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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）





抄 録（一般公募演題）
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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

【背景・目的】生体は粘性と弾性を併せ持つ粘弾性体である．しかし，現在市販され
ている超音波エラストグラフィーの大半は，生体を完全弾性体と仮定し，粘性を無視
して弾性率のみを測定している．今回我々は，四塩化炭素（CCL4）投与にて急性肝障
害モデルと肝線維化モデルを作製し，各種病態における粘性と弾性との関係につき考
察した．【方法】5週齢の雄性SDラット25匹を以下の5群に分類した：G0（n=5）：コ
ントロール群；G1（n=5）：CCL4週2回隔日投与群；G2（n=5）：CCL4週4回連日投
与群；G3（n=5）：CCL4週2回6週間投与群；G4（n=5）：CCL4週2回10週間投与群．
G1，G2は急性肝障害モデル，G3，G4は肝線維化モデルとした．超音波診断装置は東
芝社製AplioTM i800を使用し，各群のラットに対し開腹下に超音波エラストグラフ
ィーを行った．粘弾性に関連するshear wave（SW）speed（m/s）および粘性に関連し
たdispersion slope（［ml/s］/kHz）を計測した．それらの数値と病理組織学所見（炎
症，壊死，線維化）との関連を重回帰分析にて解析した．【成績】SW speedは肝線維
化モデル（G3）群において（median: 1.67 and interquartile range［IQR］: 1.59-1.78），
急性肝障害モデル（G1）群よりも有意に速かった（median: 1.39 and IQR: 1.24-1.61）

（P<0.05）．Dispersion slopeは急性肝障害モデル（G2）群において（median: 6.11 and 
IQR: 5.16-7.43），肝線維化モデル（G4）群よりも有意に大きかった（median: 4.90 and 
IQR: 4.39-4.97）（P<0.05）．重回帰分析では，線維化がSW speedと関連する独立した
因子であり（P < 0.05），壊死がdispersion slopeと関連する独立した因子であった（P 
< 0.05）．【結論】粘弾性に関連するSW speedは主に肝線維化を反映し，粘性と関連
するdispersion slopeは主に肝細胞壊死を反映していた．Dispersion slopeはSW 
speedとは独立した指標であり，肝臓の病態を評価する上で有用と考えられた．
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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

【目的】HCV NS3/4A阻害剤であるParitaprevir（PTV）はOATP1B1/1B3の基質であ
り、しばしば高Bil血症がみられる。一方、Gd-EOB-DTPAもOATP1B1/1B3の基質
であり、その造影効果は肝機能に加えOATPsの遺伝子多型の影響を受ける。そこで
EOB-MRIを用いてPTVの薬物動態・高Bil血症発現予測の可能性を検討した。【方法】
2016年6月から2017年7月まで、治療前にEOB-MRIを撮影し、Ombitasvir/Parita-
previr/ritonavir±Ribavirinを 施 行 し た 計30例（GT1/GT2 27/3）を 対 象 に し た。
Goshimaらの報告を用いて、10・20分肝細胞相画像の背景肝の信号値計測から
Contrast Enhancement Index（CEI）を求めた。また、治療1週間後にPTVの血中濃
度測定（内服前、後2、4、6時間）し、Ctrough、AUC6hを求めた。【結果】Ctrough
とCEI10、CEI20、ベースライン血清アルブミン、FIB-4indexとの相関係数は各々
R=–0.532, -0.621, -0.469, 0.620。CEI20とCtroughの偏相関係数はR=-0.434（P＝0.021）
であった。治療中、グレード2以上の高Bil血症（最高T-Bil 6.9㎎ /dl）は33%（9/30）
に発現し、高Bil血症発現群は非発現群に比しCtrough、AUC6hは有意に高値であっ
た（P<0.001, P<0.001）。T-Bil、血清アルブミン、FIB-4indexは両群間に有意差ない
ものの、CEI20は高Bil血症発現群で有意に低値を示した（1.807±0.248 v.s 1.415±
0.155, P<0.001）。高Bil血症をきたすCEI20のcut off値1.593、AUROC=0.910、感度・
特異度=0.778であり、CEI10、FIB-4index、ALBのAUROCより優れていた（各々
0.884, 0.651, 0.656）。【結語】EOB-MRI画像解析にて、PTVの薬物動態予測が可能で
あり、20分肝細胞相が高Bil血症発現予測に最良の予測因子であった。EOB-MRIは
肝機能低下、線維化進展によるOATPの発現・機能低下、さらには遺伝子多型によ
るOATPの輸送活性を総合的に表現したOATP機能イメージングともいえる。また、
OATPsの基質となる薬剤での薬物-Bil相互作用の投与前評価の臨床応用の可能性を
有している。
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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

【目的】BRTO後の肝・脾硬度への影響を超音波エラストグラフィーにて前向きに明
らかにする。【対象と方法】BRTOを施行した肝疾患18例を対象に、肝・脾硬度、門
脈血流（PV）量、血液検査所見を術前、翌日、7日後、30日後、90日後、180日後で
Prospectiveに測定した。超音波装置はAplio500を用い、硬度測定は5回施行し平均
値を算出した。【結果】両群ともに治療は成功し、GV・CVの縮小・消失が得られた。
肝硬度はで術翌日に有意に上昇した（22.6→31.1 kPa, p=0.023）。脾硬度は観察期間中
に有意な変化を認めなかった。PV量は術翌日から180日後まで上昇し続けた

（411.1→511.2 ml/min, p＝0.015）。血小板値は術翌日に有意に低下し（p＜0.0001）、
T-bilは術翌日に有意に上昇した（1.2→1.9 mg/dL, p＜0.01）【考察】BRTOによるPV
量上昇の結果、類洞内うっ血が生じ、肝硬度が一時的に上昇したのではないかと思わ
れた。脾硬度については上昇例と低下例が混在しており、リンパ球や好中球などの炎
症細胞浸潤度によって変化する可能性もあり、更なる検討が必要である。
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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

はじめに：我々は以前より肝区域切除術には術中超音波を用いた門脈穿刺染色法を用
いてきたが、術前シミュレーション画像で予測した門脈と術中超音波で同定した門脈
とが一致しているかが問題であった。GE社のLOGIQ E9 XDclear 2.0は、磁場発生
装置と磁気センサーを用い、三次元位置情報を含む超音波Volume画像データの収集
機能を有しており、リアルタイムに超音波連続断層画像を取得し、3D画像処理を可
能とした。この装置を用い、3D超音波画像を作成し、術中ナビゲーションとして利
用可能であるか検討した。また、この装置に搭載されているシェアウェーブエラスト
グラムを用いて、術中肝繊維化を評価した。対象と方法：対象は、2016年4月から
2017年10月までに当科で施行した肝切除術症例中、門脈穿刺染色法を施行した症例
とした。腫瘍と支配門脈を同定し、切除範囲と考える領域の腫瘍と支配門脈をスキャ
ンする。3D画像を構築し術前シミュレーション画像と比較し、穿刺予定の門脈と一
致するかを確認した。シェアウェーブエラストグラムの評価は、体表からの体表法と
肝に直接当て測定する直接法を比較検討した。結果：症例は10例で、疾患の内訳は、
HCC7例、転移性肝癌3例であった。術式は、亜区域切除8例（S8：4例、S7：2例、
S6:1例、S51例）区域切除2例（前区域切除術：1例、S5-6区域切除1例）であった。全
例でリアルタイム3D画像の構築は可能であった。また、3例に、シェアウェーブエ
ラストグラムを施行した。シミュレーション画像と3D超音波画像を一致させ、ナビ
ゲーションとして活用するためには、更なる改良が必要と考えられた。
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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

（目的）非侵襲的な肝硬化度測定法として，MR Elastography（MRE）の有用性が確立
されつつある．MREには特殊な装置を要するが，EOB-MRIと組み合わせて施行でき
る利点がある．肝癌診療における課題として，新規発癌や治療後の局所再発の予測が
ある．われわれはその前段階として，背景肝，腫瘍，そして治療によるMRE値の変
化につきpreliminaryな検討をおこなった．（方法）EOB-MRI検査適応の患者のうち，
承諾が得られたものに対してMREを追加実施した．使用装置はGE Discovery 
MR750w 3.0T．加振周波数は60Hz固定，MEG周波数80-120Hzにて撮像した．フリ
ーハンドROI（腫瘍部はサイズに応じた円形ROI）をもちいて解析した．（結果）現在
までにHCC 3例において治療前後で追跡検査可能であった．症例1は58才男性，ア
ルコール性肝硬変．S4 20mm, MRE値は12.0/5.9kPa（腫瘍内/背景肝）であり，TACE，
RFA後には10.1/5.1kPa，5か月後には6.2/6.8kPaとなった．症例2は71才男性，C型
肝硬変．S4 18mm．MRE値は10.4/4.6kPaであり，RFA翌日に12.4/4.2kPa，1か月後
に9.9/3.8kPaとなった．症例3は81才女性，NAFLD．S8 27mm．治療前MRE値は
9.1/4.2kPa, RFA翌日は10.2/4.2kPa, 1か月後に10.7/3.8kPa, 3か月後に7.4/3.6kPaとな
った．（考察）肝悪性腫瘍のMRE値は高いことが報告されており，実際，われわれの
検討でもHCCのほかにも肺癌とp-NETの肝転移などが高値を示した．少数例の検討
ではあるが，今回追跡しえたHCCのMRE値は，治療前に比べて治療直後に上昇し，
長期経過で低下する傾向がみられた．肝腫瘍をターゲットにしたMREでは，小さい
腫瘤，振動が届きにくい部位，硬度の高い背景肝など技術的な問題点があるため，当
面の間は測定が容易な対象に限定されるであろう．今後，症例数を増やすとともに切
除例標本の対比なども加えて，その臨床的意義を検討したいと考えている．
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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

