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― 会場のご案内 ― 

 

【駐車場】宮崎市役所第 5 駐車場 70 台（無料）も利用可能 

【宮崎自動車道宮崎 IC より】 約 20 分 

宮崎市内方面へ国道 220 号宮崎南バイパスを北上し市役所前交差点を左折  

【東九州自動車道宮崎西 IC より】 約 20 分 

宮崎市内方面へ国道 10 号線宮崎西バイパスを東進し大工町交差点を右折 



 

 

  



 

お知らせとお願い 

 

口演発表者へのご案内 

 

1. 一般演題の講演時間は発表 5 分(2 例以下の症例報告は 4 分)、討論 2 分です。時間厳守をお願

いいたします。  

2. 発表形式は PC プレゼンテーションのみです。下記の要領で発表データを当日ご準備ください。

ご自身持込の PC でのプレゼンテーションには対応できません。光学スライドやビデオも使用でき

ません。スクリーンおよびプロジェクターは１台です。枚数制限はありませんが、時間内に発表が

終了するようにご留意下さい。  

○ 発表データは Power Point2007、2010、2013、Windows 版に対応しています。Macintosh で作

成された方は、Windows フォーマットに変換後、あらかじめ Windows 上での動作確認をお願い

します。受付用 PC には変換機能はございません。  

○ メディアは USB メモリあるいは CD-R でお持ちください。USB メモリをお勧めします。MO、

ZIP、FDD 等は受付できません。  

○ CD-R の場合には disk at once で書き込み、ファイナライズした状態でお持ちください。  

○ メディアに保存した発表データが他の PC でも認識できることを事前にご確認ください。  

○ 動画は使用できません。Windows 標準ではない特殊と思われるプラグインやフォントの使用は

ご遠慮下さい。音声、効果音は会場のスピーカーに出力できません。  

○ ファイル名は、下記のように「演題番号 発表者氏名(姓)」というファイル名をつけて下さい。文字

は全て英数字をご使用下さい。なお、演題番号はプログラムに記載されている番号です。  

 例)演題番号 47 発表者 山田太郎のファイルの場合 → 47YAMADA.ppt  

3. 発表セッションの開始 60 分前までに、『PC データ受付』にて受付を済ませ、発表データの確認

を行って下さい。なお、2 日目最初のセッション(消化管Ⅰ、骨軟部・小児)の演者の方は、できる

だけ前日のうちに受付および動作確認を行っていただきますようにご協力をお願いいたします。  

4. 当日、会場においてはデータの修正用 PC は準備いたしません。修正される方は、各自で行っ

てください。  

5. 口演時の PC 操作は演者で行っていただきます。演台にマウス、モニターを用意いたします。  

6. 発表データは、学会終了後に事務局で責任を持って消去いたします。  

7. 持ち込みデータに関しましては、あらかじめウイルスチェックを必ずお願いいたします。  

 



 

その他 

 

◆ 会場受付にて会場整理費（1,000 円）をお支払いの上、ネームカードをお受け取り下さい。 

◆ 受付およびスライド受付は、6 月 18 日（土）12 時、6 月 19 日（日）9 時開始です。スライド受付は１

階オルブライトホールの脇に設置しております。第 2 会場で発表の先生方もそちらで試写をお願

いします。 

◆ 講演会場は、第 1 会場が 1 階のオルブライトホール、第 2 会場が 4 階の大会議室です。 

◆ 特別講演は 6 月 18 日（土） 15 時 30 分より第 1 会場（オルブライトホール）にて行います。 

◆ 世話人会は 6 月 18 日（土） 18 時 10 分より第 2 会場（大会議室）にて行います。 

◆ 総会は 6 月 19 日（日） 9 時 15 分より第 1 会場（オルブライトホール）にて行います。 

◆ 症例検討会のフィルムは 6 月18 日（土）13 時より大楽屋にて呈示します。なお、日本医学放射線

学会九州地方会ホームページにおいても症例の閲覧が可能となる予定です（6 月 1 日以降）。 

   http://www.nmed-center.co.jp/radiol-q-chihoukai/ 

◆ ドリンクコーナーを１階ホール裏の大楽屋に設けていますので、ご利用下さい。それ以外での飲

食は禁じられております。  

◆ 会場はすべて禁煙となっております。御協力下さい。  

 
 



