
平成３０年　１２月１５日（土）プログラム

第1会場 第2会場 第3会場 第４会場 第5会場 第6会場 第7会場 展示場1

小ホール 国際会議室 401+402 403+404 展示場2+3 展示場5 602

シティホール 2F シティホール 4F シティビル 4F シティビル 4F シティビル B１F シティビル B１F シティビル 6F シティビル B1F

9:00～9:30

CT１ 9:00～10:00 9:00～10:00 9:00～10:00 9:00～9:40

手術支援 MRI１ フレッシャーズセミナー フレッシャーズセミナー

画像解析１ DR Angio 医療安全・教育

演題番号：１８～２３ 「ディジタル画像の 「血管撮影で役立つ接遇術 演題番号７１～７４

座長：窪田 寛之 基礎と評価法」 と保険点数のお話し」

9:30～10:00 座長：山越 一統 演者：大築 慎一 座長：福岡 美代子

CT２ 演者：池野 直哉

頭頚部 　　　本元 強　 9:30～10:30 「脳血管領域の解剖

放射線治療１ ・診断とIVR」 9:40～10:30

計画 演者：鈴木 宏明

座長：三浦 茂樹 放射線計測１

10:00～12:00 座長：篠田 和哉 10:00～12:00

DRシンポジウム Angioシンポジウム 座長：三宅 博之

10:00～11:00 10:00～11:00

CT３ MRI２ 「散乱線補正処理の 「The Review 

画質 画像解析２ 臨床応用」 -放射線技術を見直す-

-より良い術前画像を

提供するために-」

座長：小澤 昌則 座長：吉丸 大輔 座長：永井 優一

　　　加藤 英樹 10:30～11:30 10:40～11:40

放射線治療２ 座長：加藤 英幸

位置照合 　　　圓川　勉 核医学１

11:00～11:30 演者：阿部 泰之 演題番号４７～５２

MRI３ 　　　望月 誠也

11:00～11:50 性能評価 　　　　小井土 友紀 座長：伊藤 照生 演者：高橋 康之 座長：伊東 利宗

CT４ 　　　清水 瑛遼 　　　竹本 直哉

Dual Energy 　　　山下 慎一

座長：山城 昌弘 　　　石橋 智通

11:30～12:00

座長：福井 利佳 MRI４

心臓・造影

座長：北川 久

12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00

座長：諏訪 和明 座長：谷畑 誠司 座長：佐藤 智春 座長：中澤 敦　

演者：柳田 智　 演者：根岸 徹　 演者：谷 謙甫　 演者：大脇 由樹

　　　高橋 真一

キヤノンライフケア 東洋メディック ユーロメディテック 日本メジフィジックス 9:00～17:00

ソリューションズ 株式会社 株式会社 株式会社

株式会社

13:00～13:30

国際化特別企画

「研究についての取り組み 13:00～13:50 13:00～15:00 13:00～13:50 13:00～15:00

と国際交流のあり方」 MRI５ 超音波シンポジウム 放射線治療３ 核医学シンポジウム

座長：簗川 範幸 臨床 計測

演者：土井 邦雄 「超音波レポートは、 「マルチモダリティで

所見？診断？」 再考する腫瘍核医学」

13:30～15:30 座長：加藤 義明 座長：川島 康弘 13:30～16:00

支部合同

国際化推進企画 座長：増田 光一 座長：石井 亘友 ハンズオンセミナー

　　　馬場 康史 13:50～14:20 　　　對間 博之

「国際化について ＣＴ５ 「ROCセミナー」

一緒に考えよう」 心臓 (大会プログラム)

