊本駅～熊本市産業文化会館�
タクシー　　15分　　約800円�
電　　車　　15分　　　150円�

●熊本空港～熊本市産業文化会館�
空港バス　　50分　　　670円�
（交通センター下車後徒歩1分）�
タクシー　　40分　約5,000円�




