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■シンポジウム1　
ステントグラフト治療の現況

■シンポジウム2
経動脈塞栓療法の現況

■レントゲンカンファレンス1 ■レントゲンカンファレンス2■ランチョンセミナー １
子宮筋腫に対する球状塞栓
物質を用いたUAE

■シンポジウム4　婦人科
子宮内膜癌肉腫：術前診断はどこまで可能か

■レントゲンカンファレンス1
サテライト会場

■シンポジウム7、8　呼吸器
間質性肺炎のCRPT症例検討会

■シンポジウム10　呼吸器
関節リウマチに合併する間質性肺炎

■ランチョンセミナー 2
新規臨床試験が示す特発性
肺線維症診断と治療の展望

■ポスター　口頭発表 ■シンポジウム12　消化管
今、話題の疾患：Helicobacter pylori 陰性時代の胃病変－
Helicobacter pylori 陰性胃癌の特徴を中心に

■シンポジウム13　肝胆膵
腫瘍類似疾患

■評議員会
16：10～16：25

■西岡賞
16：25～16：45

■シンポジウム14　循環器
左房血栓の画像診断

■シンポジウム17　中枢神経
小児の脳腫瘍

■シンポジウム18　中枢神経
髄液循環異常

■ランチョンセミナー 3
3Dでわかることできること

■シンポジウム19　頭頸部
今、話題の疾患：HPV陽性の中咽頭癌　

■シンポジウム22　泌尿器
尿路上皮癌の総合診断学のup to date

■シンポジウム23　泌尿器
前立腺癌のリスク分類：その成り立ちと意義

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）4　肝胆膵

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）5　呼吸器1

■レントゲンカンファレンス2
サテライト会場

■シンポジウム5　婦人科
漿液性腺癌をめぐる最近の話題

■ポスター　口頭発表

■シンポジウム15　循環器
今、話題の疾患：たこつぼ心筋症

■シンポジウム20　頭頸部
顎骨骨折：日常臨床に必要な画像診断・治療・病理について　

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）2　中枢神経2

■シンポジウム3
アブレーション治療の現況

■シンポジウム9　呼吸器
抗ARS抗体症候群に合併する間質性肺炎

■シンポジウム11　消化管
炎症性疾患：クローン病の全層性炎症と粘膜治癒を評価する

■シンポジウム16　中枢神経
今、話題の疾患

■シンポジウム21　泌尿器
原発性アルドステロン症の診断と治療の最前線

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）3　骨軟部

8：50～9：00　開会式

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）1　中枢神経1

■シンポジウム6　周産期
胎児骨系統疾患の画像診断　

司会　木戸　晶（京都大学放射線医学）
　　　馬場　長（京都大学婦人科学産科学）
1）画像診断
　　　森畠裕策（京都大学放射線医学）
2）婦人科
　　　馬場　長（京都大学婦人科学産科学）
3）病理
　　　岩本雅美（千葉大学医学部附属病院病理診断科）

座長　曽根美雪
（国立がん研究センター中央病院放射線診断科）
講師　勝盛哲也
（済生会滋賀県病院放射線科・画像診断センター）

共催／日本化薬株式会社

座長　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）
講師　杉野圭史
（東邦大学呼吸器内科学・大森）

共催／日本ベーリンガーインゲルハイム
　　　株式会社

司会　清川貴子（東京慈恵会医科大学病理学）
　　　北井里実（東京慈恵会医科大学放射線医学）
1）子宮癌肉腫
　　　北井里実（東京慈恵会医科大学放射線医学）
2）臨床
　　　山田恭輔（東京慈恵会医科大学産婦人科）
3）病理
　　　清川貴子（東京慈恵会医科大学病理学）

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）間質性肺炎で見られる画像所見
　　　伊藤春海（福井大学高エネルギー医学研究センター）
3）病理からみた間質性肺炎の進展
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）

司会　白木　晶（大垣市民病院呼吸器内科）
　　　岩澤多恵（神奈川県立循環器呼吸器病センター放射線科）
1）Inconsistent UIP patternを呈する特発性間質性
　　肺炎における抗ARS抗体陽性群と陰性群の比較
　　　早稲田優子（金沢病院呼吸器内科）
2）筋炎の画像診断
　　　上甲　剛（近畿中央病院放射線診断科）
3）抗ARS抗体症候群合併間質性肺炎の組織学的検討
　　　田畑和宏（長崎大学病院病理診断科）

