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［電車でお越しの場合］ 地下鉄天神駅より  徒歩約7分（天神地下街 東-1b出口より  徒歩約5分）
西鉄福岡駅より  徒歩約10分

［バスでお越しの場合］ バス停 天神郵便局前より  徒歩約3分
西鉄天神高速バスターミナルより  徒歩約10分

［お車でお越しの場合］ 天神北IC  約5分

第24回
肝血流動態・機能イメージ研究会
プログラム

日時

3,000円（サテライト会場1,000円）
当番世話人：福岡大学医学部放射線医学教室 吉満 研吾
都久志会館

共催：肝血流動態・機能イメージ研究会／エーザイ株式会社

肝血流動態・機能イメージ研究会ホームページ
http://netconf.eisai.co.jp/kanketsuryu/

2018年2月3日（土）～4日（日）
2月4日（日）   8：40～14：20
2月3日（土） 11：55～18：50

福岡市中央区天神4-8-10場所



束幅：3.5mm（仮）

表２ 表３

【顧問・世話人・事務局】

［発起⼈・第 1回世話⼈］	 故	 板井	悠⼆（筑波⼤学	放射線科）
［顧問］	 有井	滋樹（浜松労災病院	院⻑）
［顧問］	 神代	正道（久留⽶⼤学	名誉教授）
［顧問］	 齋⽥	幸久（東京医科⻭科⼤学医学部附属病院	放射線診断科）
［顧問］	 ⾼安	賢⼀（前国⽴がん研究センター	放射線診断科）
［顧問］	 松井	　修（⾦沢⼤学	名誉教授）
［顧問］	 三浦	⾏矣（医療法⼈	明和病院	医学研究所	主任研究員）
［顧問］	 森安	史典（	国際医療福祉⼤学	⼭王病院		

がん局所療法センター	センター⻑）

［代表世話人］	 ⾓⾕	眞澄（信州⼤学	画像医学）

［世話⼈］	 飯島	尋⼦（兵庫医科⼤学	内科肝胆膵科・超⾳波センター）
［世話⼈］	 伊東	克能（⼭⼝⼤学医学部附属病院	放射線科）
［世話⼈］	 蒲⽥	敏⽂（⾦沢⼤学附属病院	放射線科）
［世話⼈］	 ⼯藤	正俊（近畿⼤学	消化器内科）
［世話⼈］	 國⼟	典宏（国⽴国際医療研究センター病院）
［世話⼈］	 坂元	亨宇（慶應義塾⼤学	病理学）
［世話⼈］	 本⽥	　浩（九州⼤学	臨床放射線科学）
［世話⼈］	 村上	卓道（神戸⼤学⼤学院医学研究科	放射線診断学分野）
［世話⼈］	 吉満	研吾（福岡⼤学医学部	放射線医学教室）

［事務局］	 信州⼤学	画像医学

（五十音順、敬称略）

【コメンテーター】

尾島	英知（慶應義塾⼤学	病理学）
⿅⽑	政義（久留⽶⼤学	先端癌治療研究センター）
河上	牧夫（成⽥⾚⼗字病院	病理部）
近藤	福雄（帝京⼤学医学部	病理学講座／帝京⼤学医学部附属病院	病理診断科）
中島	　収（久留⽶⼤学病院	臨床検査部）
中沼	安⼆（福井県済⽣会病院	病理診断科	顧問）
中野	雅⾏（湘南藤沢徳洲会病院	病理診断科）
若狭	研⼀（⽯切⽣喜病院	病理診断科）

