
  第1会場　東展示棟　1階　東4・5ホールA  

厳選口演1　　OS-1-1� 9:00-10:10

薬物治療
座長：渡辺　　亨 （浜松オンコロジーセンター）

柏葉　匡寛 （さがらブレストピアヘルスケアグループ　ブレストピア宮崎病院）

� OS-1-1-1� フルベストラントの長期奏効群を探索する多施設共同後方視コホート研究;�JBCRG-C06�Safari試験
愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　服部　正也

� OS-1-1-2� ER陽性HER2陰性乳癌におけるホルモン受容体発現度と核グレードの晩期再発の予測因子としての検討
聖路加国際病院　乳腺外科　岩瀬まどか

� OS-1-1-3� 転移性乳癌患者を対象としたnab-paclitaxel毎週投与法とドセタキセルとの比較第II相試験
埼玉県立がんセンター　乳腺腫瘍内科　井上　賢一

� OS-1-1-4� nab-Paclitaxel起因性末梢神経障害に対する手術手袋を用いた圧迫療法の予防効果（多施設共同第2相試験）
大阪赤十字病院　乳腺外科　露木　　茂

� OS-1-1-5� 周術期トラスツズマブ治療歴を有する再発乳癌におけるトラスツズマブ投与の観察研究(JBCRG-C02)
愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　澤木　正孝

� OS-1-1-6� 妊娠期乳癌－胎児期に化学療法に暴露された児の影響について－
聖路加国際病院　乳腺外科　深津　裕美

厳選口演2　　OS-1-2� 10:20-11:30

局所治療
座長：玉木　康博 （大阪府立成人病センタ－　乳腺内分泌外科）

能勢　隆之 （日本医科大学多摩永山病院　放射線治療学）

� OS-1-2-1� 超音波造影剤ソナゾイドを使った新しいセンチネルリンパ節生検の試み（前向き多施設共同臨床試験）
大阪大学大学院医学系研究科乳腺内分泌外科　島津　研三

� OS-1-2-2� 乳房再建のための乳房下垂分類
がん研有明病院　形成外科　古林　　玄

� OS-1-2-3� 乳房インプラント術後カプセル拘縮に対する客観的評価の試み
京都府立医科大学　形成外科　素輪　善弘

� OS-1-2-4� 整容性に問題を残したインプラント乳房再建症例の検討；その原因と解決策
亀田総合病院　乳腺センター乳房再建外科　淺野　裕子

� OS-1-2-5� 腹直筋皮弁を用いた即時乳房再建後のPMRTは有効かつ安全で整容性は損なわれない
大船中央病院　乳腺センター　大渕　　徹

� OS-1-2-6� 乳房温存療法におけるマルチカテーテル小線源治療を用いた乳房部分照射の成績と欧州第3相試験の比較検討
東京西徳洲会病院　乳腺腫瘍科　佐藤　一彦
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プレジデンシャルシンポジウム1　　PSY-1-1� 13:00-14:30

真の個別化医療を求めて
座長：岩瀬　拓士 （がん研有明病院　乳腺センター　乳腺外科）

� PSY-1-1-1� 10年後の個別化外科治療：Key�wordは可視化と過剰治療
愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　岩田　広治

� PSY-1-1-2� 放射線治療における個別化の動き
がん研究会有明病院　放射線治療部　小口　正彦

� PSY-1-1-3� Precision�Medicineを目指す乳癌薬物療法の過去と未来
福島県立医科大学　医学部　腫瘍内科学講座　佐治　重衡

� PSY-1-1-4� 乳癌個別化医療を目指した分子診断法開発の現状と今後の展望「診断法の進歩なくして個別化治療の実現なし」
大阪大学　医学部　乳腺内分泌外科　野口眞三郎

パネルディスカッション1　　PD-1-1� 14:40-16:10

薬物療法を受けている患者のQOL：多職種からのアプローチ
座長：清水千佳子 （国立がん研究センター中央病院　乳腺・腫瘍内科）

野村　久祥 （国立がん研究センター東病院　薬剤部）

� PD-1-1-1� 特別講演：Ethnic�differences:�How�to�optimise�treatment�benefits�for�Asian�breast�cancer�patients
Institute for Applied Research in Medicine and Health, Macau University of Science and Technology, Macau SAR, China 

　Louis�Wing-Cheong�Chow

� PD-1-1-2� 乳癌アロマターゼ阻害剤治療中の関節痛改善を目的とした看護介入ランダム化比較試験
那覇西クリニック　看護部　長嶺沙野香

� PD-1-1-3� エベロリムス投与における有害事象の評価　患者と医療者の認識の違い、各職種間における認識の違い
岡山大学病院　緩和支持医療科　松岡　順治

� PD-1-1-4� 乳がん経験者への治療と仕事の両立支援～次の課題は何か？～
名古屋第二赤十字病院　乳腺外科　赤羽　和久

� PD-1-1-5� 乳がん患者さんに薬剤師ができること～服薬カウンセリングの重要性を考える～
東京医科大学病院　薬剤部　東　加奈子

� PD-1-1-6� 進行・再発乳癌診療におけるチームアプローチ
筑波大学　医学医療系　乳腺内分泌外科　坂東　裕子

International Seminar　　IS� 16:30-18:00

International�trends:�Global�aspect�of�axillary�management
座長：西村　令喜 （くまもと森都総合病院　乳腺センター）

中村　清吾 （昭和大学医学部　乳腺外科）

� IS-1� Optimising�breast�cancer�Surgery:�Considerations�among�Asian�women
Institute for Applied Research in Medicine and Health, Macau University of Science and Technology, Macau SAR, China

　Louis�Wing-Cheong�Chow

� IS-2� Axillary�management�of�breast�cancer�in�Korea
Department of Surgery and Cancer Research Institute, Seoul National University College of Medicine, Korea　Wonshik�Han

� IS-3� Optimizing�axillary�staging�procedures�with�ultrasound
National Taiwan University Hospital and National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan　Chiun-Sheng�Huang

� IS-4� Management�of�the�axilla�in�the�United�States�2016:�Current�standards�and�controversies
Distinguished Chair Surgical Oncology Brigham and Women's Hospital/  

Medical Director International Oncology Programs Dana Farber Cancer Institute/ 
Associate Professor of Surgery Harvard Medical School, USA　Mehra�Golshan
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  第2会場　東展示棟　1階　東4・5ホールB  

厳選口演3　　OS-1-3� 9:00-10:10

画像診断
座長：磯本　一郎 （聖フランシスコ病院　放射線科）

中島　一毅 （川崎医科大学　総合外科学・川崎医科大学附属川崎病院　外科）

� OS-1-3-1� トモシンセシスによる診断精度向上の検討
名古屋医療センター　乳腺科　森田　孝子

� OS-1-3-2� 乳腺超音波検診導入で不利益は生ずるか。～当院のMMG/US併用検診のデーターから考える～
たけべ乳腺外科クリニック　安毛　直美

� OS-1-3-3� 医師からみた自動式乳房専用超音波検査装置（Automated�Breast�Ultrasound,�ABUS）の可能性
北斗病院　乳腺・乳がんセンター　中島　　恵

� OS-1-3-4� 月経周期が乳腺造影MRI上の背景乳腺増強域と悪性病変の視認性に及ぼす影響：多施設共同研究による検討
九州大学　臨床放射線科　神谷　武志

� OS-1-3-5� 3T乳腺MRIにおける拡散尖度画像を用いた浸潤性乳癌の評価：バイオマーカーおよび腋窩リンパ節転移との比較
北海道大学病院　放射線診断科　加藤　扶美

