2月14日（土）

第１会場（大ホール）

開会の辞

13：00～13：05

神経１

13：05～13：40

座長

上村

清央

（鹿児島大）

1．頭部MRA所見と頸動脈狭窄との関連の検討（5分）
浜の町・放： 久良木悠介、田中厚生、陣内三佳子、舛本博史、松浦隆志
2．ALSの診断における定量的磁化率マッピング（QSM）の有用性（5分）
産業医大・放： 濱村俊彦、掛田伸吾、井手 智、橋本智代、渡邊啓太、
二ツ矢浩一郎、森谷淳二、興梠征典
同・神内： 岡田和将、足立弘明
3．髄膜腫術後残存/再発におけるArterial Spin-Labeling（ASL）の有用性（5分）
九州大・臨放： 菊地一史、樋渡昭雄、栂尾 理、山下孝二、本田 浩
同・脳外： 吉本幸司、溝口昌弘
同・神病： 鈴木 諭
フィリップスエレクトロニクスジャパン：鈴木由里子
4．側頭葉てんかん患者における扁桃体のMRI所見（5分）
産業医大・放： 真崎弘美、掛田伸吾、二ツ矢浩一郎、井手 智、渡邉啓太、
森谷淳二、興梠征典
同・脳外： 山本淳考、西澤 茂
同・2病理： 島尻正平
5．パーキンソン病診断におけるquantitative susceptibility mapping (QSM) を用いた
黒質と深部灰白質との磁化率比の有用性の検討（5分）
熊本大・画診： 東美菜子、平井俊範、井料保彦、北島美香、山下康行
同・脳外： 山田和慶
同・神内： 安東由喜雄
コーネル大： Tian Liu、Yi Wang
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神経２

13：40～14：16

座長

村上

優（産業医大）

6．CLIPPERS症候群が疑われた一例（4分）
福岡東医療セ・放： 田中祐子、三原 太、井上公代、寺嶋広太郎、進村明子
同・神内： 吉村 怜
7．鞍上部発生の播種を伴ったDesmoplastic infantile astrocytomaの一例（4分）
鹿児島大・放： 中條正典、上村清央、吉浦 敬
同・脳外： 大吉達樹、有田和徳
同・小児： 西川拓朗、河野嘉文
同・病理： 田崎貴嗣
仁愛会クリニック： 崎元芳大
8．Medulloblastoma with extensive nodularityの一例（4分）
大分大・放： 大林弘昌、清永麻紀、才 道昭、田上秀一、山田康成、
松本俊郎、森 宣
大分県立・放： 柏木淳之、小松栄二、前田 徹
9．腰椎MRIにて特徴的な所見を呈したマクログロブリン血症の一例（4分）
県立宮崎・放： 寺田珠沙、川﨑裕平、村中貴浩、山口健一郎、小玉隆男
同・内： 河野徳明
10．胸椎平滑筋肉腫の一例（4分）
九州大・臨放： 田原圭一郎、山下孝二、樋渡昭雄、栂尾 理、菊地一史、
本田 浩
同・整外： 遠藤 誠
同・病理： 小田義直
11．外傷性大腿神経損傷の一例（4分）
熊本医療セ・放： 浅尾千秋、田上昇太、岩下孝弥、根岸孝典、冨高悦司、
伊藤加奈子、吉松俊治
同・外科： 問端 輔
同・整外： 前田 智
同・形外： 大島秀男

頭頸部

14：16～14：41

座長

田上

12．Glial heterotopiaの一例（4分）
福岡市立こども・放： 米佑里子、角南俊也、川村暢子
同・耳鼻： 村上和子
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秀一

（大分大）

13．肝転移を来した鼻腔未分化癌の一例（4分）
佐賀大・放： 大塚貴輝、平井徹良、武下 剛、野尻淳一、中園貴彦、
入江裕之
同・耳鼻： 鈴木久美子、倉富勇一郎
同・病理： 高瀬ゆかり、相島慎一
14．上部内視鏡検査後にAnesthesia Mumpusを来した一例（4分）
九州医療セ・放： 甲斐亮三、安森弘太郎、筒井佳奈、忽那明彦、境 昌宏、
原田詩乃、古谷清美、黒岩俊郎
同・消内： 吉本剛志、原田直彦
15.頭頸部腫瘍検出におけるsingle-energy projection-based metal-artifact reduction
algorithm(SEMAR) の有用性について（5分）
公立玉名中央・放： 平田健一郎
熊本大・画診： 宇都宮大輔、尾田済太郎、木藤雅文、幸 秀明、山下康行

