
第7回 ＲＦＡ談話会 
 

当番施設：北海道大学医学部附属病院 放射線科 

当番世話人：清水 匡 

 

期日：2006 年8 月26 日 土曜日 

13:00～16:50 

（世話人会は12:00 より行います） 

 

場所：北海道大学学術交流会館 1階 小講堂 

 

参加費：\1000 

 

連絡先：〒060-0812 札幌市北区北12条西5丁目 

北海道大学 医学部 保健学科 放射線技術学講座 

(Phone) (FAX)  011-706-2824 

 

発表者の先生方へ： 

発表７分，討論３分の予定です． 

Windows 版Powerpoint で作成したデータをCD-R ないしはUSB メモリでお持ち込

みいただくか，お手持ちのパソコン（特にMacintosh の場合）をお持ち込み下さい． 

当日，当番施設によりビデオ撮影を予定しております．映像記録・スライドの記録を

拒まれる先生は受付時にお申し出いただけますと幸いです． 

  

肺ＲＦＡ談話会ホームページ： 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/radiology/Danwakai/index.html

 

肺ＲＦＡ談話会： 

代表世話人 

松岡 利幸（大阪市大 放射線科） 

世話人（五十音順） 

郷原 英夫（岡山大学 放射線科）  清水 匡（北海道大学 医学部保険学科） 

谷川 昇（関西医大 放射線科）   豊島 正実（大阪市立大学 放射線科） 

中島 崇仁（群馬大学 放射線科）  山門 亨一郎（三重大 放射線科） 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/radiology/Danwakai/index.html


交通手段： 

 

千歳空港 → （JR快速エアポートで37分） → 札幌駅 

札幌駅北口から徒歩5分 

※ マイカー、レンタカーでの入構はできません。 

 

 

 

 

 

学術交流会館 

 

 

 

 

                               

札幌駅北口 

 

                                  札幌駅 

 

 

ご注意！ 

本会は形式にこだわらず、自由に語り合う会です。 

当日はスーツ、ネクタイの着用はできるだけご遠慮ください。 

 

 



第7回 RFA 談話会プログラム 

世話人会 12:00  第6会議室 

開会の辞 12:55-13:00 

 

13:00-13:50 セッション１     座長 谷川 昇先生（関西医科大学 放射線科） 

 

① セカンド・オピニオンでＲＦＡ治療を受ける患者の意識調査 

    三重大学 放射線治療科病棟 伊藤友美、藤田佳美、椿美樹、山田巧、田所孝子 

 

② うさぎ背筋腫瘍に対する LeVeen Needle を使った RFA 後の MRI＆FDG-PET による早期治 

  療効果判定～preliminary study～ 

    大阪市立大学 放射線科・中央放射線部 大隈智尚、大平友弘、小山孝一、 

    佐原朋広、松岡利幸、井上佑一 

    同 神経システム科学、理化学研究所フロンティア研究システム分子イメージ 

    ング研究プログラム 和田康弘、渡辺恭良 

 

③ 肺 RFA 治療後評価における FDG-PET 検査の至適時期についての検討 

    岡山大学医学部 放射線科 檜垣文代、佐藤修平、郷原英夫、向井 敬、 

     平木隆夫、赤木史郎、金澤 右 

    岡山旭東病院 放射線科 奥村能啓 

 

④ 有痛性転移性骨腫瘍に対する経皮的ラジオ波凝固療法 

    関西医大付属滝井病院 放射線科 小島博之 

    関西医大付属枚方病院 放射線科 谷川 昇、狩谷秀治、米虫 敦、庄村裕三、 

        澤田 敏 

⑤ 5cm 大の有痛性直腸癌局所再発病変に対する RFA が奏効した１例 

    四天王寺病院 放射線科・IVR 科 穴井 洋 

    奈良県立医科大学 放射線科 阪口 浩、田中利洋、山本清誠、森本賢吾、 

         吉川 公彦 

 

13:50-14:30 セッション２    座長 山門 亨一郎先生（三重大学 放射線科） 

 

