第32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：藤本

公則（久留米大学医学部 放射線医学講座）

セッション 1：肺野結節性病変 1（9:00 ～ 9:55）
座長：青木

病理コメンテーター：福岡

01	肺内神経鞘腫の 1 例

隆敏（産業医科大学 放射線科学教室）
順也（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学）

富山県立中央病院 放射線診断科 

金谷

02	肺内に発生した異所性甲状腺腫の 1 例

国立国際医療研究センター病院 放射線科 

03	若年者に発生した肺内多発硬化性肺胞上皮腫の 1 例

中村由香里

森川

和彦

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 放射線診断科 山本

雄太

東京慈恵会医科大学 放射線医学講座



麻央

04	健診を契機に発見された類上皮血管内皮腫の 1 例

05	典型的な所見を呈した肺限局型アミロイドーシスの 1 例
小倉医療センター 放射線科



渡部

06	限局性すりガラス濃度結節を呈した腺毛上皮化生の 1 例
山梨大学医学部 臨床教育センター 

浩史

井口亜以里

07	肺内リンパ装置として経過観察されていた肺腺癌の 1 例
聖路加国際病院 放射線科 

佐藤

崇翔

セッション 2：肺野結節性病変 2（9:55 ～ 10:50）
座長：藪内

病理コメンテーター：秋葉

英剛（九州大学大学院医学研究院保健学部門 医用量子線科学分野）
純（久留米大学病院 病理診断科・病理部）

08	CT ガイド下肺生検で診断を得た肺原発印環細胞癌の一例

熊本大学医学部附属病院 画像診断治療科

09	稀な進展様式を呈した肺微小乳頭型腺癌の 1 例
産業医科大学 放射線科 

10	自然退縮を示した後に急速に増大した肺結節の一例

香川大学医学部 放射線医学講座 
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猪山あゆみ

山口

晋平

井原あゆ美

11	非典型的な画像所見を呈した食道癌肺転移の一例
新小倉病院 放射線科 

12	肺原発横紋筋肉腫の一例
13	肺原発滑膜肉腫の 2 例

菊池由生子

兵庫県立がんセンター 放射線診断科 

竹中

大祐

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学 

袴田

裕人

14	Intrapulmonary mesothelioma の一例

獨協医科大学 放射線科 

熊澤真理子

セッション 3：胸膜病変；縦隔腫瘍（10:50 ～ 11:45）
座長：岩本

病理コメンテーター：福岡

良二（福岡県済生会二日市病院 放射線科）
順也（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学）

15	Intra-alveolar growth pattern を呈した上皮型悪性胸膜中皮腫の 1 例
静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 

16	胸膜に発生した desmoid-type fibromatosis の 1 例
名古屋市立大学 放射線科 

17	胸痛で発症した胸腺腫破裂の一例

聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 

18	前縦隔デスモイド腫瘍の一例

がん研有明病院 画像診断部



遠藤

正浩

前原

恵

松下彰一郎

渡邉

亮輔

19	縦隔発生の骨外性骨肉腫の一例

神戸大学大学院医学研究科 内科系講座放射線診断学分野 放射線診断学部門



20	前縦隔に発生した脂肪肉腫の一例

滋賀医科大学 放射線科 

21	胸腺原発 mucinous adenocarcinoma の 1 例

千葉大学大学院医学研究院 画像診断・放射線腫瘍学 

11:45 ～ 13:10

 休／ 11:50 ～ 12:50 世
 話人会
昼
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岸田

雄治

神谷

梓

西山

晃

セッション 4：要望演題 1：縦隔腫瘍（13:10 ～ 13:45）
座長：角

病理コメンテーター：秋葉

明子（久留米大学医学部 放射線医学講座）
純（久留米大学病院 病理診断科・病理部）

22	肝転移を伴う atypical type A thymoma variant との鑑別を要した胸腺腫の 1 手術例
名古屋市立大学病院 放射線科 

23	非常に稀な胸腺腺癌の一例

関西医科大学 放射線医学講座 

堀田

直秀

寺澤

理香

24	縦隔に発生した spindle cell liposarcoma 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 

