
13:00-14:00� ■診断
教育講演 1
心血管1：虚血性心疾患の基礎

（メインホール）

13:00-14:00� ■診断
教育講演 2
泌尿生殖器１：�
腎不全・腎移植関連� （301）

13:00-14:00� ■診断
教育講演 3
頭頸部１：唾液腺疾患の画像診断

（302）

13:00-14:00� ◆治療
教育講演 4
治療１：肝胆膵癌

（303）

14:20-15:20� ■診断
教育講演 5
心血管2：大動脈疾患の基礎

（メインホール）

14:20-15:20� ■診断
教育講演 6
泌尿生殖器２：�
子宮腫瘍の良悪の鑑別� （301）

14:20-15:20� ■診断
教育講演 7
頭頸部２：甲状腺疾患の画像診断

（302）

14:20-15:20� ◆治療
教育講演 8
治療２：婦人科癌

（303）

15:40-16:40� ■診断
教育講演 9
IVR１：肺の IVR

（メインホール）

15:40-16:40� ■診断
教育講演 10
小児１：救急疾患

（301）

15:40-16:40� ■診断
教育講演 11
骨軟部１：足関節

（302）

15:40-16:40� ◆治療
教育講演 12
治療３：頭頸部癌

（303）

17:00-18:00� ■診断
教育講演 13
IVR�2：血管奇形の IVR

（メインホール）

17:00-18:00� ■診断
教育講演 14
小児２：全身疾患

（301）

17:00-18:00� ■診断
教育講演 15
骨軟部２：骨壊死・正常変異

（302）

17:00-18:00� ◆治療
教育講演 16
治療４：肺がん縦隔

（303）

13:00-14:00
肝胆膵 消化器 1 肝
ROP1-1～ROP1-6

（311+312）

14:20-15:20
肝胆膵 消化器 2 膵・その他 

ROP2-1～ROP2-6� （311+312）

15:40-16:40
肝胆膵 消化器 3 膵・胃 

ROP3-1～ROP3-6� （311+312）

17:00-17:50
肝胆膵 消化器 4  
肝・技術
ROP4-1～ROP4-5

（311+312）

13:00-14:00
小児
ROP5-1～ROP5-6

（313+314）

14:20-15:10
IVR1 非血管系
ROP6-1～ROP6-5

（313+314）

16:00-16:40
核医学 1 脳 

ROP7-1～ROP7-4
（313+314）

17:00-17:50
核医学 2 心大血管 

ROP8-1～ROP8-5
（313+314）

第81回 日本医学放射線学会総会ジャンル別日程表　４月1４日（木）第1日目
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★必須 学会必須講習 ●共通 機構共通講習 ★●必共 学会必須講習＋機構共通講習 ■診断 機構領域講習
（放射線診断） ◆治療 機構領域講習

（放射線治療） ■◆診治
機構領域講習
（放射線診断・放射線治療1/2）

座長：市川泰崇
演者：常田慧徳，橋村宏美

座長：新本　弘
演者：江戸博美，上野嘉子

座長：掛田伸吾
演者：角　美佐，宇山直人

座長：長谷川正俊
演者：武田篤也，篠藤　誠

座長：田所導子
演者：佐久間亨，末吉英純

座長：北井里実
演者：蟹江悠一郎，齋田　司

座長：田中宏子
演者：井手口怜子，佐竹弘子

座長：大野達也
演者：渡辺未歩

座長：長谷部光泉
演者：竹内　均，下平政史

座長：古川理恵子
演者：齋藤祐貴，安藤久美子

座長：山本麻子
演者：橘川　薫，大出　創

座長：吉村通央
演者：安田耕一

座長：大須賀慶悟
演者：井上政則，吉松梨香

座長：野崎太希
演者：谷　千尋，巷岡祐子

座長：藤本　肇
演者：中田和佳，辰野　聡

座長：菅原信二
演者：白井克幸

座長：小坂一斗，西岡瑛子 座長：中村優子，田辺昌寛 座長：佐野勝廣，曽我茂義 座長：本杉宇太郎，兵頭朋子

座長：赤坂好宣，小熊栄二

座長：南　哲弥，
西尾美佐子

座長：下瀬川恵久，
乾　好貴 座長：桐山智成，則兼敬志
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（p.S128）

