
  
 
 
 

第132回日本医学放射線学会 
中国・四国地方会 

 

第 54回日本核医学会 
中国・四国地方会 

 

 

抄録集 
 
 
 
 

 日 時： 第 132 回日本医学放射線学会 中国・四国地方会 
 2019 年６月 14日(金)・15日(土) 

  第 54 回日本核医学会 中国・四国地方会 
 2019 年６月 15日(土) 

 

 会 場： ANA クラウンプラザホテル米子 
 〒683-8504 鳥取県米子市西町 36番地 1 
   Tel (0859) 36-1111 

 

当番世話人 

鳥取大学医学部 画像診断治療学分野 

内田 伸恵 



 第１⽇⽬ ６⽉ 14 ⽇（⾦） 
⼀般演題〔研修医・学⽣〕 
 
座⻑：⽯川雅基（呉医療センター 放射線診断科） 【第１会場】 13:10〜13:58 
 
 1. 脳腫瘍との鑑別が困難であった原発性中枢神経系⾎管炎の⼀例  
 

○⽥中涼果 1)、檜垣⽂代 1)、藤原寛康 1)、⽻原理佐 1)、上⽥裕之 1)、出⼝健太郎 2) 、 
⾼杉祐⼆ 3)、岡崎洋介 4)、⼩坂⽥陽介 5)、阿部康⼆ 5)、⾦澤右 6) 
1) 岡⼭市⽴市⺠病院 放射線科、2) 同  神経内科、3) 脳神経外科 
4) 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 脳神経外科、5) 同 神経内科、6) 同 放射線科 

 
症例は 30 歳台⼥性。特発性⾎⼩板減少性紫斑病(ITP)の寛解後に頭痛を⾃覚し、頭部 CT に
て左側頭葉に脳出⾎と周囲に広範な低吸収域を認めた。ITP 再発として治療された数か⽉
後の MRI 検査では T2 強調像にて左側頭葉から脳梁を介して右前頭葉に拡がる異常⾼信号
を認め、造影では点状の増強効果を認めた。脳腫瘍が疑われ、脳⽣検が施⾏された結果、
原発性中枢神経系⾎管炎と診断された。本疾患は中枢神経系動脈優位の⾎管を原発とする
⾎管炎であり、本症例は緩徐な進⾏と病変拡⼤のため、脳腫瘍との鑑別が困難であった⼀
例である。 
 
 
 
 
 
 2. 多彩な肺病変を呈し, 臨床的に Sweet 病と診断した 1 例  
 

○菊池泰輔 1)、年森亘 2)、中須賀佳央⾥ 2)、井上武 2)、三⽊均 2) 
1) 愛媛県⽴中央病院臨床研修センター 

2) 同 放射線科 
 
【症例】71 歳男性。糖尿病、⾷道癌(内視鏡的治療)の既往あり。発熱と⽪疹を主訴に前医
を受診し胸部異常陰影を指摘された。胸部異常陰影の精査のため当院呼吸器内科を紹介受
診し、CT で両肺にびまん性陰影が⾒られた。粟粒結核と診断し治療を開始したが治療反応
性に乏しく、各種検査で抗酸菌は検出されなかった。経過で⽪膚所⾒が増悪し FDG-PET/CT
で⽪下やリンパ節に多数の FDG 集積亢進を認め⽪膚⽣検を⾏った。好中球主体の炎症細胞
浸潤がみられ、臨床的に Sweet 病と診断し、治療により⽪膚病変と胸部陰影は改善した。 
【考察】Sweet 病に合併したと思われる肺病変の 1 例を経験したため若⼲の⽂献的考察を
加え報告する。 
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 3. 悪性腹膜中⽪腫の 1 例   
 

〇宮⾥紗季 1)、⼭本亮 2)、⼋⼗川和哉 2)、外園英光 2)、⽟⽥勉 2) 
1) 川崎医科⼤学 卒後臨床研修センター、2) 同 放射線診断学 

 
症例は 70 歳、男性。1 年前に⾎液検査で HBs 抗原陽性と判明、当院肝臓内科で経過観察
のため施⾏された造影 CT で肝臓の前⽅を中⼼に遅延性濃染する⼀塊となった軟部組織や
不整なびまん性腹膜肥厚、結節、腹⽔貯留を認めた。また、前縦隔内にも複数の結節を認
めた。PET-CT では病変と⼀致して SUVmax 9.63 と⾼度の集積を認め、前縦隔内の結節に
も軽度の集積を認めた。癌性腹膜炎ならびに腹膜播種をまず疑ったが、明らかな原発巣は
指摘できず、腹部⾻盤部領域に有意なリンパ節腫⼤は認めなかった。アスベスト暴露歴が
あることから、腹膜中⽪腫が疑われ、確定診断⽬的で開腹腹膜⽣検が⾏われた。結果びま
ん性悪性腹膜中⽪腫と診断された。⽐較的まれな悪性腹膜中⽪腫の 1 例を経験したので、
若⼲の⽂献的考察を加え報告する。 
 
 
 
 
 
 4. Brodie 膿瘍の⼀例   
 

○丸岡⽇向⼦、耕崎志乃、⻑澤隆暁、加藤亜⾥紗、北岡和雄、⼭川晴吾、南場寛⽂、 
堀⾒忠司 
社会医療法⼈ 仁⽣会 細⽊病院 

 
左⾜関節痛を主訴に受診した 10 歳⼥児。ひと⽉ほど前、階段を踏み外し、左⾜関節を負傷
した。翌⽇、発熱があり、近医を受診したところ、感冒と左⾜関節捻挫と診断された。そ
の後数⽇で発熱は軽快したが、左⾜関節痛が持続するため、整形外科受診となった。 
単純写真、造影 MRI,CT にて Brodie 膿瘍の診断に⾄り、観⾎的治療が施⾏された。 
Brodie 膿瘍は⻑管⾻⾻幹端に好発する⻩⾊ブドウ球菌を起炎菌とする亜急性⾻髄炎であ
る。発症は緩徐で、臨床症状に乏しく、局所の感染徴候が⾒られないことも少なくない。
確定診断のために画像診断は重要である。 
今回、⽐較的稀な⼩児の Brodie 膿瘍の⼀例を経験したため、⽂献的考察を加えて報告する。 
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 5. 造影アレルギー症例に対する CO2 を⽤いた副腎静脈サンプリングにおいて特に IVR - 
CT が有⽤であった症例 
 

○勝賀瀬智⼤、⼭⻄伴明、梶原賢司、吉松梨⾹、南⼝博紀、⼭上卓⼠ 
⾼知⼤学医学部 放射線医学教室 

 
症例は 60 歳代 ⼥性。15 年前より⾼⾎圧症を指摘。昨年低カリウム⾎症、左副腎結節を
指摘され、精査により原発性アルドステロン症と診断。局在診断のための副腎静脈サンプ
リングを依頼されたが、造影アレルギーを認めたため、CO2 アンギオでサンプリングを施
⾏した。事前の造影 CT では右副腎静脈の起始部が明らかでなく、複数のカテーテルを使
⽤したが、同定には困難を極めた。最終的には挿⼊したマイクロカテーテルの先端が IVR-
CT にて右副腎実質内に到達していることを確認。採⾎データから左側で負荷後のアルドス
テロン濃度⾼値であり、左副腎腫瘍による原発性アルドステロン症と診断、腹腔鏡下摘出
術が施⾏された。右副腎静脈の同定に特に IVR-CT が有⽤であった症例であり報告する。 
 
 
 
 
 
 6. 治療⽅針の決定に選択的動脈内カルシウム注⼊法（SACI テスト）が有⽤であった⼀例 
 

〇⽴⽯寛⼦ 1)、⼭本亮 2)、福永健志 2)、中村博貴 2)、⽟⽥勉 2) 
1) 川崎医科⼤学 卒後臨床研修センター、2) 同 放射線診断学 

 
症例は 47 歳、⼥性。⾃宅で意識障害をきたし、倒れていたとのことで当院救急に搬送され
た。⾎糖値の著明な低下および⾎中インスリンの増加を認め、造影 CT で膵尾部に多⾎性
腫瘍を認めたため、インスリノーマが疑われ、外科的切除が考慮された。術前局所診断の
ため SACI テストを施⾏したところ、脾動脈からの刺激に対し陽性で膵尾部の病変はイン
スリノーマであると診断した。しかし肝動脈からの刺激に対しても陽性であり、SACI テス
ト前は多発肝⾎管腫を疑っていた病変の中に肝転移の混在が疑われたため、外科的切除は
⾏わず、内科的治療を⾏うこととなった。術前に SACI テストを施⾏したことが治療⽅針の
決定に有⽤であった⼀例を経験したので、若⼲の⽂献的考察を加え報告する。 
 



 第１⽇⽬ ６⽉ 14 ⽇（⾦） 
⼀般演題〔中枢神経〕 
 
座⻑：神吉昭彦（川崎医科⼤学 放射線診断学教室） 【第１会場】 14:00〜14:32 
 
 7. 両側中⼼前回⽩質に拡散強調像で⾼信号を呈し、予後良好であった低⾎糖脳症の⼀例  
 

○鎌田裕司 1)、小川敏英 1)、青山雅 2)、重松秀明 3) 

1) 倉敷平成病院 放射線科、2) 同 生活習慣病センター、3) 同 脳神経外科 

 
 90 歳台⼥性。糖尿病にて⾎糖降下薬を内服していた。意識レベルが低下した状態で発⾒
され救急搬送された。⾎糖値 30 mg/dl 台であり低⾎糖症と診断し、20%ブドウ糖液の静注
により意識レベルは改善したが、ろれつ困難を認めた。頭部 MRI では両側放線冠から中⼼
前回⽩質に拡散強調像で⾼信号域を認めた。⼊院後、神経症状は改善し、2 週間後の頭部
MRI では⾼信号域は不明瞭化した。 
 拡散強調像を⽤いた低⾎糖脳症の報告によれば、部位は⼤脳⽪質、内包、基底核、放線
冠、橋など様々であり、予後との関連が考察されている。しかし、⽪質病変を有さず⽩質
に限局した異常所⾒の報告は少ない。今回、稀な画像所⾒を呈し、良好な経過を辿った低
⾎糖脳症の⼀例を経験したので⽂献的考察を加えて報告する。 
 

 
 
 
 
 8. 脳出⾎で発症した脳脊髄液減少症の⼀例  
 

○平岡淳一郎、阿部考志、大友真姫、新井悠太、原田雅史 

徳島大学 医学部 放射線科 

 
 患者は 60 代⼥性。脊髄⼩脳変性症（SCA6）にて外来経過観察中であった。X 年 12 ⽉、
左半⾝の痙攣発作にて救急搬送され、右頭頂葉の⽪質下⾎腫が発⾒された。当初、⾼⾎圧
性脳出⾎が疑われたが、数⽇後に意識障害が出現。画像検査にて脳静脈洞⾎栓症が指摘さ
れた。抗凝固療法および⾎管内治療で意識レベルは改善しなかった。瞳孔散⼤も出現した
ため撮影された頭部 CT で脳下垂と硬膜下⾎腫が発⾒された。⼊院 2 週間前に腰部を打撲
した病歴が発覚し、脳脊髄液漏出症が疑われた。ブラッドパッチにて症状は改善し、退院
となった。 
 本例は脳脊髄液漏出症に合併した静脈洞⾎栓症により、脳出⾎を来したと考えられる。
脳出⾎の原因の⼀つとして重要であり、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
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 9. CLIPPERS 症候群が疑われた⼀例   
 

○佐伯基次 1)、沼真吾 1)、石原節子 1)、安井光太郎 1)、守都常晴 1)、戸上泉 1)､ 金澤右 2) 

1) 岡山済生会総合病院放射線科、2) 岡山大学放射線医学 

 
60 代⼥性｡2 ヶ⽉前より⾷欲不振､⾒当識障害､発語障害などの症状が出現し､次第に増強し
た｡造影 MRI にて中脳､視床､基底核､側頭葉､後頭葉などの⽩質を優位に粒状や⼩結節状､線
状の濃染が多発･集簇していた｡悪性腫瘍､⾎管炎､MS､MNO などのマーカーは陰性､髄液検
査で特記所⾒なく､⽣検で悪性腫瘍は否定され､ステロイド投与で症状や画像所⾒は軽快し
た｡種々の検査や特徴的な画像､経過から､CLIPPERS（chronic lymphocytic inflammation with 
pontine perivascular enhancement responsive to steroids）症候群が疑われた｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. 海⾺硬化によるてんかん症例での synthetic MRI を⽤いた髄鞘密度評価について   
 

