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■シンポジウム １
心筋虚血
司会　山﨑純一（東邦大学）
　　　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
１）安定狭心症で「安定」しているのは何か？
　　　香坂　俊（慶應義塾大学循環器内科）
２）心筋虚血をCT/MRI で診る
　　　小林泰之（聖マリアンナ医科大学放射線科）
３）虚血性心疾患の病理学イメージング
　　　宇都健太（東京女子医科大学第二病理学）
共催 /第一三共株式会社

■シンポジウム 2
二次性心筋症
司会　西村重敬（埼玉医科大学国際医療センター心臓内科）
　　　木村文子（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
１）二次性心筋症の臨床
　　　新井光太郎（東京女子医科大学循環器内科）
2）二次性心筋症への病理学からのアプローチ
　　　宇都健太（東京女子医科大学第二病理学）
３）MRIを用いた二次性心筋症の画像診断
　　　天野康雄（日本医科大学付属病院放射線科）

■教育講演１　頭頸部・口腔
骨粗鬆症の画像診断（ビスフォスフォネート関連骨壊死を含む）

■レントゲンカンファレンス

■レントゲンカンファレンスサテライト会場

■ランチョンセミナー １
臨床画像ビューアAZE Phoenix での
読影体験

■教育講演2、3　呼吸器
間質性肺炎のCRPT　
（clinico-radiological-pathological-time）症例検討会 ‒時間的な経過も考慮した検討‒　

■教育講演4　呼吸器
肺気腫と肺線維症：CPFE、AEFなどの病態や所見を理解する

■ランチョンセミナー 2
肺非結核性抗酸菌症と
肺アスペルギルス症の診断と治療

■教育講演5　肝・胆・膵
肝細胞癌の早期診断と治療戦略
司会　伊東克能（川崎医科大学放射線医学）
　　　日野啓輔（川崎医科大学肝胆膵内科）
1）肝細胞癌の早期画像診断と治療戦略
　　　五島　聡（岐阜大学医学部附属病院放射線科）
2）肝細胞癌の早期診断と治療戦略：臨床
　　　今井康陽（市立池田病院消化器内科）
3）早期肝細胞癌の画像診断と病理
　　　中島　収（久留米大学病院臨床検査部）

■教育講演6　肝・胆・膵
肝細胞癌と鑑別を要する疾患

■教育講演7　肝・胆・膵
びまん性肝疾患

■ランチョンセミナー 3

■教育講演8　乳腺
乳腺診療の基礎：画像・臨床・病理

■教育講演9　乳腺
乳がん化学療法の基礎とその後の変化

■教育講演10　中枢神経
てんかん
司会　佐々木正行（国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科）
　　　佐藤典子（国立精神・神経医療研究センター病院放射線診療部）
　　　齋藤祐子（国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部）
１）皮質形成異常を病因とするてんかんの臨床
　　　高橋章夫（国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科）
２）皮質形成異常を病因とするてんかん疾患の画像診断
　　　木村有喜男（自治医科大学放射線科）
3）皮質形成異常を病因とするてんかん疾患の病理診断
　　　塩谷彩子（国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部）

■ポスター口頭発表

■評議員会　
　　

■総会

■ランチョンセミナー 4
CAD時代における骨シンチグラフィの有用性

■教育講演11　骨軟部
WHO分類の改訂をめぐって
司会　山口岳彦（自治医科大学人体病理学）
　　　青木隆敏（産業医科大学放射線科）
1）画像
　　　青木隆敏（産業医科大学放射線科）
2）骨軟部腫瘍におけるWHO分類の改訂をめぐって
　　-骨軟部腫瘍外科医からの意見
　　　下地　尚（がん研有明病院整形外科）
3）骨腫瘍分類の改訂について
　　　山口岳彦（自治医科大学人体病理学）

■教育講演12　骨軟部
術後合併症・固定具関連
司会　福田国彦（東京慈恵会医科大学放射線科）
　　　大塚隆信（名古屋市立大学整形外科学）
1）整形外科領域における血栓塞栓症の現況
　　　眞島任史（国際医療福祉大学病院整形外科）
2）周術期を含めた肺血栓塞栓症における肺血流SPECTの役割
　　　菅　一能（セントヒル病院放射線科）
3）整形外科手術周術期のDVT発生に対する超音波スクリーニング
　　　明田浩司（三重大学医学部附属病院整形外科）