呼吸器

14：41～15：36

座長

山城

恒雄

（琉球大）

16．多房性胸腺嚢胞と鑑別が困難であった胸腺 MALT リンパ腫の一例（4 分）
福大筑紫・放： 大橋 望、真島 悟、山本良太郎、藤井 暁、東原秀行
福岡大・放： 黒木嘉典、吉満研吾
同・病理： 田邊 寛、岩下明徳
同・外科： 山本 聡
17．胸膜に原発した骨外性骨肉腫の一例（4分）
大分日赤・放： 高田彰子、中山朋子、高木 一
同・外： 赤嶺貴紀、本廣 昭
同・病理： 米増博俊
大分大・放： 松本俊郎、森 宣
18．肺原発高分化胎児型腺癌の一例（4分）
佐賀好生館・放： 本村有史、眞武邦茂、大平啓一、前村大将、近藤哲矢、
川野倫作、相部 仁
同・呼外： 寺崎泰宏、光岡正浩
同・病理： 明石道昭
19．胸部CTでreversed halo signを認めたMulticentric Castleman’s diseaseの１例（4
分）
長崎医療セ・放： 千綿雅彦、松岡陽治郎
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20．初期に限局性すりガラス影を呈した間質増殖型肺転移の一例（4分）
JCHO九州・放： 轟木 渉、瀬戸口太郎、牧角健司、平賀聖久、佃 正明、
堀江靖洋、水島 明
同・呼外： 三好 圭、内山明彦
同・病理： 笹栗毅和
21．頭蓋内よりの転移と考えられた肺髄膜腫の一例（4分）
鹿児島大・放： 袴田裕人、馬ノ段智一、内匠浩二、福倉良彦、吉浦 敬
同・分子細胞病理： 畑中一仁
同・病理： 田中和彦
同・呼外： 青木雅也
22．肺ノカルジア症の一例（4分）
大分大・放： 小野麻美、岡田文人、松本俊郎、森 宣
同・内代・膠・腎： 濱崎 一、石井宏治、柴田洋孝
同・病理： 駄阿 勉
23．多発肺結節影を呈した肺ヒストプラズマ症の三例（5分）
長崎大・放： 荻原幸宏、林 秀行、上谷雅孝
同・臨床腫瘍： 芦澤和人
同・２内： 宮崎泰可
同・臨床感染症： 泉川公一
同・熱内： 岩田知真、島崎貴治、神白麻衣子
24．鑑別に苦慮した気管支放線菌症の一例（4分）
九州大・臨放： 山之内寅彦、神谷武志、米澤政人、山崎誘三、本田 浩
同・分子イ・診断： 川波 哲、長尾充展
同・保健： 藪内英剛
同・2外： 諸富洋介
同・病理： 樋田知之