（五十音順、敬称略）
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　この会は前身の肝血流動態イメージ研究会のころから、私の肝についての考え方を形成するう
えで、非常に重要な役割を果たしてきた研究会・学会の一つです。選りすぐられた症例一例一例
を徹底的に検討し、病理や画像診断の第一人者の先生方のコメントを直接お聞きすることで、「耳
学問」として多くのことを学ばせて頂ました。今回この会の当番世話人として関わらせて頂くに際し、
大きな喜びと同時に月日の流れを感じているところです。
　今回一般演題では、従来通り本研究会の主旨に沿って募集したところ、全国から多くの応募が
あり、31 演題を採択しました。いずれも興味深い内容で、当日の発表を大変楽しみにしています。
　シンポジウムには、肝線維化診断とLIRADSを取り上げました。もともと超音波で始まった肝線
維化の画像診断は、最近ではエラストグラフィに留まらない各種MRIの技術、造影CTによるECV
による評価など、様 な々アプローチが存在します。一度このタイミングで全体を俯瞰してみたい、と
思い今回企画致しました。
　もうひとつのLIRADSは、内科外科の先生方には馴染みが薄いと思われますが、非常に細か
く定義された肝癌の画像所見を基にしたアメリカの診断アルゴリズムです。たとえば、「早期濃染と
は？」「washoutとは？」「被膜とは？」などの項目にたいし、CT、EOB造影MRIなどモダリテイ
毎に定義されています。我 日々本人から見ると、「そんな当たり前のことを」と考えがちで、実際ほ
とんど日本では関心は向けられてきませんでした。しかし、世界的にはじわじわと広がり、国際的ス
タンダードとなりつつあります。実際、改訂される度に内容が充実し、一部では日本の診療マニュ
アルのアルゴリズムを凌駕する面もあります。LIRADSの認知度を上げることが、我が国のガイドラ
インの改善にも繋がるであろうと考え、今回取り上げた次第です。
　この研究会が福岡で開催されるのは、今回が初となります。演者の先生方、司会・座長の労
をおとり頂いた先生方に感謝申し上げつつ、全ての参加者の皆様が、博多の美味しい食べ物を
満喫しながらも、多くのことを学んで帰って頂けますよう祈念しております。
　宜しくお願い申し上げます。

