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■シンポジウム28　呼吸器（9：00～11：00）
強皮症に伴う間質性肺炎

■シンポジウム29、30　呼吸器
（11：10～11：50、13：10～14：30）

間質性肺炎のCRPT
症例検討会１、２

■シンポジウム29、30　呼吸器

※間質性肺炎のCRPT症例検討会１、２
続きのセッション

■シンポジウム31　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19　中枢神経
脳動脈瘤の破裂リスクをめぐって

■シンポジウム20　中枢神経
最先端MRI

■総合診療セミナー4 
（生涯教育・研修医セミナー）
中枢神経

■総合診療セミナー5 
（生涯教育・研修医セミナー）
日常臨床における心臓MRI（CMR）の使い方

■総合診療セミナー7 
（生涯教育・研修医セミナー）
救急

■ランチョンセミナー 6
超高精細CTによるびまん性
肺疾患の画像診断

■シンポジウム17　中枢神経
脳神経炎症性疾患の診断：
時間軸も考慮して

■ランチョンセミナー 7
脳画像研究から分かった
精神疾患のバイオマーカー
開発に必要な要素

■シンポジウム21　消化器
肝細胞癌に対する放射線治療および
治療後の画像および病理的知見

■シンポジウム24　口腔
今さら聞けない最新の薬剤関連顎骨壊死
（MRONJ, BRONJ）のすべて：
画像診断、病理、基本的な対応と治療

■ランチョンセミナー 8
探針エレクトロスプレーイオン化
質量分析（PESI-MS） の病理
診断・細胞診への応用

■シンポジウム25　泌尿器
時間軸を意識した前立腺癌診療：いつ
評価すれば何がわかるか？  現状と課題

■シンポジウム27　循環器
大型血管炎の臨床・病理・画像

■ランチョンセミナー 9
時間軸再構成造影CTによる
新たな画像診断

■ランチョンセミナー 10
特発性肺線維症（IPF）の
早期診断における5つの
課題と治療の展望

■シンポジウム18　中枢神経
頭部外傷の基礎から最近の話題

■シンポジウム22　消化管
小腸腫瘍性疾患

■スポンサードセッション2　泌尿器
時間軸を意識した腎・尿路の診療：
active surveillanceと予後評価

■総合診療セミナー6 
（生涯教育・研修医セミナー）
いまさら聞けない泌尿器画像診断の基礎

■シンポジウム23　救急
消化管救急

■シンポジウム26　循環器
心アミロイドーシスの臨床・画像・病理
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■画像診断ドクターR
五味達哉（東邦大学医療センター
　　　　　大橋病院放射線科）
　
1）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）
2）五味達哉（東邦大学医療センター大橋
　　　　　　　病院放射線科）

司会　伊藤芳紀（昭和大学放射線治療学）
　　　岡田真広（日本大学放射線診断学）
1）肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療
　　（SBRT）－新たな早期肝細胞癌への根治治療－
　　　武田篤也（大船中央病院放射線治療センター）
2）造影超音波による体幹部定位放射線の完全壊死
　　例と残存例の鑑別
　　　沼田和司（横浜市立大学附属市民総合医療
　　　　　　　　センター・消化器病センター）
3）照射後の経時的肝組織の検討で判明した放射線の複合病変
　　　中野雅行（東京セントラルパソロジーラボラトリ）

司会　早川克己（京都第一赤十字病院放射線診断科）
　　　上田浩之（神戸市立医療センター中央市民病
　　　　　　　　院放射線診断科）　　
1）小腸内視鏡を用いた小腸腫瘍の診断と治療
　　　 川知之（滋賀医科大学総合内科学）
2）空腸と回腸に発生する腫瘍の病理
　　　岸本光夫（京都府立医科大学人体病理学）
3）小腸悪性腫瘍の画像診断：CTを中心に
　　　竹山信之（昭和大学藤が丘病院放射線科）

