
登録番号 演題番号 発表セッション 発表日 会場 演題タイトル

10001 P-67 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 2
3月22日（土） 17:25 ～ 17:30

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

植田 文明 出産を契機に2度発症し画像所見の軽度残存を認めたMERSの1例

10002 O-40 口演 （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 3月22日（土） 9:50 ～ 9:58
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
土屋 一洋　 異方性を利用した拡散強調像による錐体路と急性期脳梗塞の同時描出

10003 P-74 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 3
3月22日（土） 18:00 ～ 18:05

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

越智 誠 急性一酸化炭素中毒による遅発性脳症のMRI

10004 P-19 ポスター （一般演題） 小児 1 3月21日（金） 16:55 ～ 17:00
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
藤田 和俊 Antley-Bixler症候群における中耳・内耳奇形

10005 O-38 口演 （一般演題）
解剖・生理、機能的疾患、

薬剤・造影剤、その他
3月22日（土） 9:34 ～ 9:42

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

神田 知紀
ガドリニウム造影剤投与歴とT1強調画像における
小脳歯状核高信号化の関連：キレート構造により異なるか？

10006 O-54 口演 （一般演題） 小児、感染 3月22日（土） 15:35 ～ 15:43
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
早川 克己 早期産児におけるterm時期のMRIによる予後推定の後方視的研究

10007 P-45 ポスター （症例報告） 脳腫瘍 1 3月22日（土） 17:10 ～ 17:15
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
道合 万里子 トルコ鞍部黄色肉芽腫の1例

10008 O-15 口演 （一般演題） 手術支援、3D画像、外傷 3月21日（金） 10:46 ～ 10:54
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
梶田 泰一 脳神経外科手術を支援する3Dバーチャル画像解析技術の開発

10009 O-58 口演 （一般演題） 小児、感染 3月22日（土） 16:07 ～ 16:15
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
高梨 潤一 腸管出血性大腸菌（STEC）O111関連急性脳症の臨床画像検討

10010 P-44 ポスター （症例報告） 脳腫瘍 1 3月22日（土） 17:05 ～ 17:10
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
海野 真記 腎癌の髄膜腫転移の一例

10011 P-55 ポスター （症例報告） 脊髄・脊椎 3月22日（土） 18:00 ～ 18:05
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
樋口 智仁 孤発性小脳血管芽腫の術後7年で髄液播種をきたした2例

10012 O-39 口演 （一般演題）
解剖・生理、機能的疾患、

薬剤・造影剤、その他
3月22日（土） 9:42 ～ 9:50

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

稲桝 丈司
心停止蘇生後患者におけるearly CT signsの臨床的意義：
特に経時的変化と予後予測性に注目して

10013 P-62 ポスター （症例報告） IVR・血管内治療 3月22日（土） 18:35 ～ 18:40
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
飯塚 有応 分節性脳顔面動静脈奇形

10014 O-47 口演 （一般演題） 灌流画像、脳血液循環・代謝1 3月22日（土） 10:54 ～ 11:02
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
戸村 則昭

Cerebrovascular reserve判定のための，
Diamox負荷ASL perfusion MRI：Diamox負荷I-123-IMP-SPECTとの比較

10015 O-18 口演 （一般演題） IVR・血管内治療、脊髄・脊椎 3月21日（金） 11:10 ～ 11:18
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
高山 勝年

保険認可後の頚動脈ステント留置術 314病変の検討
プロテクションデバイス別の周術期虚血性合併症の比較

10016 P-40 ポスター （一般演題） 脳血管障害3 3月22日（土） 18:20 ～ 18:25
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
山本 憲 磁化率強調画像における血腫と紛らわしい脂肪腫

筆頭著者発表形式 セッション時間



登録番号 演題番号 発表セッション 発表日 会場 演題タイトル筆頭著者発表形式 セッション時間

10017 P-25 ポスター （一般演題） 解剖・生理、3D画像 3月22日（土） 17:05 ～ 17:10
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
福住 明夫 MR venographyによる成人後頭静脈洞の還流路の検討

10018 O-41 口演 （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 3月22日（土） 9:58 ～ 10:06
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
劉 暁丹