司会　徳田　均（JCHO東京山手メディカルセンター呼吸器内科）
　　　五野貴久（自治医科大学附属さいたま医療センターリウマチ膠原病科）
1）臨床
　　　五野貴久（自治医科大学附属さいたま医療センターリウマチ膠原病科）
2）RA-IP の画像
　　　土屋　裕（昭和大学江東豊洲病院呼吸器アレルギー内科）
3）RA-IP の蜂窩肺様構造の成立機序 -気道炎症の関与の可能性
　　　徳田　均（JCHO東京山手メディカルセンター呼吸器内科）
4）病理からみた関節リウマチにおける間質性肺炎の進展
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）

司会　大木隆生（東京慈恵会医科大学血管外科）
　　　吉川公彦（奈良県立医科大学放射線医学）
1）大動脈瘤に対するステントグラフト術の現状
　　　鬼塚誠二（久留米大学外科）
2）大動脈解離に対するステントグラフト術
　　　加藤雅明（森之宮病院心臓血管外科）
3）ステントグラフト治療における画像診断の役割
　　　市橋成夫（奈良県立医科大学放射線科・IVRセンター）
４）わが国で使用可能なステントグラフトの特性と適応
　　　前田剛志（東京慈恵会医科大学血管外科）

司会　近森大志郎（東京医科大学循環器内科）
　　　明石嘉浩（聖マリアンナ医科大学循環器内科）
1）たこつぼ心筋症の臨床：Takotsubo cardiomyopathy
　　　諸井雅男（東邦大学医療センター大橋病院循環器内科）
2）たこつぼ症候群にマルチモダリティで迫る
　　　明石嘉浩（聖マリアンナ医科大学循環器内科）
3）たこつぼ心筋症の病理
　　　河合祥雄（順天堂大学循環器内科）

司会　金田　隆（日本大学松戸歯学部歯科放射線学）
　　　池田耕士（関西医科大学滝井病院放射線科）
1）画像診断 -顎骨骨折の診断に必要な検査と
　　データの有効利用を考える
　　　柳　文修（岡山大学病院歯科放射線・口腔診断科）
2）治療
　　　柴原孝彦（東京歯科大学口腔顎顔面外科）
3）顎骨骨折の病理学
　　　久山佳代（日本大学松戸歯学部口腔病理学）

司会　田島廣之（日本医科大学血管内・低侵襲治療センター）
1）原発性アルドステロン症の診療ガイドラインにおけ
　　る課題と今後の展望
　　　栗原　勲（慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科）
2）区域性副腎静脈サンプリングとRFA
　　　清治和将（東北大学病院放射線診断科）
3）原発性アルドステロン症に対する腹腔鏡下副腎部分切除術
　　　宮嶋　哲（慶應義塾大学泌尿器科学）

司会　西山博之（筑波大学腎泌尿器外科）
　　　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
1）臨床：膀胱癌、腎盂・尿管癌診療ガイドライン
     overview -診断編-
　　　菊池栄次（慶應義塾大学泌尿器科学）
2）尿路腫瘍の総合診断：画像診断
　　　高橋　哲（神戸大学医学部附属病院放射線部）
3）病理
　　　三上修治（慶應義塾大学病院病理診断部）

司会　楫　　靖（獨協医科大学放射線医学）
1）前立腺癌のリスク分類の足跡と発展
　　　中島　淳（東京医科大学泌尿器科）
2）MRIで予想する前立腺癌リスク分類
　　　片平和博（熊本中央病院放射線科）
3）前立腺癌の新しいグレードグループ分類：
　　New grading system for prostate cancer
　　　鷹橋浩幸（東京慈恵会医科大学附属病院病理部）

座長　興梠征典（産業医科大学放射線科）
5）認知症
　　　德丸阿耶（東京都健康長寿医療センター放射線診断科）
6）代謝疾患による脳の嚢胞性病変
　　　佐藤典子（国立精神・神経医療研究センター放射線診療部）
7）これでわかるおしりの気持ち：二分脊椎のMRI
　　　安藤久美子（兵庫医科大学放射線医学）
8）脊髄の高信号病変
　　　森　　墾（東京大学放射線医学）

座長　小黒草太（慶應義塾大学放射線診断科）
1）肩関節
　　　常陸　真（東北大学病院放射線診断科）
2）手関節
　　　橘川　薫（聖マリアンナ医科大学放射線医学）
3）膝関節
　　　本谷啓太（杏林大学診療放射線技術学科）
4）足関節：足の進化から足の障害を考える
　　　小橋由紋子（東京歯科大学市川総合病院放射線科）

