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第2日目　2月25日(金)　口演会場［東京コンファレンスセンター・品川 (大ホール)］

『血管造影 ・ IVR（1） ： 脳動脈瘤』
座長：岩渕　　聡（東邦大学医療センター大橋病院  脳神経外科）

礒田　治夫（名古屋大学医学部  保健学科）　　　　　　★

O-23 未破裂脳動脈瘤の破裂リスクに関する3次元可視化システムを用いた経時的なCFD解析の試み
1藤田保健衛生大学  医学部  脳神経外科、2藤田保健衛生大学臨床医学総論、3東北大学流体力学研究所

入江  恵子1、根來  眞1、太田  信3、中山  敏男3、安西  眸3、廣瀬  雄一3、松井  俊和2

O-24 Dynamic Four-dimensional CT Angiography (DFA) を用いた拍動解析による新たな脳動脈瘤治療戦略
1独立行政法人国立病院機構  三重中央医療センター  脳神経外科、2三重大学  脳神経外科

石田  藤麿1、梅田  靖之2、深澤  恵児1、古川  和博1、鈴木  秀謙2、松島  聡2、霜坂  辰一1、滝  和郎2

O-25 CFD解析による血行力学的特徴から予測する多発性脳動脈瘤症例における破裂脳動脈瘤の予測
1独立行政法人  国立病院機構  三重中央医療センター  脳神経外科、2三重大学  医学部  脳神経外科

深澤  恵児1、石田  藤麿1、梅田  靖之2、古川  和博1、鈴木  秀謙2、松島  聡2、霜坂  辰一1、滝  和郎2

O-26 CFD解析を用いたステント留置による脳動脈瘤血行力学的効果のシミュレーション
1三重大学  大学院  医学系研究科  脳神経外科学、2三重中央医療センター  脳神経外科

当麻  直樹1、石田  藤麿2、梅田  靖之1、深澤  恵児2、種村  浩1、松島  聡1、霜坂  辰一2、滝  和郎1

O-27 破裂脳動脈瘤における術中破裂点とComputational Fluid Dynamics (CFD) 解析
1三重大学  医学部  脳神経外科、2三重中央医療センター  脳神経外科

梅田  靖之1、石田  藤麿2、西川  拓文1、当麻  直樹1、朝倉  文夫1、鈴木  秀謙1、阪井田  博司1、松島  聡1、
霜坂  辰一1、滝  和郎1

O-28 脳動脈瘤コイル塞栓術におけるシミュレーターを用いた治療手技習得の有用性
1藤田保健衛生大学  医学部  脳神経外科、2筑波大学医学部脳神経外科、3社会保険小倉記念病院脳神経外科

入江  恵子1、根來  眞1、中居  康展2、中原  一郎3、加藤  庸子1、廣瀬  雄一1

9：00 ～ 10：00　一般口演 5
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『血管造影 ・ IVR（2） ： 臨床研究』
座長：滝　　和朗（三重大学医学部  脳神経外科）　　　　　★

飯塚　有応（東邦大学医療センター大橋病院  放射線科）

O-29 Vascular reconstruction device (Enterprise) を用いた脳動脈瘤に対するコイル塞栓術 
－初期治療経験ー

1医真会八尾総合病院  放射線科・脳血管内治療科、2奈良県立医科大学  放射線科、
3医真会八尾総合病院  脳外科

高山  勝年1、明珍  薫1、和田  敬2、宮坂  俊輝2、明石  敏昭2、坂本  雅彦2、田岡  俊昭2、中川  裕之2、
吉川  公彦2、黒川  紳一郎3

O-30 Enterprise VRDを用いた脳動脈瘤のstent-assisted coil embolization
1社会保険小倉記念病院  脳神経外科、2社会保険小倉記念病院  神経内科

