
特別企画一覧特別企画一覧特別企画一覧特別企画一覧    

 

シンポジウム（1）「乳房超音波診断ガイドラインの改訂に向けてー具体的取り組みー」 

10 月 10 日（日）9：00～10：30 第 1 会場 

座長：安田秀光（国立国際医療研究センター外科） 

渡辺隆紀（国立病院機構 仙台医療センター乳腺外科） 

 

シンポジウム（2）甲状腺超音波診断ガイドブック改訂について（第 2弾） 

10 月 10 日（日）10：30～12：00 第 2 会場 

座長：貴田岡正史（公立昭和病院 内分泌代謝内科） 

鈴木眞一（福島県立医科大学附属病院乳腺・内分泌・甲状腺外科） 

    

ワークショップ「組織型を極める－乳腺線維腺腫－」 

10 月 10 日（日）10：30～12：00 第 1 会場 

座長：東野英利子（筑波大学臨床医学系放射線科） 

秋山太（癌研究会癌研究所病理部） 

    

クロストークセッション 「徹底討論！非浸潤性乳管癌（DCIS）を掘り下げる」 

10 月 10 日（日）16：30～17：30 第 1 会場 

佐久間浩（株式会社ソノグラファーズ） 

        橋本秀行（ちば県民保健予防財団総合健診センター乳腺科） 

 

甲状腺教育セミナー「びまん性甲状腺腫」 

10 月 10 日（日）9：00～10：30 第 2 会場 

座長：宮川めぐみ（虎の門病院内分泌代謝科） 

鈴木眞一（福島県立医科大学附属病院乳腺・内分泌・甲状腺外科） 

    

乳がん検診研究班報告 

「マンモグラフィと超音波検査の併用検診における総合判定基準（案）について」 

10 月 10 日（日）14：00～14：30 第 1 会場 

座長：東野英利子（筑波大学臨床医学系放射線科） 

 

フローイメージング研究班企画「カラードプラライブデモ」 

10 月 10 日（日）14：00～15：00 第 2 会場 

座長：奥野敏隆（西神戸医療センター外科） 

 



インターベンション研究班企画「ケースカンファレンス――次の一手は――」 

10 月 10 日（日）15：10～16：10 第 2 会場 

座長：位藤俊一（りんくう総合医療センター市立泉佐野病院外科） 

   五味直哉（癌研究会有明病院 画像診断部） 

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

株式会社メディコン



スポンサードセミナースポンサードセミナースポンサードセミナースポンサードセミナー一覧一覧一覧一覧    

 

ランチョンセミナー（1）「いまさら聞けない超音波基礎講座」 

10 月 10 日（日）12：10～13：00 第 1 会場 

司会：久保田光博（山近記念総合病院 外科） 

演者：椎名 毅（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻） 

共催：中外製薬株式会社 

 

ランチョンセミナー（2）「乳腺領域における超音波最新技術による診断と治療」 

10 月 10 日（日）12：10～13：00 第 2 会場 

司会：渡邉良二（博愛会病院乳腺外科） 

演者：位藤俊一（りんくう総合医療センター市立泉佐野病院外科） 

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社 

 

ランチョンセミナー（3）「乳がん検診における超音波検査の役割  

～スクリーニングから精査まで～」 

10 月 10 日（日）12：10～13：00 第 3 会場 

司会：浅石和昭（札幌ことに乳腺クリニック） 

演者：橋本秀行（ちば県民保健予防財団総合健診センター乳腺科） 

共催：アストラゼネカ株式会社 

 

スポンサードセミナー「超音波検査技術改革！～画質について～」 

10 月 10 日（日）14：40～16：20 第 1 会場 

座長：白井秀明（札幌ことに乳腺クリニック） 

尾羽根範員（住友病院診療技術部超音波技術科） 

共催：アロカ株式会社 

   株式会社日立メディコ 

   GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

   持田シーメンスメディカルシステムズ株式会社 
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8：50～9：00   開会の挨拶 

 

9：00～10：30  シンポジウム（1） 

         「乳房超音波診断ガイドラインの改訂に向けてー具体的取り組みー」 

          座長：安田秀光（国立国際医療研究センター外科） 

渡辺隆紀（国立病院機構仙台医療センター乳腺外科） 

 