（p.S128）

（p.S129）

（p.S130）
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（p.S131）

（p.S132）

（p.S133）

（p.S133）

（p.S134）

（p.S135）

（p.S136）

（p.S137）

（p.S138）

（p.S138）

（p.S187）
（p.S188） （p.S189） （p.S191）

（p.S192）

（p.S193）

（p.S194） （p.S195）



16:15-18:15
合同シンポジウム 1
ポストコロナ社会へ�～未来への潮流と変革～

（国立大ホール）

17:45-19:05� ■診断
国際交流セッション 2
中枢神経　　　　（301）

18:25-19:25� ■診断
国際交流セッション 4
TRS-JRS�ジョイントシンポジウム：
骨軟部領域の診断と治療�（302）

8:00-10:20� ■診断
JRS 肝臓フォーラム 1

（301）

8:00-9:00� ■診断
シンポジウム 1
フォトンカウンティングCTが起
こすパラダイムシフト� （303）
座長：河野　淳，中浦　猛
演者：Shuai��Leng，今井靖浩，

Katsuyuki�Taguchi

10:10-11:20� ■診断
シンポジウム 2
子宮疾患の画像診断における最近の話題

（302）

9:30-11:30� ■◆診治
シンポジウム 3
頭頸部癌診療の現況と展望

（303）

16:15-17:55� ■◆診治
シンポジウム 5
神経内分泌腫瘍の診断と治療：Theranosticsの時代へ�（302）

16:15-17:55� ■診断
シンポジウム 6
腫瘍インターベンションの将来

（303）

18:25-19:25� ◆治療
シンポジウム 7
致死性心室不整脈に対する体外
放射線治療　（303）

8:00-9:00� ★●必共
教育講演 17
医療倫理（必須・共通）

（国立大ホール）

9:30-10:30� ●共通
教育講演 18
感染対策

（国立大ホール）

8:00-9:00� ■診断
教育講演 19
核医学１：腫瘍

（メインホール）

9:15-10:15� ◆治療
教育講演 20
核医学２：核医学治療

（メインホール）

10:30-11:30� ■診断
教育講演 21
核医学３：脳

（メインホール）

16:15-17:15� ■診断
教育講演 22
呼吸器１：肺感染症

（メインホール）

17:30-18:30� ■診断
教育講演 23
呼吸器２：抗酸菌・感染性結節

（メインホール）

18:45-19:45� ■診断
教育講演 24
呼吸器３：気管支内・良性結節

（メインホール）

8:20-9:20
頭頸部
ROP9-1～ROP9-6

（311+312）

9:40-10:30
心血管 1 
心機能解析
ROP10-1～ROP10-5

（311+312）

10:40-11:30
心血管 2 肺血管・
末梢血管
ROP11-1～ROP11-5

（311+312）

16:15-17:05
心血管 3 大動脈・
その他
ROP12-1～ROP12-5

（311+312）

17:15-18:15
心血管 4 心筋血流
ROP13-1～ROP13-6

（311+312）

8:20-9:40
女性骨盤
ROP14-1～ROP14-8

（313+314）

9:50-10:30
IVR2 血管系（肝） 

ROP15-1～ROP15-4
（313+314）

10:40-11:30
IVR3 血管系（その他） 

ROP16-1～ROP16-5
（313+314）

16:15-16:55
基礎
ROP17-1～ROP17-4
（313+314）

17:10-18:10
骨軟部
ROP18-1～ROP18-6

（313+314）

16:15-17:55� ■◆診治
シンポジウム 5
神経内分泌腫瘍の診断と治療：Theranosticsの時代へ

（302）

18:25-19:25� ◆治療
シンポジウム 7
致死性心室不整脈に対する体外
放射線治療　（303）

8:00-9:40� ■診断
国際交流セッション 1
RSNA/ARRS/ESR　　（302）

16:15-17:15� ■診断
シンポジウム 4
待ったなし！遠隔医療時代の到来

（301）

16:15-17:55� ■◆診治
シンポジウム 5
神経内分泌腫瘍の診断と治療：Theranosticsの時代へ�（302）

★必須 学会必須講習 ●共通 機構共通講習 ★●必共 学会必須講習＋機構共通講習 ■診断 機構領域講習
（放射線診断） ◆治療 機構領域講習

（放射線治療） ■◆診治
機構領域講習
（放射線診断・放射線治療1/2）
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第81回 日本医学放射線学会総会ジャンル別日程表　４月1５日（金）第２日目

