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日程表　7月11日（木） PL：会長講演　SL：特別講演　PP：会長企画特別講演　IL：招待講演　MTE：Meet the Experts　JIS：日本乳癌学会・日本臨床腫瘍学会合同シンポジウム　JS：合同シンポジウム　SY：シンポジウム　VS：ビデオシンポジウム　WS：ワークショップ　YWS：若手医師のためのワークショップ
JP：合同パネルディスカッション　PD：パネルディスカッション　JSE：合同セッション　OS：厳選口演　OR：一般口演　GS：班研究報告　PAP：患者プログラム　SS：スポンサードシンポジウム　MS：モーニングセミナー　LS：ランチョンセミナー　ES：イブニングセミナー　　：同時通訳あり
PL：会長講演　SL：特別講演　PP：会長企画特別講演　IL：招待講演　MTE：Meet the Experts　JIS：日本乳癌学会・日本臨床腫瘍学会合同シンポジウム　JS：合同シンポジウム　SY：シンポジウム　VS：ビデオシンポジウム　WS：ワークショップ　YWS：若手医師のためのワークショップ
JP：合同パネルディスカッション　PD：パネルディスカッション　JSE：合同セッション　OS：厳選口演　OR：一般口演　GS：班研究報告　PAP：患者プログラム　SS：スポンサードシンポジウム　MS：モーニングセミナー　LS：ランチョンセミナー　ES：イブニングセミナー　　：同時通訳あり

第1会場
5階 コンコードA・B

第2会場
5階 コンコードC

第3会場
5階 エミネンス

第4会場
4階 扇

第5会場
4階 錦

第6会場
42階 高尾

第7会場
42階 富士

第8会場
43階 スターライト

第9会場
43階 ムーンライト

第10会場
30階 ホールA・B

第11会場
30階 ルーム3・4

第12会場
30階 ルーム1・２

デジタルポスター会場1
B1階 大展示ホール

デジタルポスター会場2
B1階 中展示ホール

小ホール

ルーム5

ルーム6
4階 花／ロビー／扇／錦／
エミネンスホワイエ

B1階 大展示ホール
　　 中展示ホール

がんゲノム医療と乳がん治療
座︓井上 聡 / 佐治 重衡
演︓Matthew J. Ellis / 間野 博行 / 
　　池田 貞勝 / 土原 一哉

Optimizing Outcomes in 
Early Stage Breast Cancer
～Incorporating Insight from TAILORx～
座︓大野 真司
演︓Andrew D. Seidman

（ジェノミックヘルス株式会社 /
株式会社エスアールエル）

Psychosocial  
and end-of-life 

(EOL) aspects of 
palliative care 
(PC)  into the 
daily practice

座︓Keisuke Aiba
演︓Florian Strasser

診断「MRI診断」
病理「乳癌取扱い規約　乳腺腫瘍の組織学的分類の改訂点」

治療「BRCA変異を含めた全身治療」
司︓堀口 淳 / 武井 寛幸
講︓後藤 眞理子 / 堀井 理絵 / 内藤 陽一

班研究報告
座︓佐治 重衡 
演︓山内 英子
　　澤木 正孝

座︓山下 啓子　
演︓唐澤 久美子

アドバンスケアプランニング
座︓大野 真司 / 高橋 孝郎
演︓金澤 麻衣子 / 木澤 義之 / 相良 安昭 / 
　　桜井 なおみ / 清水 哲郎 / Fatima Cardoso

（エーザイ株式会社）

乳がんの支持療法における
頭皮冷却による脱毛抑制

座︓木下 貴之
演︓David Warr

（センチュリーメディカル株式会社）

Optimal Endocrine Therapy for 
Postmenopausal Women with 
ER+ Metastatic Breast Cancer
- Optimal Treatment Strategy - 

