
第 28回日本乳癌検診学会学術総会　座長一覧

特別講演
会長講演
教育講演
シンポジウム 1

シンポジウム 2

パネルディスカッション 1

パネルディスカッション 2

ワークショップ 1

ワークショップ 2

教育セッション 1
教育セッション 2
教育セッション 3
教育セッション 4
教育セッション 5
全国集計報告
ライブデモンストレーション 1

ライブデモンストレーション 2

セッション名 座長 所属
古川　順康
大内　憲明
苛原　　稔
笠原　善郎
横江　隆夫
古妻　康之
玉城研太朗
大内　憲明
祖父江友孝
福田　　護
阪口　晃一
坂　佳奈子
箕畑　順也
植松　孝悦
白岩　美咲
中島　康雄
斎　　政博
大崎　昭彦
東野英利子
丹黒　　章
辻　　一郎
尾羽根範員
白井　秀明
位藤　俊一

ふるかわクリニック
東北大学医学系研究科・登米市民病院
徳島大学　産科婦人科
福井県済生会病院　乳腺外科・女性診療センター
国立病院機構渋川医療センター　乳腺・内分泌センター
市立東大阪医療センター　乳腺外科
那覇西クリニック　乳腺科
東北大学医学系研究科・登米市民病院
大阪大学　環境医学
聖マリアンナ医科大学　ブレスト＆イメージングセンター
京都府立医科大学　内分泌・乳腺外科
公益財団法人　東京都予防医学協会
淀川キリスト教病院　乳腺外科
静岡がんセンター　乳腺画像診断科　兼　生理検査科
香川県立中央病院　乳腺センター
聖マリアンナ医科大学　放射線医学教室
東北大学病院　診療技術部　放射線部門
埼玉医科大学国際医療センター　乳腺腫瘍科
つくば国際ブレストクリニック
徳島大学大学院医歯薬学研究部　胸部・内分泌・腫瘍外科学
東北大学大学院医学系研究科　公衆衛生学分野
住友病院診療技術部超音波技術科
札幌ことに乳腺クリニック
地方独立行政法人りんくう総合医療センター外科

1. 検診システム、若年者検診、
1. 検診成績

2. 超音波

3.MRI、新技術

4. マンモグラフィ技術

5. マンモグラフィ読影

6. 精密検査・病理

一般演題／口演
11月 23 日（金・祝）

セッション名 座長会場 所属
片岡　　健

関根　　憲
中島　一毅
藤本　泰久
川島　博子
磯本　一郎
西出　裕子
畑田　俊和
松並　展輝
藤吉　健児
田中　眞紀
増岡　秀次

広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻
成人健康学
関根ウィメンズクリニック
川崎医科大学　総合外科学教室
吹田徳州会　乳腺センター
金沢大学医薬保健研究域保健学系
聖フランシスコ病院　放射線科
岐阜医療科学大学
北九州市立医療センター放射線技術課
周東総合病院　乳腺外科
藤吉乳腺クリニック
JCHO 久留米総合病院
札幌ことに乳腺クリニック

15:00 ～ 16:00

09:00～09:49

09:49～10:30

13:30～14:20

14:20～15:10

15:10～16:00

第 2 会場

第 3会場

第 3会場

第 3会場

第 3会場

第 3会場

時間

7. マンモグラフィ、超音波併用

8. 高濃度乳房

9. 視触診

10. カテゴリー 3 石灰化病変

11. 学校教育、啓発

11 月 24 日（土）
セッション名 座長会場 所属

寺本　勝寛
広利　浩一
遠藤登喜子

森田　孝子
岡崎　　稔
中谷　守一
岩瀬　拓士
田中　文恵
宇佐美　伸
古妻　康之

山梨県立中央病院　婦人科
兵庫県立がんセンター　乳腺外科
国立病院機構　東名古屋病院　
乳腺外科・放射線科
名古屋医療センター　乳腺外科
札幌乳腺外科クリニック
南大阪病院　乳腺外科
名古屋第一赤十字病院乳腺内分泌外科
福井赤十字病院外科
岩手県立中央病院　乳腺・内分泌外科
市立東大阪医療センター

13:30～14:20

09:00～09:57

09:57～10:30

13:30～14:20

13:30～14:11

第 2 会場

第 3会場

第 3会場

第 3会場

第 5会場

時間



一般演題／ポスター
11月 23 日（金・祝）

1. 精度管理・品質管理

2. 検診システム、巡回検診

3. 検診成績（1）

4. 職域検診・私費検診（1）

5. マンモグラフィ技術（1）

6. トモシンセシス・

　 3D マンモグラフィ（1）

7. 高濃度乳房（1）

8. 乳房の構成の判定（1）

9. マンモグラフィ技術（2）

10. 精密検査・病理（1）

11. 研修会・講習会・勉強会

12. 啓発（1）

13. 総合判定（1）

14. 超音波（1）

15. 超音波（2）、多発

16.MRI・CT・PET、新技術

17. 症例・経験（1）

18. 症例・経験（2）

セッション名 座長 所属

村田　陽子

田村　　元

久保田博文

安藝　史典

村上　典子

千葉　陽子

芳林　浩史

小山　智美

倉本　三樹

黒住　昌史

大江　信哉

島田菜穂子

髙田　悦雄

安田　秀光

阿南　敬生

石原　節子

池田　宜子

芝　　英一

松江赤十字病院　乳腺科

KKR 札幌医療センター　外科

福岡和白病院　乳腺外科

伊藤外科乳腺クリニック

北九州市立医療センター

東北大学病院　診療技術部放射線部門

日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科

聖路加国際病院　放射線科

天理よろづ相談所病院

亀田総合病院　乳腺科乳腺病理部

医療法人虹樹会おおえ乳腺クリニック

ピンクリボンブレストケアクリニック表参道

那須赤十字病院　超音波診断部

社会医療法人　河北医療財団　河北総合病院

北九州市立医療センター　乳腺甲状腺外科

岡山済生会総合病院　放射線科　画像診断センター

宝持会池田病院

大阪ブレストクリニック

11 月 24 日（土）

19. 啓発（2）

20. 視触診

21. 検診成績（2）

22. トモシンセシス・

　   3D マンモグラフィ（2）

23. マンモグラフィ読影

24. マンモグラフィ技術（3）

25. 乳房の構成の判定（2）

26. 高濃度乳房（2）、周産期

27. 高齢者検診・若年者検診、

　  超音波（3）

28. 職域検診・私費検診（2）、

　  総合判定（2）

29. 精密検査・病理（2）

30. 症例・経験（3）

セッション名 座長 所属

石部　洋一

林田　博人

小山　拡史

新藤　陽子

田中　宏樹

黒蕨　邦夫

丹羽　多恵

渡辺　隆紀

何森亜由美

野村　長久

西　　敏夫

阪本　康夫

水島共同病院　外科

西宮市立中央病院　外科

市立奈良病院　乳腺センター

島根大学医学部付属病院　放射線部

亀岡市立病院　京都府医師会

北海道対がん協会　札幌がん検診センター

JA 愛知厚生連　豊田厚生病院　外科

国立病院機構仙台医療センター　乳腺外科

高松平和病院　乳腺外科

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科

社会医療法人きつこう会多根総合病院

阪本胃腸・外科クリニック
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