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■シンポジウム1　呼吸器
COPDと間質性肺炎に合併する
肺癌の特徴

■ランチョンセミナー １
CT/MR画像診断up to date

■シンポジウム4　産婦人科
子宮内膜症を基盤に発生する腫瘍および
腫瘍様病変

■レントゲンカンファレンス１

■ランチョンセミナー 2
臨床に役立つ乳房MRI

■シンポジウム9　中枢神経
ミクロの脳病理を捉えるMR画像解析
-画像医学の新たなアプローチ

■シンポジウム12　中枢神経
抗MOG抗体陽性の疾患群

■ランチョンセミナー 3
ガドリニウム造影剤の安全
性と脳内蓄積問題

■シンポジウム13　消化管
クローン病の炎症評価と治療選択

■シンポジウム16　泌尿器
腎腫瘍に肉眼から迫る-腎腫瘍部分切除
時代に求められる画像診断-

■シンポジウム15　泌尿器
ここが変わった前立腺癌の病理、診断、治療

■総合診療セミナー5　泌尿・生殖器
（生涯教育・研修医セミナー）　
泌尿器科・産婦人科領域の画像検査：依頼医
に伝えたいこと、若手読影医に促したいこと

（懇親会会場準備）

■ランチョンセミナー 4
画像診断医-臨床医-病理診断医の
連携を支える新たな技術の可能性

■総合診療セミナー1
（生涯教育・研修医セミナー）　
 X線読影：呼吸器

■ e-poster　

■総合診療セミナー4　消化器
（生涯教育・研修医セミナー）　
肝細胞癌の臨床を考える-ガイドライン
から見た現状と臨床現場のポイント-

■ランチョンセミナー 5
新たな診断基準を踏まえた
特発性肺線維症の画像診断

■レントゲンカンファレンス２

■シンポジウム5　産婦人科
臨床医に求められる婦人科悪性腫瘍の
画像診断

■シンポジウム10　中枢神経
新生児・小児脳血管病変治療の最前線

■シンポジウム14　消化管
食道胃接合部癌に対する最近の話題

■総合診療セミナー2
（生涯教育・研修医セミナー）　
 X線読影：腹部・脊椎

■シンポジウム3　呼吸器
新ガイドラインから考える成人肺炎の
臨床・画像・病理

■シンポジウム2　呼吸器
アレルギー性気管支肺真菌症

■シンポジウム11　中枢神経
パーキンソニズムを伴う認知症疾患

■総合診療セミナー3
（生涯教育・研修医セミナー）　
 X線読影：救急

8：50～9：00　開会式

■シンポジウム6　産婦人科
卵巣腫瘍に肉眼から迫る

■シンポジウム7　産婦人科
胎盤の疾患を知ろう！

■シンポジウム8　乳腺
乳腺画像：臨床、画像、病理に望むこと

17：45

19：15

～

司会　興梠征典（産業医科大学放射線科）
　　　阿部　修（東京大学放射線医学）
1）MRIによる脳微細構造の解析
　　　渡邉啓太（産業医科大学若松病院放射線科）
2）うつ病の病態研究における脳画像解析の応用
　　　掛田伸吾（産業医科大学放射線科）
3）認知症における画像統計解析の動向
　　　北島美香（熊本大学医学部附属病院中央
　　　　　　　　放射線部）

司会　小川敏英（鳥取大学画像診断治療学）
　　　北村　伸（日本医科大学武蔵小杉病院認知症センター）
1）パーキンソニズムを伴う認知症疾患の多様性
　　　三品雅洋（日本医科大学脳病態画像解析学）
2）パーキンソン症候群を呈する病態について読影
　  すべき画像所見とその限界
　　　水村　直（東邦大学医療センター大森病院放射線科）
3）新しいパーキンソニズムを伴う前頭側頭葉変性症
     「Globular glial tauopathy」の病理
　　　高橋　均（新潟大学脳研究所病理学）

司会　林　雅晴（淑徳大学看護栄養学部看護学科）
　　　森　　墾（東京大学放射線医学）
1）MOG抗体関連疾患の病理学的特徴
　　　三須建郎（東北大学多発性硬化症治療学 /神経内科）
2）小児の抗MOG抗体関連脱髄性疾患
　　　佐久間　啓（東京都医学総合研究所
　　　　　　　　　脳発達・神経再生研究分野）
3）抗MOG抗体関連疾患の画像診断
　　　明石敏昭（東北大学病院放射線診断科）

Evaluation of peritonsillar abscess using 
reconstructed enhanced CT images
: Difference in characteristics of upper 
portion type and lower portion type
司会　清川貴子（東京慈恵会医科大学病理学）
講師　大原有紗（杏林大学放射線医学）

司会　飯塚有応（千葉西総合病院脳脊髄血管内
　　　　　　　　治療センター神経放射線科）
1）小児脳血管奇形に対する画像診断
　　　堤　義之（国立成育医療研究センター放射線診療部）
2）小児脳血管病変に対する血管内治療
　　　飯塚有応（千葉西総合病院脳脊髄血管内
　　　　　　　　治療センター神経放射線科）
3）小児脳血管障害の外科治療
　　　師田信人（東京都立小児総合医療センター
　　　　　　　　脳神経外科）