【背景・目的】近年，がん穿刺局所療法が著しく進歩している．Radiofrequency abla-
tion（RFA）, Microwave ablation, Cryoablation, Irreversible electroporation abla-
tionなど，その顔ぶれは多彩である。加えて，以前では単針による穿刺がほとんどで
あったが，近年では複数本の針を用いた治療も増えてきている．複数本の針を用いて
適切に治療をするためには，各電極針を可能な限り平行かつ均等に腫瘍に対し配置す
ることが肝要である．しかし，それを行うには従来のNavigation Systemでは不十分
である．今回我々は，針Ｃ面を有する新しいNavigation Systemの複数本穿刺におけ
る有用性を穿刺ファントム実験で評価したので報告する．【方法】実験に用いた穿刺
ファントムはCIRS社製071A型を用いた．超音波診断装置は東芝メディカルシステ
ムズ社製AplioTM i800を使用した．5年以上の穿刺経験を有する医師2名がNaviga-
tionなしとNavigationありの2つの条件で，3本の電極針（Celon針）を腫瘍辺縁に可
能な限り平行かつ均等に配置した（各条件で8回ずつ）．3本の針を配置後，超音波で
3Dボリュームを撮像し，以下の解析に供した．評価項目は：針間の均等性（各針間
距離のSD）；針間の平行性（各針間距離［先端と2cm手前］の差［絶対値］の平均）と
した．【成績】針C面を使用した方が，使用しない時と比べて，針間の均等性と平行
性は優に良好な結果であった（P<0.01）．【結論】針C面を使用することで，複数本の
電極針を正確に配置することが可能であった．本発表では，針C面を用いてRFA

（Celon針3本使用）を行った臨床例も供覧する．
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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

目的
バルーン閉塞時に腫瘍濃染が変化することが知られている。腫瘍濃染の変化と、予後
との相関は明かではない。腫瘍濃染変化と予後との関連を検討した。

対象と方法
2012年から2016年までに、根治的B-TACEを施行し、バルーン閉塞前後での血流変
化を検討できた36例を対象とし、後方視的に検討した。男性29例、女性7例、年齢
は49-88歳（中央値73.5）であった。基盤肝病変はB型肝炎 8例、C型肝炎 10例、アル
コール 12例、NASH 3例、自己免疫性肝炎 2例（重複あり）、基盤肝病変なし 4例で
あった。治療歴は30例（83%）で認められた。バルーン閉鎖時に腫瘍濃染が濃くなっ
た も の をIncrease群 6例、 そ れ 以 外 をDecrease群30例 と 群 分 け し た。 全 例 で
B-TACEが施行された。B-TACEの注入方法では、32例では、simple B-TACEが施
行され、Decrease群の4例で、combined conventional and B-TACEが施行された。
それぞれの群で、Kaplan-Meier法にて、1年、2年生存率を計算し、Log-rank testにて、
p＜0.05を有意水準とし予後の検定を行った。

結果
Increase群では、1年、2年 生存率は、ともに100%で あった。Decrease群では、
86.7%および65.1%であった。しかし生存率の検定では、p=0.3と有意な差は認めなか
った。

結論
バルーン閉鎖時に腫瘍濃染が濃くなった群では、B-TACE後の生存率は高めの傾向が
ある。
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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

【背景】RFA治療では十分な焼き代（ablative margin）によって主病変とそれに伴う
微小な門脈浸潤や衛星結節も含めた焼灼が必要である。特に、5mm以上のablative 
margin（safety margin）と低い局所再発率に相関関係があることはよく知られてい
る。つまり、RFA治療の効果判定において正確にablative marginを評価することは
治療後の方針にとって欠かせない重要な事柄である。ただ従来では治療前後のCT/
MRI画像を左右で対比しながらablative marginを目測によって評価してきたが、こ
の方法ではどうしても定量的計測を正確に行えない問題があった。「Hepatic Guide」
はAdvantage Workstation上の画像解析アプリケーションでCT/MRIにおける治療
前の腫瘍像を治療後の画像に重ね合わせることでablative marginの可視化をもたら
し、三断面による多角的な効果判定とablative marginの定量が可能である。また、
画像の位置調整は自動で行われ作業の簡略化が施されている。【目的】RFA治療後の
効果判定としてHepatic Guideの有用性を検討した。【対象】2014年1月から2017年8
月までに肝細胞癌に対してRFA治療を施行した467症例1100結節中、RFA後局所再
発と判断した16症例、17結節である。【結果】再発までの期間は最短72日、最長688日、
平均253日であった。いずれも治療後の肝臓カンファレンスで焼灼良好と判断した症
例であるが、Hepatic Guideを用いることで9結節が“十分なmarginなし”、8結節が“遺
残”と評価が変わり、且つ遺残と判断した症例はいずれも焼灼後のhyperemiaの中に
遺残病変が示唆された。【結語】「Hepatic Guide」は「ablative marginの可視化」を実
現する非常に有用な画像テクノロジーであり、RFA治療に大きなインパクトを及ぼ
していることを実感している。
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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

シスプラチン（CDDP）含浸球状塞栓物質（ヘパスフィア）使用TACE（DEB-TACE）
の有効症例に関する報告が散見される。マイクロバルーン閉塞下CDDP動注併用
DEB-TACEにて治療した肝細胞癌10症例14 sessionの治療成績を報告する。患者背
景は、平均67歳、男/女=8/2。背景肝の内訳はHBV/HCV/NBNC＝2/7/1。全症例
でTACEの前治療歴（B-TACE1-8回、DCbead1-3回）があり、CDDPの前治療歴なし。
Child-Pugh分類はA/B/C＝6/3/1。BCLC分類ではIntermediate stage（B）/Advanced 
stage（C）＝8/2であった。治療法は、メーカー推奨のヘパスフィア調整法に沿って
アイエーコール100mg＋造影剤20ml＋10%NaCl5ml溶解液の15mlをマイクロバルー
ン閉塞下に治療域に動注した。引き続き溶解液10mlにて含浸したヘパスフィア
50-100μmを初期はバルーン閉塞下、引き続きバルーン非閉塞下で動注した。3か月
後CTをmRECISTにて評価した治療効果は、CR/PR/SD/PD＝1/5/3/5で、奏効率
は42.9％であった。重篤な有害事象は認めなかった。TACE治療暦があり治療効果不
十分と判断された症例においても本治療法が奏効する症例がある。
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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

【目的】直接作用型抗ウイルス薬（DAA）治療により，ウイルス学的著効（SVR）が得
られる症例が増加したが，SVR後にも新規発癌がみられる．当院でDAA治療による
SVR後に肝細胞癌（HCC）を発症した12例についてCT，MRI，造影超音波の画像的
特徴を検討した．【方法】2014年10月～2016年9月に当院でDAA治療を開始した
HCCの既往がないC型慢性肝炎例のうち，SVR後に発癌した12例（DAA-SVR後
HCC）を対象とし，造影CT，EOB-Gd-DTPA造影MRI，ソナゾイド造影超音波検査
画像の特徴を解析し，C型肝炎ウイルス存在下でのHCC（非SVR-C型HCC）103例，
インターフェロン（IFN）によるSVR後のHCC（IFN-SVR後HCC）5例と比較した.【結
果】DAA-SVR後HCC 12例の背景は，男/女 5/7，平均年齢72歳，DAA終了から発
癌までの期間は中央値209日であった．最大腫瘍径は平均14.5mm，腫瘍個数は1個
/2個/3個 9/2/1，治療法はラジオ波焼灼術（RFA）/肝動脈化学塞栓療法（TACE）
11/ 1であった．HCC初発治療後の観察期間中（中央値176日）全例が生存しており，
再発は2例に認めた．ダイナミックスタディ（CTもしくはEOB-MRI）において，早
期濃染は10例（83%），washoutは11例（92%）に認めた．MRIを評価した10例におい
てT2高信号は8例（80%）であり，全例が拡散強調像高信号かつEOB-MRI肝細胞相
低信号であった．ソナゾイド造影超音波検査を評価した11例では全例がKupffer相低
エコーを呈した．腫瘍生検は4例に施行され，高分化/中分化/低分化型が2/2/0であ
った．早期濃染の頻度は非SVR-C型HCC，IFN-SVR後HCC例と比較して有意差を
認めなかった．拡散強調像高信号はIFN-SVR後HCCでも全例が高信号であったが，
非SVR-C型HCCでは69%であり，DAA-SVR後HCCにおいて非SVR-C型HCCと比
較して高い傾向があった（P=0.06）．【結語】DAA-SVR後HCCは非SVR-C型HCCと
同様の血流動態を示した．一方で拡散強調像が高信号となる頻度はDAA-SVR後
HCCで高頻度である可能性が示唆された．
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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

【背景】C型肝炎はDAAsの出現で高率にウイルスの除去（SVR）が得られるようにな
ったが、高齢・線維化進行例でのSVR例が増加し、その後の肝発癌の増加が予想さ
れ効果的な観察法の確立が緊急の課題である。今回われわれはEOB-MRIによる肝発
癌診断の前向き研究を行った（UMIN000017020、2015/04/15）【対象および方法】対
象は2014年9月から2016年12月の間にDAAsを投与した805例中、SVRが得られ、
EOB-MRIを2回以上撮像（半年から1年の間隔）した440例である。これらの症例に
対して、非濃染結節の出現率、多血化率を検討した。経過観察期間は1.15年（0.90-1.50）
であった。【成績】女性251例、男性189例で、年齢は71歳（64-77）、遺伝子型は1型
321例、2型119例であった。投与開始時に非濃染結節を認めたものは38例（8.6％）で、
AFP高値、ALBI grade高値、FIB-4 index高値が関与していた。非濃染結節を認め
ない402例から経過観察中に非濃染結節出現が出現したのは16例で出現率は1年で
0.0%、2年で8.3%、関与する因子はALBI grade　ハザード比（HR）4.435（95% confi-
dence interval 1.202-16.5）であった。一方、経過観察中に非濃染結節が多血化したの
は49例中（非濃染結節出現例11例を含む）12例で、多血化率は1年で9.6%、2年で
28.0%で多血化に関与する因子はALBI grade 5.707（1.2070-26.98）であった。非濃染
結節消失例は5例13.2％であった。【結論】今回の検討では肝機能低下例に非濃染結節
の出現および多血化を高率に認めた。EOB-MRIでの非濃染結節の有無から肝細胞癌
発生のリスクの推定が可能であり、治療開始時の撮像が望まれる。
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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