中原  一郎1、村井  望1、渡邉  芳彦1、福島  浩1、中垣  英明2、石橋  良太1、辻  敬一1、角本  孝介1、
田中  悠二郎1

O-31 Filter Wire EZ導入後の頸動脈狭窄症治療
1徳島赤十字病院  血管内治療科、2徳島赤十字病院  脳神経外科

佐藤  浩一1、花岡  真実1、田村  哲也2、岡  博文2、三宅  一2

O-32 頚部内頚動脈狭窄症に対するFilterWire EZとCarotid Wallstentを用いた頚動脈ステント留置術  
初期治療成績

1医真会八尾総合病院  放射線科・脳血管内治療科、2奈良県立医科大学  放射線科、
3医真会八尾総合病院  脳外科

高山  勝年1、明珍  薫1、和田  敬2、宮坂  俊輝2、明石  敏昭2、坂本  雅彦2、田岡  俊昭2、中川  裕之2、
福住  明夫2、岩崎  聖2、吉川  公彦2、黒川  紳一郎3

O-33 頚動脈狭窄症における超音波検査と3D-CTAとの相関
1東邦大学  医療センター  大橋病院  脳神経外科、2アイオワ大学病院  放射線科、
3東邦大学  医療センター  大橋病院  臨床生理機能検査部、4東邦大学  医療センター  大橋病院  放射線科

原科  純一1、青木  和哉1、伊藤  圭介1、木村  仁1、齊藤  紀彦1、平田  容子1、中野  弘康1、林  盛人2、
石田  啓介3、飯塚  有応4、加藤  麻子4、岩渕  聡1

O-34 頚部頚動脈プラークに対する3D T1強調black blood MRI：THRIVEとVISTAの比較
1三重大学  医学部  放射線診断科、2三重大学  医学部  脳神経外科

前田  正幸1、井上  勝博1、松島  信佳1、中山  良平1、竹田  寛1、滝  和郎2

10：00 ～ 11：00　一般口演 6

11：00 ～ 11：10　休 憩
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第2日目　2月25日(金)　口演会場［東京コンファレンスセンター・品川 (大ホール)］

『脳血管障害（1）』
座長：木下　俊文（秋田県立脳血管研究センター  放射線科）

大内　敏宏（亀田総合病院  放射線科）　　　　　　★

O-35 Narrow Window CTによる超急性期脳虚血の観察 －超急性期に認めたCT値の微少な低下
1弘前脳卒中センター  脳神経外科、2弘前脳卒中センター  内科

内沢  隆充1、今田  慶行2、鎌田  孝篤2、目時  典文2、萩井  譲士2、佐々木  都子2、前田  尚孝2、畑中  光昭1

O-36 髄質静脈奇形に併存する微小低信号域 －3T磁化率強調像を用いた検討－

鳥取大学医学部病態解析医学講座医用放射線学分野

高杉  麻利恵、藤井  進也、金崎  佳子、北尾  慎一郎、神納  敏夫、小川  敏英

O-37 矢状断再構成がhyperdense MCA signの検出率を向上させる
1東邦大学  佐倉病院  放射線科、2東邦大学  佐倉病院  脳神経外科、3東邦大学  佐倉病院  神経内科

中塚  智也1、笠井  ルミ子1、工藤  秀康1、粕谷  秀輔1、北村  範子1、黒土  衛1、森田  英夫1、渡辺  佳明1、
長谷部  光泉1、長尾  建樹2、榊原  隆次3、寺田  一志1

O-38 頭蓋内出血患者における血腫内造影効果：造影早期相と遅延相での比較
1大阪大学大学院  医学研究科  放射線医学講座、2大阪大学医学部附属病院  高度救命救急センター

渡邉  嘉之1、高橋  洋人1、田中  寿1、田崎  修2、嶋津  岳志2、富山  憲幸1

O-39 320列CTを用いた内頸動脈閉塞症における側副血行の検討

富永病院  放射線科

縄田  昌浩

座長：興梠　征典（産業医科大学  放射線科）
共催：エーザイ株式会社　　　　　　　　★

「High dose Contrast enhanced MRI of the CNS」
Marco Essig MD PhD
Prof. of  Radiology, Heidelberg Medical School   Assistant Medical Director, Department of Radiology
Head of MRI and Neuroradiology, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany

11：10 ～ 12：00　一般口演 7

12：00 ～ 13：00　ランチョンセミナー 1

13：00 ～ 13：20　総会・加藤賞授与
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『脳血管障害（2）』
座長：三原　　太（福岡東医療センター  放射線科）

江面　正幸（仙台医療センター  脳神経外科）

O-40 もやもや病におけるASL-MRI：脈波同期ASLとSPECTとの対比
1佐賀大学  医学部  放射線科、2佐賀大学  医学部  脳神経外科

野口  智幸1、入江  裕之1、大塚  貴輝1、西原  正志1、河島  雅到2、松島  俊夫2、工藤  祥1

O-41 もやもや病における脳循環予備能に対するCT灌流画像の有用性の検討
1中村記念病院  放射線科、2中村記念病院  脳神経外科、3中村記念病院  放射線部

尾野  英俊1、中川原  譲二2、大里  俊明2、上山  憲司2、真田  秀典3、上野  昌之3、中村  博彦2

O-42 モヤモヤ病に対する外科的治療における脳循環動態測定の有用性の検討

東京医科歯科大学  医学部  脳神経外科

石井  洋介、田中  洋次、成相  直、大野  喜久郎

『外傷その他』
座長：阿部　　修（日大板橋病院  放射線科）　　　　　　　★

寺田　一志（東邦大学医療センター佐倉病院  放射線科）

O-43 軸索損傷による高次脳機能障害の分子イメージング
1東京医科歯科大学  医学部附属病院  脳神経外科、2東京都健康長寿医療センター研究所神経画像研究チーム、
3法政大学スポーツ健康学部、4東京医科歯科大学眼科

成相  直1、田中  洋次1、石井  洋介1、鈴木  幸久4、日浦  幹夫3、石井  賢二2、石渡  喜一2

O-44 Perfusion CTの新しい評価法：基準ROIによる皮質の規格化、重症頭部外傷への応用
1東京女子医科大学  東医療センター  脳神経外科、2東京女子医科大学  東医療センター  放射線科

田中  典子1、萩原  信司1、谷  茂1、大渕  英徳1、広田  健吾1、秋山  真美1、糟谷  英俊1、鈴木  一史2

O-45 咽頭より頭蓋底に達した箸の断片の描出
1東京都保健医療公社荏原病院脳神経外科、2東京都保健医療公社荏原病院放射線科

山川  功太1、土居  浩1、望月  由武人1、徳永  仁1、中村  精紀1、吉田  陽一1、井田  正博2、菅原  俊佑2、
吉澤  寿2、斉藤  健二2

O-46 京大病院におけるMRI室急変時対応練習会の取り組み
1京都大学医学部附属病院  放射線診断科、2京都大学医学部附属病院  初期診療・救急科、
3京都大学医学部附属病院  放射線部、4京都大学医学部附属病院  中央診療部

山本  憲1、岡田  知久1、金柿  光憲1、山畑  佳篤2、谷口  正洋3、龍野  和恵4、富樫  かおり1

13：20 ～ 13：50　一般口演 8

13：50 ～ 14：30　一般口演 9
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第2日目　2月25日(金)　口演会場［東京コンファレンスセンター・品川 (大ホール)］

座長：松田　博史（埼玉医科大学国際医療センター  放射線科）

「神経放射線における分子イメージングの可能性」

伊藤  浩
独立行政法人  放射線医学総合研究所  分子イメージング研究センター
分子神経イメージング研究グループ  脳病態研究チーム

座長：細矢　貴亮（山形大学  放射線科）a

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

「超高磁場MRIによる脳神経画像診断の新しい展開」

佐々木  真理
岩手医科大学先端医療研究センター超高磁場MRI診断・病態解析部門

司会・出題：森　　　墾（東京大学  放射線科）　　　　★
コメンテーター：下野　太郎（大阪市立大学医学部  放射線科）

進行：町田　　徹（NTT東日本関東病院  放射線科）
共催：テルモ株式会社　　　　　　　　　　　　★

18：15頃からホワイエで食事と飲み物を用意いたしますのでご利用ください。

14：30 ～ 15：30　特別講演 1

15：30 ～ 15：40　コーヒーブレイク

15：40 ～ 16：25　教育セミナー 2

18：40 ～ 20：40　イブニングセミナー・フィルムリーディング
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【解剖 ・ 生理（1）】 16：30～16：55
座長：土屋　一洋（杏林大学医学部  放射線科）