○新井悠太、原田雅史、大西一、喜田有佳里、平岡淳一郎、松下知樹、坂本優子、 

近藤みほこ、山中森晶、荒瀬真紀、阿部考志、音見暢一 

徳島大学病院放射線科 

 
⽬的:てんかん症例の髄鞘密度につきミエリンマップの有⽤性検討を⾏った。⽅法:海⾺硬化
の症例に通常 MRI、synthetic MRI によるミエリンマップ、quantitative susceptibility 
mapping(QSM)、FDG PET を⾏った。結果:海⾺硬化による異常信号の他、病側の側頭葉⽩
質でミエリンマップ信号低下と QSM 信号上昇を認め、FDG 集積低下部位とも⼀致した。
これらの所⾒は、髄鞘密度減少を⽰唆し、代謝低下も伴うことから 2 次的な⽩質の髄鞘密
度低下が考えられた。結論:髄鞘密度の可視化は、診断精度向上や病態把握に有⽤と考えら
れる。  
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座⻑：乗⾦精⼀郎（岡⼭ろうさい病院 放射線科） 【第１会場】 14:34〜15:30 
 
 11. 超⾼精細 CT を⽤いた肝細胞癌診断における Deep Learning reconstruction の有⽤性の
検討  
 

○赤木元紀、中村優子、成田圭吾、本田有紀子、檜垣徹、飯田慎、粟井和夫 

広島大学 放射線診断学 

 
⽬的は超⾼精細 CT (Ultra-high-resolution computed tomography: U-HRCT)を⽤いた肝細胞
癌診断における Deep learning reconstruction (DLR)の有⽤性の検討。肝細胞癌患者 27 例を
対象に U-HRCT 画像を hybrid iterative reconstruction (hybrid-IR), model-based IR (MBIR)お
よび DLR で再構成し、それぞれの画質を定性・定量的に評価した。DLR 画像は定性かつ定
量的にもっとも優れており、U-HRCT を⽤いた肝細胞癌診断に有⽤であると考えられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. レンバチニブに伴った薬剤性胆嚢炎の画像所⾒の検討  
 

〇浅野雄大 1)、馬越紀行 1)、稲井良太 1)、兵頭剛 1)、井田健太郎 1)、金澤右 2) 

1) 福山市民病院 放射線診断・IVR 科 2) 岡山大学 放射線科 

 
レンバチニブは根治切除不能な甲状腺癌と肝細胞癌に適応があるが、その医薬品情報中の
重⼤な副作⽤にて「無⽯性を含む急性胆嚢炎（頻度不明）があらわれることがあり、胆嚢
穿孔に⾄った例も報告されている」との記載がある。当院にて同薬内服中の患者のうち、
3 症例で CT にて胆嚢の腫⼤や壁肥厚を認めた。いずれの症例も陽性結⽯は認めず、採⾎上
は肝胆道系酵素や炎症反応の有意な上昇を認めなかった。臨床的には各症例で無症状、⾷
欲不振 G2、⼿⾜症候群 G1・嗄声 G1・⾷欲低下 G1 を認めた。レンバチニブ内服中に臨床
的所⾒の弱い胆嚢腫⼤や壁肥厚を認めた場合には、肝硬変に伴った変化等の他に薬剤性胆
嚢炎を鑑別に挙げる必要があるものと思われた。 
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 13. Ceftriaxone 投与に伴う偽胆⽯症で急性膵炎を発症した 1 成⼈例   
 

〇松田恵治 1)、林英博 1)、橋村伸二 1)、森本真美 1)、姫井健吾 1)、石井裕朗 1)、湯浅直未 1)、 

大森真理 1)、金澤右 2) 

1) 岡山赤十字病院 放射線科、2) 岡山大学病院 放射線科 

 
今回我々はCeftriaxone(CTRX)投与による偽胆⽯が原因と考えられた急性膵炎を経験したの
で、⽂献的考察を加えて報告する。症例は 71 歳男性で、右下葉肺癌に対して化学療法中。
侵襲性肺炎球菌感染症の治療として CTRX, 4g/⽇の投与開始 4 週後に⼼窩部痛の訴えあり。
CT 検査で胆嚢内と下部総胆管〜⼗⼆指腸乳頭部に結⽯を認めた。⼊院時 CT ではみられず、
CTRX による偽胆⽯を疑った。総胆管閉塞による急性膵炎を併発していたため、内視鏡的
乳頭括約筋切開術と結⽯除去術を施⾏。術後 5 ヶ⽉後に撮像された CT で胆嚢結⽯の消失
が確認された。 
 
 
 
 
 
 
 14. 胆嚢腺筋腫症の経過中に合併した胆嚢癌の 1 例   
 

○長尾良太１）、丸川洋平 1)、田中高志 1)、福原隆一郎 1)、小河七子 1)、坪井有加 1)、 

正岡佳久 1)、児島克英 1)、田中健大 2)、金澤右 1) 

1) 岡山大学病院 放射線科、2) 同 病理診断科 

 
症例は 70 歳代男性。検診 US にて胆嚢壁肥厚を指摘され、CT にて胆嚢腺筋腫症疑いとし
て経過観察されていた。CA19-9 上昇と胆嚢壁肥厚の増悪を指摘され、精査加療⽬的に当院
紹介となった。以前の CT と対⽐すると、胆嚢壁肥厚は増悪していた。MRI では胆嚢壁肥
厚および RAS の拡張が⾒られた。限局型の胆嚢腺筋腫症に加え、胆嚢癌との鑑別含め、胆
嚢摘出術が施⾏された。胆嚢腺筋腫症に加え、病理学的に胆嚢癌と診断された。胆嚢腺筋
腫症の経過観察中に胆嚢癌を合併した教訓的な１例を経験したので、⽂献的考察を加えて
報告する。 
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 15. ⾷餌性腸閉塞の 2 例の検討   
 

○田中翔大、椋本英光、吉田理佳、安藤慎司、吉廻毅、北垣一 

益田赤十字病院 

 
症例 1 は 60 歳代男性、腹痛・嘔吐を主訴に外来受診。腹部単純 CT で⾼濃度を呈する残渣
が認められ、餅などによる⾷餌性腸閉塞と診断し絶飲⾷の経過観察で軽快した。症例 2 は
精神科通院中の 20 歳代男性、腹痛・嘔吐を主訴に受診。腸閉塞での⼿術歴があり、癒着性
腸閉塞が疑われ経過観察⼊院するも症状増悪し開腹術が施⾏された。⼩腸内からスポンジ
が摘出され、異⾷による⾷餌性腸閉塞と診断された。腹部 CT 検査ではウィンドウなどの
調節により消化管異物を疑いうる所⾒を認めた。急性腹症にて⾷餌性腸閉塞はしばしば経
験するが、特に精神疾患や認知症を有する患者の場合、異⾷の可能性を念頭に置いた読影
が必要であり、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
 
 
 
 
 
 
 16. 胃透視後のバリウム貯留による S 状結腸穿孔の 2 例   
 

○谷本将一 1)、前田章吾 1)、廣延綾子 1)、岡﨑肇 1)、西原礼介 1)、中光篤志 2) 

1) 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 画像診断部、2) 同 外科 

 
症例 1 は 48 歳⼥性。バリウム造影剤を⽤いた胃透視検査の翌⽇より腹部の違和感を⾃覚
した。翌々⽇の朝より突然腹痛が出現した。排便し⽩⾊便と鮮⾎便を認め、排便後も腹痛
が改善しなかったため当院を受診された。CT 画像でバリウムの貯留と腸管外ガスを指摘さ
れ、S 状結腸穿孔との診断で緊急⼿術となった。症例 2 は 57 歳⼥性。胃透視検査の 2 ⽇後
から下腹部痛を⾃覚した。しばらく排便がなかったが、急激な腹痛とともに鮮⾎便を認め
たため当院を受診した。CT 画像で S 状結腸穿孔が疑われたため、緊急⼿術となった。とも
にハルトマン⼿術が施⾏され、S 状結腸腸管膜側の穿孔と診断された。⼤腸穿孔はバリウ
ム胃透視検査の稀な合併症である。本疾患を 2 例経験したので若⼲の⽂献的考察を加えて
報告する。 
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 17. 妊娠中に腹壁に発⽣した desmoplastic small round cell tumor の 1 例   
 

○河内義弘 1）、井上武 1）、福山直紀 1）、三木均 1）、津田孝治 2）、 

宮川正男 2）、望月輝一 2） 

1) 愛媛県立中央病院 放射線科、2) 愛媛大学医学部附属病院 放射線科 

 
症例は 30 歳代⼥性。妊娠中に左側腹部痛を主訴に受診。左側腹部⽪下に可動性良好な 15 
cm ⼤の腫瘤を指摘された。腹部 MRI で内腹斜筋を中⼼に T1 強調画像で内部低〜等信号、
T2 強調画像で⾼信号、内部不均⼀に淡い造影効果を認めた。腫瘤は急速に増⼤しており、
FDG-PET-CT では腫瘤辺縁に⾼度集積 (SUVmax=7.4)と内部に軽度集積を認め、他部位に
は明らかな異常集積は認めなかった。分娩後、腫瘍摘出術を施⾏され desmoplastic small 
round cell tumor (DSRCT)と診断された。DSRCT は腹腔内、⾻盤内の腹膜に好発する悪性腫
瘍で、進展が速く術前診断で完全切除できる症例は少ないと⾔われる。今回我々は腹壁原
発の DSRCT の 1 例を経験したので、若⼲の⽂献的考察を加え報告する。 
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座⻑：⾳⾒暢⼀（徳島⼤学病院 放射線診断科） 【第１会場】 15:32〜16:20 
 
 18. 空腸に発⽣した異所性膵の⼀例  
 

○鎌村真帆 1)、乘金精一郎 1)、本田 理 1)、山本博道 1) 

 清水慎一 2)、脇 直久 3)、園部 宏 4)、金澤 右 5) 

1) 岡山ろうさい病院 放射線科 2) 同 消化器内科 3) 同 腹部外科、 

4) 同 病理 5) 岡山大学 放射線科 

 
症例は 60 歳代男性。腹痛を主訴に当院救急外来を受診し、癒着性⼩腸閉塞と診断された。
その際の造影CT で空腸粘膜下に膵臓類似の構造・造影効果を有する3cm⼤の腫瘤を認め、
異所性膵が疑われた。⼊院後保存的加療により腸閉塞は改善した。退院後、空腸腫瘤に対
して⼩腸内視鏡を施⾏し、⽣検を⾏ったが診断には⾄らなかった。悪性腫瘍を否定し得ず、
確定診断⽬的に腹腔鏡下空腸部分切除術を施⾏し、病理学的に異所性膵と診断された。ま
た、切除標本内に主病変以外にも⼩さな異所性膵を認めた。空腸の異所性膵は稀だが、画
像が診断に有⽤であったため、⽂献的考察を加え報告する。 
 
 
 
 
 
 19. 肺⼤細胞癌による多発⼩腸転移の⼀例  
 

〇多保康平、岡田加奈子、海老原るい、松田恵、津田孝治、望月輝一 

愛媛大学医学部附属病院 放射線科 

 
61 歳男性。上腹部痛を主訴に前医受診。経過で⼩腸癌によるイレウス、左上葉肺癌、左副
腎転移が疑われ、精査加療⽬的に当院紹介となった。造影 CT にて、広範囲にわたる空腸の
壁肥厚と軽度の拡張、腸間膜リンパ節腫⼤、左上葉肺結節、肺⾨、縦隔リンパ節腫⼤、左
副腎腫瘤を認めた。⼩腸造影も施⾏され、空腸に多発する潰瘍性病変と狭窄あり、伸展性
は保たれていた。以上の所⾒より⼩腸悪性リンパ腫と肺癌が疑われた。肺病変と⼩腸病変
を⽣検され、肺⼤細胞癌とその⼩腸転移と診断された。肺癌の⼩腸転移は稀であり、若⼲
の⽂献的考察を含め報告する。 
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 20. ⼩網原発 solitary fibrous tumor の 1 例   
 

○金田祥、小林正美 

鳥取赤十字病院 放射線科 

 
症例は 70 歳代⼥性。下腹部痛を主訴に前医を受診。下腹部に巨⼤な腫瘤を認め、精査⽬的
に当院紹介となった。CT にて胃前庭部に接する⻑径 16cm ⼤の不均⼀な低〜淡い⾼吸収を
呈する腫瘤性病変を認めた。MRI の T1WI では腫瘤は低信号主体で⼀部淡い⾼信号、T2WI
では低信号と⾼信号が混在していた。造影効果は不均⼀で造影不領域は壊死や嚢胞変性が
疑われた。腫瘍摘出術が施⾏された。腫瘤は網嚢内に存在し、⼩網から多数の⾎管が流⼊
しており、⼩網発⽣と考えられた。病理組織学的に壊死や腫瘍細胞の核分裂像が⽬⽴ち、
免疫染⾊と合わせて悪性度の⾼い solitary fibrous tumor(SFT)と診断された。SFT は全⾝の
⾄る所に発⽣する間葉系腫瘍であるが、⼩網原発の SFT はまれである。今回我々は⼩網原
発と考えられた SFT の 1 例を経験したので⽂献的考察を加えて報告する。 
 