【対象】2000年12月から2015年3月までのSVR 後肝発癌 11例（A群）と初発肝癌治療
後にSVRが得られ二次発癌をきたした7例（B群）を対象とした．【方法】対象の患者
因子，背景因子，腫瘍因子，SVR後の発癌までの期間を検討し，無再発生存期間を
Kaplan-Meier法で検出した．【結果】A群：1）抗ウイルス療法開始時からの平均経過
観察期間は3449日，年齢中央値はSVR 時60 歳，肝癌発癌時67 歳．SVR 後から肝発
癌までの期間中央値は1848日で5年未満発癌例4例，5～10 年未満6例，10年以上が
1例であった．2）肝硬度は抗ウイルス療法導入時平均値18.0kPa，発癌時平均値は
12.0kPaあった．3）肝癌発症時の腫瘍最大径は平均18mm，7例が単純結節型，3例が
単純結節周囲増殖型，1例が多結節融合型であった．全例が多血性腫瘍であり，うち
1例はnodule in noduleであった．4）5例でTACE/PRFA，6例で外科手術が施行され，
病理が得られた6例中，2例が高分化型，4例が中分化型であり，1例で胆管細胞癌の
合併を認めた．5）初発肝癌治療後，5例で異所再発を認めた．再発時の腫瘍最大径は
平均16mm，再発までの期間中央値は1403日，再発治療後1例は無再発であるが，4
例は複数回の再発をきたしている．全例生存中で，無再発生存期間は1645日であっ
た．B群：6）初発肝癌治療時からの平均観察期間は2703日，年齢中央値は初発肝癌
発症時74歳，IFN治療導入時75歳，治療後抗ウイルス治療導入までの期間平均値は
695日であった．7）初発時腫瘍最大径は平均21.8mmであった．6例でTACE/PRFA，
1例で外科手術が施行された．8）肝硬度は抗ウイルス療法導入時22.2kPa，SVR後は
10.0kPaであった．9）SVR確認後，3例で異所再発を認めた．再発時腫瘍最大径は平
均18.5mm，単純結節型が2例，びまん浸潤型が1例であった．再発までの期間中央
値は1762日であった．画像上は初回発癌の転移と異所性発症の新規癌の区別は難し
かったが，再発までの期間から3症例とも異所性発症の新規癌と判断した．1名は現
在も再発の治療中であり，2名が複数回の再発をきたしている．1名が他病死，6名は
生存中であり，無再発生存期間は1561日であった．A群およびB群いずれでもSVR
後肝細胞癌は単純結節型が多かった．腫瘍径は2群間で有意差を認めなかった

（p=0.30）．両群とも複数回の再発をきたす症例が多かった．【結論】SVR 後，5年以
降の発癌例も稀ではなく，再発を繰り返す場合もあり，画像診断を用いた適切なサー
ベイランスが必要である．
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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

【目的】bile duct adenoma（BDA）は肝内胆管上皮由来の稀な良性病変で外科手術時
や生検で偶発的に発見されることが多い．今回，BDAの画像的特徴を捉えることを
目的とした．【方法と対象】当院で外科切除を行い，病理学的にBDAと診断した8症
例（9病変）につき，画像所見（US/CEUS/CT/MRI/AG-CT;3/2/5/6/9例）を検討した．
年齢中央値は56歳，性別は全例男性で，背景肝は正常肝/慢性肝炎/肝硬変;1/3/5例，
HBV/HCV;2/5例であった．全例手術例で悪性腫瘍が併存し，HCC/ICC/CoCC;6/4/1
例であった．【成績】BDAの直径中央値は6mmで9病変中8病変が肝表面に存在した．
術前に腫瘤と認識し手術を行った例は4病変で5病変は偶発的に発見された．組織標
本の割面形状は半円形/円形/八つ頭;7/1/1例であった．USでは境界不明瞭な低から
等エコー結節，CEUSでは血管相早期で造影され，後血管相で欠損像となった．CT
では2病変が認識でき，動脈相から門脈相で濃染し，造影効果が遷延した．MRIでは
3病変が認識でき，T1W1/T2WI/DWI;低/高/高で，造影早期で造影され，肝細胞相
で低信号となった．AG-CTでは全例で認識でき，CTAPでは全例で欠損像，CTHA
では7病変が第1相で濃染し，第2相で遷延した．また，2病変は第1相でリング状に
濃染した．【考案】BDAの既存の報告では20mm以下の小型の病変で肝表面に存在し，
CT，MRIでは造影効果を認め，遷延するとされる．造影効果が遷延する理由は繊維
成分の含有が原因と考えられている．リング状に濃染する病変を認めたが，病理所見
にて中心部は炎症や硝子化を伴い，胆管の増生が少ないことから組織構成の違いが影
響を及ぼしたと考えられた．【結論】BDAの画像所見は転移性肝癌や肝原発悪性腫瘍
にも認め確定診断は困難である．しかし，BDA肝辺縁に位置しする小型で半円形病
変，造影検査で早期濃染し，造影効果が遷延する病変，USで低から等エコーの境界
不明瞭な低から等エコー病変はBDAを鑑別に挙げることは可能で治療や経過観察の
方針決定の一助になり得る．
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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

【背景】肝癌において肉腫様変化（Sarcomatoid change）を認める症例が報告されてい
る。肝癌に対する局所治療後に認められる場合が多く、通常の肝細胞癌と比較して

「肝外転移が高率で予後不良」「腫瘍マーカーが低値」などが報告されている。肝切除
症例で肉腫様変化を認めた症例をレトロスペクティブに解析した。

【対象】2007年1月～2017年9月に肝切除を施行し、病理検査で肉腫様変化を認めた連
続9症例。年齢は中央値64歳（57-78）、男女比7:2、正常肝:CH:LC=1:4:4、背景肝疾患
はHCV4例、alchol2例、HBV1例、不明2例。腫瘍マーカー中央値はAFP 6.9 μg/l

（5-788）、PIVKA-II 32 AU/l（11-181）。
【結果】画像診断では腹部エコーBモード（n=6）では全例で腫瘍の境界不明瞭、内部
は低～高エコー混在を認めた。Dynamic CT（n=9）でリング状早期濃染を6例（67%）、
辺縁遷延性濃染は8例（89%）で認めた。Dynamic MRI（n=5）では早期濃染を2例

（40%）、wash outを1例（20%）、辺縁遅延性濃染を4例（80%）で認めた。病理診断は
HCC:ICC:Combined=3:2:4。単発:多発=6:3、腫瘍径は中央値45mm（19-180）。7例（78%）
で門脈侵襲（Vp）、腫瘍の内部壊死を6例（67%）、内部出血を5例（56%）で認めた。
術後は9例中7例（78%）で肝内再発、7例（78%）で肝外再発を認めた。前治療歴は3
例（33%）で 認 め、RFA後 局 所 再 発1例、TACE後 局 所 再 発1例、RFA・PEIT・
TACEの複数回の治療歴1例だった。

【結論】肉腫様変化を伴う肝癌は前治療歴がない患者からの発症も認めた。肉腫様変
化を伴う肝癌は肝切除のみでは効果が乏しく、分子標的薬などとの集学的な治療法の
検討が必要と考えられた。
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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

【目的】近年、C型慢性肝炎の治療はDAAs（Direct acting antivirals）が主流となり、
高いSVR（sustained viral response）率を得ることが可能となった。一般にSVR後は
肝酵素の正常化と伴に、肝機能は徐々に改善するとされている。一方、Gd-EOB-
DTPA（以下EOB）造影MRIの肝細胞相における肝実質のEOBの取り込みの程度は
肝機能を反映することが知られている。そこで、DAAsが投与されたC型慢性肝炎
SVR症例において、SVR前後の肝実質のEOB取り込みを比較検討した。【対象】
DAAsによりSVRが得られたC型慢性肝炎患者のうち、SVR前後にEOB造影MRIが
施行された6例【方法】3T-MRI（Philips、Ingenia）にてEOB造影MRIを施行した。
造影前および肝細胞相において、肝実質（右葉、左葉）および大腰筋の信号強度を3
スライス測定した。これらの値からEOBの取り込みの指標となるLMR（liver-muscle 
ratio）を算出し、SVR前後のLMRをpaired t-testにて比較した。【結果】SVR前の
LMRは0.77±0.33、SVR後のLMRは1.20±0.17であった。LMRはSVR前と比較して、
SVR後で有意に高値であった（p=0.015）。【結語】C型慢性肝炎SVR症例で、LMRは
SVR後に有意に上昇した。DAAsによるSVRにより、肝機能が改善し、肝実質の
EOBの取り込みが上昇することが示唆された。
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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

FNHは以前では肝細胞癌との鑑別が困難であり、肝切除がなされてきたが、近年の
画像診断の進歩により、画像診断で確定診断がなされ、経過観察されることが増えて
いる。このため、経過観察が行えるようになり、経時的な変化が観察できるようにな
ってきた。そこで、今回、経過観察を施行しているFNHに関して画像所見を検討し
た。対象は過去9年間に1年以上の経過観察がなされている66症例である。年齢は23
～85歳（中央値50歳）、男女比 38：28、観察期間は1～10年（中央値4年）、基礎肝疾
患はHBV 4例、HCV 5例、アルコール性 2例、NAFL 18例、NASH 1例、 肝硬変は
9例。結節径は8～75mm（中央値18mm）、単発・多発は60（91％）/6（9％）。施行し
た画像診断はBモード、カラードプラ、造影エコー、造影CT、EOB-MRIである。検
討項目は結節径の変化の有無、血流動態を含めた画像所見の変化の有無である。サイ
ズ変化の判定は原則MRIで施行し、不変 44例（82％）・縮小 4例（6％）・増大 5例（8
％）、消失 3例（5％）。Bモード像の変化では不変 38（58％）、変化あり 28（42％）、
経過観察中にUS不明瞭化 が12例（18%）であった。初回は全例多血性であったが、5
例（8％）では非多血性に変化した。80％のFNHは経過中に変化がみられないが、20
％程度ではサイズの変化、Bモードの不明瞭化、さらには血流動態が変化し、消失す
る症例もみられ、FNHの経過は多彩であることが明らかとなった。
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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

