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デジタルポスター1日目

デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 1　　DP-1-01　　� 9:30-10:45

放射線治療：治療成績、その他
座長：関根　　広（東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部）

DP-1-01-1 当院における乳房温存後のブースト照射症例に関する検討
愛媛県立中央病院　乳腺内分泌外科　佐川　　庸

DP-1-01-2 腋窩リンパ節転移陽性乳癌患者における術後照射の検討
総合南東北病院　放射線科　阿左見祐介

DP-1-01-3 Luminl�A-like浸潤性乳癌の腋窩リンパ節転移1～ 3個陽性患者における乳房全切除術後放射線療法の必要性の検討
名古屋大学　医学部　乳腺内分泌外科　宮嶋　則行

DP-1-01-4 偶発的に発見された乳癌脳転移症例についての検討
関西労災病院　外科　稲留　遵一

DP-1-01-5 乳癌脳・髄膜転移に対する全脳照射症例の治療成績
国立病院機構　大阪医療センター　大谷　陽子

DP-1-01-6 乳癌脳転移に対するガンマナイフ後のサブタイプ別治療成績（JLGK1702研究）の中間報告
千葉県循環器病センター　ガンマナイフ治療部／ JLGK1702研究グループ　青柳　京子

DP-1-01-7 大きな脳転移に対するガンマナイフ段階的照射（JLGK1601研究）:乳癌患者におけるサブセット解析
築地神経科クリニック　東京ガンマユニットセンター／ JLGK1601研究グループ　芹澤　　徹

DP-1-01-8 骨転移に対する単回照射が効果的であった1症例の経験
博愛会　さがらパース通りクリニック　放射線治療科　仙波　明子

DP-1-01-9 乳癌術後放射線治療における就労と治療時間に関する検討
京都市立病院　放射線治療科　平田希美子

デジタルポスター 2　　DP-1-02　　� 9:30-10:45

放射線治療：有害事象�①
座長：加賀美芳和（昭和大学病院放射線治療科）

DP-1-02-1 胸郭形状を考慮した全乳房照射へのVMATの検討
社会医療法人　美杉会　佐藤病院　高精度放射線治療センター　辰野　佑哉

DP-1-02-2 乳房温存手術後の放射線療法を受ける患者の不安要因とその背景因子の検討
独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　看護部　笹岡　綾子

DP-1-02-3 乳がん患者の放射線照射に伴う肩関節可動域制限に影響する要因の探索的研究
新潟大学　大学院　保健学研究科　野口　美貴

DP-1-02-4 術後乳癌に対する陽子線治療後の皮膚ケアについて～3症例の報告～
メディポリス国際陽子線治療センター　松永　陽子

DP-1-02-5 緩和照射に不安をもつ乳がん患者への看護介入～放射線性皮膚炎の体験からくる不安～
独立行政法人国立病院機構　米子医療センター　看護部　田村　　泉

DP-1-02-6 がん皮膚自壊創（MFWs�malignant�fungating�wounds）を持つ患者の受診遅延理由とその後の治療経過
医療法人　東札幌病院　外来　佐々木あづさ
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DP-1-02-7 リンパ浮腫上に皮膚転移したレアケース2症例の報告～外来におけるQOL向上と継続看護～
複十字病院　中村　亮子

デジタルポスター 3　　DP-1-03　　� 9:30-10:45

放射線治療：有害事象�②
座長：小川　恭弘（高知総合リハビリテーション病院）

DP-1-03-1 乳房部分切除と放射線照射後の乳房体積の長期成績の検討-�乳房の大きさは維持されているのだろうか?
信州大学　医学部　乳腺内分泌外科　伊藤　勅子

DP-1-03-2 乳房温存術後寡分割照射に伴う放射線皮膚炎に対する、保湿剤塗布によるQOL改善
聖路加国際病院　放射線腫瘍科　河守　次郎

DP-1-03-3 乳癌術後BOOP様放射線肺臓炎症例の異時性対側乳癌に対する術後BOOP様放射線肺臓炎の一例
自治医科大学　放射線科　小川　一成

DP-1-03-4 乳房温存療法の放射線治療後のBOOP様肺病変（照射野外変化）におけるrisk�factorの検討
奈良県総合医療センター　放射線科　堀川　典子

DP-1-03-5 センチネルリンパ節転移陽性非郭清症例に対するResional�Nodal�Irradiation追加照射による有害事象の検討
大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター　乳腺・内分泌外科　上田　知佳

DP-1-03-6 乳癌術後照射線治療後に乳房血管肉腫と赤芽球癆を発症した1例
飯田市立病院　乳腺内分泌外科　清水　忠史

DP-1-03-7 乳房温存術後の放射線誘発性血管肉腫の2例
石切生喜病院　乳腺外科　高田　晃次

DP-1-03-8 レトロゾールによると思われる放射線リコール現象を認めた1例
医療法人倚山会　田岡病院　乳腺甲状腺科　三木　仁司

DP-1-03-9 乳癌脳転移に対する放射線治療後に発症した脳壊死にベバシズマブを使用した一例
高槻赤十字病院　外科　坂根　純奈

デジタルポスター 4　　DP-1-04　　� 9:30-10:45

インターベンション�①
座長：林　　祐二（さいたま赤十字病院）

DP-1-04-1 C-3石灰化に対するステレオガイド下組織生検（ST-VAB）の成績と生検適応の検討
近畿大学　医学部　附属病院　外科　濱田　未佳

DP-1-04-2 石灰化病変に対する超音波ガイド下吸引補助下針生検の検討
米沢市立病院　外科　橋本　敏夫

DP-1-04-3 今日の術前診断法に基づくDCIS症例における浸潤癌アップステージ因子の検討
千葉ろうさい病院　外科　笠川　隆玄

DP-1-04-4 術前の乳腺針生検で良悪の鑑別が困難であった症例の検討
虎の門病院　乳腺・内分泌外科　小林　蓉子

DP-1-04-5 病変別画像ガイド下インターベンションの成績
糸島医師会病院　渡邉　良二

DP-1-04-6 ハイドロマーク®の手術中の視認性と非切除例の1年後の視認性について
大和会　東大和病院　乳腺外科　松尾　定憲
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DP-1-04-7 抗血栓薬内服中の乳腺針生検について
SUBARU健康保険組合　太田記念病院　乳腺外科　後藤與四成

DP-1-04-8 当院で開発した安全で簡便な穿刺吸引細胞診用医療補助具
東京衛生病院　松村真由子

DP-1-04-9 Oncotype�DXを組織生検材料で提出する意義
東京都立多摩総合医療センター　乳腺外科／千葉大学　臓器制御外科　榊原　淳太

DP-1-04-10 ステレオガイド下吸引式組織生検の地域連携構築に向けた取り組み
総合上飯田第一病院　乳腺外科　雄谷　純子

デジタルポスター 5　　DP-1-05　　� 9:30-10:45

インターベンション�②�（技師）
座長：高橋かおる（静岡県立静岡がんセンター乳腺外科）

DP-1-05-1 ステレオガイド下マンモトーム生検結果の検討
社会医療法人　かりゆし会　ハートライフ病院　放射線科　程岡　美貴

DP-1-05-2 ステレオガイド下乳房組織生検におけるターゲット石灰化の検討
桑名市総合医療センター　中央放射線室　近藤偲瑞子

DP-1-05-3 マンモグラフィ装置による胸壁側の欠損の違いとステレオガイド下マンモトーム生検時の乳房ポジショニング
市立四日市病院　中央放射線室　林　　藍花

DP-1-05-4 集簇性石灰化病変に対する逐次超解像再構成法を用いたトモバイオプシー適応基準の検討
三菱京都病院　放射線技術科／金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　保健学専攻　桑原奈津美

DP-1-05-5 3T�breast�MRIの所見からステレオガイド下マンモトーム生検の適応選択することは過剰診断回避に有用か
市立四日市病院　医療技術部　中央放射線室　稲垣　由美

DP-1-05-6 MRI所見からみたステレオガイド下吸引式乳房組織生検（ST-VAB）適応についての検討
北里研究所病院　診療技術部　放射線科　東海林美玖

DP-1-05-7 乳癌術中迅速センチネルリンパ節生検の転移巣と捺印細胞診に関する検討
旭川医科大学病院　病理部　鵜野　裕治

DP-1-05-8 乳癌診療ガイドライン2018における穿刺吸引細胞診（FNA）の位置づけはこれでよいのか~併用検診発見癌の検討~
たけべ乳腺外科クリニック　安毛　直美

DP-1-05-9 温存術後の残存乳房に対するステレオガイド下吸引針生検（ST-VAB）について
医療法人　英仁会　大阪ブレストクリニック　医療技術部　藤井　直子

DP-1-05-10 ステレオガイド下吸引組織診（SVAB）で留置されたHydroMARK®のズレについての検討
順天堂大学医学部附属練馬病院　放射線科　稲葉　玲子

デジタルポスター 6　　DP-1-06　　� 9:30-10:45

症例報告：診断�①
座長：二宮　　淳（二宮病院　外科・乳腺外科）

DP-1-06-1 針生検で明らかな悪性所見が得られず、診断に2年を要した乳癌症例の一例
日本大学　医学部　外科系　乳腺内分泌外科学分野　窪田　仁美

DP-1-06-2 多彩な像を呈した線維腺腫内に浸潤性乳管癌と非浸潤性乳管癌を認めた1例
公立西知多総合病院　乳腺外科　小川　明男
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DP-1-06-3 診断に苦慮した原発性乳腺血管肉腫の1例
国立病院機構大阪医療センター　外科乳腺外科　長田　陽子

DP-1-06-4 術前診断に苦慮した巨大嚢胞性腫瘍の1例
橋本市民病院　乳腺呼吸器外科　内藤　古真

DP-1-06-5 細胞診（セルブロック）が診断に有用であった嚢胞内乳癌の1例
浜松赤十字病院　外科　清野　徳彦

DP-1-06-6 急速増大をきたし悪性が疑われた稀な乳腺巨大腫瘍の2例
福島県立医科大学　乳腺外科学講座　東　　孝泰

DP-1-06-7 妊娠期に急速増大した副乳内の巨大授乳性腺腫の1例
中東遠総合医療センター　外科　雄谷　慎吾

DP-1-06-8 乳腺悪性葉状腫瘍切除後に腸骨筋に転移し、化学療法後に切除できた1例
長浜赤十字病院　外科　中村　誠昌

DP-1-06-9 Oncotype�DXにてトリプルネガティブと判定されたLuminalB乳癌の1例
静岡市立静岡病院　外科　米沢　　圭

DP-1-06-10 CDX2陽性の腋窩リンパ節転移で発見された微小進行乳癌T1bN3aの一例
菊名記念病院　乳腺外科　保科　淑子

デジタルポスター 7　　DP-1-07　　� 9:30-10:45

症例報告：診断�②
座長：島田　和生（島田乳腺クリニック）

DP-1-07-1 HER2陽性副乳癌の一例
JA尾道総合病院　藤田真理子

DP-1-07-2 腋窩副乳腺腫瘍の3例
乳腺クリニック　長瀬外科／おおたかの森病院　外科　菊池　順子

DP-1-07-3 左腋窩腫瘤（リンパ節転移）で発症した潜在性非浸潤性乳管癌の1例
新札幌乳腺クリニック　松野　　孝

DP-1-07-4 著明な腋窩リンパ節炎が発見契機となった炎症性乳癌の1例
佐賀県医療センター好生館　乳腺外科　白羽根健吾

DP-1-07-5 線維腺腫内・近傍に発生した浸潤性乳癌3例の検討
東京医科歯科大学医学部附属病院　乳腺外科　笠原　　舞

DP-1-07-6 術後5年目に肺転移をきたした乳腺腺様嚢胞癌の一例
秋田大学医学部附属病院　胸部外科　八栁美沙子

DP-1-07-7 乳房再建術後にインプラント破損からsilicone�lymphadenopathyをきたした乳癌の2例を経験した
市立岸和田市民病院　乳腺外科　平尾　益美

DP-1-07-8 豊胸シリコンの破損による乳房異物肉芽腫の1例
春秋会　城山病院　消化器・乳腺センター　外科　高島　祐子

DP-1-07-9 画像診断で乳癌を疑った慢性肉芽腫性乳腺炎の1例
増田医院　増田　裕行
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DP-1-07-10 シリコン乳房インプラント挿入中に発生した乳癌の1例
徳山中央病院外科　久保　秀文

デジタルポスター 8　　DP-1-08　　� 9:30-10:45

予後：効果予測�①�TNBC
座長：大佐古智文（医療法人　創起会　くまもと森都総合病院　乳腺センター）

DP-1-08-1 Triple�negative転移再発乳癌症例の検討
厚生連高岡病院　外科　尾山佳永子

DP-1-08-2 Triple�negative乳癌症例におけるAKT1，PIK3CA，TP53�mutation検出系の構築
旭川医科大学　医学部　呼吸器センター　岡崎　　智

DP-1-08-3 Triple�negative乳癌におけるエクソソーム内miRNA発現と治療効果との関連
熊本大学　医学部　乳腺内分泌外科　末田　愛子

DP-1-08-4 当院におけるアンドロゲン受容体陽性トリプルネガティブ乳癌についての検討
東京医科大学病院　乳腺科　田中　美緒

DP-1-08-5 アンドロゲン受容体陽性トリプルネガティブ乳癌の臨床病理学的特徴と予後
昭和大学病院　乳腺外科　吉沢あゆは

DP-1-08-6 Ki-67による�Triple�negative乳癌の術前化学療法治療効果予測
桜新町濱岡ブレストクリニック　濱岡　　剛

DP-1-08-7 トリプルネガティブ乳癌における好中球・リンパ球比測定意義の検討
山梨大学　医学部　第１外科　井上　慎吾

DP-1-08-8 トリプルネガティブ乳癌症例における術前化学療法奏功率に影響する因子の検討
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　鈴木　佑奈

DP-1-08-9 再発トリプルネガティブ乳癌の治療反応性・予後規定因子の探索
順天堂大学　医学部　乳腺腫瘍学　堀本　義哉

DP-1-08-10 遺伝子発現プロファイルを用いたTriple-negative乳癌における術前化学療法によるpCR予測モデルの開発
熊本大学　医学部　乳腺・内分泌外科　藤木　義敬

DP-1-08-11 トリプルネガティブ乳癌におけるBRCAnessおよびBRCA�mutationの化学療法感受性に応じた薬剤選択の検討
東京医科大学病院　乳腺科　寺岡　冴子

DP-1-08-12 トリプルネガティブ乳癌における術前化学療法後ホルモン受容体陽転化の検討
群馬大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　徳田　尚子

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 9　　DP-1-09　　� 9:30-10:45

チーム医療：若年者支援�①�妊孕性
座長：高嶋　成輝（国立病院機構四国がんセンター乳腺外科）

DP-1-09-1 若年乳がん患者における妊孕性温存に対する看護援助の実践報告
名古屋第二赤十字病院　看護部　室田かおる

DP-1-09-2 若い乳がん患者の妊娠希望に対する心理変化～外来での看護面談を通して～
国立病院機構　米子医療センター　加藤　麻美
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DP-1-09-3 遠隔診療を用いたチーム医療によるAYA世代乳がん患者への妊孕性温存
京野アートクリニック高輪（東京都）／京野アートクリニック品川・日本卵巣凍結保存センターHOPE（東京都）　越智　将航

DP-1-09-4 当院における乳癌患者に対する妊孕性温存の取り組み
徳島大学病院　食道乳腺甲状腺外科　森本　雅美

DP-1-09-5 若年性乳がん患者への妊孕性温存に関する支援を振り返る
飯田市立病院　看護部　小池　香代

DP-1-09-6 AYA世代乳がん患者の妊孕性温存への今後の取り組みに向けて
石川県立中央病院　乳腺内分泌外科　北原　智美

DP-1-09-7 AYA世代乳がん患者への対応について:妊孕性温存とがんサバイバー不妊治療の比較検討
京野アートクリニック高輪（東京都）／京野アートクリニック品川・日本卵巣凍結保存センターHOPE（東京都）　田中　敦子

DP-1-09-8 妊孕性温存を希望する乳癌患者に対する生殖補助医療介入の取り組み
広島大学病院　乳腺外科　郷田　紀子

DP-1-09-9 当院における院内癌生殖医療ネットワーク
大阪医科大学　乳腺・内分泌外科　岩本　充彦

デジタルポスター 10　　DP-1-10　　� 9:30-10:45

症例報告：診断�③
座長：岡崎　　亮（札幌乳腺外科クリニック乳腺外科）

DP-1-10-1 術前血中CEA高値を呈した非浸潤性乳管癌の1例
星総合病院　外科　片方　直人

DP-1-10-2 当院での実施した針生検症例の検討
聖ローザクリニック乳腺外科　山上　　良

DP-1-10-3 DCIS共存多発性intraductal�papilloma�の1例
医療法人藤杏会　伊藤医院　伊藤　隆康

DP-1-10-4 乳腺nodular�PASH（pseudoangiomatous�stromal�hyperplasia）に乳癌が混在した一例
神鋼記念病院　乳腺科　大段　仁奈

DP-1-10-5 乳頭部腺腫と鑑別を要した非浸潤性乳管癌の一例
東京慈恵会医科大学附属柏病院　外科　福田みづき

DP-1-10-6 嚢胞性腫瘤の形態を呈し、術前診断出来なかった浸潤性乳管癌の1例
国立病院機構　姫路医療センター　乳腺外科　小河　靖昌

DP-1-10-7 硬化性腺症でフォロー中に同部に発生した浸潤性小葉癌の1例
加藤乳腺クリニック堀川御池　佐久山　陽

DP-1-10-8 梗塞壊死をきたしたと考えられる浸潤性乳管癌（充実腺管癌）の一例
泉中央乳腺クリニック　中島　護雄

DP-1-10-9 同一サブタイプ（HER2高発現）を示した乳頭Paget病と浸潤性乳管癌の同側同時多発二重癌の1例
谷津保健病院　乳腺外科　宮崎正二郎

DP-1-10-10 encapsulated�papillary�carcinoma14例の検討
市立奈良病院　乳腺外科　渡邊　　陽
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デジタルポスター 11　　DP-1-11　　� 9:30-10:45

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用①
座長：海瀬　博史（東京医科大学茨城医療センター乳腺科）

DP-1-11-1 当院におけるパルボシクリブの経験
こくさいじクリニック　山下　純男

DP-1-11-2 Luminal型乳癌肝転移例に対し、Palbociclib�は有用か?
菅典道クリニック　菅　　典道

DP-1-11-3 当科におけるPalbociclibの使用経験
社会医療法人　生長会　府中病院　山片　重人

DP-1-11-4 当院におけるPalbociclib�使用症例の検討
順天堂大学医学部附属浦安病院　乳腺内分泌外科　石川　裕子

DP-1-11-5 実臨床におけるPalbociclibの有用性と安全性の検討
聖隷浜松病院　乳腺科　小泉　　圭

DP-1-11-6 再発乳癌治療におけるPalbociclibの副作用に関する検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　山中　隆司

DP-1-11-7 パルボシクリブの使用ラインごとの有用性についての検討―当院で経験した62症例から―
北海道がんセンター　乳腺外科　前田　豪樹

DP-1-11-8 転移・再発乳癌に対するパルボシクリブの有効性と安全性に関する検討
東海大学　医学部　乳腺・内分泌外科　岡村　卓穂

DP-1-11-9 パルボシクリブによる好中球減少症を経験した28症例から考えた至適容量の検討
近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門　広川恵寿輝

デジタルポスター 12　　DP-1-12　　� 9:30-10:45

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用②
座長：緒方　秀昭（東邦大学医療センター大森病院乳腺内分泌外科）

DP-1-12-1 パルボシクリブはどんな患者に期待できるか?
黒木クリニック　黒木　祥司

DP-1-12-2 ER陽性HER2陰性再発乳癌4例に対するパルボシクリブの使用経験
りょうクリニック　梁　　壽男

DP-1-12-3 当院におけるパルボシクリブ治療経験
国家公務員共済組合連合会　東京共済病院　乳腺科　重川　　崇

DP-1-12-4 当院におけるパルボシクリブの使用経験
慈泉会　相澤病院　外科　橋都　透子

DP-1-12-5 当院におけるHR陽性HER2陰性転移再発乳癌に対するPalbociclibの使用経験
前橋赤十字病院　乳腺・内分泌外科　長岡　りん

DP-1-12-6 乳癌術後再発に対するパルボシクリブ投与の経験
JR東京総合病院　平田　　勝

DP-1-12-7 当院におけるパルボシクリブの治療成績の検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　菅沼　伸康
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DP-1-12-8 当院におけるPalbociclibの使用経験
北里大学　北里研究所病院　乳腺外科　前田日菜子

DP-1-12-9 当院におけるpalbociclibの使用経験
福島県立医科大学　医学部　乳腺外科学講座　阿部　宣子

デジタルポスター 13　　DP-1-13　　� 9:30-10:45

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用③
座長：小島　康幸（聖マリアンナ医科大学病院乳腺・内分泌外科）

DP-1-13-1 ホルモン陽性進行再発乳癌に対するPalbociclibの使用経験
公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院　ブレストセンター　乳腺外科　藤本　優里

DP-1-13-2 当院におけるpalbociclibの使用経験
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　石原　博雅

DP-1-13-3 当院におけるCDK4/6阻害薬投与の現状
東京大学大学院　医学系研究科　乳腺内分泌外科　西岡　琴江

DP-1-13-4 当院におけるイブランスの使用状況
順天堂大学医学部付属静岡病院　外科　氷室　貴規

DP-1-13-5 パルボシクリブ30例の使用経験の報告とエベロリムス併用8例の検討
石川県立中央病院　乳腺・内分泌外科　中村　　崇

DP-1-13-6 当院におけるパルボシクリブ耐性後の薬物療法についての治療成績
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　稲石　貴弘

DP-1-13-7 当院におけるパルボシクリブ投与の実際
医療法人英仁会　大阪ブレストクリニック　廣瀬富紀子

DP-1-13-8 転移・再発乳癌に対するPalbociclibの骨髄抑制による投与量減量に及ぼす因子の検討
東京西徳洲会病院　薬剤部　岩井　　大

DP-1-13-9 パルボシクリブの副作用マネジメントにおける薬剤師の今後の役割
聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレスト&イメージング先端医療センター附属クリニック薬剤室　松本奈都美

デジタルポスター 14　　DP-1-14　　� 9:30-10:45

症例報告：診断�④
座長：三浦　大周（赤坂三浦クリニック）

DP-1-14-1 血液疾患の乳房内病巣の画像診断
広島赤十字原爆病院　乳腺外科　筒井　信一

DP-1-14-2 検診マンモグラフィのオプションとして撮ったトモシンセスで発見された乳腺管状癌の1例
倉敷市立市民病院　外科　川崎　伸弘

DP-1-14-3 乳房嚢胞内腫瘍に対する全自動乳房超音波診断装置（ABUS）の使用経験
日本大学　医学部　外科学系　乳腺内分泌外科学分野／医療法人社団　藤崎病院　外科／日本歯科大学　外科学講座　櫻井　健一

DP-1-14-4 超音波ガイド下吸引式組織生検におけるハイドロマーク留置が有効だったDcutal�carcinoma�in�situの一切除例
東京都保健医療公社　大久保病院　外科　佐藤　栄吾

DP-1-14-5 MRI上興味深い形態を呈したIntraductal�papilloma�with�DCISの3症例
美杉会　佐藤病院　放射線診断科　小橋　肇子
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DP-1-14-6 不妊治療中に急速増大した、偽血管腫様過形成の1例
穂高病院　外科　小松　　誠

DP-1-14-7 腋窩郭清後9年の経過を経て原発巣が明らかになった潜在性乳癌の一例
公立藤岡総合病院　外科　松本　明香

DP-1-14-8 進行乳癌、皮膚・肺転移で肺動脈血栓を発症した1例
順天堂大学　医学部附属　静岡病院　外科　安藤　美沙

DP-1-14-9 診断・治療に苦慮した，骨単独・骨孤立性転移の2例
伊那中央病医院　乳腺内分泌外科　望月　靖弘

デジタルポスター 15　　DP-1-15　　� 9:30-10:45

症例報告：外科治療�①
座長：坂井　威彦（がん研究会有明病院　乳腺センター　乳腺外科）

DP-1-15-1 約20年後に温存乳房内再発した乳癌のセンチネルリンパ節が対側腋窩に同定された再発乳癌の1例
上尾中央総合病院　乳腺外科　中熊　尊士

DP-1-15-2 当科にて経験した腋窩副乳癌の1例
新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院　消化器・一般外科　角南　栄二

DP-1-15-3 腋窩リンパ節転移を伴った悪性葉状腫瘍の一例
東京慈恵会医科大学附属柏病院　外科　三宅　　亮

DP-1-15-4 術前診断に苦慮した巨大化生癌に対し、人工真皮を用いた植皮術を併用し切除しえた1例
地域医療機能推進機構　九州病院　外科　西村　志帆

DP-1-15-5 乳腺扁平上皮癌術後局所再発に対して胸骨、肋骨を含む胸壁切除を施行した1例
獨協医科大学　埼玉医療センター　久保田景子

DP-1-15-6 当院における乳癌と他臓器悪性疾患合併例の検討
福岡和白病院　乳腺外科　久保田博文

DP-1-15-7 当科におけるClinically�node�positive症例に関する検討
福井大学　医学部　乳腺外科　河野　紘子

DP-1-15-8 当院での乳腺metaplastic�carcinoma8例の検討
浜の町病院　外科　溝口　公久

DP-1-15-9 多発乳腺線維腺腫（両側70個以上）を呈した1例～全経過16年の経験
新札幌乳腺クリニック　岡崎　　裕

DP-1-15-10 当院で手術を施行した男性の良性乳腺疾患の検討
関西ろうさい病院　久保　孝介

デジタルポスター 16　　DP-1-16　　� 9:30-10:45

症例報告：外科治療�②
座長：牧野　春彦（まきの乳腺クリニック乳腺外科）

DP-1-16-1 ICG蛍光法の併用で乳管腺葉区域切除術を施行した乳癌の1例
山口労災病院　外科　岩村　道憲

DP-1-16-2 男性に発生した嚢胞内乳癌の1例
馬場記念病院　外科　木下　春人

デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー



102

デジタルポスター1日目

DP-1-16-3 妊婦の副乳に生じた肉芽腫性乳腺炎に対して出産後に外科的切除を施行した1例
祐愛会　織田病院　外科　中村　　淳

DP-1-16-4 対側腋窩リンパ節をセンチネルリンパ節と診断して外科的切除を施行した乳房温存術後同側新規乳癌の1例
浜松医療センター　綿引　麻那

DP-1-16-5 髄様癌術後17年で残存乳房再発と対側乳癌を発症した1例の治療経験
JA北海道厚生連　旭川厚生病院　乳腺外科　池上　　淳

DP-1-16-6 術後20年後目の肋骨内直接浸潤を伴う限局性胸壁再発腫瘍に対する胸壁肋骨合併切除を行った一例
済生会唐津病院　上尾　裕紀

DP-1-16-7 超音波ガイド下胸部傍脊椎ブロックを用いた乳癌手術の検討
横浜旭中央総合病院　乳腺外科　橋本　清利

DP-1-16-8 乳癌根治術後胸壁再発，肺転移再再発，内胸リンパ節転再再発切除で長期無再発生存している1症例
豊橋市民病院　外科　肛門外科　柴田　佳久

DP-1-16-9 乳がん膵転移により膵炎を発症し膵仮性のう胞からの出血を繰り返した症例
尼崎総合医療センター　岡田　有紀

DP-1-16-10 乳房MRIが有用であった難治性乳腺膿瘍の一例
市立柏原病院　外科　天道　正成

デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 17　　DP-1-17　　� 10:45-11:55

放射線治療：新しい技術、その他
座長：兼安　祐子（国立病院機構　福山医療センター　放射線治療科）

DP-1-17-1 乳房温存手術後寡分割同時ブースト全乳房照射の初期経験
京都大学　放射線腫瘍学・画像応用治療学　吉村　通央

DP-1-17-2 乳房照射でのVMATによる治療経験
社会医療法人　美杉会　佐藤病院　高精度放射線治療センター　上田　和光

DP-1-17-3 術後全乳房照射の放射線治療計画におけるfield-in-field法での2線量評価点法の評価
岡山大学大学院　保健学研究科　放射線技術科学分野／岡山大学病院　乳腺放射線治療外来　黒田　昌宏

DP-1-17-4 左側乳房温存術後照射における高精度深吸気呼吸停止下照射の開発とその有用性の検討
厚生連高岡病院　放射線治療科　高仲　　強

DP-1-17-5 Strut�Adjusted�Volume�Implant（SAVI）による乳房温存術後の放射線治療
国立病院機構　福山医療センター　放射線治療科　兼安　祐子

DP-1-17-6 SAVIを用いたAPBIの前向き多施設臨床試験の早期有害事象報告
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　腫瘍放射線治療学　吉田　匡宏

DP-1-17-7 早期乳癌に対する陽子線治療による乳房部分照射（第Ⅰ/Ⅱ相試験）
久留米大学　放射線腫瘍センター　淡河恵津世

DP-1-17-8 早期乳癌に対する炭素イオン線治療臨床研究の経過と現状
東京女子医科大学　放射線腫瘍科　唐澤久美子
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DP-1-17-9 左乳癌における強度変調回転照射法（VMAT）による領域リンパ節照射を含めた術後放射線治療
東京大学医学部附属病院　放射線科　扇田　真美

DP-1-17-10 鎖骨上部を含めた胸壁/温存乳房照射における均一な照射法（Hybrid�VMAT）:線量分布の優越性と有害事象の検討
広島がん高精度放射線治療センター　土井　歓子

DP-1-17-11 新規温熱・化学・放射線併用療法による進行再発乳癌治療の試み
富山大学　消化器・腫瘍・総合外科　長田　拓哉

デジタルポスター 18　　DP-1-18　　� 10:45-11:55

画像診断1：MMG�①
座長：甲斐　敏弘（新都心レディースクリニック）

DP-1-18-1 当科における微小円形および淡い集族石灰化病変の検討
東北中央病院　外科　鈴木　幸正

DP-1-18-2 ステレオガイド下マンモトーム生検を行った石灰化病変の検討
石川県立中央病院　放射線診断科　片桐亜矢子

DP-1-18-3 集簇性分布を示す石灰化についての検討
国立がん研究センター中央病院　乳腺外科　岩本恵理子

DP-1-18-4 当院におけるマンモグラフィカテゴリー3症例の現状
おおもと病院　高間　雄大

DP-1-18-5 2DMGでカテゴリー3を呈した病変の3DMG所見と臨床病理学的検討
福岡大学病院　放射腺科　島倉　樹子

DP-1-18-6 当院におけるマンモグラフィの構築の乱れについての検討
高山赤十字病院　井川　愛子

DP-1-18-7 硬化性腺症の乳癌発症リスクは、硬化性腺症の指摘のない乳癌術後のde�novo乳癌発症のリスクとほぼ同等
国立病院機構名古屋医療センター　放射線科／国立病院機構名古屋医療センター　乳腺外科　大岩　幹直

DP-1-18-8 術前マンモグラフィ所見によるHER2陽性乳がんの予測は可能か
長崎みなとメディカルセンター　森田　　道

デジタルポスター 19　　DP-1-19　　� 10:45-11:55

画像診断2：MMG�②
座長：戸崎　光宏（相良病院附属ブレストセンター放射線科）

DP-1-19-1 当院診断乳癌症例におけるマンモグラフィ背景乳腺の構成分布およびマンモグラフィによる乳癌検出率の検討
桜新町濱岡ブレストクリニック　小倉　絵莉

DP-1-19-2 マンモグラフィにおけるCNRを用いた最適撮影条件の検討
安城更生病院　放射線技術科　吉田なお子

DP-1-19-3 マンモグラフィDICOMデータを使った読影教材と模擬試験の制作の試み
国家公務員共済組合連合会　立川病院　乳腺外科　服部　裕昭

DP-1-19-4 デジタルマンモグラフィの画素値計測による濃度の検討―情報の多い画像とは
JA愛知厚生連豊田厚生病院外科　丹羽　多恵

DP-1-19-5 CRとの比較からみたFPDマンモグラフィ読影の特徴
医療法人那覇西会　那覇西クリニック／医療法人那覇西会　那覇西クリニックまかび　上原　　協
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DP-1-19-6 3DMGで境界明瞭平滑腫瘤と診断した病変の検討
糸島医師会病院／福岡大学医学部　放射線医学教室　藤光　律子

DP-1-19-7 合成2Dマンモグラフィの腫瘤描出能の検討�-通常2Dマンモグラフィとの比較-
金沢大学　医薬保健研究域　保健学系／金沢大学　附属病院　乳腺科　川島　博子

DP-1-19-8 高濃度乳房とMRI背景乳腺の閉経前後での比較検討
札幌医科大学　医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科　和田　朝香

DP-1-19-9 Risk�Analysis�of�Bilateral�Mammographic�Density�Differences�for�Breast�Cancer:�A�Case-Control�
Study

TohokuUniversityGraduateSchoolofMedicine,Sendai,Japan　Jiaqi�Chen

デジタルポスター 20　　DP-1-20　　� 10:45-11:55

画像診断3：US�①
座長：中宮　紀子（大和市立病院　乳腺外科）

DP-1-20-1 超音波所見が良性に見えた乳癌症例の検討
特定医療法人財団　博愛会　ウェルネス天神クリニック　森　　寿治

DP-1-20-2 マンモグラフィー陰性乳癌の検討
公立阿伎留医療センター　呼吸器外科　三浦　弘之

DP-1-20-3 乳癌超音波検査の画像評価における問題点について
地方独立行政法人　加古川市民病院機構　加古川中央市民病院　乳腺外科　荻野　充利

DP-1-20-4 乳房超音波（HHUS）と乳房用自動超音波診断装置を併用した乳癌10症例に対して画像診断についての検討
はた乳腺クリニック　畑　　和仁

DP-1-20-5 術前N0と診断もセンチネルリンパ節生検にてN1と判明した症例の画像診断
大阪ブレストクリニック　乳腺外科　井口　千景

DP-1-20-6 術後腋窩リンパ節再発の超音波画像の検討
日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科　竹内　直人

DP-1-20-7 異時性両側乳癌第二癌における発見モダリティからみた術後フォローについて
近畿大学　医学部　外科　菰池　佳史

DP-1-20-8 乳房切除後胸壁再発症例の臨床病理学的所見および超音波像の検討
亀田総合病院　乳腺科　坂本　尚美

デジタルポスター 21　　DP-1-21　　� 10:45-11:55

遺伝性・家族性乳癌：遺伝カウンセリング
座長：林　　直輝（聖路加国際病院ブレストセンター乳腺外科）

DP-1-21-1 HER2陰性転移再発乳癌全例BRACAnalysis検査施行における家系員への配慮
伊藤外科乳腺クリニック／高知大学医学部附属病院遺伝診療部　安藝　史典

DP-1-21-2 乳癌患者に対する遺伝性乳癌卵巣癌症候群と遺伝カウンセリングの意識調査
常滑市民病院　外科　岡田　明子

DP-1-21-3 当院においてHBOCが疑われた症例に対する遺伝相談外来の現状と課題
佐々木研究所附属　杏雲堂病院　乳腺外科　池田　達彦
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DP-1-21-4 石巻赤十字病院におけるHBOC診療と遺伝カウンセラーの役割～継続的な関わり合いをもつために～
石巻赤十字病院　遺伝・臨床研究課　川村真亜子

DP-1-21-5 乳がんゲノム医療における検体品質管理と遺伝カウンセリング体制の整備
新潟大学大学院　医歯学総合研究科　消化器・一般外科　永橋　昌幸

DP-1-21-6 当院での遺伝性腫瘍に対する取り組み~オラパリブ乳癌適応拡大による変化と今後の課題~
埼玉医科大学　国際医療センター　乳腺腫瘍科　榊原　彩花

DP-1-21-7 癌ゲノム医療連携病院における乳癌患者の2次的所見への対応
福井大学　医学部　第1外科　前田　浩幸

DP-1-21-8 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する当院での遺伝カウンセリングの現状
神戸大学　医学部附属病院　乳腺内分泌外科　國久　智成

DP-1-21-9 国立がん研究センター東病院でのBRACAnalysisの臨床導入による遺伝カウンセリングの変化
国立がん研究センター東病院　遺伝子診療部門　平岡　弓枝

DP-1-21-10 BRCA1/2検査の結果が"SUSPECTED�DELETERIOUS"と返ってきた際の解釈と遺伝カウンセリング
宮城県立がんセンター　看護部／宮城県立がんセンター　乳腺外科／宮城県立こども病院　成育支援局　小川　真紀

デジタルポスター 22　　DP-1-22　　� 10:45-11:55

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用④
座長：川口　英俊（松山赤十字病院乳腺外科）

DP-1-22-1 当院におけるHR陽性HER2陰性進行再発乳癌に対するパルボシクリブの使用経験
三和病院　渡辺　　修

DP-1-22-2 手術不能・進行再発乳癌に対するPalbociclibの治療経験
聖隷佐倉市民病院　乳腺外科　永木　里佳

DP-1-22-3 当院におけるER陽性HER2陰性進行再発乳癌に対するCDK4/6阻害剤の使用成績
市立吹田市民病院　外科　渡邉　法之

DP-1-22-4 パルボシクリブ使用経験によるCDK4/6阻害薬の選択に関する検討
北里大学病院乳腺甲状腺外科　菊池真理子

DP-1-22-5 進行再発乳癌に対するサードライン以降のパルボシクリブの有効性と安全性に関する検討-当院自験例より-
名古屋市立大学　大学院医学研究科　乳腺外科分野　片桐　悠介