 
 
 
 
 21. 診断に苦慮した膵脈管奇形の 1 例   
 

 

〇滝本龍 1)、石川雅基 1) 、近藤翔太 1) 、古本大典 1) 、松浦範明 1) 、在津潤一 2) 、 

倉岡和矢 2) 、豊田尚之 1) 

1) 呉医療センター・中国がんセンター 放射線診断科 2) 同 病理診断科 

 
症例は 60 歳台⼥性、乳癌術後 CT で膵尾部に⻑径 10mm の結節を指摘された。dynamic CT
では経時的に動脈と等濃度を⽰していた。EUS では近傍に⾛⾏する動脈から供⾎され、腹
部⾎管造影では脾動脈を流⼊⾎管とする網⽬状の異常⾎管増⽣を認めた。ソマトスタチン
受容体シンチグラフィでは異常集積は認めなかった。膵内分泌腫瘍の可能性もあり腹腔鏡
下尾側膵切除を施⾏した。病理学的には海綿状⾎管腫の診断であり、ISSVA 分類では静脈
奇形と考えられた。画像上は動脈⾎流が豊富な病変であり、病理学的診断とは解離が⾒ら
れた。 
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 22. 膵多発転移を来したメルケル細胞癌の１例   
 

〇成清紘司、田辺昌寛、伊東克能 

山口大学医学部附属病院 放射線科 

 
症例は 70 歳代男性。右前腕部のメルケル細胞癌が発⽣したため拡⼤切除実施。術後半年後
に右肘部への転移を認め姑息的切除+術後放射線治療が実施された。その後は寛解状態を
維持していたが、さらに半年後の経過観察⽬的の造影 CT で膵内部に不均⼀な造影効果を
伴なった結節影が散⾒された。造影 MRI を実施したところ T1WI で低信号、T2WI で軽度⾼
信号を⽰し、早期濃染・拡散制限を伴っていた。確定診断のため EUS-FNA を実施したとこ
ろ、メルケル細胞癌の膵転移と診断された。 
メルケル細胞癌の膵転移という⽐較的まれな症例を経験したため、⽂献的考察を加えて報
告する。 
 
 
 
 
 
 
 23. 過酸化⽔素⽔飲⽤による腐⾷性胃⾷道炎、⾨脈気腫症の⼀例   
 

○金子賢太郎、福本航、三好博実、板井純治、太田浩平、志馬伸朗、粟井和夫 

広島大学病院 放射線診断科 

 
症例は 50 歳代⼥性。⾃殺⽬的に過酸化⽔素⽔を飲⽤し、救急搬送となった。 
来院時は意識清明でバイタルも安定しており、腹部症状も認めなかった。 
CT では咽頭、⾷道から胃にかけて壁肥厚を認め、壁在気腫を伴っていた。また、⾨脈内に
は多量のガスを認め、過酸化⽔素⽔飲⽤による腐⾷性⾷道炎、胃炎、⾨脈気腫症と診断し
た。 
絶飲⾷にて経過観察したところ、2 ⽇後の CT では、⾨脈ガスは消失し、壁内気腫も減少し
た。その後は⾷事も開始され、経過良好である。 
過酸化⽔素⽔飲⽤は胃粘膜障害や穿孔、⾨脈気腫症等を引き起こし、時に致死的である。 
今回、我々は過酸化⽔素⽔飲⽤による腐⾷性胃⾷道炎、⾨脈気腫症の⼀例 
を経験したため、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
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座⻑：三⽥村克哉（⾹川⼤学 放射線医学講座） 【第１会場】 16:22〜17:02 
 
 24. 術前診断に苦慮した左腎平滑筋腫の⼀例  
 

〇近藤翔太、石川雅基、滝本龍、古本大典、松浦範明、豊田尚之 

呉医療センター・中国がんセンター 放射線診断科 

 
症例は 31 歳⼥性。妊婦検診で腹部腫瘤を指摘され、精査加療⽬的に妊娠 16 週 5 ⽇で当院
を受診した。後腹膜の脾尾側に、T2WI で⾼信号域が混在する不均⼀な低信号、T1WI でや
や低信号を呈する 22cm ⼤の境界明瞭な腫瘤が認められた。左腎は内側へと圧迫され偏位
していた。造影 CT では hypervascular で、左腎実質との連続性が⾒られた。悪性腫瘍の可
能性や早産のリスクもあり、21 週 5 ⽇で妊娠中絶し、腫瘍摘除並びに左腎部分切除術を施
⾏した。病理では平滑筋腫の診断であった。腎平滑筋腫は術前診断に苦慮する稀な腫瘍と
して知られ、本例では妊娠継続の是⾮が問われたため、⽂献的考察を踏まえて報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 25. 腎 Mixed Epithelial and Stromal Tumor (MEST)の⼀例  
 

〇前場淑香、神吉昭彦、外園英光、木戸歩、檜垣篤、山本亮、玉田勉 

川崎医科大学 放射線診断学 

 
 症例は 50 歳代⼥性。健康診断の腹部超⾳波検査で偶発的に右腎腫瘤を認めた。精査⽬的
で腹部造影 dynamic CT 及び MRI 検査が施⾏された。腎髄質から膨張性発育する境界明瞭
な 4cm ⼤の腫瘤で、⼤部分は単純 CT で淡い⾼吸収、MRI T2WI で低信号、漸増性造影パタ
ーンを呈する充実成分であった。⼀部は嚢胞成分と思われる造影不良域も認めた。乳頭状
腎細胞癌の疑いで右腎摘出術が施⾏され、Mixed Epithelial and Stromal Tumor と診断され
た。 
 ⾮常に稀な充実成分を主体とする腎 Mixed Epithelial and Stromal Tumor の⼀例を経験し
たので、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
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 26. 経⽪経肝的肝⽣検で診断できた神経節神経腫の 1 例   
 

〇辻優一 1) 、熊澤高雄 1)、石坂幸雄 1)、中谷航也 1)、藤原俊孝 1)、天羽賢樹 1) 、 

中下悟 1)、奥村明 1)、小山貴 1)、板倉淳哉 2)、能登原憲司 2)、水野元夫 3) 

1) 倉敷中央病院 放射線診断、2) 同 病理診断科、3) 同 消化器内科 

 
35 歳男性、検診の腹部超⾳波で上腹部腫瘤を指摘され、当院に紹介受診。単純 CT では肝
背側、上⼤静脈と⼤動脈間に腹腔動脈と⾨脈を取り囲み、筋⾁よりも低吸収で均⼀な腫瘤
を認めた。腫瘤は膵臓を背側から圧排し、後腹膜由来と考えられた。Dynamic 造影 CT では
緩除な造影効果を認めた。超⾳波は圧迫で腫瘍の変形が無く弾性硬な腫瘍と思われ、CT 所
⾒と併せて神経節神経腫が疑われた。診断確定のため経⽪経肝的針⽣検を施⾏し、病理で
上記診断が確認された。この腫瘍が疑われる場合には、⽐較的低侵襲な⼿技である経⽪経
肝的針⽣検で診断を確⽴することで経過観察が可能と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 27. ⾚⾊変性様の画像所⾒を呈した⼦宮平滑筋⾁腫の 1 例   
 

○落合諒也、藤井進也、石橋愛、福永健、村上敦史 

鳥取大学医学部 病態解析医学講座 画像診断治療学分野 

 
症例は 50 歳台⼥性。1 年半前に前医で多発⼦宮筋腫を指摘された。1 年前の MRI で⼦宮体
部後壁に腫瘤を認め、辺縁が T1WI で淡い⾼信号を呈し、全体に造影効果を伴わず、⾚⾊変
性を⽰唆した。その腹側に T2WI 及び DWI でやや⾼信号を呈し、遷延性に造影される病変
を認めた。2 週間前の MRI で腹側の病変は増⼤し、T1WI で⼀部に淡い⾼信号域を伴い、
T2WI でやや低信号から⾼信号、DWI で不均⼀な⾼信号を呈し、中等度の不均⼀な造影効果
を呈した。腫瘤背側の造影不良な部分が⼦宮内腔に連続し、頸管から腟上部にかけて認め
た｡初回 MRI で認めた腹側の部分が増⼤し、造影不良な部分が筋腫分娩様に脱出したと考
えられた。⼿術の結果、平滑筋⾁腫と診断された｡稀に平滑筋⾁腫は⾚⾊変性様の像を呈し
うるため、注意を要する。 
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⼀般演題〔泌尿⽣殖器・後腹膜〕 
 
 
 
 28. Nuck 管嚢胞に⼦宮内膜症を併発した⼀例   
 

○岡村和弥 1)、荒木和美 1)、河原愛子 1)、石橋恵美 1)、勝部敬 1)、山本伸子 1)、 

吉廻毅 1)、北垣一 1)、百留亮治 2)、田島義証 2)、石川典由 3) 

1) 島根大学医学部附属病院 放射線診断科、2) 同 消化器外科、3) 同 病理診断科 

 
症例は 36 歳⼥性。12 年前より右⿏径部に腫瘤を⾃覚していた。3 年前に右⿏径部に疼痛
あり MRI を撮影。右⿏径部に T2 強調像⾼信号、脂肪抑制併⽤ T1 強調像⾼信号を呈する嚢
胞性病変を認め、⿏径部⼦宮内膜症が疑われた。右⿏径部痛の改善あり本⼈の希望で経過
を⾒ていたが、半年前より⽉経痛の増強とそれに伴う右⿏径部圧痛を⾃覚するようになり、
再び受診した。撮像された造影 CT で既知の右⿏径部腫瘤は造影効果と周囲脂肪織濃度上
昇を認めた。⿏径部腫瘤摘出術が⾏われた。Nuck 管嚢胞内に合併した⼦宮内膜症と病理学
的に診断された。若⼲の⽂献的考察を加え報告する。 
 
 



 第１⽇⽬ ６⽉ 14 ⽇（⾦） 
⼀般演題〔IVR1〕 
 
座⻑：中島好晃（⼭⼝県⽴総合医療センター 放射線科） 【第２会場】 13:10〜13:58 
 
 29. ⾨脈閉塞例に発症した総肝動脈損傷の 1 対処例  
 

〇成清紘司、小松徹郎、伊原研一郎、飯田悦史、岡田宗正、伊東克能 

山口大学附属病院 放射線科 

 
症例は 70 歳代⼥性。膵頭部癌術後 7 ⽇⽬よりドレーンの排出液が⾎性に変化しショック
状態となった。術後出⾎を疑い緊急で⾎管造影を実施したところ明らかな extravasation は
認められなかったが、⼿術所⾒から総肝動脈からの出⾎が強く疑われた。Viabhan stentgraft
の適応と考えられたが、造影 CT・⾨脈造影にて⾨脈本幹〜SMV にかけて⾎栓閉塞が認め
られた。Viabhan stentgraft 留置時に総肝動脈閉塞の可能性があったため、⾨脈閉塞の解除
を先に⾏う⽅針とした。開腹下に PTA 実施し、⾨脈⾎流を改善した。経動脈的に総肝動脈
を造影したところ、extravasation が明瞭化ため出⾎部に対し Viabhan stentgraft を留置し
た。⾨脈と総肝動脈に同時にステントを留置した症例を経験したため報告する。 
 
 
 
 
 
 
 30. IVR 単独治療にて救命し得た上腸間膜動脈(SMA)塞栓症の 2 例  
 

〇武知克弥 1)、木下光博 1) 、松永直樹 2）、高岡友紀子 1) 、榎本英明 1) 、赤川洋子 1) 、 

尾崎享祐 1) 、谷勇人 1) 、大西範生 1) 

1) 徳島赤十字病院放射線科、2) 徳島赤十字病院救急科 

 
上腸間膜動脈塞栓症の術前診断は近年向上しており、治療については、⾎管内治療と緊急
開腹術が存在する。⼤量腸管切除⾏った症例では、短腸症候群にて予後が不良となること
も多いため、まずは⾎⾏再建にて⼤量腸管切除を回避し、壊死腸管の切除に移⾏すること
が望ましい。しかしながら、上記疾患を発症した場合、全⾝状態不良のため緊急開腹術が
困難な症例も少なくない。このような場合は、⾎管内治療のみが選択されることもあるが、
治療成績は必ずしも⾼くないのが現状である。今回⾎管内治療のみで救命しえた上腸間膜
動脈塞栓症の 2 例を経験したため、報告する。 
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⼀般演題〔IVR1〕 
 
 
 