初回エピソードうつ病患者における白質障害とコルチゾールの関係：
TBSSを用いた拡散テンソル画像の検討

10019 P-66 ポスター （症例報告） 感染、炎症性・脱髄性疾患 1 3月22日（土） 17:20 ～ 17:25
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
宮川 真依

SWIで低信号を呈した進行性多巣性白質脳症　(PML)　の二例：
脱髄病変進展における鉄沈着の示唆

10020 P-10 ポスター （一般演題） 変性疾患 1 3月21日（金） 16:50 ～ 16:55
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
堀 郁子 VSRAD plus とVSRAD advamce の比較検討

10021 P-18 ポスター （一般演題） 小児 1 3月21日（金） 16:50 ～ 16:55
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
神谷 昂平 片側巨脳症におけるaccelerated myelinationと異常な神経線維束

10022 P-29 ポスター （一般演題）
脳血管障害 1、

機器・装置・技術 1
3月22日（土） 17:25 ～ 17:30

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

村山 和宏 SEMARを用いた頭蓋内金属アーチファクト低減効果の評価

10023 P-68 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 2
3月22日（土） 17:30 ～ 17:35

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

小阪 崇幸 脳梁に加え大脳皮質にも画像異常を認めたMarchiafava-Bignami病の1例 

10024 O-05 口演 （一般演題） 脳腫瘍2 3月21日（金） 9:17 ～ 9:25
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
大原 有紗 脳腫瘍術前のASLとDSCにおけるCBFの乖離の検討

10025 O-01 脳腫瘍1 3月21日（金） 8:45 ～ 8:53
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
北島 美香 下垂体・鞍上部腫瘍症例での視路の3D-FLAIRによる評価

10026 P-11 ポスター （一般演題） 変性疾患 1 3月21日（金） 16:55 ～ 17:00
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
櫻井 圭太

皮質基底核変性症及び進行性核上性麻痺の鑑別における
白質容積低下の有用性ーSPM8及びDERTELを用いた検討ー

10027 P-20 ポスター （症例報告） 小児 1 3月21日（金） 17:00 ～ 17:05
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
内川 容子

molar tooth signとDandy-Walker奇形を認めた
Oral-Facial-Digital syndrome type VI

10028 O-11 口演 （一般演題） 脳腫瘍3、放射線治療 3月21日（金） 10:14 ～ 10:22
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
山本 昌昭

Are post-SRS results better in brain MET patients
 without than in those with neurological symptoms?

10029 P-58 ポスター （一般演題） 脊髄・脊椎 3月22日（土） 18:15 ～ 18:20
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
高橋 聡 脊髄動静脈瘻の診断におけるconebeam CTの有用性の検討

10030 P-34 ポスター （一般演題）
脳血管障害 2、

機器・装置・技術 2
3月22日（土） 17:50 ～ 17:55

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

内野 晃 MRAで診断されたmoyamoya病に合併した脳動脈破格

10031 O-29 口演 （一般演題）
脳血管障害3、

水頭症・髄液循環動態、
機器・装置・技術

3月21日（金） 16:04 ～ 16:12
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
長畑 守雄

急性期脳主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収療法術前のMRIは
病型診断にどこまで迫れるか

10032 O-23 口演 （一般演題） 脳血管障害1 3月21日（金） 15:16 ～ 15:24
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
原田 太以佑 7 Tesla高解像度MRAにおける前交通動脈穿通枝の描出能の検討

口演
（インターナショナル

セッション）
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10033 P-49 ポスター （症例報告） 脳腫瘍 1 3月22日（土） 17:30 ～ 17:35
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
大谷 隆浩 磁化率強調画像(SWI)で低信号の目立った悪性リンパ腫の2例

10034 P-50 ポスター （一般演題） 脳腫瘍 2 3月22日（土） 17:35 ～ 17:40
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
鹿戸 将史 原発性悪性脳腫瘍における”3D Contrast Enhanced MSDE”の有用性

10035 O-16 口演 （一般演題） 手術支援、3D画像、外傷 3月21日（金） 10:54 ～ 11:02
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
軽度外傷性脳損傷に対するCT検査の適応: カナダ・ルールと
ニューオーリンズ・クライテリアの比較検討

10036 P-30 ポスター （一般演題）
脳血管障害 1、

機器・装置・技術 1
3月22日（土） 17:30 ～ 17:35

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

田尻 宏之
脳動静脈奇形評価における320列Area Detector Row CTの有用性
-脳血管撮影との比較-

10037 P-24 ポスター （一般演題） 小児 2 3月21日（金） 17:20 ～ 17:25
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
大塚 耕右 脳磁図を用いたてんかん原性皮質病変MRI診断の有用性

