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■シンポジウム1、2　呼吸器
間質性肺炎のCRPT症例検討会

■シンポジウム4　呼吸器
私たちは間質性肺炎をこのように診断、治療
している  セッション2：慢性経過の間質性肺炎

■評議員会
16：20～16：50
 
■西岡賞
16：50～17：15

■ランチョンセミナー １
新規臨床試験から考える
特発性肺線維症の診断と
治療方針

■シンポジウム5　消化器
肉眼的主膵管内進展を来す膵腫瘍

■レントゲンカンファレンス１■ランチョンセミナー 2
腹部画像診断up-to-date

■シンポジウム8　中枢神経
新WHO分類における
IDH野生型膠芽腫の画像と臨床

■シンポジウム11　中枢神経
脳梗塞：ラクナ梗塞と
　　　　分枝粥腫型梗塞を極める

■ランチョンセミナー 3
造影MRI に関する最新の知見

■シンポジウム12　婦人科
漿液粘液性腫瘍を知ろう！

■シンポジウム14　循環器
心筋炎、心筋症の臨床・画像・病理

■シンポジウム15　循環器
ハイリスクプラークの臨床・画像・病理

（懇親会会場準備）

■ランチョンセミナー 4

■総合診療セミナー1　呼吸器
（生涯教育・研修医セミナー）　

■ e-poster　

■総合診療セミナー4　肝胆膵
（生涯教育・研修医セミナー）　　

■総合診療セミナー5　中枢神経
（生涯教育・研修医セミナー）　
脳卒中：その病態と原因に迫る

■ランチョンセミナー 5
富士フイルムが取り組む新しい
画像診断支援のかたち

■レントゲンカンファレンス２■シンポジウム6　消化器
肝硬変・慢性肝疾患に見られる
良性肝細胞性結節

■シンポジウム9　中枢神経
ナタリズマブPML

■シンポジウム13　婦人科
子宮頸部胃型腺癌を知ろう！

■総合診療セミナー2　循環器
（生涯教育・研修医セミナー）　

■シンポジウム3　呼吸器
私たちは間質性肺炎をこのように診断、
治療している
セッション１：急性・亜急性経過の間質性肺炎

■シンポジウム10　中枢神経
脳脊髄液

■特別講演
Why we should get rid of the 
x-ray as a surrogate marker for 
cartilage loss in knee 
osteoarhritis clinical trials ?

■総合診療セミナー3　救急
（生涯教育・研修医セミナー）　

8：50～9：00　開会式

■シンポジウム7　消化器
門脈圧亢進症（脾臓を視野に入れて）　

17：45

19：15

～

司会　赤崎安晴（東京慈恵会医科大学脳神経外科学）
　　　福田隆浩（東京慈恵会医科大学神経病理学）
1）病理
　　　深澤　寧（東京慈恵会医科大学病理学）
2）IDH-wild type のGlioblastomaの画像診断
　　　清水哲也（東京慈恵会医科大学放射線医学）
3）臨床
　　　森　良介（東京慈恵会医科大学脳神経外科学）

司会　興梠征典（産業医科大学放射線科）
1）特発性正常圧水頭症・脳脊髄液漏出症の臨床
　　　宮嶋雅一（順天堂大学脳神経外科）
2）正常圧水頭症の画像所見
　　　石井一成（近畿大学放射線診断学）
3）脳脊髄液漏出症の画像所見
　　　櫻井圭太（東京都健康長寿医療センター
　　　　　　　　放射線診断科）

司会　井田正博（荏原病院放射線科）
　　　木下俊文（秋田県立脳血管研究センター放射線医学）
1）ラクナ梗塞と分枝粥腫型梗塞を極める：解剖と病理
　　　宮田　元（秋田県立脳血管研究センター
　　　　　　　　脳神経病理学）
2）穿通枝領域梗塞のMRI 診断：現状と課題
　　　長畑守雄（山形市立病院済生館脳卒中センター）
3）臨床：脳梗塞の血栓止血学的病態とその治療
　　　長尾毅彦（日本医科大学多摩永山病院脳神経内科）

司会　寺田一志（東邦大学佐倉病院放射線科）
　　　林　雅晴（淑徳大学看護栄養学部看護学科）
1）ナタリズマブPMLの臨床
　　　大橋高志（東京女子医科大学八千代医療センター神経内科）
2）Systematic Reviewによるナタリズマブ関連
　　進行性多巣性白質脳症の画像所見
　　　鹿戸将史（山形大学医学部附属病院放射線診断科）
3）進行性多巣性白質脳症の病理：宿主免疫レベル
　　と病理所見の多様性
　　　宍戸 -原　由紀子（東京医科大学人体病理学）