 31. 神経線維腫症 1 型に伴う神経線維腫内の出⾎に対して動脈塞栓術を施⾏した 1 例  
 

○戸田憲作、小牧稔幸、正岡佳久、冨田晃司、宗友一晃、岡本聡一郎、梶田聡一郎、 

宇賀麻由、松井裕輔、生口俊浩、櫻井淳、平木隆夫、郷原英夫、金澤右 

岡山大学病院 放射線科 

 
症例は神経線維腫症 1 型（NF-1）で多発神経線維腫を有する 40 歳代⼥性。突然の頸部腫
脹にて当院へ救急搬送された。造影 CT では右頸部から縦隔を占拠する神経線維腫が腫瘤
内出⾎によって著明に腫⼤していた。腫瘤増⼤による気管圧排を認め、全⾝⿇酔下に緊急
で動脈塞栓術を施⾏した。⾎管造影にて腫瘤内部に複数の活動性出⾎像を認め、コイル塞
栓にて⽌⾎した。術中に原疾患による⾎管脆弱性に起因すると推定される新たな異常⾎管
拡張を⽣じ、追加でコイル塞栓を要した。術後は再出⾎なく経過した。今回我々は NF-1 の
神経線維腫内出⾎に対する塞栓術を経験したので、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
 
 
 
 
 
 
 32. 腹腔内出⾎で発症し肝動脈解離を伴う SAM が疑われた⼀例   
 

○福間省吾、小牧稔幸、宇賀麻由、宗友一晃、岡本聡一郎、梶田聡一郎、正岡佳久、冨田晃司、松

井裕輔、生口俊浩、櫻井淳、平木隆夫、郷原英夫、金澤右 

岡山大学病院 放射線科 

 
症例は 60 歳代⼥性。胃腸炎様の症状にて前医⼊院中にショックバイタルとなり、CT にて
腹腔内出⾎を認め当院に救急搬送された。造影 CT で左肝動脈に解離を伴う拡張像を認め、
出⾎源と推定された。また両肝動脈に数珠状の拡張像を認め、Segmental arterial mediolysis 
(SAM)が疑われた。緊急コイル塞栓術を施⾏し、解離部の isolation を⾏った。術後の全⾝
状態は安定して経過し、術後 6 ⽇⽬に転院した。SAM は動脈壁の中膜融解をきたす疾患で
あり、動脈瘤形成や出⾎の原因として重要である。今回 SAM が疑われる⼀例を経験したの
で、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
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⼀般演題〔IVR1〕 
 
 
 
 33. 腹腔動脈解離による後腹膜出⾎に対して塞栓術を施⾏した１例   
 

田邊雅也 1)、中島好晃 1)、三浦剛史 1)、宮﨑健介 2)、山下修 2) 

1) 山口県立総合医療センター 放射線科、2) 山口県立総合医療センター 外科 

 
症例は 60 歳代⼥性。⼼窩部痛、嘔気、嘔吐を主訴に当院救急外来を受診した。⼼電図や胸
腹⾻盤部単純 CT が施⾏されたが、明らかな原因は指摘困難であった。症状が強いため⼊
院加療となったが、⼊院 3 ⽇⽬に⾎圧低下、頻脈が出現した。全⾝造影 CT にて腹腔動脈
解離、横膵動脈仮性瘤および後腹膜を主体とした⾎腫がみられ、flow-related aneurysm の
破裂が疑われた。翌⽇、⾎管造影にて横膵動脈塞栓術が施⾏され、貧⾎の進⾏は改善、⽌
⾎が得られたので、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34. 脾動脈瘤塞栓術 3 例の検討   
 

○松本顕佑 1)、橋本政幸 1)、松木勉 1)、藤井進也 2) 

1) 鳥取市立病院放射線科、2) 鳥取大学放射線科 

 
当科で経験した脾動脈瘤塞栓術 3 例について報告する。症例は⼥性 1 例、男性 2 例。年齢
は 45〜67 歳。いずれも外科治療を含めた⼗分なインフォームドコンセントのうえ IVR 治
療を希望された。瘤径は 20〜45mm で 1 例は⼩径の紡錘状瘤を複数合併していた。塞栓術
は原則としてバルーンカテーテルによるフローコントロール下に⾦属コイルと NBCA-リ
ピオドールを⽤いて⾏った。塞栓術により瘤は全例で⾎栓化し、塞栓後 4〜9 ヶ⽉の観察期
間中、ダイナミック CT やドプラ US にて瘤内に⾎流の再開は認めていない。NBCA-リピオ
ドールの使⽤は、⾦属コイルの減量のみならず、瘤から分岐する細かい分枝⾎管の塞栓に
有⽤であった。 
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⼀般演題〔IVR2〕 
 
座⻑：⼭⻄伴明（⾼知⼤学 放射線医学講座） 【第２会場】 14:00〜14:40 
 
 35. 重症感染症・多臓器不全に合併した壊死性膵炎に対して IVR を駆使して救命し得た 1
例  
 

○松本顕佑 1)、橋本政幸 1)、松木勉 1)、藤井進也 2) 

1) 鳥取市立病院放射線科、2) 鳥取大学放射線科 

 
重症感染に伴う壊死性膵炎に対し IVR を駆使して救命し得た症例を経験したので報告する。
症例は 59 歳男性。糖尿病を背景に侵襲性肺炎球菌感染症・電撃性紫斑病・多臓器不全に壊
死性膵炎を合併した。膵実質内に形成された膿瘍に対し、内視鏡的経胃ドレナージが施⾏
されたが膿瘍内に動脈性出⾎を来し吐⾎しため緊急⾎管塞栓術にて⽌⾎した。その後ドレ
ーン脱落による膿瘍増⼤を認めたため CT ガイド下経⽪ドレナージを⾏った。ドレナージ
により膿瘍の縮⼩が得られたものの膵液の漏出が⻑期化したため内瘻術を計画していたと
ころ、膿瘍腔と主膵管、胃に⾃然瘻孔が形成され、ドレーン抜去、退院が可能となった。 
 
 
 
 
 
 
 36. 後腹膜膿瘍に対し鈍的穿刺にて安全なドレナージが可能であった 1 例  
 

◯森拓也、三谷英範、金子賢太郎、福本航、帖佐啓吾、馬場康貴、粟井和夫 

広島大学病院 放射線診断科 

 
74 歳男性。肝細胞癌の膵頭後部リンパ節転移の摘出術、術後膵頭部背側に膿瘍形成を認め
ていた。保存加療を⾏うもコントロール不能であり、膿瘍に対して CT ガイド下膿瘍ドレ
ナージを施⾏した。膿瘍に下⼤静脈が接しており、穿刺経路に結腸や腎が近接していたた
め、通常の穿刺では⾎管や臓器損傷の危険性が⾼いと考えられた。安全に⼿技を⾏うため、
7Fr.Dawson-Mueller drainage カテーテルを途中から鈍針を⽤いてシステムを進め、トロッ
カー法にて膿瘍腔に留置した。合併症なく⼿技は終了した。その後の CT で膿瘍腔の縮⼩
が認められた。 
鈍的穿刺による CT ガイド下ドレナージの報告は少ない。穿刺困難と思われる膿瘍に対し
て、鈍的なアプローチを併⽤することで安全なドレナージが可能と考えられた。 
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⼀般演題〔IVR2〕 
 
 
 
 37. EVAR 術前に下腸間膜動脈･腰動脈コイル塞栓術を⾏った⼀例  
 

○松浦史奈 1)、丸山光也 1)、上村朋未 1)、荒木久寿 1)、吉田理佳 1)、安藤慎司 1)、 

中村恩 1)、吉廻毅 1)、北垣一 1)、和田浩巳 2)、織田禎二 2) 

1) 島根大学医学部附属病院 放射線科、2) 同 心臓血管外科 

 
症例は 70 代男性。健康診断で施⾏された腹部超⾳波検査で最⼤短径 50mm の腹部⼤動脈
瘤を指摘され、EVAR（endovascular aortic repair）の⽅針となった。術前造影 CT で腹部⼤
動脈瘤から IMA(inferior mesenteric artery,Φ3mm)及び LA(lumbar artery, Φ1.5-2.5mm)の分
岐を認めた。EVAR 術後 Type Ⅱ endoleak 予防のため、EVAR 術前に IMA・LA に対するコ
イル塞栓術が施⾏された。EVAR 術後造影 CT では明らかな endoleak を認めなかった。EVAR
術後動脈瘤縮⼩は良好な⻑期予後予測因⼦であり、Type Ⅱ endoleak は動脈瘤⾮縮⼩因⼦
である。更に EVAR 術後 Type Ⅱ endoleak に対する経動脈的コイル塞栓は再発が多いとさ
れている。⾃験例を含め、EVAR 術前の IMA・LA に対するコイル塞栓術の有⽤性を検討す
る。 
 
 
 
 
 38. VATS マーカー留置時に肺裂傷による⾼度気胸を⽣じた 2 例   
 

○宗友一晃、松井裕輔、平木隆夫、生口俊浩、冨田晃司、宇賀麻由、梶田聡一郎、 

小牧稔幸、岡本 聡一郎、郷原英夫、金澤右 

岡山大学 放射線科 

 
VATS マーカー留置術の合併症の 1 つに気胸があるが、⼤半は軽度に留まる。今回、VATS
マーカー留置時に肺裂傷による⾼度気胸を⽣じた 2 例を経験したので報告する。 
1 例は 50 歳台⼥性。左肺 S10 の病変に対し、CT ガイド下にマーカー留置を施⾏した。留
置直後より⾼度気胸が⽣じたため、胸腔ドレナージチューブを留置し、その後予定通り⼿
術が施⾏された。 
1 例は 80 歳台男性。右肺 S6 の病変に対し、マーカー留置を施⾏した。穿刺針が胸膜を超
えた直後より急速に⾼度気胸を⽣じた。胸腔ドレナージチューブを挿⼊し脱気を施⾏しな
がらマーカーを留置し、その後予定通り⼿術が施⾏された。 
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⼀般演題〔IVR2〕 
 
 
 
 39. 肺動脈塞栓療法を含む集学的治療が奏功した肺癌の１例   
 

〇中村一彦，井上千恵，松末英司 

鳥取県立中央病院 放射線科 

 
症例は 60 歳代の男性。⼤量喀⾎をきたし、当院救急外来を受診した。胸部 CT 上、左上葉
肺癌が疑われ、気管⽀動脈塞栓術の⽬的にて当科紹介となった。⾎管造影上、左上葉を置
換する腫瘍は左気管⽀動脈への浸潤閉塞を伴っており、腫瘍⾎管である左内胸動脈の塞栓
を⾏った。出⾎量は減少したが、胸部 3D-CTA 上、左肺動脈からの仮性動脈瘤の形成が認
められ、塞栓術後２⽇⽬には再び喀⾎を⽣じるようになった。そこで、左上葉の腫瘤に対
する放射線治療（total 30Gy/10fr.）を⾏い、再検 3D-CTA 上、仮性瘤は被包化された。しか
し、放射線治療終了５⽇後には再び⾎痰を⽣じるようになったため、左主肺動脈の⾎流遮
断下に detachable coil による左肺動脈上葉枝の塞栓を⾏った。その後、現在（2019.4.12）
に⾄るまで、気道出⾎は⽣じていない。 
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⼀般演題〔胸部・⾎管系 1〕 
 
座⻑：丸⼭光也（島根⼤学 放射線医学講座） 【第２会場】 14:42〜15:22 
 
 40. 下⼤静脈へ穿破し、動静脈瘻を形成した腹部⼤動脈瘤、総腸⾻動脈瘤の 4 症例 
 

〇小林誠 1)、杉本央 1)、津野田雅敏 1)、金澤右 2) 

1) 心臓病センター榊原病院放射線科、2) 岡山大学放射線科 

 
腹部⼤動脈瘤や腸⾻動脈瘤が静脈穿破することは稀であり、破裂例で 2〜4％、⾮破裂例で
0.2〜1.3％と報告されている。2010 年から 2019 年の 10 年間で腹部⼤動脈瘤下⼤静脈穿破
3 例、右総腸⾻動脈瘤下⼤静脈穿破 1 例を経験した。症例は 60 歳代〜70 歳代で、いずれ
も男性であった。急性発症が 3 例、慢性経過例が 1 例あり、急性発症例のうち 2 例はショ
ックや⼼肺停⽌に伴う意識障害を合併していた。診断には造影 CT が有⽤と考えられ、動
脈相で動静脈瘻が描出された。2 例が⼈⼯⾎管置換術、2 例が EVAR ( Endovascular aneurym 
repair ) で治療された。2 例で感染瘤が疑われ加療されたが、原因菌は検出されなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 41. 腹部の⾎管から分枝した気管⽀動脈が責任⾎管であった喀⾎の⼀例  
 

○權田拓郎 1)、小山司 1)、仕名野堅太郎 2)、牧嶋惇 3)、鎌田裕司 4) 

