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■総合診療セミナー6　骨軟部
（生涯教育・研修医セミナー）
単純X線で完結する骨関節疾患

■総合診療セミナー9　呼吸器
（生涯教育・研修医セミナー）　
胸部救急疾患の画像診断

■総合診療セミナー7　乳腺
（生涯教育・研修医セミナー）
MMGとUS、読影の基本および
乳がん検診と診療における役割

■総合診療セミナー8　泌尿・生殖器
（生涯教育・研修医セミナー）

■シンポジウム21　小児
小児急性虫垂炎を極める

■シンポジウム16　呼吸器
免疫不全時の呼吸器感染症　

■シンポジウム17　呼吸器
Nivolumabに関わる肺癌の臨床像と
画像、病理　

■画像診断ドクターR■ランチョンセミナー 6
PACS Viewerがエンハンス
する画像診断：表示方法の
使い分け

■シンポジウム19　消化管
小腸

■画像診断ドクターR
サテライト会場

■ランチョンセミナー 7
乳房専用PETの開発と
今後の期待について

■シンポジウム22　中枢神経
変性疾患

■シンポジウム25　頭頸部・口腔
今だから知りたい薬剤関連顎骨壊死
（MRONJ, BRONJ）のすべて：発生機序・
病理、画像診断、基本的対応と治療

■ランチョンセミナー 8

■シンポジウム26　泌尿器
進行期前立腺癌診療における画像検査：
これからの役割

■シンポジウム29　骨軟部
脂肪肉腫を究める

■ランチョンセミナー 9
RFA治療の効果判定：
ablative margin の可視化

■ランチョンセミナー 10

■シンポジウム20　消化管
炎症性腸疾患：
潰瘍性大腸炎の評価と治療を検証する

■シンポジウム23　中枢神経
認知症　　

■シンポジウム27　泌尿器
腎腫瘍の非典型例

■シンポジウム18　呼吸器
重症肺炎

■シンポジウム24　救急
骨盤外傷における治療方針

■シンポジウム28　骨軟部
乾癬性関節炎の臨床と画像

16：10～16：20　閉会式

ADCT/3T MRI の最新臨床-Lung Subtraction 
を使ったCTEPH画像診断とVariable FA FBI
およびUTEを使った非造影MRA-

司会　松島理士（東京慈恵会医科大学放射線医学）
　　　藤ヶ崎純子（東京都健康長寿医療センター神経病理）
1）病理診断されたGlobular Glial Tauopathy の
　　臨床的特徴
　　　三浦　健（新潟大学脳研究所神経内科学）
2）Globular glial tauopathy の画像所見：
　　自験例及び既報告例の検討
　　　櫻井圭太（東京都健康長寿医療センター放射線診断科）
3）Globular glial tauopathy の臨床・画像・病理関連
　　　中野雄太（東京都健康長寿医療センター神経病理）

司会　小川敏英（鳥取大学画像診断治療学）
　　　金丸和富（東京都健康長寿医療センター脳卒中内科）
1）認知症疾患（非アルツハイマー病疾患を含む）の臨床
　　　仙石錬平（東京都健康長寿医療センター神経内科、
　　　　　　　　　ブレインバンク）
2）認知症の画像診断-臨床、画像、病理をつなぐ意味
　　　德丸阿耶（東京都健康長寿医療センター放射線診断科）
3）認知症の画像・病理関連
　　　齊藤祐子（国立精神・神経医療研究センター
　　　　　　　　　臨床検査部）

司会　船曳知弘（済生会横浜市東部病院救急科）
1）動脈性出血を伴う骨盤骨折に対する IVR治療に
　　ついて
　　　妹尾聡美（国立病院機構災害医療センター
　　　　　　　　放射線科）
2）創外固定の有用性
　　　宇田川和彦（慶應義塾大学救急医学）
3）骨盤骨折における後腹膜パッキング
　　　上野雅仁（相和会渕野辺総合病外科）

