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17：30～17：35　閉会式

■コラボレーション・シンポジウム ４
画像上卵巣悪性腫瘍との鑑別を要する良性病変
司会　清川貴子（千葉大学病態病理学）
　　　田村綾子（東京北社会保険病院放射線科）
1）画像上卵巣悪性腫瘍との鑑別を要する良性病変
　　　北井里実（東京慈恵会医科大学放射線科）
2）画像上卵巣悪性腫瘍との鑑別を要する良性病変の病理像
　　　清川貴子（千葉大学病態病理学）
3）画像上卵巣悪性腫瘍との鑑別を要する良性病変と悪性腫瘍の治療
　　　山田恭輔（東京慈恵会医科大学産婦人科）

■コラボレーション・シンポジウム ５
膝のスポーツ外傷と障害
司会　大塚隆信（名古屋市立大学整形外科）
　　　上谷雅孝（長崎大学放射線科）
1）スポーツ選手の管理
　　　鬼木泰成（熊本大学整形外科）
2）MRI 診断
　　　新津　守（埼玉医科大学放射線科）
3）外科手術の適応と術式
　　　野崎正治（名古屋市立大学整形外科）
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■コラボレーション・シンポジウム ６
肝細胞癌と鑑別を要する疾患：肝結節性病変
司会　吉満研吾（福岡大学放射線科）
1）病理
　　　相島慎一（九州大学病理学）
2）臨床
　　　飯島尋子（兵庫医科大学超音波センター）
3）画像
　　　五島　聡（岐阜大学放射線科）

■コラボレーション・シンポジウム 7
肝線維化の診断と臨床
司会　伊東克能（川崎医科大学放射線医学）
１）肝線維化の病理学的評価と肝硬変の新分類
　　　福里利夫（帝京大学病理学）
２）MRIによる肝線維症診断：これまでとこれから
　　　兼松雅之（岐阜大学放射線科）
３）自己骨髄細胞による肝硬変に対する再生修復療法の現状と展望
　　　高見太郎（山口大学消化器病態内科学）

■ランチョンセミナー 8
スポーツ動作の画像解析

■教育講演16　呼吸器
感染症
司会　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
1）真菌感染症の病理
　　　渋谷和俊（東邦大学病理学）
2）アスペルギルス感染症の画像診断：間質性肺炎などの基礎
　  に肺病変を有する例を中心に
　　　加賀亜希子（埼玉医科大学呼吸器内科）
3）クリプトコッカス感染症の画像診断：宿主免疫との関連
　　　楊川哲代（東京都立駒込病院放射線科）

■教育講演17　呼吸器
肺高血圧症の臨床
司会　佐藤　徹（杏林大学循環器内科）
1）画像
　　　奥田茂男（慶應義塾大学放射線診断科）
2）臨床
　　　松原宏己（岡山医療センター循環器内科）
3）病理
　　　大郷恵子（国立循環器病研究センター病理部）

司会　常喜達裕（東京慈恵会医科大学脳神経外科）
１）画像
　　　北島美香（熊本大学放射線科）
２）臨床
　　　中村英夫（熊本大学脳神経外科）
３）病理
　　　横尾英明（群馬大学病理学）

司会　井口保之（東京慈恵会医科大学神経内科）
１）画像
　　　阿部考志（徳島大学放射線科）
２）臨床
　　　井上　敬（広南病院脳神経外科）
３）病理
　　　横尾英明（群馬大学病理学）

司会　白神伸之（東邦大学大森病院放射線科）
１）食道癌
　　　今井　裕（東海大学画像診断学）
２）胃癌
　　　白神伸之（東邦大学大森病院放射線科）
３）病理診断
　　　児島　宏（弘前大学病理生命科学）

司会　今井　裕（東海大学画像診断学）
１）炎症性腸疾患
　　　古川　顕（首都大学東京健康福祉学部放射線学科）
２）大腸癌
　　　森本　毅（聖マリアンナ医科大学放射線科）
３）病理診断
　　　藤盛孝博（獨協医科大学病理学）　

