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第42回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

特別講演
「どこから来て，どこへ向かうのか：電子カルテのこれまでとこれから」 >>抄録P35

5月25日（土）13：10 ～ 13：55　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：橋本　政典（JCHO東京山手メディカルセンター外科）
演者：美代　賢吾（国立国際医療研究センター　情報基盤センター）

シンポジウム
頭頸部シンポジウム「唾液腺超音波診断の標準化に向けて」 >>抄録P37

5月25日（土）14：00 ～ 15：00　　　　　　  国際館パミール 2F 松葉
座長：花井　信広（愛知県がんセンター　頭頸部外科部）
　　　佐藤雄一郎（新潟県立がんセンター新潟病院　頭頸部外科）

国際シンポジウム「アジアの頭頸部超音波診断の現状と今後の展望」 >>抄録P43

The present and future aspects of the head and neck ultrasound of Asia

5月25日（土）15：30 ～ 16：30　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：藤本　保志（名古屋大学　耳鼻咽喉科学教室）
　　　古川まどか（神奈川県立がんセンター　頭頸部外科）

乳腺シンポジウム1「乳腺領域超音波検査におけるAI診断の現状」 >>抄録P49

5月25日（土）16：30 ～ 18：00　　　　　　  国際館パミール 2F 松葉
座長：髙田　悦雄（那須赤十字病院　超音波診断部）
　　　橋本　政典（JCHO東京山手メディカルセンター外科）

乳腺シンポジウム2「乳癌センチネルリンパ節診断における超音波検査の応用」 >>抄録P54

5月26日（日）10：10 ～ 11：40　　　　　　  国際館パミール 2F 松葉
座長：尾本きよか（自治医科大学附属さいたま医療センター　総合医学第1講座（臨床検査部））
　　　位藤　俊一（りんくう総合医療センター　外科）

横断シンポジウム「体表乳房超音波検査，撮像のPitfall─ 一皮むけた超音波検査のために」 >>抄録P59

5月26日（日）14：40 ～ 16：10　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：桜井　正児（聖マリアンナ医科大学病院　超音波センター）
　　　中島　一毅（川崎医科大学　総合外科学教室）

リンパ節診断研究部会：シンポジウム「リンパ節超音波診断の標準化を目指して」 >>抄録P65

5月26日（日）8：30 ～ 10：00　　　　　　  国際館パミール 2F 松葉
座長：古川　政樹（ひろ・やまクリニック　耳鼻咽喉科）

甲状腺シンポジウム「機能性甲状腺結節の診断と治療」 >>抄録P73

5月26日（日）13：35 ～ 14：35　　　　　　  国際館パミール 2F 松葉
座長：北川　　亘（伊藤病院　外科）
　　　志村　浩己（福島県立医科大学医学部　臨床検査医学講座）
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パネルディスカッション
乳腺パネルディスカッション1「乳房超音波の技術教育・普及に何を伝えるべきか?」 >>抄録P79

5月26日（日）8：30 ～ 10：00　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：何森亜由美（高松平和病院　乳腺外科）
　　　角田　博子（聖路加国際病院　放射線科　乳房画像診断室）

乳腺パネルディスカッション2「これからの乳房超音波検査のめざすもの」 >>抄録P85

5月26日（日）10：10 ～ 11：40　　　　　　  国際館パミール ３F 香雲
座長：中島　康雄（聖マリアンナ医科大学）
　　　中島　一毅（川崎医科大学　総合外科学教室）

委員会企画
乳腺用語診断基準委員会「DCIS画像セミナー」 >>抄録P89

5月25日（土）8：40 ～ 9：40　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：加奥　節子（国立病院機構大阪医療センター　臨床検査科）
　　　東野英利子（つくば国際ブレストクリニック）

教育委員会「乳癌取扱い規約の変更（第18版）に伴う乳房超音波検査・診断への影響」 >>抄録P93

5月25日（土）14：00 ～ 15：30　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：渡辺　隆紀（国立病院機構仙台医療センター　乳腺外科）
　　　田中久美子（湘南鎌倉総合病院）

甲状腺用語診断基準委員会「日常よく遭遇する甲状腺疾患シリーズ第2回『びまん性甲状腺腫』」 >>抄録P97

5月25日（土）10：50 ～ 11：50　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：志村　浩己（福島県立医科大学医学部　臨床検査医学講座）

研究部会報告
インターベンション研究部会「ミニレクチャーと次の一手」 >>抄録P101

5月25日（土）9：45 ～ 10：45　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：亀井桂太郎（大垣市民病院　外科）
　　　広利　浩一（兵庫県立がんセンター　乳腺外科）

バーチャルソノグラフィー研究部会「FUSION02試験キックオフ紹介」 >>抄録P103

5月25日（土）11：10 ～ 11：40　　　　　　  国際館パミール 2F 松葉
座長：明石　定子（昭和大学病院　乳腺外科）
　　　二村　　学（岐阜大学大学院　腫瘍制御学講座　腫瘍外科（消化器外科・乳腺外科））

乳房造影超音波における乳がんの広がり診断に関する研究部会
「造影超音波による乳がんの広がり診断の実際」 >>抄録P104

5月25日（土）15：30 ～ 16：30　　　　　　  国際館パミール 2F 松葉
座長：奥野　敏隆（神戸市立西神戸医療センター　乳腺外科）
　　　佐藤　恵美（北海道大学病院　医療技術部　放射線部門／超音波センター）

フローイメージング研究部会
「最終報告～造影超音波を用いた乳腺病変の造影パターンについての検討～」 >>抄録P109

5月26日（日）13：30 ～ 14：30　　　　　　  国際館パミール 3F 香雲
座長：関口　隆三（東邦大学医療センター大橋病院　放射線科）
　　　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）
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