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■シンポジウム37　呼吸器
胸腺上皮性腫瘍の画像診断を巡って

■シンポジウム24　救急画像診断　その1
生殖泌尿器領域の救急

■シンポジウム25　救急画像診断 その2
虫垂炎

■シンポジウム27　救急画像診断 その4
急性消化管疾患

■シンポジウム28　救急画像診断 その5
救急の画像診断エッセンス

■ランチョンセミナー 4
救急疾患の画像診断とIVR－腹部救急疾
患の画像診断・血管内治療デバイス開発

■シンポジウム29　骨軟部
腱板の解剖と腱板断裂

■シンポジウム31　骨軟部
脱分化腫瘍

■ランチョンセミナー 5
運動器疾患の超音波診断

■シンポジウム33　呼吸器
今、話題の疾患：喀血に対する Interventional Radiology

■シンポジウム36　呼吸器
中皮腫の診断と治療

■シンポジウム38　肝胆膵
腫瘍性病変

■シンポジウム41　肝胆膵
脂肪肝、どこまで診れるか、診るべきか：
NASHを視野に入れて

■シンポジウム42　肝胆膵
先天性疾患

■ランチョンセミナー 6
ガドビストの初期臨床経験

■シンポジウム43　中枢神経
中毒性脳症

■シンポジウム46　中枢神経
後天性白質病変

■シンポジウム47　中枢神経
変性疾患・認知症

■ランチョンセミナー 7
脳神経領域におけるCT/MRの臨床
応用とその可能性－Insights into
the realm of Neuroradiology

■臨床実地医家セミナー1
胸部写真の見方

■臨床実地医家セミナー4
クリニックで必要な超音波検査の知識

■臨床実地医家セミナー5
画像診断ドクターG

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）6　心血管

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）9　生殖器・乳腺

■ランチョンセミナー 9
最先端CT、MRI による臨床応用

■ランチョンセミナー 8

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）10　呼吸器2

■シンポジウム32　骨軟部
Phosphaturic mesenchymal tumor

■シンポジウム30　骨軟部
運動器領域で、今、話題の疾患

■シンポジウム34　呼吸器
非結核性抗酸菌感染症

■シンポジウム39　肝胆膵
炎症性疾患

■シンポジウム44　中枢神経
急性期脳虚血

■臨床実地医家セミナー2
医療連携の現状と将来

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）7　小児

■シンポジウム26　救急画像診断 その3
腹部救急

■特別講演
How to write a scientific paper

■シンポジウム35　呼吸器
肺血管炎の臨床と画像

■シンポジウム40　肝胆膵
今、話題の疾患：自己免疫性膵炎

■シンポジウム45　中枢神経
感染症

■臨床実地医家セミナー3
CT? MRI? どちらを依頼

■総合診療セミナー
（生涯教育・研修医セミナー）8　泌尿器

１）乳癌検診の過剰診療の議論を経て
　　これから求められる画像診断とは
座長　秋山　太（がん研究会がん研究所病理部）
講師　中島康雄
　　　（聖マリアンナ医科大学放射線医学）
２）乳腺における『過剰診療』
座長　中島康雄
　　　（聖マリアンナ医科大学放射線医学）
講師　秋山　太（がん研究会がん研究所病理部）

共催／株式会社CMI

座長　田島廣之
（日本医科大学血管内・低侵襲治療センター）
１）特徴的な画像所見からみた腹部救急
　　疾患の画像診断
講師　園村哲郎（和歌山県立医科大学放射線医学）
２）救急 IVRに役立つ血管内治療デバイス開発
　　のテクノロジー：From bench to bedside
講師　長谷部光泉（東海大学画像診断学）
共催／富士製薬工業株式会社

座長　中田典生
（東京慈恵会医科大学放射線医学）
1）肘関節の超音波
講師　渡邉千聡（河端病院整形外科）
2）超音波で診るリウマチ性疾患
講師　池田　啓
（千葉大学医学部附属病院アレルギー・膠原病内科）
3）超音波ガイドのインターベンション
講師　朴　基彦（ぱくペインクリニック）
共催／コニカミノルタヘルスケア株式会社

