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2 月 12日（金）
第1会場

開会式　	 8:50 ～ 9:00

シンポジウム（1）　マンモグラフィの読影を極める	 9:00 ～ 11:00

座長：宮城由美（がん研有明病院	乳腺センター）
　　　松永忠東（ナグモクリニック東京）
SY（1）-1� 腫瘤のマンモグラフィ読影　―見落とさず、精査しすぎない読影―

白岩美咲　（香川県立中央病院 乳腺センター）
SY（1）-2� 構築の乱れの読影を極める

高橋かおる　（静岡県立静岡がんセンター 乳腺外科）
SY（1）-3� マンモグラフィの石灰化の読影ー改訂第４版を踏まえて

角田博子　（聖路加国際病院 放射線科）
SY（1）-4� マンモグラフィ像に対応する病理像の考え方

大谷　博　（社会医療法人白十字会 白十字病院 病理診断科）

教育講演	 	 11:00 ～ 11:50

日本の乳がん検診における有効性評価の変遷と今後の課題
座長：渡邉良二（糸島医師会病院）
演者：大貫幸二（岩手県立中央病院�乳腺・内分泌外科）

ランチョンセミナー（1）　	 12:00 ～ 12:50

革新的な乳房超音波検査を目指して
座長：中島康雄（画像相談クリニック／聖マリアンナ医科大学）
１）ABUS読影のポイント　ー�coronal と transverse の検出能の比較�ー
　　　　演者：鈴木　恵　　（北斗病院�乳腺・乳がんセンター）
２）Bモード画像における LOGIQ�E10 シリーズのポテンシャル
　　　　演者：尾羽根範員　（住友病院�診療技術部�超音波技術科）
� 共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

シンポジウム（2）　超音波診断を極める	 13:00 ～ 15:20

座長：坂佳奈子（公益財団法人東京都予防医学協会	がん検診・診断部）
　　　佐久間浩（フリーソノグラファー）
SY（2）-1� 乳房超音波診断ガイドラインに基づく考え方�

坂佳奈子　（公益財団法人東京都予防医学協会 がん検診・診断部）
SY（2）-2� 腫瘤�

水谷三浩　（三河乳がんクリニック）
SY（2）-3� 非腫瘤性病変�

梅本　剛　（医療法人慶友会 守谷慶友病院 乳腺科）
SY（2）-4� 石灰化病変を極める、見極める

新井貴士　（たけべ乳腺外科クリニック）
SY（2）-5� 超音波診断に知っておきたい病理の知識

山口　倫　（久留米大学医学部附属医療センター 病理診断科・臨床検査室）
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シンポジウム（3）　MRI を極める	 15:30 ～ 17:20

座長：磯本一郎（聖フランシスコ病院）
　　　門澤秀一（神鋼記念病院	放射線診断科）
SY（3）-1� 乳房MRI の標準的な撮像方法と読影方法

磯本一郎　（聖フランシスコ病院 放射線科）
SY（3）-2� 造影：診断のコツとピットフォール

佐竹弘子　（名古屋大学医学部 放射線科）
SY（3）-3� Abbreviated�MRI と Ultrafast�MRI

山口　健　（佐賀大学 医学部 放射線医学講座）
SY（3）-4� DWIBS 法を用いた非造影乳癌検診

高原太郎　（東海大学工学部医用生体工学科）

イブニングセミナー（1）		 17:30 ～ 18:20

マンモグラフィの撮影技術を考える
座長：添田博康（九州中央病院�放射線科）
　　　平井和子（北福島医療センター�放射線技術科）
演者：小山智美（聖路加国際病院�放射線科）
� 共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

