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ランチョンセミナー
・ランチョンセミナー1：4月15日（金） 12:00～12:50 （メインホール）

「 世界初の臨床用フォトンカウンティングCTによるCTの再定義」
 座長： 佐久間肇（三重大）

1. Introduction of Photon-counting CT　   Philipp Wolber（Siemens Healthcare GmbH）
2. Initial Clinical Experience of NAEOTOM Alpha to Redefine CT　 

Florian Schwarz（Univ. Hosp. Augsburg, Germany）
共催：シーメンスヘルスケア株式会社

・ランチョンセミナー2：4月15日（金） 12:00～12:50 （301）

「 画像診断ワークフローを支援するSYNAPSE SAI ViewerとAI技術」
 座長： 長縄慎二（名古屋大）

1. SYNAPSE SAI viewer最新機能と脳卒中解析AI技術のご紹介　   橘　篤志（富士フイルム㈱）
2. 深層学習モデルU-Netを用いた肺結節トラッキング技術の有用性とAI技術への期待　   

  小野澤志郎（杏林大）
3. 画像診断の効率化を支援する読影ビュ－ワ・レポ－トシステムの使用経験と工夫　   

  下野太郎（大阪公立大）
共催：富士フイルムメディカル株式会社

・ランチョンセミナー3：4月15日（金） 12:00～12:50 （302）

「 Philips CT/MR Innovative Solutionsがもたらす新たな可能性とは」
 座長： 工藤與亮（北海道大）

1. The impact of SmartSpeed  

～Next Generation Compressed SENSEによるMR撮像の再定義～　   吉田学誉（東京警察病院）
2. スペクトラルCTの進化と日常臨床活用術　   片平和博（熊本中央病院）

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

・ランチョンセミナー4：4月15日（金） 12:00～12:50 （303）

「 腹部CT画像の最前線」
 座長： 村上卓道（神戸大）

1. 腹部ダイナミック造影CT – 適切なスキャンタイミング –　   野田佳史（岐阜大）
2. 肝臓CTのRadiomics　   市川新太郎（浜松医大）

共催：富士製薬工業株式会社

・ランチョンセミナー5：4月15日（金） 12:00～12:50 （304）

「 循環器領域におけるCT撮影と画像診断、進化と可能性」
 座長： 真鍋徳子（自治医大さいたま医セ）

1. 動き補正とAIを用いた再構成による心臓CT普及への新たな挑戦　   柴田英輝（豊田厚生病院）
2. 循環器内科医の視点から心臓画像の新たな臨床活用を模索する　   井手盛子（大阪大）

共催：富士フイルムヘルスケア株式会社
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・ランチョンセミナー6：4月15日（金） 12:00～12:50 （311+312）

「 Radixact導入後の診療内容および収益の変化」
 座長： 松尾政之（岐阜大）

    松本康男（がんセ新潟病院）
共催：アキュレイ株式会社

・ランチョンセミナー7：4月15日（金） 12:00～12:50 （313+314）

「 “One Fujifilm”が診療ワークフローにもたらす新たな価値」
 座長： 中川恵一（東京大）

1. 診療における放射線治療情報の活用　～ワンチーム診療に向けて　   小塚拓洋（虎の門病院）
2. 輪郭作成支援ソフトがもたらす放射線治療部門ワークフローの変化　   

  臺　洋平（虎の門病院）
共催：富士フイルム医療ソリューションズ株式会社

・ランチョンセミナー8：4月15日（金） 12:00～12:50 （315）

「 新たなる核医学治療への期待」
 座長： 粟井和夫（広島大）

1. PPGLに対する131I-MIBG治療の意義　   樋口徹也（群馬大）
2. 神経内分泌腫瘍における177Lu-DOTATATEによるPRRT　   肱岡　範（国がんセ中央病院）

共催：PDRファーマ株式会社

・ランチョンセミナー9：4月15日（金） 12:00～12:50 （413）

「 MRIdian Linac の有用性」
 座長： 野田真永（埼玉医大国際医療セ）

1. MRIdian Linac の有用性　－医師の視点から－　   井垣　浩（国がんセ中央病院）
2. MRIdian Linac の有用性　－医学物理士の視点から－　   千葉貴仁（国がんセ中央病院）
3. MRIdian Linac の有用性　－診療放射線技師の視点から－　   逆井達也（国がんセ中央病院）