■ランチョンセミナー 9
呼吸器疾患

■教育講演18　中枢神経
認知症

■教育講演14　呼吸器
肺癌検診と診断
司会　村田喜代史（滋賀医科大学放射線科）
1）画像
　　　小林　健（石川県立中央病院放射線診断科）
2）臨床
　　　高橋和久（順天堂大学呼吸器内科）
3）病理
　　　福岡順也（富山大学附属病院病理部）

■教育講演15　呼吸器
肺癌治療の進歩
司会　小林国彦（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）
1） 最近の肺癌に関連する基礎的な発見（EGFR、EGFR耐性、
　  ALK、ALK耐性、ROS-1、HER2、PD-1など）
　　　萩原弘一（埼玉医科大学呼吸器内科）
2）肺癌治療に関連する臨床的な知見
　　　井上　彰（東北大学呼吸器内科）
3）肺癌の放射線化学療法
　　　畝川芳彦（埼玉医科大学国際医療センター腫瘍内科）

司会　興梠征典（産業医科大学放射線科）
１）画像
　　　櫻井圭太（東京都健康長寿医療センター放射線診断科）
２）臨床
　　　伊東大介（慶應義塾大学神経内科）
３）病理
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学）

司会　北垣　一（島根大学放射線科）
１）画像
　　　松島理士（東京慈恵会医科大学放射線科）
２）臨床
　　　久住呂友紀（慶應義塾大学神経内科）
３）病理
　　　豊島靖子（新潟大学脳研究所病理学）

■教育講演19　中枢神経
脱髄性疾患

■教育講演20　中枢神経
グリオーマ

■教育講演21　中枢神経
急性期脳虚血

■ランチョンセミナー 10
中枢神経疾患

■教育講演22　IVR
血管系 IVRのトピックス
司会　中島康雄（聖マリアンナ医科大学放射線科）
1）頸動脈ステント
　　　植田敏浩（聖マリアンナ医科大学東横病院神経内科）
2）大動脈ステントグラフト
　　　小川普久（聖マリアンナ医科大学放射線科）
3）下肢静脈瘤
　　　保坂純郎（四谷血管クリニック）

■教育講演23　IVR
肝胆膵
司会　谷川　昇（関西医科大学放射線科学）
1）肝臓
　　　山門亨一郎（三重大学 IVR科）
2）胆道
　　　齋藤博哉（札幌東徳洲会病院放射線科）
3）膵臓
　　　山内栄五郎（国際医療福祉大学病院放射線科）

■教育講演24　消化管
上部消化管

■ランチョンセミナー 11
肝疾患

■教育講演26　乳腺
超音波エラストグラフィの現状
司会　辻本文雄（聖マリアンナ医科大学臨床検査部）
1）歪みイメージング
　　　梅本　剛（筑波メディカルセンター病院乳腺科）
2）Shear Wave Elastography
　　　榎戸克年（昭和大学病院乳腺外科）
3）ARFI イメージング
　　　戸崎光宏（亀田総合病院乳腺科）

■教育講演27　生殖器
男性生殖器の炎症性疾患
司会　酒井英樹（長崎大学腎泌尿器病態学）
1）画像
　　　中山智博（国際医療研究センター放射線診断科）
2）臨床
　　　井川　掌（長崎大学腎泌尿器病態学）
3）病理
　　　鷹橋浩幸（東京慈恵会医科大学病理学）

■教育講演28　生殖器
子宮腫瘍
司会　岡本愛光（東京慈恵会医科大学産婦人科）
1）画像
　　　尾上　薫（東京慈恵会医科大学放射線科）
2）臨床
　　　岡本愛光（東京慈恵会医科大学産婦人科）
3）病理
　　　三上芳喜（京都大学病理診断科）