座︓野口 眞三郎
演︓Grazia Arpino
（アストラゼネカ株式会社）

外来化学療法・支持療法に
おける薬剤師・看護師の役割
座︓丹黒 章
演︓上野 直人 / 栗原 稔男 / 
　　山田 みつぎ
（協和発酵キリン株式会社）

Hearing the patient 
voice at greater volume 
座︓津川 浩一郎
演︓森田 智視 / 平 成人

（ファイザー株式会社）

押さえておきたい
がん免疫学の基本

座︓田村 研治
演︓玉田 耕治

（中外製薬株式会社）

乳癌化学療法における
脱毛軽減を目的とした頭皮
冷却装置の開発と有用性

座︓渡邊 隆紀 
演︓加藤 誠　

（株式会社毛髪クリニックリーブ 21）

日本乳癌学会
研究奨励賞
受賞者講演

座︓佐治 重衡
演︓高田 護 / 
　　浅野 有香 / 
　　河口 浩介

発症リスクを考慮した新しい乳がん
検診の在り方（マイクロＲＮＡによる
発症リスク評価と検診の動機付け）
座︓佐伯 俊昭 / 大崎 昭彦
演︓田原 栄俊 / 中島 康雄

SABCS2018
受賞者厳選講演
座︓佐伯 俊昭 / 
　　三好 康雄
演︓Tomomi Nishimura / 
　　Kanako Kurata / 
　　Yuji Yamashita

癌の悪性度を規定する因子
－癌微小環境および脈管内腫瘍塞栓の役割

座︓紅林 淳一 / 長谷部 孝裕
演︓長谷部 孝裕 / 杉山 迪子 / 島田 浩子 / 
　　榎本 篤 / 小嶋 基寛 / 石井 源一郎 

日本における新規乳がん治療薬の開発
座︓藤原 康弘 / 鶴谷 純司
演︓小野 寿子 / 増田 隆明 / 増田 慎三 /
　　Yasuaki Sagara / 谷野 裕一 /   
　　古川 孝広

乳癌における
がん遺伝子パネル検査

～NCCオンコパネルについて～
座︓上野 貴之
演︓田村 研治

（シスメックス株式会社）

CDK4/6 Inhibitors: Game 
Changers in the Management 
of HR-Positive/HER2-Negative 

Metastatic Breast Cancer
座︓岩田 広治
演︓Matthew P. Goetz

（日本イーライリリー株式会社） 

乳がん治療の進歩
座︓青儀 健二郎 
演︓古川 孝弘 / 
　　下村 昭彦

（第一三共株式会社）

がん悪液質の
病態生理と治療

　　座︓田村 和夫
　　演︓乾 明夫
（小野薬品工業株式会社）

今ある分子標的薬治療の
ベネフィットを届ける治療

戦略とAEマネジメント
座︓三好 康雄
演︓金 昇晋 / 藤堂 真紀

（ノバルティス ファーマ株式会社）

その他
座︓久松 和史 /
　　田中 眞紀

こんな今だからこそ、我々二人が伝えたい
「アバスチン」の使い方　～予後不良因子と
QALYを考慮したHER2陰性MBC治療戦略～ 
座︓山本 豊
演︓川口 英俊 / 大谷 彰一郎
（中外製薬株式会社）

特定の患者、病態別診療
座︓高島 勉 / 田中 覚

乳がん手術私はこうしてる
座︓福間 英祐 / 阿南 敬生
演︓九冨 五郎 / 福間 英祐 / 垂野 香苗 /
　　山下 浩二 / 佐藤 一彦 / 廣川 詠子

転移・再発乳癌の治療
－我々の研究の道程

座︓石川 孝　 
演︓向井 博文

（大鵬薬品工業株式会社）

乳がんの治療における
FNマネージメント

－医師の立場から、看護師の立場から－
座︓徳田 裕 
演︓鈴木 正人 / 比氣 真弓
（富士製薬工業株式会社）

知っておきたい︕乳房再建 
最前線　～患者さんのQOL
向上のためにできること～

座︓玉木 康博
演︓棚倉 健太

（ニチバン株式会社）
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Dense Breast 対策と
新たな検診方法の可能性

