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教育展示
４月10日（木）～13日 （Sun.）  

診断：脳脊髄
E001 急性一酸化炭素中毒による遅発性脳症のMRI 長崎北　放 越智　誠
E002 頭部MRI拡散強調像における両側大脳半球多発粒状高信号域 北里大　画診 原　敏将
E003 帯状束 順天堂大　放 鎌形康司
E004 Time-SLIPを用いたCSF fl ow imaging 藤田保健衛生大　放 小森雅子
E005 両側視床梗塞のMR画像 愛媛県立中央　放 稲月千尋
E006 急性脳症におけるASL（arterial spin labeling）の有用性 長崎大　放 井手口怜子
E007 2D-/3D-FLAIRにおける脳実質外の高信号：Artifact and Diseases 日本医大　放 関根鉄朗
E008 脳動脈輪（窓形成，二重起始，動脈吻合）のMRAおよびCTA

 埼玉医大国際医療セ　画診 内野　晃
E009 悪性神経膠腫治療後の画像診断 筑波大　放 増本智彦
E010 大脳基底核の静脈構築 市立奈良　放 福住明夫

診断：頭頚部
E011 耳下腺多形腺腫のMRI 関西医大滝井　放 池田耕士
E012 口蓋腫瘍のCT・MRI所見 岐阜大　放 鉄田大輔
E013 鼻腔・副鼻腔の良性病変の画像所見 山口大　放 飯田悦史
E014 眼窩内眼球外腫瘍性病変のCT，MRI診断 兵庫医大　放 安藤久美子
E015 2D/3D画像における頚部リンパ節の名称及び位置の検討 ―各癌取扱い規約を比較して―

 日本医大　放 町田　幹
E016 外耳道疾患の画像診断 順天堂大静岡　放 中西　淳

診断：呼吸器
E017 免疫不全患者における肺感染症のHRCT所見：パターンに基づいた検討法 山口大　放 国弘佳枝
E018 肺結核の多彩なCT所見 山形県立中央　放 本間次男
E019 転移性肺腫瘍の非典型的CT所見 九州大　臨放 神谷武志
E020 HRCTによる特発性肺線維症における空間的時間的不均一の評価

 天理よろづ相談所　放診 西本優子
E021 造血幹細胞移植後の合併症である特発性肺炎症候群のHRCT所見 山口大　放 田中伸幸
E022 気道異物の画像診断 九州医療セ　放 古谷清美
E023 胸腺上皮性腫瘍の術前評価における画像上のピットフォール 名古屋市大　放 小澤良之
E024 胸部単純X線写真における大動脈陰影―正常変異を中心に― 旭川医大　放 高田陽子
E025 胸部脾症の画像診断 大阪成人病セ　放診 井上敦夫

診断：心大血管
E026 肺高血圧患者および非肺高血圧患者のdual-energy CTによる lung PBV値の定量的評価

 長崎大　放 小池玄文
E027 320列CTによる心臓および肺血管シャント血流のCT診断 心臓病センター榊原　放 津野田雅敏
E028 弧発性腹部内臓動脈解離の画像診断 旭川医大　放 渡辺尚史

診断：肝胆膵脾
E029 膵腫瘍のCT診断におけるピットフォールと注意すべき類似病変 日赤医療セ　放 佃　俊二
E030 低管電圧撮影と逐次近似法（Full IR：IMR）による高画質腹部3D画像

 久留米大医療セ　放 内田政史
E031 CTにおけるショック時の脾臓収縮についての考察 大津赤十字　放 染矢祐子
E032 慢性膵炎の画像診断 仙台オープン　放 杉田礼児
E033 膵腫瘍と鑑別が必要な非腫瘍性膵病変の画像診断 滋賀医大　放 大田信一
E034 膵腺房細胞癌：CTとMRI 大阪成人病セ　放診 村田昌之
E035 新ガイドライン2012に基づく膵 IPMN/MCNの画像診断 奈良医大　超音波 丸上永晃
E036 胆管内乳頭状腫瘍（IPNM）：画像所見と病理所見の対比 大分大　放 高司　亮
E037 肝血管腫および類似疾患の画像診断：CTおよびMRI所見を中心に 徳島大　放 松崎健司
E038 膵acinar cell carcinomaの画像所見 天理よろづ相談所　放 横田悠介
E039 種々のイメージングバイオマーカーから見た肝細胞癌多段階発癌の可視化 金沢大　放 小林　聡
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E040 稀な肝腫瘍の画像所見 東海大　画診 原　拓也
E041 肝腫瘍診断におけるソナゾイド造影超音波検査の役割 東邦大大橋　放 関口隆三

診断：消化管
E042 術後に生じる消化管ヘルニアについて 岐阜大　放 後藤雪乃
E043 メディアンフィルターを用いた腹部末梢血管の3次元CT 国際医療福祉大山王　放 吉岡直紀
E044 小腸腫瘍のCT enteroclysis/enterography所見 山口大　放 清水建策
E045 腹膜及び腸間膜における非腫瘍性疾患の画像所見 富山県立中央　放診 阿保　斉
E046 腹膜偽粘液腫：完全減量切除術及び腹腔内温熱化学療法前後の画像所見

 国際医療セ　放診 脇山浩明
E047 クローン病のX線透視所見：クローン病の消化管病変におけるCTとの対比について

 聖路加国際　放 堀内沙矢

診断：泌尿器
E048 術前骨盤臓器脱CTの役割 広島大　放診 本田有紀子
E049 陰嚢の腫瘤性病変のMR画像 防衛医大　放 江戸博美
E050 前立腺癌の拡散MRI解釈におけるさまざまな理論的モデル 防衛医大　放 新本　弘
E051 腎細胞癌の画像診断：各サブタイプの画像所見と新たな画像診断法の有用性

