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第6会場 606 ■ e-poster　

■シンポジウム27,28 呼吸器
間質性肺炎のCRPT症例検討会　

■シンポジウム29　呼吸器
IgG4関連呼吸器疾患

■シンポジウム30　呼吸器
クライオバイオプシーによる間質性肺炎の診断

■シンポジウム17　消化器
肝内胆管細胞癌・肝外胆管癌 update

■シンポジウム18　消化管
消化管疾患の画像診断：温故知新

■総合診療セミナー4 
（生涯教育・研修医セミナー）
呼吸器

■総合診療セミナー5 
（生涯教育・研修医セミナー）
救急

■総合診療セミナー7 
（生涯教育・研修医セミナー）
骨軟部（運動器）

■ランチョンセミナー 6
読影業務と画像所見の
「見える化」が変える、これ
からの画像診断

■シンポジウム16　消化管
クローン病：Update

■ランチョンセミナー 7
膵がん診療の最近のトピックス
̶探針エレクトロスプレー
イオン化法と機械学習の臨
床応用の可能性̶

■シンポジウム19頭頸部・口腔
臨床医が知っておくべき最新の口腔癌
UICC分類とその対応

■シンポジウム22　中枢神経
新しい脳脊髄液循環の知見と脳脊髄液減少症

■ランチョンセミナー 8
医療において人工知能 /ICTは
何を可能とするか？
：患者中心の医療への原点回帰
と常識からの脱却の必要性

■シンポジウム23　泌尿器
膀胱癌の筋層浸潤：VI-RADSを含めて

■シンポジウム26　循環器
大動脈解離の臨床・病理・画像

■ランチョンセミナー 9

■ランチョンセミナー 10
特発性肺線維症診断を巡る
新たな展開：ATS/ERS/
JRS/ALAT 国際診断ガイ
ドラインとその周辺

■スポンサードセッション３
肝癌

■シンポジウム20　中枢神経
認知症に関する最近の話題　

■シンポジウム24　泌尿器
前立腺癌、特に IDC-Pに関して

■総合診療セミナー6 
（生涯教育・研修医セミナー）
泌尿器疾患における超音波検査、単純
X線検査の能力と限界を正しく認識する

■シンポジウム21　中枢神経
自己免疫性脳炎脳症（傍腫瘍症候群を含む）

■シンポジウム25　循環器
Onco-cardiology の臨床・病理・画像

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）

曽我茂義（防衛医科大学校放射線医学）

司会・
統括

司会　金田　隆（日本大学松戸歯学部放射線学）
　　　池田耕士（東京慈恵会医科大学放射線医学）
1）画像診断の立場から
　　　尾尻博也（東京慈恵会医科大学放射線医学）
2）治療の立場から
　　　柴原孝彦（東京歯科大学口腔顎顔面外科学）
3）病理の立場から
　　　前田初彦（愛知学院大学口腔病理学）

司会　野口　京（富山大学放射線診断・治療学）
　　　堀　正明（順天堂大学放射線科）
1）様々な認知症の様々な症状と治療
　　　數井裕光（高知大学神経精神科学）
2）認知症の核医学画像診断
　　　伊藤　浩（福島県立医科大学放射線医学）
3）認知症最前線：特徴的なMR画像所見を示す
　　認知症疾患－エオジン好酸性核内封入体病や家
　　族性プリオン病を中心に－
　　　佐藤典子（国立精神・神経医療研究センター
　　　　　　　　病院放射線診療部）

司会　髙梨潤一（東京女子医科大学八千代医療セン
　　　　　　　　ター小児科）
　　　森　　墾（東京大学放射線医学）
1）自己免疫性脳炎 /脳症：画像編
　　　横田　元（千葉大学医学部附属病院放射線科）
2）自己免疫性脳炎脳症の臨床：NMDA受容体脳炎を中心に
　　　髙梨潤一（東京女子医科大学八千代医療セン
　　　　　　　　ター小児科）
3）「自己免疫性脳炎脳症（傍腫瘍症候群を含む）」病理
　　　林　雅晴（淑徳大学看護栄養学部看護学科）

