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日程表
第 1 日目　2 月 28 日 （金）

A 会場
2F 小ホール

B 会場
4F 国際会議室

C 会場
4F 集会室
403+404

ポスター会場／
展示会場

4F 集会室 401+402

8：50　　　開会挨拶

8:55 〜10:10　一般演題 1
「混合」
座長：森田 明夫、興梠 征典

9：00 〜10：30　シンポジウム1
「画像診断技術の進歩による
てんかんの診断治療への貢献」
 座長：  鎌田 恭輔、加藤 天美、

岩崎 真樹
共催：株式会社メディカライン 10:10 〜11:10　一般演題 2

「 BT（1）」
座長：松野 彰、寺本 明10：30 〜12：00　シンポジウム 2

「急性期脳血管障害の診断と
治療への貢献」
 座長：棚橋 紀夫、渡辺 高志、

尾原 知行
共催：田辺三菱製薬株式会社

11:10 〜12:10　一般演題 3
「MRI」
座長：片田　和広、前原　忠行

12：10 〜13：10
ランチョンセミナー1
座長：端　和夫
共催：株式会社日立メディコ

13:15 〜13:30　議事総会

13：30 〜15：00　シンポジウム 3　
「悪性脳腫瘍の診断と治療
への貢献」
  座長：高橋 健夫、土屋 一洋、

村山 和宏
共催：中外製薬株式会社

13：30 〜14：00　教育コース1 
「出血性脳血管障害」座長：小野 由子
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
14：00 〜14：30　教育コース 2 

「虚血性脳血管障害」座長：小野 由子
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
14：30 〜15：00　教育コース 3

「脳血管障害」座長：小野 由子
共催：テルモ株式会社

15：00 〜16：30　シンポジウム 4　
「脊椎・脊髄疾患の診断と治療
への貢献」
座長：張 漢秀、中川 洋、高井 敬介
共催：株式会社大塚製薬工場

15：00 〜15：30　教育コース 4
「認知症を呈する変性疾患」
座長：小野 由子　共催：テルモ株式会社

15：30 〜 17：00
ミニシンポジウム1
座長：吉峰 俊樹、岡田 芳和

16：30〜17：50　イブニングセミナー
「神経画像診断塾」
座長：町田 徹、松村 明
共催：大塚製薬株式会社

17：55 〜18:20
神経放射線学会優秀論文発表
掛田 伸吾

18：30 〜　全員懇親会　パレスホテル大宮 4F ローズルーム（東・中）　表彰式
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日程表
2 日目　3 月 1 日 （土）

A 会場
2F 小ホール

B 会場
4F 国際会議室

C 会場
4F 集会室
403+404

ポスター会場／
展示会場

4F 集会室 401+402

8：15 〜 9：00  post breakfast seminar
「これだけは押さえておきたい 画像診断」
座長：松前 光紀
共催：シーメンス・ジャパン株式会社

9：00 〜10：30　シンポジウム 5
「脳高次機能障害の診断と
治療への貢献」
座長：青木 茂樹、藤井 幸彦、

下地 啓五
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

9：00 〜 9：30　教育コース 5 
「テント上腫瘍」　座長：土屋 一洋
共催：日本メジフィジックス株式会社
9：30 〜10：00　教育コース 6 

「トルコ鞍近傍と小脳橋角部腫瘍」　
座長：土屋 一洋　共催：日本メジフィジックス株式会社
10：00 〜10：30　教育コース 7 

「炎症性疾患（脱髄・感染）」
座長：土屋 一洋　共催：日本メジフィジックス株式会社

10：30 〜12：00　シンポジウム 6
「術中支援システム（シュミレー
ション画像とナビゲーションシス
テム）術前診断と治療への貢献」
座長：斉藤 延人、本郷 一博、

平石 哲也
共催：日本メドトロニック株式会社

10：30 〜12：00
ミニシンポジウム 2
座長：三國 信啓、佐々木 真理

11：00 〜12：00
ポスター1
 「MRI,CT, 脊椎」
ポスター 2
 「腫瘍、血管障害、その他」

12：00 〜13：00
ランチョンセミナー 2
座長：橋本 信夫
共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

13：00 〜13：50　一般演題 4 
「CVD（１）」
座長：山田 和雄、新井 一

13：30 〜15：00　シンポジウム 7　
「良性脳腫瘍（頭蓋底を含む）
の診断と治療への貢献」
座長：黒岩 敏彦、：栗栖 薫、

渡邉 陽祐
共催：エーザイ株式会社

13：50 〜14：40　一般演題 5 
「CVD（2）」
座長：大宅 宗一、栗田 浩樹

14：40 〜15：30　一般演題 6
「BT(2)」
座長：大西 丘倫、土屋 掌15：00 〜16：30　シンポジウム 8　

「脳血管障害（治療困難例）の
診断と治療への貢献」
座長：永田 泉 、冨永 悌二、

井上 智弘
共催：株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

15：30 〜16：20　一般演題 7
「CT」
座長：田邊 純嘉、中村 博彦

16：30 〜16：50
表彰式　閉会挨拶
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