吉田悠里子

25	Opposed phase で信号低下を認めた前縦隔悪性病変
聖路加国際病院 放射線科 

山田

大輔

セッション 5：要望演題 2：びまん性肺疾患（13:45 ～ 14:35）
座長：江頭

病理コメンテーター：福岡

玲子（佐賀大学医学部 放射線科）
順也（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学）

26	肺病変を呈した Erdheim-Chester 病の一剖検例

大阪赤十字病院 放射線診断科 

野口峻二郎

27	急速に増大する腫瘤影を呈した肺ランゲルハンス細胞組織球症の 1 例
山口宇部医療センター 放射線科 

28	間質性肺炎が先行した関節リウマチの一例

天理よろづ相談所病院 放射線部 

29	リウマチの経過中に発症した cellular/destructive bronchiolitis の 1 例
東京女子医科大学病院 画像診断・核医学科 

30	17 年間の経過を観察しえた間質性肺炎の一例

神奈川県立循環器呼吸器病センター 放射線科



31	長期経過を追え、興味深い画像所見を呈した肺 MALT リンパ腫の 1 例
佐賀大学医学部 放射線科 
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國弘

佳枝

吉田

篤史

石﨑

海子

三橋

耕平

江頭

玲子

特別講演（専門医機構 領域講習） （14:35 ～ 15:35）
座長：藤本

公則（久留米大学医学部 放射線医学講座）

	特発性肺線維症の画像診断－新国際ガイドラインの紹介と解説－
公立学校共済組合近畿中央病院 放射線科 

休憩

上甲

剛

 15:35 ～ 15:45）
（

セッション 6：びまん性肺疾患（15:45 ～ 16:25）
座長：山城

病理コメンテーター：秋葉

恒雄（琉球大学医学部 放射線診断治療学講座）
純（久留米大学病院 病理診断科・病理部）

32	肺野の画像所見が診断に寄与したエーラス・ダンロス症候群の 1 例
慶應義塾大学医学部 放射線科学（診断） 

33	Idiopathic diffuse dendriform pulmonary ossification の一例
大分県立病院 放射線科 

34	VATS 下肺生検の数年後に診断した慢性過敏性肺炎の一例
天理よろづ相談所病院 放射線部 

35	肺癌との鑑別が困難であった bronchial anthracofibrosis の一例
山梨大学医学部附属病院 放射線医学講座 

松本

晋作

佐藤

晴佳

弓削

瞬介

佐藤

貴浩

36	Generalized lymphatic anomaly・Kaposiform lymphangiomatosis の
胸部 CT・MRI 所見の検討

岐阜大学医学部 放射線科 

今田

裕貴

セッション 7：びまん性肺疾患＋感染症（16:25 ～ 17:05）
座長：芦澤

病理コメンテーター：福岡

和人（長崎大学大学院 臨床腫瘍学）
順也（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学）

37	ステロイド治療抵抗性の多発血管炎性肉芽腫症（GPA）の 1 例
京都府立医科大学 放射線医学教室 

前原

陽介

38	慢性過敏性肺臓炎との鑑別を要した HTLV-I associated bronchiolo-alveolar disorder
（HABA）と考えられる 1 例

久留米大学 放射線医学講座 
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近末

智雅

39	ニューモシスチス肺炎で発見された高齢発症 AIDS の 1 例
佐賀大学 放射線科 

40	両肺びまん性すりガラス影を呈した全身性播種性クリプトコッカス症の一例
信州大学医学部 画像医学教室 

41	急速な呼吸状態の悪化を来した糞線虫症（過剰感染状態）の 1 例
琉球大学医学部附属病院 放射線科 

吉永

優

遠藤

優希

花城南都子

セッション 8：感染症（17:05 ～ 17:45）
座長：岡田

病理コメンテーター：秋葉

42	肺トキソカラ症の一例

文人（大分市医師会立アルメイダ病院 放射線科）
純（久留米大学病院 病理診断科・病理部）

さいたま市立病院 放射線診断科 

43	多発嚢胞および出血を伴った A 群レンサ球菌による肺炎の 1 例
長崎大学病院 放射線科 

44	Mycobacterium abscessus を合併したリポイド肺炎の 1 例
山梨県立中央病院 臨床研修センター 

45	特徴的な画像所見を呈した肺ノカルジア症の 1 例
聖路加国際病院 放射線科 

46	仮性動脈瘤を伴った肺放線菌症の 3 例

筑波大学附属病院 放射線診断・IVR 科 

閉会の挨拶

児玉さゆり

田崎裕太郎

小中

美咲

大庭

建

益岡

壮太

 17:45 ～ 17:50）
（
次回当番世話人 小
 林
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健（石川県立中央病院 放射線診断科（画像診断））

