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2014 ミッドサマーセミナー
テーマ「診療ガイドラインのエッセンスと放射線診療」
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ガイドラインに基づく脳卒中診療　
座長：渡邉嘉之（大阪大）
1. クモ膜下出血・脳動脈瘤の画像診断
　　　　　　　　　　　　明石敏昭（奈良県総合医療センター）
2. くも膜下出血・脳動脈瘤の治療
  藤中俊之 （大阪大　脳神経外科学）
3. 急性期脳梗塞の画像診断
  森田奈緒美（国立循環器病センター）

開会挨拶
水沼仁孝

（JCR 理事長,
 那須赤十字病院）

2014 年 7月 19日 土

2014 年 7月 20日 日

12:55 13:00～14:30 〈脳神経〉

放射線治療ガイドラインのエッセンス　　
座長：永田　靖（広島大）
1. 総論 大西　洋（山梨大）
2. 肺癌 早川和重（北里大）
3. 食道癌 宇野　隆（千葉大）

〈治療〉

関節MRI 入門
座長：藤本　肇（沼津市立病院）

14:50～16:20
頭頸部癌のステージングと放射線治療
座長：平田秀紀 （九州大）
1. 頭頸部癌のステージング
   久野博文（国立がん研究センター東病院）
2. 放射線治療
   全田貞幹（国立がん研究センター東病院）

16:50～17:50 〈頭頸部〉

●ランチョンセミナー 1
ガイドラインに基づいた泌尿器
画像診断
座長：富樫かおり（京都大）
演者：陣崎雅弘（慶應義塾大）
共催：バイエル薬品㈱

12:00～12:50

●ランチョンセミナー 2
日常臨床に役立つ肝細胞癌の
画像診断
－診療ガイドラインを踏まえて－
座長：松井　修（金沢大）
演者：伊東克能（川崎医大）
共催：第一三共㈱

12:00～12:50 13:00～14:30

13:00～14:00

専門医に必要な FDG－PET読影の要点
座長：村上康二（慶應義塾大）

14:50～15:50

一般診療で見かける画像診断
座長：石藏礼一（兵庫医大）
1. 小児胸部
 　宮坂実木子（国立成育医療研究センター）
2. 小児腹部
 　西川正則
　　（大阪府立母子保健総合医療センター）

〈小児〉9:00～10:00

急性腹症　消化管虚血・腸閉塞など
座長：古川　顕（首都大学東京）
1. 急性消化管疾患の CT 画像所見を解剖するー所見と病態の対比ー 
  谷掛雅人（京都市立病院）
2. 虚血性消化管疾患を網羅する    
  亀井誠二（愛知医大）
3. 捻転の CT 画像診断 一色彩子（日本医科大学武蔵小杉病院）

〈消化管〉9:00～10:30
診断から治療まで
座長：生島仁史（徳島大）
1. 乳がん検診に関して放射線診断専門医が
 知っておくべき知識の整理
 　中島康雄，他（聖マリアンナ医大）
2. 乳癌の放射線療法
 　山内智香子（滋賀県立成人病センター）

10:50～11:50
●モーニングセミナー１
IgG4 関連疾患の概念と
画像診断～疾患概念の
変遷を含めて～
座長：蒲田敏文（金沢大）
演者：小山　貴（倉敷中央病院）
共催：富士製薬工業㈱

8:20～8:50

各研究会の優秀演題
座長：村上康二（慶應義塾大）
1. 日本神経放射線学会 橫田　元，他
2. 日本胸部放射線研究会 寺田聡子，他
3. 日本腹部放射線学会 有薗茂樹，他
  樋本祐紀，他
4. 日本骨軟部放射線研究会
  川上玲奈，他

〈症例報告〉 〈単純写真〉9:00～10:00
専門医に必要な単純写真と二重造影検査の読影法
座長：高野英行（千葉県がんセンター）
1. 上部消化管 X 線診断について
  杉野吉則（慶應義塾大　予防医療センター）
2. 下部消化管 石川　勉（獨協医大）
3. 胸部単純写真 -肺内の空気の織りなすコントラスト-
  松迫正樹（聖路加国際病院）

