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第 195 回 日本医学放射線学会九州地方会 

プログラム 

会期：2022 年 6 月 18 日（土）～19 日(日) 

会場：福大メディカルホール 

会長 吉満 研吾 

事務局：福岡大学医学部放射線医学教室 

〒814-0180 福岡市城南区七隈 7-45-1 

TEL：092-801-1011（内線 3415） FAX：092-864-6652 



お知らせとお願い

１．�今回はハイブリッド開催です。リモート対応も致しますが、演者、座長の方々はできるだけ現地参
加のご協力をお願いいたします。受付方法はカードリーダーでの受付となりますのでカード（会員
証）をご持参下さい。カードをお忘れの方は芳名帳への記入をお願いいたします。

２．�事前参加登録・参加費のお支払いは全てWEB上で行います。事前参加登録及び参加費のお支払いは
下記URLより行ってください。参加費は 1000 円です。
　�支払完了後、登録されたメールアドレス宛に決済完了のお知らせメールが届きます。領収書はメー
ル内のリンクからダウンロード出来ます。
現地での参加費のお支払は出来ませんのでご注意ください。
　【ホームページアドレス】http://conks.jp/195radiol-q-chihoukai/

３．視聴について
　�WEB参加の方はホームページ内の「視聴ページ」からとなります。視聴ページは入室に ID、パス
ワードが必要となります。ID、パスワードは事前参加登録及び参加費のお支払いがお済みの方のみ
にお知らせいたします。次ページをご覧下さい。

４．�出席証明書は「視聴ページ」から学会終了日の 16 時頃から１週間ダウンロード可能です。必ずダウ
ンロードを行ってください。

５．単位取得について
　　�WEB参加（ログイン必要）ともに日医放５単位、機構２単位取得できます。また現地にて特別講演
の聴講で更に追加で領域別講習１単位が付与されます。
※�従来カードリーダーで行っていた参加登録は参加費のお支払いと Zoom入室の際の視聴ログの確
認をもちまして代替いたします。

６．ウェビナー登録について
　　�視聴管理の為、Zoom入室の際にウェビナー登録を行っていただきます。こちらで参加の視聴管理を
行いますので、必要事項を正確にご入力いただき、登録をお願いいたします。

７．特別講演は６月 19 日（日）午前 11 時 35 分から福大メディカルホールにて行います。

８．世話人会は６月 18 日（土）午後６時 00 分から同窓会ラウンジにて行います。
　　Zoomでの参加も同時に行います。入室のURLはメールでお知らせいたします。

９．�総会は６月 19 日（日）午前９時から福大メディカルホールにて行います。WEB参加の方は視聴ペー
ジからご参加下さい。

10．会場内および大学敷地内は全面禁煙となっています。ご協力をお願いいたします。
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11．�症例検討会の画像は、第 195 回日本医学放射線学会九州地方会のHPに掲示します。また、日本医学
放射線学会九州地方会のHPにもリンクを作成し、移動できるようにします。
　�症例の画像は参加登録した方のみ参照可能です。従来の九州地方会事務局が行っていた症例検討会
用の IDと PWの郵送は今回行いません。
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発表者へのご案内

１．参加方法
　事前参加登録の際に「現地参加」か「Zoom参加」のどちらかをお選びください。
●現地参加の場合
セッションの開始 10 分前までに会場前方左手側の「次演者席」にお越しください。

●Zoom参加の場合
�発表セッションの開始 20 分前までに Zoomに入室ください。入室用のURLはメールでお知らせい
たします。

２．発表時間について：
　　口演時間は発表５分（２例以下の症例報告は４分）、討論２分です。時間厳守でお願いいたします。

３．発表データについて：
　　�発表データを事前にご提出いただきます。発表データはPowerPointにナレーション音声をいれた動
画データでご提出をお願いいたします。作成要項、送付先、送付方法等は事前に演者宛にメールで
ご案内いたしております。

　【症例検討会の発表データについて】
　�症例検討会でご発表される先生につきましては学会当日会場に PowerPoint データをお持ちくださ
い。発表は直接会場のマイクでお話いただきます。

４．進行について
・時間となりましたら、事務局からアナウンスを致しますので、座長はセッションを開始して下さい。
・演者は座長が演者紹介後、簡単な自己紹介と「スライドお願いします」とコメントを入れて下さい。
・コメントの後に事前送付されたデータを事務局側で上映いたします。
・�上映終了後、質疑応答となります。WEB参加者からの質問はチャット機能を利用して行います。座
長はチャットの確認をお願いいたします。質問の選定は座長に一任いたします。