         S1-1 充実性腫瘤の鑑別におけるエラストグラフィの有用性 

伊藤吾子（日立製作所 日立総合病院外科） 

S1-2  乳房超音波カラードプラ法の診断的有用性の検証 

奥野敏隆（西神戸医療センター外科） 

S1-3  JABTS BC-01 研究経過報告と BC-02，04 研究 

渡辺隆紀（国立病院機構 仙台医療センター乳腺外科） 

S1-4  濃縮嚢胞の診断基準の作成は可能か 

東野英利子（筑波大学臨床医学系放射線科） 

   S1-5  境界部 

安田秀光（国立国際医療研究センター外科） 

 

10:30~12:00   ワークショップ 

         「組織型を極める－乳腺線維腺腫－」 

         座長：東野英利子（筑波大学臨床医学系放射線科） 

秋山 太（癌研究会癌研究所病理部） 

             

         WS-1 線維腺腫の病理 

 秋山太（癌研究会癌研究所病理部） 

WS-2 線維腺腫（典型例）の診断プロセス 

－超音波診断、細胞診を最大限に駆使して－  

大江信哉（おおえ乳腺クリニック）  

WS-3 線維腺腫（典型例）の検討 

吉田佳代（札幌ことに乳腺クリニック） 

WS-4 乳腺症型線維腺腫の超音波診断 

廣多康光（癌研有明病院超音波検査部） 

WS-5 5cm 以下の線維腺腫と葉状腫瘍の超音波所見の検討 



田中久美子（静岡がんセンター 乳腺外科） 

WS-6 多様な画像所見をとる線維腺腫―線維腺腫の七変化－ 

神谷久美子（北九州市立医療センター臨床検査科） 

 WS-7 線維腺腫の超音波診断 

渡邉良二（博愛会病院 乳腺外科） 

    

12:10~13:00   ランチョンセミナー（1） 

         司会：久保田光博（山近記念総合病院 外科） 

         LS-1 「いまさら聞けない超音波基礎講座」 

椎名 毅（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻） 

共催：中外製薬株式会社 

 

14:00~14:30  乳がん検診研究班報告 

       座長：東野英利子（筑波大学臨床医学系放射線科） 

「マンモグラフィと超音波検査の併用検診における総合判定基準（案）について」 

       角田 博子（聖路加国際病院放射線科） 

 

14:40~16:20  スポンサードセミナー 

座長：白井秀明（札幌ことに乳腺クリニック） 

尾羽根範員（住友病院診療技術部超音波技術科） 

        「超音波検査技術改革！～画質について～」 

        

共催：アロカ株式会社 

   株式会社日立メディコ 

   GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

  持田シーメンスメディカルシステム株式会社 

 

16:30~17:30  クロストークセッション 

「徹底討論！非浸潤性乳管癌（DCIS）を掘り下げる」 

佐久間浩（株式会社ソノグラファーズ） 

        橋本秀行（ちば県民保健予防財団総合健診センター乳腺科） 

 

17:30~17:40     閉会の辞、次回会長挨拶 
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9：00～10：30  甲状腺教育セミナー 

「びまん性甲状腺腫」 

            座長： 宮川めぐみ（虎の門病院内分泌代謝科） 

鈴木眞一（福島県立医科大学附属病院乳腺 内分泌・甲状腺外科） 

 

TS-1 無痛性甲状腺炎と亜急性甲状腺炎 

村上司（野口病院内科） 

TS-2 橋本病 

志村浩己（山梨大学医学部第三内科） 

TS-3 急性化膿性甲状腺炎と橋本病の急性増悪の超音波所見 

宮川めぐみ（虎の門病院内分泌代謝科）            

TS-4 橋本病と悪性リンパ腫 

太田 寿（隈病院 臨床検査科） 

              TS-5 びまん性甲状腺腫と鑑別が必要な悪性腫瘍 

佐々木栄司（伊藤病院 診療技術部） 

             TS-6 バセドウ病 

貴田岡正史（公立昭和病院 内分泌・代謝内科） 

  

10:30~12:00  シンポジウム（2） 

         「甲状腺超音波診断ガイドブック改訂について（第 2弾）」 

       座長：貴田岡正史（公立昭和病院 内分泌・代謝内科） 

鈴木眞一（福島県立医科大学附属病院乳腺 内分泌・甲状腺外科） 

           