13:15-14:10
合同開会式
4団体会長挨拶，基調講演

（国立大ホール）

14:30-15:15
合同特別講演
（国立大ホール）

15:30-16:00
特別講演 

（国立大ホール）

12:00-12:50
ランチョンセミナー

村上卓道，白石順二，
西尾禎治，山本章雄

（p.S55）
（p.S66）

14:10-14:30
　

座長：村上卓道
演者：原　　晋

座長：村上卓道
演者：杉山　愛

座長：陣崎雅弘，粟井和夫
演者：忽那賢志，待鳥詔洋，白石順二，村垣善浩，森　健明，

熊野正士

座長：玉木長良，長縄慎二
演者：Satoshi�Minoshima，Umar��Mahmood，

George�Shih，Manjiri��K.�Dighe，
Regina��Beets-Tan

座長：平井俊範，安藤久美子
演者：Seung�Chai��Jung，Chan�Ling��Ling，

Renata��Conforti，Leonardo�Lopes�de�Macedo

座長：上谷雅孝，藤本　肇
演者：山本麻子，
Hung-Ta�Hondar��Wu，Yi-Chih��Hsu

座長：五島　聡，Bachir�Taouli
演者：Mustafa�Shadi�Rifaat�Bashir，Richard�L.�Ehman，Won�Jae��Lee，�

五島　聡，Jeong�Min�Lee，Claude�B.��Sirlin，Bachir��Taouli

座長：木戸　晶，田中優美子
演者：Gigin��Lin，坪山尚寛，樋本祐紀

座長：田中法瑞，江島泰生
演者：馬場　亮，四宮弘隆，吉田大介，二瓶圭二，Hisataka�Kobayashi

座長：松尾義朋，伊藤博敏
演者：黒田知宏，長谷川高志，

久島健之

座長：絹谷清剛，中本裕士
演者：Damian��Wild，高野祥子，市川新太郎，�

池田公史，工藤　篤

座長：山門亨一郎，平木隆夫
演者：西尾福英之，吉松梨香，長谷川貴章，荒井保典，

Marcus��Katoh

座長：国枝悦夫，吉岡公一郎
演者：青沼和隆，国枝悦夫，

網野真理，株木重人

座長：吉浦　敬
演者：栗原千絵子

座長：杉本幸司
演者：森　康子

座長：山本由佳
演者：石橋　愛，河野由美子

座長：中本裕士
演者：土屋純一，稲木杏吏

座長：金田朋洋
演者：今林悦子，乾　好貴

座長：上甲　剛
演者：田中伸幸，川上　聡

座長：芦澤和人
演者：氏田万寿夫，坂井修二

座長：西本優子
演者：松迫正樹，石川浩志

座長：尾尻博也，大谷隆浩

座長：宇都宮大輔，真鍋徳子 座長：小山恵子，奥田茂男 座長：齋藤陽子，山崎誘三 座長：北川覚也，城戸輝仁

座長：高濱潤子，北井里実

座長：田中利洋，
神谷実佳

座長：山上卓士，
丸野美由希

座長：大西裕満，
山田祥岳

座長：稲岡　努，橘川　薫

座長：絹谷清剛，中本裕士
演者：Damian��Wild，高野祥子，市川新太郎，�

池田公史，工藤　篤

座長：国枝悦夫，吉岡公一郎
演者：青沼和隆，国枝悦夫，

網野真理，株木重人

座長：絹谷清剛，中本裕士
演者：Damian��Wild，高野祥子，市川新太郎，�

池田公史，工藤　篤

（p.S58）
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（p.S72）
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（p.S77）

（p.S86）

（p.S87）
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（p.S90）

（p.S92）

（p.S94）

（p.S96）

（p.S139） （p.S139）

（p.S140） （p.S140） （p.S141）

（p.S142） （p.S143） （p.S144）

（p.S199）
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（p.S203）
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（p.S92） （p.S96）

