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※沖縄産業支援センターまで赤嶺駅より徒歩約20分

会場　沖縄産業支援センター
　　　〒901-0152
　　　沖縄県那覇市字小禄1831番地1
　　　TEL：098-859-6234
　　　FAX：098-859-6230
　　　URL：http://www.okinawa-
　　　　　　sangyoushien.co.jp

会場のご案内
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交通のご案内

タクシーをご利用の場合 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　●空港から約10分
　●モノレール旭橋駅から約10分
　●モノレール赤嶺駅から約5分
　　※土曜日午後は会場周辺は渋滞が予想されます。ご注意ください。

バスをご利用の場合 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　●リーガロイヤルグラン那覇近く、工事中の「那覇バスターミナル」の道向かいの旭橋バ
ス停から【89番糸満線・56番浦添線】に乗車、３つ目のバス停『金城（カナグスク）』
にて下車。道を挟んだ向かい側に沖縄産業支援センターがあります。

　　※空港から直接会場に向かうバスはありません。

車をご利用の場合 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜沖縄自動車道を利用する場合＞
　●沖縄自動車道を空港向けに走行→豊見城・名嘉地ICで下車→瀬長島入口交差点を右折→

国道331号線を那覇方面向けに直進→安次嶺交差点を通過→約500m先金城交差点を信
号左折
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【第２会場】
2月４日（土）
2月５日（日）

ドリンクコーナー
画像供覧
（症例検討会）

会場案内図

産業支援センター1階
　第１会場（大ホール）

産業支援センター３階
　第２会場（中ホール）
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お知らせとお願い

発表者・参加者へのご案内
1.	 一般演題の講演時間は、一部演題を除き発表5分(2例以下の症例報告は4分)、討論2

分です。時間厳守をお願いいたします。	

2.	 発表形式は当方が準備する	PCでのプレゼンテーションのみに限ります。ご自身持
込のPCでのプレゼンテーションには対応できません。光学スライドやビデオも使用
できません。下記の要領で発表データを当日ご準備ください。スライド枚数に制限
はありませんが、時間内に発表が終了するようにご留意下さい。	

○	 発表データは	PowerPoint	2007、2010、2013、Windows	版に対応していま
す。Macintoshで作成された方は、Windowsフォーマットに変換後、あらかじめ	
Windows上での動作確認をお願いします。受付用PCには変換機能はございません。

○	 メディアは	USB	メモリあるいは	CD-R	でお持ちください。USB	メモリをお勧め
します。MO、ZIP、FDD	等は受付できません。	

○	 CD-R	の場合には	disk	at	once	で書き込み、ファイナライズした状態でお持ちく
ださい。	

○	 メディアに保存した発表データが他の	PC	でも認識できることを事前にご確認く
ださい。	

○	 PowerPointの動画機能は使用できません。Windows	標準ではない特殊と思われ
るプラグインやフォントの使用はご遠慮下さい。音声、効果音は会場のスピーカー
に出力できません。	

○	 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ご使用下さい。なお、演題番号はプログラムに
記載されている番号です。	

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

3.	 『PC	データ受付』は、第１会場は会場前（１階の大ホール入り口の外）、第２会場
は会場内（会場後方をパーテーションで区切って使用します）で、それぞれ別に行
います。ご自身の発表が第1会場または第2会場いずれかをご確認の上、それぞれの
会場で発表セッションの開始60分前までにデータ受付を済ませ、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（第1会場は骨軟部、第２会場は
腹部１）の演者の方は、できるだけ前日のうちにPC	データ受付を行っていただき
ますようにご協力をお願いいたします。２日目の他のセッションの演者の方も、1
日目にPC	データ受付を行っていただくことは可能です。

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、
各自で行ってください。	

5.	 口演時の	PC	操作は演者で行っていただきます。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で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、あらかじめウイルスチェックを必ずお願いいたします。
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そ　の　他

１.	 会場受付にて会場整理費（1,000円。会員・非会員共通です）をお支払いの上、ネー
ムカードをお受け取り下さい。核医学会会員の方は年会費（1,000円）のお支払い
もお願い致します。

２.	 会場受付およびPCデータ受付は、２月４日（土）11時30分、２月５日（日）８時
30分開始です。

３.	 会場は、第１会場が１階大ホール、第２会場が３階中ホールです。

４.	 特別講演は２月４日（土）15時40分より第１会場（大ホール）にて行います。

５.	 症例検討会は２月４日（土）16時40分より第１会場（大ホール）にて行います。

６.	 世話人会は２月４日（土）18時10分より第２会場（中ホール）にて行います。

７.	 総会は２月５日（日）９時00分より第１会場（大ホール）にて行います。

８.	 症例検討会のフィルムは２月４日（土）12時より306号室にて呈示します。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です（１
月28日以降予定）。

