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■コラボレーション・シンポジウム １
特発性間質性肺炎のガイドラインをめぐって
司会　小倉高志（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）
　　　荒川浩明（獨協医科大学放射線科）
１）画像
　　　上甲　剛（近畿中央病院放射線診断科）
２）臨床医の立場から
　　　小倉高志（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）
３）病理の観点から：UIPを中心に
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）

■コラボレーション・シンポジウム 2
IPL/MCDの肺病変：近縁病態を含めて
司会　岡　輝明（関東中央病院病理科）
１）IPL/MCD肺病変の臨床
　　　生島壮一郎（日本赤十字社医療センター呼吸器内科）
２）病理
　　　岡　輝明（関東中央病院病理科）
３）画像
　　　野間惠之（天理よろづ相談所病院放射線部診断部門）

座長　酒井文和
　　　（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
講師　小倉高志
　　　（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）

共催／塩野義製薬株式会社

座長　中野恭幸（滋賀医科大学呼吸器内科）
講師　佐野裕子（順天堂大学リハビリテーション医学）

共催／株式会社星医療酸器

座長　久慈一英
　　　（埼玉医科大学国際医療センター核医学科）
講師　篠原尚吾
　　　（神戸市立医療センター中央市民病院頭頸部外科）

共催／日本メジフィジックス株式会社

座長　松井　修（金沢大学経血管診療学）
講演1　CT
　　　　対馬義人（群馬大学放射線診断核医学）
講演2　MR
　　　　赤羽正章（東京大学放射線医学）

共催／シーメンス・ジャパン株式会社

座長　川島博子（金沢大学病院乳腺科）
講師　金尾昌太郎（京都大学画像診断学核医学）

共催／バイエル薬品株式会社

座長　楫　靖（獨協医科大学放射線科）
講演1　前立腺癌のMRI 診断と治療への応用
　　　　山添真治（東京歯科大学市川総合病院放射線科）
講演2　MRガイドによる経皮的凍結治療：
　　　　腎腫瘍への適用経験と将来展望
　　　　最上拓児（東京慈恵会医科大学柏病院放射線部）

共催／株式会社日立メディコ

座長　桑鶴良平（順天堂大学放射線医学）
講演1　非造影MRA、次は何を見る？：
　　　　女性骨盤を中心に
　　　　木戸　晶（京都大学放射線医学）
講演2　320列エリアディテクターCTの胸部領域
　　　　への臨床応用
　　　　本多　修（大阪大学放射線医学）

共催／東芝メディカルシステムズ株式会社　　

■コラボレーション・シンポジウム 3
心筋症、心筋炎
司会　木村文子（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
　　　寺岡邦彦（東京医科大学八王子医療センター循環器内科）
１）心筋症、心筋炎の臨床における心臓CTと心臓MRIの有用性
　　　寺岡邦彦（東京医科大学八王子医療センター循環器内科）
２）心筋症、心筋炎の病理所見：画像診断の理解の基盤として
　　　河村俊治（東京女子医科大学八千代医療センター病理診断科）
３）心筋症と心筋炎のMRI
　　　橋村宏美（国立循環器病研究センター臨床病理科）

■東西レントゲンカンファレンス

■東西レントゲンカンファレンスサテライト会場

■総会　　17：20～17：35

司会　蓮尾　金博（国際医療研究センター放射線科）
　　　村田喜代史（滋賀医科大学放射線科）
東：症例　荻野展広（東京慈恵会医科大学放射線科）
　　　　　負門克典（聖路加国際病院放射線科）
　　　　　扇谷芳光（昭和大学医学部放射線科）
　　読影　清水哲也（東京慈恵会医科大学放射線科）
　　　　　宗近次朗（昭和大学放射線科）　　　　
　　　　　赤池源介（聖路加国際病院放射線科）
西：症例　秦　明典（大阪大学放射線科）
　　　　　坪山尚寛（大阪医科大学放射線科）
　　　　　北原　均（滋賀医科大学放射線科）
　　読影　中迫由里（京都府立医科大学放射線科）
　　　　　神田知紀（兵庫県立がんセンター放射線科）
　　　　　日高正二郎（近畿大学放射線科）

　　共催／コニカミノルタヘルスケア株式会社

■ランチョンセミナー １
気腫合併肺線維症（CPFE）をどのように
理解するのか：
症例を通じて、問題点を明らかにする

■ワークショップ1／スマートデバイスを用いた
画像診断および病院情報システム その１
司会　杉本真樹（神戸大学消化器内科）
　　　中田典生（東京慈恵会医科大学放射線科）
1）ITを用いた遠隔画像診断治療補助システムの活用
　　　高尾洋之（東京慈恵会医科大学脳神経外科）
2）「患者参加型医療」を実現する iPadや革新的ＩCT活用
　　　宮川一郎（習志野台整形外科内科）
3）ITが救急車・救命士・救命センター連携をかえる
　　　円城寺雄介（佐賀県健康福祉本部医務課）
4）外科医とスマートデバイス：オープンソースOsiriXによる手術支援
　　　杉本真樹（神戸大学消化器内科）