� OS-1-3-6� Bモード超音波で腋窩リンパ節転移が疑われた乳癌症例に対する造影腋窩リンパ節超音波診断の有用性について
静岡がんセンター　生理検査科・乳腺画像診断科　植松　孝悦

厳選口演4　　OS-1-4� 10:20-11:30

診断・病理
座長：土屋　眞一 （社会医療法人　飯田病院　病理診断科）

大井　恭代 （社会医療法人博愛会　相良病院　病理診断科）

� OS-1-4-1� 液状化検体細胞診（LBC；Liquid - based�cytology）におけるLow�grade�DCISの細胞診断についての検討
社会医療法人　博愛会　相良病院　病理診断科　前田ゆかり

� OS-1-4-2� 新規開発抗体を用いた乳癌アロマターゼ発現の臨床病理学的検討
川崎医科大学　病理学2　鹿股　直樹

� OS-1-4-3� 乳癌HER2遺伝子の定量測定のチャレンジ�―Droplet�digital�PCRによる自動測定法の開発―
東京大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　尾辻　和尊

� OS-1-4-4� センチネルリンパ節のOSNA法による転移検索でプラスiとなった乳癌の病理組織学的特徴
順天堂大学　医学部附属　順天堂医院　乳腺科　明神　真由

� OS-1-4-5� 乳癌原発巣と遠隔転移巣における癌幹細胞マーカーの発現に関する検討
東京慈恵会医科大学　乳腺内分泌外科　加藤久美子

� OS-1-4-6� 乳腺領域における蛍光プローブを用いた革新的がん可視化技術の開発－針生検と手術検体の総合的検討－
昭和大学江東豊洲病院　乳腺外科　高丸　智子

ランチョンセミナー1　　LS-01� 11:50-12:40

臨床試験の結果を読み解く　ピットフォールと実臨床への活かし方
座長：向井　博文 （国立がん研究センター東病院　乳腺・腫瘍内科）

相原病院　乳腺科　相原　智彦

共催：大鵬薬品工業株式会社

1日目

１
日
目

50



シンポジウム1　　SY-1-1� 14:40-16:10

日本のHBOC診療の未来を展望する
座長：野水　　整 （星総合病院　乳腺外科）

大住　省三 （国立病院機構　四国がんセンター　乳腺外科）

� SY-1-1-1� Precision�Medicineの時代へHBOCから我々へのChallenge
聖路加国際病院乳腺外科　山内　英子

� SY-1-1-2� HBOCの取扱いと治療への新たな展開
慶應義塾大学　医学部　産婦人科　青木　大輔

� SY-1-1-3� HBOC�発症の分子機構と新規治療戦略
東京医科歯科大学　難治疾患研究所　三木　義男

� SY-1-1-4� BRCA遺伝子検査の現状と新展開 - Multi�gene�panel検査とCodx.-
（株）ファルコバイオシステムズ　権藤　延久

� SY-1-1-5� 日本HBOCコンソーシアムにおける全国登録事業
がん研有明病院　遺伝子診療部　新井　正美

イブニングセミナー1　　ES-01� 16:30-18:00

新たなる一歩　 - HBOC診療の明日へ -
座長：岩瀬　弘敬 （熊本大学大学院生命科学研究部　乳腺・内分泌外科学分野）

� � 遺伝情報が変える癌診療　 -今、何が必要か？ -
札幌医科大学医学部 遺伝医学　櫻井　晃洋

� � HBOC診断体制の構築とその実施
聖路加国際病院　乳腺外科、遺伝診療部　山内　英子

� � 明日から始めるHBOC診療のために
聖路加国際病院　オンコロジーセンター、遺伝診療部　大川　　恵

共催：アストラゼネカ株式会社
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  第3会場　東展示棟　1階　東4・5ホールC  

診療ガイドライン委員会企画　　� 9:00-10:10

診療ガイドラインのこれから�
－歴代委員長からみた現在の乳癌診療ガイドラインの問題点－問題点を踏まえ、さらによいガイドラインとするには

司会：向井　博文 （日本乳癌学会診療ガイドライン委員会委員長/国立がん研究センター東病院　乳腺・腫瘍内科）

� 　1.�全　　　般　
＜前委員長＞昭和大学医学部　乳腺外科　中村　清吾

＜現副委員長＞がん研有明病院　乳腺センター　乳腺内科　伊藤　良則

� 　2.�薬　　　物　
＜前委員長＞市立貝塚病院　乳がん高度検診・治療センター名誉院長　稲治　英生

＜現副委員長＞名古屋市立大学病院　乳腺外科　遠山　竜也

� 　3.�外　　　科　
＜前委員長＞北里大学北里研究所病院ブレストセンター　池田　　正

＜現副委員長＞金沢大学附属病院　乳腺科　井口　雅史

� 　4.�検診・診断　
＜前委員長＞東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座　腫瘍外科学分野　大内　憲明

＜現委員長＞相良病院附属ブレストセンター　放射線科　戸崎　光宏

厳選口演5　　OS-1-5� 10:20-11:30

基礎研究
座長：太田　智彦 （聖マリアンナ医科大学　応用分子腫瘍学）

上野　貴之 （杏林大学医学部付属病院　乳腺外科）

� OS-1-5-1� ドキシサイクリン誘導性BRCA1欠損ERα陽性細胞を用いた染色体不安定化機構の解析
聖マリアンナ医科大学大学院　応用分子腫瘍学　黒田　貴子

� OS-1-5-2� 血清miRNAを用いた新規乳がん診断マーカーの開発
国立がん研究センター中央病院　乳腺・腫瘍内科　下村　昭彦

� OS-1-5-3� 乳癌の発生及び再発に対する抗HER2自己抗体の抑制効果
大阪大学大学院　医学研究科　乳腺・内分泌外科　田渕由希子

� OS-1-5-4� 免疫補助刺激分子�(LAG-3,�TIM-3,�OX-40)�の乳癌術前化学療法への関与
大阪市立大学大学院　腫瘍外科　柏木伸一郎

� OS-1-5-5� 乳癌のeribulin耐性におけるABCB1,�ABCC11の関与
信州大学　医学部　乳腺内分泌外科　大場　崇旦

� OS-1-5-6� ER陽性再発乳癌におけるESR1体細胞突然変異の検出および血液モニタリングの臨床学的意義
熊本大学　乳腺内分泌外科　竹下　卓志

ランチョンセミナー2　　LS-02� 11:50-12:40

アバスチンの都市伝説を検証する～基礎・臨床・特殊病態～
座長：渡辺　　亨 （医療法人圭友会　浜松オンコロジーセンター）

愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　岩田　広治

大阪医科大学　乳腺・内分泌外科　岩本　充彦

共催：中外製薬株式会社
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イブニングセミナー2　　ES-02� 16:30-18:00

乳癌と生きる時代　～METAvivorのQOLをあげるメディカルスタッフの力～
座長：柏葉　匡寛�（ブレストピア宮崎病院）

野村　久祥 （国立がん研究センター東病院　薬剤部）

聖路加国際病院　看護部　金井　久子

浜松医療センター　薬剤科　宮本　康敬

そうごう薬局　天神中央店　下川友香理

杏林大学医学部附属病院　地域連携室　加藤　雅江

共催：ファイザー株式会社
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  第4会場　会議棟　7階　国際会議場  