DP-1-22-6 転移性乳癌乳癌に対するパルボシクリブ療法の臨床的評価
和歌山県立医科大学　第一外科　尾浦　正二

DP-1-22-7 ホルモン陽性進行再発乳癌における晩期も含めたPalbociclib併用内分泌療法の検討
高知大学　医学部　附属病院　乳腺センター　沖　　豊和

DP-1-22-8 palbociclibのreal�world ～ 1年の使用経験から～
国立病院機構　大阪医療センター　乳腺外科　水谷麻紀子

DP-1-22-9 当院でのHR陽性HER2陰性進行再発乳癌に対するパルボシクリブの使用経験
国立病院機構小倉医療センター外科　山田　　裕

DP-1-22-10 当院におけるパルボシクリブPalbociclibの使用経験と副作用について
宮城県立がんセンター　小坂　真吉
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デジタルポスター 23　　DP-1-23　　� 10:45-11:55

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑤
座長：大谷彰一郎（広島市立広島市民病院乳腺外科）

DP-1-23-1 当科におけるPalbociclibの使用経験
愛知医科大学病院　乳腺・内分泌外科　伊藤由季絵

DP-1-23-2 AI剤、フルベストラントの両剤に耐性となった症例でのパルボシクリブの使用経験
KKR札幌医療センター　外科　田村　　元

DP-1-23-3 当院におけるpalbociclibの使用経験
社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　田澤　　篤

DP-1-23-4 パルボシクリブの有効性と安全性に関する検討
九州大学大学院　消化器・総合外科　佐野　瑛貴

DP-1-23-5 当院におけるパルボシクリブ投与例の検討
広島市立安佐市民病院　乳腺外科　船越　真人

DP-1-23-6 当院におけるパルボシクリブ使用症例の検討
くまもと森都総合病院　乳腺センター　中野　正啓

DP-1-23-7 当院でのパルボシクリブ投与における好中球減少症の検討
八尾市立病院　乳腺外科　西向　有沙

DP-1-23-8 パルボシクリブ投与患者における好中球減少リスク因子の検討
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　本山由利菜

DP-1-23-9 パルボシクリブに伴う皮膚障害を生じた症例の検討
NTT西日本大阪病院　外科　塚部　昌美

デジタルポスター 24　　DP-1-24　　� 10:45-11:55

予後：効果予測�②�HER2
座長：元村　和由（大阪急性期総合医療センター乳腺外科）

DP-1-24-1 当科におけるHER2陽性進行再発乳癌に対するPertuzumab使用成績
岩手医科大学　医学部　外科学講座　石田　和茂

DP-1-24-2 HER2陽性進行再発乳癌におけるpertuzumabおよびtrastuzumab�emtansine使用有無による予後因子の違い
静岡県立静岡がんセンター　女性内科　中本　翔伍

DP-1-24-3 HER2陽性原発性乳癌に対する術前化学療法としてのペルツズマブ併用療法の有効性と安全性~当院16例の検討~
広島市立広島市民病院　乳腺外科　前田　礼奈

DP-1-24-4 HER2陽性StageIV乳がんに対するトラスツズマブ併用タキサン、アントラサイクリン逐次投与療法
群馬県立がんセンター　乳腺科　柳田　康弘

DP-1-24-5 HER2陽性乳癌の予後因子からみた周術期Pertuzumabの適応について検討
がん・感染症センター　都立駒込病院　外科（乳腺）　宮本　博美

DP-1-24-6 トラスツズマブ術後療法の登場でHER2陽性早期乳癌の再発危険因子は変化したか
独立行政法人　国立病院機構　九州がんセンター　岡本　正博

DP-1-24-7 ICD型HER2陽性乳がんの特徴、特にHER2-ECD発現と予後の関係について
市立西脇病院　乳腺外科／昭和大学病院　乳腺外科　三輪　教子
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DP-1-24-8 乳癌患者血漿cell�free�DNAにおけるHER2�copy�number測定の臨床的意義�―血清HER2蛋白測定との比較―
熊本大学大学院　生命科学研究部　乳腺・内分泌外科　邱　　　什

DP-1-24-9 HER2陽性乳癌における網羅的TCRレパトア解析
東北大学　乳腺・内分泌外科　宮下　　穣

DP-1-24-10 HER2陽性乳癌におけるHER3発現の意義
昭和大学病院　乳腺外科　中山紗由香

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 25　　DP-1-25　　� 10:45-11:55

特定の患者、病態別診療�①（若年性乳癌）
座長：片岡　明美（がん研究会有明病院乳腺センタ－）

DP-1-25-1 35歳未満の若年者乳癌7例の検討
山形市立病院　済生館　外科　長谷川繁生

DP-1-25-2 当院で診断を確定した若年者乳がんに関する報告
人形町乳腺クリニック　師田　　暁

DP-1-25-3 当院における若年性乳癌症例の検討
福井県済生会病院　外科　木村　雅代

DP-1-25-4 当科におけるAYA世代の乳癌患者の検討
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学　岸野　瑛美

DP-1-25-5 AYA世代の乳癌患者支援への取り組み～癌・生殖医療と院内AYA世代癌支援チーム立ち上げ
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　秋山　恭子

DP-1-25-6 当院における若年性乳癌の検討
埼玉県立がんセンター　乳腺外科　坪井　美樹

DP-1-25-7 当院の若年者乳がんの臨床上の問題点について
埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科／さやま総合クリニック　乳腺内分泌外科　中村　　靖

DP-1-25-8 当科における妊娠期乳癌7例の経験
新潟市民病院　乳腺外科　遠藤　由香

DP-1-25-9 妊娠期乳癌に対する治療戦略
JA愛知厚生連　安城更生病院　外科　雨宮　　剛

DP-1-25-10 妊娠関連乳癌21症例の臨床学的・組織学的検討
自治医科大学　乳腺科　松宮美沙希

DP-1-25-11 妊娠期乳癌の診療体制に関するアンケート調査
筑波大学　医学医療系　乳腺内分泌外科学／

第23回日本乳癌学会班研究「妊娠期乳がんに関する包括的診療体制の構築に向けた研究」研究班　坂東　裕子
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デジタルポスター 26　　DP-1-26　　� 10:45-11:55

特定の患者、病態別診療�②�MBC（脳・髄膜転移）
座長：安藤　二郎（栃木県立がんセンター乳腺外科）

DP-1-26-1 T-DM1により断端再発を繰り返す脳転移が長期制御できた一例
大阪赤十字病院　乳腺外科　西本　　舞

DP-1-26-2 乳癌脳転移長期生存例の検討
社会医療法人　大道会　森之宮病院　乳腺センター　丹治　芳郎

DP-1-26-3 当院における乳癌脳転移手術症例の検討
東京臨海病院　外科　坂元　晴子

DP-1-26-4 当院における乳癌サブタイプ別脳転移の検討
神鋼記念病院　乳腺科　矢田　善弘

DP-1-26-5 乳癌脳転移31例における初発転移部位、subtypeおよび転帰
乳腺外科　仁尾クリニック　坂本　享史

DP-1-26-6 脳転移症例の予後解析と治療戦略
弘前大学　医学部　乳腺外科　西村　顕正

DP-1-26-7 乳癌からの脳転移34症例の検討
滋賀県立総合病院　乳腺外科　辻　和香子

DP-1-26-8 当院での癌性髄膜炎9例の検討
那覇市立病院　外科　小野　亮子

DP-1-26-9 当院における乳癌脳・髄膜転移の検討
小張総合病院　外科　木村　友紀

DP-1-26-10 乳癌患者の脳転移の検討
愛知県がんセンター中央病院乳腺科　権藤なおみ

デジタルポスター 27　　DP-1-27　　� 10:45-11:55

薬物療法：化学療法①（アンスラサイクリン）
座長：児玉ひとみ（埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科）

DP-1-27-1 当院におけるAC療法施行中の発熱性好中球減少症発症率
福岡大学　呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　野原　有起

DP-1-27-2 FEC100療法における化学療法関連悪心嘔吐（CINV）の危険因子の検討
獨協医科大学病院　乳腺センター　林　　光弘

DP-1-27-3 アンスラサイクリン系レジメンにおける経口デキサメタゾンと口腔粘膜炎発症との関連の検討
滋賀県立総合病院　乳腺外科　小味由里絵

DP-1-27-4 Dose�dense�EC療法の有害事象と認容性の検討
横浜市立みなと赤十字病院　乳腺外科　盛田　知幸

DP-1-27-5 当院におけるdose-dense�EC療法の成績と副作用の検討
一宮西病院　乳腺・内分泌外科　大久保雄一郎

DP-1-27-6 当院におけるdose-dense�EC療法の使用成績と忍容性についての検討
北里大学　医学部　乳腺甲状腺外科　西宮　洋史
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DP-1-27-7 当院におけるdose-dense�AC療法施行例の呼吸器関連有害事象についての検討と予防的取り組み
東京大学医学部　乳腺内分泌外科　大矢真里子

DP-1-27-8 当院におけるdose-dense�AC療法施行中の血球減少と対策について
がん・感染症センター　東京都立駒込病院　外科（乳腺）　才田　千晶

DP-1-27-9 当院におけるdose�dense�AC療法施行症例の検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　松原　由佳

デジタルポスター 28　　DP-1-28　　� 10:45-11:55

薬物療法：化学療法②（エリブリン）
座長：野村　長久（川崎医科大学付属病院乳腺甲状腺外科）

DP-1-28-1 進行・再発乳癌に対するエリブリンの臨床効果
戸田中央総合病院　乳腺外科　大久保雄彦

DP-1-28-2 Eribulinの長期投与により大腿四頭筋筋力低下を認めた2例～当院におけるEribulin使用症例の検討～
尾久橋医院　鈴木　貴久

DP-1-28-3 HER2陰性再発進行乳癌に対するエリブリン投与の後方視的研究
JCHO久留米総合病院　外科　大塚　弘子

DP-1-28-4 進行再発乳癌に対するエリブリンの奏効率に影響を及ぼす因子に関する検討
広島マーククリニック　乳腺外科　河井　亜美

DP-1-28-5 HER2陰性進行再発乳癌治療におけるエリブリンのポジショニング
京都府立医科大学大学院　内分泌・乳腺外科学　阪口　晃一

DP-1-28-6 進行・再発乳癌に対するエリブリンの効果予測因子と安全性の検討
北見赤十字病院　外科　新関　浩人

DP-1-28-7 Relative�dose�intensityを考慮したエリブリンの有用性についての検討
宮崎県立宮崎病院　外科　植田　雄一

DP-1-28-8 末梢血好中球・リンパ球比からみたエリブリンの投与症例の予後の検討
国立病院機構　東京医療センター　乳腺科　松井　　哲

DP-1-28-9 再発乳癌に対するエリブリンの治療効果と好中球リンパ球比についての検討
虎の門病院　乳腺内分泌外科　栗川美智子

デジタルポスター 29　　DP-1-29　　� 10:45-11:55

薬物療法：術前術後薬物療法（ER陽性）
座長：沢田　晃暢（NTT東日本関東病院）

DP-1-29-1 非手術・内分泌療法単独で長期奏効が得られた切除可能乳癌症例の検討
けいゆう病院　外科　坂田　道生

DP-1-29-2 術前内分泌療法患者の抗腫瘍効果と予後の検討
国立がん研究センター東病院　北條　　隆

DP-1-29-3 内分泌感受性閉経後乳がん患者に対する術前エキセメスタン治療の有用性の検討�（SBCCSG�23）
埼玉県立がんセンター　乳腺外科／埼玉乳がん臨床研究グループ（SBCCSG）　松本　広志

DP-1-29-4 PgR低発現乳癌におけるネオアジュバント化学療法の腫瘍縮小効果
多度津三宅病院　乳腺甲状腺外科　水藤　晶子
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DP-1-29-5 HER2陰性Luminal�B�乳癌に対する術前化学療法の効果に関する検討
公益財団法人　田附興風会　医学研究所北野病院　ブレストセンター　乳腺外科　髙原　祥子

DP-1-29-6 エストロゲン受容体陽性乳癌に対する術前化学療法の治療成績
近畿大学　医学部　乳腺外科　東　　千尋

DP-1-29-7 エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌における晩期再発予測による内分泌療法至適期間の検討
東北公済病院　乳腺外科　伊藤　正裕

DP-1-29-8 術前短期ホルモン療法後のKi67によって層別されるホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌の遺伝子学的検討
岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　梶原友紀子

デジタルポスター 30　　DP-1-30　　� 10:45-11:55

薬物療法：化学療法③（dose�dense療法）
座長：李　　哲柱（京都第一赤十字病院乳腺外科）

DP-1-30-1 当院におけるdose-dense�AC療法の治療経験
東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科　永崎栄次郎

DP-1-30-2 当院でのdose-dense�AC療法の使用経験
相良病院　乳腺科　佐藤　　睦

DP-1-30-3 当院で施行された術前ddEC療法の検討
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　朝田　理央

DP-1-30-4 ホルモンレセプター陽性HER2陰性乳癌に対する術前dose�dense�AC-paclitaxel療法の検討
聖隷佐倉市民病院　乳腺外科　川島　太一

DP-1-30-5 当院における術前dose�dense�EC療法の使用経験
聖マリアンナ医科大学　乳腺内分泌外科　敦賀　智子

DP-1-30-6 術前dose�dense化学療法に関する検討
静岡がんセンター　乳腺外科　田所由紀子

DP-1-30-7 pegfilgrastimを併用したdose-dense療法の忍容性,�安全性の検討
大阪府済生会野江病院　乳腺外科　藤澤　憲良

DP-1-30-8 dose-dense�EC�療法における、ペグフィルグラスチム投与タイミングと発熱�（発熱性好中球減少）�の発生の検討
豊橋市民病院　一般外科　吉原　　基

DP-1-30-9 乳癌周術期dose�dense�AC療法の有害事象とその対策
名古屋市立大学大学院　医学研究科　乳腺外科学分野　久田　知可

DP-1-30-10 dose-dense�AC-Paclitaxel療法の血球系への影響
聖隷佐倉市民病院　薬剤科　富田　歩子

DP-1-30-11 乳癌Dose-dense療法と標準療法におけるリンパ球数の推移に関する検討
高知医療センター　乳腺甲状腺外科　高畠　大典

デジタルポスター 31　　DP-1-31　　� 10:45-11:55

症例報告：男性乳癌
座長：武田　泰隆（公益財団法人結核予防会複十字病院乳腺センター）

DP-1-31-1 男性乳癌�粘液癌の1例
関西医科大学　総合医療センター　乳腺外科　吉田　奈央
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DP-1-31-2 超高齢の男性乳癌の1例
浜松赤十字病院　外科　堀口　静恵

DP-1-31-3 粘液癌であった男性乳癌の1例
勤医協中央病院　奈良　智志

DP-1-31-4 出血を契機に診断し得た男性乳癌の1例
札幌医科大学　医学部　加藤　千果

DP-1-31-5 アテロームとして初期対応した男性被包性乳頭癌の1例
東海病院　外科　水谷　文俊

DP-1-31-6 前立腺癌の内分泌療法中に乳房外Paget病と男性乳癌を発症した1例
JA北海道厚生連札幌厚生病院　外科　秦　　庸壮

DP-1-31-7 腋窩リンパ節転移を認めた若年男性乳癌の1例
のはらクリニック　野原　丈裕

DP-1-31-8 術後20年目に局所再発が疑われた男性乳癌の1例
岐阜県立多治見病院　外科　伊藤　雄貴

DP-1-31-9 80歳以上の高齢者男性乳癌の3例
大阪府済生会吹田病院　乳腺外科　岩本　伸二

DP-1-31-10 当院で経験した男性乳癌症例の検討
伊勢崎市民病院　本田　周子

DP-1-31-11 当院における男性乳癌5例の検討
宝塚市立病院　外科　西野　雅行

デジタルポスター 32　　DP-1-32　　� 10:45-11:55

症例報告：葉状腫瘍
座長：中村　力也（千葉県がんセンター　乳腺外科）

DP-1-32-1 巨大葉状腫瘍の一例
JA尾道総合病院　高田　善章

DP-1-32-2 急速に進行した悪性葉状腫瘍の一例
西宮市立中央病院　林田　博人

DP-1-32-3 急速な増大を示した巨大乳腺悪性葉状肉腫の1例
医療法人社団　昴会　日野記念病院　外科　児玉　泰一

DP-1-32-4 急速に増大した乳腺葉状腫瘍の1例
京都第二赤十字病院　救急科　吉田　哲朗

DP-1-32-5 術後3ヶ月で再発し治療に難渋した悪性葉状腫瘍の一例
相模原協同病院　乳腺外科／宇都宮記念病院　乳腺外科　中山　瑛子

DP-1-32-6 当科で経験した悪性葉状腫瘍の2例
東京都保健医療公社荏原病院　乳腺外科　日野　眞人

DP-1-32-7 乳腺葉状腫瘍が疑われた巨大のう胞を伴う神経内分泌腫瘍への分化を呈した浸潤癌�の1例
きたやま乳腺クリニック　北山　輝彦
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DP-1-32-8 悪性葉状腫瘍に対する切除症例の検討
福岡大学　医学部　呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　小野　周子

DP-1-32-9 乳腺悪性葉状腫瘍の肺転移に対して、外科的切除および化学療法を施行し長期生存する一例
市立豊中病院　外科　大島　一輝

DP-1-32-10 術後6ヵ月目に脊髄圧迫による左下肢感覚障害で発症した悪性葉状腫瘍多発骨転移の1例
むつ総合病院　外科　山田　恭吾

デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 33　　DP-1-33　　� 14:10-15:20

基礎1：ゲノミクス、その他
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）

DP-1-33-1 大豆イソフラボンの既存治療薬におよぼす影響
岡山大学病院　鳩野みなみ

DP-1-33-2 CYP2C19�rs4917623の一塩基多型は、エストロゲンレセプター陽性乳癌でのタモキシフェンの効果を予測しうる
刈谷豊田総合病院　乳腺・内分泌外科／名古屋市立大学　乳腺外科学　吉本　信保

DP-1-33-3 プロテオーム解析を用いたホルモン陽性乳癌の悪性化メカニズムの検討
東京医科大学　八王子医療センター　乳腺科　山田　公人

DP-1-33-4 ER陽性乳癌細胞の分子標的薬耐性獲得に際したDNA修復機構の変化とPARP阻害薬適応の可能性の検討
東北大学大学院　医学系研究科　分子機能解析学分野　鈴木　友菜

DP-1-33-5 HER2陽性乳癌細胞におけるCullin-3/KCTD10/RhoBユビキチンE3複合体依存的な新規Rac1活性化機構
愛媛大学医学部附属病院　乳腺センター　村上　朱里

DP-1-33-6 Triple�Negative（TN）乳癌における高内皮細静脈の発現状況について
順天堂大学　乳腺腫瘍学　中井　克也

DP-1-33-7 乳癌におけるクローディン4発現の分子生物学的検討
福島県立医科大学　医学部　乳腺外科学講座　村上　祐子

DP-1-33-8 乳癌患者における血漿中スフィンゴシン-1-リン酸濃度の臨床的意義
新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器・一般外科　五十嵐麻由子

DP-1-33-9 糖尿病患者における乳癌組織でのGLP-1受容体発現とその意義についての検討
那覇西クリニック　乳腺科／東北大学　病理診断学分野　滝上なお子

DP-1-33-10 ビックデータ解析を応用した乳腺化生癌に対する新規治療標的分子の同定
愛媛大学　医学部　附属病院　乳腺センター　山下美智子

デジタルポスター 34　　DP-1-34　　� 14:10-15:20

検診1：US
座長：河合　賢朗（宮城県立がんセンター乳腺外科）

DP-1-34-1 2017年度当院乳がん検診でエコーが有用だった3症例の検討
四日市羽津医療センター　総合診療科　李　　由紀

DP-1-34-2 超音波検査による偶発甲状腺癌を合併した乳癌症例
橋本クリニック　橋本　　隆
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DP-1-34-3 マンモグラフィ陰性乳癌についての検討
イーク丸の内乳腺科／聖マリアンナ医科大学病院乳腺内分泌外科　遠藤　芙美

DP-1-34-4 当院手術症例におけるマンモグラフィー検出不能乳癌の検討
神戸海星病院　乳腺外科　木許　健生

DP-1-34-5 当院におけるマンモグラフィ陰性乳癌の検討
東京警察病院　外科　鈴木　雄介

DP-1-34-6 検診発見乳がん症例における超音波検診の有用性について
岐北厚生病院　外科　髙橋　治海

DP-1-34-7 当施設におけるマンモグラフィー陰性乳癌の特徴
大阪市立大学　医学部　医学研究科　先端予防医療学　田内　幸枝

DP-1-34-8 超音波（US）検診にて乳腺内の低エコー域として発見された乳がん症例の検討
中日病院　乳腺科　西川美紀子

DP-1-34-9 妊娠関連性乳癌早期発見を目指して、超音波を利用した妊婦乳房検診の有用性の検討
坂井市立三国病院　産婦人科　加藤　栄一

DP-1-34-10 婦人科クリニックでの乳癌検診
まつ婦人科クリニック　松　　敬文

デジタルポスター 35　　DP-1-35　　� 14:10-15:20

画像診断4：トモシンセシス
座長：小倉　廣之（浜松医科大学外科学第一講座）

DP-1-35-1 当院における乳房トモシンセシス使用経験
徳島市民病院　放射線部　三木　美香

DP-1-35-2 クリニックにおいて技師の判断で行うデジタルブレストトモシンセシス追加撮影の実施精度
よしだ乳腺ホームクリニック　増永　風花

DP-1-35-3 乳房トモシンセシスにおける境界明瞭平滑な腫瘤の検討
島根大学　医学部　放射線科　山本　伸子

DP-1-35-4 Dense�Breastにおけるトモシンセシスの有用性
帝京大学　ちば総合医療センター　外科　宮澤　幸正

DP-1-35-5 当院での2Dマンモグラフィ�カテゴリー 1乳癌手術症例におけるトモシンセシス所見の検討
愛知医科大学病院　乳腺・内分泌外科　高阪　絢子

DP-1-35-6 3Dデジタルブレストトモシンセシスの有用性の検討
社会福祉法人聖母会　聖母病院　乳腺外科　菊山みずほ

DP-1-35-7 トモシンセシスで良性と悪性の鑑別を行う際の決定木分析による所見の寄与度の検討
昭和大学江東豊洲病院　乳腺外科　高丸　智子

DP-1-35-8 デジタルマンモグラフィとデジタルブレストトモシンセシスによる画像診断の検討
公立置賜総合病院　外科　東　　敬之

DP-1-35-9 乳房構成別にみた乳房トモシンセシスと超音波検査の比較
徳島市民病院　放射線科　生島　葉子
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デジタルポスター 36　　DP-1-36　　� 14:10-15:20

画像診断5：MRI�①
座長：淡河恵津世（久留米大学病院放射線腫瘍センタ－）

DP-1-36-1 非造影MRI（高解像度DWI）は術前評価に有用か
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　志茂　彩華

DP-1-36-2 乳癌全身転移診断におけるDWIBSの有用性
南労会　紀和病院　ブレスト（乳腺）センター　梅村　定司

DP-1-36-3 乳腺腫瘍良悪性鑑別における異なる拡散時間を用いたADC値の有用性
京都大学大学院　医学研究科　放射線医学講座（画像診断学・核医学）　飯間　麻美

DP-1-36-4 高速撮像法（KWIC撮像）におけるダイナミック造影超早期Maximum�Slope�（MS）の診断能ーWI、ADC値との比較
京都大学大学院医学研究科　放射線医学講座（画像診断・核医学）　大橋　　茜

DP-1-36-5 浸潤性乳癌周囲遅延性造影効果について:定量的評価の試み
国立病院機構　九州医療センター　乳腺センター　放射線科　臨床研究センター　名本　路花

DP-1-36-6 造影MRIにて腫瘍倍加時間が観察できたLuminal�A�like乳癌の3例
神鋼記念病院　乳腺科　大久保ゆうこ

DP-1-36-7 Time�Intensity�Curveを用いた乳癌腋窩リンパ節の良悪性診断
富山大学　消化器・腫瘍・総合外科　関根　慎一

DP-1-36-8 骨転移の治療・管理におけるDWIBS法の有用性
洛和会音羽病院　乳腺科　坂田　晋吾

DP-1-36-9 転移性乳癌に対する画像診断:modalityとして全身拡散強調画像（DWIBS）の有用性を検証する
聖マリアンナ医科大学付属ブレスト＆イメージングセンター　乳腺外科　首藤　昭彦

デジタルポスター 37　　DP-1-37　　� 14:10-15:20

外科治療：乳房温存術
座長：柚本　俊一（山梨厚生病院　乳腺外科）

DP-1-37-1 乳房温存術後残存乳房形態の経時的変化に関する検討
三重大学　医学部　乳腺外科　木本　真緒

DP-1-37-2 センチネルリンパ節生検における外側組織皮弁を用いた乳房温存手術
東北医科薬科大学　医学部　乳腺・内分泌外科　渡部　　剛

DP-1-37-3 Suture�scaffold法�97件における安全性の検証
社会医療法人博愛会　相良病院　乳腺科　金光　秀一

DP-1-37-4 乳癌術前化学療法後の乳房温存手術における画像融合機能搭載超音波ナビゲーションの有用性
昭和大学江東豊洲病院　乳腺外科　吉田　美和

DP-1-37-5 乳房部分切除における非浸潤癌断端陽性は局所再発をもたらすか
杏林大学　医学部　乳腺外科　麻賀　創太

DP-1-37-6 当院で乳管腺葉区域切除術を施行した乳頭異常分泌症例の検討
愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　森　万希子

DP-1-37-7 縫合糸を用いた乳腺部分切除のマーキング法
国際医療福祉大学三田病院　乳腺センター　小川　明子
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DP-1-37-8 乳腺悪性腫瘍手術を局所麻酔下で外来手術するための工夫―局所麻酔のみでも効果的な疼痛コントロールが可能
川崎市立井田病院　乳腺外科　嶋田　恭輔

DP-1-37-9 乳房温存術に対する静脈留置針外筒を用いたドレナージの有用性
日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科　若木暢々子

DP-1-37-10 乳癌手術におけるドレーン留置の必要性と効率性
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　榎本　克久

デジタルポスター 38　　DP-1-38　　� 14:10-15:20

外科治療：センチネルリンパ節生検�①
座長：尾﨑　慎治（県立広島病院消化器・乳腺外科）

DP-1-38-1 局所麻酔併用センチネルリンパ節生検における有効性および安全性の検討
福山市民病院　乳腺甲状腺外科　久保慎一郎

DP-1-38-2 当院における局所麻酔下センチネルリンパ節生検の検討
明和病院　乳腺・内分泌外科　松之木愛香

DP-1-38-3 術前局所麻下センチネルリンパ節生検（SNNS）の検討
せやクリニック　川口　正春

DP-1-38-4 当院におけるセンチネルリンパ節生検の治療成績
水戸医療センター　乳腺外科　森　　千子

DP-1-38-5 当院における乳癌センチネルリンパ生検症例の検討
京都市立病院　乳腺外科　森口　喜生

DP-1-38-6 近赤外光カメラシステム�LIGHTVISIONを用いたセンチネルリンパ節生検の評価
福島県立医科大学　医学部　乳腺外科学講座　野田　　勝

DP-1-38-7 超音波造影剤を用いたフックワイヤー補助下センチネルリンパ節生検の有用性に関する検討
大阪大学大学院　医学系研究科　乳腺・内分泌外科　三宅　智博

DP-1-38-8 当科におけるICG蛍光法によるセンチネルリンパ節生検の検討
JCHO可児とうのう病院　外科　鈴木　和志

DP-1-38-9 蛍光・色素法とアイソトープ（RI）法の併用によるNAC後乳がんのセンチネルリンパ節同定
久留米大学　外科学講座　髙尾　優子

DP-1-38-10 乳癌センチネルリンパ節生検のおける捺印細胞診による術中迅速診断の検討
浜松医療センター　乳腺外科　細川　優子

DP-1-38-11 臨床病期T4N0乳癌におけるセンチネルリンパ節生検の検討
広島大学病院　池尻はるか

デジタルポスター 39　　DP-1-39　　� 14:10-15:20

オンコプラスティックサージェリー：乳房温存術
座長：土井　卓子（湘南記念病院かまくら乳がんセンター）

DP-1-39-1 V-mammoplastyを利用した乳房温存手術
東京都済生会中央病院　乳腺外科　佐藤　隆宣

DP-1-39-2 Suture�scaffold法による乳房温存術の実際
社会医療法人博愛会相良病院　乳腺科　柏葉　匡寛
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DP-1-39-3 Oncoplastic�Breast�Conserving�Surgery�の適応の変遷と長期成績
山梨県立中央病院　外科　中込　　博

DP-1-39-4 肥満症例に対する予防的術後創内洗浄の試み
大阪大学　医学部　形成外科　田港見布江

DP-1-39-5 美しい乳房を求めて～部分切除術と乳房1次再建の整容性の比較検討
結核予防会　複十字病院　乳腺センター　生魚　史子

DP-1-39-6 乳房温存手術でより良い整容性を追求するための新しいコンセプト～乳房下溝線形成を利用した組織充填法～
三重大学医学部附属病院　乳腺外科　野呂　　綾

DP-1-39-7 乳頭乳輪温存乳房全切除術（NSM）の適応について―長期経過観察データより得た再発形式より考える―
さくらい乳腺外科クリニック／和歌山医大紀北分院外科　櫻井　照久

DP-1-39-8 Nipple�Sparing�Mastectomy（NSM）の適応と整容性を高めるための工夫
札幌ことに乳腺クリニック　三神　俊彦

DP-1-39-9 術前乳頭位置とNSM後の乳頭移動に関する検討
昭和大学　形成外科　青木　絢子

DP-1-39-10 ホルモン療法施行患者における健側乳房のvolume変化について
昭和大学　形成外科　渋谷　友香

デジタルポスター 40　　DP-1-40　　� 14:10-15:20

予後：効果予測�③�サロゲート
座長：武山　　浩（東京慈恵会医科大学附属病院乳腺・内分泌外科）

DP-1-40-1 術前化学療法後non-pCR症例の予後予測因子についての検討
慶應義塾大学病院　腫瘍センター　高橋麻衣子

DP-1-40-2 NAC後に乳房温存療法をおこないpCRとなったTNおよびHER2陽性乳癌患者における乳房内再発率の検討
大阪国際がんセンター　乳腺・内分泌外科　得居　　龍

DP-1-40-3 術前化学療法施行閉経前リンパ節転移陽性ER陽性HER2陰性乳癌における晩期再発のリスク因子
聖路加国際病院　乳腺外科　文　亜也子

DP-1-40-4 術前化学療法における末梢血の免疫パラメーターと病理学的完全奏効の検討
兵庫医科大学　乳腺内分泌外科　尾澤　宏美

DP-1-40-5 進行・再発乳癌におけるPTX+bevacizumabの治療効果と相関する末梢血免疫バイオマーカーの検討
兵庫医科大学病院　乳腺・内分泌外科　宮川　義仁

DP-1-40-6 ER陽性HER2陰性進行再発乳癌におけるエベロリムス+エキセメスタン療法と原発巣組織のPTENの関連
順天堂大学　医学部　乳腺腫瘍学講座　岡崎みさと

DP-1-40-7 エベロリムス治療における予後予測因子の検討～Oral�Care-BC登録症例での解析～
北海道がんセンター　渡邊　健一

DP-1-40-8 ホルモン受容体陽性転移・再発乳癌における血中膜型ER陽性細胞の検出と解析
埼玉県立がんセンター　乳腺腫瘍内科　高井　　健
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デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 41　　DP-1-41　　� 14:10-15:20

特定の患者、病態別診療�③（両側乳癌）
座長：井上　慎吾（山梨大学医学部第１外科）

DP-1-41-1 Cowden症候群に発症した異時性両側乳癌の一例
富山大学　消化器・腫瘍・総合外科　荒井　美栄

DP-1-41-2 当院における同時性両側乳癌の検討
東京都保健医療公社豊島病院　外科　中村　　梓

DP-1-41-3 片側乳癌の疑いで当院受診した同時性両側乳癌症例の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科　中木村朋美

DP-1-41-4 乳癌手術症例における同時両側乳癌の画像所見と症例詳細の検討
JCHO　久留米総合病院　乳腺外科　合田　杏子

DP-1-41-5 当院における両側同時性原発乳癌症例の検討
湘南鎌倉総合病院　乳腺外科　永田　好香

DP-1-41-6 腋窩リンパ節転移の有無が左右で異なる同時性両側性乳がんの原発巣におけるFoxP3陽性細胞数の検討
がん・感染症センター　都立駒込病院　外科（乳腺）／昭和大学　臨床病理診断科　後藤　理紗

DP-1-41-7 当院における同時性両側乳癌の臨床病理学的特徴
独立行政法人　国立病院機構九州医療センター　乳腺外科　岡部　実奈

DP-1-41-8 当院における両側乳癌の検討
大和市立病院　乳腺外科　中宮　紀子

デジタルポスター 42　　DP-1-42　　� 14:10-15:20

特定の患者、病態別診療�④（高齢者乳癌）
座長：小笠原　豊（香川県立中央病院乳腺・内分泌外科）

DP-1-42-1 手術可能病期の高齢者乳癌に対する，ホルモン単独療法の有用性と問題点の検討
日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科　周山　理紗

DP-1-42-2 手術非適応高齢者乳がんに対するホルモン療法
医療法人　こう外科クリニック　洪　　淳一

DP-1-42-3 当科で一次内分泌療法をおこなった初診時80歳以上の高齢者乳癌症例の検討
徳島市民病院　外科　美馬　　惇

DP-1-42-4 外科治療可能な後期高齢者に対し、初期治療として内分泌療法を選択したホルモン受容体陽性乳癌の検討
やまかわ乳腺クリニック　山川　　卓

DP-1-42-5 80歳以上の超高齢者乳癌ホルモン陽性例の検討
独立行政法人　労働者健康安全機構　千葉ろうさい病院　藤森　俊彦

DP-1-42-6 ハイリスク高齢者のホルモン受容体陽性原発性乳癌に対する治療の検討
総合大雄会病院　乳腺外科　武鹿　良規

DP-1-42-7 70歳以上高齢者に対する術前化学療法の検討
八尾市立病院　乳腺外科　森本　　卓
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DP-1-42-8 高齢者Triple�negative乳癌における術前XC療法有用性の検討
日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科　伊藤　吾子

DP-1-42-9 当院における70歳以上のトリプルネガティブ乳癌患者に対する治療の検討
川崎市立多摩病院　乳腺・内分泌外科　黒田　貴子

DP-1-42-10 65歳以上の高齢者乳癌に対する周術期化学療法+抗HER2療法の検討
医療法人　豊仁会　三井病院　乳腺外科　石田　直子

DP-1-42-11 当院における高齢者進行・転移乳癌に対する一次内分泌療法としてのフルベストラントの治療経験
国立病院機構　別府医療センター　乳腺外科　田中　仁寛

デジタルポスター 43　　DP-1-43　　� 14:10-15:20

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑥
座長：石黒　　洋（国際医療福祉大学病院腫瘍内科）

DP-1-43-1 パルボシクリブの使用経験
いしづか乳腺外科クリニック　石塚　真示

DP-1-43-2 当科においてpalbociclibを使用した乳癌再発10症例の検討
那須赤十字病院　外科　田村　　光

DP-1-43-3 新規分子標的薬palbociclibの使用経験
勤医協中央病院　乳腺センター　後藤　　剛

DP-1-43-4 当院でのパルボシクリブ使用症例の検討
岡山済生会総合病院　外科　元木　崇之

DP-1-43-5 HR陽性/HER2陰性転移性乳がんに対してCDK4/6阻害剤（palbociclib）使用に関しての検討
総合病院土浦協同病院　乳腺外科／東京都保健医療公社　大久保病院　外科　長内　孝之

DP-1-43-6 前治療歴を有する進行再発乳癌に対するパルボシクリブの効果
千葉大学　臓器制御外科　長嶋　　健

DP-1-43-7 実臨床下におけるER陽性進行乳癌に対するPALの有効性、安全性に関する検討
松山赤十字病院　乳腺外科　川口　英俊

DP-1-43-8 当院におけるエキセメスタン・エベロリムス併用療法の治療成績と効果予測因子、有害事象管理に関する検討
独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター　腫瘍内科　西尾美奈子

DP-1-43-9 ER陽性Her2陰性再発乳癌に対するフルベストラン+経口フッ化ピリミジン系抗癌剤の効果
松江市立病院　乳腺・内分泌・血管・胸部外科　野津　　長

デジタルポスター 44　　DP-1-44　　� 14:10-15:20

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑦
座長：林　　光弘（獨協医科大学乳腺センター）

DP-1-44-1 パルボシクリブ治療後、脳転移/癌性髄膜炎を来した3症例の検討
名古屋第二赤十字病院　山内　康平

DP-1-44-2 当院におけるパルボシクリブ使用経験
横浜市立みなと赤十字病院　乳腺外科　須藤　友奈

DP-1-44-3 手術不能・再発乳癌に対するPalbociclibの使用経験
東邦大学　医学部　外科学講座乳腺内分泌外科分野　齊藤　芙美
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DP-1-44-4 当院におけるパルボシクリブの使用経験
福井県済生会病院　外科　堀田幸次郎

DP-1-44-5 当科におけるパルボシクリブ投与時の骨髄抑制と投与量の検討
岐阜市民病院　乳腺外科　細野　芳樹

DP-1-44-6 当院でのパルボシクリブ治療症例の検討
福井赤十字病院　外科　田中　文恵

DP-1-44-7 ホルモン受容体陽性HER2陰性再発乳癌症例に対する3次治療以降としてパルボシクリブ併用療法を施行した6例
北海道大学病院　乳腺外科　馬場　　基