【目的】肝癌症例に対する定位放射線治療（SRT）の対象、安全性については議論の余
地がある。今回肝癌症例におけるSRT治療後の画像変化と肝予備能に与える因子に
ついて検討を行った。【方法】2010年より2017年1月までの期間、当院において肝癌
と診断され、当院内科・外科・放射線科合同カンファレンスにてSRT適応と判断さ
れた54症例61結節を対象とした。平均 74.3歳で、70歳以上の高齢者が80.3%であっ
た。男性38例（62％）、女性23例（38％）、HCV抗体陽性が26例（43％）、HBs抗原陽
性が14例（23％）であった。各種検査結果の中央値は、血小板数12.4万/μl、ALT 
24.0 IU/l、AFP 54.1 ng/ml、PIVKA-II 150.4 mAU/mlであった。Child-Pugh grade 
Bが10例（16.3％）あり、そのうち7点 8例、8点 2例であった。最大腫瘍径は2cm以
下が32例（52.5％）、2.1-3.0cmが18例（29.5％）、＞3cmが11例（18.0％）であった。こ
れらの症例に対し、総線量中央値45Gy（range: 36-50）、平均 5.3回に分割し照射を行
った。【結果】SRT後の治療効果判定は、原発性肝癌取り扱い規約に基づき行った。
その結果、CRが30結節49.2％、PRが26結節42.6％、SDが2結節3.3％、PDが3結節
4.9％であった。治療後Child Pugh score 1点以上肝予備能が低下した因子をロジス
ティック回帰分析で多変量解析行ったところ、治療前Alb ≦3.5g/dl、PT≦80％、
AST≧30IU/lが肝予備能低下に寄与する因子であった。SRT治療後の病変の画像変
化として濃染が残存するものが9結節（14.8%）認められたが、そのまま縮小しPR判
定となったものが9結節中8結節であった。【結論】SRTは低侵襲で局所コントロール
が可能であることより、他疾患を有する高齢者肝癌や手術・RFAが困難な症例に対
し有用であるも肝予備能低下例ではその適応について慎重を要する。また、治療後画
像判定においても半年以上経過してから消失する症例もあり、慎重な経過観察が必要
である。
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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

肝仮性動脈瘤出血は肝生検後、肝切除後、動注後等に生じた報告がある。今回我々は
誘因なく発症した肝仮性動脈瘤出血に対して肝動脈塞栓術にて止血した1例を経験し
たので報告する。【症例】66才男性【既往歴】高血圧【現病歴】就寝中に突然の心窩部痛、
背部痛出現し、近医受診CT検査にて肝内腫瘤と腫瘤内造影剤の漏出を認め当科紹介、
緊急入院。【現症】身長161cm、体重70kg、体温36.5℃、血圧200/100mmHg、眼瞼結
膜に貧血なし。腹部平担軟、上腹部に軽度圧痛。【入院時検査所見】Alb4.9g/dl、
T-bil 0.8mg/dl、AST77U/l、ALT63U/l、LDH306U/l、ALP171U/l、γGTP95U/l、
BUN17mg/dl、Cre0.85mg/dl、CRP0.1mg/dl、WBC11010/μl、Hb15.3g/dl、Plt22.4
万/μl、PT%109%、dダイマー1.50μg/ml、HBsAg（-）、HCVAb（-）【経過】入院同
日より高血圧を認め、ペルジピン持続点滴にてコントロール、造影CT検査にて、S8
に8cm大の高吸収腫瘤認め、内部に血管外漏出あり仮性動脈瘤からの出血と考え、
同日肝動脈塞栓術施行。血管造影にて肝右葉に造影欠損域認め内部に血管外漏出あ
り。A8より塞栓術施行し、漏出の消失を認めた。第7病日のCTでも血腫の拡大と動
脈瘤の残存認め、再度肝動脈塞栓術を行った。その後、血腫は縮小を認め再出血を認
めていない。【考察】特発性肝仮性動脈瘤出血は極めてまれであり、医中誌でも報告
はない。経過から本症例は肝仮性動脈瘤からの急激な動脈性肝内出血を認め、疼痛を
きたしたと考えられた。肝内にとどまったため、疼痛の悪化や出血性ショックを認め
なかったが、出血が持続した場合は重篤な状況に陥った可能性があると考える。【結
論】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例を経験した。本疾患に
は肝動脈塞栓術が有効であった。
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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

肝細胞腺腫は肝細胞由来の多血性腫瘍であり、2010年にWHO分類により診断と亜分
類が新しくなされた。単発であることが多く、多発例を長期経過観察した報告は少な
い。症例は、初診時24歳、女性。既往歴は特記事項なく、経口避妊薬およびステロ
イド使用歴はなし。24歳時（2011年5月）に発熱と心窩部痛を主訴に当院初診となり、
肝外側区に直径10cm大の腫瘍を認め、腹腔鏡下左葉切除術を施行し、病理学的検索
にて出血巣を伴う肝細胞腺腫（HNF1α-inactivated type）の診断であった（肝臓55巻
12号731-739, 2014に報告）。初診時より、肝右葉にもS7:3cm大を始めとする多発結節
を認め、術後も定期的に経過観察していた。それらの結節はCECT動脈相および
CTHAにて濃染する多血性病変であり、EOB-MRIにおいては動脈相にて濃染し、肝
細胞相で等～高信号を呈し、サイズ・個数ともに概ね著変なく経過していた。また、
術後よりこれらの既存の結節とは画像所見が異なる複数の結節がIVC腹側（2012年
12月頃）やS6（2016年1月頃）などに徐々に出現し、増大傾向を示した。これらの新
規結節は、EOB-MRI肝細胞相でdefectを呈する点が既存の結節と異なっていた。新
規結節は増大傾向を有するため、定期的な画像フォローおよび、2015年1月、2017年
6月に肝生検による精査を施行した。肝生検においては、腫瘤部は淡明な胞体や微小
脂肪滴を含む小型肝細胞の単一な増殖からなる細胞密度の増加と小型の偽腺管構造が
散見され、肝細胞腺腫として矛盾のない所見であり、免疫染色からはHNF1α-inacti-
vated typeが示唆された。本症例は、肝細胞腺腫術後残肝に、性質の異なる複数の結
節が存在し、一部増大傾向にあるが、悪性を示唆する所見は認めず、現在経過観察中
である。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えた症例を
経験したのでここに報告する。発表時には組織標本と画像を対比して示す予定であ
る。
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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

【はじめに】肝細胞腺腫（Hepatocellular adenoma: HCA）は, 本邦では稀な疾患である
故にその臨床像には不明な点が多く, 術前画像診断能も未だ低い。【症例】60歳代, 男
性。アルコール多飲歴あり。高血圧, 糖尿病にて近医通院中, 腹部超音波検査にて肝
腫瘤を指摘され, 精査加療目的に当院紹介受診。血液検査では, 軽度の肝障害を指摘
できるのみで腫瘍マーカー陰性, 肝炎ウイルスマーカー陰性であった。腹部造影CT
検査では, 肝S2/3に88mm大の境界明瞭な腫瘤性病変を認め, 腫瘤内部には多数の低
吸収域と充実部が混在していた。腫瘤充実部には早期濃染やwash outを認めないも
のの, 遷延性の造影効果を認めた。EOB-MRI検査では, 腫瘤および背景肝に脂肪沈着
を認めず, 腫瘤充実部はT2強調像で低信号, 拡散強調像で異常信号を認めなかった。
また, 腫瘤内部に壊死や変性, 出血を示唆する所見を認めた。肝細胞相では腫瘤充実
部は等信号, 腫瘤辺縁は高信号を呈した。以上の画像検査を施行したが確定診断には
至らず, 悪性疾患の否定が困難であることから, 診断的治療として腹腔鏡下外側区域
切除術を施行した。切除標本の肉眼所見として70x65mm大の内部に出血・壊死を伴
う境界明瞭な結節性病変を認め, 組織所見として異型の乏しい肝細胞の充実性増殖に
加えて類洞拡張および異常血管の増生を認めた。免疫組織染色の結果, SAA弱陽性

（広範囲）, CRP陽性（びまん性）, L-FABP減弱なし, GS一部陽性（腫瘤辺縁部のみ）, 
β-catenin核陽性像を認めず, inflammatory HCA（I-HCA）と診断した。なお, 背景肝
の線維化はF3相当であった。【考察】I-HCAはHCAの約半数を占めるとされるが, そ
の画像所見は多彩で術前診断は困難であることが多い。当施設にて経験した肝細胞腺
腫4症例と合わせてさらなる考察を行う。
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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

患者は50代の男性、呼吸困難感を主訴に近医受診し、肝嚢胞性腫瘤を指摘され精査
加療目的で当科を紹介され初診した。身長166㎝、体重86㎏。初診時肝炎ウイルス既
往はなく、肝機能に異常を認めない。ICG15分値は3％であった。腫瘍マーカーは
CEA 1.5ng/mlと正常で、CA19-9 61U/mlと軽度高値であった。紹介時のCTでは肝
右葉ドーム下に13㎝大の嚢胞性病変、右下肺野の無気肺を指摘されていた。MRIで
も嚢胞壁の肥厚なく、単純性嚢胞と判断し経過観察となった。10か月後の再検査で
嚢胞内に充実性部分を指摘された。12か月後に右上腹部の鈍痛で嚢胞内出血を疑わ
れ当院に救急搬送された。その際精査で嚢胞内出血と診断された。造影USなどの検
査を行い腫瘤は増大があるが血流に乏しく腫瘍性病変は否定的と判断された。PET
では壁在結節に軽度の集積を認めた。さらに6か月の経過で腫瘤内部に漸増性の造影
効果を認め、CTでは増大傾向を指摘され腫瘤径は3㎝となっていた。腫瘤は肝門に
近い部位に存在し、腫瘍性病変の合併が否定ができないため切除方針の対応となっ
た。術中の超音波検査でも嚢胞内に結節は明瞭に描出された。しかし、周囲の壁にほ
かに結節は認めず、肥厚も確認できなかった。摘出病変は16x12㎝程度で、内部の結
節は5x3x2㎝ですでに嚢胞壁から離れており腫瘍は否定的であった。組織学的には単
純性嚢胞内に出血した状態で主な嚢胞壁は線維組織からなり、内面を覆う上皮成分は
脱落していた。結節は出血壊死で一部に細血管の増生が認められた。内部に充実性部
分を伴う肝嚢胞性腫瘤を診断する際に鑑別として最も問題になるのは腫瘍の存在であ
る。今回我々が経験した症例は嚢胞内結節に増大傾向が認められ、かつ造影効果が認
められた。嚢胞内結節は血腫も疑っていたが悪性腫瘍を否定できず手術に至った。摘
出標本から器質化した血腫内に細血管が増生された所見があり診断を困難にしたと考
えられた。
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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