1) 公立八鹿病院 放射線科、2) 公立八鹿病院 内科、 

3) 鳥取市立病院 放射線科、4) 倉敷平成病院 放射線科 

 
症例は 70 歳代⼥性、喀⾎を主訴に受診。幼少期に結核の罹患歴があり、胸部 CT 上左肺野
全体が気管⽀拡張症を呈していた。造影 CT、⾎管造影では左胃動脈から左肺へ⾛⾏する分
枝があり、拡張・蛇⾏しており動脈瘤も指摘され、喀⾎の原因⾎管と考えられた。ゼラチ
ンスポンジ、コイルによる動脈塞栓術を施⾏し、その後⾎痰は消失、再発なく経過してい
る。気管⽀動脈が左胃動脈より起始することは稀であるため、若⼲の⽂献的考察を加えて
報告する。 
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 42. 冠動脈瘤を合併した冠動脈肺動脈瘻の⼀例  
 

○牧嶋惇 1)、橋本政幸 1)、松木勉 1)、小山司 2)、藤井進也 3) 

1) 鳥取市立放、2) 公立八鹿放、3) 鳥大放 

 
症例は 60 代、⼥性。全⾝倦怠感および持続する発熱のため近医受診された。レントゲンで
は肺炎を疑われ、当院紹介となった。精査⽬的に単純 CT を撮影したところ、前縦隔に異常
陰影を指摘された。肺炎治療⽬的に⼊院後、単純 MRI および dynamic CT にて更なる精査
を⾏った。画像上、冠動脈前下⾏枝から分岐した異常⾎管が動脈瘤へと流⼊した後、肺動
脈本幹へと流出しており、冠動脈瘤を合併した冠動脈肺動脈瘻が疑われた。その後他院循
環器外科へ紹介となり、冠動脈瘤切除術が⾏われ無事退院となった。 
前縦隔異常陰影及び冠動脈肺動脈瘻に特徴的な画像所⾒と併せ、若⼲の⽂献的考察を加え
て報告する。 
 
 
 
 
 
 
 43. 左室⼆腔症の⼀例   
 

○山本周平、岡田知久、吉田和樹、平井邦明、田邊裕貴、中村荘志、松田卓也、 

川口直人、城戸倫之、城戸輝仁、倉田聖、宮川正男、望月輝一 

愛媛大学医学部附属病院 放射線科 

 
症例は１９歳⼥性。中学 1 年⽣の⼼電図検診の際に不完全右脚ブロックを指摘された。以
後、定期的なフォローを⾏われていたが、胸痛の訴えもあることから精査⽬的に当院に紹
介された。⼼臓 CT、MRI で左室中隔から下壁にかけ副腔の形成を認め、左室⼆腔症が疑わ
れた。また、部分肺静脈還流異常の合併があった。左室⼆腔症は⾮常に稀な疾患で部分肺
静脈還流異常を合併した報告はないため、⽂献的な考察を追加して報告する。 
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 44. 右房⾎液嚢種の 1 例   
 

○高見康景、三田村克哉、田中賢一、則兼敬志、佐野村隆行、木村成秀、 

西山佳宏 

香川大学医学部 放射線医学講座 

 
症例は 70 歳代男性。C 型肝炎にて前医で経過観察中であった。AFP 上昇を認め、当院消化
器内科紹介受診。抗ウイルス療法前に撮影された造影 CT にて右房内に⼼房中隔に接着す
る有茎性腫瘤を認め、当院⼼臓⾎管外科紹介となった。MRI で腫瘤は可動性を認め、信号
パターンより粘液種が疑われた。 
右房内腫瘍摘出術が施⾏され、病理組織診断にて⾎液嚢種と診断された。右房の⾎液嚢種
は成⼈では極めて稀な疾患であり、⽂献的考察を含め報告する。 
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座⻑：⽥辺昌寛（⼭⼝⼤学 放射線医学講座） 【第２会場】 15:24〜15:56 
 
 45. クリプトコッカス髄膜炎を併発した肺クリプトコッカス症の⼀例  
 

◯亀田ふみ、国弘佳枝、伊東克能 

山口大学医学部放射線医学講座 

 
症例は 70 歳代⼥性。副腎癌に対し、1 ヶ⽉前に左副腎摘出術を⾏い、ステロイドの投与が
⾏われていた。発熱、膿性痰を主訴に受診し、CT で左肺下葉に多発結節、空洞性結節、浸
潤影を指摘され、⾎中クリプトコッカス抗原陽性、気管⽀鏡にて肺クリプトコッカスと診
断された。加療中に後頚部痛が出現し、MRI を施⾏され、造影 FLAIR 像で⼩脳や側頭葉、
脳幹部の脳表に増強効果を⽰す結節を認めた。髄液培養陽性であり、クリプトコッカス髄
膜炎と診断された。肺クリプトコッカス症は CT で結節が同⼀肺葉内に多発する傾向があ
るとされ、本症例でも同様の所が⾒られた。今回我々はステロイド投与中に発症し、髄膜
炎を併発した肺クリプトコッカス症の⼀例を経験したため、若⼲の⽂献的考察を含めて報
告する。 
 
 
 
 
 
 46. ステロイド加療中に出現した空洞形成肺腫瘤の⼀例  
 

◯西森美貴 1)、村田和子 1)、杉村夏樹 2)、池内昌彦 2)、山上卓士 1) 

1) 高知大学医学部附属病院 放射線科、2) 同 整形外科 

 
症例は 70 歳男性。2 型糖尿病の既往あり。Vogt-⼩柳-原⽥病でステロイド加療中だった。
左⾜関節部の腫脹、熱感のため当院整形外科に紹介され、下腿⽪下膿瘍を認めた。術前評
価⽬的に胸部 CT を撮像したところ、左肺下葉に約 65mm の空洞性腫瘤を認めた。2 週間
前の胸部 CT では明らかな腫瘤を認めず、画像上肺膿瘍が疑われた。⽪下膿瘍および肺膿
瘍からドレナージを施⾏し、⻩⾊ブドウ球菌が培養された。⻩⾊ブドウ球菌は肺で壊死性
の空洞病変を形成する傾向が強く、とくに免疫⼒低下を背景とした症例での空洞形成の報
告が多い。今回我々は短期間で出現した⻩⾊ブドウ球菌による肺膿瘍の⼀例を経験したた
め、若⼲の⽂献的考察を加え報告する。 
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 47. 当院における肺ノカルジア症の HRCT 所⾒の検討  
 

○井原あゆ美、室田真希子、石村茉莉子、福田有子、岡田隼、西山佳宏 

香川大学医学部放射線医学講座 

 
2002 年 3 ⽉から 2019 年 3 ⽉に当院における肺ノカルジア症で CT 検査を受けた患者 7 例
を、後⽅視的に検討した。患者の平均年齢は 67 歳、男性 5 例、⼥性 2 例。ステロイドの利
⽤による免疫不全患者が 5 例、免疫低下のない症例が 2 例であった。HRCT 所⾒は結節・
腫瘤が 6 例にみられ、全例が周囲に GGO を伴っていた。また、空洞（N=3）、⼩葉中⼼性
陰影（N=2）、⼩葉間隔壁の肥厚（N=2）、気管⽀拡張（N=2）も認められた。胸⽔は 3 例、
胸膜肥厚は 2 例であった。リンパ節腫脹を伴う症例は 3 例であった。肺ノカルジア症の CT
所⾒の報告に関する⽂献的考察を含め報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 48. 乳房マンソン孤⾍症の 1 例   
 

〇児嶋優一、神吉昭彦、外園英光、林田稔、山本亮、玉田勉 

川崎医科大学 放射線診断学 

 
 症例は 90 歳代⼥性。20XX 年に左乳房腫瘤を⾃覚して当院を受診。精査の乳房超⾳波検
査で腫瘤を認め、針⽣検が施⾏された。針⽣検の結果、乾酪壊死や⼩型⽯灰化を認め、マ
ンソン孤⾍症の可能性が疑われた。切除が予定されたが、その後腫瘤が消失したため、経
過観察となった。2 年後に再び左乳房腫瘤を⾃覚。再度精査が⾏われ、乳房超⾳波検査で左
乳房 D 領域に境界不明瞭な等エコー腫瘤を認め、造影 dynamic MRI では同部位に辺縁に強
い造影効果を有する管状構造を認めた。診断・治療⽬的で⼿術が⾏われ、マンソン孤⾍症
と診断された。 
 ⾮常に稀な乳房マンソン孤⾍症の 1 例を経験したので、若⼲の⽂献的考察を加えて報告
する。 
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座⻑：⼣永裕⼠（⿃取⼤学 画像診断治療学分野） 【第２会場】 15:58〜16:38 
 
 49. 両側びまん性陰影を来した肺腺癌の 1 例  
 

〇永田まりあ 1)、丸中三菜子 1)、田邊新 1)、向井敬 1)、清水光春 1)、新屋晴孝 1) 

髙田健二 2)、萱谷紘枝 2)、柴山卓夫 2) 、金澤右 3) 

1) 岡山医療センター 放射線科、2) 同 呼吸器内科、3) 岡山大学病院 放射線科 

 
症例は 60 歳代⼥性。⾼ CEA ⾎症の精査での前医 CT で両肺びまん性にすりガラス影を認
め、過敏性肺臓炎を疑い経過観察となっていた。 
3 年後、すりガラス影には変化を認めなかったが右 S3 の結節影の増⼤を認め、肺癌が疑わ
れた。過敏性肺臓炎精査のための BAL・TBLB では異常所⾒を認めなかった。肺癌の診断
的治療、すりガラス影の精査⽬的で VATS を施⾏した結果、右 S3 結節は Papillary 
adenocarcinoma、周囲のびまん性すりガラス影は Lepidic adenocarcinoma であった。Lepidic 
adenocarcinoma は多彩な陰影を呈しうるが、両側対称性にびまん性すりガラス影を呈する
報告は稀であり、若⼲の⽂献的考察を踏まえて報告する。 
 
 
 
 
 50. 異なる画像所⾒を⽰した硬化性肺胞上⽪腫の２例  
 

○細川貴晶 1)、德永 伸子 1)、細川浩平 1)、桐山郁子 1)、清水輝彦 1)、酒井伸也 1)、 

菅原敬文 1)、末久 弘 2)、山下素弘 2)、寺本典弘 3) 

1) 国立病院機構四国がんセンター 放射線診断科、2) 同 呼吸器外科、3) 同 病理科 

 
症例 1 は 70 代⼥性。右下葉に境界明瞭、辺縁平滑な 3 cm ⼤の腫瘤あり。内部濃度は均⼀
で粗⼤な⽯灰化を伴い、弱い漸増性の造影効果、FDG 集積(SUVmax = 4.5)を⽰した。症例
2 は 70 代⼥性。右中葉に境界明瞭、辺縁平滑な 1 cm ⼤の結節あり。内部濃度は均⼀で、
⽐較的良好な造影効果を⽰し、FDG 集積は乏しかった。共に⼿術で硬化性肺胞上⽪腫と診
断された。 
硬化性肺胞上⽪腫は稀な良性腫瘍であり、組織構成により画像所⾒が異なるとされる。今
回経験した 2 症例について若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
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 51. ⾮典型分布を⽰した肺原発性平滑筋⾁腫の⼀例  
 

岸本美聡 1)、柳川崇 2)、吉田弘太郎 1)、藤井進也 3) 

1) 浜田医療センター 放射線科、2) 同 呼吸器内科、3) 鳥取大学医学部附属病院 放射線科 

 
80 代男性。胸部 CT にて両肺野にランダムに分布する多発⼩結節を認めた。⾎液検査で肺
癌腫瘍マーカーの上昇あり、肺癌の肺内転移を疑い組織学検査⽬的に針⽣検を⾏った。病
理検査にて平滑筋⾁腫と診断された。多発肺結節を呈する平滑筋⾁腫はほぼ⼦宮平滑筋⾁
腫もしくは平滑筋⾁腫からの転移性といわれているが、本症例は男性かつ原発巣となり得
る病変が認められなかった。肺原発平滑筋⾁腫は概して孤発性と知られているが、本症例
は多発⼩結節型を呈する稀な症例であったので、⽂献的考察を交えて報告する。 
 
 
 
 
 
 
 52. ループス腎炎治療中にびまん性肺胞出⾎の急激な増悪をきたした⼀例   
 

〇大槻花穂、正岡佳久、福原隆一郎、小河七子、坪井有加、丸川洋平、田中高志、 

児島克英、金澤右 

岡山大学病院 放射線科 

 
症例は 19 歳男性。⽪疹、顔⾯浮腫の症状が出現し、精査にてループス腎炎と診断された。
腎不全の進⾏により、⾎液透析も開始された。治療開始後、CT で左肺主体に陰影を認め肺
炎が疑われたが、抗⽣剤治療後も陰影は増悪し、貧⾎進⾏もあったため肺胞出⾎が疑われ
た。その後 BAL にて肺胞出⾎と診断されたが、さらに急激に呼吸状態が悪化しや⼤量喀⾎
をきたし、CT にて著明な増悪を認めた。全⾝性エリテマトーデス患者における肺胞出⾎の
合併頻度は低いが、発症すると重篤である。今回、びまん性肺胞出⾎の急激な増悪をきた
した⼀例を経験したため、若⼲の⽂献的考察を加えて報告する。 
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 53. ANCA 関連⾎管炎性中⽿炎の⼀例 
 