司会　船曵知弘（済生会横浜市東部病院救命救急センター）
　　　細江直樹（慶應義塾大学内視鏡センター）
1）下部消化管出血の治療戦略
　　－緊急内視鏡的止血術の現状－
　　　髙林　馨（慶應義塾大学内視鏡センター）
2）下部消化管出血の診断・治療戦略と術前CTの活用法
　　　妹尾聡美（済生会横浜市東部病院救命救急センター）
3）下部消化管出血の治療戦略－IPM/CSを用いたIVR－
　　　樫見文枝（北里大学救命救急医学）

司会　池田耕士（東京慈恵会医科大学放射線医学）
　　　金田　隆（日本大学松戸歯学部放射線学）
1）薬剤関連顎骨壊死（MRONJ、BRONJ）の画像診断
　　　川島雄介（鹿児島大学病院放射線診療セン　
　　　　　　　　ター顎顔面放射線科）
2）骨代謝の病理学的検討と顎骨の炎症・腐骨
　　　松坂賢一（東京歯科大学臨床検査病理学）
3）薬剤関連顎骨壊死の予防と治療の実際
　　　柴原孝彦（東京歯科大学口腔顎顔面外科学）

司会　釜井隆男（獨協医科大学泌尿器科学）
　　　楫　　靖（獨協医科大学放射線医学）
1）前立腺癌診療における分岐点と画像診断
　　　釜井隆男（獨協医科大学泌尿器科）
2）時間軸を意識した前立腺癌診療：病理の立場から
　　　都築豊徳（愛知医科大学病院病理診断科）
3）多種モダリティ融合画像を用いた前立腺癌の
　　治療経過観察について
　　　堀越浩幸（群馬県立がんセンター放射線診断部）

司会　陣崎雅弘（慶應義塾大学放射線科学（診断））
　　　伊藤敬一（防衛医科大学校泌尿器科学）
１）腎癌のactive surveillance
　　　藤原敦子（京都府立医科大学泌尿器科）
2）腎癌の再発予測
　　　柿原大輔（北九州市立医療センター放射線科）
3）尿路上皮癌の imaging biomarkerとしての
　　拡散強調MRI
　　　吉田宗一郎（東京医科歯科大学腎尿器外科学）
共催／富士製薬工業株式会社

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）トランスサイレチン型心アミロイドーシスの診断
　　のポイント
　　　高潮征爾（熊本大学病院循環器内科）
2）心アミロイドーシスの画像
　　－ATTR wild-typeを中心に－
　　　北川覚也（三重大学放射線科）
3）心アミロイドーシスの病理像
　　　宇都健太（東京女子医科大学病理学（実験病理学分野））

司会　諸井雅男（東邦大学循環器内科学分野（大橋））
　　　高瀬　圭（東北大学放射線診断学）
1）大型血管炎の診断と治療のup to date
　　　中岡良和（国立循環器病研究センター研究所
　　　　　　　　血管生理学部）
2）大型血管炎の画像診断
　　　南本亮吾（国立国際医療研究センター放射線
　　　　　　　　核医学科）
3）大型血管炎の病理
　　　髙橋　啓（東邦大学医療センター大橋病院病
　　　　　　　　理診断科）

司会　山川英晃（さいたま赤十字病院呼吸器内科）
　　　江頭玲子（佐賀大学放射線科）
1）臨床：呼吸器内科
　　　山野泰彦（公立陶生病院呼吸器アレルギー疾患内科）
2）強皮症に伴う間質性肺炎について：膠原病の立場から
　　　山崎宜興（聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・
　　　　　　　　アレルギー内科）
3）画像
　　　上甲　剛（関西労災病院放射線診断科）
4）強皮症に伴う肺病変の病理
　　　田中伴典（神戸大学病院病理部・病理診断科）

司会　澄川裕充（堺市立総合医療センター
　　　　　　　　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）肺既存構造と間質性肺炎の画像診断
　　　伊藤春海（福井大学）
3）肺小葉・細葉隔壁と間質性肺炎
　　　武村民子（神奈川県立循環器呼吸器病セン
　　　　　　　　ター病理診断科）

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の現状
　　　松村舞依（横浜市立大学病態病理学）

座長　井上優介（北里大学放射線科
　　　学画像診断学）
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／キヤノンメディカルシステムズ
　　　株式会社