近年、Oxaliplatin（L-OHP）を含む化学療法によりSinusoidal obstruction syndrome
（SOS）を惹起し、門脈圧亢進症を来たす症例が報告されている。今回、進行直腸癌に
対しPmab+FOLFOX投与中に食道静脈瘤破裂を来たした症例を経験したので報告す
る。症例は79歳男性。進行直腸癌に対し前方切除+D3廓清術施行。術後補助化学療
法 と し てUFT/UZEL投 与 す る も、 仙 骨 に 局 所 再 発 認 め 放 射 線 治 療 追 加。
Pmab+FOLFIRI開始するも、副作用出現しBmab+FOLFIRIに変更。1コース終了後
に直腸穿孔認め回腸造瘻術施行。その後Pmab+FOLFOX開始したが、14コース終了
時に突然の吐血を認め救急搬送となった。上部消化管内視鏡検査にて食道静脈瘤（Li 
F2 Cb RC（++）red plug（+））認め、内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）施行。以後、追
加治療として内視鏡的硬化療法（EIS）を計4回施行した。背景にウイルス感染や飲酒
歴なく、静脈瘤形成の要因としてL-OHPによるSOSやNASHを疑い経皮的肝生検施
行。同時にShear Wave Elastography（SWE）にて肝・脾硬度を測定した。SWE上、
肝はSpeed 1.94±0.18m/s、Elasticity 12.3±1.9 KPa、脾はSpeed 3.29±0.33m/s、Elas-
ticity 42.6±6.9KPaといずれも高値を認めた。生検の結果、steatohepatitisとして矛
盾しない像であり、新犬山分類のF1/A1相当。中心静脈閉塞や間質浮腫などSOSを
積極的に示唆する所見は認めなかった。しかし、免疫染色を加えるとCD31は類洞、
門脈域と中心静脈の内皮細胞に陽性を呈し、CD34は類洞に陽性を呈していた。 
Factor-Ⅷは一様に陽性を呈し、SOSの可能性も否定できない結果であった。本症例
は組織学的にNASHと矛盾しない所見であり、F1程度の線維化であったが、SWEで
肝硬度は上昇していた。この原因として、当初はSOSによる肝鬱血などが影響した
可能性を考えていたが、病理学的にSOSと合致しない点も多く今回議論をお願いし
たい。
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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

症例は26歳男性。小腸クローン病、Peutz-Jeghers 症候群などにて当院消化器内科外
来通院中であった。消化管症状は内服加療にて落ち着いていたが、2ヶ月程前から臍
周囲の膨隆を自覚し、定期受診時の診察にて臍周囲の腹壁静脈怒張が著明であり、腹
部造影CT検査を施行したところ、肝下部下大静脈（IVC）の欠損像、及び下横隔静脈
や後腹膜椎体周囲静脈、臍周囲静脈の拡張所見を認めた。腹部超音波検査では、明ら
かな腫瘍性病変、肝線維化所見などは認められなかったが、肝静脈間のシャント発達、
及びIVCの肝に接する箇所から頭側にかけての先細り状狭窄の所見を認め、Budd-
Chiari症候群の病態と思われた。血液生化学所見では軽度の白血球増多（9760/μL）
は認めたが、それ以外は凝固因子など含め、明らかな異常所見は認められなかった。
また、抗リン脂質抗体症候群などを示唆する所見も認めなかった。過去の単純CT所
見を詳細に確認してみると約2年前頃より、IVCの狭小化、及び側副血行路の出現が
認められており、徐々に進行してきていたことが判明した。Budd-Chiari症候群の発
生として、以前は先天的な血管形成異常などが原因として考えられていたが、近年で
は、血液疾患や腹腔内感染、血管炎、血液凝固異常、自己免疫性疾患などの血栓を生
じやすい基礎疾患を有する症例での頻度が高いとされ、肝静脈血栓や閉塞を生じた後
に広範囲にIVCの閉塞を生じるのではないかとも推測されている。本症例では既往
歴として上記疾患の他、掌蹠膿疱症やメサンギウム増殖性腎炎などに対して、現在通
院加療中ではあるが、現時点ではIVCの膜様閉塞をきたしうる明らかな原因は不明
である。今回我々は、CTにてBudd-Chiari症候群形成までの経過を後方視的に検討
できた1例を経験したため、若干の文献的考察と共に報告する。
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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

【症例】45歳女性【現病歴】腰背部痛を自覚し近医受診し腹部エコーにて肝腫瘍が疑わ
れH25年11月当科紹介となる。【血液検査所見】肝機能正常。肝炎ウイルスマーカー
陰性。腫瘍マーカー陰性。【エコー所見】肝門部S6に25mm大の等～高エコーの腫瘤
を認め内部に5mm大の嚢胞様部分を認めた。ソナゾイド造影では、血管相の早期（注
入７秒）から腫瘍全体が（嚢胞様部分を除き）強く濃染され、極めて早期に（注入14秒
から）wash outされた。Kupffer相では造影欠損を呈した。【CT所見】S6の腫瘍は単
純で低信号。動脈相で嚢胞様部分以外は均一に濃染し、門脈相でwash outされた。

【MRI所見】S6の腫瘍はTIWIで低信号、T2WIで高信号を示したが内部に5mm大の
液体を示唆する強い高信号の部を認めた。またT1WIのin phaseとout of phaseで信
号強度の変化はなく脂肪成分に乏しい腫瘍と判断した。EOB-MRIの肝細胞相では明
瞭な低信号を示した。【血管造影所見】S6の腫瘍はA6枝から栄養され明瞭な腫瘍濃染
を示した。Single level dynamic CTHAでは明瞭な腫瘍濃染の後すみやかに周囲肝実
質に還流しwash outされた。以上の画像所見から、正常肝に発生した嚢胞変性を呈
する多血性腫瘍としてNET>肝腺腫>>AMLを鑑別にあげ確定のため針生検を施行。
NETと診断されたため転移性でないことの確認のため上下部内視鏡とカプセル内視
鏡・PETを施行し所見を認めず肝原発NETの診断でH26年5月肝切除施行。NETG2
と最終診断された。術前に9.3ng/mlと高値を示した5HIAAは術後正常化。現在まで
再発はない。【考案】肝原発NETの画像所見について過去の報告とあわせ考案する。
嚢胞変性の機序について病理の先生にご教示いただければ幸甚です。
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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

症例は57歳女性．既往症として20年前にC型肝炎に対してIFN治療を行い，著効と
なった．今回肝結節病変精査のため当院に入院となった．ウイルスマーカーはHCV 
Ab（＋），HCV RNA（－），HBs Ag（－），HBs Ab（－），HBc Ab（－）．腫瘍マーカ
ーはAFP 9.7ng/ml，PIVKAII 21mAU/ml，CA 19-9 5IU/ml，CEA 1.8ng/ml，可溶
性IL-2レセプター 466U/mlであった．胃大腸内視鏡検査にて著変なし．腹部超音波
検査にて肝S7に1cm大の低エコーSOLを認めた．この結節は，造影超音波検査にて
早 期 濃 染，30秒 後 か らwash outが 認 め ら れ，Kupffer相 に てdefectを 呈 し た．
Dynamic CT早期相で濃染，門脈相でも濃染が持続したが，後期相では等吸収であっ
た．MRIにてT1低信号，T2 高信号．DW1で著明な高信号，ADCで信号低下．
EOB造影では早期相濃染を認め，肝細胞相でdefectを呈した．血管造影を行ったと
ころ，CTA早期で全体が淡く濃染され，コロナ様濃染は認めず，後期相で等吸収で
あった．CTAPでは低吸収域として確認された．以上の画像所見より鑑別診断として
肝血管腫は除外され，非典型的ではあるものの肝細胞癌または細胆管細胞癌などの可
能性が疑われた．患者の意向に従い，肝部分切除術を施行した．肉眼的には境界不明
瞭な10×6mm大の結節病変を認めた．組織学的には，中脂肪変性と慢性非活動性肝
肝炎像を背景として，結節内に小リンパ球主体の増殖あり，胚中心を有する濾胞様構
造もいくつかみられた．形質細胞分化は軽度であった．MALT lymphomaを疑う
lymphoepithelial lesionは不明瞭であった．結節辺縁は不整で周囲の隣接する門脈域
への浸潤あり．免疫染色でmonoclonalityの検索を行ったところ，CD20>CD3であり，
胚中心はCD21のmeshworkは保持され，CD10（－），bcl-2（－）であった．免疫グロ
ブリンκ，λ鎖はrestrictionを認めず，リンパ腫は否定的であった．以上より病理組
織学的にこの結節はpseudolymphmaの像と考えられた．
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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

　限局性結節性過形成（FNH）は血管腫に次いで多い肝良性腫瘤であり正常肝に発生
する．一方，FNH様結節（FNH-like nodule:FNH-LN，FNH-like lesion）は種々の背
景肝因子（B・C型肝炎，アルコール性肝障害，肝内血流異常，その他）の下に生じる．
今回はFNHとFNH-LNの画像，主にGd-EOB-DTPA造影MRI（EOB-MRI）の肝細胞
相像と各種免疫染色を含めた病理組織像を確認し，FNHとFNH-LNの類似或いは相
違点を明らかにすることを目的に検討した．
　対象はダイナミックCTとEOB-MRIが施行され，外科切除または経皮的針生検で
組織診断を得た症例である．FNHは25例．FNH-LNは40例であり，40例中，アルコ
ール性肝障害の無い症例が23例，アルコール性肝障害に生じた症例が17例である．
検討方法は，EOB-MRI肝細胞相の画像所見は腫瘤の信号強度，腫瘤内の不整形の低
信号域の有無，腫瘤輪郭・周辺の高信号域の有無で分類した．組織所見はH.E.染色，
Azan染色，GS染色を中心にとして症例により多少異なるがCD34+SMA2重染色，
CRP，SAA，OATP8，Berlin blue，SAA，L-FABP等の免疫染色を含めて検討した．
　EOB-MRI肝細胞相像は，FNHでは，腫瘤が背景肝とほぼ等信号，腫瘤内に不整形
の低信号域（+），輪郭・周辺の高信号域（+）が約半数と最多であった．FNH-LNでは，
FNHと同様の腫瘤が約1/3．腫瘤が高信号，腫瘤内に不整形の低信号域（+），輪郭・
周辺の高信号域（-）が約1/3であった．アルコール性肝障害例では，腫瘤が軽度低信
号，腫瘤内に不整形の低信号域（+），輪郭・周辺の高信号域（+）が約1/2であった．
　現在，病理所見と比較検討中であり，研究会では画像所見と病理所見を対比し提示
する．
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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