 

日程 

６月１８日（土） 

第１会場 （オルブライトホール） 

 12:55 ～ 13:00  開会の辞 

 13:00 ～ 13:31  神経Ⅰ 座長 産業医大 二ツ矢 浩一郎 

 13:32 ～ 14:06  神経Ⅱ・Ai 座長 熊本大 上谷 浩之 

 14:07 ～ 14:32  頭頸部 座長 鹿児島大 内匠 浩二 

 14:33 ～ 15:11  呼吸器・心血管 座長 琉球大 山城 恒雄 

 15:11 ～ 15:30 コーヒーブレイク  

 15:30 ～ 16:30 特別講演 座長 宮崎大 平井 俊範 

   「超高磁場 MRI による脳画像診断の新しい展開」 

  岩手医科大学医歯薬総合研究所 所長 佐々木 真理 先生 

 16:40 ～ 18:00 症例検討会 司会 宮崎大 矢野 貴徳 

     榮  建文 

第２会場 （大会議室） 

 13:00 ～ 13:27  核医学 座長 鹿児島大 神宮司 メグミ 

 13:28 ～ 14:07  治療Ⅰ 座長 九州大 山口 俊博 

 14:08 ～ 14:41 治療Ⅱ 座長 久留米大 服部 睦行 

 18:10 ～ 世話人会 

 

６月１９日（日） 

第１会場 （オルブライトホール） 

 9 : 15 ～  9 : 30  総 会   

 9 : 35 ～  9 : 59  消化管Ⅰ 座長  済生会唐津病院 深堀 哲弘 

 10 : 01 ～ 10 : 26  消化管Ⅱ 座長 産業医大 寺澤  岳 

 10 : 26 ～ 10 : 40 コーヒーブレイク  

 10 : 40 ～ 11 : 11  泌尿器・生殖器Ⅰ 座長 九州大 高山 幸久 

 11 : 12 ～ 11 : 48 生殖器Ⅱ・乳腺 座長 福岡大 武藤 絵美 

 11 : 50 ～ 11 : 55 閉会の辞 

第２会場 （大会議室） 

  9 : 40 ～ 10 : 16  骨軟部・小児 座長 長崎大 小池 玄文 

  10 : 17 ～ 11 : 01  肝・胆・膵・IVR 座長 新別府病院 渡邊 征典  



 

 ６月１８日（土）  

 

第一会場（オルブライトホール） 

開会の辞  12 : 55～13 : 00  

一般演題 

 

神経Ⅰ  13 : 00～13 : 31 座長 二ツ矢 浩一郎 （産業医大） 

 

1. 血管内治療後に発症した片側性遅発性低酸素脳症の一例 （4 分） 

  済生会熊本病院・放 重松 良典 吉田 絵里 長谷川 秀水 門田 正貴 安田 剛  

   荒川 昭彦  

  同・神経内科 神宮 隆臣 

 

2. Leigh 脳症が疑われた一例 （4 分） 

  北九州医療センター・放 中武 裕 飯田 崇 池 俊浩 松浦 由布子 中島 孝彰 

   野々下 豪 柿原 大輔 渡辺 秀幸 小野 稔  

         同・小児科 前原 健二 

 

3. 造影 MRI で両側顔面神経に増強を認めた Lyme 病の一例 （4 分） 

  福岡大・放 谷 知允 高野 浩一 吉満 研吾  

  総合診療部 坂中 博昭 崎原 永志 鍋島 茂樹  

 

4. 右不全片麻痺を呈し、MRI を契機としてサイトメガロウイルス感染症と診断された一例 （4 分） 

  福岡市立こども病院・放 中島 裕子 米澤 政人 川村 暢子  

 同・小児神経科 中村 涼子 吉良 龍太郎 

 

5. 小児片頭痛患者における 3D ASL（arterial spin labeling）での灌流異常について （5 分） 

  熊本大・画診 上谷 浩之 北島 美香 山下 康行 

  熊本日赤病院・放 菅原 丈志 菊池 拓紀 山村 定弘 中島 康也 

   彌永 由美 

  同・小児科 山田 浩平 

 熊本医療セ・神経内科 平原 智雄 



 

神経Ⅱ・Ai  13 : 32～14 : 06 座長 上谷 浩之 （熊本大） 

 