■ワークショップ2／スマートデバイスを用いた
画像診断および病院情報システム その２    
司会　杉本真樹（神戸大学消化器内科）
　　　中田典生（東京慈恵会医科大学放射線科）
1）大学病院におけるシンクライアントを用いた病院情報システム
　　　近藤博史（鳥取大学医療情報部）
2）大学病院におけるスマートデバイスを用いた病院情報システム
　　　山下芳範（福井大学医学部附属病院医療情報部）
3）放射線科読影にとってのスマートデバイスについて
　　　中田典生（東京慈恵会医科大学放射線科）

■教育講演1　呼吸器
気道疾患
司会　別役智子（慶應義塾大学呼吸器内科）
1）CTで診断される気管、気管支、細気管支の病変
　　　杉浦弘明（慶應義塾大学放射線診断科）
2）画像を用いた慢性閉塞性肺疾患（COPD）、気管支喘息の病態解析
　　　中野恭幸（滋賀医科大学呼吸器内科）
3）バーチャル気管支鏡と気管支鏡ナビゲーションシステム
　　　品川尚文（北海道大学呼吸器内科学）

■ランチョンセミナー 2
Pallet'sを活用した呼吸リハビリテーション：
運動指導と日常管理

■教育講演2　頭頸部
甲状腺疾患
司会　山田恵子（がん研有明病院超音波検査部）
1）結節性甲状腺疾患の超音波診断
　　　山田恵子（がん研有明病院超音波検査部）
2）甲状腺癌診療の要点：患者の不安を取り除くために
　　　杉谷　巌（がん研有明病院頭頸科）
3）甲状腺腫瘍における病理と画像のコラボレーション
　　　廣川満良（隈病院病理診断科）

■教育講演3　頭頸部
頭頸部の IgG4関連疾患
司会　池田耕士（関西医科大学附属滝井病院放射線科）
　　　倉林　亨（東京医科歯科大学口腔機能再建学）
１）IgG4関連疾患：Mikulicz 病とKüttner 腫瘍の臨床像について
　　　吉原俊雄（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）
２）頭頸部領域における IgG4関連疾患の病理：特に眼付属器 IgG4関連疾患と
　　 Küttner 腫瘍（慢性硬化性唾液腺炎）長尾俊孝（東京医科大学病院病理診断部）
３）頭頸部 IgG4関連疾患の画像診断
　　　清水真弓（九州大学病院口腔画像診断科）

■教育講演4　中枢神経
脊髄血管奇形
司会　飯塚有応（東邦大学大橋病院放射線科）
1）脊髄血管の発生解剖
　　　小宮山雅樹（大阪市立総合医療センター脳神経センター）
2）脊髄動静脈奇形に対するNBCAを用いた塞栓術
　　　小南修史（日本医科大学千葉北総病院脳神経外科）
3）脊髄血管奇形外科治療
　　　金　　彪（獨協医科大学脳神経外科）

■ランチョンセミナー 3
頭頸部がん診療における
FDG-PET/CTの基本と実際

■教育講演5　肝・胆・膵
自己免疫性膵炎
司会　大友　邦（東京大学放射線医学）
１）画像
　　　渡谷岳行（東京大学放射線診断学）
2）臨床
　　　山口武人（千葉県がんセンター消化器内科）
3）定型的病理像と病理から見たピットフォール
　　　福村由紀（順天堂大学人体病理病態学）

■教育講演6　肝・胆・膵
NAFLD・NASHの病態、病理と画像診断
司会　丸山紀史（千葉大学消化器内科）
1）臨床
　　　米田正人（横浜市立大学病院消化器内科）
2）画像
　　　山口　匡（千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター）
3）病理
　　　高橋芳久（帝京大学病理学）

■教育講演7　肝・胆・膵
細胆管細胞癌
司会　近藤福雄（帝京大学病院病理部）
1）細胆管細胞癌の臨床像と切除成績
　　　有泉俊一（東京女子医科大学消化器外科）
2）細胞管細胞癌の画像診断
　　　女屋博昭（国立がん研究センター中央病院放射線診断科）
3）細胆管細胞癌の病理：小葉間胆管癌の可能性について
　　　近藤福雄（帝京大学病院病理部）