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

９.	 ドリンクコーナーを３階306号室に設けていますので、ご利用下さい。第１、第２
会場内での飲食は禁じられております。	

10.	クロークは第１会場受付横に設置します。

11.	沖縄産業支援センターは指定の喫煙場所以外はすべて禁煙となっております。御協
力下さい。	
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日　　程
２月４日（土）

【第１会場（大ホール）】
　12：40～	 開会の辞
　12：45～	 胸部１	 座長　岡　田　文　人（大 分 大）
　13：28～	 胸部２	 座長　土　屋　奈々絵（琉 球 大）
　14：15～	 IVR	1	 座長　松　本　俊　郎（大 分 大）
　14：46～	 IVR	2・災害医療	 座長　井　上　聖二郎（熊本総合病院）
　15：40～	 特別講演	 座長　村　山　貞　之（琉 球 大）
	 	 『Translational	Research	in	Radiation	Oncology』
	 	 　大阪大学大学院医学系研究科　放射線統合医学講座　放射線治療学教室
	 	 	 教授　小　川　和　彦　先生
　16：40～	 症例検討会	 司会　安　谷　　　正（沖縄県立中部病院）
	 	 	 　　　又　吉　　　隆（那覇市立病院）
【第２会場（中ホール）】
　12：45～	 核医学１	 座長　馬　場　眞　吾（九 州 大）
　13：17～	 核医学２	 座長　野々熊　真　也（福 岡 大）
　14：00～	 治療１	 座長　吉　武　忠　正（九 州 大）
　14：47～	 治療２	 座長　山　崎　拓　也（長 崎 大）
　18：10～	 世話人会

２月５日（日）

【第１会場（大ホール）】
　 9 ：00～	 総　会	 	
　 9 ：20～	 骨軟部	 座長　中　條　正　典（鹿児島大）
　 9 ：51～	 神経・頭頚部１	 座長　大　成　宣　弘（産業医科大）
　10：40～	 神経・頭頚部２	 座長　井手口　怜　子（長 崎 大）
　11：16～	 神経・頭頚部３	 座長　門　田　善　仁（宮 崎 大）
　11：50～	 閉会の辞

【第２会場（中ホール）】
　 9 ：35～	 腹部１	 座長　安座間　真　也

（佐賀県医療センター好生館）　
　10：12～	 腹部２	 座長　中　浦　　　猛（熊 本 大）
　11：05～	 腹部３	 座長　小金丸　雅　道（久留米大）
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２月４日（土）

第１会場（大ホール）

開会の辞 12：40～

胸部１ 12：45～ 座長　岡　田　文　人（大 分 大）

１．転移性肺腫瘍との鑑別を要した肺ランゲルハンス細胞組織球症の１例（４分）
　　　　　　　　　　　　宮崎大・放：服部洋平、中田　博、遠藤公彦、平井俊範
　　　　　　　　同・呼吸器・乳腺外科：富田雅樹
　　　　　　　　　　　　同・病理学：田中弘之

２．Diffuse	pulmonary	meningotheliomatosisの一例（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：梅木健二、小野朋子、門田淳一

３．気管原発髄外形質細胞腫の１例（４分）
　　　　　　　　　　　　長崎医療セ：大坪智恵子、牧野謙二、峯　聡美、御手洗和範、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝脇貴志、宮崎敦史、藤本俊史、岩永直樹、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田川　努、伊東正博

４．EWSR1-CREB1転座肺粘液腫様肉腫の１例（４分）
　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：袴田裕人、内匠浩二、福倉良彦、吉浦　敬
　　　　　　　　　　同・呼吸器外科：中村好宏、佐藤雅美
　　　　　　　　　　　　　同・病理：北薗育美

５．肺リンパ管腫の1例（４分）
　　　　　　　　　　新小倉病院・放：保利治子、平方良輔
　　　　　　　　　　同・呼吸器外科：篠原伸二、安田　学
　　　　　　　九州大・形態機能病理：山元英崇

６．病理解剖によって明らかとなった微小胃癌によるPulmonary	tumor	thrombotic
　　microangiopathy（PTTM）の１例（４分）
　　　　　　　　　　　中頭病院・放：牧野　航、古賀友三、西蔵盛由紀子、諸見里秀和
　　　　　　　　　　同・呼吸器内科：伊志嶺朝彦
　　　　　　　　　　　　　同・病理：松本裕文
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７．Multi-shot	EPI 収集を用いた非造影胸部MRAの初期経験（５分）
　　　　　　　　　　　熊本大・画診：中浦　猛、猪山裕治、森田康祐、尾田済太郎、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮大輔、永山泰教、幸	秀明、浪本智弘、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北島美香、山下康之