（p.S92）

14:10-14:30
Honorary Member 
Award Ceremony
�Hyo�Keun�Lim，
�Carlo�Catalano，
�Jay�Paul�Heiken



9:30-11:30
合同シンポジウム 2
MRリニアックの新たなる可能性�～未来への潮流を探る～

（国立大ホール）

13:30-15:30
合同シンポジウム 3
放射線治療技術の変革�-�未来への道標　　　（国立大ホール）

16:00-17:30� ■診断
Honorary Invited Lecture

（国立大ホール）

18:25-19:45� ■診断
国際交流セッション 3
呼吸器　　　　　　（302）

9:30-11:30� ■診断
JRS 肝臓フォーラム 2

（301）

15:05-17:25� ■診断
JRS 肝臓フォーラム 3

（301）

8:20-9:40� ■診断
シンポジウム 8
PET/MRI：革新的テクノロジーが生み出す
新たな画像診断の世界　　　（302）

9:00-10:00� ■診断
シンポジウム 9
分娩後出血・癒着胎盤の IVR�（303）

10:10-11:30� ◆治療
シンポジウム 10
体内空間可変放射線治療の現状と今後の展開

（302）

10:30-11:30� ■診断
シンポジウム 11
IVR術中被曝低減の取り組み

（303）

13:15-14:35� ■診断
シンポジウム 12
膵癌早期発見における画像診断　　（301）

13:15-14:15� ■診断
シンポジウム 13
AI画像診断が開く可能性

（302）

13:15-14:35� ■診断
シンポジウム 14
血管系IVRの遠隔期治療成績向上の取り組み

（303）

14:45-15:45� ■診断
シンポジウム 15
世界におけるAI画像診断の歴史・
現状・課題　　　（302）

15:05-16:25� ■診断
シンポジウム 16
大動脈解離の画像診断と血管内治療 :�最新
の話題と今後の展望　　　　（303）

16:15-17:55� ■診断
シンポジウム 17
アルツハイマー病の診断と治療：バイオマーカーの役割�（302）

18:25-19:45� ■診断
シンポジウム 19
Cardio-oncology:がんサバイバーの長期心
血管リスクについて　　　　（303）

18:00-20:00
イメージインタープリテーションセッション

（国立大ホール）

14:30-16:30
研修医セミナー 1
IVR・治療　　　　　　　（メインホール）

8:00-9:00� ★●必共
教育講演 25
医療安全・放射線防護１（必須・
共通）：IVR・ヨード造影剤

（国立大ホール）

8:00-9:00� ■診断
教育講演 26
中枢神経１：外傷性脳症

（メインホール）

9:15-10:15� ■診断
教育講演 27
中枢神経２：外傷性出血と脳損傷

（メインホール）

10:30-11:30� ■診断
教育講演 28
中枢神経３：外傷：年齢と病態

（メインホール）

13:15-14:15� ★必須
教育講演 29
医療の質：治療（必須）：医療の質：治療

（メインホール）

16:45-17:45� ■診断
教育講演 30
IVR�3：EVAR,�TEVARの進歩

（メインホール）

17:45-18:45� ■診断
教育講演 31
乳房１：乳房画像診断のTips�&�
Pitfalls ①　　　　（301）

19:05-20:05� ■診断
教育講演 32
乳房２：乳房画像診断のTips�&�
Pitfalls ②　　　　（301）

8:00-9:00
指導者講習会 1
日本専門医機構と放射線科 (1)