コーヒーブレーク 15：36～16：00
特別講演

16：00～17：00

座長

「核医学の今、これから」
東京女子医科大学

症例検討会

17：10～18：10

雅之（九州大）

画像診断学・核医学講座
教授 阿部 光一郎

座長
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佐々木

石神 康生（九州大）
樋渡 昭雄（九州大）

第2会場（中ホール1-2）
心大血管

13：05～13：43

座長

長山

拓希（島原病院）

25．隆起性皮膚線維肉腫からの転移と考えられた心臓腫瘍の一例（4分）
聖マリア・放： 松浦由布子、松浦泰雄、前田浩喜、小森哲士、鎌野宏礼、
小栁貴史、平田展章
同・核医学： 桂木 誠
同・循内： 鹿田智揮
同・病理： 西田直代
26．冠静脈洞閉鎖を合併したミトコンドリア心筋症の一例（4分）
熊本大・画診： 幸 秀明、宇都宮大輔、尾田済太郎、木藤雅文、山下康行
同・循： 掃本誠治、小川久雄
27．血管Behcet病によるBudd-Chiari症候群の一例（4分）
熊本大・放診： 井上泰平、尾田済太郎、宇都宮大輔、幸 秀明、木藤雅文、
浪本智弘、山下康行
同・膠原病： 平田真哉
28．造影CTで診断可能であった前縦隔静脈瘤の一例（4分）
北九州医療セ・放： 井本圭祐、小野 稔、渡辺秀幸、飯田 崇、柿原大輔、
野々下豪、脇山浩明、久野 修
同・呼外： 永島 明
29．乳児先天性心疾患における心電図同期心臓 CT の最適心位相の検討（5 分）
九州大・臨放： 米澤政人、神谷武志、山崎誘三、山之内寅彦、本田 浩
同・分子イ・診断： 長尾充展、川波 哲
同・保健： 藪内英剛
同・小児： 永田 弾、山村健一郎
30．成人患者における冠動脈CTA時の被曝線量の指標としてのSSDEの妥当性（5分）
熊本大・画診： 木藤雅文、宇都宮大輔、尾田済太郎、幸 秀明、浪本智弘、
山下康行
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乳腺・骨軟部・AI 13：43～14：22

座長

神谷

武志

（九州大）

31．乳腺腫瘍の造影エコー検査に圧迫が与える影響についての検討（5分）
大分医療セ・放： 亀井俊佑、浦川里佳、中村雄介
同・病理： 森内 昭
同・外科： 穴井秀明
32．膀胱転移をきたした乳癌の一例（4分）
九州がんセ・放： 内藤亜祐子、古屋暁生、澤本博史、篠崎賢治、奥島一洋
同・乳腺： 及川将弘、大野真司
同・泌： 古林伸紀
同・病理： 井川明子、田口健一
33．巨大腫瘤を形成した乳癌単発肋骨転移の一例（5分）
日赤長崎原爆・放： 小川直美、松山直弘、森 雅一、大坪まゆみ
同・外： 田上幸憲、佐野 功、谷口英樹
同・病理： 重松和人
34．発育期に生じた片側性腰椎椎弓板疲労骨折の一例（4分）
宗像水光会・放： 川波 喬
同・整外： 南谷和仁
上妻整形： 上妻隆秀
35．糖尿病患者におけるトモシンセシスを用いた骨梁解析：CT有限要素法との比較（5分）
産業医大・放： 藤井正美、青木隆敏、木下俊輔、林田佳子、興梠征典
同・一内： 岡田洋右、田中良哉
36．生前胸部X線との２D-fusionによる死後胸部CTの身元特定法開発～胸郭上部の形状に
よる検討～（5分）
宮崎大・放： 新川慶明、西井龍一、長町茂樹
同・工： 田村宏樹、穂高一条
同・法医： 湯川修弘
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第50回

日本核医学会九州地方会

開会の辞
核医学１

佐々木
14：32～15：11

座長

雅之 （九州大）

西井

龍一

（宮崎大）

37．FDG-PET/CTが転移性脊椎腫瘍とSAPHO症候群の鑑別に有用であった一例（4分）
長崎大・放： 小武隆子、上谷雅孝
同・原研放射： 井手口怜子、工藤 崇
同・病理： 田中伴典
38．FDG-PET/CTが診断に有用であった膀胱癌の二例（4分）
宮崎大・放： 増田梨絵、長町茂樹、水谷陽一、西井龍一
同・泌： 月野浩昌、賀本敏行
39．FDGPETが診断に有用であった乳児型線維肉腫の一例（4分）
九州大・臨放： 日野卓也、馬場眞吾、磯田拓郎、丸岡保博、北村宜之、
本田 浩
同・分子イ・診断： 川波 哲
同・小外： 木下義昌
同・小： 古賀友紀
40．FDG-PET/CTにおける両側副腎異常集積例の検討（5分）
鹿児島大・放： 神宮司メグミ、中條政敬、中條正豊、中別府良昭、
吉浦 敬
41．振幅呼吸同期PETを用いた肺病変の最適データ収集割合の検討（5分）
九州大・臨放： 北村宜之、馬場眞吾、磯田拓郎、丸岡保博、本田 浩
同・保健： 佐々木雅之
42. ラット脳虚血モデルにおけるF－18フルオロ酢酸の脳集積検討（5分）
宮崎大・放： 西井龍一、水谷陽一、長町茂樹
理研ライフ研セ： 水間 広、林 拓也、高橋和弘、尾上浩隆
滋賀成人病セ研： 加川信也、東 達也、山内 浩