胸部２ 13：28～ 座長　土　屋　奈々絵（琉 球 大）

８．広範な梗塞により自然退縮がみられた胸腺腫の一例（４分）
　　　　　　　北九州市立医療セ・放：池　俊浩、渡辺秀幸、中武　裕、松浦由布子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　柿原大輔、飯田　崇、小野　稔
　　　　　　　　　　同・呼吸器外科：永島　明
　　　　　　　　　　同・病理診断科：田宮貞史

９．後縦隔神経節芽腫の１例（４分）
　　　　　 佐賀県医療セ 好生館・放：福田真弓、森田孝一郎、日野卓也、大平啓一、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　三田村知佳、西原雄之介、安座間真也、相部　仁
　　　　　　　　　　　同・小児外科：福田篤久
　　　　　　　　　　　　同・小児科：小野直子

10．乳腺原発骨肉腫の一例（４分）
　　　　　　　北九州市立医療セ・放：松浦由布子、渡辺秀幸、飯田　崇、柿原大輔、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中武　裕、池　俊浩、小野　稔
　　　　　　　　　　　　　同・外科：石川奈美、倉田加奈子
　　　　　　　　　　同・病理診断科：田宮貞史

11．超音波所見による乳腺腫瘤性病変の良悪性判別の検討（５分）
　　　　　　　　　　　　大分医療セ：井本圭祐、中村雄介、森内　昭、穴井秀明、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田原光一郎、梅田健二、河野浩幸、的野る美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉光正太郎、相場崇行

12．乳腺原発悪性リンパ腫の一例（４分）
　　　　　　　　　九州がんセ・画診：野村大輔、久保雄一郎、染原有希子、甲斐聖広、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤本博史、増田敏文、奥島一洋
　　　　　　　　　　　　同・乳腺科：伊地知秀樹、徳永えり子
　　　　　　　　　　同・病理診断科：瀧澤克実、田口健一

13．破損したIVCフィルターによる右室穿孔の一例（４分）
　　　　　　　　　　　高木病院・放：行元美希、原由紀子、笹栗弘平、富永由紀子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊野基幸
　　　　　　　　　同・心臓血管外科：浮池宜史、西田佑児、小江雅弘
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IVR １ 14：15～ 座長　松　本　俊　郎（大 分 大）

14．PAD治療における新デバイスの初期使用経験（５分）
　　　　　　済生会八幡総合病院・放：高橋浩平、野見山弘行、赤司一義
　　　　　　　　　　　同・血管外科：郡谷篤史、川久保英介、三井信介

15．肝細胞癌に対してステアリングマイクロカテーテルを用いてTACEを行った１例（４分）
　　　　　　　　　　別府医療セ・放：山之内寅彦、宮嶋公貴
　　　　　　　　　九大別府病院・放：平川雅和
　　　　　　別府医療セ・消化器内科：鶴田　悟

16．部分的脾動脈塞栓術時にcone-beam	CT（CBCT）を用いて塞栓率を計測した２例（４分）
　　　　　 佐賀県医療セ 好生館・放：大平啓一、安座間真也、福田真弓、日野卓也、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　三田村知佳、森田孝一郎、西原雄之介、相部　仁

17．下腹壁静脈からB-RTOを施行した小腸静脈瘤の１例（４分）
　　　　　　　　　福岡市民病院・放：吉田喜策、清澤恵理子、増田杏奈、眞鍋裕介	
　　　　　　　　　　　　　同・内科：上田哲弘、小柳年正

18．慢性肩関節疼痛に対するIVRの初期経験（４分）
　　　　　　　　　　　久留米大・放：久木山智子、小金丸雅道、久原麻子、長田周治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　安陪等思
　　　　　　　　　　　同・整形外科：濱田哲矢
　　　江戸川病院運動器カテーテルセ：奥野祐次

IVR ２・災害医療 14：46～ 座長　井　上　聖二郎（熊本総合病院）

19．胎盤ポリープに対する子宮内容除去術前の子宮動脈塞栓術（UAE）が有効であった２例（４分）
　　　　　　　宮崎県立宮崎病院・放：福里幸子、川﨑裕平、村中貴浩、山口健一郎、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小玉隆男

20．		Segmental	arterial	mediolysisに発生した腹部内臓動脈瘤に対して経動脈的塞栓術を施
行した１例（４分）

　　　　　　　　　　　熊本大・画診：近藤　匠、江口真裕、田村吉高、池田　理、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下康行