DP-1-44-8 当院におけるパルボシクリブ投与の使用経験
順天堂大学医学部附属順天堂医院　乳腺・内分泌外科　魚森　俊喬

DP-1-44-9 当院で経験したパルボシクリブの治療成績の検討
東京医科大学八王子医療センター　乳腺科　天谷　圭吾

DP-1-44-10 ER陽性HER2陰性転移乳癌に対するパルボシクリブ併用療法後の治療選択の実際
がん研有明病院　乳腺内科　小林　隆之

デジタルポスター 45　　DP-1-45　　� 14:10-15:20

薬物療法：術前化学療法（アウトカム）
座長：吉田　達也（横浜市立大学附属病院　乳腺・甲状腺外科）

DP-1-45-1 当科で経験したpCR症例の臨床学的検討
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　原　華保里

DP-1-45-2 当科での術前化学療法後病理学的完全奏効（pCR）例の検討
新潟県立がんセンター新潟病院　乳腺外科　金子　耕司

DP-1-45-3 HR（ホルモン受容体）陰性乳癌における術前化学療法の治療効果が予後予測因子になり得るかについての検討
聖マリアンナ医科大学附属研究所　ブレスト&イメージングセンター　白　　　英

DP-1-45-4 当院における乳癌術前化学療法症例の臨床的・病理学的奏功評価と予後についての検討
独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター　消化器乳腺外科　高橋　深幸

DP-1-45-5 術前化学療法によりリンパ節転移陰性となった乳癌症例の予後の検討
がん研究会有明病院　乳腺センター　稲荷　　均

DP-1-45-6 局所進行乳癌に対する術前化学療法の病理学的治療効果と腫瘍微小環境における免疫応答
広島マーククリニック　乳腺外科　金　　隆史

DP-1-45-7 乳癌の予後に影響を与える因子に関する後方視的研究～術前化学療法におけるエピルビシン量についての検討～
国際医療福祉大学　薬学部　薬学科　杉山奈津子

DP-1-45-8 乳癌術前化学療法症例における皮膚・皮下組織の組織学的変化の特徴及び治療後浮腫と関連性
千葉大学大学院　医学研究院　臓器制御外科学　中川　綾子

DP-1-45-9 筋骨格量および栄養は乳癌術前化学療法でどう変化するか
船橋市立医療センター　外科　青柳　智義
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デジタルポスター 46　　DP-1-46　　� 14:10-15:20

薬物療法：有害事象①（好中球減少）
座長：山田　博文（赤心堂病院　外科）

DP-1-46-1 当科におけるペグフィルグラスチム併用化学療法�～重篤な有害事象を引き起こした2症例の経験から～
横浜市立市民病院　乳腺外科　鬼頭　礼子

DP-1-46-2 当院における原発性乳癌に対する化学療法施行中のPeg-filgrastim使用実績
関西医科大学附属病院　乳腺外科　平井　千惠

DP-1-46-3 pegfilgrastim併用したdose-dense化学療法中の肺内浸潤影を伴う発熱の原因の検討
大分県立病院　外科・乳腺外科　増野浩二郎

DP-1-46-4 当科での乳癌補助化学療法時におけるペグフィルグラスチムの使用経験
福岡山王病院　外科　冨永　洋平

DP-1-46-5 当科におけるジーラスタの評価
順天堂大学　医学部附属　静岡病院　外科　田中顕一郎

DP-1-46-6 当院の乳癌周術期化学療法のPegfilgrastimの使用経験
松江赤十字病院　乳腺外科　槙野　好成

DP-1-46-7 乳癌術前術後化学療法におけるPegfilgrastim投与例の検討
高岡市民病院　外科　福島　　亘

DP-1-46-8 当院におけるペグフィルグラスチムの使用経験
足利赤十字病院　外科　戸倉　英之

DP-1-46-9 乳癌術前・術後補助化学療法（FEC100）に対するペグフィルグラスチムの有用性、有害事象について
順天堂大学　医学部　乳腺腫瘍学　清水　秀穂

DP-1-46-10 早期乳癌化学療法時におけるペグフィルグラスチム使用に伴う血小板減少について
がん研有明病院　乳腺内科　小林　　心

デジタルポスター 47　　DP-1-47　　� 14:10-15:20

症例報告：稀な転移�①
座長：淺野　裕子（亀田総合メディカルセンター）

DP-1-47-1 乳癌術後胃転移の1例
川村病院　外科／東京慈恵会医科大学　外科学講座　川村　雅彦

DP-1-47-2 十二指腸転移をきたした浸潤性小葉癌の1症例
関西医科大学　香里病院　外科・乳腺外科　大石　賢玄

DP-1-47-3 乳癌小腸転移の2例
公立那賀病院　中村　理恵

DP-1-47-4 無石胆嚢炎を併発した同時両側乳癌、胆嚢転移の1症例
川口市立医療センター　乳腺外科　井廻　良美

DP-1-47-5 乳癌術後に子宮転移再発した1例
青森県立中央病院　外科　岡野　健介

DP-1-47-6 術後晩期に眼窩転移を来した浸潤性小葉癌の1例
新潟県厚生連糸魚川総合病院　外科　田澤　賢一
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DP-1-47-7 腹直筋皮弁による再建乳房内に転移を認めた再発乳癌の1例
滋賀医科大学医学部附属病院　形成外科　島田　加奈

DP-1-47-8 男性乳房皮膚転移で診断された第4期肺癌の1例
星総合病院　鈴木友里子

DP-1-47-9 乳房転移をきたした肺大細胞神経内分泌癌の1例
富山県立中央病院　寺西　穂波

DP-1-47-10 腎細胞癌乳腺転移の1例
和歌山県立医科大学　外科学第一講座　川路　万理

デジタルポスター 48　　DP-1-48　　� 14:10-15:20

症例報告：稀な転移�②
座長：島　　宏彰（札幌医科大学附属病院消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

DP-1-48-1 胃転移を来たした乳癌の2例
聖マリア病院　金城　和寿

DP-1-48-2 直腸癌との鑑別が困難であった乳癌直腸転移の一例
鹿児島大学病院　消化器・乳腺甲状腺外科　永田　彩子

DP-1-48-3 術後30年目に膵転移を認めた乳癌の一例
兵庫県立加古川医療センター　石川　　泰

DP-1-48-4 発熱・上腹部痛を契機に発見された乳癌胆管転移の一例
地方独立行政法人　市立吹田市民病院　波多野高明

DP-1-48-5 骨，膵，胃，骨髄に転移を来した1例
秋田厚生医療センター　孝橋　里花

DP-1-48-6 乳癌膀胱転移の1例
愛知県がんセンター　愛知病院　乳腺科　村田　嘉彦

DP-1-48-7 膵癌肺転移あるいは肺癌膵転移との鑑別を要した副乳癌、肺転移、膵転移の1例
帯広厚生病院　外科　吉岡　達也

DP-1-48-8 乳癌臍転移（Sister�Mary�Joseph�nodule）の1例
聖マリアンナ医科大学病院　乳腺・内分泌外科　瀧下茉莉子

DP-1-48-9 経過中に視力低下および難聴をきたした乳癌の髄膜播種の1例
菅間記念病院　乳腺外科　屋代　祥子

DP-1-48-10 乳癌の脈絡膜転移の2例
佐賀県医療センター好生館　乳腺外科　服部　正見

デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 49　　DP-1-49　　� 15:20-16:35

基礎2：遺伝子
座長：及川　将弘（及川病院乳腺外科）

DP-1-49-1 ホルマリン固定パラフィン包埋腫瘍サンプルを用いたFlow�Cytometryによる乳癌の予後予測
大阪大学大学院　医学系研究科　乳腺・内分泌外科　日馬　弘貴
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DP-1-49-2 乳癌におけるRetinoic�acid-inducible�gene�I�（RIG-I）蛋白質の免疫組織化学的な発現解析
東京都健康長寿医療センター研究所　老化制御チーム　システム加齢医学研究／東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　

先端医療開発学講座　包括病理学分野／国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　病理診断科　佐藤順一朗

DP-1-49-3 BAG2発現はエストロゲン受容体陽性乳癌の予後に影響する
名古屋市立大学病院　乳腺外科　上本　康明

DP-1-49-4 TNBCを抑制するアスコクロリン類縁物質のミトコンドリア機能に対する影響
社会医療法人美杉会佐藤病院乳腺外科　中嶋　啓雄

DP-1-49-5 Wnt5a乳癌とPIK3CA遺伝子変異がもたらす予後との相関
広島共立病院　網岡　　愛

DP-1-49-6 網羅的遺伝子解析から着目した遺伝子産物FAM64Aの乳癌における臨床病理的解析
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　井戸　美来

DP-1-49-7 乳癌増殖を促進するHOXB9遺伝子スプライシングバリアントの解析
慶應義塾大学　医学部　一般・消化器外科　中小路絢子

DP-1-49-8 術前化学療法（P-FEC）施行乳癌におけるマイクロアレイを用いたHRD解析
大阪大学大学院　今西　清一

DP-1-49-9 乳癌における新規バイオマーカー同定に関する試み
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　柴田　雅央

DP-1-49-10 乳がん原発・脳転移巣の遺伝子発現から探る脳転移機序の検討
岡山大学病院　乳腺・内分泌外科／ JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）　岩本　高行

デジタルポスター 50　　DP-1-50　　� 15:20-16:35

検診2：モダリティ
座長：本多　　博（東北労災病院乳腺外科）

DP-1-50-1 マンモグラフィの乳房構成評価における当院の試み
はつかいち乳腺クリニック　川渕　義治

DP-1-50-2 マンモグラフィ（MG）検診精度向上の検討―MGモニタ（SC）の過去及び他施設画像との比較読影から
古妻クリニック／新大阪マンモグラフィゼミナール／マンモグラフィ画像研修センター　古妻　嘉一

DP-1-50-3 当院人間ドックにおける乳癌標準化発見比の検討:2年目の解析
大阪市立大学　医学部　乳腺内分泌外科学　森崎　珠実

DP-1-50-4 乳腺量測定ソフトを用いた乳房構成の判定―医師判定との一致率と閾値の検討―
川口市立医療センター　乳腺外科　中野　聡子

DP-1-50-5 当院におけるトモシンセシスの使用状況と有用性の検討
北野病院　ブレストセンター　乳腺外科　大林亜衣子

DP-1-50-6 トモシンセシスを追加した乳癌マンモグラフィ検診の検討
香川県立中央病院　乳線センター　白岩　美咲

DP-1-50-7 自動スキャン乳房超音波診断装置（ABUS）読影におけるQV-CADの有用性:第2報
医療法人DIC　宇都宮セントラルクリニック　伊藤　　淳

DP-1-50-8 乳がんスクリーニング検査としての乳房自動超音波スキャナSOFIAの2方向撮影
社会医療法人　誠光会　草津総合病院　木下　一夫
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DP-1-50-9 乳房専用PETの使用経験～健診施設における有用性の検討～
東名古屋画像診断クリニック　原　　泰夫

DP-1-50-10 呼気中揮発性有機化合物（VOC）による新しい乳癌診断の可能性
昭和大学　医学部　外科学講座　乳腺外科学部門　明石　定子

DP-1-50-11 任意型検診施設における乳房専用PETの位置づけを考える
知音会　中之島クリニック　髙橋　優子

デジタルポスター 51　　DP-1-51　　� 15:20-16:35

画像診断6：US�②
座長：蒔田益次郎（日本医科大学武蔵小杉病院乳腺外科）

DP-1-51-1 診断に苦慮した若年性乳癌の1例
かりゆし病院　出水せりな

DP-1-51-2 異なる超音波像を呈した乳腺腺様嚢胞癌の2例
社会医療法人財団白十字会　白十字病院　臨床検査技術部　古賀　晶子

DP-1-51-3 粘液癌を見落とさないための超音波所見における検討
糸島医師会病院　生理検査科　柳田真由美

DP-1-51-4 乳頭腺管癌の超音波画像-乳腺腫瘍の組織学的分類の改訂による影響について
がん研究会有明病院　超音波検査部　加藤千絵子

DP-1-51-5 乳腺原発血管肉腫の画像所見の検討
がん研有明病院　超音波検査部　圓岡　有里

DP-1-51-6 乳房超音波断層画像・境界部高エコー像から読み解く乳腺悪性腫瘍の生物学的臨床病理学的特性
那覇西クリニック　臨床検査科　原　真喜子

DP-1-51-7 超音波検査にてインプラント破損疑いとされた画像の検討
博愛会　相良病院　放射線技術部　宝満　美咲

DP-1-51-8 インプラント再建術後の超音波検査を用いた経過観察�~連携病院の再建術後患者のフォロー体制について~
赤羽乳腺クリニック　山口　温子

DP-1-51-9 乳頭部病変のマンモグラフィおよび超音波所見の検討
相良病院　原口　織歌

デジタルポスター 52　　DP-1-52　　� 15:20-16:35

画像診断7：MRI�②
座長：渡邊　良二（糸島医師会病院）

DP-1-52-1 右乳癌術前乳房MRIにて指摘された左乳房病変に対し乳房MRIガイド下生検にて診断した両側乳癌の一例
豊見城中央病院　乳腺科　比嘉　国基

DP-1-52-2 乳管内乳頭腫のMRI所見
諫早総合病院　放射線科　石丸　恵子

DP-1-52-3 Solid�papillary�carcinomaのMRI所見
佐賀大学　医学部　放射線科　山口　　健

DP-1-52-4 非浸潤性乳管癌におけるMRI所見の検討
糸島医師会病院　放射線技術科　松永紗代子
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DP-1-52-5 乳房MRIカテゴリー4のサブカテゴリー導入による乳房病変の層別化
京都大学大学院　医学研究科　放射線医学講座（画像診断学・核医学）　本田　茉也

DP-1-52-6 乳房造影MRIにてnon-mass�enhancementを呈する病変の良悪性鑑別の試み-whole�lesion�ADC�histogramの検討
国際医療福祉大学三田病院　放射線診断センター　國松奈津子

DP-1-52-7 高分解能拡散強調画像による乳癌病変の評価:病理所見との比較検討
京都大学　大学院　医学研究科　放射線医学講座（画像診断学・核医学）　大野　文美

DP-1-52-8 当院における乳房全切除症例での断端検索と検討
東京医科大学病院　乳腺科　小山　陽一

DP-1-52-9 RFA後のフォロー造影MRIで造影効果を認めた症例の臨床病理学的検討
国立がん研究センター中央病院　乳腺外科　中平　　詩

DP-1-52-10 US及びMMGで描出不能病変に対するMRIガイド下生検について当院経験症例の検討
昭和大学　医学部　外科学講座　乳腺外科部門　永田　　彩

デジタルポスター 53　　DP-1-53　　� 15:20-16:35

外科治療：整容性・低侵襲治療
座長：甘利　正和（東北公済病院乳腺外科）

DP-1-53-1 術前造影超音波・術中超音波検査（エラストグラフィ）を併用し、根治性と術後整容性を重視した乳癌手術
川崎医科大学総合医療センター　総合外科学　中島　一毅

DP-1-53-2 乳房温存術後の陥凹変形に対してThoracodorsal�Artery�Flap（TDAP�flap）による変形修正術4症例の検討
ベルランド総合病院　乳腺センター　田中　義人

DP-1-53-3 乳房AC/CA区域病変に対するOncoplastic�breast�surgery:三角形皮膚切除+乳輪長補正を行う乳房部分切除術
藤田医科大学　医学部　乳腺外科／鹿児島大学　医学部　消化器・乳腺甲状腺外科　喜島　祐子

DP-1-53-4 内側乳癌症例に対するVolume�displacement�technique:triangle�method�を用いた乳房温存術
亀田総合病院　乳腺科　越田　佳朋

DP-1-53-5 低侵襲性を追求する解剖学的乳房切除術
東邦大学　医療センター　佐倉病院　榊原　雅裕

DP-1-53-6 当科での内視鏡補助下乳房部分切除、E・Zアクセス法の工夫
産業医科大学医学部第一外科学　井上　　譲

DP-1-53-7 気嚢法による鏡視下乳房部分切除術の検討
原三信病院　外科　小原井朋成

DP-1-53-8 当科における内視鏡補助下乳癌手術について
苑田会　苑田第一病院　外科　加茂　知久

DP-1-53-9 乳頭乳輪温存乳房切除における現状とその課題
国立がん研究センター中央病院　乳腺外科　渡瀬智佳史

DP-1-53-10 限局した早期の乳癌に対する非切除超音波ガイド下凍結療法の安全性と有効性の検討
聖マリアンナ医科大学　ブレスト&イメージングセンター　川本　久紀

デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー



125

デジタルポスター1日目

デジタルポスター 54　　DP-1-54　　� 15:20-16:35

外科治療：センチネルリンパ節生検�②
座長：松本　広志（埼玉県立がんセンター乳腺外科）

DP-1-54-1 当院におけるRI法導入後の乳癌センチネルリンパ節描出能と転移状況について
小牧市民病院　外科　野田　純代

DP-1-54-2 RIを用いない術前USガイド下色素直接注入法による乳癌センチネルリンパ節生検
山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学　山本　　滋

DP-1-54-3 当科におけるセンチネルリンパ節転移陽性症例の検討
沼津市立病院　外科　佐塚哲太郎

DP-1-54-4 センチネルリンパ節生検を施行し、転移を認めた乳癌症例の検討
金沢大学病院　消化器・腫瘍・再生外科／金沢大学病院　乳腺科　平田　美紀

DP-1-54-5 超音波検査上腋窩リンパ節転移陽性乳癌に対する腋窩リンパ節郭清省略は可能か?
新潟県立中央病院　外科　佐藤　友威

DP-1-54-6 原発乳癌に対する腋窩治療の個別化に向けて
熊本大学医学附属病院　乳腺・内分泌外科　冨口　麻衣

DP-1-54-7 センチネルリンパ節生検陽性乳癌における腋窩郭清省略に向けて
浜松医科大学　外科学第一講座　高塚　大輝

DP-1-54-8 SLN転移状況からのNSLNの転移予測-当院の手術症例からみた検討-
（公財）結核予防会　複十字病院　武田　泰隆

DP-1-54-9 OSNA法による術中ノンセンチネルリンパ節転移予測ノモグラムの当院における後方視野的有用性検証
大阪警察病院　乳腺内分泌外科　下　登志朗

DP-1-54-10 One-step�nucleic�acid�amplification法によるセンチネルリンパ節判定における+Iの頻度と意義に関する検討
北九州市立医療センター　外科　渡邉　雄介

デジタルポスター 55　　DP-1-55　　� 15:20-16:35

オンコプラスティックサージェリー：乳房再建�①
座長：山内　晴明（奈良県総合医療センター　乳腺外科）

DP-1-55-1 全国統計より見た人工物保険収載後の乳房再建の変化�―保険収載がもたらしたもの―
筑波大学　医学医療系　形成外科　関堂　　充

DP-1-55-2 乳がん専門クリニックにおける乳房再建の現状
大阪ブレストクリニック　乳腺外科　榎本　敬恵

DP-1-55-3 オクトパス万能開創器を用いた助手要らずの乳房再建法
京都府立医科大学　形成外科　素輪　善弘

DP-1-55-4 BREAST-Qによる満足度の比較:DTI�vs�一次二期再建
昭和大学形成外科　張　　　卓

DP-1-55-5 MD�Anderson�Cancer�Centerで行われている乳房再建
昭和大学　江東豊洲病院　形成外科　草野　太郎

DP-1-55-6 BREAST-Qによる一次二期乳房再建における患者満足度評価
昭和大学藤が丘病院　大嶋美喜子
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DP-1-55-7 患者主観的評価（BREAST-Q）を用いた乳房再建の貢献度調査
京都府立医科大学　内分泌乳腺外科　金山　益佳

DP-1-55-8 Direct-to-Implantを用いた乳房再建後のQOL評価から分かること-患者の経済的負担に関する検討を交えて-
姫路赤十字病院　大塚　翔子

デジタルポスター 56　　DP-1-56　　� 15:20-16:35

オンコプラスティックサージェリー：乳房再建�②
座長：和田　徳昭（東京歯科大学市川総合病院外科）

DP-1-56-1 自家組織による乳房再建術時の術中体位について当科の工夫
横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科　角田　祐衣

DP-1-56-2 一次二期乳房再建におけるネオベールシートを用いたsling法
岡山大学病院　形成外科　渡部　聡子

DP-1-56-3 一次乳房再建における当院の取り組み
函館五稜郭病院　外科　川岸　涼子

DP-1-56-4 人工物再建におけるvolume�lossへの対策～ Lateral�Fat�Repositioningの評価と実際～
昭和大学　形成外科　宇都宮裕己

DP-1-56-5 トッカーレ（小型組織オキシメーター）を用いたDIEP皮弁のモニタリング
昭和大学江東豊洲病院　形成外科　下山　真実

DP-1-56-6 乳房再建における脂肪注入後の超音波所見
森之宮病院　形成外科　藤原　貴史

DP-1-56-7 当院における内視鏡下皮下乳腺全切除及び脂肪注入による一次乳房再建術�～最小の傷跡を目指して～
横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科　武藤　真由

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 57　　DP-1-57　　� 15:20-16:35

特定の患者、病態別診療�⑤（高齢者乳癌）
座長：枝園　忠彦（岡山大学病院乳腺・内分泌外科）

DP-1-57-1 当院における超高齢者（90歳以上）乳癌手術症例の検討
市立大津市民病院　外科・消化器外科・乳腺外科　洲崎　　聡

DP-1-57-2 当院で施行した超高齢者乳癌患者に対する外科治療の検討
宗像水光会総合病院　外科　岸本　幸也

DP-1-57-3 当院における80歳以上の乳癌手術症例の検討
住友別子病院　小林　一泰

DP-1-57-4 局所麻酔下腫瘍切除を施行した超高齢者乳癌症例の検討
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　外科　加藤　弘明

DP-1-57-5 当院における高齢者乳癌患者手術症例の検討
浜松労災病院　乳腺外科　加賀野井純一

DP-1-57-6 当院における80歳以上の超高齢者乳癌の臨床病理学的検討
岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科　原　　享子
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DP-1-57-7 手術治療を行った初診時80歳以上乳癌82症例の検討
豊川市民病院　乳腺内分泌外科　柄松　章司

DP-1-57-8 当院における75才以上高齢者乳癌手術症例の検討
札幌駅前しきしま乳腺外科クリニック　敷島　裕之

DP-1-57-9 高齢者乳癌（75歳以上）における臨床病理学的および予後に関する検討
くまもと森都総合病院　乳腺センター　奥村　恭博

DP-1-57-10 当院における高齢者乳癌症例の治療検討―手術適応を中心に―
松江生協病院　乳腺科　中島　裕一

DP-1-57-11 高齢乳腺手術患者において理解しやすい全身麻酔説明用媒体はDVDか小冊子か
順天堂大学医学部附属順天堂医院　麻酔科学・ペインクリニック講座　水野　　樹

デジタルポスター 58　　DP-1-58　　� 15:20-16:35

特定の患者、病態別診療�⑥（高齢者乳癌）
座長：板倉　正幸（島根大学医学部附属病院乳腺内分泌外科）

DP-1-58-1 当院で乳癌手術を施行した高齢者乳癌症例の検討
総合病院国保旭中央病院　横田　有美

DP-1-58-2 高齢者（75歳以上）乳癌に対する非手術症例の治療成績
大垣市民病院　外科　伊藤　喜介

DP-1-58-3 手術治療を選択しない乳癌症例の検討
富士市立中央病院　外科　梶本　徹也

DP-1-58-4 当院における高齢者乳癌の治療適応についての検討
誠馨会　千葉メディカルセンター　外科　当間　智子

DP-1-58-5 高齢者乳癌の臨床病理学的特徴
福井赤十字病院　外科　広瀬　由紀

DP-1-58-6 当院におけるStageⅠ-Ⅲ�高齢者乳がんの治療選択と予後について
東京都立多摩総合医療センター　乳腺外科　中田　晴夏

DP-1-58-7 当院における進行・再発乳癌に対する治療の現状
小野田赤十字病院　外科　為佐　路子

DP-1-58-8 当院における80歳以上の高齢者進行再発乳癌の検討
近江八幡市立総合医療センター　外科　門谷　弥生

DP-1-58-9 施設入所、通所中に発見された乳癌症例の検討
一宮西病院　外科　戸崎　　達

DP-1-58-10 高齢者におけるホルモン受容体陰性浸潤性乳癌の周術期化学療法の検討
JA山口県厚生農業協同組合連合会　周東総合病院　外科　上田晃志郎

DP-1-58-11 高齢化の進む中規模都市における年齢別の乳癌病期と治療法の変遷
大和市立病院　乳腺外科　藏並　　勝

DP-1-58-12 高齢化率全国一地域における死因から見た高齢者乳癌診療の在り方
平鹿総合病院　乳腺外科　島田　友幸
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デジタルポスター 59　　DP-1-59　　� 15:20-16:35

薬物療法：HER2陽性①
座長：小野田敏尚（横浜旭中央総合病院乳腺外科）

DP-1-59-1 Pertuzumab+Trastuzumab+Docetaxelで長期間CRを維持しているHER2陽性転移性乳癌の1例
府中病院　外科センター　青松　直撥

DP-1-59-2 抗HER2療法中止後もCR維持のHER2陽性局所再発乳癌の2例
箕面市立病院　外科　山本　　仁

DP-1-59-3 HER2陽性乳癌の術後再発症例の検討
倉敷中央病院　外科　須藤　　萌

DP-1-59-4 当院におけるペルツズマブの使用状況
岡山大学　乳腺内分泌外科　鈴木　陽子

DP-1-59-5 Trastuzumab治療後の再発リスク
大阪労災病院　乳腺外科　小田　直文

DP-1-59-6 当院におけるHER2陽性乳癌の治療成績
静岡県立　静岡がんセンター　乳腺外科　林　　友美

DP-1-59-7 pN0HER2陽性乳癌に対するトラスツズマブ術後補助化学療法の後方視的研究
自治医科大学　消化器・一般外科　倉田　佳彦

DP-1-59-8 HER2陽性乳癌の薬物療法でのアンスラサイクリン系省略の可能性について
帝京大学　医学部　外科　梅本　靖子

DP-1-59-9 HER2タイプの局所進行乳癌術後の無再発患者に対してハーセプチン関連治療はどこまで必要か
医療法人虹樹会　おおえ乳腺クリニック　大江　信哉

DP-1-59-10 異なる抗HER2抗体により薬剤性肺障害の再燃を来した症例
和歌山県立医科大学　呼吸器内科・腫瘍内科　徳留なほみ

デジタルポスター 60　　DP-1-60　　� 15:20-16:35

薬物療法：HER2陽性②
座長：阿部　　元（ベルランド総合病院乳腺センター）

DP-1-60-1 トラスツズマブエムタシンにて長期間SDを維持できた1例
滋賀医科大学　医学部　地域医療教育研究拠点／地域医療機能推進機構滋賀病院　乳腺外科　梅田　朋子

DP-1-60-2 T-DM1耐性のHER2陽性転移性乳癌に対してラパチニブ+カペシタビンが奏功した2症例
浦添総合病院　乳腺センター　蔵下　　要

DP-1-60-3 トラスツズマブ+ペルツズマブ+ドセタキセル療法の後治療としてT-DM1を投与した症例の検討
名古屋市立西部医療センター　乳腺・内分泌外科／名古屋市立大学医学部附属病院　高度医療教育研究センター　杉浦　博士

DP-1-60-4 HER2陽性進行・再発乳癌に対するペルツマブ+トラスツマブ+エリブリン併用療法の検討
東邦大学医療センター大森病院　乳腺内分泌外科　須磨崎　真

DP-1-60-5 ペルツズマブ導入前のHER2陽性乳癌における術後薬物療法の治療成績
一宮市立市民病院　乳腺内分泌外科　中西　賢一

DP-1-60-6 HER2陽性乳癌の補助療法,ペルツズマブの適応�～過去10年の症例から当院での適応を検討する～
埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科　杉浦　良子
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DP-1-60-7 HER2陽性，cStageⅢB及びⅢC乳癌に対してペルツズマブを用いた術前化学療法を行った症例の検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　古波蔵かおり

DP-1-60-8 HER2陽性乳癌に対する術前pertuzumab併用化学療法の検討
東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科　田村　美宝

DP-1-60-9 HER2陽性乳癌に対する周術期化学療法における心毒性についての検討
名古屋大学医学部附属病院　化学療法部／名古屋大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　高野　悠子

DP-1-60-10 高齢者HER2陽性転移乳癌の一次治療における経口抗癌剤の治療成績
佐久総合病院　佐久医療センター　乳腺外科　半田喜美也

デジタルポスター 61　　DP-1-61　　� 15:20-16:35

薬物療法：術前化学療法（レジメン/サブタイプ別）
座長：山下　純男（こくさいじクリニック）

DP-1-61-1 Triple�negative乳癌におけるタキサン系薬剤の治療効果とBRCAness状況についての検討（第2報）
第二川崎幸クリニック　乳腺外科／東京医科大学　乳腺科学分野／川崎幸病院　外科　木村　芙英

DP-1-61-2 NAC後病理学的に腋窩リンパ節転移陰性率をサブタイプ毎に比較検討した結果
東京慈恵会医科大学　外科学講座　乳腺内分泌外科　島田　直子

DP-1-61-3 化療の奏効する乳癌は術前化療を短縮できる!―トリプルネガティブ乳癌（TNBC）に対する短縮化のこころみ
よこはま乳腺・胃腸クリニック　久保内光一

DP-1-61-4 タキサンを先行したnab-PTX�followed�by�FECによる術前化学療法がpCRや予後に及ぼす効果
市立四日市病院　乳腺外科　豊田　千裕

DP-1-61-5 HER2陰性乳癌に対するNab-Paclitaxel�followed�by�FECによる術前化学療法の長期成績
昭和大学　乳腺外科　桑山　隆志

DP-1-61-6 手術可能原発性乳癌に対する術前化学療法としてのEC療法後のnab-paclitaxelの検討（単施設第Ⅱ相試験）
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　山本　　裕

DP-1-61-7 高用量Nab-パクリタキセルと中用量Nab-パクリタキセル+シクロホスファミドを用いた術前化学療法の比較検討
高崎総合医療センター　乳腺内分泌外科　荻野　美里

DP-1-61-8 S-1/Docetaxelによる術前化学療法第II相試験の長期成績
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科　鳥羽　博明

DP-1-61-9 タキサンを先行したnab-PTX�followed�by�FECの治療効果と腫瘍浸潤リンパ球との関連
市立四日市病院　乳腺外科　水野　　豊

デジタルポスター 62　　DP-1-62　　� 15:20-16:35

薬物療法：化学療法④（経口抗癌薬）
座長：永崎栄次郎（東京慈恵会医科大学腫瘍・血液内科）

DP-1-62-1 Thymidine�phosphorylase阻害薬による5FU耐性解除
岐阜大学　医学部　腫瘍外科　森　龍太郎

DP-1-62-2 進行再発乳癌に対するS-1の使用経験
山形大学　医学部　外科学第一講座　小野寺雄二

DP-1-62-3 術前高用量Cyclophosphamideが奏功したstageIV乳癌の治療経験
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科／相模原協同病院　乳腺外科　禹　有佳里
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DP-1-62-4 進行再発乳癌に対するlow�dose�XC療法の検討
香川県立中央病院　乳腺・内分泌外科　小笠原　豊

DP-1-62-5 進行再発乳癌におけるXC療法の使用経験
岡山中央病院　乳腺外科／セントラルクリニック伊島　乳腺外科　今田　孝子

DP-1-62-6 再発転移乳癌に対するエリブリン後のカペシタビン投与は有効か?
山口県立総合医療センター　佐藤　陽子

DP-1-62-7 進行・再発乳癌におけるTS-1の位置づけ
獨協医科大学埼玉医療センター　乳腺センター　小島　誠人

DP-1-62-8 手術不能又は再発乳癌に対するTS-1とCyclophosphamide逐次療法の第Ⅱ相臨床試験に関する研究
群馬大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　矢内　恵子

デジタルポスター 63　　DP-1-63　　� 15:20-16:35

症例報告：外科治療�③
座長：小西寿一郎（独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院　乳腺センター）

DP-1-63-1 乳腺�solid�papillary�carcinomaの1例
千早病院　奥村　幹夫

DP-1-63-2 非浸潤性乳管癌を合併した乳腺腺筋上皮腫の1例
川崎市立川崎病院　外科　塩味　慶子

DP-1-63-3 葉状腫瘍に対する切除範囲の検討
新宿ブレストセンター　クサマクリニック　日馬　幹弘

DP-1-63-4 仰臥位MRIガイド下乳房部分切除術により断端陰性を得られた乳腺線維腫症の1例
千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科　升田　貴仁

DP-1-63-5 卵巣癌乳房転移の1例
山口県立総合医療センター　外科　藤井　雅和

DP-1-63-6 感染性心内膜炎，心不全，腫瘍潰瘍を伴う病期4乳癌に対して，乳房切除後弁置換術を施行し救命した1症例
沖縄県立南部医療センター　上田　　真

DP-1-63-7 乳癌術後の肺転移を切除した6例
市立奈良病院　乳腺外科　松井　千里

DP-1-63-8 ER陽性HER2陰性進行乳癌切除5年後の孤立性肝転移に対し肝切除を行った1例
小倉記念病院　外科　佐伯　俊宏

DP-1-63-9 乳癌肝転移に対して化学療法後に肝切除を施行しpCRを確認し得た1例
大和高田市立病院　外科　加藤　達史

デジタルポスター 64　　DP-1-64　　� 15:20-16:35

症例報告：外科治療�④
座長：原　由起子（日本大学板橋病院乳腺内分泌外科）

DP-1-64-1 センチネルリンパ節生検を施行した左腋窩副乳癌の1例
社会医療法人　生長会　府中病院　外科センター　辻尾　　元

DP-1-64-2 初潮を契機に急速に増大した13歳若年性線維腺腫の一例
ジャパン・メディカル・アライアンス　東埼玉総合病院　乳腺・内分泌外科　竹元　伸之
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DP-1-64-3 乳房部分切除術後10日目に発症した術後出血の1例
斗南病院　呼吸器・乳腺外科　川田　将也

DP-1-64-4 長期薬物療法後に原発巣切除を施行したER陽性HER2陰性進行乳癌の2症例
社会保険田川病院　外科　高橋　龍司

DP-1-64-5 乳腺Fibromatosis-like�metaplastic�carcinomaの1例
独立行政法人　国立病院機構　東広島医療センター　梶川隆治郎

DP-1-64-6 広範なDCISに対する乳房切除術後の胸壁皮下に局所再発を来した一例
名古屋第一赤十字病院　乳腺内分泌外科　浅井真理子

DP-1-64-7 自家組織再建乳房筋皮弁内にびまん性再発を来たした早期乳癌の1例
医療法人社団　藤聖会　富山西総合病院　乳腺外科　江嵐　充治

DP-1-64-8 乳癌術後26年目に局所再発を来たし胸壁合併切除と広背筋皮弁による胸壁再建を行った1例
鳥取大学医学部附属病院　胸部外科診療科群　乳腺内分泌外科　加藤　　彩

DP-1-64-9 乳癌術後8か月で肝転移再発を認め、腹腔鏡下肝部分切除術を施行した1例
兵庫県立西宮病院　乳腺外科　島田菜津美

DP-1-64-10 乳癌術後の上肢リンパ浮腫に対してリンパ管静脈吻合術（LVA）を施行した2症例
国家公務員共済組合連合会　東北公済病院　乳腺外科　山崎あすみ

デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 65　　DP-1-65　　� 16:35-17:45

基礎3：浸潤・転移
座長：横山　　正（日本医科大学多摩永山病院　消化器外科・乳腺外科・一般外科）

DP-1-65-1 浸潤性乳管癌におけるLRP1B細胞内領域核移行と臨床病理学的意義の検討
岐阜大学　医学部　腫瘍外科　浅野　好美

DP-1-65-2 HER2陰性乳癌における転移巣での上皮間葉転換の検討
国立病院機構　小倉医療センター　外科　轟木　秀一

DP-1-65-3 乳癌においてVEGFはNRP1/ARHGAP17/Cdc42のネットワークを通じてfilopodia形成を促進しmigrationを誘導する
国立病院機構　姫路医療センター　乳腺外科／京都大学大学院医学研究科　乳腺外科学講座　木曾末厘乃

DP-1-65-4 乳癌細胞運動能に関わる14-3-3�γの重要性
広島大学　大学院　医歯薬保健学研究科　放射線医科学講座腫瘍外科　平岡恵美子

DP-1-65-5 ATACseq法を用いたエピゲノム解析による乳癌層別化の試み
がん研究会　がん研究所　がんエピゲノムプロジェクト　丸山　玲緒

DP-1-65-6 トリプルネガティブ乳癌の悪性形質進展にかかわる代謝調整機構の解明
大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科　浅野　有香

DP-1-65-7 乳癌組織の形態学的スコアによるBRCA1遺伝子プロモーター領域DNAメチル化の予測
東京大学　医学部附属病院　乳腺内分泌外科　森園亜里紗

DP-1-65-8 乳癌における癌精巣抗原遺伝子のエピゲノム異常
国立病院機構　東広島医療センター　外科　宮本　和明
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DP-1-65-9 乳癌におけるMesothelinおよびCA125発現の臨床的意義に関する検討
防衛医科大学校　外科学講座　永生　高広

