第31回 胸部放射線研究会プログラム
開会の挨拶

 9:20 ～ 9:25）
（
当番世話人：加藤

勝也（川崎医科大学総合医療センター 放射線科）

セッション 1：感染症、縦隔 1（9:25 ～ 10:15）
座長：井手

香奈（愛媛大学医学部附属病院 放射線科）
浩一（広島市立広島市民病院 病理診断科）

病理コメンテーター：市村

01	HIV/AIDS 患者に合併した播種型 Mycobacterium kansasii 症の 1 例
国立病院機構 大阪医療センター 放射線診断科 

02	診断に難渋した播種性ヒストプラズマ症の一例

慶應義塾大学医学部 放射線科学（診断） 

03	日本紅斑熱の 2 例

尾道市立市民病院 放射線科



04	縦隔腫瘤を形成し診断に苦慮した肺吸虫症の一例

熊本大学大学院 放射線診断学分野 

05	嚢胞壁に腺癌を合併した後縦隔胃腸管嚢胞の一例
長崎大学病院 放射線科 

06	気管支原性嚢胞由来と考えられた前縦隔平滑筋肉腫の一例

神戸大学大学院医学研究科 内科系講座放射線医学分野 

吉田悠里子

栗原

真帆

三船

啓文

中川

雅貴

森

美央

岸田

雄治

セッション 2：縦隔 2（10:15 ～ 11:15）
座長：谷本

病理コメンテーター：羽場

大吾（川崎医科大学 放射線科（画像診断 1））
礼次（香川大学医学部附属病院 病理診断科・病理部）

07	透析患者に発症した胸腺内異所性副甲状腺過形成の一例
東北大学病院 放射線診断科 

08	上縦隔腫瘍にて発見された不顕性甲状腺乳頭癌の一例
滋賀医科大学 放射線科 

佐藤

嘉尚

永野

冬樹

09	縦隔内孤立性線維腫の一例

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 

宮田
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知

10	無症状で長期経過した胸腺癌の 3 例

聖路加国際病院 放射線科 

11	急速な経過を辿った縦隔 T リンパ芽球性リンパ腫の 1 例

琉球大学大学院 医学研究科 放射線診断治療学講座 

12	縦隔に発生した濾胞樹状細胞肉腫の一例

大分大学医学部附属病院 放射線科 

13	縦隔に発生した Malignant peripheral nerve sheath tumor の 1 例
久留米大学 放射線医学講座 

セッション 3：気管支病変

加奈

椿本

真穂

大地

克樹

明田

亮輔

他（11:15 ～ 12:05）
座長：橋村

伸二（岡山赤十字病院 放射線科）
浩一（広島市立広島市民病院 病理診断科）

病理コメンテーター：市村

14	中葉無気肺を来した気管気管支骨軟骨形成症の一例
産業医科大学 放射線科 

上野

碧

山梨県立中央病院 放射線診断科 

天野

博之

岡山大学病院 放射線科 

松本

晋作

野中

智文

塩原

崇生

15	気管支内ポリープを形成した MALT リンパ腫の 1 例
16	気管支内粘液腫の 1 例

須賀

17	横隔膜に発生した気管支原性嚢胞の一例

信州大学医学部画像医学教室 

18	3 次元画像が閉塞部位の特定に有用であった Bronchial atresia の 1 例
山梨県立中央病院 放射線科



19	若年にて発見された上縦隔肺葉外肺分画症と congenital cystic adenomatoid
malformation のまれな合併例

国立国際医療研究センター病院 放射線科 

名誉会員顕彰式

比嘉

 12:05 ～ 12:15）
（
胸部放射線研究会 名誉会員 足
 立

12:15 ～ 13:30

大地

 休／ 12:20 ～ 13:20 世
 話人会
昼
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秀治

セッション 4：要望演題

胸膜（13:30 ～ 14:10）
座長：芦澤

病理コメンテーター：羽場

和人（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床腫瘍学分野）
礼次（香川大学医学部附属病院 病理診断科・病理部）

