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■総合診療セミナー1
（生涯教育・研修医セミナー）　呼吸器
基礎から学ぶ胸部撮影の読影

■ランチョンセミナー １
画像診断と病理診断から見た骨転移

■シンポジウム3　骨軟部（運動器）
鞘帯骨化・石灰化症

■西岡賞
16：20～16：40

■評議員会
16：40～17：10

懇親会準備

■ランチョンセミナー 2
診療現場で役立つ画像情報
up to date

■シンポジウム6　中枢神経
人工知能時代の画像処理技術、
ココが知りたい！

■シンポジウム9　小児
小児がんへの挑戦

■ランチョンセミナー 3
頭部のCT診断の最近の進歩

■シンポジウム10　乳腺 
Cancer Board of the Breast 症例
検討に必要なこと

■シンポジウム12　婦人科・産科
妊娠中の婦人科腫瘍の取り扱い
̶画像診断が与えるインパクト̶

■スポンサードセッション２
臨床医に求められる婦人科悪性腫瘍の
画像診断

■ランチョンセミナー 4
造影剤の安全使用：最近の
進歩と使用指針の変更

■シンポジウム13　呼吸器
COPDの息切れの原因となる気腫病変
の成因と画像診断

■ e-poster　

■ランチョンセミナー 5
呼吸器疾患の画像診断
̶単純写真の読影ポイント
と最近の話題

■シンポジウム4　骨軟部（運動器）
骨軟部腫瘍に対する切除縁評価と
化学療法効果判定

■シンポジウム7　中枢神経
今更聞けないMRI の基礎知識（特に神経領域）

■シンポジウム11　小児
リンパ管腫症およびゴーハム病の臨床、
病理、画像診断

■シンポジウム14　呼吸器
好酸球性肺疾患（EGPAを中心に）

■総合診療セミナー3
（生涯教育・研修医セミナー）　
腹部

■総合診療セミナー2
（生涯教育・研修医セミナー）　
循環器

■シンポジウム8　中枢神経
脳卒中の診断から治療まで

■シンポジウム15　呼吸器
Ⅲ期肺癌における診断・治療の進歩とピットホール

8：50～9：00　開会式

■シンポジウム5　骨軟部（運動器）
多発軟部腫瘍

■スポンサードセッション１
腹部領域での画像診断
～おさえておくべきポイント～

■シンポジウム1,2　AI
人工知能による次世代医療

■レントゲンカンファレンス１ ■レントゲンカンファレンス２

司会　木村浩彦（福井大学放射線医学）
　　　北島美香（熊本大学医学部附属病院中央放射線部）
1）Radiomics
　　　酒井晃二（京都府立医科大学放射線診断治療学）
2）Texture Ａnalysis
　　　中山良平（立命館大学電子情報工学科）
3）CAD
　　　木戸尚治（山口大学創成科学研究科）

司会　石井一成（近畿大学放射線診断学部門）　
　　　山田　惠（京都府立医科大学放射線診断治療学）
1）MR灌流画像の最新解析技術
　　　工藤與亮（北海道大学病院放射線診断科）
2）非造影Dual-energy CTによる"One-stop
　　 Diagnosis"
　　　野口　京（富山大学放射線診断・治療学）
3）血栓除去術について
　　　井手里美（大分大学医学部付属病院放射線科）

司会　石藏礼一（兵庫医科大学放射線科）
　　　宮嵜　治（国立成育医療研究センター放射線診療部）
1）小児脳腫瘍の病理学的特徴
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学分野）
2）小児がんへの陽子線治療
　　　櫻井英幸（筑波大学医学医療系放射線腫瘍学
　　　　　　　　/陽子線医学利用研究センター）
3）小児がんの画像診断̶神経芽腫を中心に̶
　　　西村元喜（京都府立医科大学放射線診断治療学）

司会　興梠征典（産業医科大学放射線科学）
　　　酒井晃二（京都府立医科大学放射線診断治療学）
1）シーケンスの基礎
　　　北　美保（府中病院MRIセンター）
2）撮像時間を短縮するには
　　　阿部香代子（東京女子医科大学画像診断・核
　　　　　　　　　医学科）
3）最新のMRIシーケンスと臨床応用
　　　掛田伸吾（産業医科大学放射線科学）

司会　五味直哉（がん研究会有明病院画像診断部）
　　　菊池真理（がん研究会有明病院画像診断部）
1）乳癌の広がり診断と切除範囲
　　　米倉利香（がん研究会有明病院乳腺センター外科）
2）乳腺画像診断：マルチモダリティから言える事
　　　菊池真理（がん研究会有明病院画像診断部）
3）2nd look USとインターベンション
　　　國分優美（がん研究会有明病院超音波検査部）
4）乳癌取り扱い規約  乳腺腫瘍の組織学的分類の改訂点
　　　堀井理絵（がん研究会有明病院病理部）