座︓石田 孝宣 / 大崎 昭彦
演︓大内 憲明 / 笠原 善郎 / 鈴木 昭彦 / 
　　大貫 幸二 / 角田 博子/ 植松 孝悦

日本乳癌学会・日本乳房オンコプラスティック
サージャリー学会　合同シンポジウム 1

乳房切除・再建ー手術法の変遷と正しい適応
座︓三鍋 俊春 / 喜島 祐子
演︓Barbara L. Smith / 岩平 佳子 / 津川 浩一郎 /
　　小川 朋子 / 矢野 健二 / 向井 裕子

乳がん外科治療のパラダイムシフト
座︓堀口 淳 / 北條 隆
演︓神林 智寿子 / 木下 貴之 / 
　　重松 英朗 / 津川 浩一郎 / 
　　川端 英孝

日本乳癌学会・日本臨床腫瘍学会　合同シンポジウム 1
乳がんにおける

免疫チェックポイント阻害薬の展望
座︓高野 利実 / 杉江 知治
演︓北野 滋久 / Peter Schmid / 尾崎 由記範 / 
　　Matthew P. Goetz / 山本 信之

高齢者乳がん
座︓向井 博文 / 澤木 正孝
演︓田村 和夫 / 山田 顕光 / 
　　安部 優子 / 市川 悠子 /  
　　佐藤 章子 

薬物療法による副作用のマネージメント
座︓田村 和夫 / 伊藤 良則
演︓加藤 晃史 / 清原 祥夫 / David Warr / 
　　Matti Aapro / Florian Strasser / 多田 寛 / 
　　向井 幹夫 / 太田 嘉英

乳がんの悪性形質進展のメカニズム︓
癌幹細胞と内分泌療法耐性を中心に

座︓増田 しのぶ / 津田 均
演︓佐谷 秀行 / 林 慎一 / 太田 智彦 / 高田 護 / 
　　紅林 淳一 / 小野 真由 / 秋吉 清百合

乳腺腫瘍の正確な病理診断を目指して
座︓黒住 昌史 / 森谷 卓也
演︓増田 しのぶ / 藤井 誠志 / 
　　川崎 朋範 / 津田 均 / 
　　森谷 卓也 / 吉田 正行

Augmented Intelligence （拡張知能）
座︓石川 孝 / 植松 孝悦
演︓宮野 悟 / 井上 謙一 / 向井 博文 / 川崎 あいか /
　　梅邑 明子 / 林田 哲 / 宮坂 美和子 / 中津川 宗秀 