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）病理
　　　岩本雅美（東京慈恵会医科大学病理学）
2）臨床
　　　山田恭輔（東京慈恵会医科大学産婦人科）
3）画像
　　　北井里実（東京慈恵会医科大学放射線医学）

司会　清川貴子（東京慈恵会医科大学病理学）
　　　木戸　晶（京都大学画像診断学・核医学）
1）病理組織像について
　　　南口早智子（京都大学医学部附属病院病理
　　　　　　　　　診断科）
2）婦人科
　　　山口　建（京都大学婦人科学産科学）
3）画像編
　　　木戸　晶（京都大学画像診断学・核医学）

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

座長　杉浦弘明（慶應義塾大学放射線診断科）
1）胸部単純写真：読影を楽しむための勘どころ
　　　高橋雅士（友仁山崎病院）
2）肺癌の読影 -肺癌候補を正確に診断するために
　　　負門克典（がん研有明病院画像診断部）

座長　林　宏光（日本医科大学放射線医学）
1）胸部Ｘ線画像を解剖する
　　　町田　幹（日本医科大学放射線医学）
2）心臓超音波で診る
　　　泉　佑樹（日本医科大学付属病院循環器内科）

座長　船曳知弘（済生会横浜市東部病院救急科）
1）急性腹症におけるUSとX線の要点
　　　船曳知弘（済生会横浜市東部病院救急科）
2）急性腹症の画像診断：CT
　　　森本公平（国立病院機構災害医療センター
　　　　　　　　放射線科）

司会　諸井雅男（東邦大学医療センター大橋病院
　　　　　　　　循環器内科）
　　　百瀬　満（東京女子医科大学画像診断学・核医学）
1）心筋炎・心筋症の臨床 -診断までのアプローチ
　　　廣江道昭（国立国際医療研究センター循環器内科）
2）心筋炎、心筋症の非侵襲的画像診断
　　　百瀬　満（東京女子医科大学画像診断学・核医学）
3）心筋症・心筋炎の病理
　　　今中恭子（三重大学修復再生病理学）

座長　伊東克能（川崎医科大学画像診断1）
1）肝良性・悪性結節性病変の画像診断
　　　山本　亮（川崎医科大学画像診断1）
2）EOB造影MRIにおける診断のポイント
　　　五島　聡（岐阜大学医学部附属病院放射線部）
3）膵疾患の画像診断
　　　福倉良彦（鹿児島大学放射線診断治療学）
4）肝胆膵領域にみられる全身性疾患
　　　小山　貴（倉敷中央病院放射線診断科）

司会　諸井雅男（東邦大学医療センター大橋病院循環器内科）
　　　小山靖史（桜橋渡辺病院心臓血管センター画像診断科）
1）臨床
　　　原　久男（国立国際医療研究センター病院循環器内科）
2）心筋CTパフュージョンと包括的ハイリスクプラーク診断
　　　小山靖史（桜橋渡辺病院心臓血管センター画像
　　　　　　　　　診断科、循環器科、放射線科）
3）ハイリスクプラークの病理
　　　上田真喜子（森ノ宮医療大学臨床検査学 /
　　　　　　　　　大阪市立大学）

座長　岡本浩一郎（新潟大学脳研究所脳神経外科）
1）脳卒中診療のピットホール
　　　藤田信也（長岡赤十字病院神経内科）
2）救急神経放射線科医としての立場から
　　　高木　亮（日本医科大学放射線科）
3）脳卒中の病理組織学的所見
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学）

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）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）肺小葉・細葉の辺縁構造について -画像診断の立場から
　　　伊藤春海（福井大学高エネルギー医学研究センター）
3）二次性UIPの病理診断
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）

司会　喜舎場朝雄（沖縄県立中部病院呼吸器内科）
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）
1）臨床
　　　冨岡洋海（神戸市立医療センター西市民病院
　　　　　　　　呼吸器内科）
2）画像
　　　上甲　剛（近畿中央病院放射線診断科）
3）急性・亜急性経過の間質性肺炎の病理像
　　　田中伴典（近畿大学病理学）

司会　仲川宏昭（滋賀医科大学呼吸器内科）
　　　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）臨床：Multi-disciplinary discussionに
　　おける呼吸器内科医の役割
　　　宮本　篤（虎の門病院呼吸器センター内科 /分院呼吸器内科）
2）画像：Multi-disciplinary discussionに
　　おける画像診断医の役割
　　　江頭玲子（佐賀大学放射線科）
3）慢性経過の間質性肺炎の病理診断の現状
　　（国際分類と問題点）
　　　寺﨑泰弘（日本医科大学解析人体病理学）

Magnetic Resonance Imaging of 
Non-neoplastic Focal Neuropathy of the 
Peripheral Nerves 
司会　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
講師　川上　剛（東京慈恵会医科大学放射線医学）

