
共催セミナーのお知らせ　　6月16日（木）

ランチョンセミナー1　　LS-01� 11:50-12:40（第2会場）

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

ランチョンセミナー2　　LS-02� 11:50-12:40（第3会場）

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

ランチョンセミナー3　　LS-03� 11:50-12:40（第4会場）

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

ランチョンセミナー4　　LS-04� 11:50-12:40（第5会場）

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

ランチョンセミナー5　　LS-05� 11:50-12:40（第6会場）

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
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ランチョンセミナー6　　LS-06� 11:50-12:40（第7会場）

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

ランチョンセミナー7　　LS-07� 11:50-12:40（第8会場）

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

ランチョンセミナー8　　LS-08� 11:50-12:40（第9会場）

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

イブニングセミナー1　　ES-01� 16:30-18:00（第2会場）

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

イブニングセミナー2　　ES-02� 16:30-18:00（第3会場）

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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イブニングセミナー3　　ES-03� 16:30-18:00（第4会場）

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

イブニングセミナー4　　ES-04� 16:30-18:00（第5会場）

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

イブニングセミナー5　　ES-05� 16:30-18:00（第7会場）

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
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共催セミナーのお知らせ　　6月17日（金）

モーニングセミナー1　　MS-1� 7:30-8:20（第3会場）

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

モーニングセミナー2　　MS-2� 7:30-8:20（第5会場）

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

モーニングセミナー3　　MS-3� 7:30-8:20（第7会場）

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9　　LS-09� 12:00-12:50（第2会場）

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

ランチョンセミナー10　　LS-10� 12:00-12:50（第3会場）

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

ランチョンセミナー11　　LS-11� 12:00-12:50（第4会場）

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
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ランチョンセミナー12　　LS-12� 12:00-12:50（第5会場）

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

ランチョンセミナー13　　LS-13� 12:00-12:50（第6会場）

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

ランチョンセミナー14　　LS-14� 12:00-12:50（第7会場）

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6　　ES-06� 17:10-18:10（第2会場）

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

イブニングセミナー7　　ES-07� 17:10-18:10（第3会場）

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
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イブニングセミナー8　　ES-08� 17:10-18:10（第4会場）

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

イブニングセミナー9　　ES-09� 17:10-18:10（第5会場）

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

イブニングセミナー10　　ES-10� 17:10-18:10（第6会場）

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

イブニングセミナー11　　ES-11� 17:10-18:10（第7会場）

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

イブニングセミナー12　　ES-12� 17:10-18:10（第8・9会場）

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
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共催セミナーのお知らせ　　6月18日（土）

モーニングセミナー4　　MS-4� 7:30-8:20（第2会場）

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

ランチョンセミナー15　　LS-15� 12:00-12:50（第2会場）

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

ランチョンセミナー16　　LS-16� 12:00-12:50（第3会場）

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

ランチョンセミナー17　　LS-17� 12:00-12:50（第4会場）

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

ランチョンセミナー18　　LS-18� 12:00-12:50（第5会場）

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
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ランチョンセミナー19　　LS-19� 12:00-12:50（第6会場）

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

ランチョンセミナー20　　LS-20� 12:00-12:50（第7会場）

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

ランチョンセミナー21　　LS-21� 12:00-12:50（第8会場）

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

ランテョンセミナー22　　LS-22� 12:00-12:50（第9会場）

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
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