S2-1 ドプラ法 

宮本幸夫（東京慈恵会医科大学放射線医学講座） 

        S2-2 甲状腺超音波診断の進め方 

貴田岡正史（公立昭和病院内分泌・代謝内科） 

        S2-3 甲状腺におけるインターベンション 

福成信博（昭和大学横浜市北部病院外科） 

        S2-4 エラストグラフィー 

鈴木眞一（福島県立医科大学附属病院乳腺 内分泌・甲状腺外科） 

S2-5 嚢胞  

福島光浩（隈病院 外科） 

       S2-6 自律性機能性甲状腺結節 

中野恵一（福島県立医科大学附属病院 内分泌・甲状腺外科） 



S2-7 その他の悪性疾患 

小林薫（隈病院 外科）    

 

12:10~13:00   ランチョンセミナー（2） 

        司会：渡邉良二（博愛会病院乳腺外科） 

     LS-2「乳腺領域における超音波最新技術による診断と治療」 

位藤俊一（りんくう総合医療センター市立泉佐野病院外科） 

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社 

 

14:00~15:00     フローイメージング研究班企画 

座長：奥野敏隆（西神戸医療センター外科） 

「カラードプラライブデモ 

             〜検査で必要なカラードプラ手技のコツ〜」 

             共催：東芝メディカルシステムズ株式会社 

    

15:10~16:10     インターベンション研究班企画 

座長：位藤俊一（りんくう総合医療センター市立泉佐野病院外科） 

五味直哉（癌研究会有明病院 画像診断部） 

「ケースカンファレンス――次の一手は―― 」 

 共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

            株式会社メディコン 



第第第第 3333 会場会場会場会場    〔〔〔〔中中中中ホールホールホールホール BBBB〕〕〕〕    10101010 月月月月 10101010 日日日日（（（（日日日日））））    

 

9：00～9：50  一般演題（1） 

              「乳腺 1 造影」 

座長：宮本幸夫（東京慈恵会医科大学放射線医学講座） 

 

       B1-1 造影超音波で観察した血管腫を疑われた男性の乳房腫瘍 

          白鳥 史明（東邦大学一般・消化器外科） 

       B1-2 乳腺造影超音波で観察された不染部の病理学的検討 

          金澤 真作（東邦大学一般・消化器外科） 

       B1-3 Tissue Suppression mode による乳房造影超音波検査の経験 

          三塚幸夫（東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部） 

       B1-4 ソナゾイド造影超音波検査が腫瘍の広がり診断に有用であった乳癌の一例 

          山下奈美子（奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡・超音波部） 

       B1-5 術前化学療法の前後で造影超音波検査を行った乳癌の一例 

          中村 卓（奈良県立医科大学附属病院 消化器外科・小児外科・乳腺外科） 

 

9：50～10:30 一般演題（2） 

        「乳腺 2 一般」 

座長：栗田武彰（くりたクリニック） 

 

        B2-1 線維腺腫と合併した乳癌症例の超音波画像の検討 

           北條 隆（国立がん研究センター中央病院 乳腺科・腫瘍内科） 

        B2-2 妊娠・産褥を繰り返した線維腺腫の画像変化―症例を中心にー 

           菊谷真理子（千川産婦人科医院） 

        B2-3 マンモトーム生検にて診断した非触知乳癌の術後断端陰性のコツ 

           櫻井 修（横浜旭中央総合病院 乳腺外科） 

        B2-4 ガンマプローブとエコーガイド下穿刺吸引細胞診による 

乳癌センチネルリンパ節転移診断 

           元村和由（大阪府立成人病センター乳腺・内分泌外科） 

 

10:40~11:20 一般演題（3） 

        「乳腺 3 基礎」 

座長：髙田悦雄（獨協医科大学超音波センター） 

 

        B3-1 Shear Wave Elastography を用いた組織弾性の定量測定 



          ～initial experience at the Showa University Hospital～ 

           榎戸克年（昭和大学病院 乳腺外科） 

        B3-2 超音波診断装置の PRESET による乳腺画像の変化についての検討 

           高橋智子（北海道乳腺超音波研究会） 

        B3-3 Image-J を用いた高周波探触子のスライス方向分解能測定 

           河本敦夫（東京医科大学病院画像診断部） 

       B3-4 乳腺超音波画像診断における超音波ボリュームデータを用いた 

Real-time Virtual Sonography (US-RVS)の有用性（第２報） 

          中野正吾（愛知医科大学乳腺内分泌外科） 

 

