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マンモグラフイ、手L房超音波、乳腺病理

薬物療法、周産期と乳癌、放射線療法、リンパ浮腫、亭L房再建
1。乳 房 超 音 波 エ キ ス パ ー トセ ミナ ー *日本超音波検査学会後援

2。亭L房画像診断における人工知能

3。多業種連携から考える―乳房疾患患者に寄り添う実践ケアを学ぼう―

特別講演 相田みつを美術館館長 相田一人 「絆」
ランチョンセミナい 1。女性の内分泌環境のホメオスタシス

2。HBOC 遺伝性卵巣がん・亭Lがん

ご講演いただく先生方 (敬称。ご所属・肩書略、アイウエオ順):

明石定子。青木大輔。何森亜由美。苛原稔・岩瀬拓士・岩田広治・尾羽根範員。小塚祐司・佐久間浩・佐藤佳代子。地挽隆夫。

白井秀明・高松潔・武石明精。津川浩一郎。東野英利子・遠山竜也。中村清吾・林直輝。三田圭子・宮城由美・森谷卓也・

プログラム
I.診 断

Ⅱ.治 療

Ⅲ.特別企画

山内智香子・山口倫・渡辺亨・渡邊良二

第26回日本産婦人科乳腺医学会 主催事務局
三河乳がんクリニック内

〒4460073安城市篠目町肥田3)6
Tel:056691_1067 Fax:0566775212

※一般演題も募集いたします。

第26回日本産婦人科乳 llR医学会 運営事務局
一般社団法人アカデミアサポート内

〒160‐0022東京都新宿区新宿1-247920

Te103-5312-7686 Fax:03-5312-7687 Emai126jbsgo@academiasupportorg

**助産師。看護師によるプログラム



第20回 日本産婦人科乳腺医学会 予定プログラム

教育講演 lB乳がんの薬物農法を究める
日産婦単位■請中

「ER陽性乳がんについて 基礎から最新の話題まで」
濃者 遺山 竜也 (名 古屋市立大学病院 乳腺外科 教授 .

同 乳がん治療・乳房再建センター センター長 )

「TN乳がんについて 基礎から最新の話題まで」
演者 岩田 広治 (愛 知果力|んセンター中央病院

乳腺科部長兼副院長)

「HER2陽性乳がんについて 基礎から最新の話題までJ

演者 渡辺 亨 (浜松オンコロジーセンタ
=院

長 )

us open「 Breast unOund Experts Settnar」 ①
教育講演lC超音波像の成立ちを学ぶ

日産婦単位車請■
演者 地挽 隆夫(GE横 河メディカルシステム株式会社 )

教育講演lAマンモグラフィを究める
日奎婦単位申請■

「総論 マンモグラフィの基本 J

演者 岩瀬 拓士(名 吉屋第一赤十字病院乳腺センター長)

「各論 取りすぎない・見落とさないマンモグラフィJ

演者 東野 英利子 (つくば国際ブレストクリニック・顧間 )

「各論 FAD・ Disto● On・ CJcJ
演者 宮城 由美

(がん研有明病院乳腺センター 乳腺外科副部長)

「各論 造影マンモグラフィ」
演者 明石 定子

(昭和大学乳線外科教授 )

us opm「 Breast ultasound Experts“ 市nar」②
教育講漬2C超音波乳がん検診で拾うべき所見、落とすべき所見

WHC● 00分 |

日産婦単位申請中
「乳房超音波診断の基本的な診断プロセスJ

漬者 尾羽根 範員 (一 般財団法人 住友病院
診療技術部 超音波技術科・科長 )

「乳房超音波の感度を上げるために」
演者 自井 秀明 (札幌ことに乳腺クリニック)

「乳房超音波の特異度を上げるために」
演者 佐久間 浩 (株式会社ソノグラフアーズ)

特別講演 「“絆"愛と信」

座長 落合 和徳 (東 京慈恵会医科大学・客員教授)

演者 相田 一人 (相 田みつを美術館館長)

us open「 Breast u麟sOund Experts SemlnarJ③
教育講演3C乳房超音波観察法の標準化

演者・座長 何森 亜由美 (高 松平和病院乳腺外科 )