司会　金田　隆（日本大学松戸歯学部放射線科）
　　　池田耕士（関西医科大学総合医療センター放射線科）
1）発生機序・病理
　　　岡田康男（日本歯科大学新潟生命歯学部病理学）
2）薬剤関連顎骨壊死の画像診断
　　　馬場　亮（東京歯科大学市川総合病院放射線科）
3）薬剤関連顎骨壊死の現況とマネジメント
　　　矢郷　香（国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科）

司会　楫　　靖（獨協医科大学放射線医学）
　　　安士正裕（獨協医科大学泌尿器科学）
1）進行期前立腺癌の診療の実際と画像検査への期待
　　　西村和郎（大阪府立成人病センター泌尿器科）
2）前立腺癌骨転移 -全身MRI の積極的活用
　　　中西克之（大阪府立成人病センター放射線診断科）
3）核医学検査：特にPETへの期待
　　　井上優介（北里大学画像診断学）

司会　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線診断科）
　　　馬場理也（熊本大学国際先端医学研究機構）
1）非淡明型腎細胞癌治療の現状
　　　水野隆一（慶應義塾大学泌尿器科学）
2）非典型的画像所見を呈する腎腫瘍
　　　加茂実武（聖路加国際病院放射線科）
3）WHO分類（2016年）に基づいた非淡明細胞型
　　腎細胞癌の病理診断
　　　三上修治（慶應義塾大学病理診断部）

司会　福田国彦（東京慈恵会医科大学放射線医学）
1）乾癬性関節炎の臨床と画像 -診断上の留意点
　　　萩原清文（JR東京総合病院リウマチ・
　　　　　　　　膠原病科）
2）乾癬性関節炎の臨床像
　　　梅澤慶紀（東京慈恵会医科大学皮膚科学）
3）乾癬性関節炎の臨床と画像：画像診断医
　　　福田健志（東京慈恵会科大学放射線医学）

司会　山口岳彦（獨協医科大学越谷病院病理診断科）
1）脂肪肉腫を究める-病理編
　　　山口岳彦（獨協医科大学越谷病院病理診断科）
2）脂肪肉腫を究める-画像
　　　植野映子（がん研有明病院画像診断部）
3）骨軟部腫瘍外科医から見た4つの脂肪肉腫亜型
　　　秋山　達（自治医科大学附属さいたま医療
　　　　　　　　センター総合医学2整形外科）

座長　杉本英治（自治医科大学放射線科）
1）関節疾患
　　　米永健徳（JR東京総合病院放射線科）
2）骨腫瘍
　　　植野映子（がん研有明病院画像診断部）

座長　廣瀬正典（昭和大学放射線科）
1）マンモグラフィ
　　　川島博子（金沢大学医薬保健研究域保健学系）
2）乳房超音波ガイドラインに基づくカテゴリー判定
　　および診断の方法
　　　坂　佳奈子（東京都予防医学協会がん検診・
　　　　　　　　　診断部）
共催／株式会社根本杏林堂

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）非外傷性疾患
　　　栗原泰之（聖路加国際病院放射線科）
2）胸部外傷の画像診断
　　　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター
　　　　　　　　画像診断科）

座長　後閑武彦（昭和大学放射線科）
1）腎腫瘍のUS-最新の超音波画像法から凍結療法まで
　　　宮崎将也（群馬大学医学部附属病院核医学科・
　　　　　　　　放射線部）
2）腎腫瘤のMRI
　　　竹山信之（昭和大学藤が丘病院放射線科）
3）婦人科疾患の画像診断と病理
　　　宗近次朗（昭和大学放射線科）
４）画像診断に役立つ卵巣腫瘍の肉眼像と組織像
　　　九島巳樹（昭和大学江東豊洲病院臨床病理診断科）

