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日時：2020年12月26日（土）
　　 14：00～17：45
開催形態：Web開催

共催  エーザイ株式会社
　　  ブラッコエーザイ株式会社
        Bracco

Chairman

アドバイザー ＊五十音順

宇都宮 大輔 先生（横浜市立大学）
佐久間 肇 先生（三重大学）
陣崎 雅弘 先生（慶應義塾大学）
高瀬　 圭 先生（東北大学）
冨口 静二 先生（熊本大学）
林　 宏光 先生（日本医科大学）
吉岡 邦浩 先生（岩手医科大学）

横山 健一 先生（杏林大学）

ZOOM Webinarを使用予定、エーザイ
Medical会員に登録の上でご視聴ください

登録内容を確認し、誤りがなければ、利用規約を
確認後、　　　　　　   をクリックしてください。

　　　をクリックすると　 に戻り、何度でも修正が可能
です。

URLから開いた画面に登録情報を入力してください。
職種によって、画面・入力内容が異なります。
※パスワードは半角英数記号8文字以上30文字以内で設定。
※ご記入頂いた個人情報は、当サイトで提供する情報のご案
内等のために利用させて頂きます。

以上で会員登録は完了となります。
そのまま会員限定コンテンツをご覧いただけます。

メールアドレスを入力して、                       　 を
クリックしてください。
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　 で登録したメールアドレス宛にメールが届きます。

メールを開いて、本文中に記載されているURL
をクリックしてください。
※メール受信から12時間以内にお手続きをお願いいたします。

をクリックしてください。
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戻る

新規会員登録

https://medical.eisai.jp/conference/ 11

エーザイMedical会員登録の手順（画像はイメージ）

研究会・セミナーカレンダーからご希望
のセミナーを選択し、予約・視聴画面へ
お進みください。

※既に登録済みの方は、登録メールアドレスorユーザー名、
   パスワ－ドを入力して                                をクリッ
   クしてください。

ここまでで、仮登録が完了です。続いて、登録情報の入力が
必要です。

をクリックしてください。

送信する

登録する

ＱＲコードはこちらから
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次へ

on the web（ZOOM Webinar）



AIMS Cardiac Imaging 2020

循環器画像診断の最新情報15:05~16:05

座 長

① FFRCTとCT perfusion：どう使い分ける？
順天堂大学医学部 放射線診断学講座 准教授　富澤 信夫 先生

② 肺高血圧のCT・MRI（＋胸部動態撮影）
九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 助教　山崎 誘三 先生

循環器画像診断：知っておきたい基礎知識14:05~15:05

座 長

① 解剖と生理の基礎からみなおす虚血性心疾患のCT・MRI
杏林大学保健学部 診療放射線技術学科 教授　天沼　 誠 先生

② 心筋症の病理学的アプローチ
東京女子医科大学病理学（実験病理学分野） 助教　宇都 健太 先生

杏林大学医学部 放射線医学教室 教授　横山 健一 先生
■ Opening remarks14:00~14:05

横浜市立大学大学院医学研究科 放射線診断学 主任教授
宇都宮 大輔 先生

三重大学大学院医学系研究科 放射線医学教室 教授
佐久間 肇 先生



PROGRAM

休  憩16:05~16:20

特別講演1

特別講演2

16:20~17:00

17:00~17:40

杏林大学医学部 放射線医学教室 教授　横山 健一 先生座 長

熊本大学大学院保健学教育部 医療技術科学講座 医用画像学 教授
冨口 静二 先生

座 長

中性脂肪蓄積心筋血管症（TGCV）
－この難病を1日でも早く克服する－

大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 助教　平野 賢一 先生

侵襲的治療のガイドとしてのCTの役割
榊原記念病院 副院長 循環器内科主任部長　井口 信雄 先生

杏林大学医学部 放射線医学教室 教授　横山 健一 先生

■ Closing remarks17:40~17:45
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