治療後遺症
座︓徳永 えり子 / 長谷川 善枝
演︓辻 哲也 / 鈴木 真弓 / 作田 裕美 /  
　　喜多 久美子 / 髙松 潔 / 小島 圭子 

どんどん進むゲノム医療ーあなたは二次的に見つかる
遺伝性腫瘍と診断された方へ寄り添えていますか︖

座︓山内 英子 / 山本 豊
演︓下村 昭彦 / 竹井 淳子 / 大瀬戸 久美子 / 
　　武藤 香織 / 吉田 玲子

日本乳癌学会・日本がんサポーティブケア学会
合同パネルディスカッション 1
進行再発乳がんの終末期医療

座︓山下 啓子 / 高橋 孝郎
演︓会田 薫子 / 地曵 典恵 / 佐藤 雅子/ 
　　長瀬 慈村 / 齋木 実 / 大西 秀樹

「おさえておきたい︕」
外来での抗がん薬治療における

支持医療の多職種介入（症例を通じて）
座︓松本 光史 / 菰池 佳史
演︓齊藤 光江 / 杉松 睦美 / 藤堂 真紀 /
　　上野 尚雄 / 鈴木 雅子

Eポスター発表

Eポスター発表

病理セミナー　（バーチャルスライド閲覧コーナー）

画像診断セミナー①　（マンモグラフィコーナー）

画像診断セミナー②　（超音波コーナー）

機器展示

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

予後
座︓堀井 理絵 / 桜井 孝規

開

　会

　式

乳房トモシンセシスを学ぶ
～実際に動かしてみましょう～（検診編）

演︓坂 佳奈子
（ホロジックジャパン株式会社）

乳房トモシンセシスを学ぶ
～実際に動かしてみましょう～（診療編）

演︓角田 博子
（ホロジックジャパン株式会社）

1 

日 

目
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日程表　7月12日（金） PL：会長講演　SL：特別講演　PP：会長企画特別講演　IL：招待講演　MTE：Meet the Experts　JIS：日本乳癌学会・日本臨床腫瘍学会合同シンポジウム　JS：合同シンポジウム　SY：シンポジウム　VS：ビデオシンポジウム　WS：ワークショップ　YWS：若手医師のためのワークショップ
JP：合同パネルディスカッション　PD：パネルディスカッション　JSE：合同セッション　OS：厳選口演　OR：一般口演　GS：班研究報告　PAP：患者プログラム　SS：スポンサードシンポジウム　MS：モーニングセミナー　LS：ランチョンセミナー　ES：イブニングセミナー　　：同時通訳あり
PL：会長講演　SL：特別講演　PP：会長企画特別講演　IL：招待講演　MTE：Meet the Experts　JIS：日本乳癌学会・日本臨床腫瘍学会合同シンポジウム　JS：合同シンポジウム　SY：シンポジウム　VS：ビデオシンポジウム　WS：ワークショップ　YWS：若手医師のためのワークショップ
JP：合同パネルディスカッション　PD：パネルディスカッション　JSE：合同セッション　OS：厳選口演　OR：一般口演　GS：班研究報告　PAP：患者プログラム　SS：スポンサードシンポジウム　MS：モーニングセミナー　LS：ランチョンセミナー　ES：イブニングセミナー　　：同時通訳あり

第1会場
5階 コンコードA・B

第2会場
5階 コンコードC

第3会場
5階 エミネンス

第4会場
4階 扇

第5会場
4階 錦

第6会場
42階 高尾

第7会場
42階 富士

第8会場
43階 スターライト

第9会場
43階 ムーンライト

第10会場
30階 ホールA・B

第11会場
30階 ルーム3・4

第12会場
30階 ルーム1・２

HER2陰性乳がん（早期・進行）
座︓岩田 広治 / 内海 俊明
演︓Grazia Arpino / John Robertson / 
　　Masakazu Toi / Matthew P. Goetz / 
　　William J. Gradishar / 
　　Joyce A. O'Shaughnessy 

Advances in therapy management 
with CDK4/6 inhibitors for 

HR+/HER2- mBC (tentative)
座︓戸井 雅和
演︓William J. Gradishar
（ファイザー株式会社）

がんの起源について
座︓川端 英孝
演︓小川 誠司

乳がん診療
新時代の幕開け
（がんゲノム

医療と支持医療）
座︓高嶋 成光
演︓佐伯 俊昭

Proteogenomics 
of Breast 
Cancer

座︓Tohru Ohtake
演︓Matthew J. Ellis

Current treatment 
landscape for the 
management of 

ER+ HER2- 
Advanced Breast 

Cancer

がん患者の包括的ケアを考える
～就労支援の視点から～

　　　　座︓岩田 広治 
　　　　演︓桜井 なおみ / 辻 哲也 / 内藤 立暁
パネリスト︓赤羽 和久 / 上原 正道 / 服部 文 

（中外製薬株式会社）

乳腺専門医とゲノム医療
『乳がんにおけるがんゲノム医療の展望』

座︓三好 康雄 / 田辺 真彦
演︓田村 研治 / 西原 広史 / 西尾 和人 / 
　　有賀 智之 / 林田 哲 / 内藤 陽一

ゲノム・エピゲノム解析の進歩
座︓戸井 雅和 / 上野 貴之
演︓Matthew J. Ellis / 井上 聡 / 
　　中尾 光善 / 後藤 典子 / 三木 義男