司会　藤ヶ崎純子（東京都健康長寿医療センター神経病理）
　　　松島理士（東京慈恵会医科大学放射線医学）
1）エオジン好性核内封入体病の生前診断例の臨床像
　　　市野瀬慶子（東京都立墨東病院内科）
2）画像
　　　松島理士（東京慈恵会医科大学放射線医学）
3）病理
　　　中野雄太（東京都健康長寿医療センター神経病理）

司会　常喜達裕（東京慈恵会医科大学脳神経外科）
　　　柳澤隆昭（東京慈恵会医科大学脳神経外科）
1）Everlasting Challenge? ：
      小児脳腫瘍の診断・治療とその進歩
　　　柳澤隆昭（東京慈恵会医科大学脳神経外科）
2）病理
　　　藤ヶ崎純子（東京都健康長寿医療センター神経病理）
3）小児脳腫瘍の画像診断
　　　松島理士（東京慈恵会医科大学放射線医学）

司会　岡本浩一郎（新潟大学脳研究所脳神経外科）
　　　戸村則昭（総合南東北病院神経放射線診断科）
1）臨床
　　　西山健一（新潟大学脳研究所脳神経外科）
2）画像診断
　　　戸村則昭（総合南東北病院神経放射線診断科）
3）病理
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学）

司会　猿田雅之（東京慈恵会医科大消化器肝臓内科）
　　　竹内　健（東邦大学医療センター佐倉病院消化器内科）
1）クローン病の病理診断
　　　立石陽子（横浜市立大学病態病理学）
2）MR enterographyによるクローン病の評価について
　　　北詰良雄（東京医科歯科大学医学部附属病院放射線診断科）
3）MRエンテログラフイーによるクローン病病変評価の有用性
　　　長沼　誠（慶應義塾大学消化器内科）

1）中枢神経　9：00～9：25
座長　山田　惠（京都府立医科大学放射線診断治療学）
2）心血管　9：25～10：00
座長　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
3）胸部　10：00～10：20
座長　高橋康二（旭川医科大学放射線科）

4）肝胆膵（消化管含む）10：30～11：10
座長　桑鶴良平（順天堂大学放射線診断学）
5）泌尿生殖器　11：10～11：25
座長　五味達哉（東邦大学医療センター大橋病院放射線科）
6）骨軟部　11：25～11：50
座長　藤本　肇（沼津市立病院放射線科）

司会　田島廣之（日本医科大学血管内・低侵襲治療センター）
　　　内田英二（日本医科大学消化器外科）
1）肝細胞癌に対するTACE
　　　村田　智（日本医科大学放射線医学）
2）経皮的止血術
　　　船曳知弘（済生会横浜市東部病院救急科）
3）治療抵抗性の前立腺肥大症に対する動脈塞栓術の試み
　　　淀野　啓（鳴海病院放射線科）

症例提示・解答解説
1）井上明星（滋賀医科大学放射線科）
2）北村弘樹（屋島総合病院放射線科）
3）一色彩子（日本医科大学武蔵小杉病院放射線科）
4）住田　薫（国立精神・神経医療研究センター放射線科）
5）萩原彰文（順天堂大学放射線科）

共催 /コニカミノルタヘルスケア株式会社

症例提示
1）坂本真一（大阪市立大学放射線科）
2）田中　壽（大阪大学放射線科）
3）岩本良二（久留米大学放射線科）
4）中井　豪（大阪医科大学放射線科）
5）池田茂樹（関西医科大学放射線科）
解答解説
1）中西能亜（大阪市立大学放射線科）
2）塚部明大（大阪府立成人病センター放射線診断科）
3）江畑智広（久留米大学放射線科）
4）重里　寛（大阪医科大学放射線科）
5）香西雅介（関西医科大学放射線科）

共催 /コニカミノルタヘルスケア株式会社

司会統括
市場文功（大津市民病院放射線科）
佐藤秀一（横浜旭中央総合病院放射線科）

座長　蒲田敏文（金沢大学放射線医学）
講師　大城幸雄（筑波大学消化器外科）

共催／富士フイルムメディカル株式会社

■ランチョンセミナー10
関節炎の画像診断
座長　水沼仁孝
　　　（那須赤十字病院放射線科）
講師　福田国彦
　　　（東京慈恵会医科大学放射線医学）

共催／株式会社ドクターネット

司会統括
石蔵礼一（兵庫医科大学放射線科）
松木　充（近畿大学放射線診断）

司会　根本哲生（東邦大学医療センター大森病院病理診断科）
1）Helicobacter pylori 陰性時代の胃病変：X線検査の立場から
　　　小田丈二（東京都がん検診センター消化器内科）
2）H.pylori 未感染胃粘膜に発生する癌・潰瘍および
　　PPIによる胃粘膜所見の内視鏡像
　　　鎌田智有（川崎医科大学消化管内科学）
3）病理からみるこれからの胃癌：
      Helicobacter pylori 陰性時代を迎えて
　　　八尾隆史（順天堂大学人体病理病態学）