【症例】50歳代、女性【既往歴】30歳代に甲状腺機能亢進症を指摘され内服加療中。経
口避妊薬内服歴なし。【現病歴】20XX年11月に後腹膜腫瘍疑い病変に対して行った
他科のdynamic CTにて偶然IVCとMHVに接する部位に10mm大の多血性腫瘍を指
摘され当科紹介となった。【造影US】使用機種はlogiq E9 XD clear 2.0、Bモードで
はS4に15.2mmの境界明瞭なlow echoic lesionを認めた。造影USでは血管相で強く
濃染し、後血管相では淡いdefectを認めた。非B、非CであったがHCCも否定でき
ずEOB-MRI、CTHA、CTAP等の精査を追加したが確定診断に至らず経皮的肝生検
を施行した。生検組織に腫瘍は含まれていたが最終診断には至らず十分なI.C.の上、
20XX+1年2月に外科的切除を行った。病理診断はHNF-1α inactivated typeの肝細
胞腺腫であった。20mm未満の肝細胞腺腫の報告はほとんどなく報告する。
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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

　症例は50歳台男性．X-6年に検診で脾腫を指摘されたが原因不明として経過観察さ
れていた．X年に再度脾腫・食道静脈瘤を指摘され，特発性門脈圧亢進症の疑いにて
当院紹介受診した．造影CTにて脾は多発多血性結節性病変により占拠・腫大してお
り，脾動静脈・門脈の著明な拡張を認めた．SPIO造影MRIにて脾多発結節性病変に
SPIOの取り込みを認め過誤腫と診断した．門脈側副血行路の発達を認めたが，肝の
変形，肝動脈の拡張，肝外門脈狭窄・閉塞所見は認めなかった．これらの画像所見か
ら脾多発多血性病変による門脈血流量増加に起因した非肝硬変性門脈圧亢進症と診断
し，症状改善のため脾摘を勧めたものの，悪性所見がないことから経過観察の方針と
なった．その後，食道静脈瘤破裂・腹水増加などの門脈圧亢進症状の増悪がみられ，
X+4年に脾摘出術を施行した．摘出された脾は赤脾髄の不明瞭な拡大があり異型細
胞は認められなかった．過誤腫として矛盾しない所見であったが，免疫組織化学所見
から血管腫症と診断した．同時に行われた肝生検で肝組織に異常所見は認められなか
った．門脈圧亢進症の成因は，流入血流抵抗が上昇して生じる backward flow 
theory と，流入血流量が増加して生じる forward flow theory の二つに大別して考
えられるが，純粋に後者のみで生じる門脈圧亢進症は極めて稀とされている．本症例
は肝生検によって肝に線維化などの門脈圧上昇の成因がないことが証明されており，
脾のびまん性血管腫症による門脈血流増加によって門脈圧亢進症が生じたものと考え
られた．同様の病態の文献的報告はこれまでに2例報告されているのみであり，非常
に稀な病態と考えられる．しかしながら，このような病態を正しく診断し適切な治療
介入を行うことによって症状および生命予後の改善が期待できると考えられるため，
文献的考察を加え報告する．
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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

近年、肝腺腫の診断と分類に分子生物学的手法が取り入れられてきたが、他の腫瘤に
ついてもそれらの遺伝子異常を認める症例が報告されている。今回我々は、FNHに
小結節を内包し、その一部が癌化したと思われる症例を経験した。免疫組織染色等に
より、FNHの一部にadenomaを生じ、さらにその一部に肝細胞癌を生じたものと考
えた。また、残肝に複数個の多血腫瘤が出現し、経時的に増大した。一連の腫瘤群を
画像と病理を対比して提示する。（症例）45歳、男性。20歳時、他医にて1cmの肝腫
瘤を指摘されたが定期受診が途絶え、45歳時に6cm大の腫瘤を指摘され当院紹介。
背景肝は非B非C非アルコールで、脂肪肝を認め、NAFLDと思われた。腫瘍は複数
個の結節を内包し、内包結節の多くは多血性を示した。血流異常（PSシャント）のた
め、CTAPでは肝実質の造影効果が乏しく、外周結節は等吸収を、内包結節の一部は
低吸収を呈した（単純CTと変化なし）。CTHAでは外周結節は低吸収を示し、内包結
節は種々の程度の造影効果を受けた。MRIではT1W、T2W、DWのいずれでも淡い
高信号を呈し、ADCmapでも淡い高信号を呈した。血流画像はCT系検査と同様のパ
ターンで、EOB肝細胞相では外周結節の辺縁に薄い明瞭な高信号と内包結節に淡い
高信号を示した。切除標本では、腫瘤は複数個の結節を内包し、その一部にはFNH
にadenomaを生じ、さらにその一部が癌化したと考えられる部位が存在した。術後、
残肝数か所に多血小結節の出現を認めた。US：high、CT：high/high、CTHA/
CTAP：high/low、single level dynamic CTHAでは、中心から周辺に向かう放射状
の動脈血流が確認された。MRI：T1W ドーナツ状高信号、T2W high、DW high、
EOB-MRI肝細胞相 ドーナツ状高信号。多発腫瘤は、経時的に増大傾向が観察された。
背景肝には血流異常（PVシャント）が認められた。FNHの画像パターンと考えたが、
切除標本にてFNHと確定診断した。



― 30 ―

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

肝腫瘍のほとんどは動脈栄養であり、門脈血流は欠損または低下している。肝細胞癌
境界病変の一部において、門脈血流が保たれているにすぎないが、まれに門脈血流に
より栄養され、動脈血流が欠損または低下している腫瘍に遭遇する。これらはたいて
い肝細胞癌境界病変を中心として再生結節から高分化肝細胞癌までに分布する。一
方、これらの一群以外で、門脈血により栄養される血管腫の報告も見られるが、非常
に稀である（Miyayama S, Matsui O. et al. Hepatol Res. 2006）。今回我々は、一連の
精査中に門脈血で栄養されることが判明した血管腫の1例を経験した。CTAPを施行
しなければ通常の血管腫と鑑別がつかなかったと考え、その意義も含め症例を提示す
る。（症例）55歳女性。ドックのUSにて肝腫瘍を指摘され、当院紹介。USにてS6に
内部不均一で辺縁高エコーを呈する6cm大のSOLを認め、造影USでは動脈相で造影
効果を認めず門脈相にて造影されたが、造影効果を受けない領域もみられた。MRで
はT1W低信号、T2W高信号、DW高信号、ADCmap高信号、EOB造影にて中心か
ら綿花様に造影され、肝細胞相では低信号を呈した。血管腫を思わせるパターンであ
ったが、S6を中心に不規則な分布を呈することより、さらなる精査として血管造影
および肝生検を施行した。血管造影ではCTAPおよびsingle level dynamic CTAPに
て、中心から緩徐に造影され遷延する像が得られた。aspirationおよびcutting 
needleによる針生検にて悪性細胞は採取されず、また、3カ月後の画像検査にて病変
の分布に変化がなかったことより、血管腫と確定診断した。（考察）血管腫は、動脈
優位相での染まりが目立たないことも多い。このため、動脈相での染まりがなくとも、
その造影効果が緩徐であるためと解釈され、良性腫瘍であることと合わせて血管造影
を含むそれ以上の精査をされないことが多い。CTAPにて濃染する血管腫の報告は非
常に稀であるが、実際にはもう少し頻度が高いかもしれない。成因および病的意義に
ついては不明である。
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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

【目的】肝癌の自然退縮は日常臨床でも時折遭遇するが、切除例の報告は少なく病理
所見に基づいた原因は明かでない。今回我々は、血流障害に起因する広範な自然退縮
を伴う肝細胞癌切除症例を経験したので報告する。【症例】74歳、男性。高血圧、脂
肪肝の既往があり、腹部単純CTで肝S7に前年にはなかった4×2cmの扁平な低吸収
域を認めた。造影CTでは腫瘤辺縁は遷延性に増強されるが全体として造影効果に乏
しく、内部に造影効果を有する1cm大の結節を認めた。肝腫瘍、肝膿瘍等が疑われ、
精査加療目的で当院紹介となった。肝炎ウィルスは陰性で、腫瘍マーカーはAFPが
66ng/mlと上昇していた。アルコール多飲歴はなく、肝機能は正常範囲で肝障害度A
であった。MRIではT1で低信号、T2で高信号と低信号が混在する4×2cmの不整形
領域として描出され、EOB造影dynamic studyで領域全体はほとんど造影されない
が、内部の結節は早期で造影効果を受け、遅延相でwash outされた。以上より、内
部の結節がViableな肝細胞癌で、その周囲は自然退縮した領域、あるいは変性した
肝実質組織と考え、切除の方針となった。手術直前の造影CTでは低吸収域は3.5×
1.5cmにやや縮小していた。【結果】肝後区域切除術を施行した。肝後区域は萎縮して
おり、術中造影エコーで境界を同定し切除した。標本の割面は黄白色調を呈する2.0
×1.5cmの充実性腫瘤からなり、組織学的には腫瘤の大部分が凝固壊死した腫瘍成分
だった。辺縁部にviableな異型細胞集塊を0.1cmの領域に少量認め低分化型肝細胞癌
と診断した。腫瘤に近接して静脈閉塞所見や、壁の著明に肥厚した異常血管があり、
循環障害が腫瘍の自然退縮の原因と考えられた。【結論】自然退縮傾向を有する肝細
胞癌を経験した。病理所見から循環障害や虚血性変化の関与が示唆された。
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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