6. 下垂体腺腫による視神経管開口部での視神経圧迫と非可逆的な視機能障害の関係：造影

FIESTA 法による検討 （5 分） 

  産業医大・放 久永 紗知 掛田 伸吾 渡邉 啓太 興梠 征典  

  同・脳神経外科 山本 淳考 西澤 茂 

 

7. 未破裂脳動脈瘤ステント併用コイル塞栓術施行例に対する SILENT MRA の有用性について  

（5 分） 

  久留米大・放 明田 亮輔 内山 雄介 吉田 紋子 田中 法瑞 安陪 等思 

  同・脳神経外科 折戸 公彦 廣畑 優 森岡 基浩 

 

8. Meckel 腔に発生し鑑別診断に苦慮した未分化癌の一例 （4 分） 

  九州大・臨放 亀井 僚太郎 樋渡 昭雄 栂尾 理 山下 孝二 

   菊地 一史 染原 涼 本田 浩 

 

9. AMICO を用いた NODDI 解析：脳腫瘍患者での検討 （5 分） 

  鹿児島大・放 中條 正典 上村 清央 吉浦 敬 

  同・放射線部 岩永 崇 

  同・脳神経外科 平野 宏文 

 

10. CTによる頭部Autopsy imagingを施行した12例の冷蔵後頭蓋内高吸収化についての検討  （5

分） 

  福岡市民病院・放 進 政太郎 

  福岡東医療セ・放 古屋 暁生 進村 明子 陣内 三佳子 

 

頭頸部  14 : 07～14 : 32 座長 内匠 浩二 （鹿児島大） 

 

11. Mammary analog secretory carcinoma (MASC) の一例 （4 分） 

  浜の町病院・放 村山 佑里子 角南 俊也 糸山 昌宏 鎌野 宏礼 桝本 博史  

   松浦 隆志   

   同・耳鼻科 中野 貴文 白土 秀樹  

  同・病理 本下 潤一 

  九州大・病理 山元 秀崇 
  



 

12. 中耳疾患評価における Computed diffusion weighted imaging を用いた撮像時間短縮の可能性 

（5 分） 

  九州大・臨放 山下 孝二 樋渡 昭雄 栂尾 理 菊地 一史 染原 涼 

   亀井 僚太郎 本田 浩 

  同・耳鼻科 松本 希 

 

13. 上甲状腺動脈分枝の破綻によると見られる頸部縦隔内血腫の 1 例 （4 分） 

  琉球大・放 花城 南都子 山城 恒雄 伊良波 裕子 椿本 真穂 

   村山 貞之 

 

14. 上咽頭アミロイドーシスの一例 （4 分） 

 JCHO 九州病院・放 笠井 尚史 篠﨑 賢治 牧角 健司 井上 公代 平賀 聖久 

  堀江 靖洋 渥美 和重 小田原 裕子 水島 明 

  同・耳鼻科 松尾 美央子 小池 浩次 

  同・病理 笹栗 毅和  

 

 

呼吸器・心血管  14 : 33～15 : 11 座長 山城 恒雄 （琉球大） 

 

15. 多房性胸腺嚢胞の 1 例 （4 分） 

  済生会福岡総合病院・放 菊池 嘉朋 瀬戸口 太郎 川野 倫作 鳥羽 隆史 松本 俊一 

  同・外科 米谷 卓郎  

  同・病理診断科 加藤 誠也 

       

16. すりガラス影主体の肺癌検出における CT 経時差分画像システムの有用性 （5 分） 

  産業医大・放 寺澤 岳 青木 隆敏 藤井 正美 小林 道子 

   千原 ちひろ 林田 佳子 興梠 征典 

  九工大・知能制御工 金 亨燮 

 

17. 好酸球性細気管支炎の 1 例 （4 分） 

  大分大・放 佐藤 晴佳 岡田 文人 小野 麻美 中山 朋子 松本 俊郎  

   森  宣 

  同・呼吸器・感染症内科 小野 朋子 宇佐川 佑子 門田 淳一 

 

 

  



 

18. 心臓血管腫の 1 例 （4 分） 

  長崎大・放 鬼塚 浩徳 末吉 英純 坂本 一郎 上谷 雅孝  

 