第24回肝血流動態 ・ 機能イメージ研究会　当番世話人　吉満 研吾

頭 言巻



肝血流動態・機能イメージ研究会 開催歴
開催日程 開催場所 当番世話人 一　般 

演題数 特別講演・シンポジウム等

第１回 1995年10月7日（土）
サテライト 

ホテル 
後楽園

板井 悠二 
　（筑波大学 放射線科） 19

「肝外科と肝血流動態」
東京大学医学部 第2外科　幕内 雅敏

「肝microcirculationとmacrocirculationのかけ橋」
慶應義塾大学医学部 内科　織田 正也

第2回 1996年6月8日（土）
ホテル 

グランド 
パレス

松井 修 
　（金沢大学 放射線科） 24

「肝内微小血管構築-特にperibiliary plexusについて-」
富山医科薬科大学 医学部 解剖学第一講座　大谷 修

「 肝内血行異常の病理 
-peribiliary plexus（胆管周囲脈肝叢）の変化に注目して-」

金沢大学医学部 第２病理　中沼 安二

第3回 1997年2月1日（土）
神戸 

ポートピア 
ホテル

工藤 正俊 
　（近畿大学 消化器内科） 32

「門脈圧亢進症の病理-肝内血管系の変化を中心に-」
久留米大学 第一病理　鹿毛 正義

「 腫瘍血管の新生と癌の進展 
-VEGFの意義と血管新生阻害剤の効果-」

京都大学 第一外科　有井 滋樹

第4回 1998年 1月31日（土）・ 
2月 1 日（日）

神戸 
ポートピア 

ホテル
小林 尚志 
　（古賀病院 所長） 37 シンポジウム1 「HCCの発癌過程と腫瘍血流動態」

シンポジウム2 「HCCの流出静脈は何か？その臨床的意義は」

第5回 1999年2月 6日（土）・ 
7日（日） 東商ホール

高安 賢一 
　（ 国立がんセンター中央病院 

放射線診療部）
40

シンポジウム1 「肝硬変の血流動態（肝実質と肝表面の変化）」
シンポジウム2 「 血流動態から見た肝癌の肉眼型（辺縁と内部構

造）とぞ時期診断の推定は可能か？」

第6回 2000年2月 5日（土）・ 
6日（日） 神戸国際会議場 三浦 行矣 

　（兵庫医科大学 放射線科） 45
シンポジウム1 「 巨視的レベルよりみた肝微小循環動態　 

－本質は現象する－」
シンポジウム2 「腫瘍血流の流出動態」

第7回 2001年2月 3日（土）・ 
4日（日） 東商ホール 神代 正道 

　（久留米大学 病理学教室） 54 シンポジウム 「肝細胞癌の血行動態はどこまで分かったか」

第8回 2002年2月 2日（土）・ 
3日（日） 東商ホール 板井 悠二 

　（筑波大学 放射線科） 33
シンポジウム1 「 肝臓の"central zone"と"peripheral zone"」
シンポジウム2 「 動門脈シャント： 

画像での再評価と今日的意義」

第9回 2003年2月 1日（土）・ 
2日（日） 東商ホール

有井 滋樹 
　（ 東京医科歯科大学 肝胆膵・

総合外科）
37

シンポジウム1 「 血流動態から肝の動脈・門脈二重血行支配を考
える」

シンポジウム2 「血流動態から病体を探り、診断・治療する」
「移植肝と肝血流」

京都大学大学院 移植免疫医学講座　田中 紘一

第10回 2004年 1月31日（土）・ 
2月1日（日） 東商ホール 松井 修 

　（金沢大学 放射線科） 22

教育シンポジウム
　 「肝細胞癌－発癌・血管新生と血流イメージング」
パネルディスカッション
　 「 肝血流異常と肝細胞性結節性病変-病理と画像の組み合わせ

による分類の試み」

第11回 2005年2月 5日（土）・ 
6日（日） パシフィコ横浜 工藤 正俊 

　（近畿大学 消化器内科） 35

Debate Session 「 肝癌の非手術的治療（TAE・RFA）後の治療測定
効果はどのmodalityがbestか？」

特別シンポジウム 「 早期肝細胞癌の画像的診断基準を考える 
－どこが治療のCritical Point か？」

第12回 2006年2月 4日（土）・ 
5日（日） パシフィコ横浜 本田 浩 

　（九州大学 臨床放射線科学） 33 シンポジウム1 「肝癌の多段階発育」
シンポジウム2 「肝腫瘍と間質」

第13回 2007年1月 27日（土）・ 
28日（日） パシフィコ横浜 齋田 幸久 

　（聖路加国際病院 放射線科） 33
シンポジウム1 「グリソン鞘：その中枢から末梢まで」
シンポジウム2 「 最新の肝血流の画像診断とその展望： macroか

らmicroまで」

第14回 2008年1月 26日（土）・ 
