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■総合診療セミナー6 
（生涯教育・研修医セミナー）
消化器：超音波診断　

■総合診療セミナー7　骨軟部
（生涯教育・研修医セミナー）

■総合診療セミナー8　循環器
（生涯教育・研修医セミナー）

■総合診療セミナー9　中枢神経
（生涯教育・研修医セミナー）

■シンポジウム23　消化器
急性虫垂炎

■シンポジウム24　消化器
腫瘤形成性膵炎

■シンポジウム17、18  呼吸器
間質性肺炎のCRPT症例検討会

■シンポジウム20　呼吸器
セッション2：症例から学ぶ
クライオバイオプシーによる間質性肺炎の診断

■ランチョンセミナー 6
特発性肺線維症診断を巡る
新たな展開：画像を中心に

■シンポジウム21　頭頸部・口腔
副鼻腔炎を極める：画像診断、治療、病理

■ランチョンセミナー 7
腫瘍病理診断学の現状と
将来展望

■シンポジウム25　中枢神経
脳脊髄液

■シンポジウム28　小児
小児脳腫瘍 up-to-date

■ランチョンセミナー 8

■シンポジウム29　循環器
慢性心筋炎・拡張型心筋症（Inflammatory dilated 
cardiomyopathyを含む）の臨床・画像・病理

■シンポジウム32　骨軟部
軟骨肉腫の診断と治療

■ランチョンセミナー 9
SIGNA Architect 3.0Tによる
全身高分解能イメージング-新しい
高速化撮像技術が臨床診断にもた
らすインパクト-

■ランチョンセミナー 10
医療情報の統合及び利活用
を目指すVNA

■シンポジウム22　消化器
肝結節に肉眼から迫る

■シンポジウム26　中枢神経
脳梗塞 revisited
　

■シンポジウム30　循環器
積極的治療介入が必要な冠動脈プラーク像とは？

■シンポジウム19　呼吸器
セッション1：皮膚筋炎合併の間質性肺炎

■シンポジウム27　中枢神経
脳卒中、アミロイド血管症・関連疾患を
中心に

■シンポジウム31　骨軟部
軟部腫瘍に肉眼から迫る

17：45～17：55　閉会式

■画像診断ドクターR
白神伸之（東邦大学医療センター大森病院
　　　　　放射線科）

司会・
統括

司会　寺田一志（東邦大学佐倉病院放射線科）
1）特発性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）
2）低髄液圧症・脳脊髄液漏出症の画像診断
　　　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
　　　　　　　　放射線医学研究部）
1）脳梗塞治療の最先端2018 
　　　長尾毅彦（日本医科大学多摩永山病院脳神経内科）
2）画像：脳梗塞の病型から見た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研究部）
3）代表的な動脈病変と脳梗塞の発生機序
　　　宮田　元（秋田県立脳血管研究センター脳神経病理研究部）

司会　岡本浩一郎（新潟大学脳研究所脳神経外科）
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学）
1）脳アミロイドアンギオパチーの臨床的多様性
　　　五十嵐修一（新潟市民病院脳神経内科 /脳卒中科）
2）Cerebral amyloid angiopathy の画像診断
　　　戸村則昭（総合南東北病院神経放射線診断科）
3）アミロイド血管症・血管炎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　堤　義之（国立成育医療研究センター放射線診療部）
　　　師田信人（東京都立小児総合医療センター脳神経外科）
1）WHO 2016年分類における小児脳腫瘍の病理
　　　平戸純子（群馬大学医学部附属病院病理部・ 
　　　　　　　　病理診断科）
2）小児脳腫瘍の多職種診療
　　　寺島慶太（国立成育医療研究センター
　　　　　　　　小児がんセンター脳神経腫瘍科）
3）小児脳腫瘍の画像診断 -WHO2016改訂を中心に-
　　　石井仁也（関東労災病院放射線診断科）