 大阪大　放 中本　篤
E052 副腎腫瘤の画像：病理との対比と鑑別診断 市立奈良　放 橋本　彩
E053 腎腫瘍術前診断にて泌尿器科医に伝えるべき情報：鑑別とStagingでは不十分！

 神戸大　放 高橋　哲
E054 全身血管病における造影剤腎症の発症原因と正確な診断ならびに画像評価の有用性

 佐久総合　放 織内　昇

診断：女性骨盤
E055 前置血管のMRI診断 名古屋大　放 櫻井悠介
E056 Recent advances in MR imaging for evaluation of ectopic pregnancy 新潟大　放 麻谷美奈
E057 Advanced MRI による子宮内膜症の診断ストラテジー 徳島大　放 竹内麻由美
E058 子宮体部内腔のポリープ様病変のMR所見：この症例の診断は？

 埼玉医大国際医療セ　画診 小澤栄人
E059 産婦人科領域における捻転症の画像診断 京都桂　放 濱田　彩
E060 MRIやCTを用いた術前卵巣腫瘍診断のピットフォール 藤田保健衛生大　放 植田高弘
E061 産科出血におけるCT，MRI，angiography所見の対比．（Hyyakkai システムを用いて）

 聖マリアンナ医大　放 西尾美佐子

診断：乳腺
E062 乳房MRI T2強調画像には異なる3タイプの浮腫が存在することを知っていますか？

 静岡がんセ　生検 植松孝悦
E063 まれな悪性乳腺腫瘍：浸潤癌特殊型，非上皮性腫瘍の画像診断 千葉大　放 滝嶋葉月
E064 豊胸術後のマンモグラフィ 群馬大　核 徳江浩之
E065 乳腺の良性線維性病変：画像所見と病理的背景 ブレストピアなんば　放 中原　浩

診断：骨軟部
E066 表在性軟部腫瘍のMRI所見：病理像との対比 久留米大　放 長田周治
E067 腰椎椎間板と周囲構造の画像診断：解剖，組織所見との比較 宮崎江南　放 杜若陽祐
E068 Metal-on-metal人工股関節置換術後に生じるAdverse Reaction to Metal Debris（ARMD）の画像所見

 防衛医大　放 寺村易予

診断：小児
E069 Would you like to try diagnosing fetal MRI? 新潟大　放診 佐藤　卓
E070 小児腎腫瘍の画像的検討 兵庫県立こども　放 杉岡勇典
E071 小児における片肺濃度上昇 獨協医大　放 桑島成子

診断：全身
E072 体幹部定位放射線治療（サイバーナイフ）後における胸腹部CTおよびMRI所見

 日赤医療セ　放 横手宏之
E073 IgG4関連疾患の画像所見 防衛医大　放 中森貴俊
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診断：その他
E074 小児，青年，壮年の突然死の死亡時CT 新潟大　保健 高橋直也
E075 磁気共鳴現象への視覚的アプローチ：巨視的磁化はアルキメデスの螺旋を描きながら球面上を倒れる

 西宮市立中央　放 藤田　眞
E076 形成外科およびマイクロサージャリーのための血管，リンパ管イメージング

 防衛医大　放 曽我茂義

核医学
E077 ［11C］メチオニンを用いたPET/CT臨床画像 先端医療セ　分子イメージング 大西章仁
E078 非小細胞肺癌の治療後合併症および変化におけるCT，FDG-PETの像について

 福山市民　放診・IVR 奥村能啓
E079 膵臓のFDG-PET/CT診断 木沢記念　放 金子　揚
E080 PET/CTでFDG低集積の膵癌 ―画像と病理の対比― 愛媛大　放 津田孝治
E081 後腹膜病変のFDG-PET/CT 自治医大　放 篠崎健史
E082 シェーグレン症候群および IgG4関連疾患における核医学診断の役割 昭和大　放 須山淳平
E083 アルファ放出核種ラジウム -223による骨転移内照射療法の実際と適正な測定管理に関する検討

 近畿大高度先端総合医療セ 細野　眞

治療
E084 放射線治療を行ったStewart-Treves症候群（STS）の3例 姫路赤十字　放 武本充広

IVR
E085 急性膵炎あるいは腹部術後の出血や仮性動脈瘤に対する緊急 IVR 岡山済生会総合　放 安井光太郎
E086 産科出血に対する IVR 山口大　放 加藤雅俊
E087 腹腔動脈分枝からの術後出血に対する緊急血管内治療 山口大　放 岡田宗正
E088 透析シャント不全に対する経カテーテル的治療 岡山済生会総合　放 安井光太郎
E089 中心静脈ポートの後期合併症とそのマネージメント ニューヨーク州立大　放 小林勝弘
E090 CVカテーテル及びポートの合併症 神鋼　放診 窪田　光
E091 胸部CT下生検：初学者への手引き 東京女子医大　画診・核 山崎宙士
E092 アプローチが困難な膿瘍に対するエコーガイド下ドレナージの “GOKUI”

 大津赤十字　放 井上恵太
E093 ハイドロコイルを用いた脾動脈塞栓術：使用経験と塞栓率の検討

 日本医大武蔵小杉　血管内低侵襲治療セ 金城忠志
E094 癒着胎盤患者における総腸骨動脈バルーン留置術 岐阜大　放 近藤浩史

死亡時画像
E095 銃創のCT所見：剖検所見との対比 千葉大　法医 槇野陽介
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