　肝生検による肝線維化の病理学的評価は、あらゆる慢性肝疾患の線維化ステージン
グにおいて中心的な役割を果たしてきた。近年の新規バイオマーカーの発見や診断モ
ダリティの進歩に伴い、血清学的あるいは画像的なより侵襲性の低い線維化推量法が
現在、急速に臨床現場に浸透しつつある。画像診断による肝線維化評価の理解を深め
ることを目的して、本演題ではまず（1）肝組織における病理学的線維化評価の基礎、
特に染色法による違いや評価におけるtipsやピットフォールをレビューする。また近
年、C型肝炎ウイルス（Hepatitis C virus、HCV）に対する強力な治療法が開発された
ことにより、ほとんどのC型慢性肝炎は治癒可能な時代となった一方で、生活習慣病
に関連した非アルコール性脂肪性肝疾患（Non-alcoholic fatty liver disease、NAFLD）
や非アルコール性肝炎（Non-alcoholic steatohepatitis、NASH）の有病率、それに伴
う死亡率が本邦でも増加しつつあり、NAFLD/NASHに伴う肝線維化進展のモニタ
リングの重要性が認識されるようになってきた。本講演では、臨床現場におけるこの
ような背景疾患の急速な変遷を念頭に置きつつ、（2）C型肝炎・肝硬変ならびに
NAFLD/NASHにおける組織学的線維化パターンの違いとそれぞれに対する代表的
な病理学的ステージング（新犬山分類およびBrunt分類）につき解説する。さらに（3）
肝生検組織のエラスチカワンギーソン（EVG）染色標本を用いたデジタル病理画像解
析によるコラーゲンならびにエラスチン定量データから見出されたC型肝炎と
NASH/NAFLDの線維化進展パターンの違い、NASH/NAFLDに対する肝線維化評
価の課題につき議論する。
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2. 超音波shear wave法による肝線維化診断の現状

西村 貴士1, 2）、吉田 昌弘1）、飯島 尋子1, 2）

1)兵庫医科大学 超音波センター
2)兵庫医科大学 内科肝胆膵科

　超音波shear wave elastography（SWE）による非侵襲的肝線維化診断はFibroScan
をはじめ、各種汎超音波機器で測定が可能である。いずれの機種でも肝硬変診断能は
AUROC0.9以上であり、肝生検の代替検査となっており、肝線維化診断のみならず、
肝発癌リスクや食道胃静脈瘤の予測など臨床的な有用性の報告も多数みられる。一方
で、SWEによる肝線維化診断は背景肝によりカットオフ値が異なる。HBVはHCV
より肝硬変のカットオフ値が低いため、その解釈に注意が必要である。さらにSWE
の数値に影響する因子として肝炎症や浮腫、閉塞性黄疸、うっ血などの影響を受ける
ことも知られており、線維化以外の要素もSWEの測定値に影響をあたえている。
　これを解明するには我々が対象としている生体組織が弾性だけではなく、粘性の性
質ももっている粘弾性体であることを理解しておく必要がある。
　これまで汎超音波機器での粘性の評価は困難であったが、shear waveの周波数分
散性（dispersion）を利用した評価法が可能となった。Shear waveに含まれる各周波
数での伝搬速度を求め、周波数と伝搬速度との相関図から出した傾き（dispersion 
slope；m/s/kHz）により、粘性に関連した値を定量評価できる。SWE（東芝キャノン
メディカル）は粘弾性の2つの要素を同時に評価可能であり、当施設で肝生検と同日
にdispersion slopeを測定した102例について検討した。壊死炎症の程度A3はA0/1/2
と比較してdispersion slopeが高い傾向であり、ALT、T-BilやSWEと強い相関関係
を認めた。肝線維化の進展とともにSWEの数値が速くなり、壊死炎症の進展で
dispersion slopeが高くなることから肝硬変では線維化が強いため弾性の影響が大き
く、急性炎症では粘性の影響が大きく結果として伝搬速度が速くなると考えられる。
ここではこれまでの超音波SWEによる肝線維化診断とともに、粘弾性という観点か
ら自験例を含めて肝線維化診断の現状を報告する。
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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

超音波エラストグラフィは、組織の相対的な歪み量を画像化するstrain imaging法と、
剪断波伝播速度（Vs）を測定することで組織の硬さを測定するshear wave imaging法
とに分類できる。
Strain imaging法では、肝線維化の進行度に伴い相対的に低歪み領域の面積が次第に
増え、テクスチャの乱れが生じる。Strain imaging法の一つであるReal-time Tissue 
Elastographyでは、このような線維化進行に伴う変化を、特徴量解析（画像診断パタ
ーン解析）を用いて肝線維化ステージを推測するよう重回帰分析の結果得られた
Liver Fibrosis Index（LFI）を用いることで、容易に線維化の程度が判断できる。肝
線維化進行とともにLFIは漸増し、各線維化ステージ間で優位差を示す。しかし、
Strain imaging法は技量を要する上、検査が煩雑であるためshear wave imaging法
に比べ評価は低く、多くのメーカーが主力商品として扱わなくなってしまった。
Shear wave imaging法でのVsは、線維化診断に有用であるものの、炎症・黄疸・鬱
血などの影響も大きく受けてしまう。一方、strain imaging法は、炎症・鬱血・黄疸
などによる影響は（ほとんど）受けない。例えば、急性・慢性に関わらず、肝炎の患
者を時系列で評価すると、Vsは治療後速やかに低下するのに対して、LFIの低下に
は長期を要する。これらの違いを応用することで、LFIから予測される線維化の程度
に相当するVsの値以上に、高いVsを呈する場合は、炎症・黄疸・鬱血などの要素が
高いことが容易に推測できる。このようにVsだけに頼らない検査を行うことで、肝
線維化のover diagnosisを減らすことができる。我々は、このように、shear wave 
imaging法だけではなくstrain imaging法も併用するcombination elastographyとい
う評価法を推奨している（Dig Dis 2017;35:515-520.、Oncology 2017;92 Suppl 1:10-15.）。
2018年1月、Combi-Elastoという新しいモードがリリースされた。ワンボタンで自動
フレーム選択、自動LFI計測も行え、Vs、LFI算出が可能。煩雑さが解消され短時間
でcombinational elastographyを行え、肝臓の病態をより正確に評価できるようにな
った。
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4. 肝線維化診断：CT ECV

品川 喜紳、坂本 佳子、伊東 絵美、浦川 博史、光藤 利通、吉満 研吾

福岡大学 放射線医学教室

　慢性肝疾患症例において、肝線維症の進行は予後因子や肝癌発生因子となるため、
そのグレード評価が重要となる。その確定診断は病理学的検査であるが侵襲的な処置
が必要となるため、非侵襲的な放射線学的検査による代用法が検討されてきた。
　一般的に肝線維症が進行するとコラーゲン線維が合成され細胞外液腔（Extracellular 
volume fraction：ECV）が拡大する。そのため、細胞外液性造影剤であるヨード系造
影剤を用いた肝ダイナミックCTの平衡相における貯留（=濃染）はECVの拡大を意
味し、肝線維化の指標となり得る。過去の報告で平衡相と単純相における肝実質の
CT値の差とヘマトクリット（Ht）値を用いることで、ECVの割合を定量的に算出で
き、肝線維化診断に応用できることが既に報告されているが、その多くは単純相、平
衡相に関心領域（ROI）を設置し、そのCT値の差を直接算出する手法をとっていた。
　今回、我々は、
①320列area-detector　CT（Aquilion ONE、東芝メディカルシステムズ）を用いた新
しいサブトラクション法である“Sure-Subtraction Iodine Mapping”により、3次元的
に平衡相と単純相をサブトラクションした上で、Ht値を挿入することで、自動的に
ECVを算出できる“ECV-map”を用いる方法。
②64列Multi Detector row CT（Discovery HD750、GEHC）を用いたデュアルエナジ
ー撮影による平衡相から作成したヨードマップ画像やlow keV imageと単純相の差
を用いる方法。
以上、① ②の方法で算出したECVの値とMR-elastographyや病理学的肝線維化グレ
ードの結果を比較することで、肝線維化診断としてのECVの有用性について検討し
た。
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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

MRエラストグラフィ（以下MRE）は空気の振動によって胸壁を振動させ、肝臓に弾
性波を発生させる検査であり、この肝臓内を伝搬する弾性波を位相画像上で可視化す
るのが基本原理である。MRIを用いて非侵襲的に物体の硬さを定量することができ、
数ある肝線維化診断法の中でも特に優れた診断能を有しているという報告が多数出さ
れている。専用の装置が必要であり他のモダリティと比較してコストが高いという問
題点はあるが、国内でも導入している施設が増えてきている。これは研究のみならず
実際の臨床で有用であることの表れと考えられる。
本講演では肝線維化診断において一定の市民権を得た感のあるMREについて、現在
のところどこまでの診断ができるのか、また臨床で用いる際の注意点にはどのような
ものがあるのかについて現況を解説する予定である。
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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

MRIの信号は水分子と脂肪分子のプロトンに由来するが，そのコントラストはプロ
トンの数（密度）とプロトンが置かれた環境に依存する．肝線維化は肝組織の破壊と
線維芽細胞増殖・膠原線維増生であるので，明らかにプロトンが置かれた環境を変化
させている．つまり，線維化によってMRIのコントラストは確実に変化すると言え
る．MRエラストグラフィは弾性波の特性を用いた硬度測定法でその有用性は広く認
められている．しかし，MRIには弾性特性に頼らずとも組織学的な変化をコントラ
ストとして表現するポテンシャルがある．MRIの持つコントラストを個別に取り出
して測定する方法を定量的MRIと呼び，プロトン密度，T1，T2，拡散，T1 rhoとい
った定量値を得ることができる．肝線維化診断に定量的MRIを用いる報告は多数見
られるが，その実現のためには克服しなければいけない課題も多い．例えば見かけの
拡散係数（ADC）は線維化の進行とともに低下することが知られておりこの点に異論
は見当たらない．また T1は線維化により高く（長く）なることも明らかになっている

（注：T1は励起パルスによりエネルギーを獲得したスピンがそのエネルギーを放出す
る速度を表す時定数）．しかし，これを臨床の線維化診断に応用するためには脂肪沈
着，鉄沈着，炎症，灌流といったMRコントラストに影響を与える交絡因子を考慮す
る必要である．特に拡散コントラストには灌流が，T1コントラストには脂肪沈着が
大きく影響する．これらの交絡因子を除去するためにはMR技術の開発と臨床におけ
る妥当性の評価が求められる．ここでは，肝線維化診断における定量的MRI（MRE
以外）の有用性につき現状と将来展望を考察する．
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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