DP-1-65-10 HER2陽性乳癌細胞の血管擬態を阻害する薬剤とその作用機序の検討
大阪大学大学院　医学系研究科　乳腺・内分泌外科　堀　　亜実

デジタルポスター 66　　DP-1-66　　� 16:35-17:45

検診3：総合判定
座長：唐木　芳昭（相澤病院　健康センター）

DP-1-66-1 地域医療機関における視触診廃止後の乳癌検診の実態
上原医院　乳腺科　上原　正弘

DP-1-66-2 当院における視触診廃止による任意型検診の現状
大阪府済生会吹田病院　乳腺外科　佐藤七夕子

DP-1-66-3 検診マンモグラフィで石灰化を指摘され、要精査となった症例の検討
藤枝市立総合病院　乳腺外科　瀧　由美子

DP-1-66-4 MMGカテゴリー3（C3）良性石灰化と年齢との関連性について
海老名総合病院サポートクリニック　岡本　隆英

DP-1-66-5 C-3石灰化における乳癌リスクと精度管理
たけべ乳腺外科クリニック　新井　貴士

DP-1-66-6 当院におけるFADによる検診精査症例の検討
東京都保健医療公社　多摩北部医療センター　外科　小嶌　智美

DP-1-66-7 当院における宝塚市乳がん検診について－総合判定を行って－
こくふブレストクリニック　国府　育央

DP-1-66-8 当院におけるMMG、US併用検診の成績と課題
大分県厚生連鶴見病院　末廣　修治

DP-1-66-9 当地区における対策型乳癌検診�条件付き超音波検査併用・総合判定方式導入の前と後
石巻市医師会　付属健康センター　木村　　薫

デジタルポスター 67　　DP-1-67　　� 16:35-17:45

画像診断8：US�③
座長：角川陽一郎（仙台赤十字病院　外科）

DP-1-67-1 乳房超音波装置の画質評価の基準作成についての検討
河北総合病院　乳腺外科／日本乳がん検診精度管理中央機構施設　画像評価委員会　超音波部門　安田　秀光

DP-1-67-2 トリプルネガティブ乳癌、HER2陽性乳癌における術前化学療法後の超音波検査によるpCR評価について
聖路加国際病院　ブレストセンター　越智　友洋

DP-1-67-3 当科における超音波fusion技術を応用した乳房MRI-detected�lesion検出への取り組み
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　中野　正吾

DP-1-67-4 乳癌術後症例に対する乳房自動超音波検査の経験
コミュニティーホスピタル甲賀病院／国際医療福祉大学　市川病院　乳腺・甲状腺外科　金澤　真作

DP-1-67-5 乳房造影超音波検査による乳癌術前化学療法の病理学的奏効正診率の検討
市立ひらかた病院　乳腺・内分泌外科　藤岡　大也
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DP-1-67-6 造影超音波検査の時間輝度曲線解析による乳癌の病理学的悪性度予測
江別市立病院　外科・乳腺外科　角谷　昌俊

DP-1-67-7 良悪性診断を念頭においた乳腺造影超音波検査所見～ TIC解析での比較～
札幌禎心会病院　乳腺外科／札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学　中津川智子

DP-1-67-8 ソナゾイド造影超音波における乳癌の染影パターンと病理学的因子の検討
愛媛大学　医学部　附属病院　乳腺センター　日下部恵梨菜

DP-1-67-9 乳癌術前広がり診断における造影超音波とBモード超音波、病理組織学的最大径の比較（Evergreen試験）
県立広島病院　消化器・乳腺外科　野間　　翠

デジタルポスター 68　　DP-1-68　　� 16:35-17:45

画像診断9：MRI�③
座長：首藤　昭彦（国立がん研究センター中央病院）

DP-1-68-1 非触知石灰化病変で発見された乳腺病変と乳房造影MRIの検討
旭川医科大学　呼吸器・乳腺疾患センター　安田　俊輔

DP-1-68-2 Amorphous�grouped�calcificationsの良悪性鑑別におけるMRIの有用性評価
がん研究会有明病院　画像診断部　菊池　真理

DP-1-68-3 TE挿入またはDIEP�flap再建による乳房一次再建術で断端陽性となった症例のMRI所見の特徴
京都府立医科大学大学院　放射線診断治療学　喜馬　真希

DP-1-68-4 MRI�non�mass病変に対しUS/MRI�fusionモダリティ術前マーキングによる部分切除術断端陽性率減少への工夫
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　安藤　孝人

DP-1-68-5 乳腺MRI撮影に使用するMMG・USレポート作成の取り組み
済生会滋賀県病院　鰐部亜砂子

DP-1-68-6 Dynamic�Contrast-Enhanced�Breast�MRI�examinations:�What�surgeons�or�oncologists�need�to�know
QueenElizabethHospitalHONGKONG,HongKong　Janet�Wing-chong�Wai

DP-1-68-7 原発乳癌における初診時スクリーニング検査としてのDWIBS法の有用性
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　島　　あや

DP-1-68-8 乳房専用PETの集積に対する造影MRI所見
京都大学　医学部附属病院　放射線部／京都大学大学院　医学研究科　放射線医学講座（画像診断学・核医学）　片岡　正子

DP-1-68-9 術前に施行した乳房MRI、乳房専用PETで指摘された副病変についての検討
広島大学病院　乳腺外科　末岡　智志

DP-1-68-10 乳癌転移診断における全身拡散強調画像（DWIBS法）と全身PETとの対比
聖マリアンナ医科大学附属研究所　ブレスト＆イメージング先端医療センター附属クリニック　放射線科　則武　睦未

デジタルポスター 69　　DP-1-69　　� 16:35-17:45

外科治療：センチネルリンパ節生検�③
座長：鈴木　明彦（鈴木外科胃腸科医院外科）

DP-1-69-1 対側腋窩にセカンドセンチネルリンパ節を認めた乳房内再発の1例
鹿児島市立病院　乳腺外科／鹿児島大学病院　消化器・乳腺甲状腺外科　江口　裕可

DP-1-69-2 乳癌部分切除後の残存乳房再発に対し、センチネルリンパ節生検を施行した症例の検討
桑名市総合医療センター　外科　小西　尚巳
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DP-1-69-3 乳癌にて腋窩に対する2回目の手術としてのセンチネルリンパ節生検の経験
佐久総合病院　佐久医療センター　乳腺外科　石毛　広雪

DP-1-69-4 センチネルリンパ節生検（SNB）における術中の触診によるリンパ節摘出は必要か?
金沢医科大学　乳腺・内分泌外科　森岡　絵美

DP-1-69-5 手術可能な臨床的リンパ節転移陰性浸潤性乳癌に対して腋窩無治療であった症例の特徴と予後
東京歯科大学市川総合病院　外科　和田　徳昭

DP-1-69-6 腫瘍径3cm以下cN0の乳がんにおいて多発腋窩リンパ節転移を来した症例の検討
社会医療法人　愛仁会　高槻病院　乳腺外科　下山　京子

DP-1-69-7 clinicalN0およびN+症例で高度リンパ節転移を認めた乳癌症例の検討
大阪市立総合医療センター　乳腺外科　亀井　佑梨

DP-1-69-8 当院におけるNAC後cN+→cN0症例に対するセンチネルリンパ節生検の検討
東京医科大学　乳腺科学分野　宮原　か奈

DP-1-69-9 浸潤性小葉癌は、ACOSOG�Z011に準じたNCCNガイドラインによる腋窩リンパ節マネージメントにフィットしない
群馬県立がんセンター　乳腺科　宮本　健志

DP-1-69-10 cN0pN0（sn）郭清省略後の腋窩リンパ節再発症例の予後はcN0pN1（sn）郭清症例と同等か
がん研究会有明病院　乳腺センター　乳腺外科　荻谷　朗子

デジタルポスター 70　　DP-1-70　　� 16:35-17:45

外科治療：センチネルリンパ節生検�④
座長：神尾　孝子（東京女子医科大学乳腺・内分泌外科）

DP-1-70-1 術前化学療法施行例における腋窩リンパ節転移検索
にゅうわ会　及川病院　久松　和史

DP-1-70-2 当院における術前化学療法後腋窩リンパ節郭清症例の現状～腋窩リンパ節郭清省略にむけて～
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　田雜　瑞穂

DP-1-70-3 FNAでリンパ節転移を確認したcN1（f）乳癌症例における術前化学療法後の腋窩リンパ節転移状況に関する検討
栃木県立がんセンター　乳腺外科　安藤　二郎

DP-1-70-4 当院の術前化学療法施行例に対するセンチネルリンパ節生検の成績
北福島医療センター　乳腺疾患センター　安田　満彦

DP-1-70-5 術前化学療法後にセンチネルリンパ節生検を施行した症例における長期予後の検討
国立がん研究センター　中央病院　乳腺外科　村田　　健

DP-1-70-6 cN0症例における術前化学療法後の腋窩リンパ節転移状況及び関連する臨床病理学的因子の検討
聖マリアンナ医科大学　乳腺内分泌外科　小島　康幸

DP-1-70-7 ER（-）HER2（+）,ER（-）HER2（-）cN0乳癌での術前薬物療法施行例におけるセンチネルリンパ節生検省略の検討
国立病院機構大阪医療センター　外科・乳腺外科　八十島宏行

DP-1-70-8 術前化学療法前腋窩リンパ節転移陰性乳癌症例におけるセンチネルリンパ節生検省略の可能性の検討
自治医科大学附属病院　乳腺科　宮崎千絵子

DP-1-70-9 cN0症例に対するNAC後腋窩手術の省略について
昭和大学　医学部　乳腺外科　殿内　祐美
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DP-1-70-10 臨床的腋窩リンパ節転移陽性（cN+）乳癌であっても術前薬物療法と照射の併用により腋窩郭清を省略できる
大船中央病院　乳腺センター　大渕　　徹

DP-1-70-11 LevelⅠ領域以外のセンチネルリンパ節偽陰性例に対するapproach
大阪市立総合医療センター　乳腺外科　渡部　智加

デジタルポスター 71　　DP-1-71　　� 16:35-17:45

オンコプラスティックサージェリー：乳房再建�③
座長：野木　裕子（東京慈恵会医科大学乳腺・内分泌外科）

DP-1-71-1 乳癌一次再建症例における切除乳腺の臨床・組織学的検討
日産厚生会玉川病院　外科　大石　陽子

DP-1-71-2 乳房一次再建症例の整容性向上を目指して�～腫瘍皮膚近接を伴うNSM施行症例における直上皮膚温存の可能性～
神鋼記念病院　乳腺科　松本　　元

DP-1-71-3 乳癌腋窩リンパ節転移陽性者に対する乳房一次再建症例の検討
東京医科歯科大学　乳腺外科　小田　剛史

DP-1-71-4 リンパ節転移陽性4個以上の乳癌に対する乳房一次再建症例の検討
長野市民病院　呼吸器外科・乳腺外科　西村　秀紀

DP-1-71-5 インプラント乳房再建後の胸壁局所や遠隔再発の6症例に対する治療選択
康生会　武田病院　乳腺外科・形成外科　松谷　崇弘

DP-1-71-6 乳房切除後乳房再建における自家脂肪注入と局所再発についての検討
帝京大学　医学部　形成・口腔顎顔面外科　堂後　京子

DP-1-71-7 一次再建術後の皮膚局所再発症例についての検討
愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　片岡　愛弓

DP-1-71-8 当院における皮下乳腺全摘同時再建術後における局所再発症例の検討
日本赤十字社医療センター　乳腺外科　米田　央后

DP-1-71-9 乳房全切除後一次乳房再建例における，腋窩リンパ節再発症例の検討
東北公済病院　乳腺治療再建センター　乳腺外科　平川　　久

デジタルポスター 72　　DP-1-72　　� 16:35-17:45

チーム医療：医療連携
座長：大住　省三（国立病院機構　四国がんセンター　乳腺科）

DP-1-72-1 専門医の少ない地方都市での乳腺クリニックの役割
公津の杜メディカルクリニック　鈴木ティベリュウ・浩志

DP-1-72-2 TBCで知り合った地域基幹病院との乳癌手術連携の試み
堀メディカルクリニック　堀　　文子

DP-1-72-3 新潟県における乳腺専門クリニック開設の意義―診療連携は機能しているか?―
まきの乳腺クリニック　牧野　春彦

DP-1-72-4 診療所から見た乳癌術後地域連携パスについて
せとかいどう花井クリニック　花井　雅志

DP-1-72-5 乳がん地域連携パスを用いた診療所内科医とのチーム医療の構築
松江赤十字病院　乳腺外科　曳野　　肇
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DP-1-72-6 地方都市における乳がん地域連携クリティカルパスの更なる発展のために～患者アンケートをもとに～
こやま乳腺・甲状腺クリニック　小山　　洋

DP-1-72-7 専門クリニックにおける転移性乳癌に対する病院等との治療連携
札幌ことに乳腺クリニック　増岡　秀次

DP-1-72-8 乳がん多発脊椎転移の患者さん�寝たきりからの脱出�～当院並びに関連施設全体での取り組みについて～
独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院　乳腺センター　田中　規幹

DP-1-72-9 進行・再発乳癌患者の終末期医療と地域連携
前橋赤十字病院　乳腺内分泌外科　池田　文広

DP-1-72-10 進行再発乳がんの終末期医療への適確な医療連携
千葉県がんセンター　乳腺外科　吉住　有人

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 73　　DP-1-73　　� 16:35-17:45

チーム医療：サポーティブケア�①
座長：北田　正博（旭川医科大学外科学講座　呼吸器乳腺外科）

DP-1-73-1 乳癌腋窩郭清患者における上肢リンパ浮腫の検討-�Cranial�Collectorと術後補助療法との関連性に着目して�-
大阪市立総合医療センター　乳腺外科　池田　克実

DP-1-73-2 乳癌術後リンパ浮腫対応の現状とAxillary�Reverse�Mappingの有用性について
JCHO埼玉メディカルセンター　乳腺外科　櫻井　孝志

DP-1-73-3 当院におけるリンパ浮腫外来の開設と現状、今後の課題
和歌山県立医科大学　外科学第一講座／和歌山県立医科大学附属病院　リンパ浮腫外来　青石　裕香

DP-1-73-4 乳癌術後リンパ浮腫に対する診療体制に関する検討
磐田市立総合病院　呼吸器乳腺外科　乳腺外科　伊藤　　靖

DP-1-73-5 乳がんサバイバーへのリンパ浮腫予防意識調査
香川乳腺クリニック　香川　直樹

DP-1-73-6 より効果的な患者指導にむけた、乳癌術後リンパ浮腫の発症因子の検討
山梨大学　医学部　第1外科　木村亜矢子

DP-1-73-7 病棟から外来へつなぐ、個別化リンパ浮腫予防指導の取り組み
広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院　看護部　中上小百合

DP-1-73-8 病棟看護師によるリンパ浮腫指導の現状と効果的な指導への取り組み～パンフレットの改訂と勉強会を試みて～
社会医療法人　敬愛会　中頭病院　金城　綾子

DP-1-73-9 リンパ浮腫発症からケア開始までの期間がケアの効果に及ぼす影響
名古屋市立大学病院　看護部　宮田　公子

DP-1-73-10 当院におけるタキサン系薬剤のリンパ浮腫発生リスク因子としての検討
栃木県立がんセンター　乳腺外科　竹前　　大
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デジタルポスター 74　　DP-1-74　　� 16:35-17:45

予後：効果予測�④�サロゲート
座長：櫻井　健一（日本大学医学部附属板橋病院　乳腺内分泌外科）

DP-1-74-1 HER2陽性DCISにおけるTumor�Infiltrating�Lymphocytesの検討
東京慈恵会医科大学附属柏病院　神尾麻紀子

DP-1-74-2 針生検検体と手術検体における腫瘍浸潤リンパ球（TILs）、CD4/CD8陽性リンパ球の一致率・相関性の検討
岡山大学　乳腺・内分泌外科　突沖　貴宏

DP-1-74-3 閉経後乳癌周術期化学療法施行症例における治療前NLRの化学療法効果予測因子としての有用性
独立行政法人　国立病院機構　九州がんセンター　乳腺科　伊地知秀樹

DP-1-74-4 乳癌化学療法先行例における血清ビタミンD濃度と病理学的完全奏効、予後の関連
九州がんセンター　乳腺科　増田　隆伸

DP-1-74-5 分子バーコードシークエンスによる乳癌患者血漿DNAのESR1変異の高感度網羅的解析
大阪大学大学院　医学部医学系研究科　乳腺内分泌外科学　増永　奈苗

DP-1-74-6 当院におけるがん遺伝子パネル検査-PleSSision-の実践
慶應義塾大学　一般・消化器外科　菊池　雅之

DP-1-74-7 早期乳癌患者のctDNAにおけるPIK3CA遺伝子変異の検出と予後についての検討
東京大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科／東京大学医科学研究所　人癌病因遺伝子分野　佐藤　綾花

DP-1-74-8 原発巣/転移巣の変異情報を必要としないUnbiased�Sequencing技術を用いた乳癌のリキッドバイオプシー研究
にゅうわ会及川病院　乳腺外科／長崎大学　腫瘍外科／DepartmentofGeneticsMDAndersonCancerCenter　及川　将弘

DP-1-74-9 乳癌におけるNGSパネルを用いた循環腫瘍DNAの包括的遺伝子型判定
国立がん研究センター　研究所　分子薬理研究分野　林　　光博

デジタルポスター 75　　DP-1-75　　� 16:35-17:45

予後：効果予測�⑤�サロゲート
座長：松浦　一生（埼玉医科大学国際医療センター乳腺腫瘍科）

DP-1-75-1 ER陽性乳癌を対象としたPAM50分類による化学療法感受性の予測
大阪大学　乳腺内分泌外科　大学院　大原　亜子

DP-1-75-2 当院におけるフルベストラント使用症例のNLRと治療効果の検討
兵庫医科大学病院　乳腺内分泌外科　佐田　篤史

DP-1-75-3 乳癌再発時における好中球・リンパ球比と転移巣の腫瘍浸潤リンパ球に関する検討
がん研究会有明病院　総合腫瘍科　小野麻紀子

DP-1-75-4 Non-luminal�type�乳がんにおける術前化学療法のpCR症例の局所に残存する樹状細胞の発現と予後に関する検討
東京医科大学病院　乳腺科学分野　川井　沙織

DP-1-75-5 乳癌FFPE検体を用いたSNP�array及びNGSによる遺伝子コピー異常の解析
大阪大学大学院　医学部医学系研究科　乳腺内分泌外科学　大井　　香

DP-1-75-6 乳癌患者の治療選択におけるがんゲノム検査の有用性の検討
東京医科歯科大学　乳腺外科　熊木　裕一

DP-1-75-7 乳癌におけるPD-L1発現機構
山梨大学　医学部　外科学講座第一教室／福島県立医科大学　消化管外科学講座　中山　裕子
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DP-1-75-8 原発性乳癌におけるProgrammed�death-ligand�1�（PD-L1）発現と免疫細胞の解析
三重大学医学部附属病院　腫瘍内科　齋藤佳菜子

デジタルポスター 76　　DP-1-76　　� 16:35-17:45

予後：効果予測�⑥�予後予測ツール
座長：増野浩二郎（大分県立病院外科）

DP-1-76-1 Oncotype�DXを用いた治療方針決定の妥当性について
国家公務員共済組合連合会　東京共済病院　乳腺科　浅川　英輝

DP-1-76-2 オンコタイプDxによるリスク評価と術後薬物療法の検討
昭和大学　乳腺外科　橋本梨佳子

DP-1-76-3 当院におけるOncotype�DXを施行された56例の後方視的検討
亀田総合病院　乳腺科　春山優理恵

DP-1-76-4 ホルモン受容体陽性乳癌における当施設でのOncotype�DX検査施行症例の検討
埼玉県立がんセンター　乳腺外科　戸塚　勝理

DP-1-76-5 Oncotype�DX施行例におけるリンパ節転移陽性患者の予後
昭和大学藤が丘病院　乳腺外科／昭和大学病院　乳腺外科　金田　陽子

DP-1-76-6 当院におけるOncotype�DX検査で中間リスクとなった患者についての検討
久留米大学　医学部　外科学講座　執行ひろな

DP-1-76-7 Online�tool�"PREDICT"による乳癌予後予測の妥当性の検討
鳥取赤十字病院　外科　山口　由美

DP-1-76-8 Oncotype�Dxの予後予測はwebベース予後予測数理モデルの結果から予測可能か?
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　岩谷　胤生

DP-1-76-9 Curebest95GCの使用経験
にゅうわ会　及川病院　乳腺外科　榎本　康子

DP-1-76-10 当院症例のCurebest�95GC�Breastと21GC�recurrence�scoreに関する検討
那覇西クリニック　鎌田　義彦

デジタルポスター 77　　DP-1-77　　� 16:35-17:45

薬物療法：術前化学療法（HER2陽性）
座長：笠川　隆玄（千葉労災病院外科）

DP-1-77-1 術前化学療法を行ったHER2陽性乳がん症例の検討
徳島市民病院　外科　日野　直樹

DP-1-77-2 HER2陽性手術不能乳癌患者を対象とした術前Pertuzumab+Trastuzumab+Docetaxel併用化学療法の使用経験
高崎総合医療センター　乳腺内分泌外科　高他　大輔

DP-1-77-3 HER2陽性乳癌に対する術前抗HER2療法におけるPertuzumab併用の適応症例に関する検討
東京逓信病院　第一外科（乳腺センター）　西村　　基

DP-1-77-4 術前化学療法にトラスツズマブとパクリタキセルを用いてpCRが得られた症例の長期予後
大船中央病院　乳腺センター　小野　正人

DP-1-77-5 当院におけるHER2陽性乳癌に対する術前化学療法の効果予測の検討
独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　外科　岩田　侑子
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DP-1-77-6 HER�type乳癌に対する術前化学療法の治療成績に関する検討;which�taxan�is�better?
日本海総合病院　乳腺外科　天野　吾郎

DP-1-77-7 HER2陽性乳癌周術期治療の検討
北海道がんセンター　乳腺外科　山本　　貢

DP-1-77-8 Pure-HER2乳癌に対するnab-paclitaxel+trastuzumabによる術前化学療法第II相試験
国立病院機構　大阪南医療センター　乳腺外科　田中　　覚

DP-1-77-9 ペルツズマブを用いた術前化学治療24例におけるアウトカムと心毒性の検討
姫路赤十字病院　乳腺外科　渡辺　直樹

デジタルポスター 78　　DP-1-78　　� 16:35-17:45

薬物療法：術後ホルモン療法（有害事象）
座長：榎本　克久（日本大学医学部附属板橋病院乳腺内分泌外科）

DP-1-78-1 術後タモキシフェンが婦人科臓器および血清E2値へ与える影響
いまむらウィミンズクリニック　産婦人科／乳腺外科　渡海由貴子

DP-1-78-2 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に関する日本産婦人科学会アンケート調査
金沢医科大学　乳腺・内分泌外科　井口　雅史

DP-1-78-3 乳癌術後補助内分泌療法中に内分泌療法を副作用により変更した症例に関する検討
名古屋大学　医学部　附属病院　乳腺・内分泌外科　武内　　大

DP-1-78-4 アロマターゼ阻害剤を5年間投与した患者の骨密度変化
公立学校共済組合　近畿中央病院　松本　　崇

DP-1-78-5 アロマターゼ阻害薬による骨粗鬆症を予防するために�―ビスフォスネート投薬の適応と不応例から考える―
東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科／東京慈恵会医科大学　呼吸器・乳腺・内分泌外科　浮池　　梓

DP-1-78-6 閉経後乳癌患者における術後内分泌療法治療中の骨密度の変化と治療効果
大手前病院　外科　新田　佳苗

DP-1-78-7 アロマターゼ阻害薬投与患者に対する年1回ゾレドロン酸点滴静注製剤の使用経験
茅ヶ崎市立病院　乳腺外科／横浜市立　みなと赤十字病院　乳腺外科／済生会横浜市　南部病院　外科　嶋田　和博

DP-1-78-8 術後補助内分泌療法におけるHR-pQCT�（High�Resolution�peripheral�Quantitative�CT）による骨微細構造解析
長崎大学大学院　移植・消化器外科　久芳さやか

DP-1-78-9 FIB-4�indexを用いた乳癌内分泌治療後遺症としての肝障害予測
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　甲斐　昌也

デジタルポスター 79　　DP-1-79　　� 16:35-17:45

症例報告：臨床経過・病態�①
座長：永橋　昌幸（新潟大学医歯学総合病院消化器・乳腺内分泌外科）

DP-1-79-1 上大静脈症候群を契機に診断された乳癌の再発の1例
大阪はびきの医療センター　乳腺外科　久保田倫代

DP-1-79-2 多臓器転移を有するStageIV乳癌の集学的治療により、脳転移・髄膜播種出現後もQOLを維持した長期生存の1例
長岡中央綜合病院　外科　長谷川　潤

DP-1-79-3 急速に状態悪化を来した乳癌骨髄転移の1症例
富山市立富山まちなか病院　外科　大上　英夫
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DP-1-79-4 急速な増大傾向を示し発見された紡錘細胞癌の一例
京都市立病院　乳腺外科　西村　祥子

DP-1-79-5 妊娠期HER2陽性乳癌の一例
宮崎県立宮崎病院　外科　牧野　裕子

DP-1-79-6 異時性両側乳癌の診断中に偶然発見された肉芽腫性悪性腹膜中皮腫の1例
独立行政法人　国立病院機構　金沢医療センター　外科　宗本　将義

DP-1-79-7 乳癌治療中に発症した脳静脈洞血栓症の2例
諏訪赤十字病院　乳腺・内分泌外科　岡田　敏宏

DP-1-79-8 集学的治療にて10年以上生存を得られたHER2陽性乳癌脳転移の2例
大阪警察病院　安野　佳奈

DP-1-79-9 胆嚢炎を契機に発見された乳腺浸潤性小葉癌腹膜播種再発の1例
高知赤十字病院　外科　行重佐和香

DP-1-79-10 緊急除圧術によって両下肢麻痺が改善した乳癌多発脊椎転移の1例
岡山医療センター　秋山　一郎

デジタルポスター 80　　DP-1-80　　� 16:35-17:45

症例報告：病理診断�①
座長：宮良球一郎（宮良クリニック）

DP-1-80-1 術後5年目に孤立性肺転移を認めた乳腺アポクリン癌の1例
一般財団法人津山慈風会　津山中央病院　外科　青山　克幸

DP-1-80-2 Fibromatosis-like�metaplastic�carcinomaの一例
赤心堂病院　乳腺科　黒田　　徹

DP-1-80-3 乳癌との鑑別が困難であったセンチネルリンパ節にITCを有した乳管腺腫の1例
福島県立医科大学　医学部　乳腺外化学講座／坂下厚生病院　外科　阿部　貞彦

DP-1-80-4 同時性両側性神経内分泌型非浸潤性乳管癌の1例
福島県立医科大学　乳腺外科学講座　佐藤　孝洋

DP-1-80-5 充実型浸潤性乳管癌と浸潤性小葉癌の衝突癌の1例
鹿児島市立病院　乳腺外科　林　　直樹

DP-1-80-6 外科的生検で診断確定に至った紡錘細胞癌の一例
泉大津市立病院　外科　本田麻里子

DP-1-80-7 破骨細胞様巨細胞を伴った乳癌の1例
順天堂大学　医学部附属　静岡病院　加藤　永記

DP-1-80-8 Invasive�papillary�carcinomaが疑われた乳頭状構造を呈する浸潤癌の1例
大阪国際がんセンター　病理診断科　中村ハルミ

DP-1-80-9 診断に苦慮した被包型乳頭癌（Encapsulated�papillary�carcinoma）の1例
足利赤十字病院　外科　鈴木　佳透
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デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 81　　DP-2-81　　� 9:00-10:10

基礎4：薬物耐性・感受性
座長：安藝　史典（伊藤外科乳腺クリニック乳腺外科）

DP-2-81-1 PI3K-mTOR経路阻害薬はERが陰転化した内分泌療法耐性乳癌細胞株の抗エストロゲン薬の感受性を回復させる
東北大学大学院　医学系研究科　分子機能解析学分野／福島県立医科大学　医学部　腫瘍内科　徳田　恵美

DP-2-81-2 エストロゲンレセプター陽性乳癌の発癌過程におけるWnt5a発現の意義
広島大学病院乳腺外科　角舎　学行

DP-2-81-3 CDK4/6阻害剤の薬剤による耐性メカニズムの相違点の検討
東北大学大学院医学系研究科　分子機能解析学分野／東北大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科　飯田　雅史

DP-2-81-4 乳癌術前化学療法によるがん代謝の変化と治療標的の可能性
東北大学　医学部　乳腺・内分泌外科　佐藤　未来

DP-2-81-5 HER2陽性乳癌細胞株における抗HER3抗体パトリツマブと抗HER2抗体トラスツズマブ/ペルツズマブの3剤併用治療
近畿大学　医学部　内科学講座　腫瘍内科部門　渡邉　諭美

DP-2-81-6 microRNAによるエリブリン抗腫瘍効果機構の解明
市立ひらかた病院　乳腺外科　寺沢　理沙

DP-2-81-7 トリプルネガティブ乳癌におけるPLK1阻害の治療的有用性
東京医科大学病院　乳腺科　上田　亜衣

DP-2-81-8 GemcitabineとPARP-1阻害剤併用におけるBRCA1変異とmicro�RNAの変化
亀田総合病院　乳腺センター　角田ゆう子

DP-2-81-9 トラスツズマブ�エムタンシン耐性後の治療法検討
中外製薬株式会社　メディカルアフェアーズ本部　プロダクトリサーチ部　山下　依子

DP-2-81-10 エストロゲン受容体陽性進行再発乳癌治療薬への耐性獲得後の上皮間葉転換及び癌幹細胞性形質変化
東北大学大学院医学系研究科　分子機能解析学分野　宮本　若葉

DP-2-81-11 ゲノム解析を用いた乳癌におけるタキサン抵抗性機序の解明
名古屋市立大学　大学院医学研究科　乳腺外科学　遠藤　友美

デジタルポスター 82　　DP-2-82　　� 9:00-10:10

検診4：プロセス
座長：中野　聡子（川口市立医療センター　乳腺外科）

DP-2-82-1 非検診における中間期乳癌の検討
歌田乳腺・胃腸クリニック／西部総合病院　外科　歌田　貴仁

DP-2-82-2 当院における中間期乳癌の現状と対策
乳腺クリニック・道後　井上　博道

DP-2-82-3 読影経験年数の違いによる検診マンモグラフィの判定不一致症例に関する検討
豊田厚生病院　外科　大西　　桜

DP-2-82-4 検診実施施設間のプロセス指標のばらつきが検診成績に及ぼす影響
さきたクリニック／西宮市医師会　先田　　功
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DP-2-82-5 若年者におけるマンモグラフィー検診についての考察
神戸アーバン乳腺クリニック　乳腺外科／岡本クリニック　乳腺科／岡本乳腺クリニック　鶴原　知子

DP-2-82-6 40歳未満の乳癌検診は必要か
金沢メディカルステーション　ヴィーク　乳腺科　横山　浩一

DP-2-82-7 成人期女性における乳がん検診受診に対する意識状況と心の健康度、疲労度についての検討
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　野村　長久

DP-2-82-8 当院対策型検診マンモグラフィにおける高濃度乳房の調査
石心会　さやま総合クリニック　健診センター　萩原　美桜

DP-2-82-9 乳腺濃度を考慮した乳癌検診の費用対効果分析
東京大学大学院　医学系研究科　公共健康医学専攻　松本綾希子

デジタルポスター 83　　DP-2-83　　� 9:00-10:10

画像診断10：CT
座長：関堂　　充（筑波大学医学医療系形成外科）

DP-2-83-1 CT検査で偶発的に発見された乳房内病変の検討
昭和大学藤が丘病院　乳腺外科　榎戸　克年

DP-2-83-2 当院における乳癌術前の全身検索についての検討
浜松医科大学　医学部　附属病院　放射線診断科　那須　初子

DP-2-83-3 SPECTによるセンチネルリンパ節同定の有用性の検討
公立福生病院　外科　瀬沼　幸司

DP-2-83-4 CTリンパ管造影を用いたセンチネルリンパ節の術前転移診断
徳島大学　胸部内分泌腫瘍外科／高松市立みんなの病院　中川美砂子

DP-2-83-5 術前CTの意義について
沖縄協同病院　有銘　一朗

DP-2-83-6 非造影Dual�Energy�CT撮像における乳腺悪性腫瘍の評価
朝日大学病院　放射線部　松波　梨乃

DP-2-83-7 SPECT-CT撮影による術前センチネルリンパ節マーキングの有用性の検討
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　佐々木啓太

DP-2-83-8 偶発腫としての乳癌発見におけるCT検査の重要性
大阪府済生会富田林病院　外科　荻野　信夫

DP-2-83-9 CT偶発発見乳癌症例の検討
市立札幌病院　乳腺外科　大川　由美

DP-2-83-10 初診時に遠隔転移を伴った乳癌症例の検討�-早期乳癌では術前CTを省略できるか-
山形大学　医学部　外科学第一講座　柴田　健一

DP-2-83-11 CTにより偶発的に発見された当院乳がん症例の検討
国立国際医療研究センター病院　乳腺センター　乳腺内分泌外科　石橋　祐子
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デジタルポスター 84　　DP-2-84　　� 9:00-10:10

画像診断11：新モダリティ
座長：水谷　三浩（三河乳がんクリニック乳腺外科）

DP-2-84-1 乳腺疾患診療時に近赤外光イメージング技術を用いて収集された組織酸素飽和度測定値についての観察研究
防衛医科大学校　医学教育部　医学科　外科学講座　山﨑　民大

DP-2-84-2 閉経後乳癌の術前診断における造影マンモグラフィの診断能と優位性についての検討
神鋼記念病院　乳腺科　結縁　幸子

DP-2-84-3 任意型乳がん検診における乳房専用PETの有用性検討
昭和大学　医学部　乳腺外科／東京ミッドタウンクリニック　松永　有紀

DP-2-84-4 近赤外光6波長と超音波装置の同時測定による正常乳腺および乳癌の比較検討
浜松医科大学　医学部　附属病院　放射線診断科　芳澤　暢子

DP-2-84-5 偶発的にリング型乳房専用PETで指摘された異常集積の検討:その集積は早期乳癌か否か?
山梨PET画像診断クリニック／山梨大学　医学部　放射線科　佐藤　葉子

DP-2-84-6 当院における乳癌骨転移に対するBone�Scan�Indexの有用性の検討
順天堂大学医学部附属浦安病院　乳腺内分泌外科　島田　聡子

DP-2-84-7 音響カプラを用いたUSエラストグラフィによる乳房温存術後の弾性評価
名古屋市立大学病院　放射線科　浦野みすぎ

DP-2-84-8 反射型拡散光トモグラフィ（RDOT）での乳癌画像診断
浜松医科大学医学部付属病院　乳腺外科　小倉　廣之

DP-2-84-9 PEM�（Positron�Emission�Mammography）を利用した乳癌画像診断の有用性の検討-続報-
国際医療福祉大学　市川病院　乳腺甲状腺外科　神森　　眞

デジタルポスター 85　　DP-2-85　　� 9:00-10:10

オンコプラスティックサージェリー：乳房再建�④
座長：穂積　康夫（筑波大学附属病院・茨城県地域臨床教育センター /茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター乳腺外科）

DP-2-85-1 切除量予測により制御する部分広背筋弁を用いた乳房部分再建法
東邦大学医療センター佐倉病院　外科　荒井　　学

DP-2-85-2 照射歴のある温存乳房内再発に対する乳房切除術後人工乳房再建TE挿入中の経過
聖路加国際病院　ブレストセンター／聖路加国際病院　形成外科　名倉　直美

DP-2-85-3 インプラントによる乳房再建後のIMF上方変位率の長期経過比較検討
愛知県がんセンター中央病院　形成外科　丸山　陽子

DP-2-85-4 乳頭乳輪温存皮下乳腺全摘術・一期乳房再建と従来の乳房切除術・二期乳房再建の比較
久留米大学　外科学　竹中　美貴

DP-2-85-5 乳房インプラント術後変形のリスク因子の検討と対策
北野病院　形成外科　葛城　遼平

DP-2-85-6 有茎拡大広背筋皮弁による1次乳房再建後術後放射線治療の影響の検討
愛知県がんセンター　形成外科　奥村　誠子

DP-2-85-7 術前化学療法後の一次乳房再建に対する放射線治療の長短期予後は良好
東京慈恵会医科大学　乳腺内分泌外科　野木　裕子
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デジタルポスター 86　　DP-2-86　　� 9:00-10:10

オンコプラスティックサージェリー：乳房再建�⑤
座長：中塚　貴志（埼玉医科大学形成外科・美容外科）

DP-2-86-1 乳房切除術+腋窩リンパ節手術+人工物による一次乳房再建症例の検討
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　川瀬　和美

DP-2-86-2 リンパ節転移陽性乳癌に術前化学療法後、皮膚拡張器（TE）による一次乳房再建を施行した4症例の検討
日本大学病院　乳腺内分泌外科／日本大学　医学部　外科学系　乳腺内分泌外科学分野　小山　祐未

DP-2-86-3 人工物による乳房再建後、長期経過観察が可能であった患者の検討
ブレストサージャリークリニック　ド・ケルコフ麻衣子

DP-2-86-4 当院におけるティッシュエキスパンダーによる一次二期乳房再建術についての検討
長崎大学　腫瘍外科　矢野　　洋

DP-2-86-5 放射線治療歴のある乳房内再発症例に対するシリコンインプランによる乳房再建術の検討
九州中央病院　乳腺外科　寺本　成一

DP-2-86-6 当院における人工物による乳房再建術でのSBI再入れかえ症例の検討
岩手医科大学　医学部　形成外科　細谷　優子

DP-2-86-7 人工物による乳房再建症例における合併症の検討について
札幌道都病院　形成外科　江副　京理

DP-2-86-8 当院におけるインプラントを用いた一次一期乳房再建例の検討
浜松医療センター　杤久保順平

DP-2-86-9 当院における乳房全切除術後の組織拡張器を用いた乳房同時再建例の検討
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学　小池　良和

DP-2-86-10 組織拡張器による1次再建術後の乳房切除後放射線療法を施行した症例の検討
三井記念病院　乳腺内分泌外科　太田　大介

デジタルポスター 87　　DP-2-87　　� 9:00-10:10

チーム医療：サバイバーシップ
座長：君塚　　圭（春日部市立医療センター　乳腺外科）

DP-2-87-1 乳がん患者の就労支援�チーム医療による副作用マネジメントの大切さ
キャンサー・ソリューションズ株式会社／一般社団法人ＣＳＲプロジェクト　桜井なおみ