司会　藤野明浩（国立成育医療研究センター臓器・
　　　　　　　　運動器病態外科部外科）
　　　野坂俊介（国立成育医療研究センター放射線診療部）
1）リンパ管腫症・ゴーハム病の疾患概念・治療法
　　　小関道夫（岐阜大学医学部附属病院小児科）
2）リンパ管腫症・ゴーハム病における外科的治療
　　　藤野明浩（国立成育医療研究センター臓器・
　　　　　　　　運動器病態外科部外科）
3）小児リンパ管異常症の病理診断
　　　松岡健太郎（獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科）
4）リンパ管腫症およびゴーハム病の画像診断
　　　野坂俊介（国立成育医療研究センター放射線診療部）

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）気腫は気道の虚脱を招き、動的過膨張を悪化さ
　　せ労作時呼吸困難の主因となる
　　　室　繁郎（奈良県立医科大学呼吸器内科）
2）CTによる換気画像による換気機能の診断
　　　本田憲業（埼玉石心会病院放射線科）
3）COPD（特に肺気腫）の形態学的変容は「息切れ」
　　を説明できるか？
　　　岡　輝明（関東中央病院病理科）

司会　藪内英剛（九州大学保健学部門）
　　　中込一之（埼玉医科大学呼吸器内科）
1）好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA、
　　旧Churg-Strauss）、臨床的側面から
　　　谷口正実（国立病院機構相模原病院臨床研究
　　　　　　　　センター）
2）EGPAの画像診断
　　　栗原泰之（聖路加国際病院放射線科）
3）好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の病理形態
　　　蛇澤　晶（国立病院機構東京病院病理診断科）

司会　猶木克彦（北里大学呼吸器内科学）
　　　杉浦弘明（慶應義塾大学放射線科学（診断））
1）切除不能局所進行非小細胞肺がん患者における
　　治療の現状と進歩
　　　福井朋也（北里大学呼吸器内科学）
2） Ⅲ期肺癌における診断・治療の進歩とピットホール
　　　楠本昌彦（国立がん研究センター中央病院放射線診断科）
3）超音波気管支鏡による縦隔リンパ節転移診断
　　̶ 画像診断支援と最適な検体採取
　　　中島崇裕（千葉大学呼吸器病態外科学）
4）プレシジョンメディシン時代の病理医の役割
　　̶肺癌の病理診断とバイオマーカー検査
　　　元井紀子（国立がん研究センター中央病院病理・臨床検査科）

司会　髙濱潤子（奈良県立医科大学放射線医学 /
　　　　　　　　中央放射線部）
1）妊娠中の婦人科腫瘍取り扱いについて、臨床医の立場から
　　　川口龍二（奈良県立医科大学産婦人科学）
2）婦人科臓器における妊娠中の病理組織学的変化
　　　内山智子（奈良県立医科大学病理診断学）
3）妊娠中の婦人科腫瘍の画像診断
　　　髙濱潤子（奈良県立医科大学放射線医学 /
　　　　　　　　中央放射線部）

司会　木戸　晶（京都大学医学部附属病院放射線診断科）
1）婦人科悪性腫瘍の取り扱い規約と画像診断
　　　木戸　晶（京都大学医学部附属病院放射線診断科）
2）子宮悪性腫瘍
　　　森澤信子（京都市立病院放射線診断科）
3）卵巣・卵管腫瘍の術前画像診断
　　　北井里実（東京慈恵会医科大学放射線医学）

共催 /富士製薬工業株式会社

座長　髙橋雅士（友仁山崎病院）
1）胸部単純写真の読影の基本
　　　松下彰一郎（聖マリアンナ医科大学放射線医学）
2）胸部X線による肺癌の診断
　　　楠本昌彦（国立がん研究センター中央病院放
　　　　　　　　射線診断科）

座長　森　秀明（杏林大学第三内科）
　　　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線科学（診断））
1）造影エコー
　　　小川眞広（日本大学病院消化器内科 /超音波検査室）
2）救急腹部疾患に対する腹部超音波の役割は アン
　　ケート調査と症例提示
　　　太田智行（東京慈恵会医科大学放射線医学）

座長　植松孝悦（静岡県立静岡がんセン
　　　ター乳腺画像診断科/生理検査科）
1）乳がん骨転移に対する躯幹部拡散
　　強調画像での臨床的有用性について
講師　印牧義英（聖マリアンナ医科大学
　　　ブレスト＆イメージング先端医療セ
　　　ンター付属クリニック放射線科）
2）癌骨転移の病理像
講師　前田一郎（聖マリアンナ医科大学病理学）
共催 /株式会社フィリップス・ジャパン

座長　岡田真広（日本大学放射線医学）
1）非アルコール性脂肪疾患NAFLD/
     NASHの診療における画像診断の
     有用性
　　　中島  淳（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）
2）放射線治療分野におけるDual 
     Energy CTを用いた肺定位照射
     の予後予測
　　　青木昌彦（弘前大学放射線科学）
共催 /GEヘルスケア・ジャパン株式会社