〇熊澤高雄 1)、小山貴 1)、奥村明 1)、脇大輔 2) 

1) 倉敷中央病院 放射線診断科、2) 同 内分泌代謝・リウマチ内科 

 
症例は 74 歳⼥性。1 年前より右難聴、1 か⽉前より右下位脳神経⿇痺が⽣じ受診。CT で右
中⽿及び乳突蜂巣に充満する軟部影を認めた。MRI では中⽿内は T2WI ⾼信号域を呈した
が、乳突蜂巣、錐体先端部は⾼信号域の内部に⼀部低信号域が⾒られた。周囲軟組組織に
は腫脹と造影効果を認めた。同時に硬膜に肥厚と造影効果が⾒られ、ANCA 関連⾎管炎に
伴う肥厚性硬膜炎と中⽿炎を疑った。MPO-ANCA が陽性であり、上記診断を確認した。本
疾患は難治性中⽿炎の⼀つであり、治療介⼊が遅れることにより後遺症が残る可能性もあ
ることから早期診断の意義が⼤きい。⾁芽を反映していると思われる T2WI での低信号域、
肥厚性硬膜炎の存在から本疾患の可能性を疑うことが重要である。 
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座⻑：坂根寛晃（広島⼤学 放射線診断科） 【第１会場】  9:40〜10:12 
 
 54. 稀な経過を辿った頚椎滑膜嚢胞の１例  
 

〇左村和磨 1)、田中高志 1)、福原隆一郎 1)、小河七子 1)、坪井有加 1)、丸川洋平 1)、 

正岡佳久 1)、児島克英 1)、柳井広之 2)、金澤右 1) 

1) 岡山大学病院 放射線科、2) 同 病理診断科 

 
症例は 70 歳代男性。2 週間前より両下肢の痺れ、脱⼒が出現、増悪傾向のため、精査加療
⽬的に当院紹介となった。頚胸椎 MRI にて、C7/Th1 レベルの脊柱管内後⽅両側に T2WI で
不均⼀な⾼信号、T1WI で低信号な腫瘤性病変を認め、⾼度の脊柱管狭窄を呈していた。造
影 T1WI では辺縁主体に造影効果を認め、両側椎間関節周囲にも造影効果が⾒られた。椎
間関節炎および滑膜嚢胞が疑われ、除圧⽬的に⼿術が施⾏された。病理では腫瘍や感染を
疑う所⾒は認めず、滑膜嚢胞と診断された。脊髄症を呈し稀な経過を辿った頚椎滑膜嚢胞
の 1 例を経験し報告した。 
 
 
 
 
 
 
 55. 仙⾻腫瘍の経⽪的針⽣検により診断された POEMS 症候群の⼀例  
 

〇栗山香織 1)、小山貴 1)、石坂幸雄 1)、伊藤久尊 1)、早田洋樹 2)、石井文彩 3)、能登原憲司 3) 

1) 倉敷中央病院 放射線診断科、2) 同 血液内科、3) 同 病理診断科 

 
症例は 70 代男性。四年前から出現した右⾜底部の違和感は半年前から右下腿に広がり、そ
の後徐々に左下腿や両⼿指に異常感覚が拡⼤し近医を受診した。腰椎 MRI で仙⾻に腫瘤性
病変を認め、当院を紹介受診した。⾎液検査で M 蛋⽩が陽性であった。CT で仙⾻に周囲
に硬化性変化を伴う溶⾻性病変を認め、背側部に⾻⽪質の断裂を伴っていた。超⾳波を補
助的に⽤いて CT ガイド下に⾻⽪質の断裂部から⽣検を施⾏した。病理で形質細胞の腫瘍
性増殖を認め、最終的に POEMS 症候群と診断された。多発神経障害、M 蛋⽩陽性である
患者に硬化性変化もしくは溶⾻性変化を伴う⾻病変が存在する場合、POEMS 症候群が考
えられる。⾻病変に対する⽣検が可能な場合には、侵襲の少ない経⽪的⽣検は POEMS 症
候群の診断に寄与する。 
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 56. ⽇本紅斑熱の⼀例  
 

北村弘樹 

香川県厚生連 屋島総合病院 放射線科 

 
⽇本紅斑熱は偏性細胞寄⽣細菌の⼀種である Rickettsia.japonica (⽇本紅斑熱リケッチア）
による感染症であり、発熱・発疹・刺し⼝を三主徴とする。⽐較的稀な感染症であり、⽇
常臨床では臨床背景・症状、⾝体所⾒などから診断されることが多いことから、放射線科
医師にはあまりなじみがない疾患であるが、近年増加傾向にあり、最近の画像検査の増加
と相まって不明熱の精査などで放射線科医が遭遇する機会も増えてくるかと思われる。今
回初診時における CT 画像所⾒が⽇本紅斑熱の診断に寄与した⼀例を経験したので、若⼲
の⽂献的考察を加え報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 57. 当院における全⾝拡散強調画像（DWIBS）の使⽤経験とその有⽤性   
 

◯平塚義康 1)、山本大地 2)、井上由衣 2) 

1) 市立八幡浜総合病院 放射線科、2) 同 放射線室 

 
当院では 2017 年 9 ⽉より全⾝拡散強調画像（DWIBS）の撮像を⾏っている。使⽤機器は
1.5 テスラ MRI 装置、外⽿道から⼤腿中部の範囲を 29cm/station、計 3station（約 12 分）
で撮像し、横断像に加え階調を反転させた MIP・MPR 冠状断像等を再構成し診断に⽤いて
いる。これまで 47 症例に対し検査を施⾏、検査⽬的は不明熱 14 例、悪性腫瘍原発・転移
評価 21 例、その他 12 例であった。不明熱の原因検索⽬的で撮像された 14 例のうち、6 例
で原因疾患の特定に⾄った。また DWIBS により悪性腫瘍の診断に繋がった症例は 10 例で
あった。DWIBS は⾮侵襲的で⽐較的簡便な検査であり、悪性腫瘍・転移評価以外の疾患に
対しても有⽤性が⾼く、診断能の向上が期待できる。 
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座⻑：村⽥和⼦（⾼知⼤学 放射線医学講座） 【第１会場】 10:14〜10:46 
 
 58. 放射線検査による積算被ばく線量と染⾊体異常頻度の関連についての検討  
 

○坂根寛晃、福本航、松原佳子、寺田大晃、田代聡、粟井和夫 

広島大学大学院 放射線診断学 

 
⽬的：過去に受けてきた検査に伴う放射線被ばくが染⾊体異常頻度に及ぼす影響を検討し
た。⽅法：胸部外科外来通院中の患者のうち、同意の得られた 193 ⼈を対象として採⾎を
⾏った。得られた⾎液サンプルより末梢⾎リンパ球を分離した後、PNA-FISH 法により末
梢⾎リンパ球における染⾊体異常数を計測した。対象者が過去に受けた放射線検査の被ば
くデータを含む患者背景因⼦と染⾊体異常頻度との関連を、重回帰分析により解析した。
結果：検査回数と積算線量は染⾊体異常頻度に有意な影響を及ぼした。結論：検査レベル
の放射線被ばくでも、末梢⾎リンパ球に染⾊体異常が蓄積されていることが⽰唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 59. 広島⼤学における死因究明教育研究センターの活動報告  
 

○福本航、浦岡直礼、岡広子、香西克之、奈女良昭、長尾正崇、安井弥、粟井和夫  

広島大学 大学院医系科学研究科 死因究明教育研究センター 

 
広島⼤学では平成 29 年 6 ⽉に死因究明に必要な分野横断型専⾨家の育成や死後画像診断
などの死因究明の資質向上、死因究明学研究の推進を⽬的として、死因究明教育研究セン
ターが設⽴された。 
当施設ではこれまで死因究明を⽬的として死後 CT を 16 件撮影しているが、その読影には
死後変化や蘇⽣処置後変化、外的要因が加わるため、専⾨的な知識を要する。 
死因究明教育研究センターでの活動について、症例を交えて報告する。 
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 60. 当院および⿃取県における原⼦⼒災害医療の取り組みについて  
 

〇中村一彦 1)、小谷怜 2)  

1) 鳥取県立中央病院 放射線科、2) 同 中央放射線室 

 
⿃取県は、島根県の「中国電⼒島根原⼦⼒発電所」および岡⼭県の「⽇本原⼦⼒研究開発
機構⼈形峠環境技術センター」に隣接する「⽴地道府県等」に相当する。2011 年 3 ⽉の東
京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故後、「原⼦⼒災害対策特別措置法」が改正され、⽴地道
府県等は「原⼦⼒災害拠点病院」の指定を⾏わなければならないことが明記された。さら
に同指針の原⼦⼒災害拠点病院等の施設要件は、2018 年 7 ⽉ 25 ⽇に全部改正された。⿃
取県の基幹災害拠点病院であり、旧２次被ばく医療機関である当院は、原⼦⼒災害医療派
遣チーム専⾨研修（2017.3.3〜3.4）の受講を経て、2018 年 3 ⽉ 15 ⽇に⿃取県知事より原
⼦⼒災害拠点病院に指定され、2019 年 3 ⽉ 14 ⽇に県との原⼦⼒災害医療派遣チーム派遣
協定を全国で初めて締結した。当院の取組ならびに今後の課題と原⼦⼒災害医療派遣チー
ムとして参加した今年度の⿃取県原⼦⼒防災訓練の模様を紹介する。 
 
 
 
 
 61. 胆嚢 Pseudosarcomatous myofibroblastic proliferation(PMP)の 1 例   
 

○丸山美菜子 1)、松村武史 1)、土江洋二 1)、金﨑佳子 1)、湯浅貢司 1)、児玉光史 1)、 

大沼秀行 2)、三宅達也 3)、金澤旭宣 4) 

1) 島根県立中央病院 放射線科、2) 同 病理組織診断科、3) 同 肝臓内科、4) 同 外科 

 
50 歳代⼥性。B 型肝硬変で当院肝臓内科通院中。胆⽯性急性胆嚢炎にて経⽪経肝胆嚢吸引
穿刺施⾏。穿刺後胆嚢内出⾎があったが、⾃然⽌⾎した。3 ヶ⽉後腹痛が出現。⻩疸増悪、
肝胆道系酵素・PIVKAⅡ上昇あり、造影 CT 施⾏。動脈相濃染する 3mm の隆起性病変を胆
嚢底部に認めた。その 1 ヶ⽉後の Gd-EOB-DTPA 造影 MRI で上記隆起性病変は 9mm に増
⼤した。胆嚢摘出術が施⾏され、病理診断は PMP であった。PMP は異型性に乏しい筋線
維芽細胞の増殖を主体とする稀な良性病変で、外傷や⼿術後に発⽣する。画像/病理所⾒を
報告する。 
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座⻑：外礒千智(徳島⼤学病院 放射線治療科) 【第２会場】  9:40〜10:20 
 
 62. 上咽頭明細胞癌に対し放射線治療を施⾏した１例  
 

○大野凌 1)、渡邉謙太 1)、松崎秀信 2)、片山敬久 1)、勝井邦彰 1)、平木隆夫 1)、金澤右 1) 

1) 岡山大学病院 放射線科 2) 同 歯科放射線科・口腔診断科 

 
 症例は男性。右⽿閉感を主訴に近医⽿⿐科受診し、上咽頭腫瘤を指摘、⽣検にて明細胞
癌（T2N0M0 stageⅡ）と診断され、当院紹介となった。化学療法が有効であるエビデンス
もないため、放射線治療単独（上咽頭局所に 70Gy/35fr、予防領域無し）を施⾏した。治療
終了後 3 ヵ⽉の CT にて治療前と⽐較し腫瘤サイズはほぼ変わらず、再⽣検が施⾏され、
腫瘤の残存が確認された。⽣検時に可動性があり、切除可能であると判断され、上咽頭癌
切除術が施⾏され、腫瘍の核出を⾏うことが出来た。今回我々は上咽頭明細胞癌という稀
な疾患を経験したため⽂献的考察を加え報告をする。 
 
 
 
 
 
 
 
