


第46回
断層映像研究会の
開催にあたって

第46回 断層映像研究会
大会長　村山　貞之

（琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座）

　2017 年 10 月 27 日（金）―28 日（土）に沖縄県市町村自治会館で第 46 回断層映像研
究会を開催させていただきます。
　私の断層映像研究会との関わりは、私の恩師である九州大学の増田康治名誉教授が在
任中から、｢できるだけ演題を出して出席しなさい｣ と促されて、頻回に参加しておりま
した。増田先生が主催された平成 8 年の第 25 回大会時には、私のシアトル時代のボス
である Godwin 先生を招聘して講演をしていただいた思い出があります。あれから 21
年経ちましたが、こうして私が大会長を務めさせていただきますことは、誠に光栄でご
ざいます。
　さて、今回の研究会のテーマは、｢エキスパートが語る画像診断の醍醐味｣ といたしま
した。現在、各領域で活躍されていらっしゃるエキスパートの先生方から、画像診断の
素晴らしさ、新しい診断法の解説などを熱く語っていただきたいと思っております。全
国の講師の先生方に、この遠い沖縄の地までお越しいただくことを快諾いただき、心よ
り感謝いたします。
　10 月末の沖縄は、やっと涼しくなり、台風発生の頻度も少なく、心地よい海風が吹く
時期であり、観光には最適です。ポスターのイメージ図は、ちょうどこの頃開催される
首里城祭の行列です。まだ、日程が決まっていないようですが、うまくいけばちょうど
学会時期に当たるかもしれません。美ら海水族館や世界遺産の「琉球王国のグスク及び
関連遺産群｣ を見るもよし、ただただエメラルドグリーンの海を眺めるのもよし、是非、
研究会翌日の日曜日まで残っていただいて沖縄を堪能いただければと思っております。
　断層映像研究会は 46 回もの歴史ある研究会ですが、沖縄で開催されるのは初めてで
あります。そういった意味でも、たくさんの若い放射線科医に勉強していただきたいと
いう気持ちを込めて、今回はポスターセッションを設けることにしました。特にテーマ
は決めておりませんので、是非ポスターを携えて研究会に参加して下さい。
　多くの皆さんのご参加を心待ちにしております。 
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交通のご案内
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那覇空港～会場

会場へのアクセス
●モノレールで来られる方
　那覇空港駅 ⇒ 旭橋駅（11分／260円）
　旭橋駅 - リーガロイヤルグラン沖縄前    -
　沖縄県市町村自治会館の連絡通路を利用して
　徒歩で約5分（下図の会場周辺マップ参照）

●車で来られる方
　那覇空港から車で約10分

駐車場のご案内
●カフーナ旭橋パーキング
　自動発券、自動精算方式の自走式立体駐車場
　70台収容／24時間営業

 時　 間 料　金

最初の30分まで 150円
最初の30分以降、30分ごと 100円
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沖縄県市町村自治会館

会場周辺マップ

南部
合同庁舎

沖縄県市町村
自治会館（2階）
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会場のご案内

自治会館
事務所

総合受付

クローク

Poster Viewing

PC受付

講演会場
（ホール）

（ホワイエ）

世話人会
（203）

沖縄県市町村自治会館　２階　
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参加者へのご案内
１ . 参加受付

日　時：10月27日 （金）12:00 ～ 18:30
　　　　10月28日 （土） 8:30 ～ 15:30
場　所：総合受付（沖縄県市町村自治会館　２階　ホワイエ）

２．参加費（現金受付のみ）
会　員：6,000円
非会員：10,000円
・会場内では必ず参加証（兼領収書）に所属・氏名を記入の上、常時着用してください。
・参加証（兼領収書）の再発行はできませんので大切に保管してください。
・参加受付時に、シラバス集を配布いたします。