21．		弓部置換＋Elephant	 trunkとステントグラフト＋腹腔動脈塞栓にて二期的に治療した
Stanford	A型解離の一例（４分）

　　　　　　　　　　　熊本大・画診：江口真裕、近藤　匠、田村吉高、池田　理、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下康行
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22．		大動脈ステント留置後のtypeIIエンドリークに対する、ドップラー・ソナゾイドUSの　
初期経験（５分）

　　　　　　　　　　　九州大・臨放：牛島泰宏、西江昭弘、石神康生、岡本大佑、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田展宏、本田　浩
　　　 同・先進画像診断・低侵襲治療学：浅山良樹
　　　 同・放射線医療・ネットワーク：高山幸久　

23．熊本地震	～熊本市民病院放射線科の被災経験と今後の課題～（10分）
　　　　　　　熊本市立熊本市民病院：浦田譲治、古澤光浩、辻　明徳
　　　　　　　　　　　熊本大・画診：永山泰教、田上昇太
　　　　　　　　　　　　熊本医療セ：二ノ村聖

特別講演 15：40～ 座長　村　山　貞　之（琉 球 大）

　　『Translational Research in Radiation Oncology』
　　　大阪大学大学院医学系研究科　放射線統合医学講座　放射線治療学教室

　教授　小　川　和　彦　先生

症例検討会 16：40～ 司会　安　谷　　　正（沖縄県立中部病院）
　　　又　吉　　　隆（那覇市立病院）
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第２会場（中ホール）

核医学会　開会の辞 12：40～

核医学１ 12：45～ 座長　馬　場　眞　吾（九 州 大）

24．		Tl-201シンチおよびF-18	FDG-PET/CTで経過観察した脛骨原発のadamantinomaの
１例（４分）

　　　　　　　　　　　　宮崎大・放：川野真嗣、長町茂樹、寺田珠沙、水谷陽一、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井俊範
　　　　　　　　　　　同・整形外科：坂本武郎

25．		特発性パーキンソン病診断における123	I-ioflupane	SPECTの領域別定量指標の有用性
についての検討（５分）

　　　　　　　　　　　　宮崎大・放：水谷陽一、長町茂樹、川野真嗣、寺田珠沙、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井俊範

26．FDG異常集積を呈する全身リンパ節腫脹を伴うトキソプラズマ症の１例（４分）
　　　　　　　　　　　熊本大・画診：津田紀子、白石慎哉、坂本　史、幸　秀明、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨口静二、山下康行

27．FDG-PET/CTで腕神経叢に集積がみられた慢性炎症性脱髄性多発神経炎の１例（４分）
　　　　　　　　　　　　福岡大・放：田中慎二、野々熊真也、桑原康雄、高野浩一、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉満研吾

28．I-123	FP-CIT早期画像を用いた脳血流の評価	－Tc-99m	ECDとの比較－（５分）
　　　　　　　　　　　　福岡大・放：野々熊真也、桑原康雄、高野浩一、吉満研吾

核医学２ 13：17～ 座長　野々熊　真　也（福 岡 大）

29．日本人正常データーベースにおける位相解析指標の虚血診断能の検討（５分）
　　　　　　　　　　　　宮崎大・放：寺田珠沙、長町茂樹、水谷陽一、平井俊範
　　　　　　　　　　　同・第一内科：鬼塚久充

30．神経内分泌腫瘍の診断におけるソマトスタチン受容体シンチの初期経験（５分）
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：染原　涼、馬場眞吾、丸岡保宏、北村宜之、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田原圭一郎、西江昭弘、浅山良樹、石神康生、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　浩

－ 11 －



31．		111In-pentetreotideシンチグラフィの撮像タイミングと腫瘍/正常臓器集積比に関する
検討（５分）

　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：長野広明、神宮司メグミ、谷　淳至、中條正豊、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉浦　敬

32．111In-pentetreotideシンチグラフィにおける膵鉤部生理的集積についての検討（５分）
　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：惠島史貴、長野広明、神宮司メグミ、谷　淳至、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中條正豊、吉浦　敬

33．FLTの大動脈壁への集積と思われる所見が認められた一例（４分）
　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：谷　淳至、中條正豊、神宮司メグミ、吉浦　敬
　　　　　　　　　　　南風病院・放：加治屋より子

治療１ 14：00～ 座長　吉　武　忠　正（九 州 大）

34．声帯固定を伴わないT3N0声門癌に対する予防照射の必要性に関する検討（５分）
　　　　　　　　　　　熊本大・放治：東家　亮、斎藤哲雄、松山知彦、大屋夏生
　　　　同・生命科学研究部医用画像：村上龍次
　　　　　　　　　　同・耳鼻咽喉科：村上大造、東家　完
　　　　　　　　　　　　　同・画診：山下康行
　　　　　　　熊本赤十字病院・放治：馬場祐之