10038 P-35 ポスター （一般演題）
脳血管障害 2、

機器・装置・技術 2
3月22日（土） 17:55 ～ 18:00

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

杉山 淳比古 POEMS症候群における頭部MRAの検討

10039 P-01 ポスター （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 1 3月21日（金） 16:45 ～ 16:50
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
海地 陽子

一過性甲状腺機能低下症における脳血流の検討：
Arterial spin labelingによる評価

10040 O-52 口演 （一般演題）
灌流画像、

脳血液循環・代謝2
3月22日（土） 11:34 ～ 11:42

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

渡辺 晋一郎 脳機能多様性における、遺伝要因・環境要因の定量化の試み

10041 O-10 口演 （一般演題） 脳腫瘍3、放射線治療 3月21日（金） 10:06 ～ 10:14
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
渡邉 真哉

前庭神経鞘腫に対するSRS：
CT画像から計測される蝸牛吸収線量の低減は長期的聴力維持に貢献するか？

10042 O-27 口演 （一般演題） 脳血管障害2 3月21日（金） 15:48 ～ 15:56
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
礒田 治夫

計算流体力学の境界条件としての3D cine PC MRの精度検証：
異なる材質ファントムによる検討

10043 P-48 ポスター （症例報告） 脳腫瘍 1 3月22日（土） 17:25 ～ 17:30
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
明石 敏昭

原発性中枢神経系悪性リンパ腫の初期に
CLIPPERS様の画像所見を呈した一例

10044 P-37 ポスター （一般演題）
脳血管障害 2、

機器・装置・技術 2
3月22日（土） 18:05 ～ 18:10

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

高野 浩一 Gd造影iMSDE-VISTA法における頭蓋内血管壁増強効果の検討

10045 P-39 ポスター （一般演題） 脳血管障害3 3月22日（土） 18:15 ～ 18:20
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
奥知 左智

FSBB angiographyによる基底核領域の脳梗塞患者と
健常者でのレンズ核線条体動脈(LSA)の描出の違い

10046 E-01 ポスター （教育展示） - - - 野口 智幸 急性期脳梗塞のASL-MRI

10047 O-55 口演 （一般演題） 小児、感染 3月22日（土） 15:43 ～ 15:51
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
早川 克己 脳性麻痺危険児、中枢性協調障害児に対するMRIによる予後推定

10048 P-04 ポスター （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 1 3月21日（金） 17:00 ～ 17:05
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
伊藤 賢司 拡散尖度画像を用いたパーキンソン症候群の早期鑑別診断

Mata-Mbemba Daddy

-
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10049 E-02 ポスター （教育展示） - - - 小森 雅子 Time-SLIP法を用いた脳脊髄液の循環動態評価

10050 O-06 口演 （一般演題） 脳腫瘍2 3月21日（金） 9:25 ～ 9:33
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
堀 沙恵香

悪性膠芽腫へのギリアデル留置症例におけるMRI通常画,
ADC画像,Perfusion MRI,Permeability MRIの経時的変化

10051 P-64 ポスター （症例報告） 感染、炎症性・脱髄性疾患 1 3月22日（土） 17:10 ～ 17:15
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
登坂 雅彦 侵襲性副鼻腔アスペルギルス症の画像診断

10052 P-77 ポスター （症例報告） 外傷、機能的疾患、その他 3月22日（土） 18:15 ～ 18:20
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
喜多 也寸志

てんかん重積症例における脳MRI拡散強調画像での
異常高信号の臨床的検討

10053 O-36 口演 （一般演題）
解剖・生理、機能的疾患、

薬剤・造影剤、その他
3月22日（土） 9:18 ～ 9:26

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

森本 笑子
側頭葉てんかんにおける発作焦点側の同定:
3T MRIでのDIR法とFDG-PETとの比較

10054 P-42 ポスター （一般演題） 脳血管障害3 3月22日（土） 18:30 ～ 18:35
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
平塚 義康 pCASLを用いた急性期脳梗塞におけるCrossed-Cerebellar Diaschisisの検討