JBCS/GBCC joint Session:Best integration of supportive 
and palliative care in the continuum of breast cancer care 
座︓Shigeru Imoto / Se Jeong Oh
演︓Sung-Bae Kim / Fumikata Hara / Wonshik Han / 
　　Jiro Maegawa / Jeong Eon Lee / Kenjiro Aogi / 
　　Jin-Hee Ahn / Takashi Ishikawa

乳がん放射線療法における現況と問題点
座︓唐澤 久美子 / 山内 智香子
演︓野崎 美和子 / 中島 直美 / 能勢 隆之 / 東 尚弘 / 
　　唐澤 久美子 / 鹿間 直人 / 野田 真永

若手研究者としてのデビュー
座︓山田 公人 / 笠原 善郎
演︓濱本 文美 / 上遠野 なほ / 粕谷 雅晴 / 
　　小寺 啓太 / 小松 奈々 / 林 香菜子 / 日高 香織 / 
　　北澤 舞 / 廣谷 凪紗 / 一瀬 友希

乳房切除・再建は当科ではこうやる
座︓朝戸 裕貴 / 大崎 昭彦
基︓Barbara L. Smith
演︓藤本 浩司 / 棚倉 健太 / 山川 知巳 / 
　　小川 朋子 / 冨田 興一 / 小宮 貴子 