P-1 1H-MRSにおける脳内代謝物の定量結果は解析ソフトの違いによって影響されるか？
1筑波大学大学院  人間総合科学研究科、2筑波大学附属病院  放射線部

只野  喜一1、磯辺  智範1、阿久津  博義1、山本  哲哉1、佐藤  英介1、椎貝  真成1、平野  雄二2、増本  智彦1、
松村  明1

P-2 320列面検出器CTを用いた全脳CT Perfusionと123I-IMP脳血流SPECTの比較
1藤田保健衛生大学  医学部  放射線科、2藤田保健衛生大学  医学部  脳神経外科

村山  和宏1、外山  宏1、早川  基治2、伴野  辰雄1、片田  和広1

P-3 IMP-Graph Plot法を用いた脳血流SPECTの定量性の検討 －IMP-ARG法との比較－
1鳥取県立厚生病院  放射線科、2鳥取県立厚生病院  中央放射線室、3鳥取大学医学部  放射線科

篠原  祐樹1、石本  昌宏2、涌嶋  康宏2、森里  昭典2、橋本  政幸1、小川  敏英3

P-4 頚部頚動脈3D CTAにおける歯科充填物によるアーチファクト軽減の試み
1碑文谷病院脳神経外科、2藤田保健衛生大学  脳神経外科、3杏林大学  脳神経外科

深作  和明1、根来  真2、小西  善史3、永山  和樹1、大野  信吾1、奈良  一成1、塩川  芳昭3

P-5 3次元のarterial spin labelingによる脳賦活検査の検討
1埼玉医科大学  国際医療センター  核医学科、2帝京大学 医学部 放射線科

松田  博史1、大場  洋2、豊田  圭子2、工富  公子2、山本  麻子2、今林  悦子1、古井  滋2

【解剖 ・ 生理（2）】 16 ： 55～17 ： 30
座長：高橋　昭喜（東北大学  放射線科）

P-6 頭部MRA MIP画像での遺残舌下神経動脈と片側優位椎骨動脈の鑑別
1奈良県立医科大学  放射線医学教室、2奈良県立三室病院  放射線科

坂本  雅彦1、田岡  俊昭1、明石  敏昭1、越智  朋子2、吉川  公彦1

P-7 外頚動脈起始の遺残舌下動脈の1例

埼玉医科大学  国際医療センター  画像診断科

内野  晃、齋藤  尚子

P-8 後頭動脈の起始破格のMRA

埼玉医科大学  国際医療センター  画像診断科

内野  晃、齋藤  尚子、水越  和歌、岡田  吉隆

16：30 ～ 18：20　ポスターツアー 1
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P-9 Persistent primitive olfactory arteryのMRA

埼玉医科大学  国際医療センター  画像診断科

内野  晃、齋藤  尚子、小澤  栄人、水越  和歌、井上  快児

P-10 遺残三叉動脈を合併したtype 2 proatlantal intersegmental arteryの1例

埼玉医科大学  国際医療センター  画像診断

内野  晃、齋藤  尚子、井上  快児

P-11 MR venographyによる脳底静脈正常変異の検討
1高の原中央病院  放射線科、2奈良県立医科大学  放射線科、3東大阪市立総合病院  画像診断科、
4原土井病院神経放射線部門