DP-2-87-2 乳がん看護外来における仕事や就労に関連するサポートの状況と今後の課題
市立貝塚病院　看護局　梅本郁奈子

DP-2-87-3 乳腺外科外来における就労支援の現状と課題
横浜市立みなと赤十字病院　看護部　外来　古田　奈穂

DP-2-87-4 治療後遺症ー乳がんサバイバーからの生の声
横浜南共済病院　乳腺外科　加藤　直人

DP-2-87-5 治療医と会社（産業医）チームで取り組む乳がん患者の仕事と治療の両立支援～相談支援センターの役割～
聖路加国際病院　相談支援センター　看護師　橋本久美子

DP-2-87-6 女性がん患者のその人らしい人生を支える～多職種による患者サポート体制の確立に向けての取り組み～
国立がん研究センター東病院　源　　典子
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DP-2-87-7 当院がん相談支援センターにおける乳癌治療相談の現状と課題
順天堂大学医学部附属　浦安病院　乳腺内分泌外科　岩間　敬子

DP-2-87-8 日本人乳癌患者におけるQOL改善を目的としたヨガ教室－ヨガはQOLを改善させる－
名古屋市立大学大学院　医学研究科　乳腺外科学分野　近藤　直人

DP-2-87-9 DAS59を用いたがん治療による外見変化の心理社会的影響と情報ニーズ・ケアニーズの実態調査
近畿大学　医学部　内科学　腫瘍内科部門　酒井　　瞳

DP-2-87-10 質問票による乳がん患者へのヨガに対する意識調査�-�多施設共同研究�SBCCSG38
埼玉医科大学総合医療センター　ブレストケア科　矢形　　寛

DP-2-87-11 乳がん手術後患者の共同浴場利用についての患者、病院、行政との取り組み
独立行政法人地域医療機能推進機構　人吉医療センター　看護部　地下　奈緒

デジタルポスター 88　　DP-2-88　　� 9:00-10:10

病理：特殊型�①
座長：杉山　迪子（防衛医科大学校　病態病理学）

DP-2-88-1 当院における腺様嚢胞癌12例の臨床病理学的検討
聖マリアンナ医科大学　外科学　乳腺・内分泌外科　大井　涼子

DP-2-88-2 乳腺紡錘細胞癌の症例
医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院　乳腺外科　上野聡一郎

DP-2-88-3 被包型乳頭状癌6例の検討
済生会京都府病院　乳腺外科　井口英理佳

DP-2-88-4 乳腺紡錘細胞癌7例の検討
順天堂大学　乳腺腫瘍学　石塚由美子

DP-2-88-5 周囲浸潤形態の異なる被包型乳頭状癌の2例
福島県立医科大学　乳腺外科学講座　片方　雅紀

DP-2-88-6 アポクリン癌の臨床病理学的特徴について
東邦大学　医学部　病理学講座／がん研病理部　本間　尚子

DP-2-88-7 浸潤性小葉癌の臨床病理学的特徴の検討～多形型浸潤性小葉癌を中心に～
市立貝塚病院　乳がん高度検診・治療センター　大城　智弥

DP-2-88-8 浸潤性小葉癌32例（33乳房）における多発病変の検討�-乳管癌併存例に注目して-
富山市立富山市民病院　外科　吉川　朱実

DP-2-88-9 当院における炎症性乳癌の検討-腫瘍微小環境における免疫細胞の解析を含めて-
順天堂大学　医学部　乳腺腫瘍科　猪狩　史江

DP-2-88-10 乳腺�metaplastic�carcinoma�14例の臨床病理学的検討
独立行政法人国立病院機構　東京医療センター　臨床検査科　村田　有也
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デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 89　　DP-2-89　　� 9:00-10:10

病理：非浸潤癌・Paget
座長：吉本　賢隆（よしもとブレストクリニック）

DP-2-89-1 Paget病の2例
順天堂大学　医学部附属　静岡病院　外科　山本　　陸

DP-2-89-2 乳癌術後に発症したPaget病の3例
関西労災病院　乳腺外科　柳井亜矢子

DP-2-89-3 当院における乳房Paget病17例の検討
がん・感染症センター都立駒込病院　外科（乳腺）／東京医科歯科大学乳腺外科　石場　俊之

DP-2-89-4 当院で経験した乳房Paget病（PD）17例の術式に関する検討
順天堂大学　乳腺腫瘍学　仙波　遼子

DP-2-89-5 Low-Risk�DCIS�の手術省略の可能性と浸潤癌�Riskについて
あきた乳腺クリニック　工藤　　保

DP-2-89-6 Encapsulated�Papillary�Carcinomaの臨床病理学的検討
市立貝塚病院　乳腺外科　西前　綾香

DP-2-89-7 微小局在型DCIS�30例の検討
杏林会今井病院　外科　星野　和男

DP-2-89-8 術前に非浸潤性乳管癌�（DCIS）と診断された症例の検討
北海道大学病院　乳腺外科　押野　智博

DP-2-89-9 非浸潤がんの悪性度・サブタイプ別検討
名古屋医療センター　乳腺外科　森田　孝子

DP-2-89-10 当科における非浸潤性乳管癌の検討
帝京大学ちば総合医療センター　外科　高橋　理彦

デジタルポスター 90　　DP-2-90　　� 9:00-10:10

特定の患者、病態別診療�⑦�（男性乳癌）
座長：鈴木　真彦（北村山公立病院乳腺外科）

DP-2-90-1 肺転移再発後，長期生存を得られた男性乳癌の1例
さいたま市立病院外科　山田　美紀

DP-2-90-2 癌性心膜炎にベバシズマブ+パクリタキセル療法が著効した男性再発乳癌の1例
北海道大学病院　乳腺外科　奈良美也子

DP-2-90-3 当院で経験した男性乳がん
戸田中央総合病院　乳腺外科　古賀祐季子

DP-2-90-4 当院における男性乳癌症例の検討
甲南病院　外科　宮下　　勝

DP-2-90-5 当院における男性乳癌症例の検討
京都第二赤十字病院　外科／京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科　石井　　亘
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DP-2-90-6 若年発症2例を含む男性乳癌6例の検討
東京警察病院　外科/乳腺センター　鈴木　純子

DP-2-90-7 男性乳癌14例の臨床学的・遺伝学的特徴
福井県済生会病院　外科　加藤久美子

DP-2-90-8 当院で経験した男性乳癌29例の検討
聖マリアンナ医科大学病院　乳腺・内分泌外科　喜多島美奈

DP-2-90-9 当院に於ける男性乳腺診療について
おりはた乳腺胃腸パラスクリニック　織畑剛太郎

DP-2-90-10 当院乳腺外科における男性乳癌と男性受診者の検討
市立函館病院　乳腺外科　鈴木　伸作

デジタルポスター 91　　DP-2-91　　� 9:00-10:10

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑧
座長：鈴木　育宏（東海大学医学部付属八王子病院乳腺・内分泌外科）

DP-2-91-1 当院における進行・再発乳癌に対するパルボシクリブの有用性の検討
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　緒方　良平

DP-2-91-2 パルボシクリブの使用経験
（社福）京都社会事業財団　京都桂病院　松谷　泰男

DP-2-91-3 再発乳癌症例における治療数とパルシボクリブの有効性の関連
がん・感染症センター　都立駒込病院　外科（乳腺）　岩本奈織子

DP-2-91-4 当院におけるパルボシクリブの使用経験
東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科　野口英一郎

DP-2-91-5 当院でのER陽性/HER2陰性転移再発乳癌に対するパルボシクリブ投与症例の検討
千葉県がんセンター　乳腺外科／千葉県がんセンター　腫瘍・血液内科　味八木寿子

DP-2-91-6 当院におけるPalbociclib投与患者37例の検討
さいたま赤十字病院　乳腺外科　樋口　　徹

DP-2-91-7 当院におけるER陽性HER2陰性進行再発乳癌に対するPalbociclib�の使用経験
三井記念病院　乳腺内分泌外科　辻　　宗史

DP-2-91-8 当科におけるパルボシクリブの使用経験について
藤沢市民病院　乳腺外科　山本　晋也

DP-2-91-9 高齢者エストロゲン受容体陽性乳癌に対する原発巣非切除内分泌療法の治療成績
信州大学　医学部　乳腺内分泌外科　前野　一真

DP-2-91-10 当院におけるFulvestrantの使用経験
秋田大学　医学部　胸部外科　伊保内綾乃

デジタルポスター 92　　DP-2-92　　� 9:00-10:10

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑨
座長：鈴木　正人（独立行政法人国立病院機構　千葉医療センタ－乳腺外科）

DP-2-92-1 ホルモン受容体陽性転移・再発乳癌に対する、サイクリン依存性キナーゼ4/6阻害剤の当院での使用経験
大阪はびきの医療センター　乳腺外科　安積　達也
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DP-2-92-2 当院におけるパルボシクリブの治療成績とその後治療
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　志茂　　新

DP-2-92-3 当院実臨床におけるPalbociclibの使用経験
沢井記念乳腺クリニック　松方　絢美

DP-2-92-4 3次以降内分泌療法におけるPalbociclibの有用性
社会医療法人　博愛会　相良病院　腫瘍内科／社会医療法人　博愛会　相良病院　乳腺科　太良　哲彦

DP-2-92-5 当院でのイブランスの経験
関西医大総合医療センター　外科　末岡　憲子

DP-2-92-6 当科における乳癌患者に対するパルボシクリブ使用症例の報告
成田赤十字病院　外科　石神　恵美

DP-2-92-7 当院におけるパルボシクリブの使用経験
JCHO東京新宿メディカルセンター　外科　叶　　典子

DP-2-92-8 ER陽性HER2陰性進行再発乳癌に対するPalbociclib投与例の検討
弘前市立病院　乳腺外科　長谷川善枝

DP-2-92-9 当院におけるパルボシクリブの使用経験�18例の検討
富山県立中央病院　外科　杉本　優弥

DP-2-92-10 閉経後転移乳癌におけるエストロゲン枯渇療法と付加療法との交代投与法「癌ナビゲーション戦略」の提案
熊本大学大学院　生命科学研究部　乳腺・内分泌外科学　岩瀬　弘敬

デジタルポスター 93　　DP-2-93　　� 9:00-10:10

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑩
座長：石飛　真人（三重大学医学部付属病院　乳腺外科）

DP-2-93-1 パルボシクリブの使用経験
市立奈良病院　松井　智也

DP-2-93-2 Everolimus+Exemestane療法後のPalbociclib+Fulvestrant療法の有効性および安全性の検討
大阪市立総合医療センター　腫瘍内科　坪口　裕子

DP-2-93-3 ER陽性HER2陰性転移・再発乳癌の治療戦略�CDK4/6阻害剤の有用性の検討
東北公済病院　乳腺外科　甘利　正和

DP-2-93-4 当院におけるパルボシクリブ使用経験
高松赤十字病院　胸部・乳腺外科　法村　尚子

DP-2-93-5 再発後化学療法歴のあるパルボシクリブの使用についての検討
京都第一赤十字病院　乳腺外科　本田　晶子

DP-2-93-6 当院におけるパルボシクリブ投与症例の検討
木沢記念病院　竹内　　賢

DP-2-93-7 当院におけるホルモン受容体陽性HER2陰性転移・再発乳癌に対するパルボシクリブの使用経験
飯田市立病院　乳腺内分泌外科　新宮　聖士

DP-2-93-8 化学療法既治療例におけるエベロリムスとパルボシクリブの相違
大阪市立総合医療センター　腫瘍内科　徳永　伸也
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DP-2-93-9 当院のPalbociclib投与例におけるtumor�marker推移と治療効果の関係
東北労災病院　乳腺外科　本多　　博

DP-2-93-10 ER陽性HER2陰性進行再発乳癌患者における当院でのパルボシクリブの使用経験
埼玉県済生会川口総合病院　外科　高橋　由佳

デジタルポスター 94　　DP-2-94　　� 9:00-10:10

薬物療法：術後化学療法（適応、その他）
座長：坂谷　貴司（日本医科大学付属病院病理診断科）

DP-2-94-1 Oncotype�DXの活用による化学療法省略についての検討
神鋼記念病院　乳腺センター　矢内　勢司

DP-2-94-2 Recurrence�score予測ソフトを用いた、Oncotype�Dxの適性使用の検討
横浜市立みなと赤十字病院　乳腺外科　清水　大輔

DP-2-94-3 21遺伝子アッセイによる術後補助化学療法の要否決定に及ぼすTAILORx試験の影響
東京西徳洲会病院　乳腺腫瘍科　渕上ひろみ

DP-2-94-4 センチネルリンパ節転移陰性・乳房内リンパ節転移陽性の2症例を経験して
長岡赤十字病院　外科　島影　尚弘

DP-2-94-5 センチネルリンパ節に微小転移を認めた乳癌の術後薬物療法に関する検討
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　鈴木　周平

DP-2-94-6 微小リンパ節転移陽性乳癌術後化学療法未実施例における予後とその臨床・病理学的特徴の検討
がん研究会　有明病院　乳腺センター　添田　郁美

DP-2-94-7 当院で施行されているLuminal�B�like乳癌の治療
東京大学　医学部附属病院　乳腺内分泌外科　丹羽　隆善

DP-2-94-8 当院でのTC療法の使用経験
香川大学　医学部　呼吸器・乳腺内分泌外科　村澤　千沙

DP-2-94-9 当院における術後化学療法としてのTC療法の後方視的検討
東京女子医科大学　東医療センター　乳腺診療部　湯川　寛子

DP-2-94-10 浸潤性微小乳頭癌の特徴とその治療効果に関する検討
国立病院機構大阪医療センター　外科　乳腺外科　萩　　美里

DP-2-94-11 リンパ節転移陰性（N0）トリプルネガティブ乳癌（TNBC）における術後アンスラサイクリン単独治療群の予後の検討
がん研究会有明病院　乳腺センター　前田　哲代

デジタルポスター 95　　DP-2-95　　� 9:00-10:10

症例報告：臨床経過・病態�②
座長：荻谷　朗子（がん研究会有明病院乳腺センター乳腺外科）

DP-2-95-1 高度な局所及び全身炎症所見を伴うSquamous�cell�carcinomaの1例
東京慈恵会医科大学附属病院　葛飾医療センター　外科　野坂　涼子

DP-2-95-2 3次治療継続中のStageⅣトリプルネガティブ潜在性乳癌の検討�多臓器転移病変と自覚症状の推移について
十善会病院　外科　杉山　　望

DP-2-95-3 乳腺葉状腫瘍摘出手術の2年半後に発症した同側乳癌の1例
社会福祉法人　函館厚生院　函館中央病院　外科　平口　悦郎
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DP-2-95-4 異時対側腋窩リンパ節転移と同側腋窩リンパ節転移が併存した乳癌の1例
浜松医科大学医学部附属病院　第一外科　浅井はるか

DP-2-95-5 脊椎転移による歩行障害が発見契機となった乳癌症例の検討
岐禹市民病院　乳腺外科　中田　琢巳

DP-2-95-6 再発乳癌治療中にTrousseau症候群を発症した1例
原町赤十字病院　外科　内田　信之

DP-2-95-7 術後長期生存を得られている浸潤性微小乳頭癌の1例
王子総合病院　外科　高橋　瑞奈

DP-2-95-8 化学療法奏効後に患側上肢リンパ浮腫を発症しその後も遷延している炎症性乳癌の一例
横浜市立大学　医学部　外科治療学　中山　博貴

DP-2-95-9 乳癌術後初再発でPTTM（pulmonary�tumor�thrombotic�microangiopathy）を発症した一例
東海大学医学部付属八王子病院　乳腺・内分泌外科　大下内理紗

DP-2-95-10 手術後20年目に肺門リンパ節転移および胸膜播種転移を伴う肺転移の再発を認めた乳癌の1例
独立行政法人　国立病院機構　大牟田病院　外科　稲田　一雄

デジタルポスター 96　　DP-2-96　　� 9:00-10:10

症例報告：病理診断�②
座長：森園　英智（がん研究会有明病院乳腺センター乳腺外科）

DP-2-96-1 乳癌術前検査にて発見され、診断に難渋した乳管腺腫の1例
鳥取市立病院　外科　小寺　正人

DP-2-96-2 筋線維芽細胞腫の1例
ふくはら乳腺クリニック　福原　稔之

DP-2-96-3 診断に苦慮した嚢胞内に発育したAdenomyoepitheliomaの一例
京都府立医科大学　大学院医学研究科　内分泌・乳腺外科学　濱岡亜紗子

DP-2-96-4 術前鑑別診断困難であった嚢胞を伴う乳腺adenomyoepitheliomaの1例
公立陶生病院外科　岡本喜一郎

DP-2-96-5 浸潤性乳管癌に合併した乳腺腺筋上皮腫の一例
桑名市総合医療センター　外科　杉澤　　文

DP-2-96-6 多発性原発性乳腺血管肉腫の一例
東京大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　笹原　麻子

DP-2-96-7 乳腺デスモイド型線維腫症の1例
福井赤十字病院　外科　吉田　　誠

DP-2-96-8 男性紡錘細胞癌と鑑別を要した前胸部発生「紡錘細胞脂肪腫/多形脂肪腫（spindle�cell�lipoma）」の1例
千葉県済生会習志野病院　乳腺外科　太枝　良夫

DP-2-96-9 男性乳房皮下組織を主座として発育し乳腺腫瘍との鑑別が問題とされた隆起性皮膚腺維肉腫の1例
社会医療法人財団慈泉会相澤病院　外科センター　唐木　芳昭

DP-2-96-10 乳腺平滑筋腫の1例
独立行政法人　国立病院機構　高知病院　乳腺外科　本田　純子
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デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 97　　DP-2-97　　� 10:10-11:30

基礎5：予後・効果
座長：甲斐　昌也（九州大学大学院臨床・腫瘍外科）

DP-2-97-1 ER陽性HER2陰性乳癌の腋窩リンパ節転移に関わるmicroRNAについての解析
大阪大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科　奥野　　潤

DP-2-97-2 Disruption�of�mitochondrial�homeostasis�with�artemisinin�inhibits�VEGF-mediated�tumor�
angiogenesis�via�auto-paracrine�mechanisms�in�breast�cancer

DepartmentofPathology,ShowChwanMemorialHospital,Changhua,Taiwan ／ SchoolofMedicine,CollegeofMedicine,
FuJenCatholicUniversity ／ NationalInstituteofCancerResearch,NationalHealthResearchInstitutes　Pei-yi�Chu

DP-2-97-3 triple�negative乳癌における術前化学療法の効果とEZH2発現との関連
横浜市立大学　外科治療学　吉田　達也

DP-2-97-4 再発乳癌におけるepithelial-mesenchymal�transition�（EMT）マーカーに関する検討
川崎医科大学　病理学　森谷　卓也

DP-2-97-5 乳癌におけるPIK3CA変異頻度とPTEN発現の病理学的検討
千葉大学大学院　医学研究院　分子病態解析学　梅原　有子

DP-2-97-6 進行再発乳癌における血清CCL5の予後因子としての意義の検討
兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科　井上奈都子

DP-2-97-7 BRCA1/2生殖細胞系列変異保因者の癌組織中における遺伝子異常
山梨県立中央病院　ゲノム解析センター／山梨県立中央病院　ゲノム検査科／山梨県立中央病院　ゲノム診療センター　弘津　陽介

DP-2-97-8 DS-8201a�-新規抗HER2抗体薬物複合体-のマウス転移モデルにおける非臨床研究
第一三共株式会社　バイオ癌免疫ラボラトリー　第二グループ　石井　千晶

デジタルポスター 98　　DP-2-98　　� 10:10-11:30

検診5：啓発活動、検診成績�①
座長：大石　陽子（日産厚生会玉川病院）

DP-2-98-1 乳がん検診啓蒙活動でのreal�size�3D�model�of�the�breast�tumor使用の試み
熊本労災病院　乳腺外科　林　　裕倫

DP-2-98-2 対策型乳癌検診における視触診廃止に対する受検者の意識調査と課題～平成30年度京都府乳がん検診～
JCHO京都鞍馬口医療センター　乳腺外科／医療法人財団今井会　足立病院女性検診センター　藤田　佳史

DP-2-98-3 受診施設別の乳癌初診患者の特徴～地域での受診率向上のための取り組みに向けた後方視的検討～
長崎みなとメディカルセンター　乳腺内分泌外科　南　　恵樹

DP-2-98-4 近年の乳癌検診受診者増加は有効利用を反映しているか?
市立砺波総合病院　健診センター　瀧　　鈴佳

DP-2-98-5 帯広・十勝における乳腺クリニックの検診成績と受診率向上に向けてのとりくみ
上徳整形外科・乳腺　上徳ひろみ

DP-2-98-6 当院における10年間の守口市民MMG検診成績
竹田乳腺クリニック　竹田　　靖
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DP-2-98-7 新見市における乳がん啓発活動の取り組みと効果的な乳房自己検診普及方法の検討
医療法人思誠会　渡辺病院　乳腺外科　溝尾　妙子

DP-2-98-8 2015年以降京都市伏見区乳癌検診異常にて当院を受診し乳癌と診断された症例のマンモグラフィーについて
国立病院機構　京都医療センター　乳腺外科　山崎　誠二

DP-2-98-9 乳がん検診受診者のマンモグラフィ検診に対する理解度の検討
田岡病院　検査室　秋山　早那

DP-2-98-10 当院における乳がんクーポン検診の精度と精査状況
重盛医院・乳腺クリニック　重盛　千香

デジタルポスター 99　　DP-2-99　　� 10:10-11:30

画像診断12：PET
座長：馬場　紀行（東京共済病院乳腺科）

DP-2-99-1 乳房専用PETにおける乳癌原発巣のSUVmax値と臨床病理学的因子に関する検討
防衛医科大学校　外科学講座　福村麻希子

DP-2-99-2 Fractal解析による乳房専用PETの腫瘍内不均一性評価における乳癌の悪性度予測の検討
広島大学病院　乳腺外科　舛本　法生

DP-2-99-3 乳癌症例における背景正常乳腺のFDG-PETの取り込みに関わる因子の検討
JA広島総合病院　大原　正裕

DP-2-99-4 FDG-PET検査により偶然発見された乳癌症例の検討
富山大学大学院　医学薬学研究部　消化器・腫瘍・総合外科　金谷　瑛美

DP-2-99-5 浸潤性小葉癌におけるPET-CTの有用性
総合南東北病院外科　阿左見亜矢佳

DP-2-99-6 原発性乳癌におけるFDG集積とPD-L1及びVEGFとの関連性
群馬大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　平方　智子

DP-2-99-7 術前化学療法を施行した乳癌におけるFDG-PET検査の代謝パラメータと病理学的完全奏効の検討
兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科　樋口　智子

DP-2-99-8 乳癌症例に対する術前FDG-PET検査による腋窩リンパ節転移の評価についての検討
医療法人豊和会　新札幌豊和会病院　福井　里佳

DP-2-99-9 乳癌術前PET-CTにおける腋窩リンパ節転移判定およびSUV値の検討
亀田総合病院　乳腺科　中川　梨恵

DP-2-99-10 ER陽性乳癌の原発巣およびリンパ節転移における18F-FES�PETおよび18F-FDG�PET集積と病理組織学的所見の検討
福井大学　医学部　第一外科　髙橋　瑞穂

DP-2-99-11 18F-FDG�PET/CTによる腋窩リンパ節転移診断精度への臨床病理学的因子の影響
四国がんセンター　乳腺科　三好雄一郎

DP-2-99-12 乳癌におけるFDG集積とPLRの関連
群馬大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　喜多　　碧
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デジタルポスター 100　　DP-2-100　　� 10:10-11:30

画像診断13：その他�①
座長：黒田　　徹（赤心堂病院）

DP-2-100-1 当院における非浸潤がんの臨床的検討
こいけクリニック　小池　健太

DP-2-100-2 リングエコー装置を用いた乳癌検診診断システムの開発
東京大学大学院　医学系研究科　疾患生命工学センター　東　　　隆

DP-2-100-3 乳房部分切除後の標本撮影における圧迫の検討
愛知県厚生連　安城更生病院　放射線技術科　森下　千広

DP-2-100-4 乳管造影で見られたDBTの境界部陰影の検証
広域紋別病院　医療技術課　叶　　亮浩

DP-2-100-5 3メーカー間のトモシンセシス搭載マンモグラフィ装置の特性比較およびファントムを用いた病変検出能比較
聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレスト＆イメージング先端医療センター附属クリニック　後藤　由香

DP-2-100-6 トモシンセシス搭載マンモグラフィ装置のビニングの有無による病変描出能の比較
聖マリアンナ医科大学病院　画像センター　古谷　悠子

DP-2-100-7 マンモグラフィの乳房構成からみた乳癌症例の検討
医療法人　乳腺ケア　泉州クリニック　亀山　澄子

DP-2-100-8 高濃度乳腺マンモグラフィにおける乳癌検出率及びマンモグラフィ腫瘤径と病理学的腫瘍径の比較検討
桜新町　濱岡ブレストクリニック　廣瀬和伽奈

デジタルポスター 101　　DP-2-101　　� 10:10-11:30

外科治療：手術手技�①
座長：井上　正行（山梨県立中央病院乳腺外科）

DP-2-101-1 Axillary�tail ～外側の乳腺位置・形態についての術前MRIでの評価
東京医科歯科大学　形成・再建外科学　森　　弘樹

DP-2-101-2 下垂乳房例へのIMF（inframammary�fold）アプローチによる乳房全切除術-当院アンケート満足度評価からの検討-
国立病院機構佐賀病院　森内　博紀

DP-2-101-3 再建方法を考慮した乳房切除
横浜市立大学　附属市民総合医療センター　乳腺・甲状腺外科　成井　一隆

DP-2-101-4 術式別のQOL評価
県立広島病院　乳腺外科　松浦　一生

DP-2-101-5 安全で確実な腋窩郭清術の手順と要点
三重大学医学部附属病院　乳腺外科　今井　奈央

DP-2-101-6 腋窩リンパ節郭清の継承－解剖からみた安全な腋窩リンパ節郭清のポイント－
国立がん研究センター中央病院　乳腺外科　高山　　伸

DP-2-101-7 センチネルリンパ節生検時代における腋窩リンパ節郭清
国立病院機構　千葉医療センター　乳腺外科　鈴木　正人

DP-2-101-8 温存乳房内再発に対する腋窩手術手技の検討
近畿大学　医学部　乳腺・内分泌外科　新﨑　　亘
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デジタルポスター 102　　DP-2-102　　� 10:10-11:30

外科治療：手術手技�②
座長：位藤　俊一（りんくう総合医療センター外科）

DP-2-102-1 当院での腋窩郭清における超音波切開凝固装置の使用経験
静岡県立総合病院　乳腺外科　山口　　慧

DP-2-102-2 腋窩リンパ節郭清における超音波凝固切開装置の有用性
済生会横浜市東部病院　外科　西谷　　慎

DP-2-102-3 乳房切除+腋窩郭清手術におけるEnergy�Deviceの使い方の工夫について
奈良県立医科大学消化器・総合外科　池田　直也

DP-2-102-4 "Mechanical�Holding�System�+Trac�Lux"�&�"Octopus"�による<<�One�Operator�Technique�>>
東京医科大学　茨城医療センター　乳腺科　海瀬　博史

DP-2-102-5 乳癌腋窩郭清手術におけるハーモニックスカルペルの有用性
市立奈良病院　乳腺センター　小山　拡史

DP-2-102-6 内視鏡下腋窩リンパ節郭清の手術手技と短期成績
佐賀大学　医学部　一般・消化器外科　馬塲　耕一

DP-2-102-7 腋窩リンパ節郭清の継承�視野展開のポイント
名古屋大学大学院　腫瘍外科学／名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　角田　伸行

DP-2-102-8 常時動画記録を活用して分かりやすい手術手技を継承する
順天堂大学順天堂医院乳腺腫瘍学　飯島耕太郎

デジタルポスター 103　　DP-2-103　　� 10:10-11:30

病理：バイオロジー
座長：小山　徹也（群馬大学大学院病理診断学附属病院病理診断科）

DP-2-103-1 約3800例の手術症例における年齢別バイオロジーの特徴
大阪ブレストクリニック　乳腺外科　柳沢　　哲

DP-2-103-2 当施設における術前術後のサブタイプ一致率についての検討
石川県立中央病院　乳腺内分泌外科　吉野　裕司

DP-2-103-3 乳頭分泌物細胞診の現状
がん研究会有明病院　乳腺センター　外科　森園　英智

DP-2-103-4 乳癌の針生検と手術材料によるHER2評価の比較
長崎大学　大学院　医歯薬総合研究科　腫瘍外科　稲益　英子

DP-2-103-5 乳癌癌巣のIHC法によるHER2蛋白過剰発現判定の検討-全周性に染まる腫瘍細胞の比率から-
ブレストピア宮崎病院　乳腺外科／ブレストピア宮崎病院　病理部　駒木　幹正

DP-2-103-6 乳癌における腫瘍関連MUC1の発現変化とその臨床的意義
北海道大学病院　病理診断科／北海道大学大学院医学院　分子診断病理学分野　清水　亜衣

DP-2-103-7 乳癌HER2検査免疫組織化学法2+症例の検討
北村山公立病院　乳腺外科　鈴木　真彦

DP-2-103-8 電解撹拌技術を応用した全自動化迅速�in�situ�hybridization�法の検討
秋田大学　医学部　胸部外科　水沢かおり
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DP-2-103-9 熊本県における乳癌HER2ならびにKi-67免疫染色の施設間較差の検証
くまもと森都総合病院　有馬　信之

デジタルポスター 104　　DP-2-104　　� 10:10-11:30

病理：特殊型�②
座長：山崎　民大（防衛医科大学校　医学教育部　医学科　外科学講座）

DP-2-104-1 当院における乳腺アポクリン癌症例の臨床病理学的検討
地方独立行政法人　那覇市立病院　外科　宮国　孝男

DP-2-104-2 当科におけるアポクリン癌の臨床病理学的検討
信州大学　医学部　附属病院　乳腺・内分泌外科　竹腰　大也

DP-2-104-3 当院でのアポクリン癌に対する治療の現況
北九州市立医療センター　消化器・乳腺甲状腺外科　古賀健一郎

DP-2-104-4 Adenoid�cystic�carcinomaの5例
広島市立安佐市民病院　病理診断科　金子　真弓

DP-2-104-5 当院における乳腺管状癌3例の術前診断についての検討
公立西知多総合病院　外科　野尻　　基

DP-2-104-6 粘液癌の臨床病理学的特徴と予後との関連
国立病院機構　九州がんセンター　乳腺科　古閑知奈美

DP-2-104-7 浸潤性微小乳頭癌10例の検討
国立病院機構高知病院　外科　森下　敦司

DP-2-104-8 Invasive�micropapillary�carcinoma症例の検討
札幌乳腺外科クリニック　乳腺外科　本間　敏男

DP-2-104-9 当院における浸潤性微小乳頭癌手術症例の検討
市立砺波総合病院　外科　林　　沙貴

DP-2-104-10 当院における化生癌の検討
国立がん研究センター中央病院　乳腺外科　渡邉　　真

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 105　　DP-2-105　　� 10:10-11:30

病理：その他
座長：小松　英明（岩手医科大学外科）

DP-2-105-1 当院で経験した乳房悪性リンパ腫の二例
高崎総合医療センター　乳腺内分泌外科　西木瑛理子

DP-2-105-2 悪性リンパ腫と鑑別困難であったIgG4関連疾患疑診群症例
関西医大香里病院　遠藤香代子

DP-2-105-3 前癌病変を含めた乳腺増殖性病変に対する今後の臨床的対応について
射水市民病院外科　島多　勝夫

DP-2-105-4 ホルモンレセプター陰性乳癌におけるTILsと宿主状態の関係
徳島市民病院　外科　井上　寛章
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DP-2-105-5 当院で治療した潜在性乳癌の20例
北海道がんセンター　乳腺外科　岩村八千代

DP-2-105-6 当院の乳房血管肉腫9例の病理学的因子と予後の検討
がん研究会有明病院　乳腺センター　田中　幸美

DP-2-105-7 肉芽腫性乳腺炎3例の診断および治療経過についての検討
地方独立行政法人　明石市立市民病院　一般外科乳腺外科　安岡　利恵

DP-2-105-8 肉芽腫性乳腺炎の治療について
SUBARU健康保険組合　太田記念病院　吉田　　崇

DP-2-105-9 乳癌特殊型の病理診断におけるガラススライドとバーチャルスライドの比較検討研究
日本医科大学武蔵小杉病院　乳腺外科　眞鍋恵理子

デジタルポスター 106　　DP-2-106　　� 10:10-11:30

特定の患者、病態別診療�⑧（高齢者乳癌）
座長：片岡　　健（広島厚生病院外科）

DP-2-106-1 80歳以上の高齢者乳癌の検討
たなかクリニック　田中　千晶

DP-2-106-2 後期高齢者における乳癌の予後因子に関する検討
国立国際医療研究センター病院　乳腺内分泌外科／いとう新検見川クリニック　松本　華英

DP-2-106-3 80歳以上の高齢者乳がんの治療
大崎市民病院乳腺外科　吉田　龍一

DP-2-106-4 超高齢者における乳癌手術の問題点
大阪市立総合医療センター　乳腺外科　小川　佳成

DP-2-106-5 当科における80歳以上の高齢者乳癌の考察
秋田赤十字病院　乳腺外科　鎌田　収一

DP-2-106-6 70歳以上の高齢者乳癌の手術症例の検討
NTT東日本札幌病院　外科　市之川一臣

DP-2-106-7 当院における80歳以上の高齢者乳癌の検討
綾部市立病院　外科　藤原　郁也

DP-2-106-8 高齢または合併症を有するホルモン受容体陽性乳癌に対する一次ホルモン療法治療の検討
自治医科大学附属さいたま医療センター　一般消化器外科　蓬原　一茂

DP-2-106-9 当院における80歳以上の高齢者乳癌の検討
済生会松阪総合病院　花村　典子

DP-2-106-10 当院の80歳以上の乳癌診療の現状と今後の高齢者乳癌治療についての検討
奈良県立医科大学　消化器・総合外科　平尾　具子

DP-2-106-11 当院における80歳以上の高齢者乳癌の検討
朝日大学病院　乳腺外科　川口　順敬
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デジタルポスター 107　　DP-2-107　　� 10:10-11:30

特定の患者、病態別診療�⑨（高齢者乳癌）
座長：長嶋　　健（千葉大学臓器制御外科）

DP-2-107-1 診断時80歳以上の高齢者乳癌患者の当院での治療傾向
岩見沢市立総合病院　外科　柏倉さゆり

DP-2-107-2 当院における高齢者乳癌診療の検討
豊橋医療センター　安藤　雅規

DP-2-107-3 80歳以上の高齢者乳癌の検討
すずかけセントラル病院　乳腺甲状腺科　鈴木やすよ

DP-2-107-4 当院における高齢者乳癌の診療経験
鳥取県立中央病院　呼吸器・乳腺・内分泌外科　深谷　由美

DP-2-107-5 当科における90歳以上乳癌症例の検討
山口県済生会下関総合病院　外科　深光　　岳

DP-2-107-6 当院における高齢者乳癌症例の検討
医療法人聖仁会西部総合病院　北島　　晃

DP-2-107-7 当院における80歳以上の高齢者乳癌症例の検討
公立甲賀病院　森　　　毅

DP-2-107-8 80歳以上の乳癌患者に対する最適な治療の確立に向けて
市立秋田総合病院　乳腺・内分泌外科　片寄　喜久

DP-2-107-9 当院における高齢者への乳がん治療の検討
三菱京都病院　乳腺外科　竹内　　恵

DP-2-107-10 当院における80歳以上の原発性乳癌症例の検討
一宮市立市民病院　外科　箕浦　里恵

デジタルポスター 108　　DP-2-108　　� 10:10-11:30

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑪
座長：小坂　愉賢（北里大学医学部乳腺甲状腺外科）

DP-2-108-1 当科におけるPalbociclibの使用経験
高岡市民病院　外科　飯田優理香

DP-2-108-2 CDK4/6阻害剤（パルボシクリブ）治療症例の検討
横浜労災病院　包括的乳腺先進医療センター／同　乳腺外科　門倉　俊明

DP-2-108-3 当院におけるpalbociclibの使用経験
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター　乳腺外科　田地　佳那

DP-2-108-4 Late�phase�における、イブランスの使用経験�―�特に、化学療法後の安全性について
喜水会　乳腺外科　仁尾クリニック　今井　史郎

DP-2-108-5 当院でのパルボシクリブの治療経験について
春日部市立医療センター　乳腺外科　小野　容子

DP-2-108-6 閉経後ER陽性進行再発乳癌におけるエベロリムス+エキセメスタン既治療例のパルボシクリブ投与に関する検討
横浜市立大学　附属市民総合医療センター　乳腺・甲状腺外科　木村万里子
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DP-2-108-7 当院におけるPalbociclib使用経験の後方視的検討
大阪医科大学附属病院　乳腺・内分泌外科　木村　光誠

DP-2-108-8 ER陽性転移・再発乳癌に対するパルボシクリブ投与症例の検討
手稲渓仁会病院　外科　成田　吉明

DP-2-108-9 当院における手術不能・再発乳癌に対するパルボシクリブの使用経験
静岡県立総合病院　乳腺外科　速水　亮介

DP-2-108-10 HR陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する3rd�line以降のパルボシクリブの有効性と安全性の検討
広島市立広島市民病院　乳腺外科　金　　敬徳