27日（日） パシフィコ横浜 森安 史典 

　（東京医科大学 消化器内科） 41
シンポジウム1 「 肝癌の組織学的分化度診断と生物学的悪性度の

予知」
シンポジウム2 「画像診断ガイド下の肝癌治療」

第15回 2009年 1月31日（土）・ 
2月 1 日（日） パシフィコ横浜

高安 賢一 
　（ 国立がんセンター中央病院  

放射線診断部）
48

シンポジウム1 「 肝細胞癌治療における局所再発の抑制とSafety/
Surgical marginの必要性－画像による判定」

シンポジウム2 「 混合型肝癌、細胆管細胞癌、硬化型肝細胞癌
（scirrhous）の病理と画像診断の考え方」



開催日程 開催場所 当番世話人 一　般 
演題数 特別講演・シンポジウム等

第16回 2010年1月 30日（土）・ 
31日（日）

神戸 
ポートピア 

ホテル
坂元 亨宇 
　（慶應義塾大学 病理学） 42

シンポジウム
　「 肝細胞癌多段階発癌の診断：慢性肝炎、異型結節、早期肝癌、

進行肝癌の個別化診断に向けて肝癌の組織学的分化度診断と
生物学的悪性度の予知」

第17回 2011年1月 29日（土）・ 
30日（日） パシフィコ横浜 角谷 眞澄 

　（信州大学 画像医学） 53 シンポジウム 「動注CTの現況と将来」
ワークショップ 「細胆管細胞癌の画像所見と腫瘍内間質」

第18回 2012年1月 28日（土）・ 
29日（日）

神戸 
ポートピア 

ホテル

三浦 行矣 
　（ 先端医療センター 

映像診療科）
45 シンポジウム1 「肝硬変における構造と血流動態の変化」

シンポジウム2 「発癌の環境と肝細胞機能」

第19回 2013年1月 26日（土）・ 
27日（日）

東京 
ビッグサイト

有井 滋樹 
　（浜松労災病院） 41

シンポジウム1 「ICG 蛍光イメージの臨床活用」
シンポジウム2 「 肝血流・機能イメージのバイオマーカー的意義

を探る」

第20回 2014年2月 15日（土）・ 
16日（日）

大阪国際交流 
センター

工藤 正俊 
　（近畿大学 消化器内科） 42 シンポジウム1 「肝の硬さ（線維化）診断に迫る」

シンポジウム2 「肝細胞腺腫の亜分類の新しい考え方」

第21回 2015年2月 7 日（土）・ 
8 日（日）

東京 
ビッグサイト

本田 浩 
　（九州大学 臨床放射線科学） 37

シンポジウム1 「 肝動脈閉塞下での血行動態の変化 
―B-TACEから得られる知見―」

シンポジウム2 「肝内胆管癌の多様性を探る」

第22回 2016年2月 6 日（土）・ 
7 日（日）

東京 
ビッグサイト

森安 史典 
　（東京医科大学 消化器内科） 55 シンポジウム1 「肝癌の治療支援イメージング」

シンポジウム2 「肝血流イメージにどこまで迫れるか」

第23回 2017年2月 4 日（土）・ 
5 日（日） メルパルク大阪 村上 卓道 

　（近畿大学 放射線診断学） 33
シンポジウム1 「肝癌治療前後のイメージングによる効果予測」
シンポジウム2 「 肝微小組織診断（線維化、脂肪化、炎症、金属

など）にイメージングはどこまで迫れるか」

＊所属名は開催当時



開会挨拶 11：55～12：00
吉満 研吾（福岡大学 放射線医学教室）

セッション1．肝血流動態・機能イメージの新手法� 12：00～13：00

座長： 飯島 尋子（兵庫医科大学 内科肝胆膵科・超音波センター） 
本杉 宇太郎（山梨大学医学部 放射線医学講座）

1. 肝病態評価におけるShear	Wave	Dispersion	Imagingの有用性
杉本 勝俊1)、森安 史典2)、大城 久3)、吉益 悠1)、笠井 美孝1)、竹内 啓人1)、古市 好宏1)、
糸井 隆夫1)

1)東京医大 消化器内科　2)山王病院 がん局所療法センター　3)自治医大 病理学講座

2. Gd-EOB-DTPA造影MRIを用いたParitaprevir起因性高ビリルビン血症発現予測
大久保 裕直1)、宗林 祐史1)、金澤 亮1)、中寺 英介1)、深田 浩大1)、宮崎 招久1)、安藤 仁2)

1)順天堂大学練馬病院 消化器内科　2)金沢大学医学系細胞分子機能学

3. BRTOによる肝脾硬度の変化
古市 好宏、吉益 悠、笠井 美孝、竹内 啓人、杉本 勝俊、糸井 隆夫
東京医科大学消化器内科

4. 超音波3D画像を用いた新たなナビゲーションシステムの構築とエラストグラムを用
いた術中肝繊維化の評価
下田 貢、田子 友哉、鈴木 和臣、西田 清孝、丸山 常彦、島崎 二郎、鈴木 修司
東京医大茨城医療センター消化器外科