司会　猿田雅之（東京慈恵会医科大学消化器・肝臓
　　　　　　　　内科）
1）クローン病の炎症評価と治療選択-実臨床から-
　　　伊藤亜由美（東京女子医科大学消化器内科）
2）Crohn病の画像診断
　　　大木一剛（東京慈恵会科大学放射線医学）
3）クローン病の病理診断
　　　濱谷茂治（東京慈恵会医科大学病理学）

司会　三森教雄（東京慈恵会医科大学上部消化管
　　　　　　　　外科）
1）食道胃接合部癌に対する治療と画像の役割
　　　瀬戸泰之（東京大学消化管外科）
2）食道胃接合部の病理
　　　池上雅博（東京慈恵会医科大学病理学）

座長　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
1）苦手のまま！ 胸部X線における肺門部の異常影
     の読影
　　　楠本昌彦（国立がん研究センター東病院
　　　　　　　　放射線診断科）
2）苦手払拭！ 小児の胸部X線写真入門
　　　谷　千尋（広島大学放射線診断学）

座長　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線科学（診断））
1）押えておきたい腹部X線写真でわかること
　　　後閑武彦（昭和大学放射線医学）
2）脊椎脊髄疾患における脊髄造影の役目　　　
　　　渡辺航太（慶應義塾大学整形外科）

座長　船曵知弘（済生会横浜市東部病院救急科）
1）目からウロコ？ICUにおけるポータブル胸部単純X線写真の基本
　　　松本純一（聖マリアンナ医科大学救急医学救急放射線部門）
2）単純X線におけるイブツの診かた（チューブ類から異物まで）
　　　舩越　拓（東京ベイ・浦安市川医療センター
　　　　　　　　救急集中治療科・IVR科）
3）救急外来で見落としやすい骨折の画像診断-小児から高齢者まで-
　　　宇田川和彦（慶應義塾大学救急医学）

司会　都築豊徳（愛知医科大学病院病理診断科）
　　　高橋　哲（愛仁会高槻病院イメージングリサー
　　　　　　　　チセンター）
1）放射線科
　　　丸上永晃（奈良県立医科大学総合画像診断センター）
2）泌尿器科
　　　木村　剛（日本医科大学泌尿器科）
3）病理
　　　都築豊徳（愛知医科大学病院病理診断科）

司会　大家基嗣（慶應義塾大学泌尿器科学）
　　　三上修治（慶應義塾大学病院病理診断科）
1）MRIによる前立腺癌診断の現状
　　　成田啓一（慶應義塾大学放射線科学（診断））
2）前立腺癌の局在と術後の予後との関係
　　　松本一宏（慶應義塾大学泌尿器科学）
３）前立腺癌の新しいグレードグループ分類と最近の動向：
       New grading system for prostate cancer and beyond
　　　鷹橋浩幸（東京慈恵会医科大学附属病院
　　　　　　　　病院病理部）

座長　桑鶴良平（順天堂大学放射線診断学）
1）肝細胞癌の疫学、臨床、治療
　　　大久保裕直（順天堂大学練馬病院消化器内科）
2）肝細胞癌の画像診断
　　　祖父江慶太郎（神戸大学医学部附属病院
　　　　　　　　　放射線科・血管内治療センター）

座長　楫　　靖（獨協医科大学放射線医学）
1）腹部画像検査で適切に情報を抽出するために
　  -婦人科産科領域-
　　　田村綾子（東京北医療センター放射線診断科）
2）適切な検査選択から正しい画像診断へ-腎泌尿器領域-
　　　秋田大宇（慶應義塾大学放射線科学（診断））
3）泌尿器・男性生殖器領域の画像検査の使い分け方とオーダーのコツ
　　　竹内　充（ラジオロネット東海）

司会　仲村秀俊（埼玉医科大学呼吸器内科）
　　　岡　輝明（関東中央病院病理科）
1）COPD・間質性肺炎に合併する肺癌の臨床
　　　中鉢正太郎（慶應義塾大学呼吸器内科）
2）COPD・間質性肺炎に合併する肺癌の画像所見
　　　杉浦弘明（慶應義塾大学放射線科学（診断））
3）肺線維症およびCOPD併存肺癌の病理
　　　岡　輝明（関東中央病院病理科）

司会　金澤　實（熊谷総合病院呼吸器内科）
　　　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
1）治療しない選択肢を提案した肺炎診療新ガイドライン
      - 画像所見と病原体、病態との関連を超えて-
　　　寺本信嗣（和光駅前クリニック）
2）成人肺炎のCT診断
      - 肺水腫など他疾患との鑑別を含めて-
　　　岡田文人（大分大学医学部附属病院放射線科）
3）成人肺炎診療ガイドラインで取り扱われる“肺炎”
  　の病理-総論的な観点から-
　　　林　雄一郎（慶應義塾大学病院病理診断科）