教育セミナー� 9:00-10:00

画像診断と薬物療法の総合的判断力の向上を目指して：診断
司会：佐伯　俊昭 （埼玉医科大学国際医療センター　乳腺腫瘍科）

土井原博義 （岡山大学　乳腺・内分泌外科）

� � 乳房画像診断の基礎―マンモグラフィと乳房超音波検査の総合診断―
聖路加国際病院　放射線科　角田　博子

教育セミナー� 10:30-11:30

画像診断と薬物療法の総合的判断力の向上を目指して：治療
司会：佐伯　俊昭 （埼玉医科大学国際医療センター　乳腺腫瘍科）

土井原博義 （岡山大学　乳腺・内分泌外科）

� � 薬物療法のプランニング―原発乳癌から転移・再発乳癌まで―
北九州市立医療センター　乳腺甲状腺外科　阿南　敬生

ランチョンセミナー3　　LS-03� 11:50-12:40

ER陽性HER2陰性進行再発乳がんの治療：エキスパートはどう考える？
座長：坂東　裕子 （筑波大学医学医療系　乳腺甲状腺内分泌外科）

国立がん研究センター東病院　乳腺・腫瘍内科　内藤　陽一

大阪府立成人病センター　臨床腫瘍科　吉波　哲大

Department of Medicine and Breast Oncology and Clinical Trials Education,  
University of California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, CA, USA 

　Hope�S.�Rugo

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

シンポジウム2　　SY-1-2� 14:40-16:10

JBCS/JSMO�Joint�Symposium：乳癌に対する新規薬剤開発の未来を展望する
座長：高橋　俊二 （がん研有明病院　総合腫瘍科）

田村　研治 （国立がん研究センター中央病院　乳腺・腫瘍内科）

� SY-1-2-1� 国立がん研究センター東病院における第1相臨床試験の現状と将来
国立がん研究センター東病院　先端医療科　土井　俊彦

� SY-1-2-2� PMDAにおける医薬品承認審査の最新動向2016
（独）医薬品医療機器総合機構　佐藤　大作

� SY-1-2-3� AMEDによる医療研究促進の取組みについて～臨床研究・治験基盤整備の取組みを中心に～
日本医療研究開発機構　臨床研究・治験基盤事業部　吉田　易範

� SY-1-2-4� 日本の乳癌領域の創薬開発への医師主導治験の貢献
国立がん研究センター中央病院　乳腺・腫瘍内科　藤原　康弘

1日目

１
日
目
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イブニングセミナー3　　ES-03� 16:30-18:00

ホルモン感受性乳癌に対する適切な治療選択�
～若手医師とエキスパート、1000人の会場votingから学ぶ～

座長：紅林　淳一 （川崎医科大学　乳腺甲状腺外科）

国立病院機構大阪医療センター　乳腺外科　増田　慎三

水谷麻紀子

北海道大学病院　乳腺外科　山下　啓子

馬場　　基

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　山下　哲正

共催：武田薬品工業株式会社

1日目

１
日
目
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  第5会場　会議棟　1階　レセプションホールB  

日本乳癌学会班研究報告　　� 9:00-10:10

司会：紅林　淳一 （学術委員会委員長/川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学）

� 1.� �2014年度班研究最終報告「センチネルリンパ節転移陽性乳癌の腋窩治療の最適化に関する研究」�
Optimization�of�axilla�treatment�in�sentinel�node-positive�breast�cancer

杏林大学医学部付属病院　乳腺外科　井本　　滋

� 2.� 乳癌における腫瘍浸潤リンパ球の臨床病理学的研究　―中間報告―
関西医科大学附属病院　乳腺外科　杉江　知治

専門医制度委員会企画　　� 10:20-11:30

－乳腺専門医についてのQ&A－
司会、ファシリテーター：岩瀬　弘敬 （日本乳癌学会専門医制度委員長）

� 1.� 新乳腺専門医プログラムと現乳腺専門医の移行措置について
日本乳癌学会専門医制度委員会　副委員長、試験問題作成委員会　委員長　井本　　滋

� 2.� 新乳腺専門医における施設認定・資格認定のありかた
日本乳癌学会資格認定委員会　委員長　丹黒　　章

ランチョンセミナー4　　LS-04� 11:50-12:40

Digital�Breast�Tomosynthesis:�Principles�and�Practice
座長：中島　康雄 （聖マリアンナ医科大学　放射線医学教室）

Lynn Sage Comprehensive Breast Centre, Breast and Women's Imaging for Northwestern Medicine Chicago, USA　Sarah�Friedewald

共催：ホロジックジャパン株式会社、株式会社日立製作所

ワークショップ1　　WS-1-1� 14:40-16:10

微小病変のマネージメント
座長：増田しのぶ （日本大学医学部　病態病理学系　腫瘍病理学分野）

植松　孝悦 （静岡県立静岡がんセンター　生理検査科・乳腺画像診断科）

� WS-1-1-1� 微小浸潤癌の診断とインターベンション
糸島医師会病院　乳腺センター　渡邉　良二

� WS-1-1-2� 微小な癌の臨床病理学的特徴
博愛会相良病院　病理診断科　大井　恭代

� WS-1-1-3� 腫瘤非形成微細石灰化病変のみを示す乳癌病変のマネージメント
帝京大学　ちば総合医療センター　外科　宮澤　幸正

� WS-1-1-4� 微小病変における超音波所見別細胞診及び針生検の有用性の検証
千葉労災病院　外科　笠川　隆玄

� WS-1-1-5� Second-look�USで検出困難な乳腺MRI-detected�lesionに対するRVSの有用性
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　中野　正吾

1日目

１
日
目

56



イブニングセミナー4　　ES-04� 16:30-18:00

Hortobagyiの治療アルゴリズムへの挑戦�
～Luminal�HER2�MBC　HER2�or�ER�?～

座長：大野　真司 （がん研有明病院　乳腺センター）

杏林大学医学部付属病院　乳腺外科　上野　貴之

福島県立医科大学　腫瘍内科学講座　佐治　重衡

がん・感染症センター都立駒込病院　乳腺外科　山下　年成

熊本大学大学院　乳腺・内分泌外科学講座　山本　　豊

共催：中外製薬株式会社

1日目

１
日
目
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  第6会場　会議棟　1階　101会議室  

ランチョンセミナー5　　LS-05� 11:50-12:40

乳癌におけるFDG-PET/CTの有効活用
座長：石川　　孝 （東京医科大学　乳腺科）

公益財団法人　がん研究会有明病院　核医学部　小泉　　満

共催：日本メジフィジックス株式会社

1日目

１
日
目
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  第7会場　会議棟　6階　605・606会議室  

ランチョンセミナー6　　LS-06� 11:50-12:40

Treatment�strategy�of�luminal�type�early�breast�cancer�patients�using�multi-gene�classifier����
-��Perspectives�based�on�the�experience�at�MD�Anderson�Cancer�Center

座長：野口　眞三郎（大阪大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科）

The University of Texas MD Anderson Cancer Center　上野　直人

共催：シスメックス株式会社

イブニングセミナー5　　ES-05� 16:30-18:00

Non-Surgical�Ablationの可能性
座長：長嶺　信治 （沖縄赤十字病院　外科）

沖縄赤十字病院　外科　長嶺　信治

亀田総合病院　乳腺科　福間　英祐

東京女子医科大学病院　放射線腫瘍科　唐澤久美子

国立がん研究センター中央病院　乳腺外科　木下　貴之

1日目

１
日
目
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  第8会場　会議棟　6階　607会議室  

ランチョンセミナー7　　LS-07� 11:50-12:40

乳癌におけるBone�Health
座長：岩瀬　弘敬 （熊本大学大学院生命科学研究部　乳腺・内分泌外科学分野）

京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・乳腺外科学　田口　哲也

共催：第一三共株式会社

1日目

１
日
目
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  第9会場　会議棟　6階　608会議室  

ランチョンセミナー8　　LS-08� 11:50-12:40

乳癌における最新画像診断-マンモグラフィ・乳腺解析-
� � 最新画像処理におけるトモシンセシス検査の有用例紹介

東名古屋病院　乳腺科　遠藤登喜子

� � 日常診療に役立つ乳腺MRI解析ソフト
秋田大学医学部附属病院　放射線科　石山　公一

共催：富士フイルムメディカル株式会社

1日目

１
日
目
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  第1会場　東展示棟　1階　東4・5ホールA  