10:30～12:00 〈超音波〉
専門医に必要な超音波検査の
基礎と臨床
座長：水沼仁孝（那須赤十字病院）
1. 肝・胆・膵
 関口隆三（東邦大学医療センター大橋病院）
2. 甲状腺・乳腺・泌尿生殖器
 大熊　潔（慶應義塾大）

13:20～14:20
●モーニングセミナー 2
連想画像診断：画像に見
えないものを診る
座長：松尾義朋
　　　（イーサイトヘルスケア㈱）
演者： 森　墾（東京大）
共催：イーサイトヘルスケア㈱

8:20～8:50

●ランチョンセミナー 3
TACEの基本と最新トピックス
座長：廣田省三（兵庫医大）
演者：南　哲弥（金沢大） 
共催：エーザイ㈱

12:15～13:05

●ランチョンセミナー 4
FDG-PET/CT の
読影ピットフォール
座長：粟井 和夫（広島大）
演者：菅原敬文（四国がんセンター）
共催：メジフィジックス㈱

12:15～13:05

●フィルムリーディング

　後藤眞理子・山田香織・山田幸美
　（京府医大）　

13:20～14:50

医学生のための画像診断入門 2014
1. 胸部領域　　芦澤和人（長崎大）
2. 中枢神経　　高木　亮（日本医大）
3. 腹部領域　　田村綾子（東京北医療センター）

13:15～15:30

びまん性肺疾患
座長：芦澤和人（長崎大）
1. 間質性肺炎の病理「ATS-ERS IIPs ガイドライン」
 　田中伴典（長崎大　病理部）
2. 原因不明の間質性肺炎IPF/UIPと NSIP 2013年新分類での変更点
 　澄川裕充（大阪大）
3. 急性病変（AIP/ARDS, COP）
 　一門和哉（済生会熊本病院　呼吸器科）

〈肺〉10:30～12:00

救急の IVR
座長：山門亨一郎（三重大）
1. 外傷診療における放射線科医の役割
  近藤浩史（岐阜大）
2. 消化管出血の IVR 村田　智（日本医大）
3. 産科出血の IVR ウッドハムス玲子（北里大）

〈IVR〉16:20～17:50

嚢胞性婦人科腫瘍
座長：松尾義朋（イーサイトヘルスケア）
1. 内膜症性嚢胞の診断および経過観察に
 MRI は有用か？
　　　　　　　三森天人（姫路赤十字病院）
2. 嚢胞性卵巣腫瘤の質的診断に
 MRI は有用か？
　　　　　　　高濱潤子（奈良医大）

胆膵疾患
座長：竹原康雄（浜松医大）　
1. 急性膵炎 蒲田敏文（金沢大）
2. 膵管癌の画像診断 ～ガイドラインを基準に～
  松本俊郎（大分大）
3. IPMN/MCN 福倉良彦（鹿児島大）

14:30～16:00 〈肝胆膵〉〈骨盤〉
冠動脈，大血管，核医学
座長：高瀬　圭（東北大学）
1. 冠動脈 CT ー実臨床での使い方
  田中良一，他（岩手医大）
2. 大動脈の画像診断 宇都宮大輔（熊本大）
3. 安定型虚血性心疾患（SIHD）における核医学検査の役割
　　 冨口静二（熊本大）

16:20～17:50 〈心血管〉
●イブニングセミナー
放射線科女子がイキイキと働くために!
座長：曽根美雪（国立がん研究センター中央病院）
1. 放射線科女性医師の在宅勤務～女性医師の就労支援と

医師確保対策～ 　宗田　良（南岡山医療センター）
2. 遠隔画像診断システムを利用した在宅勤務
 ー 5 年間の経験　松尾みかる（岩手医大）
3. 放射線科医の妻へ～夫としてできること～
　　森　　優（東北大　整形外科）
共催：テルモ㈱

18:10～19:10

JCR からのお知らせ
平成26年度診療報酬改訂について
座長：水沼仁孝 JCR 理事長
演者：井田正博 JCR 副理事長

17:55～18:101. 肩関節　　佐志隆士（八重洲クリニック）
2. 股関節　　山口哲治（長崎大）
3. 膝関節　　川原康弘（長崎労災病院）

1. 頭頸部・胸部・悪性リンパ腫
 　石原圭一（日本医大健診医療センター）
2. 腹部・骨盤部
 　村上康二（慶應義塾大）

〈骨軟部〉

〈核医学〉

〈乳腺〉