核医学２

15：11～15：45

座長

野々熊真也

（福岡大）

43．奇異な骨シンチグラフィ像を呈した一例（4分）
九州医療セ・放： 忽那明彦、甲斐亮三、筒井佳奈、境 昌宏、原田詩乃、
古谷清美、黒岩俊郎、安森弘太郎
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44．肝切除後の肝不全予測における99mTc-GSA SPECT/CTの有用性（5分）
熊本大・画診： 江口真裕、津田紀子、坂本 史、吉田守克、白石慎哉、
冨口靜二、山下康行
45．PDとAPSの鑑別を目的としたダットスキャンの画像解析法の検討（5分）
琉球大・放： 千葉 至、飯田 行、村山貞之
46. I-123 FP-CITを用いた統計画像解析のためのtemplate作成と精度評価（5分）
福岡大・放： 肥田浩亮、野々熊真也、桑原康雄、高野浩一、吉満研吾
47. I-123 FP-CIT SPECTの解剖学的標準化画像に対する線条体3次元ROIの作成と散乱補
正の結合能への影響（5分）
福岡大・放： 野々熊真也、桑原康雄、高野浩一、吉満研吾
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2月15日（日）
第1会場（大ホール）

総会

9：00～9：15

消化管・腹膜１

9：15～10：03

座長

品川

喜紳（福岡大）

48．短期間に増大し，腹膜播種をきたした小腸GISTの一例（4分）
宗像医師会・放： 髙津憲之、本岡 愼、増成 暁、島本 大
同・外科： 實藤健作、前川宗一郎
福大筑紫・病理： 原岡誠司
49．Alport症候群合併びまん性食道平滑筋腫症の一例（4分）
産業医大・放： 上野 碧、青木隆敏、木下俊輔、林田佳子、興梠征典
同・一外： 日暮愛一郎
同・小児： 森下高広、楠原浩一
同・一病： 久岡正典
50．脂肪抑制T2WIが腹膜播種の診断に有用であった虫垂原発腹膜偽粘液腫の一例（4分）
長崎医療セ・放： 中澤太郎、松岡陽治郎、藤本俊史、宮崎敦史、中島一彰、
溝脇貴志、御手洗和範、峯 聡美
同・外： 野中 隆
同・臨検： 伊東正博
51．術前診断困難であった原発性虫垂癌の一例（4分）
熊本大・画診： 井上泰平、山村定弘、伊牟田真功、山下康行
県保健セ： 村上晴彦、村上友桂、土亀直俊
52．腸間膜リンパ管腫の一例（4分）
九州労災・放： 進政太郎、桃坂大地、野見山弘行、桒野晴夫
同・外： 櫻井 翼、北原光太郎、福山時彦
同・病理： 槇原康亮、濱田哲夫
53．急性腹症で発症した腸間膜リンパ管腫の二例（4分）
佐賀県医療セ・放： 大平啓一、前村大将、本村有史、近藤哲矢、川野倫作、
眞武邦茂、相部 仁
同・小外： 古澤敬子、山内 健
同・病理： 明石道昭
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54．急性腹症にて来院した腹膜垂炎の二例（4分）
佐世保共済・放： 溝口圭輔、野々下政昭、池田蘭奈
久留米大・放： 安陪等思、内山雄介
55．結核性腹膜炎の一例（4分）
中津市民・放： 甲斐聖広、前原純樹、日高 啓
同・産婦： 竹林兼利
同・呼外： 福山康朗
同・病理： 山本一郎