デジタルポスター 109　　DP-2-109　　� 10:10-11:30

薬物療法：ホルモン療法＋分子標的薬併用⑫
座長：野村　久祥（日本医療研究開発機構臨床研究・治験基盤事業部臨床研究課）

DP-2-109-1 当院におけるパルボシクリブの使用経験
国立病院機構　渋川医療センター　佐藤亜矢子

DP-2-109-2 パルボシクリブの至適投与量についての検討
ベルランド総合病院　乳腺センター　寺本　敦子

DP-2-109-3 当院実地臨床におけるER陽性乳癌に対するPalbociclibの使用経験
JA広島総合病院　乳腺外科　木村　優里

DP-2-109-4 当院におけるパルボシクリブの使用経験
香川労災病院　外科　村岡　　篤

DP-2-109-5 単球から考える、パルボシクリブによる好中球数減少に対するマネジメント
JA徳島厚生連吉野川医療センター　外科　豊田　　剛

DP-2-109-6 当院における転移再発乳癌に対するパルボシクリブの使用経験
大阪労災病院　乳腺外科　森島　宏隆

DP-2-109-7 化学療法後の分子標的治療薬の奏効に関する検討
近畿大学　医学部　内科学部門腫瘍内科　岩朝　　勤

DP-2-109-8 ER陽性HER2陰性進行再発乳癌におけるFulvestrantに対するFulvestrantおよびPalbociclibの有用性
埼玉メディカルセンター　乳腺外科　前田　祐佳

DP-2-109-9 閉経後ホルモン受容体陽性HER2陰性進行再発乳癌患者のPalbociclib投与後のEverolimusの効果の後方視的検討
国立がん研究センター東病院　乳腺腫瘍内科　楠原　正太

デジタルポスター 110　　DP-2-110　　� 10:10-11:30

薬物療法：化学療法、その他①
座長：長島由紀子（関門医療センター　乳腺センター）

DP-2-110-1 転移再発乳癌の各サブタイプにおける長期生存関連因子の探索
香川大学　医学部　呼吸器・乳腺内分泌外科　紺谷　桂一

DP-2-110-2 乳癌再発治療後10年間CRを継続した症例の検討
勤医協中央病院　乳腺センター　鎌田　英紀

DP-2-110-3 進行・再発乳癌に対する低用量nanoparticle�albumin-bound�Paclitaxelの使用経験
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院　外科　谷　　和行
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DP-2-110-4 乳癌症例へのペンブロリズマブの投与経験と今後の免疫チェックポイント阻害薬適応拡大に関する展望について
JA北海道厚生連札幌厚生病院　外科　田中　浩一

DP-2-110-5 進行・再発乳癌患者の化学療法歴による患者背景・予後の検討
川越三井病院　腫瘍内科　添田　大司

DP-2-110-6 当院における7例のClinical�complete�responseを示すホルモン受容体陽性HER2陰性転移・再発乳癌症例の検討
京都岡本記念病院　乳腺外科　大江　麻子

DP-2-110-7 転移再発乳癌治療後に完全奏功:CRになった症例の検討
沖縄赤十字病院　長嶺　信治

DP-2-110-8 転移・再発乳がん治療における患者アウトカム分析
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科　山田　　舞

デジタルポスター 111　　DP-2-111　　� 10:10-11:30

症例報告：臨床経過・病態�③
座長：佐藤　友威（新潟県立中央病院外科外科）

DP-2-111-1 増大傾向を示したため2回目の針生検で再度良性と診断し、その後縮小傾向を認めている乳腺腺筋上皮腫の1例
愛知県がんセンター愛知病院　乳腺科　佐藤　直紀

DP-2-111-2 ステロイドが著効した二次性免疫性血小板減少症を伴う再発乳癌の一例
新潟大学大学院医歯学総合研究科　消化器・一般外科学分野／新潟県立がんセンター　乳腺外科　諸　　和樹

DP-2-111-3 Luminal�A�腫瘍径12mm�浸潤性乳管癌が術後1年で腹膜播種を来した症例
たなか乳腺・外科・内科クリニック　田中　文明

DP-2-111-4 乳房非切除で治療した潜在性乳癌の2例
友愛記念病院　乳腺科　尾本　　和

DP-2-111-5 両乳房にメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患を発症した1例
和歌山県立医科大学　外科学第一講座　西口　春香

DP-2-111-6 自家組織移植による乳房再建施行後、再建乳房内に局所再発を認めた2例
自治医科大学附属病院　乳腺科　西田　紗季

DP-2-111-7 炎症性再発後、7年間生存しえたTripleNegative乳癌の1例
名古屋掖済会病院　外科　木村　桂子

DP-2-111-8 豊胸術後に両側生食バッグ破断、左乳房皮膚MRSA感染穿破を来した未治療SPIDDMを伴う1症例
南大阪病院　外科　原田　知明

DP-2-111-9 当院で経験した化生癌6例の検討
岡山済生会総合病院　外科　工藤由里絵

DP-2-111-10 当院におけるホルモン受容体陽性転移性乳癌症例の検討
京都市立病院　乳腺外科　末次　弘実

デジタルポスター 112　　DP-2-112　　� 10:10-11:30

症例報告：病理診断�③
座長：神尾麻紀子（東京慈恵会医科大学附属柏病院外科）

DP-2-112-1 乳腺髄様癌（Medullary�carcinoma）の3症例
聖隷三方原病院　外科　諏訪　　香
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DP-2-112-2 非浸潤性乳腺アポクリン癌の1例
岡山労災病院　外科　河合　　央

DP-2-112-3 Follicular�lymphoma�of�the�male�breast
埼玉医科大学　国際医療センター　病理診断科　川崎　朋範

DP-2-112-4 Encapsulated�papillary�carcinomaの1例
琉球大学　医学部附属病院　消化器・腫瘍外科学講座　藤澤　重元

DP-2-112-5 乳腺原発のpolymorphous�adenocarcinomaと考えられた1例
横浜南共済病院　乳腺外科　岡本　　咲

DP-2-112-6 Spindle�cell�ductal�carcinoma�in�situ�の1例
釧路日赤病院　外科　近江　　亮

DP-2-112-7 異時両側性に化生癌と髄様癌を発症した1例
東泉クリニック／静岡赤十字病院　外科　宮部　理香

DP-2-112-8 針生検が術前診断に有用だった乳腺腺様嚢胞癌の1例
JCHO九州病院　外科　定永　匡子

DP-2-112-9 乳腺腺様嚢胞癌の一例
松波総合病院　外科　花立　史香

DP-2-112-10 術前診断に難渋したGlycogen-rich�clear�cell�carcinomaの1例
JCHO　九州病院　外科　梅田　修洋

デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 113　　DP-2-113　　� 14:55-16:05

基礎6：腫瘍免疫
座長：唐　　宇飛（久留米大学外科学乳腺外科・一般外科）

DP-2-113-1 HER2自己抗体高値乳癌患者における液性免疫
大阪大学大学院　医学系研究科　乳腺・内分泌外科学　佐藤　泰史

DP-2-113-2 難治性乳癌における腫瘍浸潤リンパ球のグランザイムBに着目した機能解析
九州大学　臨床・腫瘍外科　川地　　眸

DP-2-113-3 twistを標的とした新しい免疫療法の可能性
旭川医科大学病院　乳腺疾患センター　石橋　　佳

DP-2-113-4 乳がんのテーラーメイドペプチドワクチン治療後の末梢血におけるバイオマーカーに関する検討
久留米大学外科学　朔　　周子

DP-2-113-5 エストロゲン受容体陰性乳癌の腫瘍局所の免疫担当細胞の解析
東京医科大学病院　乳腺科　上中奈津希

DP-2-113-6 血糖低下は乳癌のMHC�Class�I�の発現を低下させる
弘前大学　大学院　医学研究科　工藤　和洋

DP-2-113-7 トリプルネガティブ乳癌における免疫微小環境の解析
松江市立病院　乳腺・内分泌・血管・胸部外科　内田　尚孝
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DP-2-113-8 Doxorubicinによるsenescenceの誘導と細胞傷害性免疫細胞に対する感受性について
大阪ブレストクリニック／島根大学　免疫学　稲尾　瞳子

デジタルポスター 114　　DP-2-114　　� 14:55-16:05

検診6：啓発活動、検診成績�②
座長：多田　　寛（東北大学病院乳腺・内分泌外科）

DP-2-114-1 当院における有症状乳癌と検診発見乳癌の臨床病理学的因子の比較検討
茅ケ崎市立病院　乳腺外科　小林侑華子

DP-2-114-2 当院における乳がん検診への取り組み
国立病院機構　函館病院　外科　小室　一輝

DP-2-114-3 当院における検診発見乳癌と自己発見乳癌の比較検討
大阪府済生会吹田病院　消化器外科　梅嵜乃斗香

DP-2-114-4 当院における乳癌発見契機別の病期分布と術式について
滋賀医科大学医学部附属病院　腫瘍センター／滋賀医科大学　乳腺・一般外科　冨田　　香

DP-2-114-5 検診、外来で発見された1cm以下の浸潤性乳癌の特徴
練馬駅前　内視鏡・乳腺クリニック　佐貫　潤一

DP-2-114-6 発見契機から見た乳がんの特徴
学研奈良乳腺クリニック　山本　克彦

DP-2-114-7 ネパールでのピンクリボン運動の経験
湘南鎌倉総合病院　乳腺外科　辻　　喬繁

DP-2-114-8 当院における乳腺外来患者受診状況
伊賀市立上野総合市民病院　外科　毛利　智美

DP-2-114-9 職域検診を考える
ふるかわクリニック　古川　順康

DP-2-114-10 ジャパン・マンモグラフィー・サンデーに参加して見えた乳がん検診の課題
伊勢崎市民病院　外科　片山　和久

デジタルポスター 115　　DP-2-115　　� 14:55-16:05

画像診断14：効果判定
座長：菊池　真理（がん研究会　有明病院画像診断部）

DP-2-115-1 内分泌療法中にFDG集積を伴う右大胸筋内良性腫瘤を認めた右乳癌の一例
茨城県立中央病院　乳腺外科　中村　文香

DP-2-115-2 MRIによる術前化学療法の効果判定
くまもと森都総合病院　西東　葉子

DP-2-115-3 ホルモン受容体（HR）陽性・HER2陰性進行再発乳癌の一次内分泌療法効果予測におけるFDG-PET検査の有用性
市立岸和田市民病院　乳腺外科　吉村　吾郎

DP-2-115-4 乳癌の術前化学療法の治療効果評価における拡散強調像および拡散尖度画像の有用性の検討
北海道大学病院　放射線診断科　加藤　扶美

DP-2-115-5 乳癌術前化学療法効果予測の検討―多重遺伝子発現解析とMRIの定性・定量評価との対比
大阪大学大学院医学系研究科　放射線医学　徳田由紀子
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DP-2-115-6 PET/MRIによる術前化学療法の効果判定
国立がん研究センター　中央病院　乳腺外科　関根　速子

DP-2-115-7 術前薬物療法後の乳房MRI:pCR診断におけるDWI所見の有用性
京都大学　大学院　医学研究科　放射線医学講座（画像診断・核医学）　太田　理恵

DP-2-115-8 リング型乳房専用PET装置による術前化学療法の効果判定
木沢記念病院　乳腺外科　森川あけみ

DP-2-115-9 原発性トリプルネガティブ乳癌における治療開始前画像所見を用いた術後病理学的完全奏効の予測に関する検討
東京女子医科大学病院　乳腺・内分泌外科　塚田　弘子

DP-2-115-10 PDG-PET検査における代謝パラメータとFulvestrantの治療効果の検討
兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科　福井　玲子

デジタルポスター 116　　DP-2-116　　� 14:55-16:05

画像診断15：その他�②
座長：久保田一徳（獨協医科大学病院放射線部）

DP-2-116-1 女性乳癌患者における骨密度測定部位についての検討�～腰椎と大腿骨近位部の測定値の違いをどう理解する?～
赤羽乳腺クリニック　徳倉　裕美

DP-2-116-2 乳癌センチネルリンパシンチグラフィにおける撮像までの時間短縮を試みた1例
日本赤十字社　岡山赤十字病院　放射線科　都能　和俊

DP-2-116-3 センチネルリンパ節生検RI法で体表から測定したガンマプローブのカウントの意義
札幌医科大学　医学部　第１外科　島　　宏彰

DP-2-116-4 マイクロ波マンモグラフィにおけるコントラストの解剖学的考察
神戸大学　理学研究科　化学専攻／ IntegralGeometryScience　稲垣　明里

DP-2-116-5 当院におけるDCISの検討
竹田乳腺クリニック　東　　純子

DP-2-116-6 乳房扁平上皮癌の画像診断
ブレストピア宮崎病院　中原　　浩

DP-2-116-7 マイクロ波マンモグラフィの乳癌患者,�健常者への適用
神戸大学　数理・データサイエンスセンター／国立研究開発法人　日本医療研究開発機構　木村建次郎

DP-2-116-8 追加切除を意識した乳房部分切除術検体オーダーの運用
国立国際医療研究センター病院　放射線診療部門　皆川　　梓

DP-2-116-9 乳腺と薬物治療:関連するさまざまな病態の画像診断
神鋼記念病院　放射線診断科　門澤　秀一

デジタルポスター 117　　DP-2-117　　� 14:55-16:05

遺伝性・家族性乳癌：遺伝学的検査�①
座長：細田　充主（砂川市立病院乳腺外科）

DP-2-117-1 当院におけるBRCA1/2遺伝学的検査の現状
広島市立広島市民病院　乳腺外科　川崎　賢祐

DP-2-117-2 進行再発乳癌BRCA遺伝子検査施行症例およびOlaparib投与症例の検討
日野市立病院乳腺外科　森　　克昭
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DP-2-117-3 当科にてBRACAnalysisTM診断システムを施行した乳癌症例の検討
関西労災病院　乳腺外科　柄川千代美

DP-2-117-4 オラパリブ投与可否判断のための，コンパニオン診断としてのBRCA1/2検査の経験
奈良県立医科大学　消化器・総合外科学　横谷　倫世

DP-2-117-5 コンパニオン診断としてのBRCA検査�当院の取り組み
淀川キリスト教病院　乳腺外科　箕畑　順也

DP-2-117-6 当院におけるコンパニオン診断としてのBRCA1/2遺伝子検査の現状
静岡県立総合病院　乳腺外科／静岡県立総合病院　遺伝診療科　常泉　道子

DP-2-117-7 オラパリブ使用を目的としたBRCA遺伝学的検査における当院の方針
さいたま赤十字病院　乳腺外科　有澤　文夫

DP-2-117-8 BRCAanalysisとリムパーザにより利益を享受できる患者像同定の試み
昭和大学　外科学講座乳腺外科学部門　井手　佳美

DP-2-117-9 コンパニオン診断としてのBRACAnalysisの現状と今後の課題
がん研究会有明病院　乳腺センター　乳腺内科　細永　真理

DP-2-117-10 BRACAnalysis診断システムに関する診療体制の構築と現状
広島大学病院　乳腺外科　惠美　純子

DP-2-117-11 当院におけるBRACAnalysisの診断と施行症例に関する検討
北里大学　医学部　乳腺甲状腺外科／（独）相模野病院　外科／北里大学病院　遺伝診療部　藁谷　美奈

デジタルポスター 118　　DP-2-118　　� 14:55-16:05

緩和医療�①
座長：佐川　　庸（愛媛県立中央病院乳腺内分泌外科）

DP-2-118-1 終末期乳がん患者に対し行われたアピアランスケアの一例
井上記念病院　乳腺外科　椎名　伸充

DP-2-118-2 乳癌終末期に在宅緩和ケアへの移行のためのケアカンファレンスを施行した自験例の検討
筑波学園病院　乳腺内分泌外科　石川　智義

DP-2-118-3 在宅での看取りを考える―自宅で最期をむかえた癌患者の検討―
自治医科大学　消化器一般外科　櫻木　雅子

DP-2-118-4 乳癌終末期患者のアドバンス・ケア・プランニング
総合南東北病院　外科　鈴木　優也

DP-2-118-5 当院における乳癌終末期患者に対する鎮静の妥当性の検討
日本赤十字社　長崎原爆病院　柴田健一郎

DP-2-118-6 乳がん終末期の療養場所の検討
横浜栄共済病院　俵矢　香苗

DP-2-118-7 乳癌終末期患者における生化学的検査値の経時的変化に関する考察
群馬県立がんセンター　緩和ケア科　久保　佳子

DP-2-118-8 当科における乳癌による死亡50症例の治療経過と終末期像の検討
東札幌病院　ブレストケアセンター／東札幌病院　外科　空閑　陽子
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DP-2-118-9 乳癌終末期ケアにおける意思決定時期と緩和ケア病棟入所率の関係
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　後藤真奈美

DP-2-118-10 当院における進行・再発乳がんの終末期医療の現状と課題
公立松任石川中央病院　外科　石井　　要

デジタルポスター 119　　DP-2-119　　� 14:55-16:05

予後：予後因子�①
座長：蔵下　　要（浦添総合病院乳腺センター）

DP-2-119-1 AJCC第8版のPrognostic�stageを用いた予後の検討
防衛医科大学校　医学科　田中　　諒

DP-2-119-2 原発性乳癌のGLUT1細胞膜発現とSUVmax及び生物学的悪性度指標との相関について
防衛医科大学校　病態病理学講座／防衛医科大学校　外科学講座　山岸　陽二

DP-2-119-3 臨床的腋窩リンパ節転移（cN+）の有無における予後の検討:cN+の予後予測因子としての有用性
愛知県がんセンター中央病院　堀澤　七恵

DP-2-119-4 Intrinsic�subtypeによる遠隔転移性乳癌の生存期間についての検討
国立病院機構　渋川医療センター　横田　　徹

DP-2-119-5 ER陽性HER2陰性原発性乳癌における各病理学的因子の重要性
田附興風会　医学研究所　北野病院　乳腺外科　吉本有希子

DP-2-119-6 乳癌術後局所再発症例における予後因子の検討
周東総合病院　乳腺外科　松並　展輝

DP-2-119-7 ER陽性HER2陰性早期乳癌の早期再発因子に関する検討
がん・感染症センター　都立駒込病院　外科（乳腺）　大西　　舞

DP-2-119-8 乳癌と骨髄転移抑制遺伝子RAI2との関連についての検討
名古屋市立大学大学院　医学研究科　乳腺外科学分野　西川さや香

デジタルポスター 120　　DP-2-120　　� 14:55-16:05

予後：予後因子�②
座長：中房　祐司（福岡赤十字病院外科）

DP-2-120-1 アルコール摂取と乳がんの予後との関連
宮城県立がんセンター　乳腺外科／仙台赤十字病院　外科　角川陽一郎

DP-2-120-2 当院におけるER陽性HER2陰性乳癌のKi67値と予後との関連
倉敷中央病院　外科　山口　和盛

DP-2-120-3 乳癌患者における術前Albumin/CRP値の臨床的意義
大分大学　医学部　呼吸器・乳腺外科　武内　秀也

DP-2-120-4 当院におけるKi-67の乳癌術後予後因子としての検討
豊橋市民病院　一般外科　滝本愛太朗

DP-2-120-5 脂質異常症治療薬による脂質代謝の改善と乳癌術後早期再発の関連
大阪市立総合医療センター　乳腺外科　後藤　　航

DP-2-120-6 ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌におけるLuminal�B同定のためのKi67のカットオフ値の検討
春日部市立医療センター　乳腺外科　君塚　　圭
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DP-2-120-7 当科でOncotype�Dxを施行した症例の臨床病理学的因子および背景についての検討
鳥取大学　医学部　胸部外科学　若原　　誠

DP-2-120-8 閉経後乳癌患者の血中エストロゲンの臨床的意義の検討
千葉大学大学院　医学研究院　先端応用外科学　坂田　治人

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 121　　DP-2-121　　� 14:55-16:05

予後：予後解析
座長：佐藤　隆宣（東京都済生会中央病院乳腺外科）

DP-2-121-1 改訂乳癌取り扱い規約に基づく微小浸潤癌の予後の検討
がん研究会有明病院　乳腺センター　貴志　美紀

DP-2-121-2 乳癌術後転移・再発142例の初再発部位からみた転帰と臨床病理学的因子との関連に関する検討
乳腺外科仁尾クリニック　仁尾　義則

DP-2-121-3 乳癌サブタイプ別に比較した術後経過観察期間についての検討
国立病院機構　名古屋医療センター　乳腺外科　林　　孝子

DP-2-121-4 ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌における再発時期別の臨床病理組織学的特徴・治療内容・予後の検討
九州大学　大学院医学研究院　九州連携臨床腫瘍学講座　茂地　智子

DP-2-121-5 腋窩リンパ節転移1～ 3個の症例における術後補助療法と再発リスク因子の検討
大阪府済生会千里病院　外科　北條　茂幸

DP-2-121-6 当院における10年以上の長期生存症例の検討
つくばセントラル病院　文　　由美

DP-2-121-7 石灰化の有無とHER2陽性・トリプルネガティブ乳癌の予後
東北大学病院総合外科／岩手県立中央病院乳腺・内分泌外科　浅野　聡子

DP-2-121-8 CTS5を用いた遠隔転移再発の当科における臨床病理学的因子の検討
国立病院機構　九州がんセンター　乳腺科　田尻和歌子

DP-2-121-9 病理学的リンパ節転移陽性ホルモン感受性乳癌の予後に関する検討
慶應義塾大学　医学部　一般・消化器外科　関　　朋子

デジタルポスター 122　　DP-2-122　　� 14:55-16:05

患者支援と社会的活動
座長：岡部みどり（埼玉医科大学国際医療センター）

DP-2-122-1 「親子サロン」への参加が治療遂行に影響を与えた一例
済生会横浜市東部病院　鈴木　明菜

DP-2-122-2 福山・府中二次医療圏における乳がん看護支援の現状と課題
福山市民病院　賀出　朱美

DP-2-122-3 サバイバーナースへのアンケート調査
中頭病院　ブレストセンター　井上あかね

DP-2-122-4 乳がん術後の乳腺教室への取り組み-アンケート調査から見えてくる課題と今後の展望について-
東京大学医学部附属病院　原口佳代子
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DP-2-122-5 乳がん患者ピアサポートを開催することの意味
鶴岡市立荘内病院　竹内　梨紗

DP-2-122-6 当院で行っているアピアランスケア『おしゃれ講習会』の評価と今後の課題
仙台医療センター　看護部　伊藤　智子

DP-2-122-7 「ウィメンズセミナー」の振り返りからみるセミナーの課題の検討～乳がん患者への支援に焦点を当てて～
名古屋第二赤十字病院　林　真奈美

DP-2-122-8 がんヨガスクールの現状と課題
埼玉医科大学国際医療センター　看護部　小島真奈美

DP-2-122-9 乳がん啓発イベント「マンモサタデー」第3回を終えて
湘南鎌倉総合病院　看護部　池田　真美

DP-2-122-10 乳がん市民公開講座「みんなで語ろう�乳がんのこと」参加者アンケートを用いた評価
熊本大学医学部附属病院　看護部/治験支援センター　久本　佳奈

DP-2-122-11 若年性乳がん患者会の報告
乳腺専門医　さきたクリニック　王　　千寿

デジタルポスター 123　　DP-2-123　　� 14:55-16:05

緩和医療�②
座長：船越　真人（広島市立安佐市民病院乳腺外科）

DP-2-123-1 局所コントロールが困難であった乳癌巨大腋窩リンパ節転移に対して緩和照射がQOL向上に繋がった1例
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　坂野　福奈

DP-2-123-2 乳癌術後急性期疼痛に対する傍脊椎ブロックと前胸壁ブロックの比較検討
ベルランド総合病院　乳腺センター　阿部　　元

DP-2-123-3 がんサポートパスを用いた在宅療養支援の有用性
大垣市民病院　外科　亀井桂太郎

DP-2-123-4 乳癌術後に出現した肩・上肢の疼痛、可動域制限に対するマッケンジー法によるアプローチ
医療法人　宇賀外科医院　甲状腺・乳腺クリニック　宇賀　達也

DP-2-123-5 当院緩和ケア病棟にて入院治療を行った乳癌患者の検討
製鉄記念八幡病院　乳腺センター　高浪　英樹

DP-2-123-6 終末期を迎え一般病棟で看取りを行った乳癌患者の検討
長野赤十字病院　乳腺・内分泌外科　浜　　善久

DP-2-123-7 進行再発乳癌治療におけるアドバンスケアプランニングの必要性ならびに積極的抗がん治療の終了時期
ベルランド総合病院　緩和ケア科　山﨑　圭一

DP-2-123-8 転移・再発乳癌におけるAdvanced�care�plannningについて
徳島大学大学院　胸部内分泌腫瘍外科／徳島大学病院　緩和医療部門　武知　浩和

DP-2-123-9 乳腺外科と緩和ケアチームの併診という形で関わる当院におけるAdvance�Care�Planning
国立病院機構　千葉医療センター　乳腺外科　中野　茂治

DP-2-123-10 アドバンスケアプランニング（ACP）導入への取り組み
国立病院機構　九州医療センター　がん診療統括部　中川　志乃
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デジタルポスター 124　　DP-2-124　　� 14:55-16:05

薬物療法：有害事象②（末梢神経障害）
座長：三階　貴史（千葉大学　医学部　臓器制御外科学）

DP-2-124-1 パクリタキセルによる末梢神経障害に対しメサドン塩酸塩が奏功した壮年期乳癌患者の一例
独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院　がんセンター：緩和ケア科　近藤　恵子

DP-2-124-2 微小管阻害薬系抗癌剤の末梢神経障害に対する漢方薬人参栄養湯の試み
国立病院機構　信州上田医療センター　乳腺内分泌外科　小松　　哲

DP-2-124-3 Paclitaxelに伴う末梢神経障害に対する、漢方合方（牛車腎気丸+桂枝加朮附湯+附子末）投与による効果の検討
医療法人　乳腺ケア　泉州クリニック　住吉　一浩

DP-2-124-4 冷却方法のコンプライアンスが化学療法誘発性末梢神経障害の予防効果に与える影響についての検討
独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター　化学療法センター　岡田　優子

DP-2-124-5 末梢神経障害対策�～より簡便なグローブ圧着法の試み～
市立宇和島病院　岡田　憲三

DP-2-124-6 Dose-densパクリタキセル療法における末梢神経障害に対する冷却療法の有効性の検討
聖隷浜松病院　看護部　柴﨑　幾代

DP-2-124-7 パクリタキセル毎週投与法による末梢神経障害に対する四肢末端冷却法の有用性に関する検討
啓明会　相原病院　ブレストセンター　前田　絵美

DP-2-124-8 当院でのタキサン系化学療法による末梢神経障害の予防と症状緩和対策について
たけべ乳腺外科クリニック　吉川真由美

DP-2-124-9 パクリタキセルによる末梢神経障害に対する手術手袋による予防効果
医療法人社団　北つむぎ会　さっぽろ麻生乳腺甲状腺クリニック　亀田　　博

DP-2-124-10 末梢神経障害に対して、当院で新たに導入したサージカルグローブを用いた手指圧迫療法の有効性の検討
高知赤十字病院　外科　甫喜本憲弘

DP-2-124-11 手足症候群予防のセルフケア支援に対する考察と課題
千葉市立海浜病院　看護部　中村　志穂

デジタルポスター 125　　DP-2-125　　� 14:55-16:05

薬物療法：有害事象③（脱毛）
座長：片方　直人（公益財団法人星総合病院外科）

DP-2-125-1 独自に開発した頭皮冷却装置による再発性乳癌患者16例のエルブリン化学療法誘発性脱毛予防の有効性
加藤乳腺クリニック　加藤　　誠

DP-2-125-2 術前・術後化学療法時の頭皮冷却での脱毛予防効果を評価した前向き研究結果
国立病院機構　四国がんセンター　乳腺科　大住　省三

DP-2-125-3 当科における化学療法時の脱毛抑制を目的とした頭部冷却療法の初期成績および今後の展望
東京女子医科大学東医療センター　乳腺診療部　松岡　　綾

DP-2-125-4 化学療法の脱毛予防における頭部冷却装置の検討
かねこクリニック　乳腺外科／杏林大学医学部付属病院　乳腺外科　伊東　大樹

DP-2-125-5 乳癌術前術後化学療法時の頭皮冷却療法による脱毛抑制の検討
関西電力病院　乳腺外科　小倉　信子
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DP-2-125-6 頭部冷却による乳癌化学療法誘発性脱毛予防について
松江赤十字病院　看護部　山本　香織

DP-2-125-7 補助化学療法による脱毛に対する頭部冷却の看護師介入について
新百合ヶ丘総合病院　看護部　榎本　史子

DP-2-125-8 がん化学療法を受ける乳がん患者が抱える脱毛ケアに関する困難感
筑波大学附属病院　看護部　淺野　知恵

DP-2-125-9 TC療法による脱毛の長期経過:1年後毛髪の変化に関する前向き観察研究
群馬大学医学部附属病院　看護部　一場　　慶

DP-2-125-10 頭皮冷却法施行症例における化学療法終了時及び6カ月以上経過後の毛量と毛質変化の調査
市立奈良病院　乳腺センター　今井　　文

DP-2-125-11 抗がん剤治療を受ける乳がん患者のヴィック購入の現状
医療法人社団藤聖会　富山西総合病院　田中　美穂

デジタルポスター 126　　DP-2-126　　� 14:55-16:05

薬物療法：化学療法、その他②
座長：齋村　道代（北九州市立医療センター外科）

DP-2-126-1 閉鎖的薬剤移送システム（CSTD）導入による曝露対策
東北労災病院　薬剤部　菅野　和彦

DP-2-126-2 抗がん剤曝露汚染調査と対策
春日井市民病院　薬剤部　前田　剛司

DP-2-126-3 骨粗鬆症を伴う閉経後乳癌患者おけるゾレドロン酸5mg投与が骨密度と骨代謝マーカーに与える影響
市立四日市病院　乳腺外科　奥村　真衣

DP-2-126-4 当院における乳癌患者におけるゾレドロン酸水和物（リクラスト®）の使用経験
佐世保市立総合医療センター　乳腺外科　馬場　雅之

DP-2-126-5 乳癌骨転移症例におけるデノスマブ（DEN）関連顎骨壊死（DRONJ）リスク因子の検討
群馬大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科／群馬大学医学部附属病院　外科診療センター　矢島　玲奈

DP-2-126-6 クリニックにおける口腔内ケアを含めた支持療法と化学療法の実践-Anthracycline�regimen�とFNの検証-
いなば御所野乳腺クリニック　稲葉　　亨

DP-2-126-7 化学療法誘発性の無月経と月経再開に影響を及ぼす臨床病理学的因子の検討
釧路労災病院　外科　笠原　里紗

DP-2-126-8 当院における上腕ポートの有用性についての検討
大分県済生会日田病院　外科　尾崎　邦博

デジタルポスター 127　　DP-2-127　　� 14:55-16:05

症例報告：臨床経過・病態�④
座長：藤井　公人（愛知医科大学乳腺・内分泌外科）

DP-2-127-1 乳癌術後15年目に発生した骨肉腫の1例
滋賀医科大学　外科学講座　澤田　佳奈

DP-2-127-2 Subtypeも同じであった同時性両側粘液癌の一例
兵庫県立西宮病院　乳腺外科　松尾　容子
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DP-2-127-3 治療開始までに病期の進行した妊娠初期乳癌の1例
大和高田市立病院　外科　岡村　隆仁

DP-2-127-4 TC療法に対するG-CSFの一次予防投与中に重症ニューモシスチス肺炎を発症した膠原病加療中の乳癌の一例
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　乳腺外科　仁科　麻衣

DP-2-127-5 皮膚筋炎に肝内胆管癌と乳癌を合併した重複癌の稀な一例
東京慈恵会医科大学付属病院　乳腺・内分泌外科　吉井裕紀子

DP-2-127-6 骨転移陰性でPTHrP高値を伴う著明な高カルシウム血症を呈した進行乳癌の一例
上尾中央総合病院　乳腺外科　山﨑　香奈

DP-2-127-7 婦人科手術を契機に発見された乳癌と子宮体癌の同時性進行重複癌の1例
社会医療法人宏潤会　大同病院・だいどうクリニック　中島　　悠

DP-2-127-8 転移性肺腫瘍切除術後再発に再度肺切除し、以降無病生存期間を6年超経過している乳癌肺転移の1例
特定医療法人　博愛会病院　外科　石黒　　聡

DP-2-127-9 診断・治療方針決定に苦慮した乳癌、甲状腺癌の合併例1例
岐阜大学医学部　腫瘍外科　中神　　光

DP-2-127-10 基質産生癌6例の検討
新札幌乳腺クリニック　湯山　友一

デジタルポスター 128　　DP-2-128　　� 14:55-16:05

症例報告：病理診断�④
座長：清水　大輔（横浜市立みなと赤十字病院乳腺外科）

DP-2-128-1 乳腺に発生した軟部組織巨細胞腫の1例
市立島田市民病院　外科　惟康　良平

DP-2-128-2 乳腺扁平上皮癌（化生癌の）一例
公立陶生病院　外科　田中　秀明

DP-2-128-3 被包型乳頭癌の1例
手稲渓仁会病院　胸部一般外科　阿部　　大

DP-2-128-4 乳腺に発生したリンパ上皮腫様癌の1例
九州労災病院　外科　松田　有希

DP-2-128-5 乳腺基質産生癌の1例
医療法人元生会　森山病院　外科　松田　佳也

DP-2-128-6 被包型乳頭癌と浸潤性小葉癌が併存した1例
順天堂大学練馬病院　総合外科　河口　　恵

DP-2-128-7 アポクリン癌と扁平上皮癌が併存した乳癌の一例
岡山ろうさい病院　外科　好川ちひろ

DP-2-128-8 術前化学療法後に扁平上皮癌成分が優位に残存した稀な乳腺化生癌の1例
たかはし乳腺消化器クリニック　孝橋　慶一

DP-2-128-9 粘液分泌腫瘍の検討
大阪中央病院　外科　安田　　潤
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デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 129　　DP-2-129　　� 16:05-17:15

チーム医療：看護�①
座長：武石　優子（平鹿総合病院看護部）

DP-2-129-1 乳がん告知後看護面談の分析～患者の思いの把握と今後の課題～
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　看護部　林　　美貴

DP-2-129-2 術前化学療法中に鬱病の診断に至った患者への関わりを通しての検討
和泉市立総合医療センター　看護部　白井　雅美

DP-2-129-3 乳癌術後Tamoxifenによる更年期症状やQOL改善のための青竹踏みの効果を検討したシングルアーム看護介入試験
那覇西クリニック　看護部　奥間　聡子

DP-2-129-4 NPへのタスクシフティングの現状と今後の課題
独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター　茂木　綾子

DP-2-129-5 診断から初期治療開始までの乳がん患者が求める情報と利用情報源
JA愛知厚生連安城更生病院　看護部　矢嶋　りか

DP-2-129-6 乳腺専門クリニックにおける告知時からの意思決定支援
赤羽乳腺クリニック　杉野　知美

DP-2-129-7 病棟看護師が実践する乳がん手術後の退院指導の現状と今後の課題
北九州市立医療センター　看護部　安藤　育枝

DP-2-129-8 乳がん患者の継続看護の充実に向けて�～�乳がん患者に関わるスタッフ合同でのケア方法の検討�～
岩手医科大学附属病院　看護部　三浦　一穂

DP-2-129-9 精神疾患をもつ進行乳がん患者の関りと課題
厚生連　揖斐厚生病院　外科外来　君垣　　歩

DP-2-129-10 退院に自信が持てない再発乳癌患者への自己効力感を高める看護の有用性
北海道がんセンター　乳腺外科　佐々木ひな子

デジタルポスター 130　　DP-2-130　　� 16:05-17:15

チーム医療：看護�②
座長：小茂田昌代（東京理科大学薬学部）

DP-2-130-1 パルボシクリブ+内分泌療法における当院の支援体制の現状
総合大雄会病院　看護部　五藤　知美

DP-2-130-2 当院におけるER（+）HER2（-）進行再発乳癌に対するPalbociclibの治療成績
関西医科大学附属病院　乳腺外科　矢内　洋次

DP-2-130-3 当センターにおけるパルボシクリブ内服患者に対する活動の実際
順天堂大学医学部附属順天堂医院　看護部　乳腺センター　亀井　律子

DP-2-130-4 術後内分泌療法を受ける閉経前乳がん患者の治療体験と対処行動
東京都立多摩総合医療センター　看護部　池田　恭子

DP-2-130-5 乳癌骨転移に着目したチーム医療における現状と課題
茨城県立中央病院・茨城地域がんセンター　看護局　園原　一恵
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DP-2-130-6 乳がん標準治療ゾラデックス皮下注射前処置においてリドカインテープの有効な貼付時間の検討
医療法人宝生会PL病院　安立　博子

DP-2-130-7 バリアンス発生低下に向けたクリティカルパスの改正
社会医療法人　厚生会　多治見市民病院　大脇　小幸

DP-2-130-8 乳がん術後ホルモン療法中患者へのアピアランスケア�毛髪用注入剤Dr.CYJヘアフィラー治療の1事例
女性クリニックWe富山　ブレストケア　形成美容外科　溝口　明子

DP-2-130-9 多職種によるアピアランスケアチームの立ち上げ、構築に向けた取り組み
がん・感染症センター　都立駒込病院　看護部　砂田由梨香

デジタルポスター 131　　DP-2-131　　� 16:05-17:15

チーム医療：看護�③
座長：岩本　充彦（大阪医科大学附属病院乳腺・内分泌外科）

DP-2-131-1 日記記載を用いた看護介入により、外来化学療法中のQOLが向上した1例
乳腺ケア泉州クリニック　金森　博愛

DP-2-131-2 フェソロデックスを受けている患者の思いと看護師の関わり
札幌ことに乳腺クリニック　堀田　美紀

DP-2-131-3 乳房再建術における硬膜外麻酔による疼痛コントロール評価~看護記録をグラデーションで可視化~
JCHO久留米総合病院　看護課　池田富士子

DP-2-131-4 乳房再建術の選択に関わる要因
高知大学　医学部附属病院　がん治療センター /緩和ケアセンター　藤原　キミ

DP-2-131-5 エキスパンダー挿入術を経験した乳房再建術後患者の困難と対処からみえた退院後フォローアップへの示唆
静岡県立　静岡がんセンター　村田美智子

DP-2-131-6 ピア協働型多職種による乳房再建術への意思決定支援プログラムの開発
上智大学総合人間科学部看護学科／昭和大学乳腺外科　渡邊　知映

DP-2-131-7 根室地区の後期高齢者乳癌患者の診療に関する特性
市立根室病院　臨床検査科　上田　佳奈

DP-2-131-8 高齢者乳がん患者への治療選択の支援
糸島医師会病院　看護部　二宮　百香

DP-2-131-9 ホルモン療法を受けている高齢乳がん患者の認知機能障害の経験
広島大学大学院医歯薬保健学研究科　天田　靖子

デジタルポスター 132　　DP-2-132　　� 16:05-17:15

チーム医療：サポーティブケア�②
座長：松井　　哲（国立病院機構東京医療センター外科）

DP-2-132-1 周術期乳癌症例の肩関節alignmentに及ぼす影響の解析
独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　リハビリテーション科　山田　智恵