10055 O-07 口演 （一般演題） 脳腫瘍2 3月21日（金） 9:33 ～ 9:41
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
阿部 考志 DCE-perfusion analysisにおける脳腫瘍の診断：計測法による結果の違い

10056 P-21 ポスター （症例報告） 小児 2 3月21日（金） 17:05 ～ 17:10
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
岡部 哲彦

初回MRIで診断を示唆できた乳児期発症で
急激な経過を辿ったvanishing white matter diseaseの一例

10057 P-59 ポスター （一般演題） IVR・血管内治療 3月22日（土） 18:20 ～ 18:25
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
松本 康史

Midterm outcomes of endovascular treatment
in unruptured superiorly projecting paraclinoid aneurysms

10058 O-50 口演 （一般演題）
灌流画像、

脳血液循環・代謝2
3月22日（土） 11:18 ～ 11:26

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

原 祥子
もやもや病患者におけるASL-MRIの有用性
－PETとの対比による定量性の検討－

10059 O-26 口演 （一般演題） 脳血管障害2 3月21日（金） 15:40 ～ 15:48
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
梅田 靖之 脳動脈瘤shape indexとCFD解析による血行力学的パラメータの関係

10060 O-14 口演 （一般演題） 手術支援、3D画像、外傷 3月21日（金） 10:38 ～ 10:46
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
成田 善孝 特殊眼鏡を用いない裸眼３Ｄディスプレイの臨床応用について

10061 P-22 ポスター （症例報告） 小児 2 3月21日（金） 17:10 ～ 17:15
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
井田 健太郎 Guanidinoacetate methyltransferase deficiencyの一例

10062 P-12 ポスター （一般演題） 変性疾患 1 3月21日（金） 17:00 ～ 17:05
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
鎌形 康司

Diffusional Kurtosis Imagingを用いたパーキンソン病における黒質定量：
ヒストグラム解析の診断的有用性

10063 P-08 ポスター （一般演題）
拡散・テンソル・灌流画像 2、

MRS
3月21日（金） 17:20 ～ 17:25

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

井手口 怜子 髄膜腫とhemangiopericytomaの鑑別におけるMRSの有用性

10064 P-28 ポスター （一般演題） 解剖・生理、3D画像 3月22日（土） 17:20 ～ 17:25
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
羽根田 淳

3T造影3D-T1強調画像における正常顔面神経の描出能の検討
 －FLASHとSPACE の対比－

-



登録番号 演題番号 発表セッション 発表日 会場 演題タイトル筆頭著者発表形式 セッション時間

10065 O-22 口演 （一般演題） 脳血管障害1 3月21日（金） 15:08 ～ 15:16
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
稲月 千尋 穿通枝領域の急性期梗塞におけるMRAの検討

10066 P-69 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 2
3月22日（土） 17:35 ～ 17:40

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

立川 裕之 成人型Krabbe病の2例

10067 O-30 口演 （一般演題）
脳血管障害3、

水頭症・髄液循環動態、
機器・装置・技術

3月21日（金） 16:12 ～ 16:20
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
篠原 祐樹 急性期脳梗塞におけるIDEAL IQの有用性 －R2*mapとT2*WIとの比較－

10068 P-47 ポスター （症例報告） 脳腫瘍 1 3月22日（土） 17:20 ～ 17:25
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
油野 裕之 中枢性悪性リンパ腫のspontaneous regressionの一例

10069 O-56 口演 （一般演題） 小児、感染 3月22日（土） 15:51 ～ 15:59
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
藤井 裕太 メビウス症候群における中枢画像の特徴

10070 O-43 口演 （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 3月22日（土） 10:14 ～ 10:22
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
田岡 俊昭 ラット脳梗塞モデルにおける拡散尖度の経時的変化

10071 O-34 Functional MRI 3月22日（土） 8:53 ～ 9:01
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
勝浦 尭之 Functional MRIを用いた嚥下運動の賦活化部位の検討

10072 O-53 口演 （一般演題）
灌流画像、

脳血液循環・代謝2
3月22日（土） 11:42 ～ 11:50

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

加藤 弘樹 SPECT/CT導入による脳血流SPECTの血流低下検出能への影響

10073 O-44 口演 （一般演題）
灌流画像、

脳血液循環・代謝1
3月22日（土） 10:30 ～ 10:38

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

小川 遼 3D arterial spin labeling(ASL)を用いたMR灌流画像の初期臨床経験

10074 O-12 口演 （一般演題） 脳腫瘍3、放射線治療 3月21日（金） 10:22 ～ 10:30
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
成相 直 悪性神経膠腫に対するガンマナイフ治療におけるメチオニンPETの有用性