① 肺 RFA における予防的抗生物質使用の臨床的意義 

   岡山大学 放射線科 小林桂子、郷原英夫、向井 敬、平木隆夫、長谷聡一郎、 

       藤原寛康、生口俊浩、田尻展久、櫻井 淳、金澤 右 



② 経胸骨的に施行した肺 RFA の１例 

    福山市民病院 放射線科 生口俊浩、勝井 邦彰 

    岡山大学 放射線科  郷原英夫、向井 敬、平木隆夫、田尻展久、櫻井 淳、 

        金澤 右 

 

③ 大腸癌肺・肝転移症例に対する RFA 

    三重大学医学部放射線科 高木治行、山門亨一郎、中塚豊真、竹田寛 

 

④ 胸部悪性腫瘍に対する局所集学的治療としての肺 RFA と外科的切除併用の可能性につ 

  いて 

    岡山大学医学部・歯学部附属病院 腫瘍・胸部外科 佐野由文、山根正修、 

     豊岡伸一、青江 基、伊達洋至 

    同 放射線科 桜井 淳、田尻展久、平木隆夫、向井 敬、郷原英夫、金澤 右 

 

14:30-15:00 アフタヌーン・レクチャー  司会 清水 匡(北海道大学医学部保健学科) 

 

 「ＷＣＩＯ、何処へ行くのか －コモ湖での考察－」 

 四天王寺病院 放射線科・IVR 科  穴井  洋 先生 

 

15:00-15:20 Coffee Break 

 

15:20-16:10 セッション３    座長 松岡 利幸先生（大阪市大 放射線科） 

 

① 肺凍結融解壊死療法の局所制御率について-局所制御に影響を与える因子についての 

  検討- 

    慶應義塾大学 放射線診断科 屋代英樹、中塚誠之、中野敬子、杉浦弘明、 

   陣崎雅弘、橋本 統、栗林幸夫 

    同 呼吸器外科 川村雅文、泉陽太郎、塚田紀理、朝倉啓介、小林紘一 

 

② 切除不能な縦隔腫瘍、肺門部腫瘍に腫瘍容量軽減を目的に行った凍結融解壊死療法の 

  ２症例 

    慶應義塾大学医学部 呼吸器外科 塚田紀理、朝倉啓介、泉陽太郎、川村雅文、 

        小林紘一 

    同 放射線科診断部 屋代英樹、中野敬子、中塚誠之、栗林幸夫 

 

 



③ 心臓ペースメーカーを装着した肺癌症例に対して RFA を施行した一例 

      敬愛会 中頭病院放射線科 赤嶺 珠、諸見里秀和、西蔵盛由紀子 

      琉球大学医学部放射線科 神谷 尚、村山貞之 

 

④ 転移性肺腫瘍に対するラジオ波焼灼術施行時に発症した空気塞栓の１例 

    神奈川県立循環器呼吸器病センター 放射線科 西村潤一、岩澤多恵 

    同 呼吸器外科 石和直樹、小川伸郎 

 

⑤ 肺 RFA 穿刺時に合併した空気塞栓の 1例 

    高知大学 放射線科 伊藤悟志、山西伴明、中谷貴美子、西岡明人、小川恭弘 

 

16:10-16:45 セッション４    座長 郷原 英夫先生（岡山大学 放射線科） 

 

① 腎腫瘍に対し術中に施行した RFA の経験-ビデオ紹介- 

大阪市立大学医学部放射線医学教室 松岡利幸，大隈智尚，中村 健治，井上佑一 

       同    泌尿器科学教室 仁田有次郎 

 

② 当院における RCC に対する経皮的 RFA の初期経験 

    北海道大学 放射線科 長谷川 悠、作原祐介、阿保大介、清水 匡、 

    宮坂和男 

 

③ 経肝的に施行した RCC に対する CT ガイド下 RFA の検討 

    福山市民病院 放射線科 生口俊浩、勝井 邦彰 

    岡山大学 放射線科  郷原英夫、向井 敬、平木隆夫、田尻展久、櫻井 淳、 

        金澤 右 

④ 子宮筋腫に対する MRI ガイド下凍結療法の初期経験 

     北海道大学 放射線科 作原祐介 阿保大介 長谷川悠 清水 匡 宮坂和男 

 


