The 3rd Annual Meeting of
the Japanese Association
for Medical Artificial Intelligence

日程表

第2日目

第 1 配信

2021年6月12日（土）
第 2 配信

第 3 配信

8：00

8：30

9：00

9:00-10:00
特別講演 2

9：30

医療画像ビッグデータクラウド基盤の構築と
AI 医療画像解析技術の開発
座長：田宮 元

演者：佐藤 真一

10：00
10:10-11:10

10：30

11：00

11：30

シンポジウム 5

次世代歯科治療のための
三次元 AI の構築

座長：谷川 千尋
演者：S-21 谷川 千尋
S-23 諸岡 健一
11:20-12:20

長原 一
S-22 中邨 博之

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

座長：山本 陽一朗
赤塚 純
演者：S-24 片岡 圭亮 S-25 松﨑 芙美子
S-26 高山 順
S-27 山本 陽一朗

16：30

17：00

一般演題 14

医用画像解析（放射線画像）４

座長：山口 類
演者：G-51 渡邉 嘉之
G-52 田中 敦喜
G-53 田中 謙慎
G-54 中田 典生

一般演題 17

医療情報（自然言語処理）２

座長：湯地 晃一郎
演者：G-63 櫻木 実
G-64 山﨑 優大
G-65 長瀬 友樹
G-66 阿部 修也
11:15-12:00

一般演題 18

医用画像と機械学習

座長：光山 統泰
演者：G-67 生水 貫人
G-68 北口 大地
G-69 安富 優

ヘルスケア AI 活用の最前線
～ AWS ML サービスの活用方法と事例～
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社

13:20-14:20
13:30-15:00

シンポジウム 7

AI を活用した医療機器の
薬事規制のあり方

座長：浜本 隆二
森 健策
パネルディスカッション座長：橋爪 誠
演者：S-28 中岡 竜介
S-29 森 健策
S-30 浜本 隆二
S-31 加藤 健太郎
S-32 立野 陽子

一般演題 15

医用画像解析２

座長：三宅 基隆
演者：G-55 同前 愛
G-56 小松 正明
G-57 佐藤 雄哉
G-58 酒井 彬
14:25-15:25

一般演題 16

医用画像解析３

座長：荒井 ひろみ
演者：G-59 矢田 祐一郎 G-60 森本 優一
G-61 乾 淳幸
G-62 水上 民夫

15:10-16:40

16：00

座長：井元 清哉
演者：G-47 井上 勉
G-48 下川 大輝
G-49 小林 和馬
G-50 森田 正人

10:10-11:10

12:30-13:15 スポンサードセミナー 2

15：00

15：30

一般演題 13

医用画像解析（放射線画像）３

11:15-12:15
シンポジウム 6

医療 AI・データサイエンスの基礎～応用
12：00

10:10-11:10

13:20-14:20

一般演題 19

統合データベースと機械学習１

座長：鎌谷 洋一郎
演者：G-70 鄒 兆南
G-71 伊藤 眞里
G-72 下山 遼
G-73 向井 まさみ
14:25-15:25

一般演題 20

統合データベースと機械学習２

座長：山西 芳裕
演者：G-74 内藤 龍彦
G-75 玉木 竜二
G-76 赤澤 宗俊
G-77 池澤 和人

シンポジウム 8

医療現場課題の解決のための
AI 人材育成拠点構築のとり組み

座長：植田 琢也
演者：S-33 田宮 元
S-35 中川 敦寛
S-37 平田 健司

田宮 元
S-34 植田 琢也
S-36 西沢 衛
S-38 神崎 浩孝

16:45-18:15

日本メディカル AI 学会公認資格 特別講義

17：30

医療 AI に関する最近の動向
講師：浜本

隆二

（一般社団法人日本メディカル AI 学会・代表理事）

18：00

18：30

5