DP-2-132-2 身体的介入とともに心理的支援を行った作業療法士の関わり～安心して生きることを支えるために～
長崎労災病院　中央リハビリテーション部　和田さゆり

DP-2-132-3 術前の中枢性感作は乳がん術後上肢の遷延する疼痛や能力障害を予測する
医療法人　乳腺ケア　泉州クリニック　萬福　允博
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DP-2-132-4 当院における乳がん術後の肩関節可動域再獲得の現状
医療法人徳洲会　大垣徳洲会病院　リハビリテーション科　杉原奈津子

DP-2-132-5 乳癌手術部位からみた肩関節可動域制限について
医療法人倚山会　田岡病院　リハビリテーション科　大岩　瑞穂

DP-2-132-6 当施設における続発性リンパ浮腫を発症した乳がん患者のリスク要因～後方視的カルテ調査から～
埼玉医科大学国際医療センター　看護部　岡部みどり

DP-2-132-7 効果的なリンパ浮腫予防指導に向けての取り組み～リンパ浮腫予防DVDを取り入れた退院指導～
医療法人　ブレストピア　ブレストピア宮崎病院　看護部　牧　　　悠

DP-2-132-8 上肢リンパ管細静脈吻合術（LVA）術後圧迫療法�維持期着圧に関する一考察
地方独立行政法人　栃木県立がんセンター　看護部　奥田奈々恵

DP-2-132-9 病棟・外来連携によるリンパ浮腫予防支援の取り組み（第2報）
名古屋市立西部医療センター　看護部　中神　千尋

DP-2-132-10 高齢者の乳癌術後リンパ浮腫ケア�―複合的治療の維持によりリンパ浮腫の改善した高齢者乳癌例の経験から―
三河乳がんクリニック　日置あずみ

DP-2-132-11 リンパ管細静脈吻合術の治療施設と乳腺専門クリニックとの術前術後における連携体制について
赤羽乳腺クリニック　副田さつき

デジタルポスター 133　　DP-2-133　　� 16:05-17:15

遺伝性・家族性乳癌：遺伝学的検査�②
座長：相原　智彦（相原病院乳腺科）

DP-2-133-1 BRACAnalysis診断システムにて変異陽性となった高齢者再発乳癌の1例
滋賀医科大学外科学講座　消化器・乳腺一般外科　北村　美奈

DP-2-133-2 当院のBRACAnalysis診断システムの導入状況とオラパリブの使用経験
金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科／金沢大学附属病院　乳腺科　石川　聡子

DP-2-133-3 当院におけるBRCA1/2遺伝子検査体制整備とOlaparibの使用経験
京都第一赤十字病院　乳腺外科　糸井　尚子

DP-2-133-4 BRACAnalysis診断システム運用における当院での取り組み
がん・感染症センター　都立駒込病院　遺伝子診療科　井ノ口卓彦

DP-2-133-5 遺伝外来のない市中病院でのBRCA1/2遺伝子検査導入と実際
石川県立中央病院　乳腺内分泌外科　金子　真美

DP-2-133-6 BRCA変異陽性乳癌に対するオラパリブ3例の使用経験
山形県立中央病院　乳腺外科　牧野　孝俊

DP-2-133-7 コンパニオン診断と遺伝学的検査としてのBRCA遺伝子に関する包括的マネージメントと地域連携について
長崎大学　腫瘍外科　松本　　恵

DP-2-133-8 コンパニオン診断のためのBRCA1/2遺伝子検査における当院の取り組み
神奈川県立がんセンター　遺伝診療科　羽田　恵梨

DP-2-133-9 治療選択目的の遺伝学的検査（BRACAnalysis）導入における当院での取り組み及びオラパリブの使用経験
聖マリアンナ医科大学病院　乳腺内分泌外科／ブレスト＆イメージング先端医療センター附属クリニック　乳腺外科　本吉　　愛
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DP-2-133-10 当院における乳癌症例の遺伝子パネルを用いた網羅的遺伝子解析の検討
北海道大学病院　乳腺外科　萩尾加奈子

デジタルポスター 134　　DP-2-134　　� 16:05-17:15

病理：SLN、断端診断
座長：片寄　喜久（市立秋田総合病院乳腺・内分泌外科）

DP-2-134-1 生組織の標本・捺印細胞を用いた乳腺切除断端の術中迅速診断法の開発
大阪大学　医学部　乳腺内分泌外科　多根井智紀

DP-2-134-2 乳房部分切除における術中迅速診断による切除断端評価の検討
市立砺波総合病院　外科　野崎　善成

DP-2-134-3 乳房部分切除術における術中迅速病理診断に関する検討
横浜労災病院　包括的乳腺先進医療センター／同　乳腺外科　木村　安希

DP-2-134-4 当院での乳房温存手術における切除断端側方全周術中迅速病理診断についての検討
慈泉会　相澤病院　外科センター　乳腺・甲状腺外科　平野　龍亮

DP-2-134-5 当院の乳房再建術における術中乳頭背側断端診断の検討
東京医科大学　乳腺科学分野　河手　敬彦

DP-2-134-6 センチネルリンパ節の病理評価法がリンパ節転移診断と術後治療に与える影響
広島大学病院　乳腺外科　笹田　伸介

DP-2-134-7 Trimmingしたセンチネルリンパ節周囲組織の病理学的検討
斗南病院　呼吸器・乳腺外科　林　　諭史

DP-2-134-8 原発性乳癌における術前センチネルリンパ節生検の検討
横浜旭中央総合病院　乳腺外科　小野田敏尚

DP-2-134-9 テレパソロジーを用いた乳癌手術迅速診断
社会医療法人石川記念会　HITO病院　乳腺外科　小坂泰二郎

デジタルポスター 135　　DP-2-135　　� 16:05-17:15

社会健康医学
座長：畑　　清子（埼玉医科大学国際医療センター　看護部）

DP-2-135-1 RandomForest�modelを用いた検診間隔個別化の試み
北部地区医師会病院　中力　美和

DP-2-135-2 乳がんリスク関連SNPsと乳腺濃度,�体形,�サブタイプとの関連性解析
岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　河田　健吾

DP-2-135-3 HTLV1感染と乳癌の病理学的因子との関連
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科　新田　吉陽

DP-2-135-4 科学の特性から乳癌の臨床を考える
済生会　中津病院　吉村　慶子

DP-2-135-5 100回を超える患者会継続の経緯と工夫
茶屋町ブレストクリニック／大阪QOLの会／淀川キリスト教病院　脇田　和幸

DP-2-135-6 精神疾患を合併する乳がん患者の意思決定支援
社会医療法人昌林会　安来第一病院　乳腺外科　杉原　　勉

デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー



174

デジタルポスター2日目

DP-2-135-7 米国ロズウェルパーク癌研究所におけるがんゲノム医療の現状と今後の展望
ロズウェルパーク癌研究所／福島県立医科大学　乳腺外科学講座　岡野　舞子

DP-2-135-8 NCDにおける長期予後調査は実現可能か?
KKR東京共済病院　乳腺科、癌登録室　馬場　紀行

デジタルポスター 136　　DP-2-136　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�①
座長：館花　明彦（公立学校共済組合関東中央病院乳腺外科）

DP-2-136-1 Trastuzumab投与中に妊娠が判明した一例
武蔵野赤十字病院　乳腺科／日本健康管理協会　新宿健診プラザ　佐川　雅子

DP-2-136-2 Palbociclibとfulvestrantが著効を示した乳癌胸膜・心膜再発の1例
国立病院機構　渋川医療センター　横江　隆夫

DP-2-136-3 HER+PER+内分泌療法が有用であった小葉がんびまん性肝転移の1例
愛媛県立中央病院　乳腺内分泌外科　宮崎　一恵

DP-2-136-4 乳癌術前化学療法中にニューモシスチス肺炎と肺動脈血栓症を併発した1例
市立ひらかた病院　乳腺外科　前沢　早紀

DP-2-136-5 局所進行乳癌および脳転移に対して全身治療が奏功しlong�SDが得られている高齢者乳癌の1例
JA長野厚生連長野松代総合病院　乳腺・内分泌外科　渡邉　隆之

DP-2-136-6 ER陽性HER2陰性進行再発乳癌late�lineにおいてPalbociclib+Letrozoleを使用し有効性を示した一例
松下記念病院　外科　松井　知世

DP-2-136-7 無治療で長期cCRを維持している再発乳癌の2例
中津市立中津市民病院　外科　永松　敏子

DP-2-136-8 パルボシクリブを投与中に急速に増悪を来した一例
秋田厚生医療センター　外科　木村　愛彦

DP-2-136-9 AI剤およびフルベストラント耐性となった後にパルボシクリブを追加しClinical�Benefitが得られた1例
KKR札幌医療センター　佐藤　公則

DP-2-136-10 Pertuzumab、Trastuzumab、Docetaxelによる術前化学療法が奏効したHER2陽性乳癌の1症例
山形県立新庄病院　外科・乳腺外科　石山　智敏

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 137　　DP-2-137　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�②
座長：宮下　　勝（一般財団法人甲南会　甲南病院外科）

DP-2-137-1 フルベストラントによるアナフィラキシーショックをきたした一例
南町田病院　外科　矢野　正雄

DP-2-137-2 パルボシクリブによる掌蹠膿疱症の一例
国立がん研究センター東病院　薬剤部　森本　麻友

DP-2-137-3 家族歴のないBRCA遺伝子変異再発乳がんに対してOlaparibが著効しつつある症例
国際医療福祉大学　三田病院　乳腺センター／獨協医科大学　埼玉医療センター　乳腺科　内田　惠博
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DP-2-137-4 乳癌術前化学療法Dose-dense療法中にニューモシスチス肺炎の合併が疑われた1例
三和病院　乳腺外科／東京女子医科大学東医療センター　乳腺診療部　小寺　麻加

DP-2-137-5 乳癌骨髄転移に対し，CDK4/6阻害剤が著効した1例
東京共済病院　乳腺科　中村明日香

DP-2-137-6 間欠的抗HER2療法が長期間奏効している高齢で肝転移を有する手術未施行のHER2陽性進行乳癌の一例
独立行政法人国立病院機構沼田病院　外科　前村　道生

DP-2-137-7 術後肺転移をきたしたHER2陽性微小浸潤癌の1例
獨協医科大学　埼玉医療センター　乳腺科　林原　紀明

DP-2-137-8 胸水貯留に対しBevacizumab+Paclitaxel併用療法が奏功した乳癌胸膜転移の2例
獨協医科大学　埼玉医療センター　小川　利久

DP-2-137-9 5次治療でトラスツズマブ+ペルツズマブ+パクリタキセル併用療法を行いCRとなった転移乳癌の1例
岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科　三又明日香

DP-2-137-10 エチニルエストラジオールが奏功した多発肝転移を有する閉経後再発乳癌の1例
独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院　乳腺・内分泌外科　塚本　文音

デジタルポスター 138　　DP-2-138　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�③
座長：窪田　智行（総合上飯田第一病院乳腺外科）

DP-2-138-1 乳癌肝転移にフッ化ピリミジン系薬剤が著効を認めた症例
恵佑会札幌病院　呼吸器乳腺外科　鈴木　康弘

DP-2-138-2 S-1が奏効した乳癌脳転移の1例
兵庫県立尼崎総合医療センター　乳腺外科　諏訪　裕文

DP-2-138-3 CDK4/6阻害剤耐性後にmTOR阻害剤を使用した2例
京都第一赤十字病院　乳腺外科　北野　早映

DP-2-138-4 HER2陽性StageⅣ乳癌に対し抗HER2療法、化学療法と内分泌療法を併用した治療で10年生存が得られている一例
千葉大学大学院　医学研究院　先端応用外科学　龍崎　貴寛

DP-2-138-5 エリブリン投与中下肢の筋力低下をきたすも中止後比較的速やかに回復した再発乳がん2例
埼玉医科大学総合医療センター　ブレストケア科　小泉　沙織

DP-2-138-6 転移性乳癌患者に対しFulvestrantを使用して長期奏功している症例
大田市立病院　薬剤科　堀江　達夫

DP-2-138-7 肉腫化した悪性葉状腫瘍に対するエリブリン及びゲムシタビンの使用経験
琉球大学　医学部　第一外科　国仲　弘一

DP-2-138-8 Bev�+�PTX�療法により病勢のコントロールを得た高齢者進行・再発乳癌の3例
東京慈恵会医科大学　外科　高橋　澄加

DP-2-138-9 転移再発乳癌に対するパクリタキセル+ベバシズマブ療法の使用経験
大阪府済生会千里病院　外科　吉岡　節子

DP-2-138-10 トラスツズマブ+ペルツズマブ+エリブリン併用療法が奏功した乳癌術後硬膜転移の1例
平和台病院　乳腺外科　京田　茂也
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デジタルポスター 139　　DP-2-139　　� 16:05-17:15

緩和医療③（看護/薬剤師）
座長：岩井　　大（東京西徳洲会病院薬剤部）

DP-2-139-1 外来通院乳がん患者に対するACP調査を行って
社会医療法人財団白十字会　白十字病院　看護部　千葉亜紀子

DP-2-139-2 乳がん終末期での意思決定支援の際の看護師の役割について
公立松任石川中央病院　看護部　太田　佳美

DP-2-139-3 進行・再発乳癌患者に対するタペンタドールの有効性と消化器系有害事象の検討
福山市民病院　薬剤科　岡本　直樹

DP-2-139-4 乳がんで妻を亡くした夫の悲嘆過程
医療法人社団藤聖会　富山西総合病院　加藤　直美

DP-2-139-5 終末期がん看護に関わる一般病院看護師の困難から今後のケアを考える
新潟厚生連　長岡中央綜合病院　小川　知恵

DP-2-139-6 終末期患者の療養場所等の選択における課題
順天堂大学医学部附属順天堂医院　がん治療センター　野上　典子

DP-2-139-7 乳腺外来におけるアドバンス・ケア・プランニングシート活用の現状と課題
独立行政法人　国立病院機構　高崎総合医療センター　櫻井　史子

DP-2-139-8 BSCを選択した再発乳癌患者から考察するアドバンス・ケア・プランニングの有用性
北海道がんセンター　看護部　大類さくら

DP-2-139-9 大学病院における再発乳がん終末期患者の在宅療養支援
川崎医科大学附属病院　市丸　千聖

デジタルポスター 140　　DP-2-140　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�④
座長：朴　　英進（東北医科薬科大学医学部外科学第3（乳腺・内分泌外科）教室）

DP-2-140-1 血液透析中のtriple�negative�乳癌再発に対し集学的治療を行った1例
三豊総合病院　外科　久保　雅俊

DP-2-140-2 特異な術後皮膚転移をきたし、薬物療法が奏功した乳がんの1症例
市立長浜病院　外科　東出　俊一

DP-2-140-3 術前化学療法を施行した乳腺化生癌の2例
医療法人文正会　須恵外科胃腸科医院　宗﨑　正恵

DP-2-140-4 ドセタキセル+トラスツズマブ+ペルツズマブ療法にて長期間肝転移巣CRが得られているHER2陽性乳癌の1例
三和病院　髙松　友里

DP-2-140-5 乳癌周術期化学療法中に亜急性心毒性をきたした2例
国立病院機構神戸医療センター　外科、乳腺外科　前川　陽子

DP-2-140-6 乳癌術後の癌性心膜炎に対して局所治療および抗HER2治療・化学療法が有効であった2症例
医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院　乳腺外科　三瀬　圭一

DP-2-140-7 黄疸、腹水を伴い肝不全の状態で発見されたHER2陽性乳がんに対して、抗HER2療法を施行し著効した2例
市立池田病院　乳腺・内分泌外科　安座間　隆
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DP-2-140-8 化学放射線療法が奏効した授乳期トリプルネガティブ乳癌の1例
岡崎市民病院　横井　一樹

DP-2-140-9 直前の化学療法が奏功しなかったもののCDK4/6阻害薬併用による3次治療が奏功したステージⅣ乳癌の一例
日本赤十字社　成田赤十字病院　乳腺外科　尾内　康英

DP-2-140-10 多発骨転移を伴うHER2陽性乳癌に対し集学的治療を行い臨床学的完全奏功を得た1例
名古屋掖済会病院　外科　秋田由美子

デジタルポスター 141　　DP-2-141　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�⑤
座長：齊藤　　毅（さいたま赤十字病院）

DP-2-141-1 重篤な貧血を伴う腫瘍出血を認めた乳癌副腎転移に対し化学療法が奏効した一例
済生会滋賀県病院　外科　奥山　結香

DP-2-141-2 術後内分泌療法中にIgA血管炎を呈した高齢者乳癌の一例
市立伊丹病院　乳腺外科　野﨑　由夏

DP-2-141-3 乳腺悪性葉状腫瘍の遠隔転移に対してエルブリン,�パゾパニブにより長期病勢がコントロールできた1例
神戸市立医療センター西市民病院　乳腺外科　三瀬　昌宏

DP-2-141-4 閉経前乳癌術後肝転移に対してLH-RHアゴニスト+アロマターゼ阻害剤が奏功した1例
姫路聖マリア病院　乳腺外科　丸山修一郎

DP-2-141-5 Late�LineでEthinylesytadiolが奏功した閉経後ホルモン陽性HER2陰性再発乳癌の2例
都立墨東病院　下園　麻衣

DP-2-141-6 ペグフィルグラスチム投与下に発熱性好中球減少症を生じ感染症を合併した症例の検討
徳島赤十字病院　外科　川中　妙子

DP-2-141-7 化学療法爪甲剥離に対するジェルネイルの効果
医療法人恵愛会　上村病院　乳腺外科　上村　万里

DP-2-141-8 転移乳癌の薬物療法中に肝機能障害を生じた3例
北海道大学病院　乳腺外科　鈴木はる菜

DP-2-141-9 アロマターゼ阻害薬使用に伴う骨粗鬆症に対するミノドロン酸水和物の有用性の検討
久留米大学病院　乳腺・一般外科　緒方奈々恵

DP-2-141-10 局所進行乳癌12例に対するMohs軟膏の使用経験とその有用性に関する検討
乳腺外科　仁尾クリニック　坂本万里華

デジタルポスター 142　　DP-2-142　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�⑥
座長：平　　成人（岡山大学病院乳腺・内分泌外科）

DP-2-142-1 骨髄癌症に起因したDICに対してトロンボモジュリン製剤と化学療法の併用が奏功した再発乳癌の1症例
青森新都市病院　乳腺外科　西　　　隆

DP-2-142-2 トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル併用療法が著効した多発リンパ節転移陽性HER2陽性乳癌の1例
越谷市立病院　外科／越谷市立病院　がん治療センター　三浦　弘善

DP-2-142-3 トラスツマブ投与後に重症血小板減少症を認めた1例
大和市立病院　乳腺外科　藤野　史織
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DP-2-142-4 乳癌術前後の多愁訴に対して漢方治療が有効であった症例と処方薬の考え方の検討
亀田ブレストセンター　乳腺センター　鈴木　貴子

DP-2-142-5 乳癌肝転移に対する化学療法中に生じた偽肝硬変の2例
小樽協会病院　外科　進藤　　学

DP-2-142-6 関節リウマチ治療中にエキセメスタン+エベロリムスで長期病勢コントロールが可能であった進行乳癌
市立四日市病院　萩野　友美

DP-2-142-7 Eribulinが奏効したPulmonary�Tumor�Thrombotic�Microangiopathy（PTTM）の1例
淀川キリスト教病院　乳腺外科　渡辺　理恵

DP-2-142-8 術前化学療法が奏功した乳腺基質産生癌の1例
札幌東徳洲会病院　乳腺外科　南　　盛一

DP-2-142-9 左乳癌術後18年目の肺門部再発による無気肺に対して、内分泌治療6年後にTS-1が著効した1例
近畿大学　医学部　奈良病院　がんセンター外科　湯川　真生

DP-2-142-10 術前化学療法中に発症した薬剤性間質性肺炎の3例
徳島大学大学院　胸部内分泌腫瘍外科　兼松　美幸

デジタルポスター 143　　DP-2-143　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�⑦
座長：蓬原　一茂（自治医科大学附属さいたま医療センター　一般消化器外科）

DP-2-143-1 Capecitabine+Cyclophosphamideが著効したBRCA変異陰性TNBCの1例
横浜総合病院　乳腺外科　山中　　歩

DP-2-143-2 乳腺原発の小細胞癌の1例
埼玉メディカルセンター　乳腺外科　上原　有貴

DP-2-143-3 乳房原発間葉系悪性腫瘍5例（血管肉腫3例、線維肉腫2例）に対するハラコンドリンBの使用経験
城西病院　乳腺外科　白川　一男

DP-2-143-4 Fulvestrantが著効・長期奏効した癌性リンパ管症の1例
九州大学　臨床・腫瘍外科　櫻井　　翼

DP-2-143-5 XC療法で長期にSDを維持している乳癌多発肝転移の一症例
小松市民病院　外科　佐藤　礼子

DP-2-143-6 乳癌術後再発として出現した化生癌に対し化学療法が奏効した1例
三原市医師会病院　吉山　知幸

DP-2-143-7 一度治癒したハーセプチンによる間質性肺炎が再投与により急激に再発症した1例
市立池田病院　乳腺内分泌外科　北田　昌之

DP-2-143-8 Bevacizumab/Paclitaxel併用療法により難治性皮膚潰瘍を形成した乳癌皮膚転移の一例
地域医療機能推進機構　山梨病院　乳腺外科　丸山　孝教

DP-2-143-9 Bevacizumab/paclitaxel療法が著効を奏した局所進行・炎症性乳癌の2例:腫瘍変化からみた作用機序と有用性
獨協医科大学埼玉医療センター　乳腺科　辻　　英一

DP-2-143-10 エリブリンの長期投与に関して
東名厚木病院　外科　日野　浩司
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デジタルポスター 144　　DP-2-144　　� 16:05-17:15

症例報告：薬物療法�⑧
座長：増岡　秀次（札幌ことに乳腺クリニック）

DP-2-144-1 Trastuzumab、Pertuzumab、Docetaxel、Zoledoronic�acidによる治療が奏効、進行乳癌・多発転移の一症例
刈谷豊田総合病院　乳腺外科　内藤　明広

DP-2-144-2 薬物療法を継続し10年間生存しているHER2陽性非切除進行乳癌の1例
愛知県がんセンター愛知病院　乳腺科　村田　　透

DP-2-144-3 パクリタキセル+ベバシズマブが奏功し長期間病勢を制御できている局所進行・転移乳癌の1例
岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科　佐藤　志帆

DP-2-144-4 再発7次化学療法後にPalbociclib+�Fulvestrant療法が著効したER陽性再発乳癌の1例
千葉市立海浜病院　乳腺外科　三好哲太郎

DP-2-144-5 HER-2陽性多発転移乳癌に対しホルモン剤併用抗HER-2療法が著効し60ヶ月以上の長期PRを維持し得た一例
日本大学医学部付属板橋病院　乳腺内分泌外科　平野　智寛

DP-2-144-6 非浸潤性乳管癌にて乳房切除術後2年で多発肺転移と局所再発をきたし、抗HER2療法が奏功した1例
済生会中和病院　乳腺外科　細井　孝純

DP-2-144-7 ドセタキセル・ペルツズマブ・トラスツズマブにて局所コントロールが可能になったHER2�陽性進行乳癌の二例
高松赤十字病院　胸部・乳腺外科　坂本　晋一

DP-2-144-8 Trastuzumab+Pertuzumabによりlong�SDを得ているHER2陽性転移・再発乳癌の1例
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　安達　慶太

DP-2-144-9 脳転移症状を初発症状として診断された乳癌多発脳転移に対してbevacizumab+paclitaxel療法が奏功した1例
東京逓信病院　第一外科　乳腺センター　竹島　雅子
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デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 145　　DP-3-145　　� 8:30-9:40

症例報告：その他�①
座長：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）

DP-3-145-1 豊胸術後に発生した葉状腫瘍の術後再発と非浸潤性乳管癌の同時合併の1例
社会医療法人　愛仁会　高槻病院　乳腺外科　三成　善光

DP-3-145-2 乳房に生じた壊疽性膿皮症の一例
横浜南共済病院　乳腺外科　西山　幸子

DP-3-145-3 Li-Fraumeni症候群の1例
日本医科大学付属病院　乳腺科／日本医科大学付属病院　遺伝診療科　中井　麻木

DP-3-145-4 抗凝固内服開始後に発生した残存豊胸用インプラント起因の血腫を伴った異物肉芽種の一例
熊本地域医療センター　田嶋ルミ子

DP-3-145-5 トリプルネガティブ乳癌脳転移再発に対し、手術、放射線療法で無病生存が得られている一例
大阪警察病院　乳腺内分泌外科　金本　佑子

DP-3-145-6 術後に挿入した中心静脈ポート感染により敗血症から感染性心内膜炎に至った1例
愛知県がんセンター　愛知病院　乳腺科　藤井　正宏

DP-3-145-7 潜在性乳癌として加療中に卵巣癌に準じた治療へ移行した一例
岩手県立中部病院　外科　岡　きま子

DP-3-145-8 乳腺原発悪性リンパ腫の一例
国立病院機構　水戸医療センター　外科　島　正太郎

DP-3-145-9 葉状腫瘍術後再発症例の検討
福岡大学病院　呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　田中　益美

DP-3-145-10 ICG蛍光法にてリンパ流を確認し切除した成人腋窩嚢胞状リンパ管腫の一例
菊川市立総合病院　外科　久保田　修

デジタルポスター 146　　DP-3-146　　� 8:30-9:40

検診7：啓発活動、検診成績�③
座長：中島　一毅（川崎医科大学総合医療センター外科/川崎医科大学総合外科学）

DP-3-146-1 当院への乳がん検診精査依頼の現状
札幌ことに乳腺クリニック　白井　秀明

DP-3-146-2 A病院に所属する女性職員の乳癌検診に対する意識調査～職員健診に乳癌検診を組み入れて～
独立行政法人国立病院機構函館病院　伊藤みずえ

DP-3-146-3 当施設における乳癌検診の現状と成績
大阪市立大学　医学部　附属病院　先端予防医療部附属クリニック　MedCity21　中村　桂子

DP-3-146-4 視触診廃止後の検診で診療放射線技師ができること�～症例の反省点を踏まえて～
社会医療法人　高清会　高井病院　放射線科　石本　　悠

DP-3-146-5 経過観察中の超音波所見の変化により診断された乳癌症例の検討
白水乳腺クリニック　武田　波江
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DP-3-146-6 検診MMGに一石を投じる～1方向撮影に適しているのはMLOとCCどちらか、40代は2方向撮影すべきか～
白水乳腺クリニック　矢次　直子

DP-3-146-7 当院マンモグラフィ検診における高濃度乳房への取り組みについての現状と課題
千鳥橋病院　放射線科　日下部美奈子

DP-3-146-8 当院検診における乳房構成通知に向けての検討
高山赤十字病院　放射線科部　川邊　美穂

DP-3-146-9 新病院移転後第一回ピンクリボンフェスティバルの取り組み
富山西総合病院　薬剤科　小林　徳子

DP-3-146-10 保健所で乳癌検診の啓発活動をする保健師向け学習会の効果
一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院　鹿目　明子

デジタルポスター 147　　DP-3-147　　� 8:30-9:40

診断法：その他の診断法
座長：五味　直哉（がん研究会有明病院画像診断部）

DP-3-147-1 早期乳癌術後症例に対する腫瘍マーカー測定の意義�－偽陽性例の観点から－
島田乳腺クリニック　島田　和生

DP-3-147-2 当院における再発乳癌の発見契機と生存期間の検討
小牧市民病院　外科　間下　優子

DP-3-147-3 乳癌における癌/精巣抗原の遺伝子発現についての検討
北里大学メディカルセンター　外科　近藤　康史

DP-3-147-4 マイクロ波を用いた非侵襲性乳腺腫瘍検出装置における乳癌の検出
東京医科歯科大学医学部附属病院　乳腺外科　足立　未央

DP-3-147-5 マイクロ波イメージング法による乳癌診断
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　藤井　公人

DP-3-147-6 乳癌検診、乳腺疾患診療における視触診の意義、自検例での検討
くにとみ外科胃腸科医院　岡﨑　憲二

デジタルポスター 148　　DP-3-148　　� 8:30-9:40

外科治療：局所進行・StageIV
座長：宮澤　幸正（帝京大学ちば総合医療センタ－外科（乳腺・甲状腺））

DP-3-148-1 術後早期にToxic�shock�syndromeを発症した局所進行乳癌の1例
独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　乳腺外科　加藤　　彩

DP-3-148-2 有茎腹直筋皮弁による乳房部再建が有用であった局所進行乳がんの2症例
唐津赤十字病院　乳腺外科　田渕　正延

DP-3-148-3 院におけるStageⅣ乳癌に対する原発巣切除群と非切除群での予後検討
近畿大学　医学部　外科　田中裕美子

DP-3-148-4 炎症性乳癌に対する集学的治療の有効性についての検討
がん研究会有明病院　乳腺外科　高橋　洋子

DP-3-148-5 遠隔転移に対し局所治療を施行した症例の検討
一般財団法人　脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院　鈴木　伸康
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DP-3-148-6 胸壁合併切除後大腿筋膜および有茎広背筋皮弁再建を行った局所進行乳癌に対するサルベージ手術
福岡大学病院　呼吸器　乳腺内分泌　小児外科　山下　眞一

DP-3-148-7 巨大な出血性潰瘍を伴う乳癌に対する手術の工夫
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　外科　大城戸政行

DP-3-148-8 当院での乳癌術後再発症例に対する外科的治療の成績
兵庫県立がんセンター　乳腺外科　橋本　一樹

デジタルポスター 149　　DP-3-149　　� 8:30-9:40

外科治療：再発乳癌
座長：稲本　　俊（天理医療大学）

DP-3-149-1 当院における温存乳房内再発症例の検討
国立病院機構　四国がんセンター　高橋　三奈

DP-3-149-2 当院におけるOligometastases症例の検討
東京医科大学病院　乳腺科　岡﨑　美季

DP-3-149-3 当科における乳癌肺再発切除症例の検討
独立行政法人　国立病院機構　四国がんセンター　乳腺外科　高嶋　成輝

DP-3-149-4 当院における乳癌oligometastases症例の臨床的特徴の検討
慶應義塾大学　医学部　一般・消化器外科　河合　佑子

DP-3-149-5 乳癌術後局所再発症例の予後特に追加切除症例についての検討
福岡大学　医学部　呼吸器乳腺内分泌小児外科　吉永　康照

DP-3-149-6 当院における乳癌術後腋窩リンパ節再発の検討
飯塚病院　外科　武谷　憲二

DP-3-149-7 Her2陽転化がみられた乳癌鎖骨上リンパ節晩期再発切除の2例
湘南鎌倉総合病院　乳腺外科　田中久美子

DP-3-149-8 乳癌肝転移に対して肝切除術を施行した4例
よしもとブレストクリニック　前田奈緒子

DP-3-149-9 当院における局所・領域リンパ節再発切除後の検討
二宮病院　外科　二宮　　淳

DP-3-149-10 当院にて臨床的完全奏功を維持する転移再発乳癌25症例の検討～Oligometastasisからみえる今後の診療戦略～
順天堂大学医学部　乳腺腫瘍学講座　佐々木律子

デジタルポスター 150　　DP-3-150　　� 8:30-9:40

働き方、教育、ウイメンズヘルス、その他
座長：角舎　学行（広島大学原爆放射線医科学研究所腫瘍外科）

DP-3-150-1 乳腺専門医が退職した病院の現状
国立病院機構　豊橋医療センター　外科　二宮　　豪

DP-3-150-2 病院統合再編に伴う乳癌診療の推移
メディカルセンター　しもつが　外科／メディカルセンター　とちのき　外科　塩澤　幹雄

DP-3-150-3 若手乳腺外科医を増やす
日本赤十字社　和歌山医療センター　乳腺外科　芳林　浩史
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DP-3-150-4 専攻医プログラムにおける研修施設ローテーション（異動）時の申し送り書（評価表）の工夫
神戸市立医療センター　中央市民病院　乳腺外科　加藤　大典

DP-3-150-5 小中学校における「がん教育」と乳腺専門医の役割
佐野厚生総合病院　乳腺外科　和田　真弘

DP-3-150-6 子宮筋腫の罹患と乳房濃度についての検討
井上レディースクリニック／東京西徳洲会病院　乳腺腫瘍センター　竹田奈保子

DP-3-150-7 ホルモン補充療法（以下HRT）の乳房に及ぼす影響の検討
湘南記念病院　乳がんセンター　土井　卓子

DP-3-150-8 術前術後の化学療法を行った閉経前乳癌患者の月経回復の状況
群馬県立がんセンター　乳腺科　森下亜希子

デジタルポスター 151　　DP-3-151　　� 8:30-9:40

特定の患者、病態別診療�⑩�初診進行癌、治療困難例
座長：柳田　康弘（群馬県立がんセンター乳腺科）

DP-3-151-1 生命の危険が迫っている初発乳癌症例に対する緊急化学療法
千葉西総合病院　柿本　應貴

DP-3-151-2 不法滞在中の乳癌患者治療における問題点
北里大学　医学部　乳腺甲状腺外科　仙石　紀彦

DP-3-151-3 de�novoステージIVのホルモン受容体陽性、高齢乳癌患者に対しAI+palbociclib併用療法を施行した2症例
昭和伊南総合病院　外科　阿藤　一志

DP-3-151-4 当院における初診時に遠隔転移を有する乳癌症例の検討
平塚市民病院　乳腺外科　原　明日香

DP-3-151-5 当院でのT4乳がん症例の検討
愛媛県立中央病院　乳腺内分泌外科　松岡　欣也

DP-3-151-6 Ⅳ期乳癌の検討
柏崎総合医療センター　植木　　匡

DP-3-151-7 総合力で臨んだ局所進行乳癌のビフォーアフター
石巻赤十字病院　ブレストセンター　佐藤　　馨

DP-3-151-8 当院における多発性骨転移によるADL低下を伴い救急搬送された乳癌症例の検討
パナソニック健康保険組合　松下記念病院　外科　山口　正秀

DP-3-151-9 当院におけるT4乳癌症例の検討
愛媛大学医学部附属病院　乳腺センター　小松　紗綾

DP-3-151-10 潰瘍形成性局所進行乳癌の出血・浸出液・異臭への対処法
明和病院　乳腺・内分泌外科　岸本　昌浩

デジタルポスター 152　　DP-3-152　　� 8:30-9:40

特定の患者、病態別診療�⑪
座長：小山　　諭（新潟大学大学院保健学研究科）

DP-3-152-1 当院におけるトリプルネガティブ乳腺アポクリン癌の後方視的解析
諏訪赤十字病院　乳腺内分泌外科　大野　晃一
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DP-3-152-2 Triple�negative�乳癌（TNBC）の早期発見をめざして～ T1で発見されたTNBCの検討～
静岡県立静岡がんセンター　乳腺外科　高橋かおる

DP-3-152-3 トリプルネガティブアポクリン癌と非アポクリントリプルネガティブ癌の比較検討
市立貝塚病院　乳腺外科　高橋　裕代

DP-3-152-4 腹膜・後腹膜播種によるオンコロジック・エマージェンシーを呈した乳癌症例の検討
都立墨東病院　高浜佑己子

DP-3-152-5 トリプルネガティブ乳癌におけるアポクリン癌の臨床/病理学的特徴と予後
倉敷中央病院　外科　上野　彩子

DP-3-152-6 当院におけるトリプルネガティブ乳癌手術症例の検討
兵庫県立尼崎総合医療センター　乳腺外科　太治　智愛

DP-3-152-7 救急搬送にて初診となった乳癌症例の検討
公益財団法人　東京都保健医療公社　豊島病院　外科　青木　信彦

DP-3-152-8 術後早期再発を来したトリプルネガティブ乳癌の検討
東京医科大学病院　乳腺科学　呉　　蓉榕

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 153　　DP-3-153　　� 8:30-9:40

遺伝性・家族性乳癌：診療体制
座長：吉田　雅行（聖隷浜松病院乳腺科）

DP-3-153-1 がんゲノム医療推進のための多職種連携・地域医療連携
国立病院機構九州がんセンター　乳腺科　徳永えり子

DP-3-153-2 当クリニックにおけるHBOC診療の現状と課題
大阪ブレストクリニック　藤田　倫子

DP-3-153-3 茨城県がん診療の基幹病院におけるがんゲノム医療体制の整備と課題-乳腺外来の遺伝性乳癌診療への取り組み
茨城県立中央病院　茨城県地域がんセンター　乳腺外科　北原美由紀

DP-3-153-4 PARP阻害剤発売による遺伝性乳癌卵巣癌症候群診療の臨床現場の変化
くまもと森都総合病院　福島　洋子

DP-3-153-5 当院における2018年の遺伝子診療体制構築
市立東大阪医療センター　乳腺外科　富永　修盛

DP-3-153-6 実臨床における遺伝性乳癌の拾い上げ
京都大学　大学院医学研究科　乳腺外科　仙田　典子

DP-3-153-7 乳腺クリニックにおける遺伝診療の現状と問題点―臨床遺伝専門医・認定遺伝カウンセラー不在の中で出来る事
医療法人財団今井会　足立病院　京都ブレストセンター　沢井記念乳腺クリニック　診療部　田中　彰恵