（301）

9:00-9:50
乳房 1 X 線・超音波

ROP19-1～ROP19-5
（311+312）

10:00-11:30
乳房 2 MRI
ROP20-1～ROP20-9

（311+312）

13:15-14:25
呼吸器 1 腫瘍
ROP21-1～ROP21-7

（311+312）

14:35-15:25
呼吸器 2 COVID-19・間
質性肺炎
ROP22-1～ROP22-5

（311+312）

15:35-16:35
呼吸器 3 肺血管
ROP23-1～ROP23-6

（311+312）

16:45-18:05
呼吸器 4 低線量 CT
ROP24-1～ROP24-8

（311+312）

8:00-8:50
治療 1 前立腺
ROP25-1～ROP25-5

（313+314）

9:00-10:00
治療 2 子宮・その他
ROP26-1～ROP26-6

（313+314）

10:15-11:25
診断 その他
ROP27-1～ROP27-7　　（313+314）

13:15-14:25
核医学 3 乳房
ROP28-1～ROP28-7

（313+314）

14:35-15:15
治療 3 脳・頭頸部 

ROP29-1～ROP29-4
（313+314）

15:25-16:15
治療 4 消化管・骨軟部 

ROP30-1～ROP30-5
（313+314）

16:25-17:15
人工知能 1 胸部 

ROP31-1～ROP31-5
（313+314）

17:25-18:15
人工知能 2 その他 

ROP32-1～ROP32-5
（313+314）

11:00-11:45
実機展示
コアタイム
（3F実機展示エリア）

9:00-10:00� ■診断
シンポジウム 9
分娩後出血・癒着胎盤の IVR

（303）

13:15-14:35� ■診断
シンポジウム 14
血管系IVRの遠隔期治療成績向上の取り組み

（303）

15:05-16:25� ■診断
シンポジウム 16
大動脈解離の画像診断と血管内治療 :�最新
の話題と今後の展望　　　　（303）

16:15-17:55� ■診断
シンポジウム 17
アルツハイマー病の診断と治療：バイオマーカーの役割

（302）

13:15-14:25
核医学 3 乳房
ROP28-1～ROP28-7

（313+314）

10:30-11:30� ■診断
特別企画 3
画像AI管理の実際（画像AI管
理者研修）� （F205+206）

16:55-17:55� ■診断
シンポジウム 18
拡散MRIの最新事情　　（303）

★必須 学会必須講習 ●共通 機構共通講習 ★●必共 学会必須講習＋機構共通講習 ■診断 機構領域講習
（放射線診断） ◆治療 機構領域講習

（放射線治療） ■◆診治
機構領域講習
（放射線診断・放射線治療1/2）

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
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I V R