 63. 限局性喉頭原発⼩細胞癌に対し IMRT で加速過分割照射を⾏った⼀例  
 

○坂口弘美、内田伸恵、谷野朋彦、北川寛、藤井進也 

鳥取大学医学部 病態解析医学講座 画像診断治療学分野 

 
症例は 70 代男性。喉頭原発⼩細胞癌 cT3N1M0 stageⅢと診断され、肺原発に準じた同時
化学放射線療法の⽅針となった。強度変調放射線治療（IMRT）による加速過分割照射（AHF）
45Gy/30 回を⾏った。Grade3 の急性期有害事象として咽頭粘膜炎、好中球減少を認めたが、
対症療法で改善した。開始後 3 週⽬で内視鏡上原発巣消失、3 ヵ⽉後の PET-CT で原発巣、
左頚部リンパ節への集積消失が確認された。6 ヵ⽉後の造影 CT で多発肝転移を認め再発と
診断、その後化学療法施⾏されるも増悪し治療開始後 8 ヶ⽉で永眠された。その間も原発
巣の制御は良好であった。喉頭原発⼩細胞癌は極めて稀な疾患であり、その治療法は確⽴
されていない。今回我々は AHF を IMRT にて⾏い、良好な局所制御が得られた⼀例を経験
したので⽂献的考察を加え報告する。 
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 64. 中下咽頭癌・胸部⾷道癌の同時重複癌に対する同時放射線治療の検討  
 

〇高橋一平、亀岡翼、越智雅則、今野伸樹、竹内有樹、西淵いくの、河原大輔、 

三木健太郎、齋藤明登、木村智樹、村上祐司、永田靖 

広島大学 放射線腫瘍学 

 
2016〜2018 年に中下咽頭癌・胸部⾷道癌の同時重複癌に対して同時に根治的 RT を⾏った
5 例について照射法や忍容性を検討した。全例男性、咽頭癌は中下咽頭重複 1 例、下咽頭 2
例、中咽頭 2 例、病期は II 期 1 例、III 期 2 例、III 期+0 期 1 例、IVA 期 1 例、⾷道癌は Ut2
例、Mt3 例、病期は I 期 4 例、III 期が 1 例であった。頭頚部は VMAT、⾷道は 3D-CRT の
2 アイソセンターで、2〜3cm 程度照射野間の距離をとるよう計画した。総線量中央値は咽
頭 70 Gy、⾷道 60 Gy、4 例で CDDP を併⽤した。全例で休⽌期間なく RT 完遂可能で、奏
効率は CR：4 例、PR：1 例。急性期有害事象は、咽頭/⾷道炎 G2：2 例、G3：3 例、⽪膚
炎 G2：3 例、G3：2 例。オピオイドは 3 例、経管栄養は 1 例に要したが、RT 後 2 ヶ⽉以
降では全例普通⾷摂取可能であった。重篤な晩期有害事象は認めていない。本治療が頭頸
部⾷道同時重複癌の治療選択肢となりうることが⽰唆された。 
 
 
 
 65. 当院における中咽頭癌に対する放射線治療成績の検討   
 

○高岡友紀子、松木弘量、井上武、三木均 

愛媛県立中央病院 放射線科 

 
[⽬的]当院における中咽頭癌に対する放射線療治療成績を明らかにする。 [⽅法]2006 年 
7 ⽉から 2018 年 7 ⽉までに中咽頭癌に対して放射線治療を施⾏した 43 例が対象。年齢の
中央値は 62 歳。男性 36 例、⼥性 7 例。臨床病期（UICC7 版）はⅠ/Ⅱ/Ⅲ/ⅣA/ⅣB 期が
2/5/8/25/3 例。p16 免疫染⾊は陽性/陰性/不明が 27/14/2 例。総線量は 60〜70Gy。同時化
学放射線療法を原則としたが、6 例が放射線治療単独であった。[結果]観察期間中央値は 33
ヶ⽉。全症例の OS は 72％、PFS は 65％。p16 陽性例の OS は 89％、PFS は 82％、p16 陰
性例の OS は 44％、 PFS は 38％で各有意差を認めた。[結語]p16 陽性例中咽頭癌は p16 陰
性例と⽐べ良好な治療成績を⽰した。 
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 66. まれな眼部脂腺癌に対して放射線治療で制御しえた 3 例   
 

○德堂睦美 1)、稗田洋子 1)、伊元祐貴 1)、植敦士 1)、杉原一暢 2)、兒玉達夫 3)、 

谷戸正樹 2)、丸山理留敬 4)、玉置幸久 1) 

1) 島根大学医学部附属病院 放射線治療科、2) 同 眼科、3) 同 先端がん治療センター、 

4) 同 病理診断科 

 
脂腺癌は眼瞼以外での発⽣はまれである。放射線治療抵抗性とされ、治療の第⼀選択は外
科的切除であるが、切除が困難な場合に放射線治療が施⾏され奏功した報告も⾒られる。
今回我々は、2012 年 4 ⽉から 2019 年 3 ⽉において、眼部に発⽣した脂腺癌 3 例を経験し
た。処⽅線量は 66-70Gy とし、 X 線または電⼦線を⽤いて、根治または術後照射を⾏い、
3 例ともに良好な局所制御を得た。晩期有害事象を含めて当院での⾃験例を提⽰し、若⼲
の⽂献的考察を加えて報告する。 
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座⻑：⽚⼭敬久（岡⼭⼤学 放射線医学教室） 【第２会場】 10:22〜11:02 
 
 67. 放射線治療を施⾏した乳房原発悪性リンパ腫の 1 例  
 

○喜田有佳里、外礒千智、久保亜貴子、川中崇、古谷俊介、生島仁史、原田雅史 

徳島大学病院 放射線科 

 
症例は 40 歳代の⼥性、20XX 年に左乳房腫瘤を⾃覚し悪性リンパ腫と診断された。化学療
法と局所への放射線治療により CR となったが、20XX+3 年左乳房に再発、化学療法を⾏い
2nd CR となった。20XX＋5 年左乳房腫瘤が再度出現し化学療法や⼿術を⾏うも制御できず
当科へ紹介された。左乳房に放射線治療を施⾏しその後も化学療法を継続していたが、
20XX+9 年に対側乳房に再発したため右乳房にも照射を施⾏。照射後 9 年が経過するが、
明らかな再発は認めていない。 
乳房原発悪性リンパ腫は稀な疾患であるため標準治療は定まっておらず、節性の DLBCL に
準じて R-CHOP 療法±放射線治療が⾏われる事が多い。本症例では放射線治療が局所制御
に重要な役割を果たしたと考えられる。 
 
 
 
 
 
 68. 当院における⾼齢者⾷道癌に対する根治照射の治療成績  
 

○鳥塚大地、境恵輔、君野元規、堤ゆり江、秋元麻未、板坂聡 

倉敷中央病院放射線治療科 

 
[⽬的・⽅法]根治照射を施⾏し、また半年以上追跡可能であった⾼齢者⾷道癌(80 歳以上)24
例について後⽅視的に検討を⾏った。全例が男性であり、年齢中央値 82.5(81-86)であった。
組織型は全例扁平上⽪癌であった。TNM 分類(UICC 8th)での cStage の内訳は I/II/III/Ⅳ
A=10/5/6/3 であり、同時化学療法施⾏例、照射単独例はそれぞれ１２例であった。 
[結果] 観察期間の中央値は 20.7 ヶ⽉(6.0 ヶ⽉〜80.1 ヶ⽉)であり、2 年全⽣存率、   2 年
無再発⽣存率はそれぞれ、48%、39.6%であった。Gr3 以上の急性期、晩期有害事象は認め
なかった。 
[結後]当院での⾼齢者⾷道癌に対する治療成績を報告する。 
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 69. 胃悪性リンパ腫照射期間中の胃の体積変化に関する検討  
 

〇西出崇将、高橋重雄、穴田雅英、木下敏史、柴田徹 

香川大 放治 

 
⽬的：胃悪性リンパ腫（ML） 照射期間中の胃の体積変化を検討する。 
⽅法：対象は胃 ML に呼気停⽌画像誘導放射線治療（BH-IGRT）が⾏われた 6 例。計画時
の 3 回の BH-CT の胃を合算し、胃-Plan を作成した。照射毎の BH-CBCT（17 回/例）に治
療医 2 名が独⽴で胃を輪郭⼊⼒し、胃-CBCT-Obs1/2 を作成した。 
結果：胃-Plan、胃-CBCT-Obs1/2 の体積中央値（範囲）は 246cc（147-269cc）、179cc（104-
375cc）/165cc（94-301cc）であった。全 102 回中 6 回（6%）で、胃-CBCT-Obs1/2 とも
に胃-Plan より体積が⼤きく、その主因はガスであった。 
結語:胃 ML の BH-IGRT ではガスによる胃の体積増加に留意すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 70. 術前化学放射線療法(24Gy)で著効した肺扁平上⽪癌の⼀例   
 

河田裕二郎 1)、林貴史 1)、神谷伸彦 2)、釋舍竜司 2)、余田栄作 2)、加藤勝也 1)、平塚 純一 2) 

1) 川崎医科大学総合医療センター 放射線科、2) 川崎医科大学附属病院 放射線科(治療) 

 
【症例】66 歳⼥性、右中葉扁平上⽪肺癌(cT3N0M0 cStageⅡB)【既往歴】特記事項なし【経
過】右肺⾨⾎管を巻き込み右肺全摘となる為、2 葉切除を⽬指して術前化学放射線療法の
⽅針となった。CDDP+DOC 併⽤で 44Gy/22F の予定で開始した。24Gy/12F の時点で発熱
があり、CT にて腫瘍周囲の肺野に浸潤影が出現。細菌性肺炎を疑い照射を中⽌し抗菌薬投
与を開始した。フォローの CT で浸潤影は増悪傾向だった。気管⽀鏡を施⾏し、間質性肺炎
と診断。照射続⾏困難と考え、術前療法を中⽌し右肺全摘を⾏った。病理の結果、右肺癌
はほぼ消失していた。【まとめ】24Gy で著効した稀な症例を経験したので⽂献的考察を交
えて報告する。 
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 71. 当院における原発性肺癌に対する定位照射の治療成績   
 

○牧田憲二 1)、濱本泰 2)、武田秀樹 1)、真鍋俊治 1) 

1) 済生会今治 放、2) 愛媛大 放 

 
原発性肺癌に対する定位照射の治療成績を検討した。2013 年 4 ⽉〜2019 年 3 ⽉に当院で
肺定位照射を施⾏した 16 症例 21 病変を対象とした。腫瘍の最⼤径は 12〜44 mm（中央値
21 mm）で、T1b/T1c/T2a/T2b＝9/5/5/2(UICC 8 版)であった。アイソセンター処⽅で 44
〜60 Gy/4〜5 分割(中央値 50 Gy)を照射した。経過観察期間は 0.4〜43.1 か⽉（中央値 12.3
か⽉）である。2 年全⽣存率は 69％、2 年局所制御率は 88％であった。Grade 2 の放射線
肺炎は 5 病変（23.8％）で認めた。この内 4 病変で治療前の間質性陰影を認め、平均 4.1 か
⽉（2.3〜6.1 か⽉）で発症していた。経過観察期間は短いが、平均的な治療成績を⽰した。 
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座⻑：神⾕伸彦（川崎医科⼤学 放射線腫瘍学教室） 【第２会場】 11:04〜11:52 
 
 72. 免疫チェックポイント阻害薬併⽤放射線療法が著効した悪性⿊⾊腫の 1 例  
 

〇森川友郎 1)、濱本泰 1)、靍岡慎太郎 1)、高田紀子 1)、石川浩史 1)、戸澤麻美 2)、望月輝一 1) 

1) 愛媛大学 放、2) 同 形成 

 
症例は 70 歳代⼥性。悪性⿊⾊腫が疑われ当院を受診した。PET-CT で転移なく、切除、術
後化学療法を⾏った。1 年後、左⼤腿部⽪膚転移が新出し追加切除するも左⼤腿部⽪下リ
ンパ節転移が新出した。ニボルマブ、イピリムマブの順に投与したが左⿏径/⾻盤内リンパ
節の新出、⽪膚病変の増⼤を認めた。⽪膚病変に対して 30Gy/10 回の放射線療法施⾏後、
ペムブロリズマブを開始した。同部のコントロールは良好であったが、左⾻盤内リンパ節
転移が増⼤したため、6 コース⽬と同部への放射線治療（40Gy/20 回）を併⽤し、リンパ節
転移は縮⼩が得られた。その後計 18 クール施⾏し、初回放射線治療から 18 ヶ⽉の時点で
いずれの病変も制御できている。 
 
 
 
 
 
 73. High-grade astroblastoma に対する定位放射線治療の 1 例  
 

○島田知加子 1)、小林加奈 1)、樋口眞也 2)、川西裕 2)、上羽哲也 2) 

村上一郎 3)、山上卓士 1） 

1) 高知大学 放射線科、2) 同 脳神経外科、3) 同 病理診断部 

 
6 歳男児。MRI で左前頭葉に 6.5cm×5.5cm ⼤の境界明瞭な腫瘍病変を認め、⼿術が施⾏さ
れ high-grade astroblastoma と診断された。術後照射は施⾏されず術後 13 カ⽉で再発が疑
われた。再⼿術は⾏われず 36Gy/3Fr の定位放射線治療を施⾏した。照射後 1 年 8 カ⽉経
過し再発や有害事象なく経過している。high-grade astroblastoma の定位照射の報告は少な
く、若⼲の⽂献的考察を含めて報告する。 
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 74. 転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療成績  
 