消化管・腹膜２

10：03～10：52

座長

小林

道子

（産業医大）

56．稀な進展形式を呈した肛門管癌術後再発の一例（4分）
九州大・臨放： 森田孝一郎、西江昭弘、浅山良樹、石神康生、牛島泰宏、
岡本大佑、藤田展宏、本田 浩
同・放医ネ： 高山幸久
同・血液・腫瘍： 有山 寛
57．術前診断が困難であった特発性腸間膜静脈瘤の一例（4分）
中津市民・放： 折本大樹、前原純樹、甲斐聖広、日高 啓
同・外科： 草野 徹
58．小腸悪性黒色腫(転移性)の一例（4分）
佐賀大・放： 石場 領、平井徹良、中園貴彦、水口昌伸、入江裕之
同・内科： 坂田資尚、岩切龍一
同・病理： 相島慎一
59．歯肉転移を契機に発見された多発大腸癌の一例（4分）
九州大・臨放： 大角崇史、西牟田雄祐、浅山良樹、鶴丸大介、宮坂光俊、
本田 浩
同・分子イ・診断： 川波 哲
同・2外： 沖 英二
60．経皮的ラジオ波焼却術から9か月後に発症した横隔膜ヘルニアの一例（4分）
産業医大・放： 竹下洋平、林田佳子、小林道子、藤井正美、木下俊輔、
青木隆敏、興梠征典
同・3内科： 日浦政明、柴田道彦
同・1外科： 日暮愛一郎
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61．ピーターソンヘルニアの二例（4分）
嬉野医療セ・教育研修： 池辺洋平
同・放： 牧野謙二、福田雅敏、福井健一郎
同・外科： 松本 彩、荒木政人
62．大腸内視鏡挿入困難例に対するCT colonographyの有用性（5分）
九州大・臨放： 鶴丸大介、宮坂光俊、西牟田雄祐、浅山良樹、西江昭弘、
本田 浩
同・分子イ・診断： 川波 哲
63．胃粘膜下腫瘍に対するLaparoscopy Endoscopy Cooperative Surgery(LECS)二症例（4
分）
九州がんセ・画診： 髙木正統、奥島一洋
同・消・内視鏡： 上田真信、内田耕栄
同・消外： 山本 学、森田 勝

肝・膵

10：52～11：28

座長

岡田

真広

（琉球大）

64．肝原発類上皮血管内皮腫の一例（4分）
琉球大・放： 木下 亮、伊良波倫、椿本真穂、山城恒雄、岡田真広、
村山貞之
65．門脈走行異常と高度脂肪肝に合併した多発過形成結節の一例（4分）
中津市民・放： 前原純樹、甲斐聖広、日高 啓
同・病理： 山本一郎
同・消内： 横田昌樹
66．腹部外傷を契機として発見された膵solid pseudopapillary tumorの一例（4分）
福岡赤十字・放： 和田憲明、眞鍋裕介、佐藤芳子、井上昭宏、盧 徳鉉
同・外： 橋爪健太郎
同・外： 西山憲一
67．膵過誤腫の一例（4分）
済生会福岡総合・放： 村山 僚、西原雄之介、久保雄一郎、鳥羽隆史、松本俊一
同・外： 二宮瑞樹
同・病理： 加藤誠也、中島明彦
68．診断が困難であった膵頭部癌の一例（4分）
小倉医療セ・放： 小田原裕子、三浦亘智、塩崎 宏
同・外： 空閑啓高、堤 宣翁
九州大・病理： 大石善丈
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69．膵リンパ上皮嚢胞の一例（4分）
新小倉病院・放： 保利治子、平方良輔
同・外： 奥村幹夫、山崎 徹
九州大・病理： 古賀 裕、山元英崇