5. MR	Elastographyにより肝癌局所治療経過を追えた症例の検討
椎名 正明1)、平山 雄一2)、國分 茂博3)

1)新百合ヶ丘総合病院 肝臓内科　2)新百合ヶ丘総合病院 消化器内科　
3)新百合ヶ丘総合病院 肝疾患低侵襲治療センター

　　　１日目［2月3日（土）11：55～18：50］



セッション2．�TACE：治療法と画像評価�
手術・局所治療と画像診断� 13：00～13：48

座長： 伊東 克能（山口大学大学院医学系研究科 放射線医学分野） 
喜多 竜一（大阪赤十字病院 消化器内科）

6. 複数本穿刺における針C面を用いた穿刺支援画像の有用性
吉益 悠、杉本 勝俊、笠井 美孝、竹内 啓人、古市 好宏、糸井 隆夫
東京医科大学 臨床医学系 消化器内科学分野

7. バルーン閉鎖時の腫瘍濃染変化とB-TACE後の予後に関する検討
児玉 芳尚1)、櫻井 康雄1)、山本 恭史2)、松居 剛志2)、姜 貞憲2)、辻 邦彦2)、真口 宏介2)

1)手稲渓仁会病院 放射線診断科　2)手稲渓仁会病院 消化器病センター

8. RFA治療の効果判定：Hepatic	Guideの有用性
南 知宏1)、南 康範1)、工藤 正俊1)、鶴﨑 正勝2)、村上 卓道2)

1)近畿大学医学部 消化器内科　2)近畿大学医学部 放射線医学教室 放射線診断学部門

9. 肝細胞癌に対するマイクロバルーン閉塞下シスプラチン動注併用DEB-TACEに関する
検討
平川 雅和1)、山之内 寅彦2)、坂本 勝美1)、脇山 浩明1)、松本 圭司1)、井上 昭宏2)

1)九州大学別府病院 放射線科　2)別府医療センター 放射線科

休憩（22分）� 13：48～14：10



セッション3．SVR後の肝発癌の画像診断� 14：10～14：46

座長： 市川 智章（埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科） 
大村 卓味（札幌厚生病院 消化器内科（肝臓内科））

10.	DAA-SVR後発癌例の画像的特徴
清水 孝夫、安井 豊、渡壁 慶也、王 婉、岡田 真央、久保田 洋平、小宮山 泰之、樋口 麻友、
高浦 健太、高田 ひとみ、玉城 信治、土谷 薫、中西 裕之、板倉 潤、黒崎 雅之、泉 並木
武蔵野赤十字病院

11.	DAAs（direct-acting	antivirals）にてHCVが除去された症例のEOB-MRIによる経過
観察
小川 定信1)、熊田 卓2)、豊田 秀徳2)、多田 俊史2)、曽根 康博3)、竹島 賢治1)、古川 雅一1)、
傍島 篤洋1)、後藤 竜也1)、若畑 茜1)、太田 莉乃1)

1)大垣市民病院 診療検査科　2)大垣市民病院 消化器科　3)大垣市民病院 放射線診断科

12.	C型慢性肝疾患SVR症例における発癌症例および初発肝癌治療後にSVRが得られた二
次発癌症例の検討
馬場 英、古家 乾、池田 明洋、小泉 忠史、定岡 邦昌
JCHO北海道病院



セッション4．その他肝血流に関するあらゆる演題� 14：46～15：46

座長： 工藤 正俊（近畿大学医学部 内科学（消化器内科）） 
五島 聡（岐阜大学医学部附属病院 放射線科）

13.	bile	duct	adenomaの画像的検討
巽 亮二1)、大村 卓味1)、横山 崇1)、山口 将功1)、木村 睦海1)、荒川 智弘1)、中島 知明1)、
桑田 靖昭1)、小関 至1)、髭 修平1)、狩野 吉康1)、豊田 誠司1)、市原 真2)、岩口 佳史2)、
後藤田 裕子2)、村岡 俊二2)

1)札幌厚生病院肝臓内科　2)札幌厚生病院臨床病理科

14.	肉腫様変化（Sarcomatoid	change）を認める肝癌の画像診断
大屋 一輝1)、斎藤 聡1)、藤山 俊一郎1)、川村 祐介1)、瀬崎 ひとみ1)、保坂 哲也1)、芥田 憲夫1)、
小林 正宏1)、鈴木 文孝1)、鈴木 義之1)、荒瀬 康司1)、池田 健次1)、木脇 圭一2)、藤井 丈士2)、
福里 利夫4)、近藤 福雄3, 4)、熊田 博光1)