座長　大場　洋（帝京大学放射線科）
講師　土屋一洋（埼玉医科大学総合
　　　医療センター放射線科）

共催 /バイエル薬品株式会社

座長　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
講師　対馬義人（群馬大学放射線診
　　　　　　　　断核医学）

共催 /エーザイ株式会社

座長　楠本昌彦（国立がん研究センター
　　　中央病院放射線診断科）
講師　黒﨑敦子（結核予防会複十字病
　　　院放射線診断科）

共催 /富士フイルムメディカル株式会社
　　
　

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（学校法人慈恵大学）
1）靭帯・腱の骨化の画像
　　　福田国彦（学校法人慈恵大学）
2）靭帯骨化・石灰化の病理
　　　山口岳彦（獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科）
3）生じる靭帯骨化症の画像パターンと靭帯骨化症患者の臨
　　床像̶全国多施設大規模後向き・前向き2つの研究より
　　　平井高志（東京医科歯科大学整形外科）

司会　蛭田啓之（東邦大学医療センター佐倉病院病理診断科）
　　　稲岡　努（東邦大学佐倉病院放射線科）
１）骨軟部腫瘍に対する切除縁評価と術前化学療法
　　効果判定の画像診断　　　
　　　稲岡　努（東邦大学佐倉病院放射線科）
2）切除縁評価と術前化学療法効果判定における病理
　　　蛭田啓之（東邦大学医療センター佐倉病院病理診断科）
3）画像による化学療法効果判定と安全な切除縁解
　　析に基づく手術計画
　　　阿江啓介（がん研有明病院整形外科）

座長　小林泰之（聖マリアンナ医科大学医療情報処
　　　　　　　　理技術応用研究分野）
1）大動脈疾患の画像診断
　　　宇都宮大輔（横浜市立大学放射線診断学）
2）心臓CT・心臓MRI の基本と読影のポイント
　　　城戸倫之（愛媛大学放射線医学）

司会　杉本英治（自治医科大学放射線医学）
1）骨軟部腫瘍外来に多発軟部腫瘤として紹介され
　　てくる疾患とその鑑別
　　　秋山　達（自治医科大学附属さいたま医療セ
　　　　　　　　ンター整形外科）
2）多発性軟部腫瘍に対する病理診断
　　　今田浩生（獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科）
3）多発軟部腫瘤の画像診断
　　　中田和佳（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）

司会　齋藤和博（東京医科大学放射線医学）
1）いまどきの腹部画像診断：最近の話題から
　　　本杉宇太郎（山梨大学放射線医学）
2）腹部画像診断における新しい撮像方法および
　　造影剤情報の管理方法
　　　五味達哉（東邦大学医療センター大橋病院放
　　　　　　　　射線科）

共催 /ゲルべ・ジャパン株式会社

司会　小林泰之（聖マリアンナ医科大学医療情報処
　　　　　　　　理技術応用研究分野）
1）人工知能時代に医師はどうすべきか
　　　小林泰之（聖マリアンナ医科大学医療情報処
　　　　　　　　理技術応用研究分野）
2）画像診断AI̶日本に勝算はあるのか？
　  ：放射線科医の立場から
　　　中田典生（東京慈恵会医科大学放射線医学）

3）医療における人工知能：病理学の立場から
　　　石川俊平（東京大学分子予防医学分野）
4）医療における人工知能：「医師の匠の技をAIで」
　　　沖山　翔（アイリス株式会社 /日本赤十字社
　　　　　　　　医療センター救命救急センター）
5）画像診断領域におけるディープラーニングの基礎
　　　木戸尚治（山口大学創成科学研究科）
6）ディープラーニング（DL）による医用画像処理の最前線
　　　鈴木賢治（東京工業大学科学技術創成研究院
　　　　　　　　/World Research Hub Initiative）

松木　充（近畿大学放射線診断学部門）
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診断科）
岡　祥次郎（兵庫県立尼崎総合医療センター放射線科）
岩谷健二郎（大津赤十字病院放射線科）
山内哲司（奈良県立医科大学総合画像診断センター）
金子　揚（岐阜大学放射線科）

欠田真理子（大阪急性期・総合医療センター画像診断科）
黒川　遼（東京大学医学部附属病院放射線科）
五味　拓（東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科）
向井宏樹（千葉大学医学部附属病院放射線科）
坂田昭彦（日本赤十字社和歌山医療センター放射線診断科）

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）
久保田一徳（東京医科歯科大学放射線診断科）
吉田耕太郎（金沢大学放射線医学）
塚部明大（大阪国際がんセンター放射線診断・IVR科）
熊澤高雄（倉敷中央病院放射線診断科）

野口峻二郎（大阪赤十字病院放射線診断科）
本田茉也（京都大学画像診断学・核医学科）
南　康大（慶應義塾大学放射線科学（診断））
清水辰哉（山梨大学放射線医学）
山崎美保子（埼玉石心会病院放射線科）

共催 /コニカミノルタジャパン株式会社
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【機構認定】放射線学会

【機構認定、学会単位】産婦人科学会【機構認定、学会単位】産婦人科学会