19. CT と MRI での心室容積計測に関する in vitro での検討 （5 分） 

  九州大・臨放 山崎 誘三 神谷 武志 鷺山 幸二 亀井 俊佑 本田 浩 

  同・分イ診断 川波 哲 

  同・循環器内科 坂本 一郎 

  同・小児科 山村 健一郎 

         同・保健学 薮内 英剛 

 

20. 縦隔を介して後咽頭間隙に達した膵仮性嚢胞の１例 （4 分） 

  琉球大・放 山城 恒雄 花城 南都子 椿本 真穂 土屋 奈々絵 

   村山 貞之   

 

コーヒーブレイク  15 : 11～15 : 30 

 

特別講演  15 : 30～16 : 30 座長  平井 俊範 （宮崎大） 

 

『 超高磁場 MRI による脳画像診断の新しい展開 』 

 

岩手医科大学医歯薬総合研究所 所長 佐々木 真理 先生 

 

 

症例検討会  16 : 40～18 : 00 司会 矢野 貴徳 （宮崎大） 

             榮  建文 （宮崎大） 

 

 



 

第二会場（大会議室） 

 

一般演題 

 

核医学  13 : 00～13 : 27 座長 神宮司 メグミ （鹿児島大） 

 

21. レビー小体型認知症の I-123 FP-CIT SPECT 所見 （5 分） 

  福岡大・放 野々熊 真也 桑原 康雄 高野 浩一 吉満 研吾 

 

22. 骨シンチグラフィおよび FDG-PET/CT で高集積を認めた両脛骨の骨線維性異形成

（Osteofibrous dysplasia）の一例 （4 分） 

  鹿児島大・放 長野 広明 神宮司 メグミ 中條 正典 中條 正豊 吉浦 敬  

   中條 政敬 

  同・病理 東 美智代 

  同・整形外科 永野 聡 

 

23. 分化型甲状腺癌肺転移症例における放射性ヨウ素治療後の反応性と 18FDG-PET/CT におけ

る metabolic tumor volume との関連 （5 分） 

  九州大・臨放 丸岡 保博 馬場 眞吾 北村 宜之 田原 圭一郎 本田 浩 

  札幌医大・放 磯田 拓郎  

  九州大・保健学 佐々木 雅之  

 

24. 虚血性心疾患診断における冠動脈領域別の位相解析指標の有用性（5 分） 

  宮崎大・放 寺田 珠沙 長町 茂樹 水谷 陽一 下村 明 平井 俊範 

  同・内科 鬼塚久充 

 

治療Ⅰ  13 : 28～14 : 07 座長 山口 俊博 （九州大） 

 

25. 放射線療法が著効した高齢者口唇癌の一例 （4 分） 

  久留米大・放 金子 崇 服部 睦行 明田 亮輔 近末 智雅 氷室 秀知 

   宮田 祐作 村木 宏一郎 江藤 英博 淡河 恵津世 

   安陪 等思  
  



 

26. 前立腺癌に対する高線量組織内照射後の金マーカーを用いた前立腺サイズ変化の評価による

外照射計画用 CT の適正な時期の検討 （5 分） 

  九州医療センター・放 上原 隆治 松村 泰成 

 

27. 低リスク前立腺癌に対する炭素イオン線治療後の Quality of Life に関する前向き調査研究（中

間解析） （5 分） 

  九州重粒子線がん治セ 戸山 真吾 塩山 善之 末藤 大明 篠藤 誠 松本 圭司  

 

28. 新生児肝血管内皮腫に対し緊急的に放射線治療を施行した 2 例 （4 分） 

  九州大・臨放 本村 有史 浅井 佳央里 野元 諭 大賀 才路 山口 俊博  

   吉武 忠正 脇山 浩明 久野 修 西江 昭弘 本田 浩 

 

29. IMRT を用いて術後照射を施行した頭部血管肉腫の 2 例 （4 分） 

  佐賀大・放 武下 剛 大石 光寿 今泉 猛 入江 裕之 

  同・放射線部 永見 範幸 

  同・皮膚科 井上 卓也 成澤 寛 

 

30. 当院におけるケロイド術後に対する放射線治療成績 （5 分） 

  福岡大・放 赤井 智春 松延 亮 桑原 康雄 吉満 研吾 

  同・形成外科 森田 愛 大慈弥 裕之    

 

 