・質問終了後、次の演題に進みます。
・Zoomでご参加の演者はセッション修了まで入室状態のままお待ち下さい。
・Zoomからの退出はセッション終了時にアナウンスを行いますので、その後でお願いいたします。
※�カメラ、マイクはご自身の発表開始時、終了後の質疑応答時以外はオフの状態で待機をお願いい
たします。オン ･オフ操作はご自身での操作となります。

・後日のオンデマンド配信は行いません。
・発表データは学会終了後事務局で責任を持って消去いたします。
・�COVID-19 の蔓延等のやむを得ない事情でリモート対応となる場合は、必ず事務局へ事前連絡をお願
いします。当日の場合は代表 092-801-1011 で電話交換に放射線科 PHS8419 へとお伝え下さい。
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日　程

　６月 18 日（土）　

＜福大メディカルホール＞

13：00 ～ 13：05� 開会の辞
13：05 ～ 13：35� 診断１　肝・脾 /膵・胆道� 座長　安座間　喜明（琉球大）
13：35 ～ 14：05� 診断２　泌尿器・生殖器� 座長　福井　修一（佐賀大）
14：05 ～ 14：41� 診断３　骨軟部 /その他� 座長　小池　玄文（長崎大）
14：41 ～ 15：13� 診断４　脳脊髄� 座長　上村　清央（鹿児島大）
15：13 ～ 15：51� 治　療� 座長　服部　睦行（久留米大）
15：51 ～ 16：17� 核医学� 座長　寺田　珠沙（宮崎大）
16：17 ～ 16：30� 休憩
16：30 ～ 18：00� 症例検討会� 座長　高山　幸久（福岡大）

　　　肥田　浩亮（福岡大）�
18：00 ～� 世話人会

　６月 19 日（日）　

＜福大メディカルホール＞

９：00 ～９：15� 総会
９：15 ～９：57� IVR� � 座長　井上　聖二郎（熊本医療センター）
９：57 ～ 10：33� 診断５　呼吸器� 座長　佐藤　晴佳（大分県立病院）
10：33 ～ 10：57� 診断６　心大血管� 座長　神谷　武志（九州大）
10：57 ～ 11：35� 診断７　消化管・後腹膜腔� 座長　塚本　純（産業医大）
11：35 ～ 12：35� 特別講演� 座長　吉満　研吾（福岡大）

「Radiologic�Hepatology�―日々の疑問を大切に―」
　　浅山　良樹（大分大学医学部　放射線医学講座教授）

12：35 ～ 12：40� 閉会の辞
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６月 18 日（土）　福大メディカルホール