2 月 12日（金）
第2会場

パネルディスカッション（1）　新しいモダリティー	 9:30 ～ 11:00

座長：高田悦雄　 （獨協医科大学）
　　　久保田一徳（獨協医科大学	放射線医学講座）
PD（1）-1�乳腺用超音波診断装置とABUSの歴史

高田悦雄　（獨協医科大学）
PD（1）-2�乳房専用超音波CTについて：装置の概要と初期使用経験

加藤扶美　（北海道大学病院 放射線診断科）
PD（1）-3� Radiomics 特徴量を用いた乳房MRI 画像におけるトリプルネガティブ乳がんの推定法

田中大貴　（立命館大学大学院 理工学研究科）
PD（1）-4�DWIBS 法（拡散強調画像全身MRI）による乳癌薬物治療効果判定の有用性

大地哲也　（横浜新緑総合病院 外科・乳腺外科）
PD（1）-5�マイクロ波マンモグラフィの物理と臨床研究

木村建次郎　（国立大学法人神戸大学理学部）
PD（1）-6�乳房専用 PETの 7年を振り返る

佐藤葉子　（山梨 PET画像診断クリニック）

ランチョンセミナー（2）　	 12:00 ～ 12:50

フルデジタルマンモグラフィ読影のピットフォール	
　～フィルムマンモとの違いに戸惑っていませんか？～
座長：遠藤登喜子（独立行政法人国立病院機構�東名古屋病院�乳腺外科）
演者：藤吉健児　 （藤吉乳腺クリニック）
� 共催：富士フイルムメディカル株式会社
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セミナー（1）　	診断を極めるための画像処理（汎用機での工夫）１：	
マンモグラフィ	 	 13:00 ～ 14:00

座長：堀田勝平（NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構）
SE（1）-1� 施設認定における画像・線量評価の基準について

遠藤登喜子　（ NPO法人 日本乳がん検診精度管理中央機構 施設画像評価委員会 マンモグラフィ部門）
SE（1）-2� 診断を極めるための画像処理（汎用機での工夫）：マンモグラフィ

篠原範充　（岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科）

企画（1）　診断が困難または難渋した症例	 14:10 ～ 15:20

座長：宮良球一郎（宮良クリニック）
　　　鍋島一樹　 （福岡大学	医学部病理学講座・病理部 /病理診断科）
SP-1� 診断の確定に複数回の生検を要した 3症例

平井良武　（JCHO久留米総合病院 臨床検査科診療部）
SP-2� 浸潤径 10mm以下で診断できたトリプルネガティブ乳癌の 3例

森　寿治　（ウェルネス天神クリニック 乳腺診断センター）
SP-3� 乳房超音波検診の経年受診で診断に至った乳癌の 2例

有馬由紀美　（特定医療法人財団 博愛会 人間ドックセンターウェルネス天神）
SP-4� 乳癌との鑑別が困難であった異型乳管上皮過形成を伴う良性葉状腫瘍の１例

永田好香　（小倉記念病院 外科）
SP-5� 乳腺線維腫症の超音波所見の検討 : 病理学的所見との比較

佐藤久美　（北九州市立病院機構北九州市立医療センター 診療支援部臨床検査技術課）
SP-6� 長期経過観察後に診断された乳腺アポクリン癌の 1例

三ヶ尻裕美　（湘南鎌倉総合病院 外科）
SP-7� 21 歳で乳房の左右差伴う構築の乱れを有し悪性を疑った症例

深水康吉　（ふかみ乳腺クリニック）

スイーツセミナー　	 15:30 ～ 16:20

3rd	decade に入る乳がん医療　～	PD-L1 陽性 TNBCを軸に考える～
座長：光山昌珠（北九州市立医療センター）
演者：大野真司（がん研有明病院）
� 共催：中外製薬株式会社

セミナー（2）　	診断を極めるための画像処理（汎用機での工夫）２：	
超音波	 	 16:20 ～ 17:20

座長：小野　稔（（一財）西日本産業衛生会	北九州検診診療所）
SE（2）-1� 乳房超音波の画質設定と手技

尾羽根範員　（住友病院 診療技術部 超音波技術科）
SE（2）-2� �診断を極めるための画像処理�（汎用機での工夫）�エラストグラフィ、�ドプラ、�Twinkling�artifact について

桜井正児　（聖マリアンナ医科大学病院 超音波センター）

イブニングセミナー（2）		 17:30 ～ 18:20

乳癌放射線療法後の有害事象における画像診断
座長：丹黒　章　 （徳島大学大学院医歯薬学研究部�胸部・内分泌・腫瘍外科学分野）
演者：淡河恵津世（久留米大学病院�放射線腫瘍センター）
� 共催：ニプロ株式会社
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2 月 12日（金）
第3会場