司会　岡本浩一郎（新潟大学脳研究所トランスレー
　　　　　　　　　ショナル研究分野）
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学分野）
1）新しい脳脊髄液循環の知見について（脊髄も含めて）
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学分野）
2）脳脊髄液減少症の臨床と診断
　　　佐藤　晶（新潟市民病院脳神経内科）
3）脳脊髄液減少症の治療
　　　傳田定平（新潟市民病院ペインクリニック外科）

司会　鳴海善文（大阪医科大学放射線科）
　　　伊藤敬一（防衛医科大学校泌尿器科）
1）膀胱癌のMRI 診断の標準化 Vesical imaging
　　 reporting  and data system（VI-RADＳ）の紹介
　　　竹内　充（ラジオロネット東海）
2）膀胱癌の筋層浸潤：VI-RADSについて－病理
　　　都築豊徳（愛知医科大学病院病理診断科）
3）筋層浸潤性膀胱癌の治療－overview－
 　　　菊地栄次（慶應義塾大学泌尿器科）

司会　玉田　勉（川崎医科大学放射線診断学）
　　　都築豊徳（愛知医科大学病院病理診断科）
1）IDC-Pの臨床病理学的特性からみた治療戦略
　　　木村　剛（日本医科大学泌尿器科）
2）IDC-Pの病理
　　　宮居弘輔（防衛医科大学校病態病理学）
3）MRIで指摘できないclinically significant 
　　cancer に関して：IDC-Pを含めての検討
　　　新本　弘（防衛医科大学校放射線医学）

司会　諸井雅男（東邦大学循環器内科学分野（大橋））
　　　今中恭子（三重大学修復再生病理学）
1）腫瘍循環器学－がん診療のアンメットニーズに応
　　えるために
　　　赤澤　宏（東京大学循環器内科学）
2）Onco-cardiology の病理
　　　加藤誠也（済生会福岡総合病院病理診断科）
3）食道癌に対する放射線治療後の心臓障害
　　　高田彰憲（三重大学医学部附属病院放射線科）

司会　諸井雅男（東邦大学循環器内科学分野（大橋））
　　　植田琢也（東北大学画像診断学分野 /東北大
　　　　　　　　学病院放射線診断科）
1）汎用性血流維持型血管内視鏡で急性大動脈解離
　　の診断から早期発見へ
　　　小松　誠（大阪暁明館病院心臓血管病センター）
2）大動脈解離の画像診断：偽腔開存型・閉鎖型をとりまく議論
　　　植田琢也（東北大学画像診断学分野 /東北大
　　　　　　　　学病院放射線診断科）
3）大動脈解離の病理－粥腫との関連から－
　　　池田善彦（国立循環器病研究センター病理部）

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）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）肺の前縁と下縁近傍の既存構造について
　　－間質性肺炎の画像理解のために
　　　伊藤春海（福井大学高エネルギー医学研究センター）
3）慢性線維化性間質性肺炎における線維化と血管について
　　　武村民子（日本赤十字社医療センター病理部）

司会　宮本　篤（虎の門病院呼吸器センター内科）
　　　澄川裕充（堺市立総合医療センター放射線診断科）
1）IgG4関連呼吸器疾患の臨床
　　　山本　洋（信州大学内科学第一）
2）IgG4関連疾患の胸郭内病変
　　　江頭玲子（佐賀大学放射線科）
3）IｇG4関連肺疾患と鑑別疾患の病理所見
　　　寺﨑泰弘（日本医科大学解析人体病理学）

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）
　　　奥寺康司（横浜市立大学病態病理学）
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
　　　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）びまん性肺疾患の病理診断におけるクライオ生検
　　と外科的生検の比較
　　　松村舞依（横浜市立大学病態病理学）

座長　上田和彦（がん研究会有明
　　　病院画像診断部）
講師　山田　哲（信州大学画像医学）

共催 /PSP株式会社

座長　陣崎雅弘（慶應義塾大学放
　　　射線科学（診断））
講師　岩崎栄典（慶應義塾大学消
　　　化器内科）

共催 /株式会社島津製作所

座長　青木 茂樹 （順天堂大学放射線診断学）
1）Dr. Paul Jamous （Head of Science 
　　& Collaboration, DI, Asia-Pacific,
　　Siemens Healthcare K.K.）
2）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）