３．情報交換会
日　時：10月27日 （金）18:30 ～
会　場：沖縄県市町村自治会館　２階　ホワイエ
・  参加費は無料となっております。奮ってご参加ください。

４．単位登録
本研究会は、日本医学放射線学会の放射線専門医資格更新単位取得制度における学術集会単位数
として5単位が認定されています。

５．共催セミナー
イブニングセミナー：10月27日 （金）17:00 ～ 18:00
ランチョンセミナー：10月28日 （土）12:30 ～ 13:20
・  ランチョンセミナー整理券の配布はございません。セミナー入場時にお弁当をお受け取りくださ

い。なお、数量に限りがございますのでご了承ください。

６．クローク
受付日時：10月27日 （金）12:00 ～ 20:00 
　　　　　10月28日 （土） 8:30 ～ 16:50
受付場所：沖縄県市町村自治会館　２階　ホワイエ

4



７．PC 発表データの受付
研究会当日に口演発表データの受付を行います。セッション開始30分前までに会場前のPC受付に
て、発表データの試写並びに受付をお済ませください。
受付日時：10月27日 （金）12:00 ～ 18:00
　　　　　10月28日 （土） 8:30 ～ 15:30
受付場所：PC受付（沖縄県市町村自治会館　２階　ホワイエ）

８．会期中の問い合わせ先
総合受付（沖縄県市町村自治会館　２階　ホワイエ）

９．その他
・会場内では、携帯電話をマナーモードに設定してください。
・会場内は全館禁煙です。
・  大会長の許可の無い掲示・展示・印刷物の配布・録音・写真撮影・ビデオ撮影は固くお断りいた

します。

10．関連行事のご案内
世話人会　日　時：10月27日 （金）12：00 ～ 12：30
　　　　　会　場：沖縄県市町村自治会館　２階　203会議室
総　　会　日　時：10月27日 （金）12：30 ～ 13：00
　　　　　会　場：沖縄県市町村自治会館　２階　ホール
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座長・演者へのご案内
１．進行情報
・各セッションとも、演者１名につき30分のご発表となります。
・  発表終了１分前に黄色ランプ、終了・超過時には赤色ランプを点灯してお知らせします。円滑な

進行のため、時間厳守でお願いします。
・  演台上には、モニター、マウス、レーザーポインターを用意いたします。演台に上がると最初の

スライドが表示されますので、その後の操作は各自で行なってください。

２．座長の皆様へ
・  ご担当セッション開始予定時刻の15分前までに、会場内前方の「次座長席」にご着席くださ

い。

３．演者の皆様へ
1）  口演発表はすべてPC発表（PowerPoint）のみといたします。
2） 発表データは、Windows PowerPoint 2003 ～ 2013のバージョンで作成してください。
 ＊PowerPoint 2016には対応していません。
3）   PowerPointの「発表者ツール」は使用できません。発表用原稿が必要な方は各自ご準備くだ

さい。

< データ発表の場合 >
1）   作成に使用されたPC以外でも必ず動作確認を行っていただき、USBフラッシュメモリーでご持

参ください。
2）   フォントは文字化け、レイアウト崩れを防ぐため下記フォントを推奨いたします。
 MSゴシック、 MSPゴシック、 MS明朝、 MSP明朝
 Arial, Century, Century Gothic, Times New Roman
3）   発表データは研究会終了後、事務局で責任を持って消去いたします。

<PC 本体持込みによる発表の場合 >
1）   Macintoshで作成したものと動画・音声データを含む

場合は、必ずご自身のPC本体をお持込みください。
2）   会 場 で 用 意 す るPCケ ー ブ ル コ ネ ク タ の 形 状 は、

D-SUB mini 15pin（図参照）です。この出力端子を
持つPCをご用意いただくか、この形状に変換するコ
ネクタを必要とする場合には必ずご持参ください。
デジタル出力（HDMI）の出力端子しか無いPCは
HDMI→D-SUBの変換アダプターも必要です。電源ケーブルもお忘れなくお持ちください。