開会の辞	 13：00～ 13：05

診断１（肝・脾 /膵・胆道）	 13：05～ 13：35	 座長　安座間　喜明（琉球大）

１．肝周囲子宮内膜症の一例（４分）

浜の町・放：�黒木　翔太、瀬戸口　太郎、宮元　里美、浅井　佳央里、
吉満　凛吾、角南　俊也

同・産婦：江頭　活子
同・病理：米田　玲子

２．術前診断が困難であった膵過誤腫の１例（４分）

　　　　JCHO九州病院・放：山崎　修司、宮嶋　公貴、落合　浩一朗、井上　公代、
廣瀬　華子、中島　孝彰

同・外：中島　陽平、山田　大輔
同・病理：本下　潤一

３．海綿状血管腫との鑑別が困難であった HCC の１例（４分）

　　　九州医療センター・放：足達　咲紀、前原　純樹、古谷　清美、原田　詩乃、
亀井　僚太郎、松浦　秀司、野口　智幸

同・肝胆膵外：和田　幸之
同・病理：桃崎　征也

４．肝原発悪性リンパ腫の一例（４分）

佐賀好生館・放：大塚　徹、相部　仁、安座間　真也、森田　孝一郎、前村　大将、
岸川　浩尚

同・肝胆膵内：村山　賢一郎
同・血内：近藤　誠司
同・病理：増田　正憲

５．腎細胞癌の同時性胆嚢転移の一例（４分）

　　九州がんセンター・画診：田嶋　創、陣内　三佳子、篠崎　賢治、澤本　博史、楠本　千絵、
髙木　勝弘

同・病理：田口　健一
同・肝胆膵外：杉町　圭史

－ 5－



診断２（泌尿器・生殖器）	 13：35～ 14：05 座長　福井　修一（佐賀大）

６．転座型腎細胞癌の一例（４分）

佐賀好生館・放：岸川　浩尚、森田　孝一郎、安座間　真也、前村　大将、大塚　徹、
相部　仁

同・泌：佐藤　暢晃
同・病理：森　大輔

７．子宮体部腺線維腫の１例（４分）

佐賀大・放：高柳　幸穂、福井　修一、中園　貴彦、入江　裕之
同・産婦：福田　亜紗子、横山　正俊
同・病理：甲斐　敬太

８．外陰部に発生した血管筋線維芽細胞腫の１例（４分）

　　北九州医療センター・放：佐野　淳偲、久保　雄一郎、小倉　琢嗣、中武　裕、井原　浩史、
今福　輝、野々下　豪、渡辺　秀幸

同・産婦：井上　修作
同・病理：田宮　貞史

９．精巣原発の Neuroendocrine tumor の一例（４分）

大分大・放：森　崇彰、高司　亮、徳山　耕平、浅山　良樹
同・腎泌尿器：秦　聡孝、甲斐　友喜、安部　怜樹
同・病理：駄阿　勉

10．陰茎折症の一例（４分）

中津市民病院・放：西原　新也、牧瀬　智、日高　啓
同・泌：岩渕　直人

診断３（骨軟部 /その他）	 14：05～ 14：41 座長　小池　玄文（長崎大）

11．腰椎圧迫骨折後に生じた腸腰筋化骨性筋炎の一例（４分）

　　　　熊本大・画診・治療：大崎　琢弥、河中　功一、内村　竜太郎、林　英孝、上谷　浩之、
田村　吉高、平井　俊範

同・皮：杉　悠太
同・病理：本田　由実

12．腹壁から発生した滑膜肉腫の１例（４分）

九州中央病院・放：中村　勇星、柿原　大輔、植田　稔、花田　清彦
同・病理：伏見　文良
同・外：大垣　吉平
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13．左側腹部に発生した Inflammatory myofibroblastic tumor の一例（４分）

　　　　鹿児島市立病院・放：川畑　博史、中山　博史、郷原　美沙伎、山岸　良司、
Hoo�Chin�Khang、永里　耕平、中村　文彦、中別府　良昭、
中條　政敬

鹿児島大・放診治：吉浦　敬

14．診断に苦慮した壊血病の骨病変の１例（４分）

鹿児島大・放診治：阿久根　健太郎、長谷川　知仁、中野　翼、上村　清央、
中條　正典、吉浦　敬

15．末梢神経に生じたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）の１例（４分）

宮崎大・放：松村　研吾、門田　善仁、東　美菜子
同・脳内：金丸　和樹、塩見　一剛

同・膠原病内：岩尾　浩昭

16．腫瘍性骨軟化症の一例（４分）

久留米大・放：藤本　野菜、長田　周治、久原　麻子、田上　秀一、倉田　精二、
小金丸　雅道、安陪　等思

同・内分泌：出宮　睦之、野村　政壽
同・整形：濱田　哲矢、中島　帆奈美
同・病理：秋葉　純

診断４（脳脊髄）	 14：41～ 15：13 座長　上村　清央（鹿児島大）

17．Desmoplastic infantile ganglioglioma の一例（４分）

九州大・臨放：菊地　一史、石神　康生
同・分イ：栂尾　理

同・放医・ネ：山下　孝二
同・脳外：秦　暢宏、吉本　幸司

18．上眼窩裂を主座とした孤立性線維性腫瘍（solitary fibrous tumor：SFT）の一例（４分）

福岡市民病院・放：古賀　夕貴子、村山　佑里子、浅田　大地、清澤　恵理子
同・脳外：廣田　篤、福島　浩、吉野　慎一郎、平川　勝之

福岡大・病理：青木　光希子
福岡徳洲会・病理：鍋島　一樹

19．成人型副腎白質ジストロフィーの１例（４分）

　　　小倉医療センター・放：日野　将吾、野見山　弘行
同・精神：野内　友三郎
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20．当院で経験した Diffuse hemispheric glioma, H3 G34-mutant の３例（５分）