座長　細矢貴亮（山形大学放射線診断科）
1）中枢神経系疾患におけるガドビス
     トによる造影MRI の有用性
講師　土屋一洋（東京逓信病院放射線科）
2）乳腺造影MRIにおけるガドビスト
　  使用の初期経験
講師　風間俊基（東海大学放射線診断学）

共催／バイエル薬品株式会社

座長　前田正幸（三重大学先進画像診断学）
1）認知症の診断に有用な画像検査及び所見
講師　櫻井圭太（名古屋市立大学放射線医学）
2）Dual Energy 技術による新しい
　　頭部単純CT画像の開発
講師　野口　京（富山大学放射線診断・治療学）
共催／シーメンスヘルスケア株式会社

座長　黒木一典（杏林大学放射線技術学科）
1）320列面検出器CT「Aquilion ONE」　
　　を用いた胸部画像診断：ACTIve Study 
　　Groupの 4次元CTへの挑戦
講師　山城恒雄（琉球大学放射線診断治療学）
2）Vantage TitanTM 3T Saturn 
　　Gradient における骨軟部MRI
講師　本谷啓太（杏林大学放射線技術学科）

共催／東芝メディカルシステムズ株式会社

司会　早川克己（岩手県立釜石病院放射線科）
　　　高濱潤子（奈良県立医科大学中央放射線部）
1）腎・後腹膜
　　　井上明星（滋賀医科大学放射線科）
2）婦人科
　　　山内哲司（京都市立病院放射線診断科）
3）急性陰嚢症の超音波診断
　　　丸上永晃（奈良県立医科大学中央内視鏡・超音波部）

司会　望月智之（東京医科歯科大学関節機能再建学）
　　　佐志隆士（八重洲クリニック）
1）肩腱板周囲構造からみた解剖学的知見
　　　二村昭元（東京医科歯科大学臨床解剖学）
2）肩関節MRIに臨床応用可能な新しいシーケンス -放射線科
　　医から整形外科医へ術前画像情報を提供するための工夫
　　　野崎太希（聖路加国際病院放射線科）
3）腱板断裂の画像診断 -肩関節外科医の立場から
　　　中川照彦（同愛記念病院整形外科）

司会　益田公彦（東京病院呼吸器センター内科）
　　　仲村秀俊（埼玉医科大学呼吸器内科）
1）喀血治療概論：2200例の経験を踏まえて
　　　石川秀雄（岸和田盈進会病院喀血・肺循環センター）
2）喀血に対する血管塞栓術・IVRの最新技術
　　　長谷部光泉（東海大学画像診断学）
3）感染性空洞性疾患における喀血の病理
　　　蛇澤　晶（東京病院臨床研究部）

司会　蒲田敏文（金沢大学放射線医学）
1）肝：非肝細胞性悪性腫瘍の画像診断
　　　大西裕満（大阪大学放射線医学）
2）胆：胆道癌の画像診断
　　　鈴木耕次郎（名古屋大学医学部附属病院放射線科）
3）膵：膵管癌以外の膵悪性腫瘍の画像診断
　　　戸島史仁（金沢大学放射線科）

司会　真弓俊彦（産業医科大学救急医学）
1）臨床
　　　三浦文彦（帝京大学外科）
2）胆道膵の急性炎症の画像診断：
　　ダイナミックCTを中心に
　　　蒲田敏文（金沢大学放射線医学）
3）肝胆膵領域の炎症性疾患の病理組織学的特徴
　　　相島慎一（佐賀大学診断病理学）

司会　林　雅晴（東京都医学総合研究所脳発達・神経再生研究分野）
　　　寺田一志（東邦大学医療センター佐倉病院放射線科）
1）病理
　　　林　雅晴（東京都医学総合研究所脳発達・神経再生研究分野）
2）画像
　　　鹿戸将史（山形大学医学部附属病院放射線診断科）
3）臨床
　　　狩野　修（東邦大学神経内科学）