10075 P-31 ポスター （一般演題）
脳血管障害 1、

機器・装置・技術 1
3月22日（土） 17:35 ～ 17:40

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

塚部 明大
頭蓋内AVM,AVFにおける非造影4DMRA（CINEMA-FAIR）の評価：
造影4DMRAとの比較

10076 P-15 ポスター （症例報告）
変性疾患 2、

脳血液循環・代謝
3月21日（金） 17:15 ～ 17:20

ポスター発表会場2
（5Ｆ第5会議室）

高橋 秀典
Alzhemer病に類似する脳血流SPECT所見を呈し、
治療で改善を示した成人フェニルケトン尿症の１例

10077 P-46 ポスター （症例報告） 脳腫瘍 1 3月22日（土） 17:15 ～ 17:20
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
田添 潤 再発を繰り返した耳下腺多形腺腫の頭蓋内転移の一例

10078 P-56 ポスター （症例報告） 脊髄・脊椎 3月22日（土） 18:05 ～ 18:10
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
平塚 真生子

術後進行性脊髄空洞症の術後、空洞縮小と同時に
Gowers intrasyringal hemorrhage 様変化が疑われた症例

10079 P-16 ポスター （症例報告）
変性疾患 2、

脳血液循環・代謝
3月21日（金） 17:20 ～ 17:25

ポスター発表会場2
（5Ｆ第5会議室）

小口 和浩 脳静脈奇形の脳灌流画像とFDG-PET所見

10080 E-03 ポスター （教育展示） - - - 東山 央 自己免疫性脳炎の画像診断

口演
（インターナショナル

セッション）

-



登録番号 演題番号 発表セッション 発表日 会場 演題タイトル筆頭著者発表形式 セッション時間

10081 O-51 口演 （一般演題）
灌流画像、

脳血液循環・代謝2
3月22日（土） 11:26 ～ 11:34

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

内沢 隆充 頭部単純CT画像による脳血液量の評価

10082 O-21 口演 （一般演題） 脳血管障害1 3月21日（金） 15:00 ～ 15:08
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
福山 直紀 慢性期ラクナ梗塞における嚢胞形成の検出能に関する検討

10083 P-13 ポスター （一般演題）
変性疾患 2、

脳血液循環・代謝
3月21日（金） 17:05 ～ 17:10

ポスター発表会場2
（5Ｆ第5会議室）

梅村 敦史 MRI拡散係数値の変化とパーキンソン病の認知症関連脳部位の検討

10084 O-48 口演 （一般演題）
灌流画像、

脳血液循環・代謝1
3月22日（土） 11:02 ～ 11:10

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

田中 洋次 虚血性脳血管障害における脳循環遅延計測の有用性

10085 P-52 ポスター （症例報告） 脳腫瘍 2 3月22日（土） 17:45 ～ 17:50
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
会田 和泰 FDG-PET/CTで診断困難であった脳転移

10086 O-57 口演 （一般演題） 小児、感染 3月22日（土） 15:59 ～ 16:07
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
青木 英和

無症状の小児における腰仙部皮膚異常所見と
閉鎖性脊椎癒合不全症の相関

10087 O-46 口演 （一般演題） 灌流画像、脳血液循環・代謝1 3月22日（土） 10:46 ～ 10:54
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
尾野 英俊 慢性脳虚血性疾患の循環予備能に対するALSの有用性の検討

10088 P-57 ポスター （症例報告） 脊髄・脊椎 3月22日（土） 18:10 ～ 18:15
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
相山 仁 脊髄症をきたした頸椎重複椎弓の一症例

10089 P-32 ポスター （症例報告） 脳血管障害 1、機器・装置・技術 1 3月22日（土） 17:40 ～ 17:45
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
伊藤 嘉朗 眼窩尖部硬膜動静脈瘻の1例