■ランチョンセミナー 12
未定

■教育講演30　骨軟部／日常診療で遭遇する
骨関節疾患：その多面的な理解のために
司会　杉本英治（自治医科大学放射線科）
　　　山口岳彦（自治医科大学人体病理学）
1）画像
　　　杉本英治（自治医科大学放射線科）
2）病理
　　　山口岳彦（自治医科大学人体病理学）
3）臨床
　　　山本卓明（九州大学整形外科）

■教育講演31　循環器
大動脈瘤・大動脈解離：診断から治療まで
司会　松永尚文（山口大学放射線医学）
1）臨床
　　　師田哲郎（東京大学心臓外科）
2）画像
　　　林　宏光（日本医科大学放射線科）
3）病理
　　　中島　豊（福岡赤十字病院病理部）

■教育講演32　循環器
慢性肺血栓塞栓症
司会　植田初江（国立循環器病研究センター病理部）
1）画像
　　　福田哲也（国立循環器病研究センター放射線部）
2）臨床
　　　坂尾誠一郎（千葉大学呼吸器内科学）
3）病理
　　　植田初江（国立循環器病研究センター病理部）

■教育講演25　消化管
下部消化管

■教育講演29　生殖器
前立腺
司会　藤岡知昭（岩手医科大学泌尿器科）
1）臨床
　　　大家基嗣（慶應義塾大学泌尿器科）
2）画像
　　　楫　　靖（獨協医科大学放射線医学）
3）病理
　　　鷹橋浩幸（東京慈恵会医科大学病理学）

■教育講演33　循環器
冠動脈疾患（虚血性心疾患）
司会　山﨑純一（東邦大学）
1）画像：RI、CTによる冠動脈疾患の画像診断
　　　桐山智成（日本医科大学放射線科）
2）臨床：CAG、血管内超音波による冠動脈疾患の診断と治療 
　　　　  （PCI）
　　　天野英夫（東邦大学大森病院循環器内科）
3）病理：心筋架橋とプラークの病理像
　　　石川由起雄（東邦大学病理学）

■ランチョンセミナー 13
循環器疾患

■研修医セミナー1
画像診断入門 1／読影の基礎を押えよう
座長　伊藤勝陽（JA尾道総合病院放射線科）
　　　甲田英一（東邦大学大橋病院放射線科）
1）胸部単純写真
　　　栗原泰之（聖マリアンナ医科大学放射線科）
2）胸部CT
　　　高橋雅士（滋賀医科大学放射線部）
3）ポータブル写真
　　　櫛橋民生（昭和大学横浜市北部病院放射線科）

■研修医セミナー2
画像診断入門 1／読影の基礎を押えよう
座長　伊藤勝陽（JA尾道総合病院放射線科）
　　　甲田英一（東邦大学大橋病院放射線科）
4）ラインチューブ
　　　酒井文和（埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）
5）腹部CT
　　　園村哲郎（和歌山県立医科大学放射線科）
6）固定具
　　　松本純一（聖マリアンナ医科大学救急医学）

■研修医セミナー3
画像診断入門 2／ common diseaseを押えよう
座長　佐藤秀一（横浜旭中央総合病院放射線科）
　　　市場文功（大津市民病院放射線科）
1）画像診断でどのように臨床情報を利用するか？
　　　松木　充（近畿大学放射線診断学）
2）肺の common disease　
　　　杉浦弘明（慶應義塾大学放射線診断科）
3）胆道系の急性疾患
　　　佐藤秀一（横浜旭中央総合病院放射線科）

■ランチョンセミナー 14
一般撮影領域の画像診断

■研修医セミナー4
画像診断入門 2／ common diseaseを押えよう
座長　市場文功（大津市民病院放射線科）
　　　佐藤秀一（横浜旭中央総合病院放射線科）
4）腸閉塞
　　　一色彩子（日本医科大学武蔵小杉病院放射線科）
5）虫垂炎
　　　竹山信之（昭和大学藤が丘病院放射線科）
6）急性腹症、その他
　　　市場文功（大津市民病院放射線科）