泌尿生殖器

11：28～12：28

座長

笹栗

弘平

（高木病院）

70．骨化を伴った淡明細胞型腎細胞癌の一例（4分）
長崎大・放： 玉城由佳理、坂本綾美、林 秀行、上谷雅孝
聖フラ・放： 磯本一郎
長崎大・泌： 岩田隆寿、竹原浩介、酒井英樹
同・病理： 安井春奈、木下直江
71．原発巣の摘除後に肺転移が自然縮小した腎細胞癌の一例（4分）
久留米大・放： 椿 史裕、江畑智広、岩本良二、藤本公則、安陪等思
同・泌： 植田浩介、井川 掌
同・呼内： 枝国信貴、星野友昭
72．腎細胞癌術後18年目に切除された精巣転移の一例（4分）
原三信・放： 村上佳菜子、武藤絵美、添田博康
同・泌： 宮崎啓成、一倉晴彦
同・病理： 河野眞司
73．成人Wilms腫瘍の一例（4分）
北九州医療セ・放： 久野 修、柿原大輔、渡辺秀幸、飯田 崇、野々下豪、
脇山浩明、井本圭祐
同・泌： 長谷川周二
同・病理： 田宮貞史
九州大・病理： 小田義直
74．腎原発悪性リンパ腫の一例（4分）
久大医療セ・放： 財前 翠、内田政史、久原麻子
同・外： 山口圭三
同・泌： 黒川慎一郎、林 篤正
同・病理： 山口 倫
久留米大・放： 安陪等思
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75. 腎発生炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例（4分）
長崎医療セ・放： 峯 聡美、松岡陽治郞、藤本俊史、宮崎敦史、中島一彰、
溝脇貴志、御手洗和範
同・臨検： 黒濱大和、伊東正博
同・泌： 大仁田亨
76. 著明な乳頭状増殖を示した尿管線維上皮性ポリープの一例（4分）
福岡日赤・放： 眞鍋裕介、和田憲明、佐藤芳子、井上昭宏、盧 徳鉉
同・泌： 後藤 健
同・病理： 中島 豊
77. 膀胱平滑筋腫の一例（4分）
九州労災・放： 桃坂大地、進政太郎、野見山弘行、桒野晴夫
同・泌： 湊 晶規、中島信能
同・病理： 槇原康亮、濱田哲夫
78. Mitotically active cellular fibromaの一例（4分）
福岡大・放： 中根慎一朗、品川喜紳、森田彩子、浦川博史、黒木嘉典、
藤光律子、吉満研吾
79. 卵巣原発性絨毛癌の一例（4分）
鹿児島市立・放： 仮屋圭佑、中山博史、加治屋芳樹、内山典明
鹿児島大・放： 吉浦 敬
鹿児島市立・婦： 川畑宣代、中村俊昭
同・病理： 山本宗平、末吉和宣

閉会の辞

12：33～12：38
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第2会場（中ホール1-2）
治療１

9：30～10：15

座長

村木宏一郎

（久留米大）

80. 外陰部顆粒球肉腫に対して放射線治療を施行した一例（4分）
鹿児島大・放： 上山友子、伊藤宗一朗、東龍太郎、中村文彦、吉浦 敬
同・血液免疫： 林田真衣子
81. ネダプラチン(CDGP)+5-FU併用の化学放射線療法が奏効した食道癌の二例（4分）
北九州市立医療セ・放： 脇山浩明、野々下豪、渡辺秀幸、飯田 崇、柿原大輔、
久野 修、井本圭祐、小野 稔
同・消内： 秋穂裕唯
82. 妊孕性温存希望患者における子宮頸癌円錐切除後の再発転移に対して集学的治療を
行った一例（4分）
産業医大・放： 杉本康一郎、大栗隆行、矢原勝哉、戸村恭輔、阪上茉衣、
興梠征典
同・産婦： 川越俊典、蜂須賀徹
83. 下咽頭癌における頸部リンパ節転移の分布に関する検討（5分）
熊本大・放治： 仙波明子、東家 亮、斉藤哲雄、松山知彦、福川喜之、
豊福隆将、大屋夏生
同・医用画像： 村上龍次
84. 当院における頭頸部扁平上皮癌に対する根治的化学放射線療法：セツキシマブ群・
非セツキシマブ群の比較（5分）
佐賀大・放： 大石光寿、徳丸直郎、今泉 猛、西原正志、大塚貴輝、
入江裕之
同・口外： 後藤昌昭
同・耳鼻： 倉富勇一郎
85. 非小細胞肺癌に対する定位照射後にabscopal effectを認めた一例（4分）
長崎大・放： 池永まり、安井和明、中村太祐、江川亜希子、山崎拓也、
上谷雅孝
島原病院・病理： 林徳眞吉
86. 肝腫瘍に対する定位放射線治療の初期経験（5分）
熊本大・放治： 小笠原浩司、東家 亮、斉藤哲雄、福川喜之、仙波明子、
松山知彦、大屋夏生
同・画診： 池田 理、田村吉高、山下康行
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治療２