閉経前乳癌における
内分泌療法

～Interactive discussion～
座︓紅林 淳一
演︓山下 啓子 / 増田 慎三

（武田薬品工業株式会社）

演︓大野 真司 / 坂東 裕子 / 
　　有賀 智之 / 保田 知生

（日本化薬株式会社）

多職種のためのＭ＆Ｍ 
(Morbidity and Mortality） 

カンファレンス2019 
in TOKYO

～うまくいかなかった事例に
学び、医療の質を高める～

ベージニオをうまく使いこなすコツ
～大阪国際がんセンターでの

チーム医療の取り組み～
座︓中山 貴寛
演︓髙木 麻里 / 小西 美穂

（日本イーライリリー株式会社）

乳がんにおける外来治療
マネジメントの取り組み
座︓光山 昌珠
演︓向原 徹 / 藤堂 真紀

（ファイザー株式会社）

いよいよ始まるラジオ波熱焼灼
療法患者申出療養制度︕

座︓高橋 將人
演︓木下 貴之 / 横川 文彬
特︓井本 滋

（コヴィディエンジャパン株式会社）

看護師セミナー
BRCA 検査に関して看護師さんに

知っておいてほしいこと
座︓玉城 研太朗 / 櫻井 晃洋
演︓櫻井 晃洋 / 玉城 研太朗

（アストラゼネカ株式会社 / MSD株式会社）

乳癌診療における
乳房専用PET装置

Elmammoの使い方
座︓明石 定子
演︓笹田 伸介

（株式会社島津製作所）

Supportive care:
 a key to successful 

treatment
座︓斉藤 光江
演︓Matti Aapro

（大鵬薬品工業株式会社）

Challenges in The Management of 
ER+/HER2 

Negative Advanced Breast Cancer
座︓高野 利実
演︓Fatima Cardoso
（エーザイ株式会社）

周術期乳がん治療戦略の最前線
～米国および韓国の

プラクティスをもとに～
座︓長谷川 善枝
演︓上野 直人 / Sung-Bae Kim

（協和発酵キリン株式会社）

がん免疫療法の
時代の到来と、

これからの乳癌診療
座︓井本 滋　
演︓佐治 重衡

（MSD株式会社）

QOLデータの読み解き方
～CDK4及び6阻害剤を

題材として～
座︓坂東 裕子
演︓岩谷 胤生

（日本イーライリリー株式会社）

ハーモニック®を用いた
腋窩リンパ節郭清の
PointとOutcome

座︓喜島 祐子
演︓九冨 五郎

（ジョンソンエンドジョンソン株式会社）

最近の知見・経験から考える
ER陽性/HER2陰性進行・再発
乳癌における治療シークエンス
座︓伊藤 良則 
演︓高尾 信太郎 / 吉波 哲大

（ノバルティス ファーマ株式会社）

編集委員会企画報告
Breast Cancer誌の
現状とReview状況
座︓三好 康雄 
演︓上野 貴之 / 
　　林田 哲 / 新井 遙子

検診関連
委員会報告

座︓岩瀬 拓士 / 角田 博子
演︓植松 孝悦 / 
　　大貫 幸二 / 鯉淵 幸生

「検診カテゴリーと診断カテゴリーに
基づく乳がん検診精検報告書作成
マニュアル」についての公聴会︓

乳腺診療マネジメントの均てん化を
目指して

実技セミナー
乳癌治療時の

口腔粘膜炎対策
演︓近津 大地

実技セミナー
がんリンパ浮腫

体験講座︓乳がん術後リンパ
浮腫ケア

講︓作田 裕美 / 山本 優一 / 
　　吉澤 いづみ / 高倉 保幸

実技セミナー
がんリハビリテーション

乳がん患者に必要な
理学療法

演︓高倉 保幸

倫理委員会報告
新しい医療（ゲノム、
ビッグデータ、AI）の

時代における倫理的課題
座︓津田 均　
演︓武藤 香織

ステレオガイド下マンモトーム生検の
Up-To-Date　～マンモトーム生検の

さらなる飛躍に向けて～
座︓秋山 太　
演︓橋本 秀行

（デヴィコアメディカルジャパン株式会社）

抗がん剤脱毛を予防
する︕Benchから

Homeへ
座︓黒井 克昌 
演︓猪股 雅史 / 佐川 倫子
（株式会社アデランス）
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HER２陽性乳がん（早期・進行）
座︓増田 慎三 / 山本 尚人
演︓大佐古 智文 / 赤司 桃子 / 
　　秋吉 清百合 / 柏葉 匡寛 / 伊藤 充矢 /
　　Sibylle Loibl 
　　

治療とHBOCカウンセリング
座︓中村 清吾 / 井本 滋
演︓山内 英子 / 大川 恵 / 櫻井 晃洋 / 三木 義男 /
　　Vahit ÖZMEN / Mauricio Magalhães Costa / 
　　Barbara L. Smith 

薬物療法1
座︓齊藤 光江 / 杉本 健樹

Why are 
advances so slow 

in advanced breast 
cancer? Challenges 

and Inequalities

ER陽性HER2陰性再発乳癌における
Clinical Questionを議論する

司︓櫻井 孝志 / 新倉 直樹
リーダー︓石田 孝宣 / 久保 真 / 山下 年成 / 中山 貴寛
ディべーター︓伊藤 亜樹 / 立花 和之進 / 宮下 穣 / 指宿 睦子 / 

相良 安昭 / 玉城 研太朗 / 永井 成勲 / 中村 力也 / 
山中 隆司 / 木川 雄一郎 / 髙田 正泰 / 吉波 哲大

To establish a Short term exchange program 
for young breast oncologists in Asia

座︓Reiki Nishimura / Chiun-Sheng Huang
パネラー︓Lin Gu / Polly Suk-Yee Cheung / Masahiko Tanabe / 
　　　　　Sho Shiino / Sung-Bae Kim / Wonshik Han / Jeong Eon Lee / 
　　　　　Veronique K.M. Tan / Ming-Feng Hou / Chiun-Sheng Huang