3）   再起動をすることがありますので、パスワード入力は“不要”に設定してください。
4）   スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。
5）   動画データ使用の場合は、Windows Media Playerで再生可能であるものに限定いたします。

ディスプレイ接続コネクタ

（図）

会場で用意するケーブル
D-SUB mini 15pin （オス）

演者のPC
D-SUB mini 15pin （メス）
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４．Poster viewing につきまして
ポ ス タ ー 貼 付：10月27日 （金）12：00 ～ 14：00
Poster viewing：10月27日 （金）18：00 ～ 18：30
ポ ス タ ー 撤 去：10月28日 （土）15：00 ～ 16：30

・  貼付用マジックテープは事務局にてご用意いたします。  
リボンを準備いたしますので、Poster viewingの時間はご着用ください。  
Poster viewingのお時間10分前には、ご自身のポスター前までお越しください。

　※ 発表はフリーディスカッションとし、座長による進行はございません。
　※ Poster viewingの時間は30分です。この間は発表ポスターの前に待機してください。
・  すべて紙ポスターで行います。シャウカステンは準備致しません。
　※ 図のパネルのサイズ内に収まるポスターをご持参ください。
・  発表者・所属、病歴、検査所見、画像などを含めてください。病歴は英語の併記をお願いします。
・  文字や画像は離れた位置からでも見えるように大きさにご配慮ください。文字のフォントサイ

ズは30ポイント以上が推奨です。

演題番号

116cm

15cm

90cm

90cm

11cm

13.5cm
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日程表

9:00

12:00

13:00

14:00

17:00

18:00

1日目　10月27日（金）
9:00

10:00

2日目　10月28日（土）

セッション 1
座長：入江　裕之
演者：藤井　進也
　　　楫　　　靖

世話人会　（2 階 203 会議室）
開会の辞

総　　会

セッション 2
座長：吉満　研吾
演者：小林　　聡
　　　陣崎　雅弘

セッション 3
座長：畠中　正光
　　　村山　貞之
演者：松岡　　伸
　　　岡田　文人
　　　岡田　守人

イブニングセミナー
座長：畠中　正光
演者：長尾　充展

共催：株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

Poster viewing
（2階　ホワイエ）

情報交換会

セッション 4
座長：興梠　征典
演者：浮洲龍太郎
　　　三木　幸雄

講演会場（２階ホール） 講演会場（２階ホール）

セッション 5
座長：平安名常一
演者：我那覇文清
　　　平川　雅和

セッション 6
座長：青木　隆敏
演者：橘川　　薫
　　　常陸　　真

特別講演
座長：村山　貞之
演者：一色　彩子

特別セッション　Film reading
座長：小山　　貴
　　　松木　　充

セッション 7
座長：千葉　　至
演者：松田　博史
　　　中本　裕士

ランチョンセミナー
座長： 村田喜代史
演者：山城　恒雄
　　　大野　良治

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

閉会の辞

14:10

12:20
12:30

15:10
15:20

16:50

18:30

19:30

10:10

11:10
11:20

12:20
12:30

13:20
13:30

15:20
15:30

16:40
16:30

14:20
14:25
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プログラムプログラム
1日目　10月27日（金）

13:00 ～ 14:00
セッション１ 座長	 入江 裕之

 佐賀大学医学部 放射線医学教室

・婦人科画像診断：良悪性の鑑別が問題となる疾患 演者	 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