10：15～11：02

座長

仙波

明子

（熊本大）

87. 肺定位放射線治療におけるFFFビームと平坦化ビームの線量比較（5分）
九州大・臨放： 稲盛真人、浅井佳央里、中村和正、大賀才路、山口俊博、
本田 浩
同・放医ネ： 佐々木智成
同・臨床腫瘍学： 吉武忠正
同・保健： 仲本宗泰、有村秀孝
88. 当院における前立腺高線量率組織内照射時の寝台改良に伴うアプリケーター針移動
に関する検討（5分）
九州医療セ・放： 吉川真由美、松村泰成
九州大・臨放： 大嶋かおり
同・泌： 坂本直孝
同・放部： 寺﨑浩一、加賀恵太、下牟田一樹、金本賢司
89. 放射線照射中に全身性多形性紅斑を発症した術後涙嚢癌の一例（4分）
九州大・臨放： 平峯慶子、山口俊博、中村和正、大賀才路、浅井佳央里、
松本圭司、稲盛真人、本田 浩
同・放医ネ： 佐々木智成
同・臨床腫瘍学： 吉武忠正
90. 前立腺癌IMRT後の晩期出血性尿路障害の検討（5分）
福岡大・放： 野元 諭、赤井智春、桑原康雄、吉満研吾
同・泌： 和田浩二、古屋隆三郎、入江慎一郎、田中正利
91. 前立腺癌の密封小線源治療後に難治性の直腸潰瘍及び尿道瘻孔を生じた一例（4分）
今給黎総合・放： 西森宏雄、中禮久彦、鉾立博文、大久保幸一
同・泌： 中目康彦
鹿児島大・放： 吉浦 敬
92. 緩和的放射線治療後の照射野外の痛み進行（5分）
熊本大・放治： 斉藤哲雄、豊福隆将、東家 亮、仙波明子、福川喜之、
松山知彦
熊本医療セ・放： 冨高悦司
93. 九州国際重粒子線がん治療センターの現状：約一年間の治療実績（5分）
九州重粒子セ： 末藤大明、塩山善之、松延 亮、篠藤 誠、戸山真吾、
工藤 祥、十時忠秀
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IVR

11：02～11：33

座長

岩本

良二

（久留米大）

94. 経動脈的塞栓術が有用であった内腸骨動静脈奇形の一例（4分）
熊本大・画診・治： 二ノ村聖、田村吉高、池田 理、井上聖二郎、山下康行
95. 腹腔動脈解離に対して経動脈的塞栓術を行った二例（4分）
熊本大・画診・治： 山口晋平、田村吉高、池田 理、井上聖二郎、山下康行
96. 関節内型類骨骨腫に対する経皮的RFAが奏功した一例（4分）
鹿児島大・放： 林 完勇、永里耕平、吉浦 敬
米盛病院： 馬場康貴
霧島医療セ・放： 池田俊一郎
97. TEVAR後のエンドリークに対する経皮的直接穿刺による塞栓術の検討（5分）
九州大・臨放： 牛島泰宏、浅山良樹、岡本大佑、森田孝一郎、西江昭弘、
石神康生、藤田展宏、本田 浩
同・放医ネ： 高山幸久
同・2外： 松本拓也
98. 選択的動注化学放射線療法により完全寛解しえたRouviereリンパ節転移を伴った上
顎洞癌の一例（4分）
琉球大・放： 山城啓太、安座間喜明、平安名常一、伊良波裕子、
戸板孝文、村山貞之
同・耳鼻： 當山昌那、安慶名信也、真栄田裕行、鈴木幹男
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