1)虎の門病院 肝臓内科　2)虎の門病院 病理部　3)帝京大学医学部附属病院病理診断科　
4)帝京大学医学部病理学講座

15.	DAAsが投与されたC型慢性肝炎症例におけるSVR前後の肝実質のEOB取り込みの比
較検討
藤田 展宏1)、西江 昭弘1)、浅山 良樹1)、石神 康生1)、牛島 泰宏1)、森田 孝一郎1)、石松 慶祐1)、
高尾 誠一朗1)、吉住 朋晴2)、古庄 憲浩3)、本田 浩1)

1)九州大学大学院 医学研究院 臨床放射線科　2)同 消化器・総合外科　3)同 総合診療科

16.	Focal	nodular	hyperplasia（FNH）の経過観察
斎藤 聡1)、大屋 一輝1)、藤山 俊一郎1)、川村 祐介1)、瀬崎 ひとみ1)、保坂 哲也1)、芥田 憲夫1)、
小林 正宏1)、鈴木 文孝1)、鈴木 義之1)、荒瀬 康司1)、池田 健次1)、木脇 圭一2)、藤井 丈士2)、
近藤 福雄3)、熊田 博光1)

1)虎の門病院 肝臓センター　2)虎の門病院 病理部　3)帝京大学 病理学講座

17.	肝癌に対する定位放射線療法の検討
山道 忍1)、田浦 直太1)、柴田 英貴1)、本田 琢也1)、三馬 聡1)、宮明 寿光1)、山崎 拓也2)、
中尾 一彦1)

1)長崎大学病院 消化器内科　2)長崎大学病院 放射線科

休憩（24分）� 15：46～16：10



セッション5．症例報告1� 16：10～17：00

座長： 坂元 亨宇（慶應義塾大学医学部 病理学）※病理コメンテーター兼任 
西江 昭弘（九州大学病院 放射線科）

18.	誘因なく発症した肝仮性動脈瘤出血による肝内血腫の1例
奥本 和夫、仁科 武人、水野 恵、冨田 恭子、芳賀 弘明、上野 義之
山形大学医学部内科学第二講座

19.	多彩な画像所見を呈する多発肝細胞腺腫の長期経過をフォローし得た1例
西島 規浩1)、喜多 竜一1)、坂本 梓1)、斎藤 澄夫1)、那須 章洋1)、米門 秀行1)、木村 達1)、
大崎 往夫1)、嶋田 俊秀2)、中島 収3)

1)大阪赤十字病院 消化器内科　2)大阪赤十字病院 病理診断科　3)久留米大学病院 臨床検査部

20.	術前診断に苦慮した肝細胞腺腫の一例
岡村 行泰1)、皆川 卓也1)、杉浦 禎一1)、伊藤 貴明1)、山本 有祐1)、蘆田 良1)、角田 優子2)、
上坂 克彦1)

1)静岡県立静岡がんセンター肝・胆・膵外科　2)静岡県立静岡がんセンター病理診断科

21.	嚢胞腺癌との鑑別に難渋した単純性肝嚢胞内血腫の1例
中田 伸司1)、西尾 秋人1)、袖山 治嗣1)、渡辺 正秀2)

1)長野赤十字病院　2)長野赤十字病院 病理

22.	直腸癌に対する化学療法中に発症した食道静脈瘤破裂の1例
南 裕人、平良 淳一、一宮 匡、高橋 宏史、山口 隼、松江 右武、本定 三季、平山 泰丈、
奴田原 大輔、中村 洋典、福澤 誠克、中村 郁夫
東京医科大学八王子医療センター 消化器内科