治療Ⅱ  14 : 08～14 : 41 座長 服部 睦行 （久留米大） 

 

31. 単発性の右鎖骨上窩リンパ節転移に対し表在局所加温による温熱療法の併用が奏効した食道      

癌術後再発の 1 例 （4 分） 

  産業医大・放 轟木 陽 大栗 隆行 矢原 勝哉 中原 惣太 戸村 恭輔 

   興梠 征典 

 

32. IGBT にて安全に追加照射し得た子宮頚癌術後再々発の 1 例 （4 分） 

  鹿児島大・放 恵島 史貴 伊藤 宗一朗 中村 文彦 東 龍太郎 

   上山 友子 吉浦 敬  

  同・産婦人科 戸上 真一 小林 裕明 

 

 



 

33. 当院で放射線治療を行った壁内転移を伴う食道癌症例の検討 （5 分） 

  熊本大・放治 渡壁 孝弘 松山 知彦 仙波 明子 斉藤 哲雄 東家 亮 

   大屋 夏生 

  

34. 当院における頚部食道癌に対する化学放射線治療成績 （5 分） 

  長崎大・放 田崎 裕太郎 高比良 飛鳥 安井 和明 中村 太祐 

   江川 亜希子 山崎 拓也 上谷 雅孝 

  日赤長崎原爆病院 林 靖之 

  長崎医療セ 溝脇 貴志 

 

35. 食道癌術後再発に対する放射線治療成績 （5 分） 

  九州大・臨放 久野 修 大賀 才路 野元 愉 山口 俊博 吉武 忠正 

   浅井 佳央里 脇山 浩明 本村 有史 佐々木 智成 

   本田 浩 

 

 

世話人会  18 : 10～ 



 

 ６月１９日（日）  

 

第一会場（オルブライトホール） 

 

総会  9 : 15～9 : 30 

一般演題 

 

消化管Ⅰ  9 : 35～9 : 59 座長 深堀 哲弘 （済生会唐津病院） 

 

36. 直腸扁平上皮癌の 1 例 （4 分） 

  九州大・臨放 村山 僚 村木 俊夫 鶴丸 大介 宮坂 光俊 浅山 良樹 

   大賀 才路 本田 浩 

  同・形態機能病理 平橋 美奈子 

 

37. 検診で発見され自然経過が観察できた Cronkhite Canada 症候群の 1 例 （4 分） 

  宗像医師会病院・放 西牟田 雄祐 高津 憲之 増成 暁 本岡 愼 

  福岡すこやか健康事業団 北川 晋二 

 

38. 盲腸子宮内膜症による虫垂腫大の 1 例 （4 分） 

  新小倉病院・放  保利 治子 平方 良輔  

 同・外科 外園 幸司 山崎 徹 

  九州大・形態機能病理  山元 英崇 

 

39. 胃癌術後に発症した大網梗塞と考えられた一例 （4 分） 

  福岡赤十字病院・放 西岡 亜祐子 盧 徳鉉 井上 昭宏 中村 由香里 

   渡部 浩史 

  同・外科 山元 啓文  

 

 

 



 

消化管Ⅱ  10 : 01～10 : 26 座長 寺澤 岳 （産業医大） 

 

40. スキルス胃癌の CT gastrography：画像所見と予後に関する検討 （5 分） 

  九州大・臨放 鶴丸 大介 宮坂 光俊 村木 俊夫 浅山 良樹 本田 浩 

  同・消化器総合外科 沖 英次   

 

41. 胃粘膜下腫瘍の形態を呈した異所性胃粘膜発生早期胃癌の一例 （4 分） 

  聖マリア病院・放 小森 哲士 松浦 泰雄 前田 浩喜 田中 厚生 出原 眞理加  

   平田 展章 

  同・核医学診断科 桂木 誠 

  同・外科 島田 幸典 

         同・病理 木村 芳三 檜垣 浩一 

 

42. 胃幽門部異所性膵と十二指腸神経内分泌腫瘍(消化管 NET)を同時に認めた一例 （4 分） 

  佐賀県医療セ好生館・放 魚住 真弓 安座間 真也 日野 卓也 大平 啓一 

   三田村 知佳 森田 孝一郎 西原 雄之介 相部 仁 

  同・肝胆膵外科 北原 賢二 

  同・病理 森 大輔 

 