シンポジウム3　　SY-2-3� 8:30-10:00

乳腺個別化医療を拓くバイオマーカー研究
座長：伊藤　良則 （がん研有明病院　乳腺センター　乳腺内科）

三好　康雄 （兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科）

� SY-2-3-1� 抗HER2薬の開発　trastuzumab�and�beyond
中外製薬株式会社　オンコロジーライフサイクルマネジメント部　高須賀　剛

� SY-2-3-2� HER2陽性乳癌個別化治療の近未来
近畿大学医学部　腫瘍内科　鶴谷　純司

� SY-2-3-3� 単一細胞レベルでのバイオマーカー探索
杏林大学　医学部　乳腺外科　上野　貴之

� SY-2-3-4� ゲノム解析による乳癌個別化医療の展望
国立病院機構　九州がんセンター　乳腺科　徳永えり子

� SY-2-3-5� 乳がん研究とエクソソーム
国立がん研究センター　研究所　分子細胞治療研究分野　落谷　孝広

シンポジウム4　　SY-2-4� 10:10-11:40

ガイドラインを活かした真の個別化医療の実践
座長：神野　浩光 （帝京大学医学部　外科学講座）

向井　博文 （国立がん研究センター東病院　乳腺・腫瘍内科）

� SY-2-4-1� 乳癌診療ガイドラインの成り立ちと特徴
相原病院　乳腺科　相原　智彦

� SY-2-4-2� 臨床試験結果のガイドラインへの反映�-医学統計的視点から-
京都大学　大学院医学研究科　医学統計生物情報学　森田　智視

� SY-2-4-3� 保険診療規定と診療ガイドラインでの推奨の乖離��ー治療均てん化から考察したガイドラインの位置づけー
独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　乳腺外科　高橋　將人

� SY-2-4-4� Quality�Indicatorを用いた乳癌診療の評価
茨城県立中央病院　筑波大学　茨城県地域臨床教育センター　穂積　康夫

� SY-2-4-5� 多発性脳転移に対するガンマナイフ治療：改訂されたガイドラインを生かした個別化医療の実践
勝田病院　水戸ガンマハウス　脳神経外科　山本　昌昭

� SY-2-4-6� デンスブレストの周知と自動式３次元乳腺密度測定ソフトで実現した『個別化』超音波併用マンモグラフィ検診
北斗病院　乳腺・乳がんセンター　難波　　清

会長講演　　PL� 13:40-14:10

座長：霞　富士雄 （順天堂大学　乳腺・内分泌外科）

� PL� 乳癌の外科治療、激動の時代を体験して
がん研有明病院　乳腺センター　乳腺外科　岩瀬　拓士

特別講演　　SL� 14:10-14:40

座長：野田　哲生 （がん研究会　がん研究所）

� SL� 世界に発信できる「日の丸」乳癌医療を
シカゴ大学医学部内科・外科　中村　祐輔

2日目

２
日
目
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日本乳癌学会研究奨励賞受賞者講演� 14:40-15:10

座長：紅林　淳一 （川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学）

� 1.� 乳がんのバイオマーカーの探索
National Cancer Institute, CTEP  （現：がん研有明病院 総合腫瘍科）　小野麻紀子

� 2.� エストロゲンレセプター陽性乳癌の生物学的特性に関与するmicroRNAとその標的遺伝子の解析
名古屋市立大学病院　乳腺外科　遠藤（鰐渕）　友美

ワークショップ2　　WS-2-2� 15:20-16:50

センチネルリンパ節生検：腋窩郭清省略の現状と展望
座長：井本　　滋 （杏林大学　医学部　乳腺外科）

津川浩一郎 （聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科）

� WS-2-2-1� センチネルリンパ節生検の条件であるcN0について考える
がん研究会有明病院　乳腺センター　乳腺外科　荻谷　朗子

� WS-2-2-2� センチネルリンパ節微小転移陽性で郭清省略された場合の放射線療法　～所属リンパ節への照射は必要か？～
滋賀県立成人病センター　放射線治療科　山内智香子

� WS-2-2-3� 乳癌センチネルリンパ節生検における全身治療の役割
国立病院機構　四国がんセンター　乳腺科・化学療法科　原　　文堅

� WS-2-2-4� センチネルリンパ節マクロ転移であっても外科的腋窩郭清は省略し放射線照射を行うべき
大船中央病院　乳腺センター　坂口　貴子

� WS-2-2-5� 腋窩リンパ節転移陽性症例における術前化学療法後の超音波検査を用いたリンパ節転移の評価
三井記念病院　乳腺内分泌外科　太田　大介

� WS-2-2-6� sn転移陽性時におけるARM(Axillary�Reverse�Mapping)を用いた腋窩縮小手術の可能性について
埼玉メディカルセンター　外科・ブレストセンター　櫻井　孝志

� WS-2-2-7� �特別講演：
Can�axillary�ultrasound�(AUS)�replace�sentinel�lymph�node�biopsy�(SLNB)�for�axillary�staging

National Taiwan University Hospital and National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan　Chiun-Sheng�Huang

2日目

２
日
目
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  第2会場　東展示棟　1階　東4・5ホールB  

ワークショップ3　　WS-2-3� 8:30-11:40

命にかかわらない乳癌をいかに見極められるか
座長：森谷　卓也 （川崎医科大学　病理学2）

角田　博子 （聖路加国際病院　放射線科）

� WS-2-3-01� 基調講演：がんの早期診断とOverdiagnosis
国立がん研究センター　社会と健康研究センター　検診研究部　斎藤　　博

� WS-2-3-02� 命にかかわらない乳癌は見極められない
平鹿総合病院　乳腺外科　島田　友幸

� WS-2-3-03� 特別講演：DCIS�is�this�a�“Cancer” ;��Challenging�the�Current�Standards
Distinguished Chair Surgical Oncology Brigham and Women's Hospital/  

Medical Director International Oncology Programs Dana Farber Cancer Institute/ 
Associate Professor of Surgery Harvard Medical School, USA 

　Mehra�Golshan

� WS-2-3-04� 特別講演：甲状腺微小乳頭癌におけるRisk-adapted�management：Active�surveillanceの適応選択
日本医科大学　内分泌外科　杉谷　　巌

� WS-2-3-05� 検診発見乳癌の生物学的特徴：乳癌登録データより205,544例の検討
岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　岩本　高行

� WS-2-3-06� 低リスクDCISに対する低侵襲（非切除）治療
新潟県立がんセンター新潟病院　乳腺外科　神林智寿子

� WS-2-3-07� 疫学的見地から見た高精度乳がん検診の過剰診断ーなにをどれだけ見つけすぎるのか？
たけべ乳腺外科クリニック　武部　晃司

� WS-2-3-08� 基調講演：乳腺における「過剰診断」
がん研究会　がん研究所　病理部　秋山　　太

� WS-2-3-09� 非浸潤癌の病理学的悪性度
防衛医科大学校　病態病理学　津田　　均

� WS-2-3-10� ステレオガイド下吸引式乳房組織生検で悪性とされなかった非触知石灰化病変の長期予後
がん研究会　がん研究所　病理部　米倉　利香

� WS-2-3-11� 経過観察後に癌と判明した石灰化症例の考察
岩手県立中央病院　乳腺・内分泌外科　宇佐美　伸

� WS-2-3-12� マンモトーム生検における精度管理（過形性病変の検討から）
公益財団法人　星総合病院　外科　松嵜　正實

ランチョンセミナー9　　LS-09� 12:00-12:50

ホルモン受容体陽性転移再発乳癌に対する治療戦略
座長：武井　寛幸 （日本医科大学付属病院乳腺科）

国立病院機構九州がんセンター　乳腺科　徳永えり子

共催：ファイザー株式会社

2日目

２
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ワークショップ4　　WS-2-4� 15:20-16:50