■教育講演13　骨軟部
脆弱性骨折とその関連疾患：診断の意義とポイント
司会　上谷雅孝（長崎大学放射線診断治療学）
　　　山本卓明（九州大学整形外科）
1）脆弱性骨折の病理像：骨壊死との関連について
　　　山口岳彦（自治医科大学人体病理学）
2）脆弱性骨折とその関連疾患：診断の意義とポイント
　　　山本卓明（九州大学病院整形外科）
3）脆弱性骨折の鑑別疾患：特にMRIにおける軟骨下骨の骨髄浮腫について
　　　上谷雅孝（長崎大学放射線診断治療学）

■ポスター口頭発表■ランチョンセミナー 5
デジタルトモシンセシスの骨・関節への応用

■教育講演14　泌尿器
典型的でない副腎疾患
司会　藤岡知昭（岩手医科大学泌尿器科）
　　　五味達哉（東邦大学医療センター大橋病院放射線科）
1）副腎腫瘍の臨床
　　　大森　聡（岩手医科大学泌尿器科）
2）副腎腫瘍の画像
　　　五味達哉（東邦大学医療センター大橋病院放射線科）
3）副腎腫瘍の病理
　　　井下尚子（虎の門病院病理部）

■教育講演15　泌尿器
腎細胞癌と鑑別を要する腫瘤
司会　酒井英樹（長崎大学泌尿器科）
　　　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
1）腎細胞癌と鑑別を要する腫瘤
　　　望月保志（長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科）
2）腎細胞癌と鑑別を要する疾患-画像
　　　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
3）腎細胞癌と鑑別を要する腫瘤
　　　鷹橋浩幸（東京慈恵会医科大学附属病院病院病理部）

■教育講演16　男性生殖器
前立腺癌：治療方針を左右する情報
司会　楫　　靖（獨協医科大学放射線科）
　　　釜井隆男（獨協医科大学泌尿器科）
1）前立腺癌治療前に評価すべき画像情報
　　　北島一宏（神戸大学放射線医学）
2）前立腺癌治療前リスク評価における生検の重要性
　　　川上　理（埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科）
3）前立腺癌治療前の生検病理診断とその限界
　　　瀬川篤記（群馬大学病理診断学）

■ポスター口頭発表

■生涯教育セミナー1
中枢神経
座長　高橋昭喜（東北大学放射線診断学）
　　　岡本浩一郎（新潟大学脳研究所脳神経外科）
1）case based review：中枢神経 -落とし穴になるうる症例と最近話題の疾患
　　　松島理士（東京慈恵会医科大学放射線科）
2）頭部救急画像診断：miscellaneous
　　　麦倉俊司（東北大学放射線診断科）
3）大脳皮質～皮質下白質を侵す疾患の画像
　　　明石敏昭（奈良県立医科大学放射線科）

■生涯教育セミナー2
小児嚢胞性肺疾患
座長　野坂俊介（国立成育医療研究センター放射線診療部）
　　　小熊栄二（埼玉県立小児医療センター放射線科）
１）臨床の立場から
　　　樋口昌孝（国立成育医療研究センター病院呼吸器科）
２）病理の立場から
　　　岸本宏志（埼玉県立小児医療センター病理診断科）
３）画像診断の立場から
　　　野澤久美子（神奈川県立こども医療センター放射線科）

■生涯教育セミナー3
心大血管
座長　似鳥俊明（杏林大学放射線科）
　　　佐久間肇（三重大学放射線診断科）
1）心臓CT・ＭＲＩ症例
　　　今井昌康（杏林大学放射線科）
2）虚血性心疾患における画像診断：MRI&CT
　　　市川泰崇（三重大学医学部附属病院放射線診断科）
3）非典型的な経過を示したcommon diseaseと話題の循環器疾患
　　　東　将浩（国立循環器病研究センター放射線部）

■ランチョンセミナー 7 ■生涯教育セミナー4
生殖器
座長　後閑武彦（昭和大学放射線科）
　　　水沼仁孝（那須赤十字病院放射線科）
1）女性生殖器
　　　竹内麻由美（徳島大学放射線科）
2）男性生殖器：case based review
         扇谷芳光（昭和大学放射線科）
3）疾患から学ぶ／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）

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）
　　　上甲　剛（近畿中央病院放射線診断科）
１）間質性肺炎　CRPT診断：臨床の立場から
　　　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）
２）間質性肺炎等の画像診断
　　　伊藤春海（福井大学）

３）間質性肺炎：病理の観点から
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）

司会　蒲田敏文（金沢大学放射線医学）
１）内科の立場から
　　　山下竜也（金沢大学消化器内科）
２）画像上、肝細胞癌と鑑別を要する疾患
　　　小坂一斗（金沢大学放射線科）
３）病理学的に肝細胞癌と鑑別を要する疾患
　　　原田憲一（金沢大学形態機能病理学）

