
セッション2： 感染・血管病変・その他（9：55～10：45）

座長：小塚　健倫（近畿大学　医学部放射線医学教室放射線診断学部門）

座長：園田　明永（滋賀医科大学　放射線医学講座）

病理コメンテーター：蔦　　幸治（関西医科大学　臨床病理学講座）

07 健診異常にて発見された肺吸虫症の１例
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　放射線診断科 佐藤　千明

08 肺癌との鑑別が困難であったMycobacterium shinjukuense感染症の１例
熊本大学病院　画像診断・治療科 内村竜太郎

09 多発肺、リンパ節および骨病変を伴った梅毒の１例
藤田医科大学　医学部　放射線医学教室 田原　　葵

10 成人後に発見されたCongenital Pulmonary Venous Obstructionの１例
神奈川県立循環器呼吸器病センター　放射線科 芳賀　　暁

11 緩徐に増大した肺静脈瘤の１例
兵庫県立がんセンター　放射線診断科 戎　　直哉

12 偽性肝硬変を発症した肺腺癌の１剖検例
がん研究会有明病院核医学部 中野　祥子

休　憩（10：45～11：10）

第35回 胸部放射線研究会プログラム

開会の挨拶（8：35～8：40）

当番世話人　本多　　修（関西医科大学　放射線科学講座）

セッション1： 縦隔・胸壁（8：40～9：30）

座長：新田　哲久（京都岡本記念病院　放射線科）

座長：坂本　　亮（京都大学先制医療・生活習慣病研究センター　放射線診断部門）

病理コメンテーター：田中　伴典（神戸大学病院　病理部・病理診断科）

01 若年女性に認められた後縦隔ミュラー管嚢胞の１例
聖マリアンナ医科大学　放射線医学講座 古城香菜子

02 長期で経過を追えた後縦隔前腸由来の嚢胞腺癌の１例
国立がん研究センター東病院　放射線診断科 佐々木智章

03 縦隔に発生した分類不能型紡錘形腫瘍の１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 二宮　啓輔

04 診断・治療に難渋した前縦隔発生血管腫の１例
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　放射線診療センター 安田　雄紀

05 増大傾向を示した胸壁血管腫の１例
久留米大学　医学部放射線医学教室 近末　智雅

06 胸腺腫術後に発生した前縦隔腫瘤の１例
関西医科大学附属病院 寺澤　理香

休　憩（9：30～9：55）
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セッション4： 肺腫瘍（15：15～16：20）

座長：竹中　大祐（兵庫県立がんセンター　放射線診断科）

座長：大隈　智尚（大阪市立総合医療センター　放射線診断科）

病理コメンテーター：蔦　　幸治（関西医科大学　臨床病理学講座）

20 肺Lymphoepithelial cystの１例
昭和大学　横浜市北部病院　放射線科 佐伯　美帆

21 Bronchiolar adenomaの１例
香川大学　医学部　放射線医学講座 高見　康景

22 原発性肺非定型髄膜種の１例 A rare case of primary pulmonary atypical meningioma
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科画像診断・核医学分野 上道　　恵

23 Ciliated muconodular papillary tumor 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 知念　由真

24 経過を追えたCiliated muconodular papillary tumorの２切除例
長崎大学病院　放射線科 岩野　佑介

25 緩除に進行した気道内のMALT lymphomaの１例
聖路加国際病院　放射線科 池島　健吾

26 SMARCA4-deficient thoracic sarcomatoid tumorの１例
千葉大学　医学部　附属病院　画像診断センター 西山　　晃

27 CTにてすりガラス結節の形態を示した悪性黒色腫の多発肺転移の１例
東京女子医科大学病院　画像診断・核医学科 大野　敏寛

次回当番世話人の挨拶（16：20～16：22）

次回当番世話人　楠本　昌彦（国立がん研究センター）

閉会の挨拶（16：22～16：23）

当番世話人　本多　　修（関西医科大学　放射線科学講座）

休　憩（15：00～15：15）セッション3： びまん性肺疾患（11：10～12：10）

座長：久保　　武（天理よろづ相談所　放射線部診断部門）

座長：秦　　明典（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教室）

病理コメンテーター：田中　伴典（神戸大学病院　病理部・病理診断科）

13 ごま油うがいによる外因性リポイド肺炎の１例
奈良県西和医療センター　放射線科 山田　　彩

14 続発性気胸をきたした成人発症の特発性肺ヘモジデローシスの１例
地方独立行政法人　山梨県立中央病院 佐藤　貴浩

15 職業性粉塵曝露歴を有し著明な骨形成を伴ったびまん性肺疾患の１例
佐賀大学　医学部放射線科 江頭　玲子

16 皮膚形質細胞増多症に併存した肺リンパ増殖性疾患の１例
滋賀医科大学　放射線医学講座 木田友佳子

17 Dual-energy CTが診断の一助となったIVLBCLの１例
聖路加国際病院　放射線科 山田　大輔

18 多発肺転移との鑑別が困難であったLCHの１例
天理よろづ相談所病院　放射線科 高田　知和

19 急性転帰を来した１例
大分県立病院　放射線科 佐藤　晴佳

休　憩（12：10～14：00）

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：本多　　修（関西医科大学　放射線科学講座）

01 肺癌の画像診断　河野通雄先生から続く道
独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター　放射線診断科 栗山　啓子

02 肺癌と鑑別を要する疾患の画像診断
公益財団法人　がん研究会　有明病院　画像診断部

河野通雄　記念講演（14：00～15：00）

門　克典
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