共催：伊藤忠商事株式会社

・ランチョンセミナー10：4月15日（金） 12:00～12:50 （F205+206）

「 広がるキヤノンMRIの可能性」
 座長： 大場　洋（帝京大）

1. マルチパラメトリックMRIによるデ－タ駆動型の画像診断支援　   藤田翔平（順天堂大 /東京大）
2. 最新1.5T & 3T MR診断：技術革新と臨床エビデンス　   大野良治（藤田医大）

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

・ランチョンセミナー11：4月16日（土） 12:00～12:50 （メインホール）

「 キヤノン最新CTテクノロジー　～高精細CTとAIによる新たな画像診断～」
 座長： 真鍋徳子（自治医大さいたま医セ）

1. 高精細CTがもたらす術前・術後画像と画像解剖学へのインパクト　   五明美穂（杏林大）
2. 腹部CTイメージングにおけるDeep Learning Reconstruction ～高画質から超解像へ～　   

  中村優子（広島大）
3. 高精細CTとAIを用いた新しい膵癌画像診断　   曽根美雪（国がんセ中央病院）

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
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・ランチョンセミナー12：4月16日（土） 12:00～12:50 （301）

 座長： 藤永康成（信州大）

1. Gd-EOB-DTPA造影MRIによる肝細胞癌診断 update　   北尾　梓（金沢大附属病院）
2. Liver metastases – VALUE of EOB-MRI revisited in 2022　   Christoph J. Zech（Univ. Hosp. Basel, Switzerland）

共催：バイエル薬品株式会社

・ランチョンセミナー13：4月16日（土） 12:00～12:50 （302）

「 臨床MRI最前線」
 座長： 阿部　修（東京大）

1. 日常臨床に変革をもたらすMRI新技術 ～体幹部を中心に～　   関根鉄朗（日本医大武蔵小杉病院）
2. 日常臨床に変革をもたらすMRI新技術  ～脳神経領域を中心に～　   渡邉嘉之（滋賀医大）

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

・ランチョンセミナー14：4月16日（土） 12:00～12:50 （303）

「 東北大学病院におけるエレクタユニティの稼働行程」
 座長： 吉満研吾（福岡大）

1. エレクタユニティの初期経験と将来にむけて　   神宮啓一（東北大）
2. エレクタユニティのアクセプタンスおよびコミッショニング経験　   角谷倫之（東北大）

共催：エレクタ株式会社

・ランチョンセミナー15：4月16日（土） 12:00～12:50 （304）

「 腹部領域の画像診断　－今おさえておくべきポイント－」
 座長： 村上卓道（神戸大）

1. 腹部画像診断 ステップアップのための tips　   渡谷岳行（東京大）
2. 腹部画像診断のポイント　   上田和彦（がん研究会）

共催：ゲルベ・ジャパン株式会社

・ランチョンセミナー16：4月16日（土） 12:00～12:50 （311+312）

「 MRI造影剤の安全管理と造影検査の現在と未来」
 座長： 対馬義人（群馬大）

1. MRI造影剤のリスク管理総論：安全な造影検査のために　   対馬義人（群馬大）
2. MRI造影剤で心臓を診る：臨床に使える基本と応用　   大田英揮（東北大）

共催：GEヘルスケアファーマ株式会社

・ランチョンセミナー17：4月16日（土） 12:00～12:50 （313+314）

「 画像診断におけるAI技術を応用したプログラム医療機器の臨床有用性と今後の展望」
 座長： 久保田一徳（獨協医大埼玉医療セ）

1. クラウド型AIを使いこなそう！　AI-Rad Companion Chest CT の使用経験　   

  山岡利成（京都桂病院）
2. 頭部MRIの形態診断支援AI機能 “Brain Morphometry” の臨床応用　   土屋一洋（JR東京総合病院）

共催：シーメンスヘルスケア株式会社
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・ランチョンセミナー18：4月16日（土） 12:00～12:50 （315）