20	限局性悪性中皮腫の 1 例

九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 

21	リンパ組織球様悪性胸膜中皮腫の 1 例

岡山労災病院 放射線科 

22	myxoid variant of pleural malignant mesothelioma の 1 例
中国中央病院 放射線科 

23	胸膜播種との鑑別が困難であった desmoid-type fibromatosis の 1 手術例
名古屋市立西部医療センター 放射線診療センター 

24	右胸膜びまん性肥厚を呈した結核性胸膜炎の 1 例
高知大学医学部 放射線医学

ミニレクチャー



日野

卓也

戸田

憲作

安藤

由智

山森

瑛子

西森

美貴

（
 14:10 ～ 14:30）

座長：楠本

昌彦（国立がん研究センター東病院 放射線診断科）

	免疫チェックポイント阻害薬関連肺障害の画像診断
埼玉医科大学国際医療センタ― 画像診断科 

酒井

文和

セッション 5：びまん肺（14:30 ～ 15:35）
座長：田中

病理コメンテーター：市村

伸幸（山口県済生会山口総合病院 放射線科）
浩一（広島市立広島市民病院 病理診断科）

25	肺腺癌様の画像所見を呈した肺サルコイドーシスと緩徐に増大する胸腺腫を合併した 1 例
聖路加国際病院 放射線科 

26	多房性嚢胞性変化を来したサルコイドーシスの 1 例

香川大学医学部 放射線医学講座 

27	胸膜生検で診断されたアミロイドーシスの 1 例

山口宇部医療センター 放射線科 

28	菊池病患者に見られたびまん性肺病変の一例

佐賀大学医学部 放射線科 
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廣石

篤司

高見

康景

國弘

佳枝

江頭

玲子

29	急性過敏性肺炎の一例

さいたま市立病院 放射線診断科 

30	急速進行した metastatic calcification の 1 例

兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線診断科 

児玉さゆり

福本

元気

31	Clinically amyopathic dermatomyositis（CADM）に伴う間質性肺炎の一剖検例
天理よろづ相談所病院 放射線診断部 

北野

香雪

32	ニューモシスチス肺炎で発症した AIDS 治療導入後の免疫再構築症候群（IRIS）の一例
聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 

休憩

松下彰一郎

 15:35 ～ 15:50）
（

セッション 6：腫瘍 1（15:50 ～ 16:50）
座長：室田真希子（香川大学医学部 放射線医学講座）

病理コメンテーター：羽場

礼次（香川大学医学部附属病院 病理診断科・病理部）

33	Diffuse pulmonary meningotheliomatosis の一例
大分県立病院 放射線科 

34	低悪性度胎児型腺癌の 1 例

四国がんセンター 放射線診断科 

35	骨形成を伴った原発性肺腺癌の一例

佐賀大学医学部 放射線科 

36	診断に苦慮した単発性腺上皮性乳頭腫の一例

がん研有明病院 画像診断部 

37	Solitary ciliated glandular papilloma の一例
鹿児島市立病院 放射線科 

佐藤

晴佳

山本

雄太

行元

美希

伊藤

浩一

中山

博史

38	有意な FDG 集積がみられた ciliated muconodular papillary tumor の 1 例
山梨大学医学部 放射線医学講座 

39	末梢肺に発生した扁平上皮腺上皮混合型乳頭腫の 1 例

昭和大学横浜市北部病院 放射線科 
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渡邊

裕陽

山田

愛弓

セッション 7：腫瘍 2（16:50 ～ 17:50）
座長：粟井

病理コメンテーター：市村

和夫（広島大学大学院医歯学保健学研究科 放射線診断学）
浩一（広島市立広島市民病院 病理診断科）

40	肺静脈内進展を呈した肺グロムス腫瘍の 1 例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学 

41	自然退縮を示した肺原発滑膜肉腫の 1 例

京都府立医科大学 放射線医学教室 

42	経過を観察しえた Pleuropulmonary Synovial Sarcoma の 1 例
聖路加国際病院 放射線科 

43	緩徐に増大した Primary Pulmonary Myxoid Sarcoma の一例
兵庫県立がんセンター 放射線診断科 

44	EWSR1-CREB1 転座肺粘液腫様肉腫の 1 例

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学 

45	薄壁空洞を形成した卵巣粘液性腫瘍の肺転移の 2 例

名古屋第一赤十字病院 放射線診断科 

袴田

裕人

永野

仁美

福田

俊憲

河野

泰秀

袴田

裕人

伊藤

茂樹

石﨑

海子

46	Waldenstrom’s macroglobulinemia/lymphoplasmacytic lymphoma
（WM/LPL）の肺病変の 1 例

東京女子医科大学病院 画像診断・核医学科 

閉会の挨拶

 17:50 ～ 17:55）
（

胸部放射線研究会 代表幹事 富
 山

憲幸（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）
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