10090 O-04 口演 （一般演題） 脳腫瘍2 3月21日（金） 9:09 ～ 9:17
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
神部 敦司

悪性神経膠腫pseudo-progression及び
radiation necrosisの鑑別に対する3D-ASL法の有用性

10091 P-78 ポスター （一般演題）
外傷、機能的疾患、

その他
3月22日（土） 18:20 ～ 18:25

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

木村 有喜男
片側偏桃体腫大を伴う側頭葉てんかん：
 MRIによる形態学的解析と臨床および病理学的検討

10092 O-49 口演 （一般演題）
灌流画像、

脳血液循環・代謝2
3月22日（土） 11:10 ～ 11:18

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

池田 剛
Perfusion MRIを用いた認知機能障害を呈する
dural AVFにおける脳循環障害の評価

10093 O-19 口演 （一般演題）
IVR・血管内治療、

脊髄・脊椎
3月21日（金） 11:18 ～ 11:26

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

林 盛人
頚動脈狭窄症における不安定プラーク体積の検討
-非心電図同期MRプラークイメージングを用いて

10094 P-38 ポスター （一般演題）
脳血管障害 2、

機器・装置・技術 2
3月22日（土） 18:10 ～ 18:15

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

鈴木 通真
積極的LDLコレステロール低下療法下における
頸動脈石灰化容量とHDLコレステロール低下の関連性

10095 P-33 ポスター （症例報告）
脳血管障害 1、

機器・装置・技術 1
3月22日（土） 17:45 ～ 17:50

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

飯田 悦史 認知障害にて発症し、皮質下白質病変を呈した硬膜動静脈瘻の1例

10097 O-28 口演 （一般演題） 脳血管障害2 3月21日（金） 15:56 ～ 16:04
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
礒田 治夫

経時的形態変化を来した脳動脈瘤に対す
る「磁気共鳴に基づいた計算流体力学」による血管壁バイオマーカー



登録番号 演題番号 発表セッション 発表日 会場 演題タイトル筆頭著者発表形式 セッション時間

10098 P-73 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 3
3月22日（土） 17:55 ～ 18:00

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

岡崎 隆 急性モノフルオロ酢酸アミド中毒の1例

10099 P-26 ポスター （症例報告） 解剖・生理、3D画像 3月22日（土） 17:10 ～ 17:15
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
犬上　 篤 遺残左上大静脈（Persistent Left Supeior Vena Cava : PLSVC）の４例

10100 P-17 ポスター （一般演題） 小児 1 3月21日（金） 16:45 ～ 16:50
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
当麻 直樹 ガレン大静脈奇形における後頭蓋窩硬膜静脈洞閉塞についての検討

10101 O-31 口演 （一般演題）
脳血管障害3、

水頭症・髄液循環動態、
機器・装置・技術

3月21日（金） 16:20 ～ 16:28
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
阿部 香代子

頭蓋内くも膜嚢胞とくも膜下腔との交通性を確認する手段としての
time-SLIP法の有用性

10102 P-14 ポスター （一般演題） 変性疾患 2、脳血液循環・代謝 3月21日（金） 17:10 ～ 17:15
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
三好 史倫 MSA-Cの左右差に関するMRIと脳血流SPECTを用いた検討

10103 P-71 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 3
3月22日（土） 17:45 ～ 17:50

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

安岡 美貴 脳や下垂体に多くの合併症を有したErdheim-Chester diseaseの一例

10104 E-04 ポスター （教育展示） - - - 柳町 徳春 一酸化炭素中毒のMRI、典型像、非典型像を含めて

10105 P-54 ポスター （一般演題） 脳腫瘍 2 3月22日（土） 17:55 ～ 18:00
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
川並 麗奈 Methionine-PETによる、アバスチンが著効したglioblastoma2例の検討

10106 P-51 ポスター （一般演題） 脳腫瘍 2 3月22日（土） 17:40 ～ 17:45
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
Noninvasive Evaluation of Electrical Conductivity of the Brain Tumors by MRI

10107 P-41 ポスター （症例報告） 脳血管障害3 3月22日（土） 18:25 ～ 18:30
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
加藤 亜結美 椎骨脳底動脈解離におけるIDEAL IQを用いたR2* mapの有用性

10108 P-60 ポスター （症例報告） IVR・血管内治療 3月22日（土） 18:25 ～ 18:30
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
松本 正弘 副硬膜動脈経由で経動脈的塞栓術を施行した海綿静脈洞部動静脈瘻の一例