座長　丸山雄一郎（浅間南麓こもろ
　　　医療センター放射線科）
1）一般撮影と同等レベルの被ばく線量
　　で行う低線量肺スクリーニングCT
講師　岡田宗正（山口大学医学部附
　　　属病院放射線部）
2）小児体幹部MRI：
　　画質向上に向けて
講師　野澤久美子（神奈川県立こど
　　　も医療センター放射線科）

共催 /シーメンスヘルスケア株式会社

座長　印牧義英（聖マリアンナ医科
　　　大学附属研究所ブレスト＆
　　　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）
講師　久保田一徳（東京医科歯科
　　　大学医学部附属病院医療情
　　　報部）

共催 /バイエル薬品株式会社

松木　充（近畿大学放射線診断学）
岩谷健二郎（大津赤十字病院放射線科）

井上恵太（大津赤十字病院放射線科）
井上明星（東近江総合医療センター放射線科）
中井浩嗣（京都大学医学部附属病院放射線診断科）
岡　祥次郎（兵庫県立尼崎総合医療センター放射線診断科）
山内哲司（奈良県立医科大学総合画像診断センター）

橋詰典弘（昭和大学横浜市北部病院放射線科）
渡口真史（琉球大学医学部附属病院放射線科）
中井雄大（東京大学医学部附属病院放射線科）
大山　潤（東京医科歯科大学放射線診断科）
豊辻智則（京都府立医科大学放射線科）

共催 /コニカミノルタジャパン株式会社

藤本　肇（沼津市立病院放射線科）
小山　貴（倉敷中央病院放射線診断科）

遠藤正浩（静岡県立静岡がんセンター画像診断科）
市川新太郎（山梨大学放射線医学）
小山雅司（岡崎市民病院総合診療科）
里上直衛（京都市立病院放射線診断科）
森畠裕策（倉敷中央病院放射線診断科）

塚部明大（大阪国際がんセンター放射線診断・IVR科）
福山直紀（愛媛県立中央病院放射線科）
田川　弘（市立岸和田市民病院放射線科）
服部真也（千葉大学医学部附属病院放射線科）
宮沢　亮（聖路加国際病院放射線科）

共催 /コニカミノルタジャパン株式会社

座長　対馬義人（群馬大学放射線
　　　診断核医学）
講師　神田知紀（神戸大学放射線
　　　科）

共催 /エーザイ株式会社

座長　中島康雄（聖マリアンナ医科
　　　大学病院放射線医学）
1）MRI-US elastic fusion ガイド
　　下前立腺生検の有用性-画像診断
　　医と泌尿器科医のあらたな fusion-
講師　松岡　陽（東京医科歯科大学
　　　医学部附属病院腎泌尿器外科）
2）Digital Pathology 現状と今後の展望
講師　福岡順也（長崎大学生命医科
　　　学講座病理学）
共催 /株式会社フィリップス・ジャパン

座長　村山貞之（琉球大学放射線
　　　診断治療学）
講師　岩澤多恵（神奈川県立循環
　　　器呼吸器病センター放射線科）

共催 /富士フイルムメディカル株式
　　　会社

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

司会　高濱潤子（奈良県立医科大学放射線科）
基調講演
婦人科悪性腫瘍の取り扱い規約と画像診断の位置付け
　　　高濱潤子（奈良県立医科大学放射線科）
1）子宮悪性腫瘍
　　　麻谷美奈（新潟県立がんセンター新潟病院
　　　　　　　　放射線科）
2）卵巣悪性腫瘍における画像診断の位置づけ
　　　中井　豪（大阪医科大学放射線医学）

司会　浅野浩一郎（東海大学呼吸器内科学）
　　　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター
　　　　　　　　画像診断科）
1）アレルギー性気管支肺真菌症（ABPM）の臨床
　　-全国調査の結果を踏まえて-
　　　小熊　剛（東海大学呼吸器内科学）
2）アレルギー性気管支肺真菌症（ABPM）の画像所見
　　　髙田直美（埼玉県立循環器呼吸器病センター放射線科）
3）病理形態から見たアレルギー性気管支肺真菌症
　  （ABPM）
　　　蛇澤　晶（国立病院機構東京病院臨床検査センター）

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

司会　木戸　晶（京都大学画像診断学）
　　　南口早智子（京都大学医学部附属病院病理診断科）
1）臨床編
　　　千草義継（京都大学医学部附属病院産科婦人科）
2）病理編
　　　南口早智子（京都大学医学部附属病院病理診断科）
3）画像編
　　　木戸　晶（京都大学画像診断学）

司会　五味直哉（がん研究会有明病院画像診断部）
　　　荻谷朗子（がん研究会有明病院乳腺センター外科）
1）より精度の高い診断と治療を目指して
   -病理医の立場から画像診断医、臨床医に望むこと-
　　　堀井理絵（がん研究会有明病院病理部）
2）より精度の高い診断と治療を目指して
   -画像診断医の立場から病理医、臨床医に望むこと-
　　　國分優美（がん研究会有明病院画像診断部）
3）より精度の高い診断と治療を目指して
   -臨床医の立場から画像診断医、病理医に望むこと-
　　　米倉利香（がん研究会有明病院乳腺センター外科）

司会・
統括

司会・
統括

出
　
題

解
　
答

出
　
題

解
　
答