　　　　熊本大・画診・治療：佐々木　剛、上谷　浩之、岩下　考弥、平井　俊範
同・保健：北島　美香
同・脳外：黒田　順一郎、武笠　晃丈

熊本日赤・放：佐藤　加奈子

21．拡散時間依存性拡散強調像による膠芽腫と転移性脳腫瘍の鑑別（５分）

鹿児島大・放診治：上村　清央、中野　翼、長谷川　知仁、中條　正典、吉浦　敬

治療	 15：13～ 15：51 座長　服部　睦行（久留米大）

22．子宮頸癌と外陰癌の同時性重複癌に対し集学的治療が奏功した１例（４分）

佐賀大・放：大平　啓一、今泉　猛、大石　光寿、入江　裕之
同・産婦：横山　正俊

23．放射線治療が奏効した十二指腸 ATL の１例（４分）

大分大・放：脇田　貴大、清田　貴茂、田邉　基子、徳山　耕平、高田　彰子、
松本　陽、浅山　良樹

同・血内：吉田　匡貴、髙野　久仁子

24．緩和的放射線治療を施行した MEITL の１例（４分）

琉球大、沖縄赤十字病院・放：草田　武朗
琉球大・放：有賀　拓郎、西江　昭弘
沖縄赤十字：喜納　かおり、豊見山　健、神谷　尚、宜保　昌樹
豊見城中央：大久保　洋平、喜友名　正也
南部徳洲会：嘉手苅　勤

25．脳幹部 diffuse midline glioma の放射線治療後増悪に対し再照射が有効であった１例（４分）

九州大・臨放：大島　健史、吉武　忠正、松本　圭司、脇山　浩明、上原隆　治、
久野　修、髙木　正統、石神　康生

同・小児：古賀　友紀

26．婦人科癌に対する Advanced Gynecological Applicator（Venezia™）の初期使用経験（５分）

鹿児島大・放診治：増田　敬子、伊藤　宗一朗、西森　宏雄、仮屋　圭佑、
豊田　雅彦、奥　好史、吉浦　敬

27．頭頸部癌に対する Hypo trial regimen を用いた緩和的放射線治療の初期経験（５分）

　　　　熊本大・放射線治療：原井　亮太、東家　亮、福川　喜之、渡壁　孝弘、松山　知彦、
松本　忠士、山口　晃世、大屋　夏生
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核医学	 15：51～ 16：17	 座長　寺田　珠沙（宮崎大）

28．甲状腺癌に対する放射性ヨウ素内用療法において子宮筋腫に強いヨウ素集積を認めた一例（４分）

　　　　　　　九州大・臨放：井上　紗也香、馬場　眞吾、磯田　拓郎、丸岡　保博、
　　　　　　　　　　　　　　北村　宜之、牛島　泰宏、石神　康生
　　　　　　　　同・保健学：佐々木　雅之

29． 脳神経浸潤型悪性リンパ腫の評価にD-SiPM PETによる １㎣ isovoxel再構成画像が有用であった

１例（４分）

　　　　熊本大・画診・治療：吉田　龍也、岩下　孝弥、小笠原　浩司、白石　慎哉、
　　　　　　　　　　　　　　平井　俊範
　　　　　　　　同・保健学：坂本　史

30．人工血管感染疑い症例の FDG-PET/CT における脾集積について（５分）

　　　　　　　　福岡大・放：清水　華絵、長町　茂樹、後藤　奈帆子、佐藤　圭亮、
　　　　　　　　　　　　　　吉満　研吾

31． 甲状腺癌術後の内照射療法において頭髪への放射性ヨード付着による偽陽性所見を認めたと考えら

れた一例（５分）

　　　　　鹿児島大・放診治：上村　尚大、谷　淳至、神宮司　メグミ、中條　正豊、吉浦　敬

休憩	 16：17～ 16：30

症例検討会	 16：30～ 18：00	 座長　高山　幸久（福岡大）
	 	 	 肥田　浩亮（福岡大）

　　出題　　　　　　　　　　　　　　　　　 解答

　　症例１　藤田　一彰（福岡大学）　　→　　熊本大学　　　　高田　千太郎

　　症例２　高橋　真衣（福岡大学）　　→　　産業医科大学　　梨子田　康佑

　　症例３　後藤　和貴（福岡大学）　　→　　久留米大学　　　古賀　亜紀子

　　症例４　本田　　学（福岡大学）　　→　　済生会唐津病院　彌富　瑞貴

　　症例５　津田　真司（福岡大学）　　→　　九州大学　　　　糸山　昌宏
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６月 19 日（日）　福大メディカルホール