乳癌個別化診断への多様なアプローチ
座長：佐谷　秀行 （慶応義塾大学　医学部　先端医科学研究所　遺伝子制御研究部門）

秋山　　太 （がん研究会　がん研究所　病理部）

� WS-2-4-1� がん細胞間相互作用とintra-tumor�heterogeneity
慶應義塾大学　医学部　先端医科学研究所　遺伝子制御研究部門　有馬　好美

� WS-2-4-2� 腫瘍一括評価から細胞単位評価へ：ER�/�HER2二重染色を用いたLumnal-Her2��におけるHeterogeneity�の検討
東京医科大学　乳腺科学分野　海瀬　博史

� WS-2-4-3� HER2個別化診断におけるGene-protein�assayの可能性
がん研究会有明病院　病理部　堀井　理絵

� WS-2-4-4� Curebest�95GC�による乳癌再発予後予測
大阪大学大学院　医学系研究科　乳腺内分泌外科　直居　靖人

� WS-2-4-5� トリプルネガティブ乳癌（TNBC）における腫瘍リンパ球浸潤（TILs）およびPD-L1の発現と予後との関係
北海道がんセンター　乳腺外科　富岡　伸元

� WS-2-4-6� �特別講演：
Genomic�testing�to�optimize�decision-making�and�improve�outcomes�for�early�stage�breast�cancer

Breast Cancer Medicine Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center　Andrew�D.�Seidman

イブニングセミナー6　　ES-06� 17:10-18:10

今だからこそ考える、Endocrine�mono-therapyの重要性　�
～複雑化するER陽性閉経後進行・再発乳癌治療～

座長：岩田　広治 （愛知県がんセンター中央病院　乳腺科）

� � 乳癌におけるESR1�gene�alteration�と内分泌抵抗性について（ESR1�mutationを中心に）
熊本大学大学院生命科学研究部　乳腺・内分泌外科学分野　山本　　豊

� � ER陽性進行再発乳癌治療：分子標的薬の登場はプラクティスからendocrine�mono-therapyをなくすのか？
愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　服部　正也

共催：アストラゼネカ株式会社

2日目

２
日
目
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  第3会場　東展示棟　1階　東4・5ホールC  

モーニングセミナー1　　MS-1� 7:30-8:20

日本医科大学武蔵小杉病院におけるチームアプローチ�(チーム医療の取り組み)
座長：濱　　敏弘 （がん研有明病院　薬剤部）

� � 薬剤師の立場から
日本医科大学武蔵小杉病院　薬剤部　宮田　広樹

� � 看護師の立場から
日本医科大学武蔵小杉病院　看護部　小野寺恵子

共催：サノフィ株式会社

ワークショップ5　　WS-2-5� 8:30-10:00

最適なPMRT　～その方法と適応～
座長：齊藤　光江 （順天堂大学　乳腺・内分泌外科学）

淡河恵津世 （久留米大学病院　放射線治療センター）

� WS-2-5-1� PMRT�の適応とその問題点
京都大学　放射線腫瘍学・画像応用治療学　吉村　通央

� WS-2-5-2� 近代治療における腋窩リンパ節転移1-3個乳癌症例に対する乳房切除後放射線療法の意義
東北大学　医学部　腫瘍外科　宮下　　穣

� WS-2-5-3� 腋窩リンパ節転移４個以上のハイリスク乳癌に対する全乳房切除後放射線療法(PMRT)
がん研究会有明病院　放射線治療部　吉田　匡宏

� WS-2-5-4� 乳房切除術後放射線療法(PMRT)を必要とする症例とは？－適応境界症例の後方視的解析から－
国立がん研究センター　中央病院　乳腺外科　麻賀　創太

� WS-2-5-5� 術前に化学療法を施行した乳房切除術後放射線治療症例の治療成績と予後因子に関する検討
がん研究会有明病院　放射線治療部　中島　直美

パネルディスカッション2　　PD-2-2� 10:10-11:40

トリプルネガティブ乳癌への挑戦
座長：紅林　淳一 （川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学）

佐治　重衡 （福島県立医科大学　腫瘍内科学講座）

� PD-2-2-1� 特別講演：New�challenges�in�triple-negative�breast�cancer
The University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA　上野　直人

� PD-2-2-2� トリプルネガティブ乳癌に対する薬物療法
愛知県がんセンター中央病院　薬物療法部　安藤　正志

� PD-2-2-3� トルプルネガティブ乳癌のバイオマーカー：BRCAness
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　森　　瞳美

� PD-2-2-4� トリプルネガティブ乳癌におけるアンドロゲン受容体発現の臨床病理学的意義についての検討
新潟市民病院　乳腺外科　坂田　英子

� PD-2-2-5� トリプルネガティブ乳癌の間葉上皮転換による分化療法の検討：膠芽腫との比較から見えてきた治療可能性
京都大学　大学院医学研究科　メディカルイノベーションセンター　悪性制御研究ラボ　吉川　清次

� PD-2-2-6� トリプルネガティブ乳癌への挑戦�~Biological�featureに応じた治療構築をめざして~
昭和大学医学部　乳腺外科　増田　紘子

2日目

２
日
目
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ランチョンセミナー10　　LS-10� 12:00-12:50

周術期乳癌化学療法のA・B・C
座長：山下　啓子 （北海道大学病院　乳腺外科）

テキサス大学MDアンダーソンがんセンター　乳腺腫瘍内科　上野　直人

共催：協和発酵キリン株式会社

パネルディスカッション3　　PD-2-3� 15:20-16:50

乳癌分子標的薬剤をどのように使いこなすか
座長：佐伯　俊昭 （埼玉医科大学国際医療センター　乳腺腫瘍科）

岩田　広治 （愛知県がんセンター中央病院　乳腺科）

� PD-2-3-1� 治療ヒストリーと分子標的治療薬：どのタイミングでどの薬剤を使うのが適切か　～「Window」の視点から～
がん研有明病院　乳腺内科　小林　　心

� PD-2-3-2� 分子標的治療薬の副作用マネジメント
虎の門病院　臨床腫瘍科　高野　利実

� PD-2-3-3� HER2陰性進行再発乳癌に対するベバシズマブとパクリタキセル併用療法の観察研究(中間報告;JBCRG-C05）
千葉県がんセンター　中村　力也

� PD-2-3-4� ER陽性HER2陰性進行再発乳癌の治療ストラテジーを考える
国立病院機構大阪医療センター　乳腺外科　増田　慎三

� PD-2-3-5� HER2陽性進行・再発乳癌における治療の工夫
がん・感染症センター都立駒込病院　乳腺外科　山下　年成

イブニングセミナー7　　ES-07� 17:10-18:10

Breast�Cancer�Board�in�TOKYO�2016
座長：秋山　　太 （がん研究会がん研究所　病理部）

進行：がん研有明病院　乳腺外科　岩瀬　拓士

昭和大学医学部　乳腺外科学部門　中村　清吾

聖路加国際病院　放射線科　角田　博子

ディスカッサント：がん・感染症センター都立駒込病院　乳腺外科　有賀　智之

東京医科歯科大学医学部附属病院　医療情報部　久保田一徳

がん研有明病院　乳腺外科　坂井　威彦

聖路加国際病院　乳腺外科　林　　直輝

共催：日本化薬株式会社

2日目

２
日
目
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  第4会場　会議棟　7階　国際会議場  

ビデオセッション　　VS� 8:30-10:00

技から術へ：明日から使える乳癌手術のひと工夫
座長：吉本　賢隆 （よしもとブレストクリニック）

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）

� VS-1� 人工物乳房再建術を前提とした乳腺全摘術における工夫―組織温存を容易にするための手術手技の提案―
蘇春堂形成外科　矢島　和宜

� VS-2� 究極の縮小手術を目指して乳腺内視鏡手術の新展開：仮想内視鏡モード3D-CTによるナビゲーション
日本医科大学　乳腺外科　山下　浩二

� VS-3� 下垂乳房症例に対する乳房縮小手技を導入したOncoplastic�breast�surgery
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科　喜島　祐子