「 Philips CT/MR Innovative Solutionsが切り拓く将来展望」
 座長： 西江昭弘（琉球大）

1. フィリップスCTが実現するAIソリュ－ションによるSmart Workflow　   

  竹内和幸（長野中央病院）
2. SmartSpeed MotionFreeが腹部MRI診断にもたらす真価　   五島　聡（浜松医大）

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

・ランチョンセミナー19：4月16日（土） 12:00～12:50 （413）

「 透視撮影装置に見るパラダイムシフト　―AI搭載と進化した画像処理―」
 座長： 炭山和毅（東京慈恵会医大）

1. 多目的用途に適応した新機能 －AI搭載機能とデバイス強調新画像処理等－　   

  飯沼正雄（㈱島津製作所）
2. 新たな画像処理による内視鏡手技におけるデバイス視認性の向上 －使用経験および臨床上の有用性－
   中井喜貴（京都桂病院）

共催：株式会社　島津製作所

・ランチョンセミナー20：4月16日（土） 12:00～12:50 （F205+206）

「 MRIによるアルツハイマー病の早期診断」
 座長： 冨本秀和（三重大）

    工藤與亮（北海道大）
共催：エーザイ株式会社

・ランチョンセミナー21：4月17日（日） 12:00～12:50 （メインホール）

「 Dual Energy CT 時代における造影検査の現在と未来」
 座長： 粟井和夫（広島大）

1. あなたならどう使う？ ～造影剤と撮像技術～　   野田佳史（岐阜大）
2. Dual Energy CTで心筋を診る ～遅延造影とECVの活用～　   尾田済太郎（熊本大）

共催：GEヘルスケアファーマ株式会社

・ランチョンセミナー22：4月17日（日） 12:00～12:50 （301）

「 30分でわかる心臓CTの最新動向」
 座長： 高瀬　圭（東北大）

    北川覚也（三重大）
共催：バイエル薬品株式会社

・ランチョンセミナー23：4月17日（日） 12:00～12:50 （302）

「 子宮体癌の診断と治療」
 座長： 田中優美子（がん研会有明病院）

1. 子宮体癌のMRI診断　   藤井進也（鳥取大）
2. 子宮体癌に対する新しい治療　   佐藤豊実（筑波大）

共催：エーザイ株式会社
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・ランチョンセミナー24：4月17日（日） 12:00～12:50 （303）

「 アルツハイマー病の分子病態と疾患修飾療法」
 座長： 山田　惠（京都府立医大）

    岩坪　威（東京大、国立精神・神経医療研究セ）
共催：日本メジフィジックス株式会社

・ランチョンセミナー25：4月17日（日） 12:00～12:50 （304）

「 中枢神経領域の画像診断　－今おさえておくべきポイント－」
 座長： 井田正博（水戸医療セ）

1. 脳腫瘍に関する最近の話題　   樋渡昭雄（名古屋市立大）
2. 脳動脈瘤診断に関する最近の話題　   渡邉嘉之（滋賀医大）

共催：ゲルベ・ジャパン株式会社

・ランチョンセミナー26：4月17日（日） 12:00～12:50 （311+312）

「 Digital Revolution －心臓診療の新たな時代－」
 座長： 林　宏光（日本医大）

  横井宏佳（福岡山王病院）

1. cCTAの現状と今後の方向性　   城戸輝仁（愛媛大）
2. 循環器医が考える冠動脈CTの重要性　   上妻　謙（帝京大）

共催：ハートフロー・ジャパン合同会社

・ランチョンセミナー27：4月17日（日） 12:00～12:50 （313+314）

「 Knowledge-based Planningの指し示す近未来」
 座長： 溝脇尚志（京都大）

    門前　一（近畿大）
    田村　命（近畿大）
    上田悦弘（大阪国際がんセ）

共催：株式会社バリアン メディカル システムズ

・ランチョンセミナー28：4月17日（日） 12:00～12:50 （315）

「 進行性前立腺がん治療における転移評価の重要性」
 座長： 工藤與亮（北海道大）

1. 進行性前立腺がんにおける画像診断と治療戦略　   木島敏樹（獨協医大）
2. 進行性前立腺がんにおけるWhole body MRIを加えた画像診断　   中西克之（大阪国際がんセ）

共催：ヤンセンファーマ株式会社 メディカルアフェアーズ本部

・ランチョンセミナー29：4月17日（日） 12:00～12:50 （413）

「 Opening the Future －未来を見据えたこれからのポストプロセシング」
 座長： 宇都宮大輔（横浜市立大）

1. 3D画像処理の黎明期から未来 －可視化から手術支援へ－　   平野　透（札幌医大病院）
2. 実臨床における3D画像処理、そして未来　   小川泰良（聖マリアンナ医大病院）

共催：ザイオソフト株式会社 /アミン株式会社
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・ランチョンセミナー30：4月17日（日） 12:00～12:50 （F205+206）

「 Comprehensive Dual Energy －日常読影から最先端応用まで－」
 座長： 陣崎雅弘（慶應義塾大）

1. 実践！ Dual Energy CT読影　   町田治彦（東京女子医大足立医療セ）
2. Dual Energy最前線 GSIの進化と最先端応用　   五島　聡（浜松医大）

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社