35．頭頸部腺様嚢胞癌に対する重粒子線治療初期治療成績（５分）
　　　　　　　　　九州国際重粒子セ：末藤大明、塩山善之、篠藤　誠、戸山真吾、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本圭司

36．膠芽腫の術後放射線治療におけるIMRTと3D-CRTの線量集中性の検討（５分）
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：本村有史、大賀才路、山口俊博、浅井佳央里、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田秀成、久野　修、本田　浩
　　　　　　同・九州連携臨床腫瘍学：吉武忠正
　　　同・放射線医療情報・ネットワーク：野元　諭	

37．小児の脊髄退形成星細胞腫に対する放射線治療の一例（４分）
　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：藤崎陽介、中村文彦、伊藤宗一朗、東龍太郎、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上山友子、吉浦　敬
　　　　　　　　　　　　同・小児科：岡本康裕、河野嘉文

－ 12 －



38．前立腺癌の硬膜転移に対して術後放射線治療を施行した一例（４分）
　　　　　　　　　　　　福岡大・放：中根慎一朗、日隈由紀枝、赤井智春、松延　亮、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野浩一、桑原康雄、吉満研吾
　　　　　　　　　　　同・泌尿器科：岡部　雄
　　　　　　　　　　同・脳神経外科：野中　将、井上　亨

39．当院における転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の治療成績（５分）
　　　　　　　　　九州がんセ・放治：大嶋かおり、植田　稔、白川友子、阿部円香、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　國武直信

40．		肺腺癌脳転移に対する全脳照射とALK阻害薬またはEGFR阻害薬の同時併用における安
全性の検討（５分）

　　　　　　　北九州市立医療セ・放：中島孝彰、野々下豪、小野　稔、渡辺秀幸、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田　崇、柿原大輔、松浦由布子、中武　裕、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池　俊浩
　　　　　　　　　　同・呼吸器内科：井上孝治

治療２ 14：47～ 座長　山　崎　拓　也（長 崎 大）

41．集学的治療を行った巨大子宮頸部粘液性腺癌の一例（４分）
　　　　　　　　　　　　佐賀大・放：宮本晃多、今泉　猛、大石光寿、中園貴彦、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　入江裕之
　　　　　　　　　　　同・産婦人科：大島侑子、中橋弘顕、横山正俊
　　　　　　　　　　　　　同・病理：山本美保子

42．		当院における前立腺癌中リスク群に対する外照射併用高線量率組織内照射（HDR-BT）
の照射方法による違いの比較・検討（５分）

　　　　　　　　　　九州医療セ・放：上原隆治、松村泰成

43．		ベバシズマブ投与後に胸椎転移に対する放射線治療にてGrade3の放射線食道炎が出現
した１例（４分）

　　　　　　　　　　　　長崎大・放：田崎裕太郎、山崎拓也、高比良飛香、中村太祐、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川亜希子、上谷雅孝
　　　　　 同・皮膚科・アレルギー科：岩永　聡

44．根治的放射線治療を施行したG-CSF産生癌の２例（４分）
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：久野　修、山口俊博、大賀才路、野元　諭、吉武忠正、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅井佳央里、平田秀成、本村有史、本田　浩

45．透析中の食道癌患者に対する根治的放射線治療の成績（５分）
　　　　　　　　　唐津日赤病院・放：髙木正統、眞武邦茂、高橋行彦
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：大賀才路、本田　浩

－ 13 －



46．		骨転移、肝転移および遠隔リンパ節転移を生じた上咽頭癌に対し全病変に対する放射線
治療終了後10年の無病生存が得られている１例（４分）

　　　　　　　　　　　産業医大・放：垣野内祥、大栗隆行、矢原勝哉、戸村恭輔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中原惣太、興梠征典
　　　　同・耳鼻咽喉科・頭頸部外科：寶地信介、鈴木秀明
　　　　　　　　　　　戸畑共立病院：今田　肇

47．Kasabach-Merritt症候群に対する照射後Radiation	Induced	Neoplasmを発症した一例（４分）
　　　　　　　　　　　久留米大・放：金子　崇、村木宏一郎、近末智雅、氷室秀知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮田裕作、服部睦行、江藤英博、淡河恵津世
　　　　　　　　　　　　　　　　　　安陪等思