演者：熊谷 史範 演者：北川 久　

座長：佐藤 英介 　　　蒔田 博人 　　　石塚 瞬一 ～セミナーと研究発表大会

         飯森 隆志 　　　渋谷 一敬 座長：新井 啓祐 　　　大脇 由樹 一緒に参加・受講して

　　　桑山 真紀 　　江村 隆 一挙両得！～

　　　南沢 元博

演者：松浦 由佳 14:20～15:10

　　　我妻 慧　 ＣＴ６

　　　坂井 上之 線量評価１

　　　三輪 建太 演者：白石 順二

　　　福岡 大輔

座長：小林 隆幸 　　　田中 利恵

15:10～16:00

ＣＴ７

線量評価２

座長：越智 茂博

15:45～16:45

教育講演

医療安全

【高度医療分野における

リスクマネジメント」

座長：磯辺 智範

演者：石橋 明　

機器展示

15:30

演題番号８０～８５

演題番号３０～３２

演題番号３３～３５

演題番号７～１２

演題番号６６～７０

演題番号５３～５７演題番号：３６～４０

演題番号１３～１７

演題番号：２４～２９

演題番号５８～６０

演題番号６１～６５

ランチョンセミナー１ ランチョンセミナー２ ランチョンセミナー３

16:30

17:00

15:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

16:00

ホール棟 ビル棟

8:30

9:00

受付開始　8:15～

開場　8:00～

演題番号１～３

演題番号４～６

開会式　8:30～

演題番号４１～４６

演題番号７５～７９

ランチョンセミナー４

ホール棟 ビル棟

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 展示場１

小ホール

８:００

８:３０

９:００

９:３０

１０:００

１０:３０

１１:００

１１:３０

１２:００

１２:３０

１３:００

１３:３０

１４:００

１４:３０

１５:００

１５:３０

１６:００

１６:３０

１７:００

国際会議室 401 + 402 403 + 404 展示場2+3 展示場5 602

シティホール 2F シティホール 4F シティビル 4F シティビル 4F シティビル B1F シティビル B1F シティビル B1Fシティビル 6F

ホール棟 ビル棟

第１会場

小ホール

シティホール 2F

情報交換会
17:30～19:30

（開場 17:00）



平成３０年 １２月１６日（日）プログラム

第1会場 第2会場 第3会場 第４会場 第5会場 第6会場 第7会場 展示場1

小ホール 国際会議室 401+402 403+404 展示場2+3 展示場5 602

シティホール 2F シティホール 4F シティビル 4F シティビル 4F シティビル B１F シティビル B１F シティビル 6F

9:00～10:00 9:00～10:00 9:00～10:00

フレッシャーズセミナー フレッシャーズセミナー フレッシャーズセミナー

MRI CT 治療 9:00～10:00

「条件付きMRI対応電子 「CT検査の線量管理 「放射線治療の変遷」 ＤＲ４

デバイスのMRI検査 のための基礎知識」 画質評価

について」 演者：浅賀 昭彦 演題番号１２８～１３３

演者：秦 博文 演者：高木 卓 9:30～10:30

9:30～10:20 「MRI検査時の ＩＶＲ１ 座長：小野寺 浩幸

ＤＲ１ 安全性について」 線量

散乱補正 演者：齋藤 亮

演題番号８６～９０

座長：今関 雅晴

座長：由地 良太郎

10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～11:00

MRIシンポジウム CTシンポジウム 治療シンポジウム ＤＲ５

10:20～11:00 画質評価・表示

ＤＲ２ 「Body DWI」 「REVIEW－逐次近似 「放射線治療 演題番号１３４～１３９

撮影線量 を再考する-」 10:30～11:20 The Reviewシンポジウム

ＩＶＲ２ ～温故知新～」 座長：中島 正弘

座長：北川 久 座長：石原 敏裕 臨床

座長：池野 直哉 　　　　小林 正人 　　　相川 良人

座長：喜久村 力 9:00～14:00

座長：山下 慎一 　　　根本 幹央

11:00～12:00 　演者：古河 勇樹 演者：宮前 裕太

実行委員会企画 　　　　笠原 朗弘 　　　益田 翔太

　　　　小林 昌樹 　　　吉田 亮一 演者：加藤 昭子 11:00～11:50

「歯科X線検査における 　　　　大橋 一範 　　　富田 博信 　　　有路 貴樹 ＤＲ６

患者防護の最適化と 　　　臼井 桂　 画像解析

診断参考レベルの確立」 　　　大江 歩　 演題番号１４０～１４４

　　　岩井 譜憲

座長：石田 秀樹 座長：門間 正彦

　　根岸 徹

演者：原田 康雄

12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00

座長：木暮 陽介 座長：田中 功　 座長：柳田 智　 座長：佐藤 智春

演者：勝沼 泰　 演者：森田 康介 演者：諏訪 和明 演者：生駒 英明

　　　富田 博信 　　　髙木 達也 　　　荒井 正仁 　　　篠田 和哉

　　　鶴谷 弘　

シーメンスヘルスケア コニカミノルタジャパン 株式会社バリアン

株式会社 株式会社 株式会社JVCケンウッド メディカルシステムズ

13:00～14:00 13:00～13:50 13:00～14:00 13:00～13:40 13:00～13:50 13:00～13:40 13:00～15:30

特別講演 ＭＲＩ６ ＣＴ８ ＤＲ３ 核医学２

脳神経 臨床 乳腺 脳 医療情報・管理 ハンズオンセミナー

「X線撮影で立位撮影 演題番号１２３～１２７

が求められる理由」 「ROCセミナー」

座長：笠原 朗弘 座長：高瀬 誠 座長：奥村 健一郎 座長：近松 孝 座長：矢崎 一郎 (セミナープログラム)

座長：谷畑 誠司

～セミナーと研究発表大会

演者：安藤 英次 13:40～14:20 13:40～14:10 一緒に参加・受講して

放射線計測２ 撮影支援画像 一挙両得！～

被ばく

座長：西郷 洋子

座長：西杉 勝宏

演者：白石 順二

　　　福岡 大輔

　　　田中 利恵

14:30～15:30

市民公開講座

「あなたの乳房は大丈夫

ですか？今知っておきたい

乳がんのこと」

座長：柳田 智　

演者：大野 真司

閉会式　15:30～

機器展示

関東支部報告会　8:30～

演題番号９１～９４

演題番号１０５～１１０

演題番号１１１～１１５

演題番号１１６～１１９

10:30

8:30

9:00

9:30

ホール棟 ビル棟

開場　8:00～

受付開始　8:15～

15:00

15:30

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

10:00

演題番号１４９～１５１

演題番号：９５～９９ 演題番号１００～１０４

11:00

11:30

12:00

演題番号１２０～１２２

ランチョンセミナー８ランチョンセミナー５ ランチョンセミナー６ ランチョンセミナー７

演題番号１４５～１４８

第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 展示場１

国際会議室 401 + 402 403 + 404 展示場2+3 展示場5 602

シティホール 4F シティビル 4F シティビル 4F シティビル B1F シティビル B1F シティビル B1Fシティビル 6F

ホール棟 ビル棟

第１会場

小ホール

シティホール 2F

８:００

８:３０

９:００

９:３０

１０:００

１０:３０

１１:００

１１:３０

１２:００

１２:３０

１３:００

１３:３０

１４:００

１４:３０

１５:００

１５:３０