座長　吉満研吾
　　　（福岡大学放射線医学）
講師　上田和彦
　　　（がん研有明病院画像診断部）

共催 /PSP株式会社

座長　立石宇貴秀（東京医科歯科
　　　大学画像診断・核医学）
講師　三宅可奈江
　　　（洛和会音羽病院放射線科）

共催／株式会社島津製作所

座長　阿部　修
　　　（東京大学放射線医学）
1）おさえておきたい脳腫瘍
　　-臨床に役立つ読影-
講師　北島美香
　　　（熊本大学中央放射線部）
2）おさえておきたい脳血管障害と
　　関連疾患
講師　麦倉俊司
　　　（東北大学病院放射線診断科）

共催／富士製薬工業株式会社

座長　中塚誠之
　　　（慶應義塾大学放射線診断科）
講師　南　康範
　　　（近畿大学消化器内科）

共催／GEヘルスケア・ジャパン
　　　株式会社

座長　福田哲也（国立循環器病研究
　　　センター放射線部）
1）CTEPHの診断・治療におけるCTの役割
　　- Lung Subtraction Iodine Mappingを中心に-
講師　田村　全
　　　（慶應義塾大学放射線科学）
2）Vantage Titan 3Tを用いた新しいMRA
講師　大田英揮
　　　（東北大学病院放射線診断科）
共催／東芝メディカルシステムズ株式会社

司会　古田繁行 （聖マリアンナ医科大学横浜市
　　　　　　　　西部病院小児外科）
　　　宮坂実木子（国立成育医療研究センター
　　　　　　　　　放射線診療部）
1）外科医の立場から
　　　渕本康史（慶應義塾大学病院小児外科）
2）単純X線写真と超音波検査
　　　野澤久美子（神奈川県立こども医療センター射線科）
3）小児虫垂炎のCT
　　　藤川あつ子（聖マリアンナ医科大学放射線医学）

司会　猿田雅之（東京慈恵会科大学消化器肝臓内科）
　　　吉田篤史（大船中央病院光学診療部）
1）潰瘍性大腸炎に対する評価と治療-実臨床での現状
　　　大森鉄平（東京女子医科大学消化器内科）
2）潰瘍性大腸炎の病理診断
　　　濱谷茂治（東京慈恵会科大学葛飾医療センター
　　　　　　　　病院病理部）
3）画像
　　　福田大記（東京慈恵会医科大学放射線医学）

司会　各務　博（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）
　　　岡　輝明（関東中央病院病理科）
1）Nivolumabに関わる肺癌の病理学的問題点
　　　清水禎彦（埼玉県立循環器呼吸器病センター
　　　　　　　　病理診断科）
2）免疫チェックポイント阻害剤”Nivolumab”を用
　　いた肺癌治療：画像診断の立場から
　　　梁川雅弘（大阪大学放射線医学）
3）ニボルマブによる薬剤性肺障害の臨床像
　　　山口　央（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）

司会　白神伸之（東邦大学医療センター大森病院
　　　　　　　　放射線科）
1）小腸のリンパ腫、特にT/NK細胞リンパ腫について
　　　中村直哉（東海大学病理診断学）
2）終末回腸病変の画像診断
　　　市川珠紀（東海大学画像診断学）
3）小腸疾患における内視鏡検査の現況
　　　鈴木孝良（東海大学付属東京病院消化器内科）

司会　福永興壱（慶應義塾大学呼吸器内科）
　　　杉浦弘明（慶應義塾大学放射線診断科）
1）重症肺炎における病理組織学的検討
　　　林　雄一郎（慶應義塾大学病院病理診断部）
2）重症肺炎のCT
　　　岡田文人（大分大学医学部附属病院放射線科）
3）重症肺炎の臨床
　　　石井　誠（慶應義塾大学呼吸器内科）

田中　修
（自治医科大学附属さいたま医療センター
  放射線科）

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）

司会　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター
　　　　　　　　画像診断科）
　　　仲村秀俊（埼玉医科大学呼吸器内科）
1）臨床
　　　嶺崎祥平（埼玉医科大学呼吸器内科）
2）画像
　　　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）
3）病理 -肺真菌症を中心に
　　　蛇澤　晶（国立病院機構東京病院臨床検査
　　　　　　　　センター）
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