福住  明夫1、田岡  俊昭2、坂本  雅彦2、和田  敬2、高山  勝年2、中川  裕之2、吉川  公彦2、岩崎  聖3、
奥寺  利男4

P-12 Multislice-Motion Sensitized Driven Equilibrium (MSDE) による滑車神経の描出

山形大学  医学部  画像医学講座

鹿戸  将史、小田  敦子、細矢  貴亮、渡會  文果、本間  次男

【拡散 ・ 灌流画像】 17 ： 30～17 ： 55
座長：百島　祐貴（慶應義塾大学病院  放射線科）

P-13 拡散テンソルtractgraphyを用いた定量的解析：Parkinson disease with and without dementiaに
おける検討

1順天堂大学  医学部  放射線科、2東京医科歯科大学  脳神経内科、3順天堂大学  脳神経内科

鎌形  康司1、下地  啓五1、服部  高明2、本井  ゆみ子3、堀  正明1、中西  淳1、鈴木  淑能1、佐藤  秀二1、
桑鶴  良平1、笹井  啓資1、青木  茂樹1、服部  信孝3

P-14 拡散テンソル画像による半側空間無視の病巣に関する研究
1東京医科歯科大学  脳神経病態学、2首都大学東京  大学院  人間健康科学研究科 放射線科学系、
3札幌医科大学  リハビリテーション科、4取手協同病院 リハビリテーション部、5順天堂大学  放射線科

服部  高明1、佐藤  良2、石合  純夫3、中澤  千香4、渡辺  真弓4、石原  正一郎4、三木  一徳1、沼沢  祥行4、
赤座  実穂4、水澤  英洋1、青木  茂樹5

P-15 確率的トラクトグラフィから抽出した関心領域の拡散テンソルトラクトグラフィへの適応
1北里大学  医療衛生学部、2筑波大学大学院  人間総合科学研究科、
3筑波メディカルセンター病院  放射線技術科、4茨城県立医療大学  放射線技術科学科、5北里大学  医学部

佐藤  英介1、磯辺  智範2、鈴木  隆佑1、只野  喜一2、阿久津  博義2、山本  哲哉2、松下  明2、五月女  康作3、
大須賀  覚2、阿武  泉4、菅  信一5、松村  明2

P-16 補間処理がFA値測定に与える影響についての検証
1西南医療センター  脳神経外科、2筑波大学  脳神経外科、3筑波メディカルセンター病院 放射線技術科、
4筑波大学人間総合科学研究科、5筑波大学放射線科

三木  俊一郎1、大須賀  覚2、松下  明2、五月女  康作3、石川  栄一2、山本  哲哉2、磯辺  智範4、増本  智彦5、
松村  明2
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P-17 多発性硬化症におけるdiffusion kurtosis imaging (DKI) の初期経験
1順天堂大学  医学部  放射線医学講座、2東京大学  医学部附属病院  放射線科  画像情報処理・解析研究室、
3フィリップスエレクトロニクスジャパン  ヘルスケア事業部、4首都大学東京 人間健康科学研究科

堀  正明1、青木  茂樹1、増谷  佳孝2、鎌形  康司1、朝日  公一1、中西  淳1、下地  啓五1、鈴木  由里子3、
高島  大3、佐藤  良4、福永  一星4、笹井  啓資1

【脊髄 ・ 脊椎（1）】 17 ： 55～18 ： 20
座長：大久保敏之（帝京千葉総合医療センター  放射線科）

P-18 MPRが有用であったParaspinal AVFの3例

鳥取大学  医学部  脳神経外科

近藤  慎二、赤塚  啓一、坂本  誠、神部  敦司、谷浦  晴二郎、黒崎  雅道、渡辺  高志

P-19 脊髄腫瘍のF-18 FDGおよびC-11 Methionine PET所見
1脳神経疾患研究所附属総合南東北病院  放射線科、2脳神経疾患研究所附属総合南東北病院  脳神経外科

戸村  則昭1、伊藤  康信2、鷺野屋  利幸1、藤島  基宣1、松岡  秀典2、沼澤  真一2、三浦  由啓1、新城  秀典1、
橋爪  崇1、今井  茂樹1、宗近  宏次1、竹川  鉦一1