ランチョンセミナーA女性ホルモンを究める WHC(60分 ,

日産婦単位申請中

「ホルモン環境からみた女性の一生」
演者 奇原 稔 (徳 島大学大学院 医歯薬学研究部長)

「更年期障害の臨床について 基礎から最新の話題まで」
演者 高松 潔 (東 京歯科大学産婦人科教授 )

ランチョンセミナーB HBOCを 究める
日産婦単位申請中

「遺伝性卵巣がんについて 基礎から最新の話題までJ

波者 青木 大輔 (慶應義塾大学医学部産婦人科教授 )

「遺伝性乳がんについて 基礎から最新の話題まで」
漬者 中村 清吾 (昭 和大学医学部乳腺外科教授 )

us open「 Breast ultrasound Experts SenharJ④
ランチョンセミナーC超音波ガイド下のインターベンションとその病
理
「超音波ガイド下の吸引式組織生検 ―マンモトームエリートを中心
|=一 J

演者 渡邊 良二 (糸 島医師会病院 副院長
・ 乳腺センター長・外科 )

「針生検の病理」
演者 山口倫 (久 留米大学医学部病理学講座准教授)

教育講演2A乳房超音波を究める
【日本産婦人科医会共催 超音波セミナー】

日産婦単位申請中
「総論 乳房超音波の基本」

演者 東野 英利子 (つ くば国際ブレストクリニック・顧間)

1各論 取りすぎない・見落とさない乳房超音波」
演者 尾羽根 範員 (一 般財団法人 住友病院

診療技術部 超音波技術科・科長)

「各論 組織型を読む 浸潤癌編」
演者 森島 勇 (筑波メディカルセンター病院 乳腺科 診療科長)

1各論 組織型を謙む J卜 浸潤癌編」
演者 渡邊 良二 (糸 島医師会病院 副院長

・ 乳腺センター長・外T4)

教育講演2B妊娠・授乳から乳がんを究める WHC(100分 )

日産婦単位申請中
r妊娠・授乳期乳がんの臨床 J

演者 林 直輝 (聖 路加国際病院寧L腺外科・医長)

「乳がん術後に母になる」
演者 津川1浩―郎 (聖 マリアンナ医科大学病院乳腺

・内分泌外科・教授 )

助産師・看護師プログラム WHCi100分 , 日産婦単位申講中
多業種連携から考える
―乳房疾患患者に寄り添う実践ケアを学ぼう一
座長 :長 坂 佳子(N‐東日本関東病院 母性看護学専門看護師)

加藤 江里子 (東 京医療保健大学 東が丘・立川看護学講師)

「乳房トラブルに対する乳腺の診方と判断 J

演者 大川

演者 新村 籠子 (よしこ01
「細やかな四診(望 診、聞診、

演者 塚田 祐子 (自 治医科

する女性のケア～」

教育講演OB乳がんの放射線薇法を究める
日産婦単位申請中

「放射線療法について 基礎から最新の話題までJ

濃者 山内 智香子 (滋賀県立総合病院放嫌 治療科 科長)

教育議加 A乳腺病理を究めるWHC(20分 |

日産婦単位申請中

演者 森谷 卓也 ("1崎鷹科大学病理学2教授 )

演者 Jヽ塚 祐司(二 重大学医学部rffE病院病理診断科・講師 )

教育講演4B乳房再建を究める
日産婦単位申請中

「早L房再建について 基礎から最新の話題までJ

演者 武石 明精 (南大和病院 乳房再建センター・顧問)

MMC 8uS Llve CAD乳 房画像診断における人工知能

CADの紹介と実践
司会進行 Jヽ林 美樹 (二 河乳がんクリニック〕

教育講演68リンパ浮腫を究める
日産婦単位申請中

「婦人科がん・乳力くん衛後のリンパマッサージについてJ

演者 佐藤 佳代子 (学校法人後藤学園附属
リンパ浮腫研究所 所長)

WHC日 本助産評4●機構のエキスパート動産師更新のWHC研 修要件として活用できます。同セッションヘ参加された方にはセッション終了後に受講証現書をお渡しします .

日産婦単位申請中 日本産科婦人科学会 産婦人科領域講習単位取得を申請中です。


