
２０１９年 2 月吉日 

関係各位 

第４回宮崎フェニックス神経画像研究会 

宮崎フェニックス神経画像研究会 

代表世話人  平井 俊範 

謹啓 

時下の候、先生におかれましては益々ご清祥のことと、お慶び申し上げます。 

さてご多忙中とは存じますが、下記の通り第４回宮崎フェニックス神経画像研究会を開催させていただきた

いと存じますので、万障お繰り合わせの上、ご参加の程、よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

日 時：２０１９年３月１５日（金） １６時００分より 

場 所：シーガイア コンベンションセンター 2F オーチャードルーム北 

               宮崎県宮崎市山崎町浜山 TEL：0985-21-1111 

 

―情報提供 (15：50～16：00) ―                    

Ⅰ 口演発表 1 (16：00～17：00)   

座長： 北垣 一 （島根大学）、大場 洋 （帝京大学） 

１） 金田 隆 （日本大学） 

Normal anatomy and pathologic conditions of maxillomandibular region using multi-detector row CT 

２) 服部洋平 （宮崎大学） 

Differentiation between brain hemorrhage and calcification using IQon CT 

３)  Hyun Seok Choi  (The Catholic University of Korea) 

MR vessel wall imaging 

４） Daehyun Hwang  (Inje University) 

Intracranial stent: past, present and future.& How to follow up image modalities in intracranial stent? 

 

Ⅱ 口演発表 2  (17:00～18：00)   

座長： 渡邊嘉之 （大阪大学）、小玉隆男（県立宮崎病院） 

１） Zaw Aung Khant （宮崎大学） 

3D Reversed Fast Imaging with Steady-State Precession Diffusion-Weighted Imaging for the  Detection of 

Middle Ear Cholesteatoma 

２） 前田正幸 （三重大学）  

Small high-signal lesion posterior to the intracranial vertebral artery incidentally identified by 3D FLAIR: 

Analysis of the relationship to the spinal accessory nerve by 3D balanced fast field echo MR imaging 

３） Jun Soo Byun  (Chung-Ang University Hospital)  

Intracranial aneurysms: natural history and management 

４） Yang Sean Choi  (The Catholic University of Korea) 

Feasibility of skeletal muscle volume analysis on CT imaging to assess survival in head and neck cancer 

patients treated with radiotherapy 

 



Ⅲ 口演発表 3  (18:00～19：00)   

座長： 山田 惠（京都府立医科大）、Choong Gon Choi (Asan Medical Center) 

１）  田岡俊昭 （名古屋大学） 

Neurite orientation dispersion and density imaging (NODDI) evaluation of white matter microstructure in 

the cases of tuberous sclerosis 

２）  阿部 修 （東京大学）  

Common and distinct patterns of grey-matter volume alteration in major depression and bipolar disorder: 

evidence from voxel-based meta-analysis 

３） Seung Hong Choi （Seoul National University）  

Extraction fraction from DSC MRI: new contrast leakage parameter for glioma 

４） 相田典子（神奈川県立こども医療センター） 

1H-MRS in neonatal HIE 

 

Ⅲ 特別講演 (19：00～20：00)      

座長：宮崎大学医学部 病態解析医学講座 放射線医学分野  平井 俊範 

１） Recent Advances in Neuroimaging by CT 

         埼玉医科大学総合医療センター放射線科 教授 土屋一洋 先生   

２） Imaging of peritumoral infiltrations in high grade gliomas 

 The Catholic University of Korea, Seoul ST. Mary’s Hospital 教授 Kookjin Ahn 先生 

 

 

参加費：1000 円        なお、会終了後、情報交換会を予定しております 

共催： 宮崎フェニックス神経画像研究会  ゲルべ・ジャパン株式会社  