核医学

人 工
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共 通

第81回 日本医学放射線学会総会ジャンル別日程表　４月1６日（土）第3日目

12:00-12:50
ランチョンセミナー

座長：市田隆雄，辰己大作
演者：平田一人，井垣　浩，宇野　隆，神宮啓一，澁谷景子，�

辰己大作，逆井達也，Trina�Herbert

座長：石川正純，芳賀昭弘
演者：岩田宏満，小平　聡，曽山武士，石川正純，佐藤達彦，坂下哲哉

座長：青木茂樹，村上卓道
演者：Hyo�Keun��Lim，Carlo��Catalano，Jay�Paul��Heiken

座長：大野良治，芦澤和人
演者：Constance��de�Margerie-Mellon，

Sukru�Mehmet��Erturk，
Kum�Ju��Chae，Yeun-Chung��Chang

座長：松井　修，Byung�Ihn�Choi
演者：坂元亨宇，祖父江慶太郎，北尾　梓，Jung�Hoon��Kim�，

工藤正俊，Byung�Ihn��Choi

座長：吉満研吾，Luigi��Grazioli
演者：Cher�Heng��Tan，Andrea��Laghi，Luigi��Grazioli，八坂耕一郎，

Bin��Song，長谷川潔，Christoph�J.�Zech

座長：岡沢秀彦，伊藤　浩
演者：Mehdi��Khalighi，山谷泰賀，�

伏見育崇，野上宗伸

座長：大須賀慶悟，我那覇文清
演者：谷村憲司，伊良波裕子，

ウッドハムス玲子，徳江浩之

座長：佐々木良平，大西　洋
演者：福本　巧，岩田宏満，山田　滋，

Robert�C.�Miller

座長：赤羽正章，近藤浩史
演者：盛武　敬，保本　卓，

米虫　敦

座長：蒲田敏文，祖父江慶太郎
演者：増田充弘，野田佳史，福倉良彦，

井上　大

座長：木戸尚治，堀　雅敏
演者：渡谷岳行，西尾瑞穂，

和田昭彦

座長：掛田伸吾，山口雅人
演者：市橋成夫，元津倫幸，下平政史，

井上政則

座長：鈴木賢治，中田典生
演者：Bram�van��Ginneken，

鈴木賢治，橋本正弘

座長：本郷哲央，西巻　博
演者：末吉英純，樋口　慧，堀之内宏樹，

Marco��Midulla

座長：石井一成，加藤隆司
演者：中村昭範，徳丸阿耶，Alexander��Drzezga，

Satoshi�Minoshima

座長：堀　雅敏
演者：Denis��Le�Bihan，堀　正明

座長：福田哲也，橋村宏美
演者：杉村宏一郎，大田英揮，

Jörg��Barkhausen，Whal�Lee

座長：松木　充，下野太郎
出題：松久保祐子，河原愛子，髙木治行，西山　晃，稲村健介
解答：勇内山大介，五味　拓，小澤瑞生，伊藤秀一，八木文子

座長：青木茂樹
演者：待鳥詔洋，三宅基隆

座長：阿保大介，溝脇尚志
演者：井上政則，保本　卓，窪田　光，木村智樹

座長：山門亨一郎
演者：赤羽正章，尾田済太郎

座長：森　　墾
演者：中山晴雄，國松　聡

座長：石藏礼一
演者：東美菜子，田岡俊昭

座長：田中法瑞
演者：田上秀一，古川理恵子

座長：前林勝也　演者：伊藤芳紀

座長：木下めぐ美
演者：片田芳明，元津倫幸

座長：山田隆之
演者：川島博子，森菜緒子

座長：門澤秀一
演者：阿部裕之，菅原敬文

演者：高瀬　圭

座長：村上隆介，後藤眞理子 座長：川島博子，佐竹弘子

座長：遠藤正浩，本多　修 座長：岩澤多恵，岩野信吾 座長：山城恒雄，原　眞咲 座長：藪内英剛，永谷幸裕

座長：塩山善之，刈谷真爾 座長：加藤眞吾，山内智香子

座長：谷　淳至，高橋綾子

座長：菅原敬文，佐藤葉子

座長：前林勝也，
吉村通央 座長：幡多政治，澁谷景子

座長：西澤光生，西尾瑞穂
座長：藤本晃司，

伊藤倫太郎

座長：大須賀慶悟，我那覇文清
演者：谷村憲司，伊良波裕子，

ウッドハムス玲子，徳江浩之

座長：掛田伸吾，山口雅人
演者：市橋成夫，元津倫幸，下平政史，

井上政則

座長：本郷哲央，西巻　博
演者：末吉英純，樋口　慧，堀之内宏樹，

Marco��Midulla

座長：石井一成，加藤隆司
演者：中村昭範，徳丸阿耶，Alexander��Drzezga，

Satoshi�Minoshima座長：菅原敬文，佐藤葉子
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14:00-15:00
実機展示 （p.S279）
コアタイム（3F実機展示エリア）



8:10-9:30� ■診断
シンポジウム 20
腎癌診療�Up-to-Date　　　　（301）

9:00-10:00� ◆治療
シンポジウム 21
緩和的な高精度放射線療法とRI
内用療法　　　　（303）

10:00-11:30� ■診断
シンポジウム 22
前立腺癌の画像診断最前線　　　　（301）

10:30-11:30� ■診断
シンポジウム 23
遺伝子と画像診断　
ゲノム医療時代における画像診
断の役割と現状

（302）

10:30-11:30� ■◆診治
シンポジウム 24
非小細胞肺癌の免疫放射線療法
の現況と特徴的な画像　（303）

8:30-10:00� ■◆診治
特別企画 1
「JRSダイバーシティ推進・働き方改革委員会およ
び�JCR�共催企画」働き方改革�
特別講演「ダイバーシティ、他科・海外の状況を
知る」　　　　　　　（302）