43. 虫垂結核と思われた一例 （4 分） 

  福岡東医療センター・放 前村 大将 陣内 三佳子 進村 明子 古屋 暁生 

  同・外科 大賀 丈史 

 

コーヒーブレイク  10 : 26～10 : 40   

  

泌尿器 ・ 生殖器Ⅰ  10 : 40～11 : 11 座長 高山 幸久 （九州大） 

 

44. 骨盤内後腹膜原発の solitary fibrous tumor の１例 （4 分） 

  産業医大・放 福満 智史 久永 紗知 林田 佳子 藤崎 瑛隆 藤井 正美  

   青木 隆敏 興梠 征典 

 同・泌尿器  松本 正広 藤本 直浩 

      同・病理 久岡 正典 

 

 



 

45. 後腹膜腫瘍が疑われた精巣 burned-out tumor の１例 （4 分） 

  琉球大・放 嵩原 章太 椿本 真穂 安座間 喜明 土屋 奈々絵 

   山城 恒雄 伊良波 裕子 村山 貞之 

 

46. 肺水腫と逆たこつぼ型心筋症様の左室壁運動異常を呈した褐色細胞腫の一例 （4 分） 

  福岡赤十字病院・放 中村 由香里 盧 徳鉉 井上 昭宏 西岡 亜祐子 

   渡部 浩史  

  同・循環器内科 甲木 雅人 

 

47. 鼠径ヘルニアと鑑別を要した精索脂肪肉腫の 1 例 （4 分） 

  唐津赤十字病院・放 髙木 正統 眞武 邦茂 高橋 行彦  

  同・外科 鶴 安浩  

  同・泌尿器科 西村 和重 

 

48. 子宮肉腫と子宮筋腫の鑑別における multiparametric MRI と PET/CT の診断能の比較 （5 分） 

   熊本大・放 中川 雅貴 浪本 智弘 清水 紀恵 平田 健一郎 

    宇都宮 大輔 中浦 猛 幸 秀明 木藤 雅文 山下 康行 

 

 

生殖器 II ・ 乳腺  11 : 12～11 : 48 座長 武藤 絵美 （福岡大） 

 

49. 子宮原発悪性リンパ腫の 1 例 （4 分） 

  原三信病院・放 佐藤 芳子 森田 彩子 添田 博康 寺嶋 廣美  

  同・病理診断科 河野 眞司 

  同・産婦人科 片岡 惠子 

 

50. 成熟嚢胞性奇形腫に合併した卵巣カルチノイドの 1 例 （4 分） 

  佐賀大・放 福井 修一 中園 貴彦 入江 裕之  

  同・産婦人科 横山 正俊 

  高木病院・放 原 由紀子  

  佐賀中部病院・病理診断 山崎 文朗 

 

51. 術前診断が困難であった mitotically active cellular fibroma の一例 （4 分） 

  九州大・臨放 眞鍋 裕介 高山 幸久 本田 浩 西江 昭弘 浅山 良樹 

   石神 康生 牛島 泰宏 藤田 展広  
  



 

52. 播種性平滑筋腫症の 1 例 （4 分） 

  別府医療センター・放 山之内 寅彦 宮嶋 公貴 

 同・産婦人科 穴見 愛 

 同・消火器外科 久保 信英 

 同・病理診断科 吉河 康二 

 

53. 卵巣未熟奇形腫の術後化学療法後に生じた growing teratoma syndrome の 1 例 （4 分） 

  九州労災病院・放 筒井 聡一郎 中西 麻子 平田 文 桒野 晴夫 

  同・産婦人科 北島 光泰 土岐 尚之  

  同・病理診断科 槇原 康亮 

 

54. 乳腺過誤腫の一例 （4 分） 

  九州がんセンター・放  野村 大輔 久保 雄一郎 染原 有季子 甲斐 聖広 

   澤本 博史 増田 敏文 奥島 一洋  

  同・乳腺科 秋吉 清百合 

  同・病理診断科 田口 健一 

 

 

閉会の辞  11 : 50～11 : 55  

 



 

第二会場（大会議室） 

一般演題 

 

骨軟部・小児  9 : 40～10 : 16 座長 小池 玄文 （長崎大） 

 