司会　池田耕士（関西医科大学滝井病院放射線科）
　　　櫻井　孝（神奈川歯科大学放射線応用科学）
１）骨粗鬆症の画像診断
　　　伊東昌子（長崎大学病院メディカル・ワークライフバランスセンター）
２）顎骨の骨粗鬆症
　　　田口　明（松本歯科大学歯科放射線学）
３）ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の画像診断
　　　有地淑子（愛知学院大学歯科放射線学）

司会　金澤　實（埼玉医科大学病院呼吸器内科）
　　　松本常男（山口宇部医療センター画像診断科）
１）臨床の観点から
　　　山田嘉仁（JR東京総合病院呼吸器内科）
２）画像
　　　村田喜代史（滋賀医科大学放射線科）
３）喫煙に伴う肺気腫と肺線維症
　　　河端美則（埼玉県立循環器呼吸器病センター病理診断科）

司会　桑鶴良平（順天堂大学放射線医学）
　　　大久保裕直（順天堂大学医学部附属練馬病院消化器内科）
１）画像
　　　渡邊春夫（岐阜中央病院PETセンター）
２）非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）の診断・治療・臨床経過
　　　土谷　薫（武蔵野赤十字病院消化器科）
３）びまん性肝疾患の病理
　　　福里利夫（帝京大学病理学）

司会　土井卓子（湘南記念病院乳腺外科）
　　　磯本一郎（聖フランシスコ病院放射線科）
１）乳腺診療の基礎：病理
　　　前田一郎（聖マリアンナ医科大学病理学）
２）乳腺診断の基礎：臨床
　　　川本久紀（聖マリアンナ医科大学ブレスト＆イメージング先端医療センター附属クリニック乳腺・内分泌外科）
３）乳癌の画像診断
　　　印牧義英（聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージング先端医療センター附属クリニック放射線科）

司会　中島康雄（聖マリアンナ医科大学放射線医学）
　　　千島隆司（横浜労災病院乳腺外科）
１）乳がん術前化学療法による病理組織学的効果判定およびその留意点
　      佐々木毅（東京大学医学部附属病院遠隔病理診断・地域連携推進室）
２）臨床の立場から
　　　俵矢香苗（横浜栄共済病院外科）
３）乳癌術前薬物療法における画像診断
　　　中島一彰（国立病院機構長崎医療センター放射線科）

司会　蓮尾金博（国立国際医療研究センター病院放射線診療部）
　　　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
症例　海地陽子（広島大学放射線診断学）
　　　井手香奈（愛媛大学放射線科）
　　　藤澤利充（山口大学放射線科）
解答　三好史倫（鳥取大学放射線科）
　　　松井裕輔（岡山大学放射線科）
　　　宇山直人（徳島大学放射線科）
症例　清水哲也（東京慈恵会医科大学放射線科）
　　　稲村健介（獨協医科大学放射線科）
　　　仲村明恒（杏林大学放射線科）
解答　崎元芳大（東京慈恵会医科大学放射線科）
　　　稲村健介（獨協医科大学放射線科）
　　　苅安俊哉（杏林大学放射線科）

共催 /コニカミノルタヘルスケア株式会社

座長　大友　　邦（東京大学放射線医学）
講師　三木聡一郎（東京大学医学部附属病院22世紀医
　　　　療センターコンピュータ画像診断学 /予防医学講座）

共催 /株式会社AZE

座長　原　眞咲（名古屋市立西部医療センター中央放射線部）
講師　金澤　實（埼玉医科大学病院呼吸器内科）

共催 /ファイザー株式会社

座長　原留弘樹（日本大学板橋病院放射線科）
１）EBMと自験例に基づく転移性肝癌における　
　　EOB造影MRI の現状と課題
　　　鶴﨑正勝（近畿大学放射線診断学）
２）大腸癌肝転移に対する全身化学療法後の肝障害評価
　　　枝元良広（国立国際医療研究センター病院肝
　　　　　　　　胆膵外科）

共催 /バイエル薬品株式会社

座長　内山眞幸（東京慈恵会医科大学放射線医学講座）
講師　吉村真奈（東京医科大学放射線科）

共催 /富士フイルムRIファーマ株式会社

座長　杉村和朗（神戸大学放射線医学）
講師　江原　茂（岩手医科大学放射線医学）

共催 /株式会社島津製作所

座長　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
1）MR Flow labeling imaging の可能性：　
　　Time-spatial labeling inversion pulse　
　  （Time-SLIP）法の種々の部位への応用 
　　　福本　航（広島大学病院放射線診断科）
2）Aquilion ONE ViSION Edition の循環器画像
　　診断へのインパクト
　　　宇都宮大輔（熊本大学画像診断解析学）

共催 /東芝メディカルシステムズ株式会社