14:00-16:00� ■◆診治
特別企画 2
JCRアワー2022総会「医療におけるデジタルトランスフォーメー
ション（DX）」　　（302）

8:00-9:00� ■診断
教育講演 33
消化器１：消化管の画像診断1

（メインホール）

9:15-10:15� ■診断
教育講演 34
消化器２：消化管の画像診断２

（メインホール）

10:30-11:30� ■診断
教育講演 35
消化器３：消化管の画像診断３

（メインホール）

14:00-15:00� ★●必共
教育講演 36
医療安全・放射線防護２
（必須・共通）：法令・疫学

（国立大ホール）

14:00-15:00� ★必須
教育講演 37 （p.S153）
医療の質：診断（必須）：医療の
標準化と品質管理（メインホール）
座長：阿部　修
演者：近藤博史，藤井正彦

14:00-15:00� ◆治療
教育講演 38
治療５：緩和

（303）

15:20-16:20� ◆治療
教育講演 39
治療６：有害事象と対策

（303）

15:20-16:20
指導者講習会 2
日本専門医機構と放射線科 (2)

（メインホール）

8:30-9:20
脳脊髄 1 脳腫瘍

ROP33-1～ROP33-5
（311+312）

9:30-10:40
脳脊髄 2 変性・脱髄性疾患

ROP34-1～ROP34-7
（311+312）

10:50-11:30
脳脊髄 3 その他

ROP35-1～ROP35-4
（311+312）

14:00-15:10
脳脊髄 4 脳血管
ROP36-1～ROP36-7

（311+312）

8:00-9:00
治療 5 胸部
ROP37-1～ROP37-6

（313+314）

9:30-10:20
核医学 4 技術
ROP38-1～ROP38-5

（313+314）

10:30-11:30
核医学 5 RI 治療・その他

ROP39-1～ROP39-6
（313+314）

14:00-14:50
泌尿器 1 前立腺・副腎

ROP40-1～ROP40-5
（313+314）

15:00-15:50
泌尿器 2 腎・膀胱

ROP41-1～ROP41-5
（313+314）

10:30-11:30� ■◆診治
シンポジウム 24
非小細胞肺癌の免疫放射線療法
の現況と特徴的な画像　（303）

14:00-16:00
研修医セミナー 2
診断　（301）　

★必須 学会必須講習 ●共通 機構共通講習 ★●必共 学会必須講習＋機構共通講習 ■診断 機構領域講習
（放射線診断） ◆治療 機構領域講習

（放射線治療） ■◆診治
機構領域講習
（放射線診断・放射線治療1/2）
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第81回 日本医学放射線学会総会ジャンル別日程表　４月17日（日）第４日目

13:15-13:50
合同会員セレモ
ニー
（国立大ホール）

12:00-12:50
ランチョンセミナー

座長：陣崎雅弘，扇谷芳光
演者：古川順也，都築豊徳，山本　亮，

高橋　哲

座長：中村和正，宮脇大輔
演者：高橋健夫，馬屋原博，

小林加奈

座長：玉田　勉，新本　弘
演者：Chan�Kyo��Kim，上野嘉子，中本　篤，

渡部直史

座長：松木　充，塚部明大
演者：平井俊範，梁川雅弘，

米田憲秀

座長：塩山善之，石原武明
演者：冨士原将之，立原素子，

木村智樹

座長：村上祐司，曽根美雪
パネリスト：森　　墾，川村�麻里子
演者：相田典子，塚田（哲翁）�弥生，西野水季

座長：五島　聡，三宅基隆
演者：田淵仁志，潮見隆之，伊藤雅昭

座長：石藏礼一，ウッドハムス玲子
演者：原田太以佑，神山久信，尾崎公美，竹内　充

座長：石垣聡子
演者：白神伸之，伊牟田真功

座長：小林　聡
演者：大田信一，北詰良雄

座長：藤永康成
演者：森田孝一郎，木島茂喜

座長：粟井和夫
演者：欅田尚樹，小笹晃太郎

座長：有賀久哲
演者：東家　亮

座長：木村智樹
演者：全田貞幹

演者：楫　　靖

座長：野口　京，高野浩一 座長：佐藤典子，髙橋千尋 座長：國松　聡，東美菜子 座長：掛田伸吾，野口智幸

座長：辻野佳世子，林　真也

座長：沖崎貴琢，
高浪健太郎 座長：加藤克彦，山本由佳

座長：吉廻　毅，山田香織 座長：本田有紀子，丸上永晃

座長：塩山善之，石原武明
演者：冨士原将之，立原素子，

木村智樹
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