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13：00～14：30
胸部　呼吸器感染症の画像診断

座長：芦澤和人（長崎大学）
1. 呼吸器学会ガイドライン    柳原克紀（長崎大学）
2. 市中肺炎の画像診断         田中伸幸（山口大学）
3. 日和見感染の画像診断       西本優子（奈良県立医科大学）

12：55
開会挨拶
水沼仁孝
（大田原赤十字病院）

15：00～16：30
上腹部診断ルネッサンス

座長：松本俊郎（大分大学）
1. 肝　臓 柿原大輔（北九州市立医療センター）
2. 胆　道 竹原康雄（浜松医科大学）
3. 膵　臓 五島　聡（岐阜大学）

17：00～18：00
小児診療から成人診療
 ～移行期の画像診断とその Pitfall～
座長：石藏礼一（兵庫医科大学）
1. 躯幹部：診療科を越えて横断的に診る!
 野崎太希（聖路加国際病院）
2. 神経領域　森　墾（東京大学）

12：00～12：50
ランチョンセミナー 1　
FDG-PET の基礎と読影
小野修一（弘前大学）
座長：坂井修二（東京女子医科大学）

共催：
日本メジフィジックス株式会社

13：00～14：00
核医学診断ルネッサンス
～Fusion 時代の脳機能診断～

座長：村上康二（慶應義塾大学）
1. 脳血管障害の RI 診断
 志賀　哲（北海道大学）
2. 認知症の核医学診断
 伊藤　浩（放医研分子イメージング研究センター）

14：30～16：00
骨軟部診断ルネッサンス
座長：井田正博（荏原病院）
1.単純 XPからの骨軟部診断 杉本英治（自治医科大学）
2.拡散強調像の臨床応用－骨軟部から予後予測まで－  
 畠中正光（札幌医科大学）
3.画像診断の pitfall   　　　 藤本　肇（沼津市立病院）

16：30～18：00
下腹部診断ルネッサンス
座長：高瀬　圭（東北大学）
1. 子　宮 加藤扶美（北海道大学）
2. 卵　巣：正常から悪性腫瘍まで
 木戸　晶（京都大学）
3. 腎　臓 陣崎雅弘（慶應義塾大学）

18：10
～18：30

18：30～19：30
イブニングセミナー
Win-Win Partnership of Diagnostic Radiology
and Radiation Oncology
座長：杉村和朗（神戸大学）　

水沼仁孝（大田原赤十字病院）
1. 診　断 山田　惠（京都府立医科大学）
2. 治　療   永倉久泰（KKR札幌医療センター）

共催：エーザイ株式会社

12：00～12：50
ランチョンセミナー 2　
心臓MRI
飯野美佐子（東海大学）

座長：似鳥俊明（杏林大学）

共催：テルモ株式会社

13：00～14：30
1. 死後画像上の死因 , 死後変化 , 蘇生術後変化
 塩谷清司（筑波メディカルセンター）
2. 救急の死後画像診断 高橋直也（新潟市民病院）
3. 小児死亡と画像診断 高野英行（千葉県がんセンター）

14：40～15：20
〈特別講演〉
 医療安全のために
 画像診断医が果す役割
松本博志
（日本医療安全調査機構
 北海道地域代表）

16：30～18：00
専門医として知っておきたい被曝の知識
座長：大野和子（京都医療科学大学）
1. 放射線影響の基礎

児玉靖司（大阪府立大学  放射線生物研究室）
2. 患者線量を把握する

小山修司（名古屋大学大学院  医療技術学専攻）
3. 線量限度の意味－福島原発事故災害を踏まえて－

菊地　透（自治医科大学  RI センター）

15：20～16：00

〈パネルディスカッション〉
放射線科専門医は
死後画像に
如何に取り組むべきか

10
分
休
憩

JCR からの
お知らせ

9：00～10：00
乳腺画像診断入門
座長：川島博子（金沢大学）
1. マンモグラフィ読影のための基本的知識
 徳田由紀子（NTT西日本大阪病院）
2. 乳腺MRI
 佐竹弘子（名古屋大学）

10：20～11：50
脳腫瘍画像診断
座長：高木　亮（日本医科大学）
1. 脳実質内腫瘍の画像診断 高橋洋人（近畿大学）
2. 脳腫瘍治療：最近の進歩 橋本直哉（大阪大学　脳神経外科）
3. 脳腫瘍治療後の画像所見 北島美香（熊本大学）

8：20～8：50

モーニングセミナー1
頭頸部の画像診断
　－類似症例における重要な違い !!－
尾尻博也（東京慈恵会医科大学）
座長：又吉　隆（那覇市立病院）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

13：00～14：30
フィルムリーディング

 坪山尚寛（大阪医科大学）
 荒谷和紀（札幌医科大学）

12：00～12：50
ランチョンセミナー 3
造影剤の安全性
座長：桑鶴良平（順天堂大学）
1.造影CT検査で注意すべき患者とは？ 
  早川克己（京都市立病院）
2．  細胞外液性Gd造影剤の副作用について 
  永山雅子（倉敷中央病院）

共催：バイエル薬品株式会社

10：50～11：50
放射線科専門医に知ってほしい

放射線治療の現状
座長：永田　靖（広島大学）
1. 放射線生物学の基本

小川和彦（大阪大学）
2. 婦人科腫瘍

生島仁史（徳島大学）

9：00～10：30

IVR ルネッサンス

座長：三村秀文（川崎医科大学）
1．凍結療法の歴史と現状 井上政則（慶應義塾大学）
2．肝 RFA 山門亨一郎（三重大学）

3．腎 RFA 髙木治行（三重大学） 

8：20～8：50
モーニングセミナー2
ここまで読みたい －胸部単純X線写真－
松迫正樹（聖路加国際病院）

座長：松尾義朋（イーサイトヘルスケア）

共催：イーサイトヘルスケア株式会社

9：00～9：50

〈特別講演〉
医療保険を巡る課題と
 放射線診療への期待

迫井正深 （厚労省保険局　企画官）

座長：大西　洋（山梨大学）

13：00～14：30
がん治療に役立つ画像診断
座長：生島仁史（徳島大学）
1. がん画像診断に求められること －読影の方法序説－
  大西　洋（山梨大学）
2. 肝胆膵癌 松本俊郎（大分大学）
3. “SPN”の診断から治療／管理まで
 －理想の“非侵襲的医療”を目指して－
 桐生拓司（朝日大学附属村上病院）

12：00～12：50
ランチョンセミナー 4
座長：北垣　一（島根大学）
1. 認知症の画像診断
北垣　一（島根大学）

2. 認知症の臨床
博野信次（神戸学院大学 人間心理学科）

共催：第一三共株式会社

10：00～11：50
専門医が知っておきたい最新装置の知識
座長：平田秀紀（九州大学）
1. CT：CT 営業部 藤井健二（東芝）
2. MRI：MR 営業部 淀　健治（東芝）
3. RI：NMP 営業部 末兼浩司（東芝）
4. 放射線治療：TH営業部 冠木基彦（東芝）
5. IVR・デバイス 荒木拓次（山梨大学）
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13：00～16：00　   死後画像診断読影実践　  座長：水沼仁孝（大田原赤十字病院），兵頭秀樹（札幌医科大学）

TIME TABLE