センチネルリンパ節生検時代における
腋窩リンパ節郭清の継承

座︓津川 浩一郎 / 井口 雅史
演︓萬谷 京子 / 宮城 由美 / 西村 誠一郎 / 
　　神保 健二郎 / 田邊 匡 / 星 葵 / 野口 美樹

チームで支える乳がん治療
～日常を取り戻すために～

座︓土井原 博義 / 鍛治園 誠
演︓玉城 研太朗 / 片岡 明美 / 
　　池田 雅彦 / 赤羽 和久 / 
　　山本 紗織 / 千島 隆司

AYAがんの医療と支援のあり方研究会
共催シンポジウム 2

AYA世代の乳がん患者と向き合う
座︓清水 千佳子 / 渡邊 知映
演︓河合 由紀 / 向井 幹夫 / 鈴木 礼子 / 江口 恵子
パネリスト︓桜井 なおみ / 御舩 美絵

個別化・多様化する患者・家族のニーズにこたえる
乳がんチーム医療と看護の力

座︓阿部 恭子 / 露無 祐子
演︓吉田 雅博 / 千島 隆司 / 今福 曜子 /
　　金澤 麻衣子 / 湯田 昌美 / 黒田 直子

転移性乳がんのOncologic Emergency
座︓南 博信 / 高尾 信太郎
基︓高橋 俊二
演︓尾崎 由記範 / 田中 祐介 / 
　　吉富 誠二 / 田嶋 裕子

病理セミナー　（バーチャルスライド閲覧コーナー）

画像診断セミナー①　（マンモグラフィコーナー）

画像診断セミナー②　（超音波コーナー）

機器展示

ハンズオンセミナー

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

Eポスター発表

MRIガイド下乳房生検の
保険収載を念頭に置いたMRI 
detected lesionsに対する

Real-time Virtual 
Sonography技術の臨床的意義

座︓植松 孝悦
演︓中島 一彰 / 中野 正吾 / 
　　高橋 麻衣子

（株式会社日立製作所 / 
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社）

座︓Shinji Ohno
演︓Fatima Cardoso

若手の研究者の
育成のための教育セミナー
座︓佐伯 俊昭 / 川端 英孝
演︓辰巳 秀爾 / 岡本 仁子 / 
　　三好 康雄

若手研究者としてのデビュー
座︓中野 正吾 / 鈴木 昭彦
演︓難波 俊文 / 鈴木 千穂 / 岡本 真穂 / 
　　白木 映理子 / 安藤 有佳里 / 鈴木 貴弘 / 
　　寺田 満雄 / 藤川 和晃 / 村田 友美 / 原 勇紀