・前立腺癌の特徴とMRIの役割 演者	 楫 靖
 獨協医科大学 放射線医学講座

14:10 ～ 15:10
セッション２ 座長	 吉満 研吾

 福岡大学医学部 放射線医学教室

・EOB造影MRI肝細胞相で明瞭な低信号を呈さな
い病変に遭遇した際の対応

演者	 小林 聡
  金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 量子医療 

技術学講座

・腎腫瘍の画像診断 演者	 陣崎 雅弘
  慶應義塾大学医学部 放射線科学教室放射線診断科

15:20 ～ 16:50
セッション３ 座長	 畠中 正光

 札幌医科大学医学部 放射線診断学教室

座長	 村山 貞之
  琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座

・CTによるCOPDの定量解析 演者	 松岡 伸
 聖マリアンナ医科大学 放射線医学教室

・びまん性肺疾患　　　　　　　　　　　　　 
—感染症と非感染症との鑑別点！—

演者	 岡田 文人
  大分大学医学部 臨床医学科放射線医学講座

・画像による肺癌の悪性度診断と術式選択 演者	 岡田 守人
  広島大学 腫瘍外科

17:00 ～ 18:00
イブニングセミナー 座長	 畠中 正光

 札幌医科大学医学部 放射線診断学教室

・圧縮センスによる心臓MRIの高速撮影とフロー
イメージ

演者	 長尾 充展
  東京女子医科大学 画像診断学・核医学講座

共催	  株式会社フィリップス  
エレクトロニクスジャパン

18:00 ～ 18:30
Poster	viewing

18:30 ～ 19:30
情報交換会
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2日目　10月28日（土）

9:00 ～ 10:00
セッション4 座長	 興梠 征典

 産業医科大学 放射線科学教室 

・舌骨上頸部間隙：CT・MRI診断のポイント 演者	 浮洲 龍太郎
  北里大学医学部 放射線科学画像診断学講座

・下垂体の画像診断 演者	 三木 幸雄
  大阪市立大学大学院医学研究科 放射線診断学･IVR学/

放射線腫瘍学教室

10:10 ～ 11:10
セッション5 座長	 平安名 常一

  琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座

・急性大動脈解離のCT画像と血管内治療 演者	 我那覇 文清
  沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  

放射線科

・肝腫瘍に対するTACEと関連画像診断 演者	 平川 雅和
 九州大学病院別府病院 放射線科

11:20 ～ 12:20
セッション6 座長	 青木 隆敏

 産業医科大学 放射線科学教室

・足関節・足部のスポーツ障害の画像診断 演者	 橘川 薫
 聖マリアンナ医科大学 放射線医学教室

・骨軟部腫瘍の画像診断 演者	 常陸 真
 東北大学病院 放射線診断科

12:30 ～ 13:20
ランチョンセミナー	
超高精細CTおよび３T	MRIの臨床応用

座長	 村田 喜代史
  滋賀医科大学医学系研究科 放射線医学講座

・ 超高精細CT（Ultra-high-resolution CT）の  
初期使用経験

演者	 山城 恒雄
  琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座

・ Vantage Titan 3Tによる最新体幹部画像診断　 
-From Morphology to Functional and 
Metabolic Imaging-

演者	 大野 良治
  神戸大学大学院医学研究科 内科系講座 放射線医学 

分野 機能・画像診断学部門／ 
先端生体医用画像研究センター

共催	  東芝メディカルシステムズ株式会社
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13:30 ～ 14:20
特別講演 座長	 村山 貞之

  琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座

・｢その他｣ の視点から 演者	 一色 彩子
 日本医科大学武蔵小杉病院 放射線科

14:25 ～ 15:20
特別セッション　Film	reading 座長	 小山 貴

 倉敷中央病院 放射線診断科

座長	 松木 充
  近畿大学医学部 放射線医学講座放射線診断学部門

・out of the way

15:30 ～ 16:30
セッション7 座長	 千葉 至

  ちばなクリニック 放射線科

・認知症の画像診断の進歩 演者	 松田 博史
  国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター  

脳病態統合イメージングセンター

・これからの腫瘍PET検査を考える 演者	 中本 裕士
 京都大学医学部附属病院 放射線部
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10月27日（金）
断層映像研究会 １日目