司会　高橋雅士（友仁山崎病院）
　　　喜舎場朝雄（沖縄県立中部病院呼吸器内科）
1）私の胸部写真への接し方：放射線科医の立場
　　　栗原泰之（聖路加国際病院放射線科）
2）私の胸部写真への接し方：内科医として
　　　富井啓介
　　　（神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科）
3）胸部写真で診断すべき疾患
　　　芦澤和人（長崎大学臨床腫瘍学）

座長　福田哲也（国立循環器病研究センター放射線診療部）
1）心臓MRIを心不全の診断に活かす
　　　真鍋徳子（北海道大学病院放射線診断科）
2）心筋症の画像診断 -心臓MRIによる評価を中心に
　　　森田佳明（国立循環器病研究センター放射線診療部）
3）大動脈疾患の画像診断 -
　　ステントグラフト長期経過後評価を中心に
　　　植田琢也（誠馨会千葉メディカルセンター放射線科）
4）末梢血管の画像診断
　　　井上政則（慶應義塾大学放射線診断科）

座長　野坂俊介（国立成育医療研究センター放射線診療部）
1）児童虐待の画像診断
　　　古川理恵子
　　　（自治医科大学とちぎこども医療センター小児画像診断部）
2）小児骨軟部外傷
　　　武藤絢子（国立成育医療研究センター放射線診療部）
3）小児腹部臓器損傷の画像診断
　　　藤川あつ子（聖マリアンナ医科大学放射線医学）

座長　杉村和朗（神戸大学放射線医学）
1）これから始める腎腫瘤の鑑別診断
　　　竹内　充（名古屋市立大学放射線医学）
2）副腎腫瘍
　　　小黒草太（慶應義塾大学放射線診断科）
3）前立腺癌
　　　新本　弘（防衛医科大学校放射線医学）
4）先天性尿路奇形
　　　宮坂実木子（国立成育医療研究センター放射線診療部）

司会　本田憲業（埼玉医科大学総合医療センター画像診断・核医学科）
　　　中田典生（東京慈恵会医科大学放射線医学）
1）地域医療連携システムの現状
　　　山本隆一（東京大学医療経営政策学）
2）地域医療連携システム構築における IHEの意義
　　　安藤　裕（放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院）
3）SouthSIDE SDN- エンタープライズ向けに
　　とことんデザインされた「2つのSDN」
　　　川北　潤（アライドテレシス株式会社）

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）
5）肺炎
　　　田中伸幸（済生会山口総合病院放射線科）
6）胸膜疾患
　　　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
7）縦隔疾患
　　　原　眞咲（名古屋市立西部医療センター放射線診療センター）
8）肺腫瘍
　　　梁川雅弘（大阪大学放射線医学）

座長　田中優美子（筑波大学放射線医学）
　　　後藤眞理子（京都府立医科大学放射線診断治療学）
1）子宮の腫瘤
　　　麻谷美奈（新潟県立がんセンター新潟病院放射線科）
2）卵巣の腫瘤
　　　岡島由佳（聖路加国際病院放射線科）
3）生殖器の炎症性疾患
　　　扇谷芳光（昭和大学江東豊洲病院放射線科）
4）乳癌のマンモグラフィ
　　　町田洋一（亀田京橋クリニック放射線科）

司会　井田正博（荏原病院放射線科）
1）上腹部
　　　伊藤博敏（梶井町放射線診断科クリニック）
2）下腹部
　　　松尾義朋（イーサイトヘルスケア）
3）運動器
　　　辰野　聡（八重洲クリニック）

司会　土屋一洋（東京逓信病院放射線科）
　　　野口　信（東京逓信病院脳神経外科）
1）日和見感染症の病理
　　　船田信顕（がん感染症センター東京都立駒込病院病理科）
2）脳神経外科領域における中枢神経系感染症：脳膿瘍を中心に
　　　田中雅樹（水戸ブレインハートセンター脳神経外科）
3）中枢神経 -感染症
　　　大原有紗（杏林大学放射線医学）

司会　白川崇子（JR東京総合病院放射線科）
　　　太田智行（東京慈恵会医科大学放射線医学）
1）装置の設定方法
　　　關　義晃（東京慈恵医科大学附属柏病院放射線部）
2）肝
　　　大木一剛（東京慈恵会医科大学放射線医学）
3）胆道系・膵
　　　大木一剛（東京慈恵会医科大学放射線医学）
4）泌尿生殖器
　　　入江健夫（武蔵野徳洲会病院放射線科）　　

