
第33回 胸部放射線研究会プログラム

開会の挨拶 （8：55～9：00）

当番世話人　小林　　健（石川県立中央病院 放射線診断科）

セッション2：肺気管支の腫瘍性病変�（9：42～10：22）

　　　　　　　座長：遠藤　正浩（静岡県立静岡がんセンター 画像診断科）

病理コメンテーター：谷田部　恭（国立がん研究センター中央病院 病理診断科）

06 慢性咳嗽を契機に診断された気管腺様嚢胞癌の１例
久留米大学 放射線医学講座 近末　智雅

セッション1：びまん性肺疾患１ （9：00～9：41）

座長：川上　　聡（信州大学医学部 画像医学教室）

病理コメンテーター：湊　　　宏（石川県立中央病院 病理診断科）

01 シェーグレン症候群に合併したアミロイドーシスの１例
滋賀医科大学 放射線科 沖　　摩耶

02 非典型的な臨床経過と画像を示した器質化肺炎の１例
東北大学病院 放射線診断科 佐藤　嘉尚

03 画像経過を追えた特発性肺炎症候群（IPS）の１例
聖路加国際病院 放射線科 山田　大輔

07 気管発生MALT リンパ腫の１例
藤田医科大学医学部 放射線医学教室 服部　秀計

08 CTガイド下肺生検で診断を得た淡明細胞形態を示す肺腺癌の１例
熊本大学病院 画像診断・治療科 中川　雅貴

09 高分化胎児型肺腺癌の１例
関西医科大学 画像診断科 寺澤　理香

10 充実成分内に骨化を形成した微少浸潤腺癌に甲状腺癌転移が腫瘍内転移をきたした１例
がん研究会有明病院 画像診断部 角谷　嘉亮
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04 亜急性発症の転移性肺石灰化の１例
聖フランシスコ病院 診療放射線科 志方　真妃

05 肺サルコイドーシスと抗ARS抗体症候群の間質性肺炎の合併が疑われた１例
神奈川県立循環器呼吸器病センター 放射線科 三橋　耕平

要望

要望



休　憩 （10：23～10：31）

セッション3：縦隔腫瘍 （10：32～11：12）

　　　　　　　座長：大野　良治（藤田医科大学医学部 放射線医学教室）

病理コメンテーター：谷田部　恭（国立がん研究センター中央病院 病理診断科）

11 胸腺MALTリンパ腫の１例
静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 遠藤　正浩

12 多発する肺嚢胞間に結節を形成した胸腺MALTリンパ腫の１例
鳥取大学医学部病態解析医学講座 画像診断治療学分野 夕永　裕士

13 胸腺原発clear cell caricnomaの１例
国立病院機構山口宇部医療センター 放射線科 小林　大河

14 画像上高吸収値多房性嚢胞との鑑別に苦慮した浸潤性胸腺腫の１例
名古屋市立西部医療センター 放射線診療センター 熊澤　秀亮

15 中皮嚢胞に併発し、自然退縮の経過を示したtype B3胸腺腫の１例
大阪大学大学院医学系研究科 放射線医学講座 菊地　紀子

セッション4：感染症・他 （11：13～12：00）

　　　　　　　座長：岩野　信吾（名古屋大学大学院医学系研究科 量子医学）

病理コメンテーター：湊　　　宏（石川県立中央病院 病理診断科）

16 多発肺結節を呈した梅毒の１例
兵庫県立がんセンター 放射線診断科 東田　　歩

17 多発結節影・粒状影を呈したニューモシスチス肺感染症の１例
琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座 花城南都子

18 特発性肺線維症に対する肺移植後に発症した侵襲性肺アスペルギルス症の１例
山口大学大学院医学系研究科 放射線医学分野 神谷　正喜

19 脊椎浸潤を伴う右上葉肺癌が疑われた化膿性脊椎炎の１例
香川大学医学部 放射線医学講座 藤本　憲吾

20 びまん性肺病変を呈した劇症型侵襲性肺炎球菌感染症の１例
佐賀大学医学部附属病院 放射線科 福井　修一

21 活動性結核の治療中に発症したサルコイドーシスの１例
聖路加国際病院 放射線科 大庭　　建
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休憩／12：00～12：30 世話人会12：30～13：30