セッション 1
13:00 ～ 13:30

鳥取大学医学部 
病態解析医学講座画像診断治療学分野

藤井 進也

婦人科画像診断：良悪性の鑑別が問題となる疾患

婦人科画像診断においては CT や MRI が施行される前に良悪性の鑑別がなされていることが多いが、良悪性の鑑別が
困難な症例にときに遭遇する。子宮筋腫が赤色変性や嚢胞変性、粘液変性を来した場合には平滑筋肉腫や卵巣癌、腹
膜偽粘液腫との鑑別が問題となることがある。また、内膜間質肉腫や腺筋症由来の体癌は富細胞性筋腫と類似した画
像を呈しうる。今回の講演ではこのような良悪性の鑑別が問題となる症例を中心に講演する。

� 第46回�断層映像研究会
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セッション 1
13:30 ～ 14:00

獨協医科大学  
放射線医学講座

楫 靖

前立腺癌の特徴とMRIの役割

前立腺 MRI で捕らえることができず生検により発見される病変は悪性度が低いことが知られている。この状況から、
前立腺 MRI で検出できる癌は significant cancer として治療が必要、MRI で検出できない癌は insignificant が多い
ので過剰な診療は避けるべきである、との意見が出されるようになってきた。
今回の発表では、MRI を用いた前立腺癌診断に関する情報を整理する。MRI を前立腺癌の診療の流れのどこに組み込
むとよいか、考える材料にしていただきたい。

� 第46回�断層映像研究会
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セッション 2
14:40 ～ 15:10

慶應義塾大学医学部  
放射線科学教室放射線診断科

陣崎 雅弘

腎腫瘍の画像診断

腎腫瘍の診断は、大きく嚢胞性と充実性に分けられ、嚢胞性腫瘍は Bosniak 分類に従って鑑別を考える。充実性腫瘍
は、膨張性発育か浸潤性発育かに分けて、浸潤性発育はまず悪性腫瘍である。膨張性発育は、腎細胞癌と血管筋脂肪腫
の頻度が高い。腎細胞癌は WHO2016 で組織型分類に大きな変化がみられる。血管筋脂肪腫も近年疾患概念が変遷
しており、特に脂肪の少ないタイプの診断が重要である。これらの最新の知見や分類に基づいた診断を解説する。
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セッション 3
15:20 ～ 15:50

聖マリアンナ医科大学  
放射線医学教室

松岡 伸

CTによるCOPDの定量解析

COPD は従来呼吸機能面から診断されてきたが、定量的 CT 画像解析手法により、CT は COPD の呼吸機能を評価で
きる。
COPD の主な病態は肺気腫と気道性病変であるが、肺気腫病変については肺気腫の広がりを CT 定量的に評価する方
法がほぼ確立されている。　一方、気道性病変に関しても、呼気 CT により末梢気道閉塞の評価が可能である。
COPD は肺血管障害も生じる。近年 CT によって定量的に末梢気道を評価する方法が提唱され、多くの検討が行われ
ている。
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セッション 3
16:20 ～ 16:50

広島大学  
腫瘍外科

岡田 守人

画像による肺癌の悪性度診断と術式選択

原発性肺癌、特に早期肺がんにおいて、画像によって腫瘍の悪性度や患者の予後が予測できれば、術式選択に活用で
きる。腺癌においては HR-CT 肺野条件でのすりガラス陰影の多寡が腫瘍悪性度を反映することは周知の事実である。
しかし、早期肺癌においてはその集積が殆どないことから、臨床実地ではPET-CTは頻用されていない。今回、HR-CT
とともに PET-CT の SUVmax によって腫瘍の病理学的悪性度診断や患者の術後生存の予測が可能であるか否かを検
討した。

