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4月11日（木）～4月14日（日）�

診断：脳脊髄
E001 後下小脳動脈破格のＭＲＡ　 埼玉医大　国際医セ　画診 内野　晃
E002 常染色体劣性遺伝性脊髄小脳変性症のMRI　 長崎北病院　放 越智　誠
E003 海綿状奇形による出血：臨床像、画像所見、組織所見の検討　 仙台医療センター　放 栗原紀子
E004 Approach the Dural-Based Lesions:From Normal Anatomy, Imaging Manifestation to Various 

Pathological Conditions　 
Dept. of Diagnostic Radiology, National Cheng Kung University Hospital　　Ming-Tsung Chuang

診断：頭頸部
E005 唾液腺腫瘍のMRI －多形腺腫、Warthin腫瘍の基本像と変異、鑑別診断－　

東京医大八王子医療セ　放 朴　辰浩
E006 唾液腺多形腺腫の典型的・非典型的なCT・MRI所見　 岐阜大　放 高井由希子
E007 若手あるいは一般放射線科医のための顎骨腫瘍および腫瘍類似疾患の画像診断　

旭川医大　放 石戸谷俊太
E008 ワルチン腫瘍の画像所見 東京慈恵医大　放 池田耕士
E009 口腔顎顔面領域疾患における超音波エラストグラフィの有用性　 日本歯大新潟　歯放 小椋一朗
E010 脊索腫の典型、非典型画像所見および予後因子について　 旭川医大　放 佐々木智章
E011 多発血管炎性肉芽腫症の頭頸部画像所見　 自治医大　放 藤井裕之
E012 副鼻腔の感染性・炎症性疾患の広がり診断に必要な解剖学的知識　 東京医大　放 勇内山大介

診断：呼吸器
E013 あなたの診断は？；びまん性肺疾患の鑑別　 天理よろづ　放診 松代啓吾
E014 肺サルコイドーシスの画像所見　 九州医療センター　放 古谷清美
E015 胸管描出におけるbalanced turbo field echo extension法の有用性　 東海大　画 野村敬清
E016 呼吸ダイナミックCT： 320列CTスキャナーを用いた種々の胸部疾患への4次元的診断アプローチ　

琉球大　放 山城恒雄
E017 多角的にとらえる転位・過剰気管支　 山梨県立中央病院　放 斉藤彰俊

診断：心大血管
E018 Fontan手術　 昭和大横浜市北部　放 橋詰典弘
E019 先天性心疾患術後遠隔期の合併症および続発症　 広島市民病院　放診 谷為乃扶子

診断：肝胆膵
E020 セフトリアキソン投与に伴う偽胆石症 岡山済生会総合病院　IVRセ 安井光太郎
E021 EOBダイナミック造影MRI および T2*WIでの肝硬変再生結節の描出　 関西医大　放 何澤信礼
E022 膵神経内分泌腫瘍の画像所見　 岐阜大　放 金子　揚
E023 肝胆膵領域病変における膵液・胆汁の流れのMRIによる評価の重要性　

仙台オープン病院　放 杉田礼児
E024 胆管内乳頭状腫瘍の画像所見　 徳島赤十字病院　放 宇山直人
E025 肝浸潤性病変の画像診断　 大津赤十字病院　放 栗山香織
E026 びまん性肝疾患の画像所見と血流　 富山市民病院　放 尾崎公美

診断：消化管
E027 終末回腸の非腫瘍性病変の画像診断　 東海大　画診 市川珠紀
E028 アメーバ腸炎の画像診断 昭和大藤が丘 放 田中絵里子
E029 大腸CTから診る様々な疾患の画像所見　 大垣市民病院　放 藤本敬太
E030 直腸癌の手術・化学放射線療法前後での画像評価　 岐阜県総合医療センター　放 渡邊春夫
E031 小腸X線造影診断 -腫瘍性疾患の診断における役割 -　 奈良医大　放 伊藤高広
E032 小腸の急性疾患 : 手術所見、病理所見と比較したCT所見　 鎌ヶ谷総合病院　放 佐藤眞明
E033 血管解剖を用いた腹部画像診断　 京都府立医大北部医療セ　放 佐藤　修

診断：泌尿器
E034 充実性腎腫瘍の画像診断 -悪性腫瘍を中心に -　 旭川医大　放 藤本弥臣
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E035 破裂もしくは急激な変化を生じた腎のう胞の経過　  福島県立医大　放 石井士朗
E036 PI-RADS version 2 を併用したMRI/TRUS融合画像ガイド下前立腺生検の臨床的重要性について　