○権丈雅浩、久保克麿、土井歓子、永田靖 

広島がん高精度放射線治療センター 

 
【⽬的】転移性脳腫瘍に対する当院の定位放射線治療の成績を報告する。 
【⽅法】2015 年 10 ⽉〜2017 年 9 ⽉に転移性脳腫瘍に対してリニアックで定位放射線治療
を⾏った 41 例（男性/⼥性 18/23）、75 病巣が対象。初回照射時年齢中央値は 67 歳(28-
90)。原発巣は肺癌/乳癌/消化器癌/その他が 21/7/4/9 例。腫瘍径中央値は 10mm(3-50)、
病変数は 1/2/3 個以上がそれぞれ 24/ 9/8 例。病巣毎の線量分割は 20Gy/1fr：12 病巣、
30Gy/3fr：28 病巣、35Gy/5fr：25 病巣、40Gy/8fr：1 病巣、その他：9 病巣。必要に応じて
治療期間中に MRI を追加撮像して計画修正を⾏った。 
【結果】経過観察期間中央値 11 ヶ⽉(1-32)で 1 年全⽣存率 49%、⽣存期間中央値 11 ヶ⽉、
1 年局所制御率 95%だった。6 ヶ⽉/1 年の頭蓋内制御率は 73%/49%で PTV 内再発を 2 例
認めた。晩期の脳壊死 Grade3 を 1 例に認めた。 
【結論】転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の局所制御率は良好。 
 
 
 75. 卵巣癌術後再発に対する IG-VMAT   
 

○赤木由紀夫 1)、小山矩 1)、大成妙 2)、直樹邦夫 2)、廣川裕 2) 

1) 広島平和ク 高精度放治セ、2) 同 がんドック健診セ 

 
【⽬的】卵巣癌術後再発に対して IG-VMAT を実施したので、その治療成績などを報告する
【対象】2009 年 11 ⽉〜2018 年 8 ⽉までにリンパ節転移、腹膜播種に対して治療した 25
症例 病理組織型は漿液性腺癌 16 例、類内膜癌 3 例、その他 6 例、臨床病期はⅠ期 4 例、
Ⅱ期 3 例、Ⅲ期 18 例。全例化学療法、2 例は放射線治療を受けていた【⽅法】PTV は
CTV+5mm と定義、PTV に対して総線量 60Gy＠D95≥90％/20 回（50〜69Gy/10〜23 回）
を実施した【結果】MST は 57 ヵ⽉（5〜112 ヵ⽉）、5 年⽣存率 54％であった G3 以上の
急性期有害事象は認めていないが、晩期有害事象として難治性⼗⼆指腸潰瘍 1 例、イレウ
ス 1 例、放射線腸炎 1 例を認めた【結論】卵巣癌術後再発に対する IG-VMAT は、化学療
法・放射線治療後の再燃例おいても安全かつ有効な治療法であると考えられた 
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 76. 3T 及び 1.5T MRI/CT の融合画像による前⽴腺癌シード治療後の線量計算における観
察者間の変動   
 

〇渡邉謙太 1)、片山敬久 1)、金澤右 1)、勝井邦彰 2)、松下利 3)、高本篤 4)、那須保友 4)、 

黒田昌宏 5)、武本充広 6)、井原弘貴 7) 

1) 岡山大 放、2) 同 陽子線、3) 同 医療技術部 放射線部門、4) 同 泌、 

5) 岡山大学院 保放射線技術、6) 姫路赤十字 放、7) 津山中央病院 放 

 
対象はシード治療後に 1.5T、3T MRI を撮像した 30 ⼈ずつ、計 60 ⼈の連続する患者。2 ⼈
の放射線腫瘍医で術後線量計算を⾏い、DVH パラメータ(前⽴腺 D90、V100、V150、尿道
D5、V150)について paired T 検定、Pearson の相関係数を⽤いて検討した。Pearson の相関
係数は 3.0T 群の⽅がいずれも⾼かった。また、paired T 検定では 3T 群では有意差はなか
ったが、1.5T 群では前⽴腺 D90、V100、V150 に有意差が⾒られた。前⽴腺癌シード治療
後の線量計算では 3T MRI を⽤いたほうが観察者間の変動が⼩さかった。 
 
 
 
 
 77. 前⽴腺癌シード治療の前向きコホート研究(J-POPS)におけるリスク群別治療成績と
再発因⼦   
 

○片山敬久 1)、金澤右 1)、中村和正 2)、萬篤憲 3)、斉藤史郎 4)、菊池隆 5)、福島雅典 5)、 

馬込大貴 6)、土器屋卓志 7) 

1) 岡山大学 医学部 放射線医学教室、2) 浜松医大 放腫、3) 東京医療セ 放治、 

4) 同 泌、5) 医療イノベーション推進セ、6) 駒澤大 診放技、7) 杏雲堂病院 放 

 
対象は、J-POPS で最初の 2 年間、コホート 1 で、シード単独あるいは外照射併⽤で治療さ
れた前⽴腺癌患者 2,316 例。経過観察期間中央値は 60.0 ヵ⽉。 
5 年⽣化学的⾮再発率は、低リスク群 1,028 例、中間リスク群 1,114 例、⾼リスク群 133 例
で、それぞれ 94.9%、92.7%、91.1%であった。多変量解析では、低リスク群：若年・診断
時 PSA ⾼値・前⽴腺 V100・D90 低値、中間リスク群：Gleason score (GS)⾼値・ホルモン
療法無し・⽣検陽性率⾼値、⾼リスク群：GS ⾼値・⽣検陽性率⾼値が⽣化学的再発と有意
に相関していた。 
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座⻑：川⼝直⼈（愛媛⼤学 放射線医学室） 【第１会場】 11:00〜11:48 
 
 1. 18F-fluoromisonidazole PET による悪性神経膠腫の IDH1 遺伝⼦変異の予測  
 

〇三田村克哉、山本由佳、藤本憲吾、奥田花江、西山佳宏 

香川大学医学部放射線医学講座 

 
【⽬的】18F-fluoromisonidazole(FMISO)PET が悪性神経膠腫の isocitrate dehydrogenase 
enzyme isoforms 1(IDH1)遺伝⼦変異の予測に有⽤であるかを検討した。【⽅法】対象は治療
前の悪性神経膠腫 39 例。PET の評価として、最⼤ SUV とテクスチャー解析による 6 種類
のパラメータを算出した。【結果】全例で腫瘍に FMISO 集積を認めた。IDH1 遺伝⼦変異は
14 例に認めた。SUV と 6 種類のテクスチャー解析パラメータすべてにおいて、IDH1 変異
の有無の間に有意な違いがみられた。【結論】FMISO PET は悪性神経膠腫の IDH1 遺伝⼦変
異の予測に有⽤である可能性が⽰唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 肺重量補正 FDG PET/CT 像による肺気腫の FDG 集積の検討  
 

○菅 一能 1)、木下貴治 2)、玉井 義隆 2)、平野靖 3)、平野網彦 4) 

1) セントヒル病院放、2) 同 放部、3) 山口大学工学部、4) 同 呼吸器科 

 
肺気腫では炎症細胞浸潤が病因となり炎症細胞に摂取される F-18-FDG が集積亢進する可
能性があるが、肺胞破壊で肺組織量が減少し空気量が多く部分体積効果により集積が過⼩
評価される。肺 FDG 集積を肺重量補正 FDG PET/CT 像を作成し肺気腫群 21 例と健常群 20
例、肺気腫の肺癌合併例群 25 例を⽐較した。視覚的に補正 PET/CT 像上、健常例では肺全
体に均等な FDG 分布を認めたが、肺気腫例では上肺野を中⼼に FDG 集積亢進を認め、特
に肺気腫病変が⾼度な部やブラが存在する部で亢進していたが、補正なし PET/CT 像では
認識し難かった。補正 SUV 値は、肺気腫群と肺癌合併肺気腫群では上肺野―中肺野で健常
群に⽐べ有意に亢進していた。肺重量補正 PET/CT 像は肺気腫の FDG 集積亢進の評価に有
⽤である。 
 
  



 第２⽇⽬ ６⽉ 15 ⽇（⼟） 
核医学 
 
 
 
 3. 関節炎における甲状腺への FDG 集積について  
 

○村田和子、岩佐瞳、西森美貴、宮武加苗、田所導子、山上卓士 

高知大学医学部放射線科 

 
PET/CT における甲状腺への偶発的な FDG 集積は⽇常診療でよく経験する所⾒で、びま
ん性集積は慢性甲状腺を⽰唆する所⾒とも⾔われる。また、慢性甲状腺炎は関節リウマチ
に合併することがあるとされる。そこで関節リウマチにおける甲状腺への FDG 集積の頻度
を、その他関節炎と⽐較した。FDG PET/CT を施⾏した関節リウマチ患者、その他関節炎
患者（乾癬性関節炎・分類不能脊椎関節炎）、PET/CT 癌検診者を対象に、２名の放射線科
医の合意により甲状腺集積の有無とその分布を評価した。関節リウマチではその他関節炎、
健常者と⽐較して甲状腺への FDG 集積（びまん性、結節性ともに）が⾼頻度にみられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 4. FDG ⾼集積を⽰した肺 oncocytic carcinoid tumor の⼀例   
 

○細川貴晶 1)、桐山郁子 1)、菅原敬文 1)、牧佑歩 2)、上野剛 2)、末久弘 2)、山下素弘 2)、 

山元範昭 3)、寺本典弘 3) 

1) 国立病院機構四国がんセンター 放射線診断科、2) 同 呼吸器外科、3) 同 病理科 

 
症例は 49 歳⼥性、左下肺野に緩徐な増⼤を⽰す結節あり、当院紹介となった。 
CT で左下葉に境界明瞭、⼀部早期濃染、washout を⽰す 19 mm ⼤の楕円形結節あり。
carcinoid tumor が疑われたが PET/CT では FDG ⾼集積(SUVmax= 23.1)を⽰した。⼿術が
施⾏され、病理で typical carcinoid tumor だが細胞質が好酸性であり、oncocytic type と診断
された。 
oncocytic carcinoid tumor では FDG ⾼集積を⽰し、診断のピットフォールとなるため若⼲
の⽂献的考察を加え報告する。 
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 5. FDG-PET/CT および唾液腺シンチグラフィが診断に寄与した marginal zone lymphoma
の⼀例  
 

〇廣海渉、中谷航也、吉野久美子、能登原憲司、上田恭典、小山貴 

倉敷中央病院 放射線診断科 

 
80 歳⼥性、X-2 年より総蛋⽩値・ガンマグロブリン増加を認めていた。X 年 4 ⽉から右眼
瞼結膜下腫瘍が出現、前医での試験切除の病理結果は濾胞性リンパ腫であった。病期診断
のため当院で撮像した FDG-PET/CT で全⾝の⾻髄にびまん性集積を認め、また⽿下腺・顎
下腺の萎縮および同部への点状集積を認めたことから、シェーグレン症候群を背景に発⽣
した marginal zone lymphoma が疑われた。唾液腺シンチグラフィの結果著しいカウント低
下を認め、また抗 SS-A 抗体(+)でシェーグレン症候群と診断された。その後の⾻髄⽣検組
織を含めた病理再検討の結果、marginal zone lymphoma と診断された。 
 
 
 
 
 
 
 6. ソマトスタチン受容体シンチグラフィ（111In-pentetreotide）が診断に有⽤であった膵神
経内分泌腫瘍の⼀例   
 

小野由美香 1)、曽根照喜 1)、森谷卓也 2)、青木啓純 3) 

1) 川崎医科大学 放射線核医学、2) 同 病理学 3) 同 肝胆膵内科 

 
症例は 70 代⼥性。スクリーニングで施⾏された超⾳波検査で膵頭部に腫瘤を指摘され、精
査⽬的に当院を受診した。MRCP では膵頭部に 10mm ⼤の嚢胞性腫瘤を認めた。膵嚢胞性
腫瘍を鑑別に考えたが、超⾳波内視鏡では膵神経内分泌腫瘍（P-NET）が疑われ、ソマト
スタチン受容体シンチグラフィ（111In-pentetreotide）（SRS）を施⾏した。腫瘤と⼀致する
部位に核種の集積があり、超⾳波内視鏡下穿刺吸引細胞診で P-NET と診断した。P-NET は
⾮典型的な画像所⾒を呈することが少なくない。また、微⼩な腫瘤の場合は性状の評価が
難しい症例もある。ソマトスタチン受容体を発現しない NET は SRS で集積を認めないが、
集積を認める症例は確定診断が可能となるため、NET が鑑別に挙がる場合は SRS での評価
を考慮する必要がある。 
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