セッション6．症例報告2� 17：00～17：40

座長： 蒲田 敏文（金沢大学附属病院 放射線科） 
中島 収（久留米大学病院 臨床検査部）※病理コメンテーター兼任

23.	画像検査にて形成までの過程を経時的に確認できたBudd-Chiari症候群の1例
矢崎 友隆1)、磯田 和樹1)、飛田 博史1)、佐藤 秀一1)、石原 俊治2)、木下 芳一2)、中村 恩3)

1)島根大学医学部附属病院 肝臓内科　2)島根大学医学部附属病院 消化器内科　
3)島根大学医学部附属病院 放射線科

24.	肝原発神経内分泌腫瘍（PHNET）の一例
赤羽 武弘1)、藤坂 泰之1)、齋藤 方志1)、前嶋 隆平1)、山本 康央1)、海野 純1)、富永 現1)、
板倉 裕子2)、高橋 徹2)

1)石巻赤十字病院 消化器内科　2)石巻赤十字病院 病理部

25.	画像上肝細胞癌，細胆管癌との鑑別を要したPseudolymphmaの一症例
金 秀基1)、金 守良1)、井本 勉1)、音野 由美1)、藤井 友実1)、田村 知子1)、金 致完2)、林 祥剛3)、
狛 雄一朗4)、松岡 利幸5)

1)神戸朝日病院 内科　2)神戸朝日病院 外科　3)神戸大学 病理病態学分野　
4)神戸大学 病理学講座病理学分野　5)大阪市立大学 放射線科

26.	限局性結節性過形成（FNH）とFNH-like	noduleの比較検討	
-CT，MRI所見と病理所見を中心に-
隈部 力1, 2)、中島 収3)、飯島 尋子4)、會澤 信弘4)、金 守良5)、檜垣 浩一6)、内藤 嘉紀7)、
東南 辰幸2)、黒松 亮子8)、野村 頼子9)、奥田 康司9)、矢野 博久10)、安陪 等思2)

1)隈部医院　2)久留米大学医学部 放射線医学講座　3)久留米大学病院 臨床検査部　
4)兵庫医科大学 内科肝胆膵科　5)神戸朝日病院　6)聖マリア病院 病理診断科病理部　
7)久留米大学病院 病理診断科・病理部　8)久留米大学医学部 内科学講座消化器内科部門　
9)久留米大学医学部 外科学講座　10)久留米大学医学部 病理学講座

休憩（20分）� 17：40～18：00



セッション7．症例報告3� 18：00～18：50

座長： 尾島 英知（慶應義塾大学医学部 病理学）※病理コメンテーター兼任 
藤永 康成（信州大学医学部 画像医学）

27.	診断に難渋した肝細胞腺腫の１例
盛田 真弘1)、小川 力1)、大村 亜紀奈1)、野田 晃世1)、久保 敦司1)、松中 寿浩1)、玉置 敬之1)、
柴峠 光成1)、小森 淳二2)、石川 順英2)、香月 奈穂美3)、荻野 哲郎3)、隈部 力4)、中島 収5)、
工藤 正俊6)

1)高松赤十字病院 消化器内科　2)高松赤十字病院 消化器・小児外科　
3)高松赤十字病院 病理診断科　4)隈部医院　5)久留米大学病院 臨床検査部　
6)近畿大学医学部 消化器内科

28.	びまん性脾多発血管腫症に起因した非肝硬変性門脈圧亢進症の一例
山田 哲1)、中村 真菜1)、野中 智文1)、鈴木 健史1)、小松 大祐1)、黒住 昌弘1)、藤永 康成1)、
上原 剛2)、田中 榮司3)、宮川 眞一4)、角谷 眞澄1)

1)信州大学医学部画像医学教室　2)信州大学医学部病態解析診断学教室　
3)信州大学医学部内科学第二教室　4)信州大学医学部外科学第一教室

29.	肝細胞癌を生じたFNH症例とその切除後の経過
喜多 竜一1)、那須 章洋1)、坂本 梓1)、西島 規浩1)、斎藤 澄夫1)、米門 秀行1)、木村 達1)、
大崎 往夫1)、有本 明2)、嶋田 俊秀3)、近藤 福雄4)