� VS-4� 乳房温存術におけるoncoplatic�surgery　NACの偏位予防とneo-IMF作成の手技
三重大学　医学部附属病院　乳腺センター　小川　朋子

� VS-5� 小乳癌に対する非切除凍結療法ー乳房温存術と同等の局所制御を得るための適応と工夫
亀田メディカルセンター　乳腺センター　福間　英祐

� VS-6� 腋窩郭清におけるピットフォール
がん研有明病院　乳腺センター外科　宮城　由美

� VS-7� cN0症例におけるAxillary�reverse�mapping法の妥当性について
金沢医科大学　乳腺・内分泌外科　野口　美樹

パネルディスカッション4　　PD-2-4� 10:10-11:40

サバイバーシップ～おひとりさま・子ども・パートナーの立場から考える～
座長：勝俣　範之 （日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）

花出　正美 （がん研有明病院　看護部・がん相談支援センター）

� PD-2-4-1� 中学生におけるがん患者に対する偏見に関する調査
浦添総合病院　乳腺センター　宮里　恵子

� PD-2-4-2� こどもたちの優しさと強さは家族を支えます
静岡県立静岡がんセンター　小児科　石田　裕二

� PD-2-4-3� がん医療における性（セクシュアリティ）に関する患者の意識調査
四国がんセンター　乳腺科　清藤佐知子

� PD-2-4-4� 生殖年齢乳がんに対する妊孕性温存への取り組み～生殖医療機関といかに連携するか～
社会医療法人　博愛会　相良病院　松方　絢美

� PD-2-4-5� 再発治療期のサバイバーシップを支援する
相良病院　看護部　戸畑　利香

� PD-2-4-6� おひとりさま時代のがんを生きる
キャンサー・ソリューションズ株式会社　桜井なおみ

2日目

２
日
目
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ランチョンセミナー11　　LS-11� 12:00-12:50

Current�status�of�multi-gene�assays�for�adjuvant�chemotherapy�and�future�directions�in��
precision�medicine

座長：Toru�Watanabe （Hamamatsu Oncology Center）

Breast Cancer Medicine Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center　Andrew�D.�Seidman

共催：ジェノミック・ヘルス・ジャパン合同会社、株式会社エスアールエル

パネルディスカッション5　　PD-2-5� 15:20-16:50

外来で不安・怒りの感情をサポートする
座長：大野　真司 （がん研有明病院　乳腺センター）

濱口　恵子 （がん研有明病院　緩和ケアセンター）

� PD-2-5-1� 再発患者の不安コントロールとアドバンスケアプランニング
北里大学病院　乳腺・甲状腺外科　谷野　裕一

� PD-2-5-2� 怒りのアセスメントとマネジメント
名古屋市立大学大学院　医学研究科　精神・認知・行動医学分野　明智　龍男

� PD-2-5-3� 基本的なコミュニケーションスキルを高めよう
慶應義塾大学　大学院　健康マネジメント科　海津未希子

� PD-2-5-4� 私たち体験者がそばにいます　あなたは一人ではありません
GBCSS（Ganken Breast Center Support Service）　西貝　圭子

イブニングセミナー8　　ES-08� 17:10-18:10

Bridging�the�Gap　～METAvivor（再発乳がん患者）を支え、向き合う～�with�Voting
座長：大野　真司 （がん研有明病院　乳腺センター）

がん研有明病院　緩和ケアセンター　濱口　恵子

一般社団法人CSRプロジェクト　桜井なおみ

共催：サノフィ株式会社

2日目

２
日
目
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  第5会場　会議棟　1階　レセプションホールB  

モーニングセミナー2　　MS-2� 7:30-8:20

乳房専用PET装置Elmammoの有用性と今後の展望
座長：中島　康雄 （聖マリアンナ医科大学　放射線医学教室）

昭和大学　医学部　乳腺外科学講座　明石　定子

共催：株式会社島津製作所

ケースカンファレンス1　　CC-2-1� 8:30-10:00

妊孕性について
座長：片岡　明美 （がん研有明病院　乳腺センター　乳腺外科）

坂東　裕子 （筑波大学　乳腺甲状腺内分泌外科）

岡山大学　呼吸器・乳腺内分泌外科　枝園　忠彦

上智大学　総合人間科学部看護学科　渡邊　知映

聖マリアンナ医科大学　産婦人科学　鈴木　　直

ランチョンセミナー12　　LS-12� 12:00-12:50

乳癌診療におけるブレストマーカーの役割
座長：福間　英祐 （亀田メディカルセンター　乳腺センター）

Coordinated Health Network, Breast Services　Mark�A�Gittleman

共催：株式会社メディコン

ケースカンファレンス2　　CC-2-2� 15:20-16:50

治験啓発セミナー　～治験CAFÉにようこそ　治験体験者さんから皆さんへ～
座長：山崎　真澄 （がん研有明病院　臨床試験・研究センター　臨床試験部）

がん研有明病院　乳腺センター　乳腺内科　伊藤　良則

外資系製薬会社　渡辺　　覚

　鴻巣　知子

　原口　徳子

がん研有明病院　臨床試験・研究センター　臨床試験部　山崎　真澄

特別発言：NPO法人HOPEプロジェクト　桜井なおみ

イブニングセミナー9　　ES-09� 17:10-18:10

ナースが知っておくべき人工物再建の術後ケア
座長：玉木　康博 （大阪府立成人病センター　乳腺・内分泌外科）

ブレストサージャリークリニック　岩平　佳子

共催：アラガン・ジャパン株式会社

2日目

２
日
目
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  第6会場　会議棟　1階　101会議室  

ランチョンセミナー13　　LS-13� 12:00-12:50

化学療法施行時のB型肝炎の再活性化対策は本当に必要か？
座長：伊藤　良則 （公益財団法人　がん研究会有明病院　乳腺内科）

国立がん研究センター東病院　肝胆膵内科　池田　公史

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

イブニングセミナー10　　ES-10� 17:10-18:10

Invenia�ABUSのさらなる可能性を検証する
座長：大住　省三 （独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　乳腺外科）

埼玉医科大学総合医療センター　ブレストケア科　矢形　　寛

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

2日目

２
日
目
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  第7会場　会議棟　6階　605・606会議室  

モーニングセミナー3　　MS-3� 7:30-8:20

医師が知っておくべき人工物再建の術後ケア
座長：玉木　康博 （大阪府立成人病センター　乳腺・内分泌外科）

ブレストサージャリークリニック　岩平　佳子

共催：アラガン・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー14　　LS-14� 12:00-12:50

エビデンスからみる化学療法後の睫毛貧毛症
座長：矢形　　寛 （埼玉医科大学総合医療センター　ブレストケア科）

� � 化学療法に伴なう脱毛ー多施設アンケート調査結果からー
順天堂大学大学院医学研究科　乳腺・内分泌外科　齊藤　光江

共催：塩野義製薬株式会社

イブニングセミナー11　　ES-11� 17:10-18:10

進行再発乳癌治療　～私の歩む道～
座長：佐治　重衡 （福島県立医科大学　腫瘍内科学講座）

Department of Medicine and Breast Oncology and Clinical Trials Education,  
University of California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, CA, USA 