司会　小坂一斗（金沢大学放射線医学）
1）肝：非肝細胞性良性腫瘍および腫瘍類似病変の
      画像診断
　　　山本　亮（川崎医科大学画像診断1）
2）胆：胆道系良性腫瘍の画像診断
　　　五島　聡（岐阜大学医学部附属病院放射線科）
3）膵：炎症性偽腫瘍、腫瘍類似病変の画像診断
　　　井上　大（金沢大学放射線科）

司会　田中正俊（ヨコクラ病院臨床研究センター）
　　　山門亨一郎（兵庫医科大学放射線科）
1）肝
　　　保本　卓（都島放射線科クリニック・IVRセンター）
2）腎アブレーション治療
　　　高木治行（兵庫医科大学放射線科）
3）肺ラジオ波焼灼療法
　　　平木隆夫（岡山大学放射線科）
4）子宮アブレーション治療の現状
　　　清水　匡（KKR札幌医療センター斗南病院放射線診断科）
5）骨軟部腫瘍のアブレーション治療
　　　中塚豊真（三重大学医学部附属病院 IVR科）

司会　西村　玄（東京都立小児総合医療センター放射線科）
　　　澤井英明（兵庫医科大学産科婦人科）
1）胎児、新生児骨系統疾患の単純写真
　　　西村　玄（東京都立小児総合医療センター放射線科）
2）胎児骨系統疾患に対する出生前CT　
         宮嵜　治（国立成育医療研究センター放射線診療部）
3）胎児骨系統疾患の超音波診断と臨床
　　　室月　淳（宮城県立こども病院産科）
4）骨系統疾患の診断と管理、そして治療に関する課題
　　　澤井英明（兵庫医科大学産科婦人科）

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）
1）肺のリンパ増殖性疾患
　　　負門克典（がん研有明病院画像診断部）
2）過敏性肺炎の画像所見
　　　杉浦弘明（慶應義塾大学放射線診断科）
3）間質性肺炎の画像診断
　　　楊川哲代（がん・感染症センター都立駒込病院放射線診療科・診断部）
4）肉芽腫性疾患
　　　芦澤和人（長崎大学臨床腫瘍学）

座長　福倉良彦（鹿児島大学医学部歯学部附属病院放射線部）
1）肝細胞癌の多段階発癌
　　　北尾　梓（金沢大学附属病院放射線科）
2）肝胆道の炎症性疾患
　　　野田佳史（岐阜大学医学部附属病院放射線科）
3）膵・胆管合流異常の画像診断
　　　熊谷雄一（鹿児島大学放射線診断治療学）
4）膵嚢胞性腫瘤
　　　松本俊郎（大分大学放射線医学）

司会　藤井正人（東京医療センター耳鼻咽喉科）
　　　田中宏子（がん研有明病院画像診断部）
1）HPV陽性中咽頭扁平上皮癌の病理
　　　藤井誠志（国立がん研究センター先端医療開発センター臨床腫瘍病理）
2）画像診断
　　　田中宏子（がん研有明病院画像診断部）
3）臨床①頭頸部外科
　　　濱　孝憲（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）
4）臨床②
　　　茂木　厚（国立がん研究センター東病院放射線治療科）

座長　阿部　修（日本大学板橋病院放射線科）
1）感染症
　　　明石敏昭（東北大学病院放射線診断科）
2）脳腫瘍の画像診断
　　　北島美香（熊本大学医学部附属病院中央放射線部）
3）肉芽腫性疾患
　　　豊田圭子（帝京大学放射線科学）
4）変性疾患
　　　櫻井圭太（名古屋市立大学放射線医学）

司会　松永尚文（山口大学放射線医学）
　　　諸井雅男（東邦大学医療センター大橋病院循環器内科）
1）心房細動患者における左房血栓リスク評価：循環器内科医の視点から
　　　山下英治（群馬県立心臓血管センター循環器内科）
2）左房血栓の画像診断
　　　坂本一郎（長崎大学病院放射線科）
3）血栓の病理
　　　上田真喜子（森ノ宮医療大学）
　　　大澤政彦（大阪市立大学診断病理学）