総会	 ９：00～９：15

IVR	 ９：15～９：57	 座長　井上　聖二郎（熊本医療センター）

32．埋込型 LVAD（補助人工心臓）装着患者の腎細胞癌に対して凍結療法を施行した一例（４分）

　　　　　　　九州大・臨放：西村　俊輔、岡本　大佑、牛島　泰宏、藤田　展宏、石松　慶祐、
　　　　　　　　　　　　　　村山　僚、糸山　昌宏、石神　康生

33．切迫破裂が危惧された腸間膜内感染性動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した一例（４分）

　　　　　　済生会福岡・放：平田　真之、中山　智博、川野　倫作、桃坂　大地、稲盛　真人、
　　　　　　　同・感染症内：岩崎　教子

34．肝細胞癌（HCC）に対する体幹部定位放射線治療（SBRT）後に胆道出血を来した一例（４分）

　　　　　　　　長崎大・放：平尾　真希、岡　大雅、宮村　周人、大木　望、山崎　拓也、
　　　　　　　　　　　　　　石丸　英樹、末吉　英純、上谷　雅孝

35．出血を繰り返す耳介動静脈奇形に対して塞栓術を施行した１例（４分）

　　　　　　　産業医大・放：坂本　俊宏、村上　優、石野　史晃、吉松　悠太、福満　智史、
　　　　　　　　　　　　　　穴井　健太、井手　智、青木　隆敏
　　同・耳鼻咽喉・頭頚部外：伊藤　有紀、鈴木　秀明

36．原発不明頭頸部癌に対する動注化学放射線治療にて総頚動脈破裂が危惧された１例（４分）

　　　　　　琉球大・放治療：石川　和樹、有賀　拓郎、前本　均、西江　昭弘
　　　　同・胸部心臓血管外：古川　浩二郎、永野　貴昭
　　　　　　　同・耳鼻咽喉：真栄田　裕行
　　　　南部徳洲会病院・放：平安名　常一

37．感染性巨大仮性肺動脈瘤に対しステントグラフト留置術を施行した１例（４分）

　　　　　大分県立病院・放：宮本　脩平、柏木　淳之、佐藤　晴佳、板谷　貴好、岡田　文人
　　　　　　　　　同・呼内：里永　賢郎、安藤　優
　　　　　　　　大分大・放：浅山　良樹

38．腹部大動脈の屈曲が強く止血に難渋した小腸出血の一例（４分）

　　　　　　済生会八幡・放：植山　達也、赤司　一義、池　俊浩、日野　将吾
　　　　　　　　　同・外科：北川　大
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診断５（呼吸器）	 ９：57～ 10：33	 座長　佐藤　晴佳（大分県立病院）

39．進行食道癌術後に胸腔内に出現した巨大デスモイド型線維腫症の一例（４分）

　　　　熊本大・画診・治療：金光　葵耶、林　奈留美、伊牟田　真功、河中　功一、
　　　　　　　　　　　　　　平井　俊範
　　　　　　　　　同・呼内：川上　さき、城臺　孝之
　　　　　　　　　同・病理：本田　由美、三上　芳喜

40．肺原発筋上皮癌の一例（４分）

　　　　　　　産業医大・放：山下　茉莉子、平野　七津美、塚本　純、轟木　陽、藤崎　瑛隆、
　　　　　　　　　　　　　　林田　佳子、青木　隆敏
　　　　同・呼吸器・胸部外：田中　文啓
　　　　　　　　　同・病理：久岡　正典

41．micronodular thymoma with lymphoid stroma の１例（４分）

　　　　　鹿児島大・放診治：平原　充穂、内匠　浩二、長野　広明、鮎川　卓郎、惠島　史貴、
　　　　　　　　　　　　　　福倉　良彦、吉浦　敬

42．肺乳頭腺腫の１切除例（４分）

　　　　　　　　宮崎大・放：中村　咲和、川野　真嗣、下村　明、中田　博、東　美菜子
　　　　　　　　　同・呼外：前田　亮、綾部　貴典
　　　　　　　　　同・病理：魏　峻洸

43．小児に発生した肺硬化性肺胞上皮腫の１例（４分）

　　　　　　　九州大・臨放：深澤　和憲、神谷　武志、鷺山　幸二、山崎　誘三、樋田　知之、
　　　　　　　　　　　　　　藪内　英剛、石神　康生
　　　　　　　　　同・小外：川久保　尚徳、田尻　達郎
　　　　　　　　　同・病理：孝橋　賢一