世話人会 18：10～

－ 14 －



２月５日（日）

第１会場（大ホール）

総会 ９：00～

骨軟部 ９：20～ 座長　中　條　正　典（鹿児島大）

48．骨サルコイドーシスの一例（４分）
　　　　　　　　　　　熊本大・画診：渡壁孝弘、近藤　匠、江口真裕、田村吉高、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　河中功一、池田　理、山下康行	
　　　　　　　　　　　　　同・病理：吉住真治、三上芳喜

49．非結核性抗酸菌感染による左肩甲骨骨髄炎の一例（４分）
　　　　　　　　　　　　大分大・放：大塚亜友実、小野麻美、松本俊郎、森　宣
　　　　　　　　　　　同・整形外科：石原俊信、宮崎正志、津村　弘
　　　　　　　　　　　　　同・病理：駄阿　勉、横山繁夫

50．70代男性の鼡径部に発生したCellular	angiofibromaの１例（４分）
　　　　　　　　　　　　福岡大・放：髙木愛子、藤光律子、坂本桂子、品川喜紳、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　武藤絵美、浦川博史、吉満研吾
　　　　　　　　　　　同・形成外科：大山拓人
　　　　　　　　　　　　　同・病理：久野　敏

51．悪性腫瘍との鑑別を要した増殖性筋炎の１例（４分）
　　　　　　　　　　長崎医療セ・放：峯　聡美、牧野謙二、御手洗和範、溝脇貴志、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎敦史、藤本俊史
　　　　　　　　　　同・臨床検査科：黒濱大和、伊東正博
　　　　　　　　　　　同・整形外科：熊谷謙治
　　　　　　　　　　　　長崎大・放：上谷雅孝

52．Denosumab治療後の骨巨細胞腫の画像所見（５分）
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：進政太郎、神谷武志、鷺山幸二、山崎誘三、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬場眞吾、本田　浩
　　　 同・分子イメージング・診断学：川波　哲
　　　　　　　　　　　同・整形外科：松本嘉寛
　　　　　　　　　同・形態機能病理：小田義直
　　　　　　　　　　　　同・保健学：藪内英剛

－ 15 －



神経・頭頸部１ ９：51～ 座長　大　成　宣　弘（産業医科大）

53．3テスラMRI	MPV法で診断しえた椎骨動脈解離の２例（４分）
　　　　　　　　済生会唐津病院・放：平井徹良、深堀哲弘
　　　　　　　　　　同・脳神経外科：藤原史明、勝田俊郎
　　　　　　　　　　　　佐賀大・放：西原正志、入江裕之

54．膠芽腫と転移性脳腫瘍の鑑別　－NODDIを用いた検討－（５分）
　　　　　　　　　　　　宮崎大・放：門田善仁、東　美菜子、矢野貴徳、平井俊範

55．		高悪性度神経膠腫と転移性脳腫瘍の鑑別におけるNeurite	orientation	dispersion	and	
density	imaging	(NODDI)の有用性（５分）

　　　　　　　　　　　熊本大・画診：上谷浩之、北島美香、山下康行
　　　　　　　　　　同・脳神経外科：中村英夫
　　　　　　　　　　　同・保健学科：米田哲也
　　　　　　　　　同・中央放射線部：森田康祐

56．高いAPT信号を示した海綿状血管腫の１例（４分）
　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：上村清央、中條正典、吉浦　敬
　　　　　　　　　　同・放射線部門：岩永　崇
　　　　　　　　　　同・脳神経外科：細山浩史
　　　　　フィリップス　ヘルスケア：奥秋知幸

57．正常下垂体の4D	view	sharing法を用いた3D	血流動態解析の初期経験（５分）
　　　　　　　　　　　　宮崎大・放：ZAW	AUNG	KHANT、東美菜子、門田善仁、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野貴徳、平井俊範
　　　　　　　　　　同・脳神経外科：竹島秀雄

58．大腿骨頸部骨折後に発症した脂肪塞栓症の一例（４分）
　　　　　　　　　福岡市民病院・放：眞鍋裕介、吉田喜策、清澤恵理子、増田杏奈
　　　　　　　　　　　同・神経内科：由村健夫、芥川宜子

神経・頭頸部２ 10：40～ 座長　井手口　怜　子（長 崎 大）

59．Chronic	expanding	hematomaの１例（４分）
　　　　　　　　鹿児島市立病院・放：西森宏雄、中山博史、神崎史子、加治屋芳樹、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中別府良昭
　　　　　　　　　　同・耳鼻咽喉科：花牟禮豊、林　多聞
　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：吉浦　敬

60．頭蓋内静脈形成異常を伴った後頭部	atretic	cephaloceleの一例（４分）
　　　　　　福岡市立こども病院・放：中村由香里、川村暢子、米澤政人
　　　　　　　　　　同・脳神経外科：森岡隆人、村上信哉