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　近藤康博（公立陶生病院呼吸
　　　 器・アレルギー疾患内科）

共催／日本ベーリンガーインゲルハ
　　　イム株式会社

座長　京極伸介（順天堂大学医学部
　　　 附属浦安病院放射線科）
1）2管球CTによる肝ダイナミック
     CTにおける造影剤減量の試み
講師　甲田洋一（大阪市立総合医療
　　　 センター放射線診断科）
2）肝MRI 撮像の最新トピックス
講師　福倉良彦（鹿児島大学放射線
　　　 診断治療学）

共催／シーメンスヘルスケア株式会社

松木　充（近畿大学放射線診断学）
松島理士（東京慈恵会医科大学放射線医学）

大山　潤（東京医科歯科大学放射線科）
井上明星（滋賀医科大学放射線科）
中井浩嗣（京都市立病院放射線診断科）
山内哲司（奈良県立医科大学放射線科）
中井雄大（帝京大学放射線科）

岩谷健二郎（京都市立病院放射線診断科）
太地良佑（奈良県立医科大学放射線科）
中井雄大（帝京大学放射線科）
大山　潤（東京医科歯科大学放射線科）
佐藤滋高（滋賀医科大学放射線科）

共催／コニカミノルタジャパン株式会社

小山　貴（倉敷中央病院放射線診断科）
藤原広和（慶應義塾大学放射線診断科）

岡部哲彦（聖路加国際病院放射線科）
馬場　亮（東京歯科大学市川総合病院放射線科）
永井京子（横浜旭中央総合病院放射線科）
松本俊亮（慶應義塾大学放射線診断科）
本田茉也（倉敷中央病院放射線診断科）

山田謙太郎（防衛医科大学校放射線科）
高村朋宏（順天堂大学放射線科）
渡嘉敷唯司（東京慈恵会医科大学画像診断部）
萩原彰文（東京大学放射線科）
鈴木秀明（東邦大学医療センター大森病院放射線科）

共催／コニカミノルタジャパン株式会社

座長　井上優介（北里大学画像診断学）
1）EOB-MRI 検査の多施設共同研
　  究（GALIREO Study）から得
     られた知見について
講師　岡田真広（琉球大学医学部附
　　　属病院放射線科）
2）ガドリニウム（Gd）造影剤の安全性
講師　対馬義人
　　　（群馬大学放射線診断核医学）

共催／バイエル薬品株式会社

座長　市川智章（埼玉医科大学国
　　　際医療センター画像診断科）
1）病理に迫る乳腺MRI 撮像法
講師　森　菜緒子
　　　（東北大学放射線診断学）
2）2層検出器を搭載した IQonスペ
　　クトラルCTによる新たなる潮流
講師　片平和博
　　　（熊本中央病院放射線科）

共催／株式会社フィリップスエレクト
　　　ロニクスジャパン

1）非腫瘍性（びまん性）肺疾患の
　  類似症例検索システムの実用化：
　　その価値と画像診断医からの期待
講師　黒﨑敦子（結核予防会複十字
　　　 病院放射線診断科）
2）携帯超音波が切り開く新しい消化器診療
講師　小川眞広（日本大学病院消化
　　　 器内科／超音波室）
共催／富士フイルムメディカル株式会社

司会　吉満研吾（福岡大学放射線医学）
　　　桑鶴良平（順天堂大学放射線診断学）
1）主膵管内進展を伴った浸潤性膵管癌
　　　濱田義浩（福岡大学病理学）
2）主膵管内に肉眼的進展する膵腫瘍
　　　吉満研吾（福岡大学放射線医学）
3）肉眼的に膵管内発育進展を呈する膵腫瘍
　　　植木敏晴（福岡大学筑紫病院消化器内科）

司会　吉満研吾（福岡大学放射線医学）
　　　近藤福雄（帝京大学医学部附属病院病理診断科）
1）病理
　　　佐々木素子（金沢大学人体病理学）
2）肝硬変・慢性肝疾患にみられる良性肝細胞性結
　　節の画像（CT/MRI）：血行動態とEOB-MRI
　　肝細胞相所見を中心に
　　　米田憲秀（金沢大学附属病院放射線科）
3）臨床
　　　荒井邦明（金沢大学附属病院消化器内科）

X線 X線・US X線・US

司会　住野泰清（東邦大学医療センター大森病院
　　　　　　　　消化器内科）
　　　吉田　寛（日本医科大学多摩永山病院
　　　　　　　　消化器外科）
1）臨床からみた門脈圧亢進症の病態分析
　　　丸山紀史（千葉大学消化器内科）
2）脾臓に伴った画像診断
　　　井上政則（慶應義塾大学放射線診断科）
3）門脈圧亢進症の病理（脾臓を視野に入れて）
　　　大部　誠（北里大学医療衛生学部病理学）
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