司会　高畑暁子（京都府立医科大学放射線診断治療学）
症例
1）田添　潤（京都府立医科大学放射線診断治療学）
2）田中　匡（京都府立医科大学放射線診断治療学）
3）一条祐輔（京都府立医科大学放射線診断治療学）
講師
1）松木　充（近畿大学放射線診断）
2）井上明星（滋賀医科大学放射線科）
3）佐藤秀一（横浜旭中央総合病院放射線科）

司会　長谷川直樹（慶應義塾大学感染制御センター）
　　　黒﨑敦子（複十字病院放射線診断科）
1）肺非結核性抗酸菌症における画像及び病理所見
　　の対比を主とした病理組織学的検討
　　　林　雄一郎（慶應義塾大学病院病理診断部）
2）非結核性抗酸菌症
　　　氏田万寿夫（立川綜合病院放射線診断科）
3）非結核性抗酸菌症の臨床：その動向と課題
　　　森本耕三（複十字病院呼吸器センター）

司会　小川敏英（鳥取大学画像診断治療学）
　　　中瀬泰然（秋田県立脳血管研究センター脳卒中診療部）
1）急性期脳虚血のCT・MRI 診断
　　　木下俊文（秋田県立脳血管研究センター放射線医学）
2）脳梗塞の病理：経時変化
　　　宮田　元（秋田県立脳血管研究センター脳神経病理学）
3）急性期脳梗塞に対する機械的血栓回収療法
　　　坂本　誠（鳥取大学脳神経外科学）

司会　山崎道夫（公立甲賀病院放射線科）
　　　小林慎二郎（聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科）
1）虫垂炎の超音波診断
　　　井本勝治（公立甲賀病院放射線科）
2） ＣＴ
　　　山内哲司（京都市立病院放射線診断科）
3）虫垂炎の治療方針
　　　嶋田　仁
        （聖マリアンナ医科大学東横病院消化器病センター）

司会　近藤浩史（帝京大学放射線科）
　　　白井邦博（兵庫医科大学救命災害医学）
1）腹部実質臓器損傷
　　　中村仁康（自治医科大学放射線科）
2）腸管・腸間膜損傷の画像診断
　　　一ノ瀬嘉明（災害医療センター放射線科）
3）急性膵炎
　　　五島　聡（岐阜大学医学部附属病院放射線科）

司会　内田一茂（関西医科大学内科学第三）
　　　辻　喜久（倉敷中央病院消化器内科）
1）臨床
　　　内田一茂（関西医科大学内科学第三）
2）病理
　　　能登原憲司（倉敷中央病院病理診断科）
3）画像
　　　井上　大（金沢大学放射線科）

司会　相田典子（神奈川県立こども医療センター放射線科）
　　　黒田達夫（慶應義塾大学小児外科）
1）胆管の発生と胆道疾患-
　　Ductal plate malformation
　　　十河　剛（済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科）
2）先天性胆道疾患の画像診断
　　　野澤久美子（神奈川県立こども医療センター放射線科）
3）小児胆道疾患の鑑別診断と手術ならびに術後経過
　　　黒田達夫（慶應義塾大学小児外科）

司会　熊田　卓（大垣市民病院消化器内科）
　　　和久井紀貴（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）
1）脂肪肝の超音波診断とCT診断の比較
　　（肝脂肪化30%を検出するL/S比は1.0）
　　　矢島義昭（黒沢病院附属ヘルスパーククリニック内科）
2）CT、MRI、エラストなど
　　　斎藤　聡（虎の門病院肝臓センター）
3）病理
　　　松本俊治（順天堂大学医学部附属練馬病院病理診断科）

司会　廣島健三（東京女子医科大学八千代医療センター病理診断科）
　　　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
1）胸膜中皮腫の診断と治療 -
     確定診断の為の検体採取と治療の実際
　　　坂口浩三（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科）
2）中皮腫の病理形態
　　　岡　輝明（関東中央病院病理科）
3）画像
　　　加藤勝也（川崎医科大学附属川崎病院放射線科）