－ 16 －



61．硬膜に沿った広範囲のピロリン酸カルシウム結晶沈着により脊柱管狭窄症を来した一例（４分）
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：和田憲明、山下孝二、樋渡昭雄、栂尾　理、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀井僚太郎、桃坂大地、本田　浩
　　　　　　　　　　　　　同・神内：前田泰宏、山下謙一郎、吉良潤一
　　　　　　　　　　　　　同・整外：飯田圭一郎
　　　　　　　　　　　　　同・病理：山田裕一

62．脊髄病変を伴ったトルエン中毒の一例（４分）
　　　　　　　　　　産業医科大・放：河野裕一郎、大成宣弘、掛田伸吾、森谷淳二、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ッ矢浩一郎、真崎弘美、福満智史、興梠征典
　　　　　　　　　　　同・神経内科：小畑雅子、足立弘明

63．成人発症の脊髄内毛様類粘液性星細胞腫の一例（４分）
　　　　　　　　　　　　大分大・放：大地克樹、井手里美、松本俊郎、森　宣
　　　　　　　　　　同・脳神経外科：豊国公子、大西晃平、内田　晋
　　　　　　　　　　　　　同・病理：駄阿　勉、横山繁生

64．成人の中頭蓋窩～咀嚼筋間隙に生じた紡錘細胞型/硬化型横紋筋肉腫の一例（４分）
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：桃坂大地、山下孝二、栂尾　理、樋渡昭雄、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀井僚太郎、和田憲明、本田　浩
　　　　　　　　　　　　　同・脳外：吉本幸司
　　　　　　　　　　　　　同・病理：鈴木　諭、岩城　徹

神経・頭頸部３ 11：16～ 座長　門　田　善　仁（宮 崎 大）

65．特発性頭蓋内圧亢進症の6歳女児例（４分）
　　　　　　　　　　浜の町病院・放：糸山昌宏、鎌野宏礼、村山佑里子、角南俊也、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　舛本博史、松浦隆志
　　　　　　　　　　　　同・小児科：園田有里、野田麻里絵、武本環美

66．磁化率強調画像で乳頭体のみに低信号域を認めたWernicke脳症の１例（４分）
　　　　　　　　　　　　福岡大・放：日隈由紀枝、高野浩一、吉満研吾
　　　　　　　　　同・消化器内科学：向坂秀人

67．ビタミンB12欠乏により可逆性脳萎縮を呈した乳幼児の1例（４分）
　　　　　　　　熊本再春荘病院・放：丸山夏樹、遊佐　瞳、古閑幸則
　　　　　　　　　　　　同・小児科：岡田拓巳

68．メトロニダゾール誘発性脳症４例の症例報告（５分）
　　　　　　　　　那覇市立病院・放：安木かほり、橋本成司、足立源樹、吉長正富、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　又吉　隆
　　　　　　　　　　　　琉球大・放：與儀　彰、村山貞之

－ 17 －



69．放射線治療後における海馬容積の変化（５分）
　　　　　　　　　　　産業医大・放：竹下洋平、渡邉啓太、掛田伸吾、上田一生、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本康一郎、井形夏貴、大栗隆行、興梠征典

閉会の辞 11：50～

－ 18 －



第２会場（中ホール）

腹部１ ９：35～ 座長　安座間　真　也（佐賀県医療センター好生館）

70．胆嚢動脈描出能の検討：Full	Iterative	Reconstructionの有用性（５分）
　　　　　　　　　　　産業医大・放：濱村俊彦、林田佳子、小林道子、藤井正美、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ツ矢浩一郎、掛田伸吾、青木隆敏、興梠征典

71．胆嚢内出血の一例（４分）
　　　　　　　　　福岡東医療セ・放：前村大将、陣内三佳子、進村明子、古屋暁生
　　　　　　　　　　　　　同・外科：橋本直隆
　　　　　　　　　　同・病理検査科：古賀佳織

72．胆嚢原発の神経内分泌腫瘍の一例（４分）
　　　　　　　　今給黎総合病院・放：高江洌伸、鉾立博文、篠原哲也、中禮久彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大久保幸一
　　　　　　　　　　　　　同・外科：濵之上雅博
　　　　　　　　　　　　　同・病理：白濱　浩
　　　　　　　　　　　鹿児島大・放：吉浦　敬

73．多発肝転移・骨転移・膀胱転移を来した膵神経内分泌腫瘍（PNET）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・消化器内科：村上正俊、李　倫學
　　　　　　　　　　同・病理診断科：槇原康亮
　　　九州大・病態制御内科（第三内科）：伊藤鉄英
　　　　　　　　　　　　　　同・放：馬場眞吾