一般演題（口演）（1）　症例（1）	 9:30 ～ 10:10

座長：田中久美子（湘南鎌倉総合病院	乳腺外科）
　　　松尾文恵　 （白十字病院	乳腺外科）
O（1）-1� 当クリニックで経験した浸潤性小葉癌の 1例

沓形裕美　（特定医療法人財団 博愛会 ウェルネス天神クリニック）
O（1）-2� 境界明瞭平滑な腫瘤像を呈した浸潤性小葉癌の一例

堀川稚恵　（独立行政法人北九州市立病院機構北九州市立医療センター診療支援部臨床検査技術課）
O（1）-3� 当院におけるトリプルネガティブ乳癌の浸潤性小葉癌での超音波画像の検討

渡邊宏美　（国立病院機構名古屋医療センター臨床検査科）
O（1）-4� 短期間で増大した若年性乳癌の 2例

山口由紀子　（川口工業病院乳腺外科診療所）

一般演題（口演）（2）　症例（2）	 10:20 ～ 11:00

座長：窪田智行（総合上飯田第一病院）
　　　阿南敬生（北九州市立医療センター	外科）
O（2）-1� 皮膚潰瘍を伴い男性乳癌との鑑別を要した悪性リンパ腫の 1例

佐藤真凜　（国立病院機構九州医療センター 乳腺外科）
O（2）-2� Cowden 症候群に発症した乳癌の一例

小木曾由梨　（名古屋大学医学部附属病院 放射線科）
O（2）-3� 術前評価に穿刺吸引組織診（VAB）が有用であった左乳房 Paget 病の 1例

森下真由美　（大阪市立総合医療センター 生理機能検査部）
O（2）-4� 検診にて偶発的に発見した潜在性乳がんの１例

高木健太　（久留米大学外科学講座）

ランチョンセミナー（3）		 12:00 ～ 12:50

画像ガイド下吸引術におけるマンモトームエリートの使用経験
座長：植松孝悦（静岡がんセンター�乳腺画像診断科�兼�生理検査科）
演者：齋村道代（北九州市立医療センター�外科）
� 共催：デヴィコア�メディカル�ジャパン株式会社

一般演題（口演）（3）　症例（3）	 13:00 ～ 13:40

座長：豊島里志（鹿児島県立大島病院	病理診断科）
　　　岩熊伸高（九州医療センター	乳腺外科）
O（3）-1� 巨大葉状腫瘍（境界悪性）から乳腺・胸壁・腋窩リンパ節肉腫と再発を繰り返す乳腺腫瘤の一例

森下友香理　（生駒市立病院 放射線科）
O（3）-2� 両側乳腺および右副乳内偽血管腫瘍過形成の 1例

島倉樹子　（福岡大学 医学部 放射線科）
O（3）-3� 腋窩から鎖骨上窩にかけて多発リンパ節腫大を認めた豊胸術後シリコン肉芽腫の１例

春山優理恵　（公益財団法人がん研究会 がん研有明病院 乳腺外科）
O（3）-4� 当院における女性化乳房のマンモグラフィ画像の検討

浅野友希　（大垣市民病院 診療検査科）
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一般演題（口演）（4）　その他（1）	 16:20 ～ 17:20

座長：鈴木昭彦（東北医科薬科大学院	乳腺・内分泌外科）
　　　吉永康照（福岡大学医学部	呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）
O（4）-1� 感染を併発した高齢者放射線肺炎の２例

田中久美子　（湘南鎌倉総合病院 乳腺外科）
O（4）-2� 乳房温存手術における断端陽性症例の検討

田邊　匡　（済生会新潟病院 外科）
O（4）-3� 広背筋皮弁による乳房再建施行後、再建乳房に局所再発を認めた 1例

新崎　亘　（近畿大学 医学部 乳腺・内分泌外科）
O（4）-4� ペルツズマブ適応拡大後術前治療を実施した当院のHer2 陽性乳癌の画像所見

野原有起　（福岡大学病院 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）
O（4）-5� SynSeg-Net による乳がんデジタル病理画像の腫瘍と間質領域の認識

平良日向子　（琉球大学大学院 理工学研究科）
O（4）-6� 高度リンパ球浸潤を伴う乳管癌と画像所見との比較について

岡部実奈　（独立行政法人 国立病院機構九州医療センター 乳腺外科）