　Hope�S.�Rugo

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

2日目

２
日
目
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  第8・9会場　会議棟　6階　607・608会議室  

イブニングセミナー12　　ES-12� 17:10-18:10

薬剤師による意思決定支援
座長：小井土　啓一 （国立がん研究センター中央病院　薬剤部）

聖路加国際病院　薬剤部　石丸　博雅

国立病院機構東京医療センター　薬剤部　小川　千晶

練馬光が丘病院　薬剤室　森　　　玄

共催：持田製薬株式会社、ホスピーラ・ジャパン株式会社

2日目

２
日
目
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  第1会場　東展示棟　1階　東4・5ホールA  

ディベート　　DB� 8:30-10:00

温存�vs�乳切再建　～整容性と根治性のバランス～
座長：澤泉　雅之 （がん研有明病院　形成外科）

矢形　　寛 （埼玉医科大学総合医療センター　ブレストケア科）

聖路加国際病院ブレストセンター　乳腺外科　林　　直輝

三重大学　乳腺外科　花村　典子

がん研有明病院　乳腺センター　坂井　威彦

岡山大学　呼吸器・乳腺内分泌外科　枝園　忠彦

コメンテーター：横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科　佐武　利彦

パネルディスカッション6　　PD-3-6� 10:10-11:40

乳癌内分泌療法におけるリスク・ベネフィット
座長：堀口　　淳 （群馬大学　臓器病態外科学）

山下　啓子 （北海道大学病院　乳腺外科）

� PD-3-6-1� 特別講演：Endocrine�therapy�of�breast�cancer:�120years�of�personalised�medicine
Clinical Cancer Pharmacology and Oncology, Leeds Institute of Cancer & Pathology, University of Leeds, UK　Christopher�Twelves

� PD-3-6-2� 乳癌術後内分泌療法（ET)がホルモン受容体（HR)陽性の若年性乳癌患者の妊孕性に及ぼす影響
癌研有明病院　乳腺センター　乳腺外科　片岡　明美

� PD-3-6-3� 閉経前乳癌術後タモキシフェン単独投与による卵巣過剰刺激の危険性
金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科学　井口　雅史

� PD-3-6-4� HR(+)/HER2(-)乳癌に対する術前・術後補助療法の最適化・個別化への試み
慶應義塾大学　医学部　一般・消化器外科　林田　　哲

� PD-3-6-5� 術後内分泌療法における解決すべき課題と今後の展望
熊本大学大学院　生命科学研究部　乳腺・内分泌外科学　山本　　豊

プレジデンシャルシンポジウム2　　PSY-3-2� 13:10-14:40

若い力が拓く明日の乳がん医療
座長：大野　真司 （がん研有明病院　乳腺センター）

秋山　　太 （がん研究会　がん研究所　病理部）
ディスカッサント：

� 〈北海道地方会〉
北海道大学　乳腺外科　石田　直子

札幌医科大学　医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科　島　　宏彰

北海道がんセンター　乳腺外科　山本　　貢

� 〈東北地方会〉
福島県立医科大学　医学部　器官制御外科学講座　阿部　宣子

岩手県立中央病院　乳腺・内分泌外科　宇佐美　伸

東北大学病院　乳腺・内分泌外科　宮下　　穣

� 〈関東地方会〉
群馬大学　乳腺・内分泌外科　黒住　　献

聖マリアンナ医科大学　乳腺内分泌外科　小島　康幸

聖路加国際病院　乳腺外科　林　　直輝

3日目

３
日
目
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� 〈中部地方会〉
聖隷浜松病院　乳腺科　小泉　　圭

金沢医療センター　外科　古河　浩之

岐阜大学大学院　腫瘍制御学講座腫瘍外科学分野　森　龍太郎

� 〈近畿地方会〉
大阪府立急性期・総合医療センター　乳腺外科　綱島　　亮

京都大学大学院医学研究科　外科学講座　乳腺外科学　松本　純明

和歌山県立医科大学　第一外科　宮坂美和子

� 〈中四国地方会〉
岡山大学病院内分泌センター　河田　健吾

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学教室　野村　長久

高松赤十字病院　胸部・乳腺外科　法村　尚子

� 〈九州地方会〉
九州がんセンター　乳腺科　秋吉清百合

熊本大学医学部附属病院　乳癌分子標的治療学寄附講座　指宿　睦子

九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　甲斐　昌也

3日目

３
日
目
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  第2会場　東展示棟　1階　東4・5ホールB  

モーニングセミナー4　　MS-4� 7:30-8:20

安全性と整容性を考えた乳房切除・乳房再建術のコツ�
－がん研の術前診断・評価から再建のテクニックまで－

座長：小川　朋子 （三重大学医学部附属病院　乳腺センター）

がん研有明病院　乳腺センター乳腺外科　宮城　由美

がん研有明病院　形成外科　棚倉　健太

共催：センチュリーメディカル株式会社

画像診断セミナー　マンモグラフィ解説� 8:30-9:10

司会解説：名古屋医療センター　乳腺科　森田　孝子�

豊田厚生病院　乳腺外科　丹羽　多恵

滋賀医科大学　病理診断科　森谷　鈴子

技術支援：岐阜医療科学大学　保健科学部放射線技術学科　篠原　範充

画像診断セミナー　乳房超音波解説� 9:25-10:05

司会解説：国立病院機構仙台医療センター乳腺外科　渡辺　隆紀

りんくう総合医療センター外科　位藤　俊一

聖路加国際病院 病理診断科　野嵜　　史

病理セミナー� 10:20-11:40

司会：堀井　理絵�（がん研究会有明病院　病理部）
坂谷　貴司�（日本医科大学付属病院　病理診断科）

� � 乳癌における個別化医療のための病理学的biomarker検索の重要性と実際
埼玉県立がんセンター　病理診断科　黒住　昌史

� � バーチャルスライド提示症例の解説　
三重大学医学部附属病院　病理部　小塚　祐司

ランチョンセミナー15　　LS-15� 12:00-12:50

進行再発乳癌ホルモン療法　リアルワールドデータから浮かび上がる課題　－治療強度増強か？治療成功期間延長か？－
座長：野口眞三郎 （大阪大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科）

国立病院機構　北海道がんセンター　統括診療部　髙橋　將人

共催：アストラゼネカ株式会社

3日目

３
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  第3会場　東展示棟　1階　東4・5ホールC  

シンポジウム5　　SY-3-5� 8:30-10:00

癌の微小環境と治療　～up�to�date～
座長：戸井　雅和 （京都大学大学院医学研究科　乳腺外科学）

黒住　昌史 （埼玉県立がんセンター　病理診断科）

� SY-3-5-1� HER2陽性乳癌のtrastuzumab併用術前化学療法におけるTILs発現の病理学的治療効果と予後因子としての有用性
埼玉県立がんセンター　乳腺外科　黒住　　献