11:20~12:00 一般演題（4） 

「乳腺 4 エラストグラフィ」 

座長：中島一毅（川崎医科大学乳腺甲状腺外科） 

 

       B4-1 線維腺腫の画像診断の一助としての Shear Wave Elastgraphy 

 の有用性について 

          三輪教子（昭和大学病院 乳腺外科） 

       B4-2 術前化学療法症例で得られた SWE(Shear Wave Elastgraphy)画像の特徴 

         沢田晃暢（昭和大学病院 乳腺外科） 

       B4-3 乳腺疾患における Shear Wave Elastgraphy の使用経験 

         伊藤 淳（福島県立医科大学 乳腺・内分泌・甲状腺外科） 

       B4-4 非浸潤癌の弾性係数とエラストグラフィ所見との対比 

          －「かため」と「やわらかめ」の非浸潤癌の違い－ 

         梅本 剛（筑波メディカルセンター病院 乳腺科） 

 

12:10~13:00  ランチョンセミナー（3） 

司会：浅石和昭（札幌ことに乳腺クリニック） 

「乳がん検診における超音波検査の役割 ～スクリーニングから精査まで～」 

橋本秀行（ちば県民保健予防財団総合健診センター乳腺科） 

共催：アストラゼネカ株式会社 

 

14:00~15:00 一般演題（5） 

       「乳腺 5 症例」 

       座長：森久保寛（栃木県保健衛生事業団） 

中谷守一（南大阪病院 乳腺外科） 

           



 

       B5-1 乳房温存療法後に乳房内再発が疑われた 1 症例の検討 

         鬼柳かおり(東旭川病院 臨床検査科) 

       B5-2 肉芽腫性乳腺炎の一例 

         秋本悦志（県立広島病院 消化器乳腺外科） 

       B5-3 当院で経験した乳腺悪性リンパ腫 2 例の超音波像 

         青木淑子（東京医科大学病院 画像診断部） 

       B5-4 豊胸術後乳房の経験 

         石部洋一（水島協同病院 外科） 

       B5-5 2 年の経過を経て内部構造の変化を捉えた DCIS の一例 

         吉田美鈴（奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡・超音波部） 

       B5-6 子宮に転移した両側乳がんの 1 症例 

         藤岡一也（大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部） 

 

15:00~15:40 一般演題（6） 

        「甲状腺」 

       座長：来住野修（埼玉医科大学国際医療センター中央検査部） 

 

       T1-1 甲状腺腫瘍と鑑別を要した結合織形成性線維芽細胞腫 

（Desmoplastic fibroblastoma）の１例 

          福島光浩（隈病院 外科） 

        T1-2 甲状腺腫瘤における良悪性鑑別の一考察 

          島崎 洋（JA 北海道厚生連 札幌厚生病院放射線技術科） 

        T1-3 超音波所見による濾胞腺腫と腺腫様結節の鑑別 

          江藤佳子(野口病院 検査科) 

        T1-4 甲状腺結節の Flow Imaging~文献 

          宮部理香（静岡赤十字病院 外科） 

 

15:40~16:30 一般演題（7） 

       「乳腺 6 一般」 

座長：藤本泰久（立花病院外科） 

 

       B6-1 超音波・マンモグラフィにおける乳腺腫瘍カテゴリー分類の比較検討 

         岩間 寛（JA 北海道厚生連 網走厚生病院） 

       B6-2 マンモグラフィでカテゴリー１であった乳癌症例の検討 

         柄松章司（豊川市民病院乳腺内分泌外科） 



       B6-3 乳管内乳頭腫 46 例の超音波像の検討 

         宗 栄治（博愛会病院 検査科） 

              B6-4 MRI で描出された微小病変に対するセカンドルック US の検討 

         何森亜由美（癌研究会有明病院乳腺センター外科） 

       B6-5 乳癌におけるドプライメージと病理組織診断との対比 

         岩崎 亘（滋賀県立成人病センター 臨床検査部） 

 

 