10109 P-65 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 1
3月22日（土） 17:15 ～ 17:20

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

河中 祐介
経過中にT1強調画像で多発高信号領域を認めた
急性散在性脊髄炎と考えられる一例

10110 P-79 ポスター （一般演題） 外傷、機能的疾患、その他 3月22日（土） 18:25 ～ 18:30
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
荒木 保清

難治部分てんかん患者における3D Arterial Spin Labeling 法を用いた
MRI灌流画像のてんかん外科術前評価

10111 P-03 ポスター （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 1 3月21日（金） 16:55 ～ 17:00
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
吉田 篤司 VBMおよびTBSSを用いた脊髄小脳変性症6型(SCA 6)の評価

10112 O-20 口演 （一般演題） IVR・血管内治療、脊髄・脊椎 3月21日（金） 11:26 ～ 11:34
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
増本 智彦 脈波同期シネMRIを用いた脊髄ヘルニア・くも膜嚢胞における脊髄拍動の観察

10113 O-09 口演 （一般演題） 脳腫瘍3、放射線治療 3月21日（金） 9:58 ～ 10:06
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
栂尾 理

Amide Proton Transferイメージングによる
びまん性神経膠腫の悪性度評価：造影MRIおよび拡散強調像との比較

Tha Khin Khin

-
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10114 O-35 口演 （一般演題）
解剖・生理、機能的疾患、

薬剤・造影剤、その他
3月22日（土） 9:10 ～ 9:18

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

川口 拓之
ヒト青斑核におけるニューロメラニンMRIと
ノルエピネフリントランスポーターPETの関連の解析

10115 P-02 ポスター （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 1 3月21日（金） 16:50 ～ 16:55
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
上田 泰弘

動脈硬化性閉塞性脳血管障害における
ASL法を用いたCBF測定の有用性について

10116 P-72 ポスター （症例報告）
感染、

炎症性・脱髄性疾患 3
3月22日（土） 17:50 ～ 17:55

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

向井 宏樹 多発皮質下出血として発症したneurosarcoidosisの一例

10117 P-27 ポスター （一般演題） 解剖・生理、3D画像 3月22日（土） 17:15 ～ 17:20
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
横田 元 MRIにおける上頸神経節の正常解剖

10118 O-37 口演 （一般演題）
解剖・生理、機能的疾患、

薬剤・造影剤、その他
3月22日（土） 9:26 ～ 9:34

口演会場
（2Ｆ国際会議室）

松田 一己 ALSを用いたてんかん発作に伴う灌流異常の経時的変化の検討

10119 P-06 ポスター （一般演題）
拡散・テンソル・灌流画像 2、

MRS
3月21日（金） 17:10 ～ 17:15

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

及川 朋美 片側巨脳症におけるDiffusion Tensor Imagingの有用性

10120 P-75 ポスター （症例報告） 外傷、機能的疾患、その他 3月22日（土） 18:05 ～ 18:10
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
豊田 圭子 成人の経篩骨洞型髄膜脳瘤の2例

10121 O-45 口演 （一般演題） 灌流画像、脳血液循環・代謝1 3月22日（土） 10:38 ～ 10:46
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
秋田 行朗

閉塞性脳血管障害患者の両側MCA領域の脳血流の経過観察における
ASLの有用性の検討

10122 E-05 ポスター （教育展示） - - - 堀 正明 撮像条件や解析手法の相違が各種拡散定量値に与える影響

10123 O-42 口演 （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 3月22日（土） 10:06 ～ 10:14
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
立元 将太

拡散テンソル画像を用いた痙直型片麻痺児脳の左右非対称性の程度と
運動予後との関係

10124 P-61 ポスター （症例報告） IVR・血管内治療 3月22日（土） 18:30 ～ 18:35
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
松村 英明

経動脈的にハイドロゲルコイルを用いて一期的に治療可能であった
外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻の一例