共催 /シーメンスヘルスケア株式会社

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）超高精細CT Aquilion Precision
　　のご紹介
　　　キヤノンメディカルシステムズ
　　　株式会社
2）超高精細CT 腹部画像診断に
　　もたらす効果
　　　曽我茂義（防衛医科大学校放
　　　　　　　　射線医学）

共催 /キヤノンメディカルシステムズ
　　　株式会社

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
　　　央呼吸器センター /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

司会　吉満研吾（福岡大学放射線医学）
　　　相島慎一（佐賀大学病因病態科学診断病理学分野）
1）胆管癌の病理学的多様性
　　　相島慎一（佐賀大学病因病態科学診断病理学分野）
2）肝内胆管細胞癌・肝外胆管癌 update
　　－画像診断の立場から
　　　吉満研吾（福岡大学放射線医学）
3）肝内胆管癌の画像診断と治療の問題点
　　　調　　憲（群馬大学総合外科学肝胆膵外科）

司会　市川珠紀（東海大学画像診断学）
1）遺伝性消化管疾患および関連疾患の画像所見
     －CT、MRIを中心に
　　　阿保　斉（富山県立中央病院放射線診断科）
2）市中病院における消化管診断の温故知新
　　　川田秀一（総合病院土浦協同病院放射線診
　　　　　　　　断科）

司会　桑鶴良平（順天堂大学放射線診断学）
1）変貌しつつあるC型肝炎治療、肝癌分子標的薬
　　治療̶画像診断との関わり̶
　　　大久保裕直（順天堂大学練馬病院消化器内科）
2）肝癌に対する分子標的治療と画像診断
　　　佐野勝廣（埼玉医科大学国際医療センター画
　　　　　　　　像診断科）

共催 /第一三共株式会社

司会　清水智治（滋賀医科大学消化器外科）
　　　古川　顕（首都大学東京人間健康科学研究科）
1）クローン病診断と治療におけるバルーン内視鏡の
　　役割とCT/MRIとの接点
　　　辻川知之（滋賀医科大学総合内科学 /国立病院機
　　　　　　　　　構東近江総合医療センター消化器内科）
2）クローン病の診療における画像診断の役割
　　　井上明星（国立病院機構東近江総合医療センター放射線科）
3）クローン病の病理
　　　西上隆之（製鉄記念広畑病院病理診断科）

座長　楫　　靖（獨協医科大学放射線医学）
1）超音波検査で評価しやすい泌尿器疾患と病態
　　　丸上永晃（奈良県立医科大学総合画像診断
　　　　　　　　センター）
2）CT/MRI first の泌尿器疾患の中で、単純写真
　　の位置づけはあるのか？
　　　高橋　哲（高槻病院イメージングリサーチセンター）

座長　新津　守（埼玉医科大学病院放射線科）
1）肩関節MRI
　　解剖と代表的疾患（腱板断裂、凍結肩）
　　　寺村易予（防衛医科大学校放射線科）
2）膝関節MRI̶はじめの一歩
　　　大堀訓明（東京都済生会中央病院放射線科）

座長　粟井和夫（広島大学放射線診断学）
1）見つけられる肺癌は落とさない！？ための「指さし
　　確認」胸部単純X線写真読影法
　　　室田真希子（香川大学放射線科）
2）胸部単純X線写真の読影：感染症における役割
　　と悪性疾患の鑑別を考える　　　
　　　谷本大吾（川崎医科大学放射線画像診断学）

座長　近藤浩史（帝京大学放射線科学）
1）Basic からのStep up 救急画像：外傷編
　  こう読めばコワくない！  外傷全身CT
　　　一ノ瀬嘉明（国立病院機構災害医療センター
　　　　　　　　　放射線科）
2）Basic からのStep up 救急画像：非外傷編
　　　濱本耕平（自治医科大学附属さいたま医療セ
　　　　　　　　ンター放射線科）

出題

【機構認定】放射線学会