P-20 馬尾に発生した傍神経節腫3例の検討

香川大学  医学部  放射線科

木村  成秀、外山  芳弘、石村  茉莉子、室田  真希子、福永  浩太郎、西山  佳宏

P-21 脊椎骨髄過形成の画像所見の検討

熊本大学医学部  画像診断治療科

上谷  浩之、平井  俊範、河中  功一、白石  慎哉、吉田  守克、岩下  孝弥、北島  美香、山下  康行

P-22 多発性骨髄腫患者における脊椎圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術

国立国際医療研究センター  放射線科

江上  順子、蓮尾  金博、牛島  泰宏、待鳥  詔洋、前田  浩喜、岡藤  孝史、安座間  喜明、山崎  誘三、
萩原  將太郎、三輪  哲義

【脳腫瘍（1）】 16 ： 30～17 ： 05
座長：山本　昌昭（勝田病院水戸ガンマハウス）

P-23 術前診断が困難であった眼窩外側壁骨内に限局した髄膜腫の1例
1筑波大学  人間総合科学研究科  脳神経外科、2筑波大学  水戸地域医療教育センター  脳神経外科、
3総合病院  水戸協同病院  脳神経外科

柴田  靖1,2,3、大須賀  覚1、松村  明1

16：30 ～ 18：05　ポスターツアー 2
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P-24 斜台転移を契機に発見された胆管細胞癌の1例
1東邦大学医療センター  大橋病院  放射線科、2東邦大学医療センター大橋病院  脳神経外科、
3東邦大学医療センター大橋病院  病理診断科

加藤  麻子1、五味  達哉1、長基  雅司1、國弘  敏之1、村田  望1、飯塚  有応1、平田  容子2、青木  和哉2、
斉藤  紀彦2、岩淵  聡2、横内  幸3、甲田  英一1

P-25 嗅神経芽細胞腫の治療後に硬膜転移、頸部リンパ節転移あるいは肺転移を来した3症例
1杏林大学  医学部  放射線医学教室、2杏林大学医学部脳神経外科学教室

大原  有紗1、土屋  一洋1、似鳥  俊明1、永根  基雄2、栗田  浩樹2、小林  啓一2

P-26 急激な増大を呈した悪性三叉神経鞘腫の1例
1信州大学  医学部  画像医学講座、2信州大学  医学部  脳神経外科学講座、3信州大学  医学部  病理組織学講座

所  博和1、金子  智喜1、松下  剛1、藤井  雄2、内山  俊哉2、柿沢  幸成2、下条  久志3、中山  淳3、角谷  眞澄1

P-27 ジャーミノーマのCT、MR画像所見 －発生部位での比較－
1埼玉医科大学国際医療センター  画像診断科、2埼玉医科大学国際医療センター  脳・脊髄腫瘍科、
3埼玉医科大学国際医療センター  病理診断科