常磁性ガドキセト酸ナトリウム（Gd-EOB-DTPA）は新たな肝特異性ガドリニウム造
影剤として本邦で発売が開始され10年が経過する。肝細胞性結節や転移性肝癌にお
ける診断能についてはほぼ確立されており、我が国におけるガイドライン上において
もこれらの診断に際し第一選択とされるモダリティと位置づけられている。ビリルビ
ンやインドシアニングリーンと同様にOATP familyと言われるトランスポーターを
介して肝細胞に取り込まれた後、50%程度が胆汁中へ排泄されることより、肝機能評
価におけるモダリティとしても注目されてきた。造影剤投与20分後に得られる肝細
胞相では肝細胞のみに造影剤が取り込まれている状態が観察されることから、肝実質
信号、肝実質信号/脾信号比、肝実質信号上昇比などの様々なパラメータが肝機能を
推定するマーカーとなり得ると報告されている。厳密にはこれらの手法は主に肝細胞
への取り込み程度を反映しているため、主に肝細胞膜の状態や正常肝細胞数を反映し
ていると考えられる。最新のMRI装置ではこれらの信号値や信号比のみではなく、
造影剤によって短縮されたT1値そのものを短時間で計測出来るようになり、新たな
定量値として着目されている。本講ではルーチン検査ベースでのGd-EOB-DTPA造
影MRIを用い、肝信号比と肝形態からのアプローチ、T1値の有用性を述べるととも
に、細胞外液腔の影響を補正した新たな手法について言及する。
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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

　我が国の大企業の品質管理の欠陥が国際的に問題となっている。職人芸的な技術を
最優先に発展したきた我が国の企業のあり方がグローバル基準の導入を遅らせ、高度
な技術にも関わらず国際競争のなかで窮地に立たされている。わが国の医療にも同様
の事例が多々存在するように思う。急速なグローバル化の中で、国際的な共通語を定
め、それに基づいてコミュニケーションを行うことは診療、研究、教育の発展には必
須であり、乗り遅れてはならないと思う。LI-RADS®はLiver Imaging-Reporting and 
Data Systemの略で、米国放射線学会 （ACR）の商標登録である。ACRは乳癌画像診
断の用語の標準化、報告書の系統化、診断技術の標準化や所見の分類などを行い、
1993年にBI（Breast Imaging）-RADSを導入した。乳癌診療の品質管理の改善に大き
な効果があり、FDAはすべてのマンモグラフィーの診断報告書にこれを取り入れる
ように指示している。国際的にも普及し、乳癌画像診断の5段階のカテゴリー分類と
してよく知られている。LI-RADSはこのコンセプトを肝癌に導入したものであり、
2012年にver.1,0が発表されている。その目的は、肝癌ハイリスク患者におけるCT
とMRIの所見解析と報告書作成のための包括的なシステムの開発であり、そのため
に、用語の精密な定義とその代表的な症例の提示、診断アルゴリズムの構築と適切な
画像診断技術のガイドラインなどがEBMに基づいて解析・記載されている。Ver.2017
はGd-EOB-DTPA造影MRIによる肝癌画像診断の変革を導入したものであるが、こ
の際に国際的に広く意見が募られ、わが国も考え方も大幅に導入されている。今後、
国際的に急速に導入が進むことが予想される。Ver.2017の骨子を紹介するとともに、
その有用性や問題点、今後の展望について述べる。
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1. Capsule（non-enhancing vs. enhancing capsule）

石神 康生

九州大学病院 放射線科

　Capsule appearanceはLIRADS におけるmajor imaging featureのひとつとなって
いるが、細胞外液性造影剤でのダイナミックMRI所見に基づいたものである。しかし
ながら、肝臓MRIでは肝特異性造影剤Gd-EOB－DTPAが主流となっている。Anら
はhepatobiliary phase（HBP）で認められる低信号のrimに着眼し、従来のenhancing 
rimよりも高い感度で被膜が診断され、HBP hypointense rimを診断基準に加えるこ
とでHCCの診断能が向上すると報告している（Eur Radiol 2017:27:2610-2618）。
　今回、我々はGd-EOB-DTPAのダイナミックMRIの各相における病理学的被膜

（fibrous capsule ［FC］）の診断能とHBP hypointense rimのFC診断能について自験
例で検討した。
　2014年から2016年の期間で外科的切除が施行されたHCC症例のうち、術前に
Gd-EOB-DTPAでのダイナミックMRIが施行された147例を対象とした。病理学的に
FCありと診断されたものが101例、FCなしと診断されたものが46例であった。ダイ
ナミックMRIの動脈相（第1相）の撮像タイミングはtest injection法で決定され、第
2相、第3相、第4相、HBPは、それぞれ、第1相＋30秒後、90秒後、180秒後、20
分後に撮像された。
　ダイナミックMRIの第2相では高信号のrimを81例に認め（偽陽性17例）、FC診断
能は感度63.4%、特異度63.0%、正診率63.3%であった。第3相では高信号のrimを75
例に認め（偽陽性13例）、FC診断能は感度61.4%、特異度71.7%、正診率64.6%であっ
た。第4相では高信号のrimを41例に認め（偽陽性3例）、FC診断能は、感度37.6%、
特異度93.5%、正診率55.1%であった。HBPでの低信号rimは71例（偽陽性11例）に
認められた。さらに、低信号と高信号の混在したrim、低信号と高信号の2層構造の
rimをそれぞれ7例ずつに認めた（全例で真陽性）。FCの診断能は感度73.3%、特異度
76.1%、正診率74.1%であった。
　Gd-EOB-DTPAによるダイナミックMRIでは、高信号rimを第3相（90秒後）で評
価するのが最も妥当と考えられたが、HBPでの低信号rimの方がFCの感度、特異度、
診断能ともに高かった。HBPでも偽陽性例が認められたが、これらの症例について
の画像的、病理学的な考察を付け加えて報告する。
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2. Washout

藤永 康成

信州大学医学部画像医学教室

LI-RADS ver2014において，「washout」はHCCに特徴的な主所見の一つとして，周
囲肝に比して濃染が減弱していく様子を視角的（定性的）に評価した所見であると定
義された．2017年の改訂により「peripheral washout」が，cholangiocarcinoma，
hepatocholangiocarcinoma，その他のHCC以外の悪性腫瘍に特徴的な所見であり，
従来の「washout」とは異なる別の所見として定義された．「peripheral washout」が見
られた場合にはLR-M （Targetoid mass）に分類されることになる．ここで注意が必
要なのは，LR-5は100% HCCが示唆されるが，LR-MはHCCを否定するわけではなく，
HCCの非典型例が含まれることである．また，2017年度版の「washout」の解説には，
評価する時相に関しても述べられており，細胞外液性造影剤使用時と肝細胞性造影剤
使用時に分けて記載されている．特に，肝細胞性造影剤使用時のダイナミックMRI
では，「transitional phase」という用語が使用されている．これは造影剤注入開始か
ら2～5分後の時間帯のことで，細胞外液性の造影効果優位な状態から肝細胞性の造
影効果が優位な状態へ移行する時間帯であることを意味している．このため，肝細胞
性造影剤を使用した場合，「washout」の評価は「transitional phase」でなく「portal 
venous phase（造影剤注入開始から50～60秒後）」のみで行うこととされている． 
ここでは，「washout」に関してLI-RADSにおける定義，その変遷および「peripheral 
washout」との相違点に加えて，washoutを評価する際の留意点や課題についても触
れる．
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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

　Liver imaging Reporting and Data System （LI-RADS） は American College of 
Radiology （ACR）のもと2011年に発足した。LI-RADSは過去2013年と2014年にupdate
され、今回2017年にもupdateされた。LI-RADSは肝細胞癌（HCC）のリスクの高い
患者に対して使用する診断アルゴリズムである。具体的には肝硬変、B型慢性肝炎、
HCCの既往のあるものに対して使用されることになる。このpopulationにおける、
non-HCC malignancyとしては、肝内胆管癌が最も多く、頻度は低いが混合型肝癌や
転移性肝腫瘍などがあがってくる。LI-RADSでは、明確なHCCをLR-5に、悪性腫瘍
ではあるが、HCCとしては特異的でないものをLR-Mに診断する。2017年の改訂では、
このLR-Mの診断基準が明確に定義された。その中でも重要なものがTargetoid mass
となる（non targetoidでもLR-Mの診断となりうる）。Targetoid massとはダイナミ
ックstudy所見から、Rim APHE、Peripheral washout、Delayed central enhance-
ment、拡散強調画像、EOB-MRIでの Targetoid所見を有する腫瘤のことで、これら
の所見を有する場合はLR-Mと診断される。LR-Mと診断したものが全てnon-HCC 
malignancyで、LR-5と診断したものが全てHCCというのが理想ではあるが、LR-M
に分類されるHCC、LR4/5などに分類されるnon-HCC malignancyなども存在する
のが現状である。
　今回は肝細胞癌と他の悪性腫瘍との鑑別の観点からLI-RADSの診断能の現状、問
題点、EOB-MRIのインパクトなどにつき概説したい。
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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

HCCにおける門脈（あるいは肝静脈）腫瘍栓は、CT/MRIに関するLI-RADS 2014年
版においてLR-5Vに分類されていたが、HCC以外の悪性腫瘍でも見られ得る所見で
あるため、本年LR-TIV（Tumor in Vein）と変更された。門脈腫瘍栓が存在すると肝
移植の適応は無くなる一方で、非代償性肝硬変では門脈血栓も生じることも多く、両
者の鑑別は治療法の選択において重要である。また、肝移植後の再発リスクは微小脈
管浸潤（microvascular invasion: MVI）が存在するだけでも高くなるため、治療前に
MVIが推定可能であれば臨床的に有用と言える。肝臓の標準的なMR検査法である
EOB-MRIでは、形態に加えて機能の情報を得ることができる。そのため細胞外液性
造影剤を用いた場合では得られなかった画像パラメーターが設定可能であるが、その
中に診断のキーとなり得るものも期待される。1）腫瘍栓と血栓の鑑別では、これま
で門脈栓の増強効果、門脈径の増大、主腫瘍との連続性、T2強調像の信号、拡散制
限等が検討されている。2）MVIの推定では、腫瘍周囲の早期濃染やEOB取り込み低
下の有無、増強後のwashoutの有無、被膜の有無・性状、腫瘍のEOB取り込みパタ
ーン、脂肪含有の有無、拡散制限等が候補として考えられる。今回は、自施設での検
討も踏まえながら、これらに関するEOB-MRIとしての診断能について概説する。単
独ではなく、複数の画像パラメーターを用いたmultiparametricな検討結果について
も言及したい。



― 45 ―

［ＭＥＭＯ］



［ＭＥＭＯ］



［ＭＥＭＯ］





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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