Memo
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10月27日（金）
イブニングセミナー



イブニングセミナー
17:00 ～ 18:00

東京女子医科大学  
画像診断学・核医学講座

長尾 充展

圧縮センスによる心臓MRIの高速撮影とフローイメージ

圧縮センスは、圧縮センシングと SENSE 法を融合させ、画質を担保しながら、スキャン時間の短縮を可能とする。複
数のシークエンスを撮影する心臓 MRI では、長時間の検査を克服できる手段となる。ここでは、圧縮センスを心臓
MRI へ応用し、検査時間短縮や画質向上の得られた初期経験を紹介する。加えて３次元位相コントラストによる 4D 
フローや通常シネ MRI による Vortex flow map を用いた新たなフローイメージとその臨床的有用性を提示する。

� 第46回�断層映像研究会
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10月28日（土）
断層映像研究会 ２日目



セッション 5
10:10 ～ 10:40

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  
放射線科

我那覇 文清

急性大動脈解離のCT画像と血管内治療

大動脈解離の診療に造影 CT は重要で、診断のみならず治療選択に必要なほぼ全ての情報が迅速に得られる。初回 CT
では、病型診断、合併症評価（心タンポナーデ、破裂、分枝血流障害）、エントリーの同定が重要である。
治療においては、血管内治療の発達により、A 型は手術、B 型は保存的という従来のシンプルな図式から、治療戦略に
変化が生じている。合併症を有する B 型解離ではステントグラフトによるエントリー閉鎖が推奨されるようになり、
分枝虚血に対しては従来のバイパスに代わりステントによる血行再建が選択される。
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セッション 6
11:20 ～ 11:50

聖マリアンナ医科大学  
放射線医学教室

橘川 薫

足関節・足部のスポーツ障害の画像診断

スポーツにより生じる足部障害の頻度は高い。足関節では前距腓靭帯、前脛腓靭帯、三角靭帯の損傷および靭帯付着
部の裂離骨折などがみられる。靭帯損傷後に生じる足関節の不安定性により、足関節インピンジメント症候群をきた
すことがある。Lisfranc 靭帯損傷は中足部捻挫で発生するが見落とされやすい。腓骨筋腱脱臼は腱断裂を伴うことが
ある。
MRI 診断には正常画像解剖の理解が必須である。
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セッション 6
11:50 ～ 12:20

東北大学病院  
放射線診断科

常陸 真

骨軟部腫瘍の画像診断

骨腫瘍は単純 X 線写真で発見される事が多く、大部分が単純 X 線写真で診断可能である。骨腫瘍の診断は、辺縁の解
析、基質の解析、骨膜反応の解析が基本であり、単純 X 線写真が重要な役割を果たしている。軟部腫瘍は単純Ｘ線写真
やCTでは情報が少なく、MRIが診断に重要な役割をはたしている。本講演では、単純X線写真での骨腫瘍の診断方法
と、軟部腫瘍の MRI 診断のほかに、治療方針決定に必要な情報に関して解説する。
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10月28日（土）
ランチョンセミナー



ランチョンセミナー
12:30 ～ 13:20

琉球大学大学院医学研究科  
放射線診断治療学講座

山城 恒雄

超高精細CT（Ultra-high-resolution	CT）の初期使用経験

医療用としては世界最小の、全方向 0.25mm の検出器を装備した Aquilion Precision（東芝メディカルシステムズ
社）は、約 30 年ぶりに「空間分解能の劇的な向上」を成し遂げた超高精細 CT スキャナーである。琉球大学医学部附属
病院では、同機を世界で 8 番目に導入した医療機関として、本年 8 月より超高精細 CT の撮影を行っている。本講演で
は、先行導入施設での事例も紹介しつつ、「中内耳CT」「胸部CT」「CT angiography」等における、当院でのAquilion 
Precision の使用経験を概説する。

Memo
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ランチョンセミナー
12:30 ～ 13:20