金沢医科大　放診 豊田一郎
E037 前立腺癌診断における同時PET／MRIおよびマルチパラメトリックMRIの臨床的有用性：総論　

メイヨー・クリニック医大　放 川嶋　明
E038 副腎病変の画像診断　  自治医大　放　　米ケ田真之介

診断：女性骨盤
E039 性器外子宮内膜症の画像診断　  藤田医大　放 植田高弘
E040 卵巣漿液性癌：画像所見と病理所見の対比　  小倉医療センター　産婦 元島成信
E041  婦人科良性病変の悪性転化の画像診断　  徳島大　放 竹内麻由美
E042 MRIにおける妊娠子宮の正常筋層　  自治医大　放 大竹悠子

診断：乳腺
E043 非石灰化良性乳房腫瘤における2Dマンモグラフィと比較した乳房トモシンセシスの有用性　

島根大　放 岡村和弥
E044 乳房MRI検出病変：その臨床的意義とReal-time Virtual Sonographyを用いた評価について　

静岡がんセ　乳腺画診 中島一彰

診断：骨軟部・救急
E045 肩関節疾患のarterial spin labeling (ASL)　  戸畑総合病院　放 中村克己
E046 デスモイド型線維腫症：画像所見と臨床経過　  金沢大　放 奥田実穂
E047 Soft Tissue Finger Lesions– Unexpected and Uncommon Diagnoses After Excision　 

Department of Diagnostic Radiology, Singapore General Hospital　　Eu Jin Tan
E048 MDCT Evaluation of Severe Pelvic Trauma:  A Primer for the Radiology Resident　 

Department of Diagnostic Imaging, National University Health System　　Ying Liang Low

診断：小児
E049 先天性心疾患のCT所見　  岡山大　放 小河七子
E050 胎児MRI：胸腹部疾患について　  北海道大　放診 加藤扶美
E051 小児の異物　  獨協医大　放 桑島成子
E052 小児の動脈瘤について　  埼玉県立小児医療センター　放 大平健司
E053 多指症関連疾患の画像診断　  筑波大　放診断 IVR 高橋宏彰

診断：その他
E054 非感染性炎症性疾患による不明熱の画像診断　  奈良西和医療センター　放 米今知佐
E055 孤立性線維性腫瘍（solitary fibrous tumor）の画像診断　  旭川医大　放 渡邊尚史
E056      「移動・遊走」する大網：大網充填術を中心に　  聖路加国際　放 西山智哉
E057 免疫不全関連リンパ増殖症：臨床所見と画像所見の特徴　  佐賀大　放 中園貴彦
E058 腹壁の"靭帯"の画像診断　ー忘れがちな構造の診断的意義ー　  京都桂病院　放診 山岡利成
E059 サルコペニア肥満の予防についての取り組み　  国立循環器病研究センター病院　放 河野　淳

核医学
E060 パーキンソン病患者のDAT scanにおけるSBRとHY scaleの重症度の関連に関する研究　

旭川医大　放 沖崎貴琢
E061 血管病変におけるFDG PETの臨床的役割　  東北大　放診 高浪健太郎
E062 大型血管炎の診断に対する 18F-FDG PET/CTの有用性　  近畿大　放診 甲斐田勇人
E063 胃癌、食道癌、大腸癌、GISTにおけるFDG-PET/CTの役割　  岡山旭東病院　放 奧村能啓
E064 CZT SPECT/CTとDWIBS法による去勢抵抗性前立腺癌骨転移患者に対するRa-223治療効果予測評価　

旭医大　放 中山理寛
E065 妊娠中のFDG-PET/CT検査　  京都大　放 石守崇好
E066 ビスホスホネートおよびデノスマブ製剤の使用によって生じる非定型骨折の画像所見　

川崎医大　放核 小野由美香
E067 全身疾患とFDG-PET －“Aunt Minnie”的アプローチによる読影　  倉敷中央　放診 中谷航也
E068 FDG-PET/CTにおける造影CTの有用性　  兵庫医大　放 北島一宏
E069 Nuclear Medicine Imaging of Adverse Events from Chemotherapy and Immunotherapy　 

Dept. of Radiology, Mayo Clinic Arizona　　Ba Duong Nguyen
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治療
E070 頭蓋底部再発腫瘍に対する IMRT　  金沢医大　放 的場宗孝
E071 早期肺癌に対するサイバーナイフを用いた定位照射後の晩期画像変化　  国立がんセ東 中村匡希

IVR
E072 頭頸部 IVRにおける3D-DSAおよびDyna-CTの有用性　  奈良医大　放 和田　敬
E073 バルーンアシスト下コイル塞栓術の基本的なテクニックやコツ　  東京医大　放 大高　純
E074 IVRためのリンパ系の画像　  関西医大　血管 IVR 狩谷秀治
E075 上腕留置型CVポート：手技のコツと実践　  群馬大　応画 宮崎将也
E076 CTガイド下VATSマーカー留置術の合併症　  岡山大　放 生口俊浩
E077 経頸静脈肝内門脈下大静脈短絡術：初心者のための手引き　  ニューヨーク州立大 小林勝弘
E078 どのように画像診断と IVRを導入し、放射線科医や画像診断の影響を強めるか　  無所属 寺田次郎
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