� SY-3-5-2� 乳癌におけるIDOを標的とした新しい免疫療法の可能性
山梨県立中央病院　乳腺外科　井上　正行

� SY-3-5-3� 乳癌微小環境における免疫応答
関西医科大学附属枚方病院　乳腺外科　杉江　知治

� SY-3-5-4� 乳癌における前転移ニッチ形成を標的とした転移抑制治療の開発とその臨床応用の試み
九州大学病院別府病院　外科　増田　隆明

� SY-3-5-5� 乳癌における癌特異的微小環境の多様性
埼玉県立がんセンター　臨床腫瘍研究所　山口　ゆり

� SY-3-5-6� 血小板による癌の微小環境・多様性の制御と治療への展開
（公財）がん研究会　がん化学療法センター　藤田　直也

ランチョンセミナー16　　LS-16� 12:00-12:50

これからの乳癌診療を支えるマストアイテム　~超音波とMRIの「現在（いま）」~
座長：戸﨑　光宏 （社会医療法人博愛会　相良病院附属ブレストセンター　放射線科）

� � 来るか？乳腺超音波時代！～超高精細Bモードから新血流表示まで～
高松平和病院　乳腺外科　何森亜由美

� � 乳房MRIを読み解く
がん研有明病院　画像診断部　五味　直哉

共催：東芝メディカルシステムズ株式会社

3日目

３
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  第4会場　会議棟　7階　国際会議場  

看護セミナー　　� 8:30-10:30

「手術療法後の治療方針と看護の役割」～病理レポートの理解と術後治療選択への支援～
座長：阿部　恭子 （千葉大学大学院　看護学研究科）

� 1.� 病理レポートの読み方と治療方針（医師の立場から）
国立病院機構　千葉医療センター　乳腺外科　鈴木　正人

座長：金澤麻衣子 （東北大学病院　看護部）

� 2.� 病理結果をもとにした術後治療選択への看護支援
市立釧路総合病院　看護部　荒堀　有子

厳選口演6　　OS-3-6� 10:30-11:40

看護
座長：明石　定子 （昭和大学病院　乳腺外科）

阿部　恭子 （千葉大学大学院　看護学研究科）

� OS-3-6-1� 手術前乳がん患者に対する支援ースクリーニングシートを用いた周術期管理センターとの連携ー
岡山大学病院　看護部　露無　祐子

� OS-3-6-2� 早期乳がん患者のための術式選択意思決定ガイドの役立ち度と決定満足度の関連：ランダム化比較試験
聖路加国際大学看護学部　大坂和可子

� OS-3-6-3� 当院におけるBRCA1/2陽性乳癌患者の対側リスク低減乳房切除術に対する意識調査
昭和大学病院　ブレストセンター　犬塚真由子

� OS-3-6-4� 当院における乳がん患者妊孕性支援の取り組み
独立行政法人　国立病院機構　九州医療センター　看護部　松下真美子

� OS-3-6-5� 初回化学療法入院中に生じた副作用と個別対応食の検討～AC療法・FEC療法・TC療法の比較～
社会医療法人　博愛会　相良病院　栄養管理科　今給黎菊代

� OS-3-6-6� 乳癌患者の抗がん剤投与に伴う頭皮生理機能と症状の変化
東京大学大学院　医学系研究科　健康科学看護学専攻　老年看護学／創傷看護学分野　玉井　奈緒

ランチョンセミナー17　　LS-17� 12:00-12:50

Living�longer�and�better�with�metastatic�breast�cancer
座長：中村　清吾 （昭和大学病院　ブレストセンター）

Clinical Cancer Pharmacology and Oncology, Leeds Institute of Cancer & Pathology, University of Leeds, UK　Christopher�Twelves

共催：エーザイ株式会社
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  第5会場　会議棟　1階　レセプションホールB  

ワークショップ6　　WS-3-6� 8:30-10:00

日本の乳癌シーンを変革する地域連携
座長：宮良球一郎 （宮良クリニック）

黒井　克昌 （都立駒込病院　乳腺外科）

� WS-3-6-1� 特別講演：Cooperation�between�big�centers�and�private�clinic�for�breast�cancer�in�Korea
Department of Surgery and Cancer Research Institute, Seoul National University College of Medicine, Korea　Wonshik�Han

� WS-3-6-2� 乳癌診療体制評価のための質評価指標を用いた全国調査
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　乳腺・内分泌外科　青儀健二郎

� WS-3-6-3� 乳癌地域連携ネットワークの構築と今後の課題
日本赤十字社　和歌山医療センター　乳腺外科　芳林　浩史

� WS-3-6-4� 当院における地域医療としての乳腺診療・乳癌地域連携の経験と今後の展望
医療法人メディカルパーク野村病院　乳腺外科　菅野恵美子

� WS-3-6-5� 乳腺専門クリニックと基幹病院による病診連携の実際と今後の展望
乳腺クリニック・道後　井上　博道

� WS-3-6-6� 乳腺クリニックのさらなる充実にむけて
ブレストクリニック築地　猿丸　修平

� WS-3-6-7� 非線状的思考から創る乳がん医療
相良病院附属ブレストセンター　相良　吉昭

� 特別発言：　宮良クリニック　宮良球一郎

第3回臨床試験協議会　　� 10:20-11:40

座長：平田　公一 （JR札幌病院）
向井　博文 （国立がん研究センター東病院　乳腺・腫瘍内科）

� � 1.�学会が進める臨床試験のインフラ整備と目指す方向性
国立がん研究センター東病院 乳腺・腫瘍内科　向井　博文

� � 2.�モニタリング、監査のやり方と意義
国立がん研究センター中央病院　臨床研究支援室　中村　健一

� � 3.�JBCRGの現況と将来展望
がん研有明病院　乳腺センター　大野　真司

� � 4.�JCOGの現状と問題点
JCOG乳癌グループ代表、愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　岩田　広治

� � 5.�WJOG�―現状と問題点―
虎の門病院臨床腫瘍科、西日本がん研究機構(WJOG)乳腺委員長　高野　利実

� � 6.�CSPOR-BC　現状と問題点
相原病院　乳腺科/CSPOR-BC事務局長　相原　智彦

� � 7.�JONIE　study�–現状と問題点–
JONIE study group, 医療法人財団　神戸海星病院　河野　範男

� � 8.�Kanagawa�Breast�Oncology�Group�（KBOG）―現状と問題点―
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　津川浩一郎

3日目

３
日
目
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ランチョンセミナー18　　LS-18� 12:00-12:50

乳がん患者の皮膚感覚と衣服
座長：山内智香子 （滋賀県立成人病センター　放射線治療科）

がん研究会有明病院　放射線治療部　小口　正彦

がん研究会有明病院　看護部　がん看護専門看護師　後藤　志保

共催：東レ株式会社、東レ・メディカル株式会社

3日目

３
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目
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  第6会場　会議棟　1階　101会議室  

ランチョンセミナー19　　LS-19� 12:00-12:50

センチネルリンパ節生検をめぐる諸問題
座長：井本　　滋 （杏林大学医学部付属病院　乳腺外科）

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学教室　山本　　裕

共催：デヴィコア メディカル ジャパン株式会社

3日目

３
日
目
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  第7会場　会議棟　6階　605・606会議室  

ランチョンセミナー20　　LS-20� 12:00-12:50

最適な制吐療法を考える～患者と医療スタッフの期待するもの
座長：佐伯　俊昭 （埼玉医科大学国際医療センター　乳腺腫瘍科）

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　乳腺・内分泌外科　青儀健二郎

共催：大鵬薬品工業株式会社

3日目

３
日
目
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  第8会場　会議棟　6階　607会議室  

ランチョンセミナー21　　LS-21� 12:00-12:50

デジタル・ブレスト・トモシンセシスと造影マンモグラフィで出来ること���
－ “Personalized�Medicine”を実現するツールとなりうるのか？－

座長：伊藤　研一 （信州大学医学部外科学講座　乳腺内分泌外科）

昭和大学医学部乳腺外科学講座　明石　定子

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

3日目

３
日
目
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  第9会場　会議棟　6階　608会議室  

ランチョンセミナー22　　LS-22� 12:00-12:50

SAVIアプリケータを用いた新しい乳房温存療法
座長：伊丹　　純 （国立がん研究センター中央病院　放射線治療科）

国立病院機構福山医療センター　放射線治療科　兼安　祐子

共催：コニカミノルタジャパン株式会社

3日目

３
日
目

84