1)大阪赤十字病院 消化器内科　2)大阪赤十字病院 外科　3)大阪赤十字病院 病理部　
4)帝京大学医学部 病理部

30.	門脈血流にて栄養される肝血管腫の１例
喜多 竜一、坂本 梓、西島 規浩、斎藤 澄夫、那須 章洋、米門 秀行、木村 達、大崎 往夫、
嶋田 俊秀
大阪赤十字病院 消化器内科

31.	血流障害が原因と考えられた肝細胞癌自然退縮の一切除例
志水 祐介1)、脊山 泰治1)、谷澤 徹2)、森 一洋1)、鹿股 宏之1)、蕨 雅大2)、高橋 正道3)、
松岡 勇二郎3)、真栄城 剛1)、宮本 幸雄1)、中野 雅行4)

1)都立墨東病院 外科　2)都立墨東病院 検査科　3)都立墨東病院 放射線科　
4)湘南藤沢徳洲会病院 病理診断科





エーザイ株式会社情報提供 � 8：40～8：50

板井賞表彰式 � 8：50～9：00
角谷 眞澄（信州大学 画像医学）

シンポジウム1　「肝線維化の画像診断の現状」�� 9：00～11：20

（各講演20分、質疑込み）
司会： 國土 典宏（NCGM国立国際医療研究センター病院） 

吉満 研吾（福岡大学医学部 放射線医学教室）

1.	 肝線維化の病理学からみえてきたC型肝炎とNASH/NAFLDの線維化進展パターンの
違い
眞杉 洋平（慶應義塾大学医学部 病理学）

2.	 超音波shear	wave法による肝線維化診断の現状
西村 貴士（兵庫医科大学 超音波センター・内科肝胆膵科）

3.	 超音波strain	imaging法による肝線維化診断の進歩
矢田 典久（やだ消化器内視鏡クリニック）

4.	 肝線維化診断：CT	ECV
品川 喜紳（福岡大学 放射線医学教室）

5.	 MRエラストグラフィによる肝線維化診断の現況
市川 新太郎（山梨大学医学部 放射線医学講座）

6.	 MRIによる肝線維化診断：DWIその他
本杉 宇太郎（山梨大学医学部 放射線医学講座）

7.	 肝線維化診断におけるEOB造影MRIの可能性
五島 聡（岐阜大学医学部附属病院 放射線部）

休憩（60分）� 11：20～12：20

　　　２日目［2月4日（日）8：40～14：20］



シンポジウム2　「�LIRADS2017（EOB）�とその周辺：EOB�vs�ECCM」� 12：20～14：10

（各講演20分、質疑込み）
司会： 角谷 眞澄（信州大学医学部 画像医学教室） 

村上 卓道（神戸大学大学院医学研究科 放射線診断学分野）

基調講演	 	
CT/MRI	LI-RADS®：今後の国際基準としての重要性と問題点
松井 修（金沢大学 名誉教授）

1.	 Capsule（non-enhancing	vs.	enhancing	capsule）
石神 康生（九州大学病院 放射線科）

2.	 Washout
藤永 康成（信州大学医学部 画像医学教室）

3.	 他の悪性腫瘍との鑑別
米田 憲秀（金沢大学附属病院 放射線科）

4.	 門脈腫瘍栓と微小脈管浸潤の診断
西江 昭弘（九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野）

閉会挨拶 � 14：10～14：15
吉満 研吾（福岡大学 放射線医学教室）

次回当番世話人挨拶 � 14：15～14：20
國土 典宏（NCGM国立国際医療研究センター病院）
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交通のご案内

［電車でお越しの場合］ 地下鉄天神駅より  徒歩約7分（天神地下街 東-1b出口より  徒歩約5分）
西鉄福岡駅より  徒歩約10分

［バスでお越しの場合］ バス停 天神郵便局前より  徒歩約3分
西鉄天神高速バスターミナルより  徒歩約10分

［お車でお越しの場合］ 天神北IC  約5分