44．多発骨転移を伴った肺原発多型腺腫の一例（４分）

　　九州がんセンター ･画診：髙木　勝弘、陣内　三佳子、篠崎　賢治、澤本　博史、
　　　　　　　　　　　　　　楠本　千絵、田嶋　創
　　　　　　　　　同・病理：田口　健一
　　　　　　同・呼吸器腫瘍：岡本　龍郎
　　　　　　　九州大・病理：山元　英崇
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診断６（心大血管）	 10：33～ 10：57	 座長　神谷　武志（九州大）

45．左房内に発生した Intimal sarcoma の１例（４分）

　　　　JCHO九州病院・放：廣瀬　華子、宮嶋　公貴、落合　浩一朗、井上　公代、
　　　　　　　　　　　　　　中島　孝彰、山崎　修司
　　　　　　　　　同・心外：徳永　滋彦
　　　　　　　　　同・病理：本下　潤一

46．特徴的な MRI 所見を呈した不整脈原性心筋症の一例（４分）

　　　　熊本大・画診・治療：吉村　文博、尾田　済太郎、木藤　雅文、林　英孝、永山　泰教、
　　　　　　　　　　　　　　中浦　猛、平井　俊範
　　　　　　　　　同・循内：宮崎　修平、高潮　征爾、辻田　賢一

47．上大静脈症候群を契機に診断された異所性心内胸腺腫の１例（４分）

　　　別府医療センター・放：田畑　公佑、古屋　暁生、山口　俊博、兒玉　真
　　　　　　　　　同・心外：竹林　聡、森田　雅人
　　　　　　　　　同・病理：中園　裕一

48．G-CSF 製剤による大血管炎の２例（４分）

　　　　　　　　長崎大・放：中村　孝明、宮村　周人、井手口　怜子、末吉　英純、
　　　　　　　　　　　　　　上谷　雅孝

診断７（消化管・後腹膜腔）	 10：57～ 11：35	 座長　塚本　純（産業医大）

49．特発性食道粘膜下血腫の１例（４分）

　　　　　　　　長崎大・放：宮崎　修平　大木　望、石丸　英樹、末吉　英純、上谷　雅孝

50．胃および腸間膜の脱分化型脂肪肉腫の１例（４分）

　　　　　　　　琉球大・放：湯本　一由、土屋　奈々絵、西江　昭弘
　　　　　　　　同・第一外：狩俣　弘幸、中村　陽二、高槻　光寿
　　　　　同・光学医療診療：大平　哲也、金城　徹
　　　　　　　　　同・病理：新城　沙彩、玉城　智子

51．後腹膜腫瘤を契機に診断されたリンパ脈管筋腫症の１例（４分）

　　　　　聖マリア病院・放：菊池　嘉朋、西原　雄之介、武本　花奈子、福田　真弓、
　　　　　　　　　　　　　　染原　有希子、山之内　寅彦、出原　真理加
　　　　　　同・核医学診療：桂木　誠
　　　　　　　　　同・呼内：水田　佑一
　　　　　　　　　同・病理：木村　芳三
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52．developmental cyst の２例（４分）

　　　　　　　中津市民・放：西原　新也、牧瀬　智、日高　啓

53．女性の食道裂孔ヘルニアと内臓脂肪との関係の検討（５分）

　　　　　　　　原三信・放：田中　祐子、田中　厚生、白石　直孝、古川　達也、寺嶋　廣美

54．食道狭窄遠位の再発食道癌に対する細径スコープを用いた光線力学的療法（PDT）（５分）

　　　　　　　九州大・臨放：豊田　広之、鶴丸　大介、西牟田　雄祐、甲斐　聖広、
　　　　　　　　　　　　　　石神　康生

特別講演	 11：35～ 12：35	 座長　吉満　研吾（福岡大）

  「Radiologic Hepatology ―日々の疑問を大切に―」

� 大分大学医学部　放射線医学講座
� 　教授　浅山　良樹

閉会の辞	 12：35～ 12：40
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