DP-3-153-8 HBOC診療チームによる遺伝外来の開設と運営についての報告
石切生喜病院　乳腺外科／石切生喜病院　緩和ケアチーム　川尻　成美

DP-3-153-9 がんゲノム医療時代のチーム医療の在り方�エキスパートパネルDokkyoの結成を目指して
獨協医科大学　乳腺センター　阿部　曉人
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デジタルポスター 154　　DP-3-154　　� 8:30-9:40

遺伝性・家族性乳癌：HBOC診療
座長：明石　定子（昭和大学乳腺外科）

DP-3-154-1 地方病院おけるHBOC診療の現状
砂川市立病院　乳腺外科　細田　充主

DP-3-154-2 僻地におけるHBOC診療の実現の重要性について
杉田玄白記念公立小浜病院　岸　　和樹

DP-3-154-3 遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）診療における地域診療連携とそのシステム構築を経験して
国立病院機構九州医療センター　乳腺センター　岩熊　伸高

DP-3-154-4 当院における遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）に対する診療体制
筑波大学　医学医療系　乳腺内分泌外科学　市岡恵美香

DP-3-154-5 PARP阻害剤の保険収載に伴うHBOC診療の現状
順天堂大学　乳腺腫瘍学　村上　　郁

DP-3-154-6 BRCA変異家系の乳癌における年齢因子の検討－HBOCコンソーシアムデータベースの解析から－
星総合病院外科・乳腺外科／福島県立医科大学　乳腺外科学講座　立花和之進

DP-3-154-7 当院におけるBRCA遺伝子変異陽性乳癌患者の臨床学的検討
青森県立中央病院　がん診療センター　外科　橋本　直樹

DP-3-154-8 オラパリブの有効性が大きく異なるBRCA2変異陽性乳癌症例の検討
日本医科大学　医学部　乳腺科　范姜　明志

DP-3-154-9 当院における家族性乳癌に対する予防手術の実際
公益財団法人　星総合病院　外科　長塚　美樹

DP-3-154-10 過去5年間で施行した乳房再建術254症例とRisk�Reduction�Mastectomy�（RRM）�4症例についての検討
北海道がんセンター　乳腺外科　富岡　伸元

DP-3-154-11 術後経過観察中に対側乳癌を発症した遺伝性乳癌卵巣癌症候群の検討
千葉大学　医学部　臓器制御外科学　三階　貴史

デジタルポスター 155　　DP-3-155　　� 8:30-9:40

臨床試験
座長：柏葉　匡寛（社会医療法人博愛会相良病院乳腺科）

DP-3-155-1 乳癌術後照射における寡分割照射法の有用性に関するアジア多施設共同臨床試験の中間報告
東京女子医科大学　医学部　放射線腫瘍学　河野　佐和

DP-3-155-2 A�phase�3�study�of�［fam-］�trastuzumab�deruxtecan�（DS-8201a）�vs�T-DM1�for�subjects�with�HER2-
positive�breast�cancer

HiroshimaCityHiroshimaCitizensHospital,Hiroshima,Japan　Shoichiro�Ohtani

DP-3-155-3 A�phase�3�study�of�［fam-］�trastuzumab�deruxtecan�vs�investigator’ s�choice�in�T-DM1-pretreated�
HER2+�breast�cancer

ToranomonHospital,Tokyo,Japan　Toshimi�Takano

DP-3-155-4 HER2陰性再発乳癌患者の1次もしくは2次化学療法としてのエリブリンの臨床的有用性に関する検討
がん・感染症センター都立駒込病院　外科（乳腺）　本田　弥生

デ
ジ
タ
ル
ポ
ス
タ
ー



186

デジタルポスター3日目

DP-3-155-5 Dose�dense�EC療法における持続型G-CSF製剤のday2とday4投与の安全性に関する報告
京都府立医科大学　内分泌・乳腺外科　大西　美重

DP-3-155-6 HER2陰性原発生乳癌に対するdose�denseEC療法とnab-PTX療法の逐次療法を検証する第2相臨床試験結果報告
京都府立医科大学　内分泌・乳腺外科　吉岡　綾奈

DP-3-155-7 内分泌療法耐性ER陽性転移乳癌に対する二次内分泌療法のコホート研究-HORSE-BC-研究報告
群馬県立がんセンター　乳腺科　藤澤　知巳

DP-3-155-8 閉経後ホルモン感受性乳癌患者のアロマターゼ阻害薬による骨量減少抑制を目的としたデノスマブ併用療法
京都府立医科大学　内分泌乳腺外科　中務　克彦

DP-3-155-9 ホルモン陽性乳癌の術後内分泌療法に伴う骨粗鬆症進行抑制を目的としたビスホスホネート併用療法の観察研究
京都府立医科大学　内分泌・乳腺外科学　大内　佳美

デジタルポスター 156　　DP-3-156　　� 8:30-9:40

薬物療法：化学療法⑤（エリブリン）
座長：阿部　宣子（福島県立医科大学医学部乳腺外科学講座）

DP-3-156-1 進行再発乳癌41例に対するエリブリンの治療成績の検討―前治療レジメン数と予後の関係について―
順天堂大学医学部附属浦安病院　乳腺・内分泌外科　藤田　知之

DP-3-156-2 EC逐次Eribulin投与でLong�SDが得られた症例経験
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　藤原　麻子

DP-3-156-3 当院における進行再発乳がんに対するエリブリンの有用性と安全性の検討
亀田総合病院　乳腺科　梨本　実花

DP-3-156-4 転移性乳癌に対するエリブリン投与症例が病勢進行となった場合の転移形式について
日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　原　由起子

DP-3-156-5 自施設における再発1次治療としてのエリブリンの治療効果についての後方視的検討
三和病院　乳腺外科　長谷川　圭

DP-3-156-6 当院における進行再発乳癌に対するEribulin投与の有効性・安全性について
北里大学病院　乳腺・甲状腺外科　田中　蓉子

DP-3-156-7 エリブリンの有効性および安全性の後方視的検討
長崎大学　医学部　移植・消化器外科　山之内孝彰

DP-3-156-8 転移・再発乳癌に対するEribulin投与の検討
JA広島総合病院　乳腺外科　板垣　友子

DP-3-156-9 当院におけるEribulinの効果予測因子の検討
順天堂大学　医学部付属　順天堂医院　明神　真由

DP-3-156-10 前後の治療とEribulinの奏功期間の検討
栃木県立がんセンター　乳腺外科　原尾美智子

DP-3-156-11 エリブリンによる治療症例の検討
山梨県立中央病院　乳腺外科　井上　正行
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デジタルポスター 157　　DP-3-157　　� 8:30-9:40

薬物療法：分子標的治療（ベバシズマブ）
座長：谷野　裕一（神戸大学医学部乳腺内分泌外科）

DP-3-157-1 乳癌の脳転移に対しベバシズマブを使用した4例に関する検討
飯塚病院　松枝　花奈

DP-3-157-2 Paclitaxel�+�Bevacizumab�（PB）�療法中に偽性肝硬変を生じた3例の検討
大阪赤十字病院　乳腺外科　康　裕紀子

DP-3-157-3 進行・転移再発乳癌に対する�Bevacizumab�+�Paclitaxel�療法の長期投与症例の検討
香川大学医学部呼吸器・乳腺内分泌外科／香川大学医学部腫瘍病理学／坂出市立病院　外科　橋本　　希

DP-3-157-4 進行・再発乳癌に対するパクリタキセル�/�ベバシズマブ療法の検討
徳島市民病院　外科　西庄　　文

DP-3-157-5 進行再発乳癌に対するベバシズマブ+パクリタキセル療法の検討
東京警察病院　外科　神谷有希子

DP-3-157-6 当院における進行再発乳癌に対するBevacizumabの治療成績
住友病院　外科　西村　重彦

DP-3-157-7 当科におけるBevacizumab+Paclitaxelの検討
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　齋藤　　亙

DP-3-157-8 当院における転移再発乳癌に対するPaclitaxel+Bevacizmab療法の治療成績
JCHO大阪病院　乳腺・内分泌外科　菅　　恵梨

DP-3-157-9 当院におけるエリブリンとベバシズマブ�の投与順と全生存期間についての検討
関西医科大学総合医療センター　乳腺外科　吉川　勝広

DP-3-157-10 HER2陰性進行再発乳癌に対するBevacizumab+Paclitaxel先行投与とEriburin先行投与における後方視的比較検討
京都府立医科大学　内分泌乳腺外科　加藤　千翔

デジタルポスター 158　　DP-3-158　　� 8:30-9:40

症例報告：臨床経過・病態�⑤
座長：常泉　道子（静岡県立総合病院乳腺外科）

DP-3-158-1 乳腺原発の腺様嚢胞癌5例の検討
ブレストピア宮崎病院　齋藤　智和

DP-3-158-2 意識障害をきたして救急搬送されたPTHrP産生乳癌の1例
藤枝市立総合病院　乳腺外科　竹内　文子

DP-3-158-3 脳転移切除後に抗Her2薬と経口抗がん剤により組織学的完全寛解を得た高齢者乳癌の一例
亀岡市立病院　外科　田中　宏樹

DP-3-158-4 StageIV乳癌の治療中にサブタイプが変化した一例
横浜旭中央総合病院　乳腺外科／聖路加国際病院　病理診断科　阿部江利子

DP-3-158-5 乳癌術後15年以上の後に原発性肺癌との鑑別を要した乳癌肺転移の3切除例
新小倉病院　呼吸器センター　花桐　武志

DP-3-158-6 先端巨大症に合併したHER2陽性乳癌の一例
鳥取大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　門永　太一
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DP-3-158-7 VTEを合併した乳癌症例
長門総合病院　外科　矢野　由香

DP-3-158-8 25歳で乳癌を発症したBloom症候群の1例
恵寿総合病院　消化器・乳腺外科　鎌田　　徹

DP-3-158-9 巨大G-CSF産生・HER2陽性乳腺軟骨化生癌の一例
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　外科　有村亜希子

DP-3-158-10 乳癌術後15年を経て骨転移と傍胸骨リンパ節転移で再発し集学的治療で長期生存が得られた1例
伊勢原協同病院　外科　柏木　浩暢

デジタルポスター 159　　DP-3-159　　� 8:30-9:40

症例報告：病理診断�⑤
座長：飯島耕太郎（順天堂大学医学部附属順天堂医院乳腺科）

DP-3-159-1 乳腺腺様嚢胞癌の1�例
北斗病院　乳腺・乳がんセンター　李　　　東

DP-3-159-2 診断に苦慮した線維腺腫近接粘液癌の一例
富山大学大学院　医学薬学研究部　消化器・腫瘍・総合外科　満保　美聡

DP-3-159-3 乳腺Lipid�rich�carcinomaの一例
島根大学　消化器・総合外科　宮﨑　佳子

DP-3-159-4 乳腺扁平上皮癌の1例
日本大学医学部付属板橋病院　乳腺内分泌外科　森　　聡史

DP-3-159-5 腺筋上皮腫内に発生した浸潤性乳管癌の1例
JA北海道厚生連　旭川厚生病院　外科　芝木泰一郎

DP-3-159-6 乳腺紡錘細胞癌の1例
国立病院機構　高知病院　外科　福山　充俊

DP-3-159-7 乳腺腺筋上皮腫の2例
三河乳がんクリニック　渡辺　恵美

DP-3-159-8 乳腺�Solid�papillary�carcinoma�の1例
鳥取県立厚生病院　胸部外科　大田里香子

DP-3-159-9 乳腺原発腺様嚢胞癌の1例
一般財団法人　住友病院　外科　徳本　真央

DP-3-159-10 乳腺pleomorphic�carcinomaの一例
釧路赤十字病院　外科　三栖賢次郎

デジタルポスター会場 1 新宿NSビル B1F 大展示ホール

デジタルポスター 160　　DP-3-160　　� 9:40-10:55

チーム医療：若年者支援�②
座長：水沢かおり（秋田大学医学部附属病院乳腺・内分泌外科）

DP-3-160-1 若年性乳がん患者の1事例からみえた課題
北海道がんセンター　看護部　宮﨑　絢香
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DP-3-160-2 沖縄県離島（八重山地方）出身の若年性乳癌の一症例
かりゆし会　ハートライフ病院　乳腺外科　野村　寛徳

DP-3-160-3 妊娠中に乳癌と診断された2例の検討
けいゆう病院　山脇　幸子

DP-3-160-4 妊娠中に乳腺炎症状を訴えて受診した患者の検討
浦添総合病院　乳腺センター　宮里　恵子

DP-3-160-5 当院の思春期・若年成人世代の乳がんの検討
三河乳がんクリニック　吉田　直子

DP-3-160-6 当院における、妊娠期乳癌患者に対する乳がん看護認定看護師の役割
東京大学医学部附属病院　看護部　鈴木　智子

DP-3-160-7 当院における若年性乳癌の検討
済生会中和病院　放射線科　北村　未央

DP-3-160-8 がん告知後、子どもへの病状説明に対する看護支援の向上を目指して
医療法人　ブレストピア　ブレストピア宮崎病院　看護部　病棟　堂本枝梨香

DP-3-160-9 若年がん患者とその子どもに対する支援活動
県立広島病院　臨床心理室　安部　美葵

デジタルポスター 161　　DP-3-161　　� 9:40-10:55

症例報告：その他�②
座長：志茂　　新（聖マリアンナ医科大学外科学教室乳腺・内分泌外科）

DP-3-161-1 中枢神経系の初発症状で発見された両側乳癌�癌性髄膜炎の一例
鳥取大学　医学部　乳腺内分泌外科　田中　裕子

DP-3-161-2 線維腺腫に併発し境界明瞭な腫瘤として急性増大した乳腺線維腺腫症の一例
東京シティクリニック両国　吉井　　淳

DP-3-161-3 糖尿病性乳腺症に合併し、特異な進展を示した浸潤性乳管癌の一例
島根大学　医学部　消化器・総合外科　板倉　正幸

DP-3-161-4 術後18年目に癌性腸閉塞を伴う腹膜播種を来した再発乳癌の1例および晩期再発乳癌の検討
豊川市民病院　乳腺外科　阪本　翔子

DP-3-161-5 腋窩リンパ節郭清後難治性リンパ漏の1例
済生会京都府病院　乳腺外科　松田　高幸

DP-3-161-6 多発関節炎の発症を契機に診断されたG-CSF産生乳癌の一例
埼玉医科大学　国際医療センター　乳腺腫瘍科　杉山佳奈子

DP-3-161-7 腋窩リンパ節にサルコイド反応を認めた非浸潤性乳管癌の1例
市立釧路総合病院　外科　飯村　泰昭

DP-3-161-8 結節性紅斑を伴った肉芽腫性乳腺炎の1例
県立宮崎病院外科　大友　直樹

DP-3-161-9 浸潤性乳管癌を合併した乳腺腺筋上皮腫の1例
山梨大学　医学部　第１外科　大森　征人
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デジタルポスター 162　　DP-3-162　　� 9:40-10:55

症例報告：その他�③
座長：麻賀　創太（杏林大学医学部乳腺外科）

DP-3-162-1 術前化学療法により惹起された敗血症性塞栓症の一例
国立病院機構　信州上田医療センター　乳腺内分泌外科　藤森　　実

DP-3-162-2 乳癌骨転移に対する骨修飾薬投与中に生じた非定型大腿骨骨折の3例
島根県立中央病院　乳腺科　橋本　幸直

DP-3-162-3 急速増大し、摘出術後早期に皮膚再発をきたした乳腺原発血管腫の1例
大阪ブレストクリニック　乳腺外科　青野　豊一

DP-3-162-4 卵管癌治療中に左乳房腫瘤が出現した1例
大分県立病院　安東　由貴

DP-3-162-5 子宮癌，膀胱癌と同時三重複した乳癌の1例
市立川西病院　外科　乳腺センター　中口　和則

DP-3-162-6 遠隔転移判明後に妊娠し、その対応に苦慮した症例
かとう乳腺クリニック　加藤　克己

DP-3-162-7 乳癌に対する乳房温存療法後に発症した放射線誘発性乳房血管肉腫の1例
市立甲府病院　外科　國友　和善

DP-3-162-8 乳房温存療法後に発生した放射線誘発間質肉腫の1例
社会福祉法人聖母会　聖母病院　甲斐﨑祥一

DP-3-162-9 G-CSF高値を示した腋窩リンパ節再発乳癌の1例
一宮西病院　外科　堤　　知佳

DP-3-162-10 当科で経験した乳腺扁平上皮癌の3例
産業医科大学　第一外科学教室　田上　貴之

デジタルポスター 163　　DP-3-163　　� 9:40-10:55

チーム医療：診療体制
座長：小島　誠人（獨協医科大学埼玉医療センター乳腺科）

DP-3-163-1 患者心理を考慮した病診連携の取り組み
総合上飯田第一病院　乳腺外科　窪田　智行

DP-3-163-2 当施設における多科多職種横断型診療体制
和泉市立総合医療センター乳腺外科　手塚　健志

DP-3-163-3 乳腺専門クリニックの診療体制
白水乳腺クリニック　白水　光紀

DP-3-163-4 化学療法による乳がん患者の「訴え」の変化～病棟配置薬剤師の聞き取りよる情報分析～
くまもと森都総合病院　薬剤部　山田　充宏

DP-3-163-5 乳がん看護の質の向上をめざした取り組み�～病棟・外来の横断的な活動を通して～
地方独立行政法人　神奈川県立病院機構　神奈川県立がんセンター　看護局　瀬畑　善子

DP-3-163-6 当院における乳がん看護外来の現状と課題
友愛記念病院　看護部　濵田　真美
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DP-3-163-7 薬剤師外来での介入で見えてきたチーム医療の課題
順天堂大学　医学部　乳腺腫瘍学講座／順天堂大学　医学部附属順天堂医院　薬剤部　齊藤　有希

DP-3-163-8 地域の一般病院における乳癌診療体制整備に向けた多職種カンファレンス実施の取り組み
製鉄記念広畑病院　看護部　松本　仁美

DP-3-163-9 外来看護師が行う多職種カンファレンスによるチーム医療の実践
栃木県立がんセンター　看護部　高田　芳枝

DP-3-163-10 乳がんチーム医療における看護師による患者の潜在的問題の拾いあげ
聖路加国際病院　看護部　金井　久子

デジタルポスター 164　　DP-3-164　　� 9:40-10:55

外科治療：合併症
座長：三好　和也（福山医療センター）

DP-3-164-1 乳癌術後出血の8例の検討
社会医療法人杏嶺会　一宮西病院　外科　岩本　久幸

DP-3-164-2 当院における乳癌術後出血例の検討
船橋市立医療センター　乳腺外科　松崎　弘志

DP-3-164-3 腋窩郭清を併施する乳癌手術におけるドレーン留置期間の関連因子についての検討
豊橋市民病院　一般外科　野中有紀子

DP-3-164-4 上肢リンパ浮腫に対してリンパ管細静脈吻合術をおこなった20例の検討
四国がんセンター　形成外科　山下　昌宏

DP-3-164-5 乳癌乳腺全切除術に対する、皮弁固定によるドレーン排液減少の可能性
ベルランド総合病院　乳腺センター科　竹井裕美子

DP-3-164-6 高度肥満乳癌患者の手術における持続陰圧閉鎖療法の有用性
九州大学大学院　消化器・総合外科　久松　雄一

DP-3-164-7 乳がん切除症例における肥満度（BMI）からみた術後手術創関連合併症の検討
独立行政法人労働者健康安全機構　釧路労災病院　外科　小笠原和宏

DP-3-164-8 乳房切除+センチネルリンパ節生検術後漿液腫軽減のための工夫
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　毛利有佳子

DP-3-164-9 乳癌手術におけるドレーン排液監視培養とSurgical�site�infection（SSI）の検討
山口大学　医学部　消化器・腫瘍外科　前田　訓子

DP-3-164-10 腋窩郭清を施行した乳癌症例において転移リンパ節の個数はリンパ浮腫のリスク因子である
愛媛大学医学部附属病院　乳腺センター　山澤　令菜

DP-3-164-11 乳腺手術における医療用接着剤関連皮膚障害の危険因子について
市立室蘭総合病院　外科・消化器外科　宇野　智子

DP-3-164-12 Can�postoperative�complications�increase�by�bilateral�mastectomies?
DivisionofBreastSurgeryandLymphedemaProgram,MageeWomensHospitalofUPMC,USA ／

兵庫県立がんセンター　乳腺外科　田根　香織
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デジタルポスター 165　　DP-3-165　　� 9:40-10:55

外科治療：その他
座長：西村誠一郎（静岡県立静岡がんセンター乳腺外科）

DP-3-165-1 進行再発乳癌における胸水貯留に対する胸水濾過静注法の有用性
JCHO　久留米総合病院　乳腺外科・外科　山口　美樹

DP-3-165-2 乳癌の乳房部分切除の切離線決定におけるシミュレーション模型の有用性
日本医科大学　武蔵小杉病院　乳腺外科　蒔田益次郎

DP-3-165-3 プロジェクションマッピングを用いた乳房温存術支援システムの開発と初期使用経験
順天堂大学　医学部附属　練馬病院　放射線科　天野　真紀

DP-3-165-4 竹串を持いたマーキング法により乳房温存術を行うための工夫
東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科／東京慈恵会医科大学　呼吸器・乳腺・内分泌外科　田部井　功

DP-3-165-5 当院での乳房手術、特に乳房温存術において心がけていること
日本医科大学多摩永山病院　消化器外科・乳腺外科・一般外科　横山　　正

DP-3-165-6 当院における乳房部分切除例の検討-方向毎のmargin�statusとの関連-
千葉大学大学院　医学研究院　臓器制御外科学　寺中亮太郎

DP-3-165-7 乳癌症例における乳頭温存乳房切除術の術式の検討
武蔵野赤十字病院　乳腺科　松田　　実

DP-3-165-8 乳頭温存皮下乳腺全摘の手術適応と安全性�乳頭進展と術中迅速病理検査結果の後方視的検討
大阪国際がんセンター　乳腺・内分泌外科　橋本　陽子

DP-3-165-9 乳癌診療における簡便な上腕中心静脈ポート留置法の提案
福井大学　医学部　第1外科　横井　繁周

DP-3-165-10 橈側皮静脈カットダウン法と穿刺法による中心静脈ポート留置術の評価�（レジデントとスタッフ外科医の比較）
長崎大学病院　腫瘍外科　大坪　竜太

デジタルポスター 166　　DP-3-166　　� 9:40-10:55

チーム医療：他科連携
座長：廣瀬　哲也（医療法人社団広彩会ひろせクリニック）

DP-3-166-1 MRONJを合併する二重癌（再発乳癌と胃癌StageⅣ術後）の治療において医科歯科連携が重要であった1例
北海道大学病院　乳腺外科　高崎　恵美

DP-3-166-2 皮膚浸潤乳癌に対するMohs軟膏の効果を高める新たな治療法
順天堂大学　医学部　附属静岡病院　外科　村井　勇太

DP-3-166-3 乳癌の薬物療法時の口腔ケアについて
河北総合病院　外科　安藤美知子

DP-3-166-4 乳癌患者の口腔ケアと残存歯数の検討
藤枝市立総合病院　乳腺外科　長谷川　聡

DP-3-166-5 チーム医療によるパルボシクリブの安全な治療継続の工夫
独立行政法人　国立病院機構　関門医療センター　外科　長島由紀子

DP-3-166-6 当院骨軟部腫瘍科（整形外科）から紹介された乳癌患者の臨床病理学的特徴
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　寺井小百合
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DP-3-166-7 乳がん症例におけるがん治療関連心血管合併症に対する循環器内科との連携診療体制の検討
東京大学　医学部　附属病院　乳腺内分泌外科　小西　孝明

DP-3-166-8 当院での乳癌化学療法に対するがん診療サポートチームによるチームワーク体制の構築について
横浜市立市民病院　乳腺外科　石山　　暁

DP-3-166-9 当科における悪心に対するオランザピンの効果についての検討
岩手医科大学　外科学講座　小松　英明

DP-3-166-10 乳癌癌性腹水患者治療における腹水濾過濃縮再静注法（CART）の有用性
国立病院機構水戸医療センター　外科　小崎　浩一

デジタルポスター 167　　DP-3-167　　� 9:40-10:55

特定の患者、病態別診療�⑫（併存疾患）
座長：鯉淵　幸生（国立病院機構高崎総合医療センター乳腺・内分泌外科）

DP-3-167-1 HTLV-1抗体陽性の乳癌に対し術前化学療法を施行した一例
本庄総合病院　乳腺外科　村上絵里子

DP-3-167-2 高度腎機能低下例における乳癌術後化学療法の経験
安城更生病院　佐藤　誠洋

DP-3-167-3 精神性疾患合併乳癌患者の治療経験
香川大学呼吸器乳腺内分泌外科　橋本新一郎

DP-3-167-4 維持透析患者症例の乳癌治療経験
日本大学　医学部　外科学系　乳腺内分泌外科　渡邉　美帆

DP-3-167-5 意思決定プロセスからみた統合失調症を伴う高齢者乳癌の検討
京都民医連中央病院　乳腺外科　名嘉山一郎

DP-3-167-6 当院における乳癌と他臓器重複癌の検討
愛媛大学医学部附属病院　乳腺センター　西山加那子

DP-3-167-7 乳癌診断時に発見された同時性重複癌症例の検討
北美原クリニック　早川　善郎

DP-3-167-8 糖尿病性腎症を合併した進行乳癌の症例
関西医科大学香里病院　外科・乳腺外科　兼松　清果

DP-3-167-9 糖尿病合併乳癌における化学療法の注意点-メトホルミン関連乳酸アシドーシス症例から学ぶ-
横浜労災病院　包括的乳腺センター／横浜労災病院　乳腺外科　竹内　英樹

DP-3-167-10 高齢者や心疾患の合併症を有する症例に対する、HER2陽性、Stage�I�pT1N0例の術後補助療法の検討
JCHO九州病院　外科　田中　晴生

デジタルポスター会場 2 新宿NSビル B1F 中展示ホール

デジタルポスター 168　　DP-3-168　　� 9:40-10:55

症例報告：その他�④
座長：高山　　伸（国立がん研究センター中央病院　乳腺外科）

DP-3-168-1 骨肉腫を主とする乳房原発の悪性軟部腫瘍の1例
呉医療センター・中国がんセンター　腫瘍内科　平田　泰三
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DP-3-168-2 術前化学療法後に病理組織学的所見が化生癌に変化した1例
札幌センチュリー病院　外科・乳腺外科　小西　和哉

DP-3-168-3 乳癌術後化学療法中にCVポート感染から腸腰筋膿瘍を生じた2例
九州労災病院　外科　堀岡　宏平

DP-3-168-4 腎腫瘍・肺腫瘍を合併した進行乳癌症例の診断・治療ストラテジー
地域医療機能推進機構（JCHO）　九州病院　外科　村上聡一郎

DP-3-168-5 食道静脈瘤が死因となった乳癌肝転移長期生存例の検討
王子クリニック　乳腺外科　萩原　里香

DP-3-168-6 肺転移を来した乳腺悪性腺筋上皮腫の1例
大垣徳洲会病院　乳腺・内分泌外科　間瀬　隆弘

DP-3-168-7 エンテカビル併用にて術前化学療法を施行したHBV�carrier局所進行乳癌の1例
総合守谷第一病院　外科　渡辺　基信

DP-3-168-8 肝生検にて乳癌多発肝転移を否定できた肝トキソカラ症の一例
八尾市立病院　乳腺外科　高本　　香

DP-3-168-9 左腋窩に発生した副乳癌に対してセンチネルリンパ節生検を施行した1例
関門医療センター　外科　古谷　　圭

DP-3-168-10 診断に苦慮した乳腺悪性腫瘍の2症例
新潟大学　大学院　消化器・一般外科学分野　土田　純子

デジタルポスター 169　　DP-3-169　　� 9:40-10:55

症例報告：その他�⑤
座長：佐藤　一彦（東京西徳洲会病院　乳腺腫瘍科）

DP-3-169-1 主気管支閉塞による右完全無気肺に対しステント留置し集学的治療を行った乳癌術後再発の1例
春日井市民病院　外科　古田　美保

DP-3-169-2 8か月の間で100mm大に増大した化生癌（扁平上皮癌と軟骨への分化）の一例
越谷市立病院　外科　行方　浩二

DP-3-169-3 ペースメーカー植え込み側に発症した局所進行乳癌の2例
大阪府済生会千里病院　外科　豊田　泰弘

DP-3-169-4 乳腺原発悪性リンパ腫の1例
和歌山ろうさい病院　呼吸器・乳腺外科　玉置　剛司

DP-3-169-5 左乳房部分切除術および腋窩郭清術の翌日から乳び漏をきたし保存的治療により軽快した左外上部乳癌の1例
南大阪病院　乳腺外科・消化器外科　中谷　守一

DP-3-169-6 充填剤注入による豊胸手術で乳癌精査に支障をきたした2症例
第二川崎幸クリニック　乳腺外科　中村　幸子

DP-3-169-7 BRCA1の病的変異を伴う扁平上皮癌の1例
富山県立中央病院　外科　松井　恒志

DP-3-169-8 腋窩副乳癌の2例
大阪ブレストクリニック　乳腺外科　野村　　孝
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DP-3-169-9 転移リンパ節周囲浸潤を伴った非浸潤性乳管癌の1例
二子玉川ブレストクリニック　乳腺外科／公立学校共済組合　関東中央病院　乳腺外科　浜口　洋平

DP-3-169-10 乳房温存手術後8年目でPaget型再発を来した乳癌の1例
山陰労災病院　外科　山根　祥晃

デジタルポスター 170　　DP-3-170　　� 9:40-10:55

症例報告：その他�⑥
座長：西村　顕正（弘前大学　医学部　乳腺外科）

DP-3-170-1 1年間に2度の局所再発をきたした悪性葉状腫瘍の1例
地域医療機能推進機構　大阪病院　岡田公美子

DP-3-170-2 インプラント豊胸術後乳癌の1例
済生会山形済生病院　外科・乳腺外科　太田　圭治

DP-3-170-3 男性乳腺神経内分泌癌の一例
住友病院　外科　飯盛　　望

DP-3-170-4 Triple�negative�type�であった稀な浸潤性小葉癌（多形型）の一切除例
嶋田病院　古垣　浩一

DP-3-170-5 結節性紅斑を伴った肉芽腫性乳腺炎の2例
伊勢赤十字病院　外科　松本　英一

DP-3-170-6 乳癌術後内分泌療法施行中に併用したデノスマブによって非定型大腿骨骨折を来した1例
神戸大学　乳腺内分泌外科　杉谷　諭奈

DP-3-170-7 乳房腫瘤を形成したマンソン孤虫症の1例
川崎医科大学附属病院　福間　佑菜

DP-3-170-8 組織診による広範囲のケロイドを伴い乳房萎縮を来した局所進行乳癌に対し菱形皮弁にて切除した1例
三重県立総合医療センター　乳腺外科　山下　雅子

DP-3-170-9 乳腺に発生した孤立性線維性腫瘍の一例
よこやま外科乳腺クリニック／ JCHO久留米総合病院　横山　吾郎

DP-3-170-10 透析患者に発生した右乳腺腫瘍を他科にて長期に経過観察され乳癌と診断した1例
小山記念病院　乳腺科　近藤　亮一

デジタルポスター 171　　DP-3-171　　� 9:40-10:55

症例報告：その他�⑦
座長：山城　大泰（公益財団法人　天理よろづ相談所病院乳腺外科）

DP-3-171-1 自己免疫性溶血性貧血の発症により乳癌の再発が判明した1例
社会医療法人純幸会　関西メディカル病院　乳腺外科　下村　　淳

DP-3-171-2 肝門部リンパ節転移による閉塞性黄疸をきたすも、減黄により化学療法を継続しえたHER2陽性乳がんの2例
佐久市立国保浅間総合病院　外科　松本　涼子

DP-3-171-3 多発性内分泌腫瘍症1型に合併した乳癌の1例
済生会兵庫県病院　外科　廣吉　基己

DP-3-171-4 小児乳管内乳頭腫の1例
小川赤十字病院　乳腺内分泌外科　長岡　　弘
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DP-3-171-5 乳房部分切除術後に発生した放射線誘発性血管肉腫の1例
関西医科大学総合医療センター　外科　宮田　真未

DP-3-171-6 乳房温存療法後に発症した放射線誘発血管肉腫の1例
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　菅原　裕子

DP-3-171-7 乳腺腺筋上皮腫と乳腺アポクリン癌の対側同時性合併の1例
乳腺外科　仁尾クリニック　上杉　佳世

DP-3-171-8 当科で経験した温存乳房放射線治療後血管肉腫の2例
東邦大学　医療センター　大森病院　乳腺内分泌外科　尾作　忠知

DP-3-171-9 同側乳房に非浸潤性乳癌を合併した腋窩副乳癌の1例
大阪市立大学大学院　医学研究科　乳腺内分泌外科　石原　沙江

DP-3-171-10 乳房温存術後の放射線照射野に発症した血管肉腫の1例
同愛会　博愛病院　乳腺外科　工藤　浩史

デジタルポスター 172　　DP-3-172　　� 9:40-10:55

薬物療法：有害事象④（その他）
座長：下村　昭彦（国立がん研究センター中央病院　乳腺・腫瘍内科）

DP-3-172-1 アントラサイクリン誘発悪心嘔吐の発現リスク解析とリスク因子による個別化
三河乳がんクリニック　薬剤部　佐々木俊則

DP-3-172-2 乳がん患者におけるepirubicin+cyclophosphamide療法が味覚に及ぼす影響
東海大学　医学部　外科学系　口腔外科学　傳田　祐也

DP-3-172-3 薬物療法誘発性の味覚障害に対する血清亜鉛濃度の測定意義に関する検討
松山赤十字病院薬剤部　橋本　浩季

DP-3-172-4 乳癌化学療法時の味覚障害の傾向
帝京平成大学　健康メディカル学部　健康栄養学科／東京都立駒込病院　乳腺外科　牟田真理子

DP-3-172-5 ホスアプレピタントによる注射部位疼痛の検討
岩手医科大学　医学部　外科学講座　佐藤　麻生

DP-3-172-6 位相角（phase�angle）はドセタキセルによる浮腫発現の予測因子となりうるか
愛知県がんセンター中央病院　乳腺科　杉野香世子

DP-3-172-7 乳癌術前化学療法における心機能低下の検討
群馬大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　中澤　祐子

DP-3-172-8 乳癌術後補助化学療法が体組成に及ぼす影響
一宮西病院　外科　森　　美樹

DP-3-172-9 乳癌術後薬物療法に伴う副作用・後遺症についての検討
多度津三宅病院　看護部　中村真由美

デジタルポスター 173　　DP-3-173　　� 9:40-10:55

症例報告：その他�⑧
座長：山川　　卓（やまかわ乳腺クリニック乳腺外科）

DP-3-173-1 早期発見が可能であった乳腺原発血管肉腫の一例
神戸アーバン乳腺クリニック　山元　奈穂
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DP-3-173-2 乳癌肺転移に対しサイバーナイフを施行した2例
独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院　乳腺センター　小西寿一郎

DP-3-173-3 当院における乳腺アポクリン癌の検討
秋田赤十字病院　乳腺外科　山口　歩子

DP-3-173-4 乳癌術後リンパ節再発に対する放射線治療後、放射性肺臓炎の治療中に発症した緊張性気胸の1例
大阪南医療センター　乳腺外科　碇　　絢菜

DP-3-173-5 乳房温存術後に発生した放射線誘発性血管肉腫の1例
大和高田市立病院　外科　佐多　律子

DP-3-173-6 治療方針の決定に難渋した非浸潤性小葉癌の1症例
徳島大学　大学院　胸部内分泌腫瘍外科　笹　聡一郎

DP-3-173-7 サブタイプの異なるStageIV同時性両側乳癌の1例
津山中央病院　外科　野上　智弘

DP-3-173-8 嚢胞を伴う女性化乳房の1例
千葉県立佐原病院　外科　岡田　　淑

DP-3-173-9 術前における広がり評価が困難であった広範囲乳管内病変を有する浸潤性乳管癌の1例
独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　乳腺・内分泌外科　高橋　寛敏

DP-3-173-10 乳腺悪性リンパ腫の3例
一般財団法人　永頼会　松山市民病院　外科　梅岡　達生
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症例報告：その他�⑨
座長：洪　　淳一（医療法人　こう外科クリニック）

DP-3-174-1 当院における浸潤性微小乳頭癌の検討
松阪中央総合病院　外科　岩田　　真

DP-3-174-2 早期診断・治療が奏功した非定型抗酸菌による乳癌術後創部感染症の1例
香川労災病院　外科　吉川公見子

DP-3-174-3 巨大血性嚢胞成分を伴ったsolid�papillary�carcinomaの1例
長崎大学　腫瘍外科　駒木倫比古

DP-3-174-4 対側腋窩リンパ節転移を来した仮性癌の1例
中通総合病院　消化器外科　田中菜摘子

DP-3-174-5 嚢胞内腫瘍の形態をとった乳腺髄様癌の1例
細木病院　外科　尾﨑　信三

DP-3-174-6 Luminal�B乳癌術後対側リンパ節腫脹でみつかった同側異時性TN乳癌の1例
JCHO　相模野病院　林　　京子

DP-3-174-7 遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）を疑う若年者乳癌患者の一例
鳥取大学　医学部　医学科　古屋　茉優

DP-3-174-8 当院を血性乳頭分泌主訴に来院された乳癌の3例
戸塚共立第1病院附属サクラス乳腺クリニック　乳腺外科　飯塚美紗都
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