司会　針谷正祥（東京医科歯科大学薬害監視学）
　　　栗原泰之（聖路加国際病院放射線科）
1）肺血管炎の画像
　　　黒﨑敦子（複十字病院放射線診断科）
2）臨床
　　　本間　栄（東邦大学呼吸器内科学）
3）肺血管炎の病理
　　　松原　修（平塚共済病院病理診断科）

司会　藤本公則（久留米大学放射線医学）
　　　金子公一（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科）
1）胸腺上皮性腫瘍の病理学的特徴
　　　立山　尚（春日井市民病院病理部）
2）胸腺上皮性腫瘍の治療
　　　近藤和也（徳島大学臨床腫瘍医療学）
3）胸腺上皮性腫瘍の画像診断
　　　中園貴彦（佐賀大学放射線部）

司会　高尾昌樹（埼玉医科大学国際医療センター神経内科・脳卒中内科）
　　　丸山博文（広島大学脳神経内科学）
1）画像診断
　　　德丸阿耶（東京都健康長寿医療センター放射線診断科）
2）病理診断
　　　村山繁雄（東京都健康長寿医療センター神経病理）
3）変性性認知症の臨床 -非典型アルツハイマー型認知症
　　　渡邊千種（広島西医療センター神経内科）

司会　三木幸雄（大阪市立大学放射線医学）
　　　北島美香（熊本大学医学部附属中央放射線部）
1）臨床
　　　小出玲爾（自治医科大学神経内科学）
2）後天性白質病変の画像診断
　　　中田安浩（東京都立神経病院神経放射線科）
3）後天性白質病変の病理
　　　齊藤祐子（国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部）

司会　元井　亨
         （がん・感染症センター都立駒込病院病理科）
1）Phosphaturic mesenchymal tumor
　　　稲岡　努（東邦大学医療センター佐倉病院放射線科）
2）Phosphaturic mesenchymal tumor の病理
　　　蛭田啓之（東邦大学医療センター佐倉病院病理診断科）
3）Phosphaturic mesenchymal tumorによる
　　腫瘍性低リン血症性骨軟化症の病態と診断
　　　竹内靖博（虎の門病院内分泌センター）

司会　山口岳彦（獨協医科大学越谷病院病理診断科）
　　　高木辰哉（順天堂大学整形外科）
1）画像診断
　　　植野映子（がん研有明病院画像診断部）
2）脱分化型肉腫の臨床
　　　高木辰哉（順天堂大学整形外科）
3）病理
　　　山口岳彦（獨協医科大学越谷病院病理診断科）

座長　福田国彦
　　　（東京慈恵会医科大学放射線医学講座）
講師　Ali Guermazi 
　　　（Professor of Radiology, Boston University）

司会　水沼仁孝（那須赤十字病院放射線科）
1）外傷パンスキャン
　　　松本純一（聖マリアンナ医科大学救急医学）
2）救急MRプロトコール
　　　水沼仁孝（那須赤十字病院放射線科）
3）死後CT・MRI
　　　塩谷清司（聖隷富士病院放射線科）

司会　古川　顕（首都大学東京放射線学科）
　　　金﨑周造（康生会武田病院放射線科）
1）小腸の救急疾患
　　　佐藤文恵（災害医療センター放射線科）
2）大腸の救急疾患
　　　亀井誠二（JA愛知厚生連海南病院放射線科）
3）消化管救急疾患に対する IVR
　　　森田　賢（東京女子医科大学画像診断・核医学科）

司会　大塚隆信（名古屋市立大学整形外科学）
　　　土屋弘行（金沢大学整形外科学）
1）骨巨細胞腫の病理 -最近の知見から
　　　加藤生真（横浜市立大学分子病理学）
2）運動器領域で、今、話題の疾患
　　　常陸　真（東北大学病院放射線診断科）
3）骨粗鬆症性脊椎錐体骨折の画像診断と予後予測
　　　鈴木伸幸（名古屋市立大学整形外科学）
4）FAI の画像所見
　　　渡邊宣之（公立陶生病院整形外科）