座長　三村　將（慶應義塾大学精神
　　　神経科学）
講師　小池進介（東京大学こころの多
　　　様性と適応の統合的研究機構）

共催／シーメンスヘルスケア株式会社

座長　大西　洋（山梨大学放射線
　　　医学）
講師　常山幸一（徳島大学疾患病
　　　理学）

共催／株式会社島津製作所

座長　上田和彦（がん研究会有明病
　　　院画像診断部肝胆膵領域）
講師　山田　哲（信州大学画像医学）

共催／PSP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　一門和哉（済生会熊本病院呼
　　　吸器センター呼吸器内科）

共催／日本ベーリンガーインゲルハイム
　　　株式会社

司会　土屋一洋（埼玉医科大学総合医療センター放射線科）
　　　秋元治朗（東京医科大学脳神経外科）
1）頭蓋内嚢状動脈瘤の破裂機序：
　　176手術例の病理組織学的検討
　　　宮田　元（秋田県立循環器・脳脊髄センター  研
　　　　　 究所脳血管研究センター脳神経病理学研究部）
2）CRPT診断を未破裂脳動脈瘤に対する　
　　clinical judgmentにどのように組み込むか
　　　大宅宗一（埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科）
3）脳動脈瘤の画像診断
　　　木下俊文（秋田県立循環器・脳脊髄センター放射線科）

司会　森　墾（東京大学放射線医学）
1）ヒト用超高磁場7テスラMR計測の現状と展望
　　　岡田知久（京都大学大学院脳機能総合医療
　　　　　　　　センター）
2）MR fingerprintingとは？：
　　定量画像への新たなアプローチ
　　　田岡俊昭（名古屋大学大学院革新的生体可
　　　　　　　　視化技術開発産学協同研究）

司会　髙木　亮（日本大学放射線医学）
　　　西田尚樹（富山大学法医学）
1）頭部外傷診療における現状と課題
　　　吉矢和久（関西医科大学総合医療センター
　　　　　　　　救急医学科）
2）頭部外傷の病理
　　　西田尚樹（富山大学法医学）
3）画像診断
　　　渡邉嘉之（滋賀医科大学放射線医学）

司会　掛田伸吾（弘前大学放射線診断学）
　　　豊島靖子（脳神経センター阿賀野病院脳神経内科）
1) 炎症性中枢神経疾患の臨床診断：
　　発症様式からのアプローチ
　　　岡田和将（産業医科大学脳神経内科）
2）中枢神経系の炎症性疾患の画像所見と経過
　　　対馬史泰（弘前大学放射線診断科）
3）病理像から見える経過
　　　豊島靖子（脳神経センター阿賀野病院脳神経内科）

座長　新本　弘（防衛医科大学校放射線医学）
1）CT urography 再入門
　　　秋田大宇（慶應義塾大学放射線科学（診断））
2）前立腺MRI：PI-RADS v2.1にみる撮像と読
　　影のminimum requirement
　　　髙橋　哲（高槻病院イメージングリサーチセンター）

座長　船曵知弘（済生会横浜市東部病院救命救急センター）
1）これだけはチェック！救急患者の胸部単純写真
　　－研修医のための１＋７のポイント
　　　一ノ瀬嘉明（国立病院機構災害医療センター放射線科）
2）急性腹症の超音波検査
　　　船曵知弘（済生会横浜市東部病院救命救急センター）

座長　堀　正明（東邦大学医療センター大森病院放
　　　　　　　　射線科）
1）頭部CT
　　　鈴木賢一（東邦大学医療センター大森病院放
　　　　　　　　射線科）
2）脳血流検査の基礎と臨床応用
　　　原　祥子（東京医科歯科大学脳神経外科）

座長　高瀬　圭（東北大学放射線診断学）
１）放射線科から：明日からできるCMRの撮影と読影
　　　森田佳明（東北大学放射線診断科）
２）循環器内科から：この症例ではCMRをこう使う
　　　大原貴裕（東北医科薬科大学地域医療学／
　　　　　　　　総合診療科）

【機構認定】放射線学会
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