■ポスター口頭発表

■評議員会　15：30～16：00
■西岡賞　　16：00～16：20

■ランチョンセミナー 4
肝胆膵領域におけるCT・MRアップデート

■教育講演8　泌尿器
腎臓
司会　楫　　靖（獨協医科大学放射線科）
1）腎腫瘍の画像診断
　　　扇谷芳光（昭和大学放射線科）
2）臨床
　　　服部一紀（聖路加国際病院泌尿器科）
3）腎腫瘍の病理診断2012：“草食獣の眼”のススメ
　　　長嶋洋治（横浜市立大学分子病理学）

■教育講演9　泌尿器
副腎
司会　大家基嗣（慶應義塾大学泌尿器科）
1）原発性アルドステロン症の診断の現状と課題
　　　成瀬光栄（京都医療センター内分泌代謝高血圧研究部）
2）副腎腫瘍の画像診断と静脈サンプリング
　　　高瀬　圭（東北大学放射線診断科）
3）画像診断的に問題になる副腎病変の病理学
　　　笹野公伸（東北大学病理病態学）

■教育講演10　乳腺
MRI の利用方法
司会　戸崎光宏（亀田総合病院乳腺科）
1）画像：術前USマーキングを行ったMRI の一例
　　　久保田一徳（東京医科歯科大学画像診断・放射線治療科）
2）診断医の立場から：MRガイド下乳房生検
　　　嶋本　裕（聖マリアンナ医科大学放射線科）
3）外科医にとっての乳房MRI の位置付け
　　　坂本正明（亀田総合病院乳腺科）

■ポスター口頭発表■ランチョンセミナー 5
Generalist のためのBreast MRI

■教育講演11　小児
児童虐待
司会　野坂俊介（国立成育医療研究センター放射線診療部）
1）こども虐待の臨床
　　　奥山眞紀子（国立成育医療研究センターこころの診療部）
2）児童虐待の画像診断
　　　宮坂実木子（国立成育医療研究センター放射線診療部）
3）児童虐待とAutopsy Imaging
　　　小熊栄二（埼玉県立小児医療センター放射線科）

■教育講演12　小児
臨床に役立つ奇形の知識
司会　赤坂好宣（兵庫県立こども病院放射線科）
1）中枢神経系
　　　小西淳也（神戸大学放射線科）
2）小児血管腫、血管奇形
　　　渡部　茂（川崎医科大学放射線医学）
3）小児救急領域に潜む先天奇形
　　　山口善道（兵庫県立こども病院小児救急医療センター）

■教育講演13　骨軟部／後腹膜腫瘍の診断と治療：
診療科の狭間に位置する腫瘍のより良い治療のために
司会　山口岳彦（自治医科大学人体病理学）
　　　杉本英治（自治医科大学放射線科）
1）後腹膜腫瘍の画像診断
　　　中田和佳（自治医科大学放射線科）
2）成人後腹膜軟部腫瘍：読影に役立つ病理知識・病理医が知りたい画像所見
　　　吉田朗彦（国立がん研究センター中央病院病理科）
3）後腹膜腫瘍の診断と治療：臨床
　　　込山元清（国立がん研究センター中央病院泌尿器後腹膜腫瘍科）

■ポスター口頭発表■ランチョンセミナー 6
前立腺癌のMRI診断とMRIガイド凍結治療

■生涯教育セミナー1
症例から学ぶ 1／見逃してはならない画像のポイント
座長　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
　　　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
1）中枢神経系
　　　海地陽子（広島大学放射線診断学）
2）胸部（呼吸器）
　　　加藤勝也（岡山大学放射線科）
3）心血管
　　　小林泰之（聖マリアンナ医科大学放射線科）

■生涯教育セミナー2
症例から学ぶ 1／見逃してはならない画像のポイント
座長　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
　　　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
4）肝胆膵
　　　田辺昌寛（山口大学放射線科）
5）消化管
　　　飯沼　元（国立がん研究センター中央病院放射線診断科）
6）泌尿生殖器
　　　松尾義朋（イーサイトヘルスケア）

■生涯教育セミナー3
症例から学ぶ 2／救急疾患の画像診断
座長　水沼仁孝（那須赤十字病院放射線科）
1）中枢神経救急症例の画像診断
　　　山田　惠（京都府立医科大学放射線診断治療学）
2）心大血管
　　　福田哲也（国立循環器病研究センター放射線部）
3）胸部・ICUトラブル
　　　水沼仁孝（那須赤十字病院放射線科）

■ランチョンセミナー 7 ■生涯教育セミナー4
症例から学ぶ 2／救急疾患の画像診断
座長　坂本　力（公立甲賀病院放射線科）
4）腸閉塞症の画像診断
　　　近藤浩史（岐阜大学病院放射線科）
5）右下腹部痛に対するCT診断
　　　古川　顕（首都大学東京健康福祉学部放射線学科）
6）婦人科救急疾患の画像診断
　　　早川克己（京都市立病院放射線科）