齋藤  尚子1、内野  晃1、西川  亮2、佐々木  惇3、木村  文子1

P-28 頭蓋咽頭腫と視神経膠腫の画像所見の検討：鞍上部腫瘍の鑑別診断に注目して
1東京女子医科大学  画像診断・核医学科、2東京女子医科大学  脳神経外科

阿部  香代子1、小野  由子1、天野  耕作2、藍原  康雄2、岡田  芳和2、坂井  修二1

P-29 海綿静脈洞から発生した異所性下垂体腺腫の1例

北九州市立医療センター  放射線科

飯田  崇、宮嶋  公貴、井上  昭宏、本岡  慎、小野  稔、國武  直信、白川  友子

【脳腫瘍（2）】 17 ： 05～17 ： 35
座長：長縄　慎二（名古屋大学  放射線科）

P-30 頭蓋内Epithelioid hemangioendotheliomaの1例
1順天堂大学  放射線医学講座、2順天堂大学  脳神経外科学講座

菊地  奈央1、堀  正明1、會田  真理1、下地  啓五1、中西  淳1、青木  茂樹1、石井  尚登2、新井  一2

P-31 Dural tailを伴った膠芽腫の1例
1秋田大学  医学部  放射線科、2秋田大学  医学部  脳神経外科、3秋田大学  医学部附属病院  病理部

高橋  聡1、大谷  隆浩1、古賀  誠1、菅原  真人1、橋本  学1、笹嶋  寿郎2、溝井  和夫2、南條  博3

P-32 治療前病期診断にFDG-PETを施行した嗅神経芽細胞腫の3例

総合南東北病院  放射線診断科

鷺野谷  利幸、戸村  則昭、藤島  基宣、川倉  健治、新城  秀典、橋爪  崇、三浦  由啓、今井  茂樹、
宗近  宏次、竹川  鉦一
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P-33 一部自然縮小を呈する多発白質病変を主体とし，術前診断困難であった悪性リンパ腫中枢神経
再発の1例

名古屋市立大学  医学部  放射線科

小林  晋、櫻井  圭太、川口  毅恒、芝本  雄太

P-34 脳神経症状を呈した腫瘍性病変の頭部MRIの検討
1広島大学大学院  脳神経内科学、2広島大学大学院  放射線医学、3吉島病院  放射線科

大下  智彦1、上野  弘貴1、中村  毅1、山脇  健盛1、松本  昌泰1、高須  深雪2、安冨  浩子2、福田  浩3

P-35 脈絡膜悪性黒色腫の3例
1香川大学  医学部  附属病院  放射線部、2香川大学  医学部  放射線科

外山  芳弘1、木村  成秀2、則兼  敬志1、新井  花江1、安賀  文俊1、亀山  麗子1、西山  佳宏1

【感染 ・ 炎症性疾患（1）】 17 ： 35～18 ： 05
座長：佐藤　典子（国立精神・神経センター武蔵病院）

P-36 リンパ球性下垂体炎と下垂体腺腫のMRIにおける鑑別診断
1国立精神・神経医療研究センター病院  放射線診療部、2筑波大学附属病院  放射線科、
3東京大学医学部付属病院  放射線科、4昭和大学医学部  放射線科、5帝京大学医学部付属病院  放射線科

中田  安浩1、佐藤  典子1、増本  智彦2、森  墾3、赤井  宏行3、信澤  宏4、安達  木綿子5、大場  洋5、
上野  裕之1、大友  邦3

P-37 下垂体腺腫術後に発症したリンパ球性腺下垂体炎の1例
1財団法人脳神経疾患研究所  附属総合南東北病院  放射線診断科、
2財団法人脳神経疾患研究所  附属総合南東北病院  脳神経外科

藤島  基宣1、戸村  則昭1、池田  秀敏2、鷺野屋  利幸1、橋爪  崇1、新城  秀典1、三浦  由啓1、川倉  健治1、
今井  茂樹1、宗近  宏次1、竹川  鉦一 1

P-38 下垂体に発生したWegener肉芽腫症の1例

兵庫医科大学  放射線教室

五十嵐  陽子、若田  ゆき、勝浦  尭之、山崎  真由子、高田  恵広、安藤  久美子、石蔵  礼一、廣田  省三

P-39 拡散強調画像において視神経に拡散異常を認めたWegener肉芽腫症の1例
1香川大学  医学部  附属病院  放射線部、2香川大学  医学部  放射線科

外山  芳弘1、木村  成秀1、戸上  太郎2、内ノ村  聡2、川瀬  良郎1、山本  由佳1、西山  佳宏1

P-40 IgG4関連硬化性疾患の頭蓋内・頭頸部病変

帝京大学  医学部  放射線科

豊田  圭子、大場  洋、工富  公子、山本  麻子、関谷  徳泰、古井  滋

P-41 産褥期に発症したcarotidyniaの1例

大田原赤十字病院  放射線科

加藤  弘毅、水沼  仁孝、苅安  俊哉、福田  大記