55. 髄外造血により下肢麻痺をきたした有口赤血球症の 1 例 （4 分） 

  長崎大・放 中武 美香 大塚 哲洋 小池 玄文 大木 望 上谷 雅孝  

 

56. 坐骨孔部に発生した骨外性粘液軟骨肉腫の一例 （4 分） 

  大分大・放 大地 克樹 小野 麻美 髙司 亮 松本 俊郎 森 宣  

  同・整形外科 糸永 一朗 

  同・病理部 駄阿 勉 横山 繁生 

 

57. 頭頸部滑膜肉腫の一例 （4 分） 

  九州大・臨放 岸川 浩尚 神谷 武志 鷺山 幸二 山崎 誘三 亀井 俊祐  

   大賀 才路 本田 浩 

       同・分イ診断 川波 哲 

        同・保健学 藪内 英剛 

               同・病理学 佐藤 方宣 

 

58. 頚椎に生じた軟骨肉腫の１例 （4 分） 

  中津市立病院・放 高尾 誠一朗 日高 啓 下川 知美 

  同・病理診断科 山本 一郎 

 

59. Kasabach-Merritt 現象を呈した Kaposiform hemangioendothelioma の一例 （4 分） 

  佐賀大・放 近藤 哲矢 中園 貴彦 入江 裕之  

  同・小児 古賀 大介 

  済生会唐津病院・放 平井 徹良 

  佐賀県医療セ好生館・小児 小野 直子  

  同・病理部 森 大輔 

 

60. 鎖骨頭蓋骨異形成の１例 （4 分） 

  JCHO九州病院・放 小田原 裕子 篠崎 賢治 牧角 健司 井上 公代 笠井 尚史  

   水島 明 

  同・小児 大村 隼也 高橋 保彦 



 

肝・胆・膵・IVR  10 : 17～11 : 01 座長 渡邊 征典 （新別府病院） 

 

61. 膵頭部を貫通する総肝動脈の頻度と合併する画像解剖所見 （5 分） 

  九州大・臨放 石神 康生 西江 昭弘 浅山 良樹 牛島 泰宏 高山 幸久  

   岡本 大佑 藤田 展宏 本田 浩 

 

62. 肝硬変と門脈血栓に合併した腫瘤状肝梗塞の 2 例 （4 分） 

  長崎大・放 大塚 哲洋 石丸 英樹 池辺 洋平 林 秀行 上谷 雅孝 

 

63. 膵破骨細胞様巨細胞型退形成癌の３例 （5 分） 

 鹿児島大・放 熊谷 雄一 福倉 良彦 内匠 浩二 袴田 祐人 吉浦 敬 

  同・病理 東 美智代 

 

64. 急性膵炎を契機に発見された原発性副甲状腺機能亢進症の 1 例 （4 分） 

  琉球大・放 椿本 真穂 山城 恒雄 村山 貞之 

  中頭病院・内科 石川 真  

  同・放 古賀 友三 西蔵盛 由紀子 諸見里 秀和  

 

65. 仮性腎動脈瘤に対する TAE の一例 （4 分） 

  鹿児島市立病院・放 藤崎 陽介 中山 博史 西森 宏雄 神﨑 史子 加治屋 芳樹  

   内山 典明 中別府 良昭 

  鹿児島大・放 吉浦 敬 

 

66. 難治性腹水を伴う動門脈瘻に対し塞栓術を施行した 1 例 （4 分） 

  福岡赤十字病院・放 渡部 浩史 井上 昭宏 盧 徳鉉 西岡 亜祐子 中村 由香里  

  同・肝臓内科 久能 志津香 

 

67. 肝外門脈静脈短絡による繰り返す肝性脳症に対してコイルアシスト逆行性経静脈的塞栓が

有用であった1例 （4分） 

  鹿児島大・放  長谷川 知仁  林 定勇 瀬之口 輝寿 永里 耕平 

   熊谷 雄一 神宮司 メグミ 福倉 良彦 吉浦 敬 

  



 

症例検討会 

 

 6月 18日（土） 16:40～18:00  

 第一会場 （オルブライトホール） 

 

【司会】   矢野 貴徳  （宮崎大） 

   榮   建文 （宮崎大） 

 

【解答】 症例１ 久留米大 

  症例２ 琉球大 

  症例３ 長崎大 

  症例４ 福岡大 

  症例５ 佐賀大 

  症例６ 大分大 