74．膵癌との鑑別が困難であったIgG4関連自己免疫性膵炎の一例（４分）
　　　　　　　北九州市立医療セ・放：中武　裕、柿原大輔、池　俊浩、松浦由布子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯田　崇、渡辺秀幸、小野　稔
　　　　　　　　　　　　　同・外科：西原一善
　　　　　　　　　　　　　同・病理：田宮貞史

75．術前診断に苦慮した肝門部神経鞘腫の１例（４分）
　　　　　 佐賀県医療セ 好生館・放：日野卓也、森田孝一郎、安座間真也、魚住真弓、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大平啓一、三田村知佳、西原雄之介、相部　仁
　　　　　　　　　　同・肝胆膵外科：姉川　剛
　　　　　　　　　　　　　同・病理：森　大輔
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腹部２ 10：12～ 座長　中　浦　　　猛（熊 本 大）

76．陰茎亀頭部悪性黒色腫の一例（４分）
　　　　　　　　　　　　福岡大・放：谷　知允、武藤絵美、坂本桂子、品川喜紳、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　浦川博史、藤光律子、吉満研吾

77．CT	angiographyが診断に有用であった後腹膜腫瘍の１例（４分）
　　　　　　　宮崎県立日南病院・放：長沼　竣、藤田晴吾
　　　　　　　　　　　　宮崎大・放：平井俊範

78．後腹膜発生のlobular	capillary	hemangiomaの１例（４分）
　　　　　　　　宗像医師会病院・放：高津憲之、西牟田雄祐、増成　暁、本岡　愼
　　　　　　　　　　　　　同・外科：椛島　章、前川宗一郎
　　　　　福大筑紫病院・病理診断部：原岡誠司

79．術前診断が困難であった乳頭状腎癌の一例（４分）
　　　　　　　　　　　九州大・臨放：平木嘉樹、岡本大佑、西江昭弘、石神康生、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛島泰宏、藤田展宏、本田　浩
　　　同・先進画像診断・
　　　　　低侵襲治療学共同研究部門：浅山良樹
　　　同・放射線医療情報・
　　　　　　　　　ネットワーク講座：高山幸久

80．子宮体部漿膜下に発生した横紋筋肉腫の一例（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・婦人科：松浦俊明
　　　　　　　　　　　　　同・病理：加藤誠也

81．卵巣腫瘍との鑑別を要した漿膜下子宮腺筋腫の１例（４分）
　　　　　　　　　　別府医療セ・放：下村悠太朗、宮嶋公貴、山之内寅彦
　　　　　　　　　　　同・産婦人科：中山裕晶
　　　　　　　　　　　　　同・病理：吉河康二

82．子宮体部小細胞癌の２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
　　　　　　　　　　　　　同・病理：青木茂久
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腹部３ 11：05～ 座長　小金丸　雅　道（久留米大）

83．		CTコロノグラフィーにおける表面型大腸癌の側面変形の定量的評価による深達度診断
の有用性（５分）

　　　　　　　　　　　九州大・臨放：宮坂光俊、鶴丸大介、村木俊夫、浅山良樹、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　浩
　　　　　　　　　　　　同・分イ診：川波　哲
　　　　　　　　　　　　　同・病理：平橋美奈子
　　　　　　　　　　　　　同・外科：沖　英次

84．異時性に大腸癌を多発したLynch症候群の３例（５分）
　　　 九州がんセ・消化管・内視鏡科：甲斐聖広、上田真信、内田耕栄
　　　　　　　　　　同・画像診断科：奥島一洋
　　　　　　　　　　同・病理診断科：滝澤克実、伏見文良、田口健一

85．GVHDに伴う食道狭窄の一例（４分）
　　　　　　　　　　　熊本大・画診：田口奈留美、伊牟田真功、山下康行
　　　　　　　　　　同・消化器内科：庄野　孝、佐々木裕
　　　　　　　　　同・歯科口腔外科：町田李菜、中山秀樹
　　　　　　　　　熊本県総合保健セ：土亀直俊

86．２次性腹部大動脈十二指腸瘻の１例（４分）
　　　　　　　中津市立中津市民病院：高尾誠一朗、日高　啓、下川知美、日置智惟、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　折田博之、木村龍範、嶋岡　徹

87．		長期経過で左腎静脈の狭窄の進行および代償性の左卵巣静脈逆流現象が見られた１例　
（４分）

　　　　　　　　　　　　琉球大・放：玉城由佳理、山城恒雄、伊良波裕子、村山貞之
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