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）
　　　今中恭子（三重大学修復再生病理学）
1）Inflammatory dilated cardiomyopathy の概念：
　　臨床の視点から
　　　菅野康夫（国立循環器病研究センター心臓血管内科）
2）心筋症線維化の推移：遅延造影MRIによる定量評価
　　　長尾充展（東京女子医科大学画像診断学・核医学科）
3）慢性炎症の病理　
　　　今中恭子（三重大学修復再生病理学）

司会　原　久男（国立国際医療研究センター循環器内科）
　　　小山靖史（桜橋渡辺病院循環器科・放射線科）
1）脂質低下療法による冠動脈プラークの安定化と退縮
     効果について-血管内イメージングからの検討-
　　　髙山忠輝（日本大学循環器内科学）
2）積極的治療介入が必要な冠動脈プラーク像とは？
　　　小山靖史（桜橋渡辺病院循環器科・放射線科）
3）ACS症例におけるPCI 時のフィルトラップあるいは吸引
　　にて採取された組織の病理組織学的解析からみた立場
　　　由谷親夫（尼崎中央病院病理診断科 /大阪暁明館病院）

司会　山口岳彦（獨協医科大学埼玉医療センター
　　　　　　　　病理診断科）
　　　福田国彦（東京慈恵会医科大学国際交流センター）
1）肉眼像から組織像を推測することの重要性
　　　加藤生真（横浜市立大学分子病理学）
2）軟部腫瘍の画像診断
　　　常陸　真（東北大学病院放射線診断科）
3）軟部肉腫に対する手術と新しい薬物療法
　　　鳥越知明（埼玉医科大学国際医療センター
　　　　　　　　骨軟部組織腫瘍科・整形外科）

司会　土屋弘行（金沢大学整形外科学）
　　　大塚隆信（名古屋市立大学整形外科学）
1）軟骨肉腫の病理診断
　　　山口岳彦（獨協医科大学埼玉医療センター
　　　　　　　　病理診断科）
2）軟骨肉腫の画像診断
　　　三宅基隆（国立がん研究センター中央病院
　　　　　　　　放射線診断科）
3）軟骨肉腫治療における問題点
　　　山本憲男（金沢大学先進運動器医療創成）

座長　住野泰清（JCHO東京蒲田医療センター消化器内科）
1）消化管の超音波検査（急性腹症）
　　　丸山憲一（東邦大学医療センター大森病院
　　　　　　　　臨床生理機能検査部）
2）びまん性肝疾患の超音波診断
　　　和久井紀貴（東邦大学医療センター大森病院
　　　　　　　　　消化器内科）
3）主訴から進める膵超音波検査
　　　関口隆三（東邦大学医療センター大橋病院放射線科）

座長　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）
1）手関節の画像診断
　　　神島　保（北海道大学保健科学研究院）
2）脊椎の画像診断：日常診療での読影のポイント
　　　稲岡　努（東邦大学佐倉病院放射線科）

座長　諸井雅男（東邦大学医療センター大橋病院
　　　　　　　　循環器内科）
1）胸部単純X線写真から読み解く心・大血管疾患
　　　山科　章（東京医科大学医学教育推進
　　　　　　　　センター）
2）これだけは知っておきたい心エコー図検査の
　　エッセンス
　　　大門雅夫（東京大学医学部附属病院検査部・
　　　　　　　　循環器内科）

座長　平井俊範（宮崎大学放射線医学）
1）虚血性脳血管障害の画像診断
　　　東　美菜子（宮崎大学放射線科）
2）出血性脳血管障害-治療を支える画像診断-
　　　田上秀一（久留米大学放射線医学）
3）脳の加齢性変化と認知症の画像診断
　　　與儀　彰（琉球大学医学部附属病院放射線科）

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　井上義一（国立病院機構近畿
　　　中央胸部疾患センター臨床研究
　　　センター）

共催 /日本ベーリンガーインゲルハ
　　　イム株式会社

座長　岡田真広（日本大学放射線
　　　医学系）
講師　三上芳喜（熊本大学医学部
　　　附属病院病理診断科）

共催 /株式会社島津製作所

座長　北垣　一（島根大学放射線
　　　医学）
1）脳腫瘍のConventional 
　　Imaging
講師　森　墾（東京大学放射線医学）
2）脳腫瘍のAdvanced MR
　　 Imaging
講師　土屋一洋（埼玉医科大学総合医
　　　 療センター画像診断科・核医学科）