10125 P-43 ポスター （一般演題） 脳血管障害3 3月22日（土） 18:35 ～ 18:40
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
古川 又一

3D-ASL および SWIによる慢性期脳虚血例の脳循環評価:
 I-123-IMP SPECTとの比較検討

10126 O-02 脳腫瘍1 3月21日（金） 8:53 ～ 9:01
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
東 美菜子

3T造影3D TI-VISTA画像による微小転移性脳腫瘍の検出能に関する
多施設共同研究

10127 O-25 口演 （一般演題） 脳血管障害2 3月21日（金） 15:32 ～ 15:40
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
辻 正範

CFD解析による頚部関連血行力学的パラメータ用いた
脳動脈瘤コイル塞栓術後の再発評価

10128 P-09 ポスター （一般演題） 変性疾患 1 3月21日（金） 16:45 ～ 16:50
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
深作 和明 高度の低血糖例に認められた一過性の拡散強調像高信号域

10129 P-23 ポスター （症例報告） 小児 2 3月21日（金） 17:15 ～ 17:20
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
大谷 紗代 一過性高アンモニア血症を呈した下垂体柄断裂の一例

-

口演
（インターナショナル

セッション）
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10130 O-32 口演 （一般演題）
脳血管障害3、

水頭症・髄液循環動態、
機器・装置・技術

3月21日（金） 16:28 ～ 16:36
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
小田島 正幸 3T MRIを用いた腕神経叢描出におけるblood-suppression pulseの有用性．

10131 P-07 ポスター （一般演題） 拡散・テンソル・灌流画像 2、MRS 3月21日（金） 17:15 ～ 17:20
ポスター発表会場1

（5Ｆ第4会議室）
宮坂 俊輝

拡散尖度画像による神経膠腫の悪性度診断
　―腫瘍内部の拡散尖度のプロファイル―

10132 O-17 口演 （一般演題） IVR・血管内治療、脊髄・脊椎 3月21日（金） 11:02 ～ 11:10
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
根來 眞 脳動脈瘤塞栓術の実体モデルシミュレーション

10133 P-76 ポスター （症例報告）
外傷、機能的疾患、

その他
3月22日（土） 18:10 ～ 18:15

ポスター発表会場3
（5Ｆ第6会議室）

木村 成秀 眼窩内リンパ管腫の一例

10134 P-53 ポスター （一般演題） 脳腫瘍 2 3月22日（土） 17:50 ～ 17:55
ポスター発表会場2

（5Ｆ第5会議室）
石橋 愛

原発性脳腫瘍におけるC-11メチオニンPETの有用性：
 腫瘍悪性度の評価について

10135 O-08 口演 （一般演題） 脳腫瘍3、放射線治療 3月21日（金） 9:50 ～ 9:58
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
増田 洋亮 Glioma摘出率評価における術中MRIの有用性：早期術後MRIとの比較

10136 O-13 口演 （一般演題） 手術支援、3D画像、外傷 3月21日（金） 10:30 ～ 10:38
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
杉井 成志 脳幹部海綿状血管腫に対するDiffusion Tensor Imagingを利用した手術計画

10137 P-70 ポスター （症例報告） 感染、炎症性・脱髄性疾患 2 3月22日（土） 17:40 ～ 17:45
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
本城 尚美 脊椎硬膜欠損あるいは異常が原因と考えられた脳表ヘモジデリン沈着症の1例

10138 P-63 ポスター （症例報告） 感染、炎症性・脱髄性疾患 1 3月22日（土） 17:05 ～ 17:10
ポスター発表会場3

（5Ｆ第6会議室）
新橋 靖真 興味ある画像所見を呈したHIV関連クリプトコッカス髄膜脳炎の一例

10139 P-05 ポスター （一般演題）
拡散・テンソル・灌流画像 2、

MRS
3月21日（金） 17:05 ～ 17:10

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

重本 蓉子
治療経過中のグリオーマの腫瘍内血流評価における
ASL-perfusionの有用性に関する研究

10140 P-36 ポスター （一般演題）
脳血管障害 2、

機器・装置・技術 2
3月22日（土） 18:00 ～ 18:05

ポスター発表会場1
（5Ｆ第4会議室）

五味 達哉 Black Blood撮像法のコントラストの比較検討

10141 O-24 口演 （一般演題） 脳血管障害1 3月21日（金） 15:24 ～ 15:32
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
麦倉 俊司 モヤモヤ病におけるMRAによる前方・後方循環病期分類

10142 O-33 Functional MRI 3月22日（土） 8:45 ～ 8:53
口演会場

（2Ｆ国際会議室）
松下 明

慢性期運動器不安定症患者における歩行速度と
下肢運動時functional MRIにおける補足運動野の活動

口演
（インターナショナル

セッション）