神戸大学大学院医学研究科 内科系講座 
放射線医学分野 機能・画像診断学部門／ 
先端生体医用画像研究センター

大野 良治

Vantage	Titan	3Tによる最新体幹部画像診断	 	
-From	Morphology	to	Functional	and	Metabolic	Imaging-
体幹部領域における MRI は当初，形態診断を中心に進歩してきたが，現在では機能診断や分子イメージングなども可
能となりつつあり，様々な臨床応用研究が試みられている。併せて，我が国においては 3 Tesla MR 装置の急速な普
及により， 体幹部領域における MRI においても 3 Tesla MR 装置が標準となりつつある。
東芝メディカルシステムズ株式会社は 2011 年以降 Vantage Titan 3T を最新の技術を臨床で具現化できる
Flagship model の 3T MR 装置として臨床導入し，その基礎及び臨床研究を行っている。そして，2016 年にはその
成果をもとにした Saturn technology を臨床導入し，新たな Vantage Titan 3T として Saturn gradient option
を臨床導入した。合わせて，Saturn technology を標準搭載した汎用機として Vantage Galan 3T も臨床導入され
ている。
このような現状を踏まえて本講演においては体幹部における Vantage Titan 3T の最新技術とその臨床応用や将来
展望として，1) Saturn technology の紹介，2) 各種非造影 MR angiography および MR perfusion imaging およ
び造影 MR perfusion imaging，3) 新たな Diffusion-weighted imaging (DWI) としての Computed DWI や
DWI の収集方法を EPI から FASE 法にした新たな FASE DWI，4) 新たな分子イメージングである Chemical 
exchange saturation transfer imaging お よ び 5) 200 μ sec よ り 短 い ultra-short TE (UTE) を 用 い た
Pulmonary thin-section MR imaging with UTE に関して述べたい。
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10月28日（土）
特別講演



セッション 7
15:30 ～ 16:00

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 
脳病態統合イメージングセンター

松田 博史

認知症の画像診断の進歩

認知症の画像診断は特に MRI および PET で進歩が著しい。構造 MRI は変性性認知症の進行を評価する上で重要であ
り、疾患修飾薬の効果判定に役立つ。MRI による自動的脳体積測定は海馬亜区域にも応用されている。PET はアミロ
イドおよびタウ蓄積を評価できるようになり、Suspected Non-Alzheimer’s disease pathophysiology や
Primary Age-related Tauopathy という疾患概念を提起している。
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協賛会社一覧（五十音順）
大会運営支援団体
コニカミノルタジャパン株式会社

医療法人安心会　愛聖クリニック
エーザイ株式会社
エム・ケイ物産株式会社
医療法人大平会
沖縄協同病院
沖縄赤十字病院
株式会社　沖縄メディコ
医療法人おもと会　大浜第一病院
医療法人社団かびら会　川平病院
社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院
社会医療法人敬愛会
医療法人賢儀天寿会
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
株式会社ジェイ・エム・エス
株式会社　島津製作所
シーメンスヘルスケア株式会社
医療法人祥杏会　おもろまちメディカルセンター
医療法人翔南会　翔南病院
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院
第一三共株式会社
医療法人タピック　沖縄リハビリテーションセンター病院
医療法人タピック　宮里病院
東芝メディカルシステムズ株式会社
南西医療機器株式会社
日本アキュレイ株式会社
日本化薬株式会社
株式会社ネット・メディカルセンター
バイエル薬品株式会社
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
富士製薬工業株式会社
社会医療法人友愛会　豊見城中央病院
株式会社　ユー・ティー・エム
琉球放射線　有限会社
医療法人和の会　与那原中央病院

� 平成29年10月19日現在

148



第46回断層映像研究会

発　行 平成29年10月19日

編　集  琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座

 〒903-0215　沖縄県西原町字上原207

 TEL：098-895-1162 ／ FAX：098-895-1420 

印　刷 株式会社　沖縄コングレ

 〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-1-1　

 日本生命那覇ビル

 TEL：098-869-4220 ／ FAX：098-869-4252

149