共催 /富士製薬工業株式会社

座長　新本　弘（防衛医科大学放
　　　射線医学）
講師　小林泰之（聖マリアンナ医科
　　　大学先端生体画像情報研究）

共催 / GEヘルスケア・ジャパン
　　　株式会社

座長　原田雅史（徳島大学放射線
　　　医学）
講師　三原直樹（国立がん研究セン
　　　ター情報統括センター）

共催 /キヤノンメディカルシステムズ
　　　株式会社

司会　古川　顕（首都大学東京人間健康科学研究科）
　　　金﨑周造（康生会武田病院放射線科）
1）急性虫垂炎の臨床-診断と治療の最近の話題-
　　　塩見尚礼（長浜赤十字病院外科）
2）急性虫垂炎の画像診断のストラテジー
　　　井上明星（東近江総合医療センター放射線科）
3）急性虫垂炎の病理と特殊な虫垂炎
　　　岸本光夫（京都府立医科大学人体病理学）

司会　露口利夫（千葉大学消化器内科学）
　　　蒲田敏文（金沢大学放射線科学）
1）膵の非腫瘍性腫瘤の病理　
　　　岸本　充（千葉大学病態病理学）
2）腫瘤形成性膵炎に対する内視鏡診断
　　　三方林太郎（千葉大学医学部附属病院消化器内科）
3）腫瘤形成性膵炎の画像診断
　　　堀越琢郎（千葉大学医学部附属病院放射線科）

司会　原田憲一（金沢大学人体病理学）
　　　近藤福雄（帝京大学医学部附属病院病理診断科）
1）肝結節性病変における各種画像診断
　　　斎藤　聡（虎の門病院肝臓センター）
2）限局性結節性過形成（FNH）と肝細胞腺腫
　 （HCA) の画像診断と病理診断
　　　斉藤光次（帝京大学医学部附属病院病理診断科）
3）原発性肝悪性腫瘍の肉眼像・組織像
　　　草野弘宣（久留米大学病理学）

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）鼻副鼻腔炎の画像診断
　　　尾尻博也（東京慈恵会医科大学放射線医学）
2）副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻内副鼻腔手術
　　-術前画像所見と術中所見の比較-
　　　飯村慈朗（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）
3）上顎洞炎を中心とした副鼻腔炎の病理
　　　岡田康男（日本歯科大学新潟生命歯学部病理学）

司会　早稲田優子（福井大学呼吸器内科）
　　　澄川裕充（大阪国際がんセンター放射線科）
1）皮膚筋炎に合併する間質性肺炎の臨床的特徴
　　　佐藤慎二（東海大学リウマチ内科学）
2）皮膚筋炎関連間質性肺炎の画像診断
　　　江頭玲子（佐賀大学放射線科）
3）皮膚筋炎合併間質性肺炎の病理像
　　　田中伴典（近畿大学病理学）

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）
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）
1）びまん性肺疾患に対するクライオバイオプシーの現状と問題点
　　　馬場智尚・丹羽　崇
　　　（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）
2）クライオバイオプシーによる間質性肺炎の診断
　-放射線科医が注意すべきこと-
　　　岩澤多恵（神奈川県立循環器呼吸器病センター放射線科）
3）クライオ生検を用いたびまん性肺疾患の病理診断の実際
　　　奥寺康司（横浜市立大学病態病理学）

司会　上甲　剛（近畿中央病院放射線診断科）
　　　寺﨑泰弘（日本医科大学解析人体病理学）
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）気管支肺動脈束と肺静脈・境界膜系の関係-画像診断への応用-
　　　伊藤春海（福井大学高エネルギー医学研究センター）
3）小葉・細葉構造からみた慢性線維化性間質性肺炎の病変分布　
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）