教育講演 （14：00～15：00）

座長：坂井　修二（東京女子医科大学 画像診断学・核医学講座）

座長：小林　　健（石川県立中央病院 放射線診断科）

休　憩 （15：01～15：14）

01 前縦隔腫瘍の画像診断
名古屋市立西部医療センター 副院長・放射線診療センター長 原　　眞咲

02 低線量CT肺がん検診の最近の動向
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床腫瘍学 教授 芦澤　和人

セッション5：肺の結節性病変 （15：15～15：54）

　　　　　　　座長：古泉　直也（新潟県立がんセンター新潟病院 放射線診断科）

病理コメンテーター：谷田部　恭（国立がん研究センター中央病院 病理診断科）

22 緩徐な増大にもかかわらずFDG-PETで著明な高集積を示した転移性肺腫瘍の１例
順天堂大学 放射線科 桑鶴　良季

23 肺原発性形質細胞腫の１例
山梨大学医学部附属病院 放射線診断科 佐藤　貴浩

24 空洞形成を呈したAIDS関連肺カポジ肉腫の１例
国立国際医療研究センター病院 放射線科 糸山　昌宏

25 結節性リンパ組織過形成の１例
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 放射線科 髙田　直美

26 多発肺腫瘤を呈したMulticentric Castleman,s diseaseの１例
市立甲府病院 放射線診断科 渡邊　裕陽
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休　憩 （16：37～16：49）

セッション7：縦隔胸膜腫瘍性病変 （16：50～17：30）

　　　　　　　座長：小澤　良之（名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野）

病理コメンテーター：谷田部　恭（国立がん研究センター中央病院 病理診断科）

32 前縦隔原発dedifferentiated liposarcomaの２例
京都府立医科大学 放射線診断治療学教室 前原　陽介

33 アミロイド沈着により著明な石灰化を呈した前縦隔リンパ腫の１例
神戸大学医学部附属病院 放射線科 松尾　秀俊

34 急速増大した成熟嚢胞性奇形腫の１例
東京慈恵会医科大学附属病院 放射線医学教室 森川　和彦

35 広範な脂肪壊死を伴い脂肪肉腫との鑑別に苦慮した胸壁脂肪腫の１例
富山県立中央病院 放射線診断科 小林　知博

36 免疫抑制剤内服中止後に消失した転移性胸膜腫瘍の１例
産業医科大学 放射線科学 上野　　碧

29 剖検にて診断された肝腫瘤を伴った多発肺リウマチ結節の１例
河北総合病院 放射線科 石﨑　海子

30 肺毛細血管腫症（Pulmonary capillary hemangiomatosis : PCH）の１例
天理よろづ相談所病院 放射線診断部門 西本　優子

31 難治性呼吸不全で死亡した肺毛細血管腫症の１例
立川メディカルセンター立川綜合病院 放射線科 氏田万寿夫
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セッション6：びまん性肺疾患2 （15：55～16：36）

　　　　　　　座長：阿保　　斉（富山県立中央病院 放射線診断科）

病理コメンテーター：湊　　　宏（石川県立中央病院 病理診断科）

27 非典型的な所見と経過を呈したサルコイドーシスの１例
東京女子医科大学 画像診断学・核医学科 須崎　真悟

28 RAを背景にした多発lymphoid hyperplasiaの自然経過
慶應義塾大学医学部放射線科学教室 放射線診断科 池田　織人

要望

要望

要望



40 性同一障害者に発症した肺動脈血栓・塞栓症の１例
大分県立病院 放射線科 佐藤　晴佳

41 気胸との鑑別・治療最適化にCTが決定的役割を果たすと考えられた、両側extrapleural air collectionの１例
日本赤十字社和歌山医療センター 放射線診断科 廣井　　崇
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次回当番世話人の挨拶 （18：12～18：14）

次回当番世話人　古泉　直也（新潟県立がんセンター新潟病院 放射線診断科）

閉会の挨拶 （18：15～18：16）

当番世話人　小林　　健（石川県立中央病院 放射線診断科）

セッション8：その他 （17：31～18：11）

　　　　　　　座長：上村　良一（石川県予防医学協会健康管理センター 放射線科）

病理コメンテーター：湊　　　宏（石川県立中央病院 病理診断科）

37 気管気管支骨軟骨形成症の１例
聖マリアンナ医科大学病院 放射線医学 小野　貴史

38 成人後に発見されたbronchopulmonary foregut malformationの２例
石川県立中央病院 放射線診断科 片桐亜矢子

39 縦隔血管腫の１例
山梨県立中央病院 放射線診断科 馬塲　夏未

要望