乳癌治療における
乳房再建の位置づけ
座︓園尾 博司
演︓中村 清吾 / 岩平 佳子

（アラガン・ジャパン株式会社）

専門医制度委員会報告
司︓石田 孝宣
挨︓井本 滋
演︓石田 孝宣 / 
　　丹黒 章

細胞周期とがん︓
CDK4/6阻害剤の

考え方
座︓田口 哲也
演︓石川 冬木

（日本イーライリリー株式会社）

乳がんのゲノム医療
座︓徳永 えり子
演︓内藤 陽一　

（ガーダントヘルスジャパン株式会社）

デジタルポスター会場1
B1階 大展示ホール

デジタルポスター会場2
B1階 中展示ホール

小ホール

ルーム5

ルーム6
4階 花／ロビー／扇／錦／
エミネンスホワイエ

B1階 大展示ホール
　　 中展示ホール

展示会場
展示会場

座︓Hirotaka Iwase
演︓John Robertson

Wine & Cheese
（全員懇親会）

2 

日 
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日程表　7月13日（土） PL：会長講演　SL：特別講演　PP：会長企画特別講演　IL：招待講演　MTE：Meet the Experts　JIS：日本乳癌学会・日本臨床腫瘍学会合同シンポジウム　JS：合同シンポジウム　SY：シンポジウム　VS：ビデオシンポジウム　WS：ワークショップ　YWS：若手医師のためのワークショップ
JP：合同パネルディスカッション　PD：パネルディスカッション　JSE：合同セッション　OS：厳選口演　OR：一般口演　GS：班研究報告　PAP：患者プログラム　SS：スポンサードシンポジウム　MS：モーニングセミナー　LS：ランチョンセミナー　ES：イブニングセミナー　　：同時通訳あり
PL：会長講演　SL：特別講演　PP：会長企画特別講演　IL：招待講演　MTE：Meet the Experts　JIS：日本乳癌学会・日本臨床腫瘍学会合同シンポジウム　JS：合同シンポジウム　SY：シンポジウム　VS：ビデオシンポジウム　WS：ワークショップ　YWS：若手医師のためのワークショップ
JP：合同パネルディスカッション　PD：パネルディスカッション　JSE：合同セッション　OS：厳選口演　OR：一般口演　GS：班研究報告　PAP：患者プログラム　SS：スポンサードシンポジウム　MS：モーニングセミナー　LS：ランチョンセミナー　ES：イブニングセミナー　　：同時通訳あり

第1会場
5階 コンコードA・B

第2会場
5階 コンコードC

第3会場
5階 エミネンス

第4会場
4階 扇

第5会場
4階 錦

第6会場
42階 高尾

第7会場
42階 富士

第8会場
43階 スターライト

第9会場
43階 ムーンライト

第10会場
30階 ホールA・B

第11会場
30階 ルーム3・4

第12会場
30階 ルーム1・２

HER2陽性EBCをめぐる、
ドイツ・日本のガイドライン

を読み解く
座︓佐治 重衡
演︓髙田 正泰 / Sibylle Loibl

（中外製薬株式会社）

PARP 阻害剤リムパーザを使いこなす
－BRCA変異陽性症例が少ない

現実に立ち向かう－
座︓中村 清吾
演︓新倉 直樹

（アストラゼネカ株式会社/MSD株式会社）

乳がんにおけるがん性皮膚
潰瘍の治療意義とその治療
～QOL向上を目指して～
座︓沢田 晃暢
演︓桑山 隆志 / 伊藤 由紀子

（マルホ株式会社）

乳がん研究者
としてのキャリア
司︓Hiroko Masuda
演︓Naoto T. Ueno

乳癌患者さんを親に
持つ子供のケア
司︓小島 真奈美
演︓井上 実穂 / 
　　大沢 かおり
　　

女性の乳腺専門医
（腫瘍内科）

としてのキャリア
司︓Hideko Yamauchi
演︓Vered Stearns

女性の乳腺専門医
（乳腺外科）

としてのキャリア
司︓Aiko Nagayama
演︓Barbara L. Smith

Current Practice: CDK4/6 Inhibitors in the 
Management of HR-Positive/HER2-Negative 

Metastatic Breast Cancer
座︓井上 賢一
演︓Joyce O'Shaughnessy

（日本イーライリリー株式会社）

乳がん診療を通して私が
学んだこと ～若き医療者

へのメッセージ～
座︓石田 孝宣
演︓遠山 竜也

（武田薬品工業株式会社）

乳癌治療における
Shared decision making

座︓井口 雅史
演︓中山 和弘 / 
　　山内 英子

（アラガン・ジャパン株式会社）

術前薬物療法後の乳癌治療
―組織マーカの有用性と

腋窩リンパ節郭清省略へのstrategy―
座︓黒住 昌史
演︓伊藤 充矢 / 桑山 隆志
（株式会社メディコン）

知っておきたい
サポーティブケア

～オピオイド誘発性便秘症の治療～
座︓大崎 昭彦
演︓今井 久雄

（塩野義製薬株式会社）

遺伝性・家族性乳がん
座︓黒井 克昌 / 武井 寛幸

薬剤師
座︓宮本 康敬 / 
　　竹内 英樹

看護師
座︓玉木 秀子 / 
　　小島 真奈美

患者プログラム1
乳がん患者の就労支援の現状と問題点
座︓髙橋 都 / 桜井 なおみ
演︓青儀 健二郎 / 松本 陽子 / 福島 美幸 / 
　　立石 清一郎 / 小島 俊一 / 髙橋 都

患者プログラム2
乳がん診断の意義と問題点

座︓青儀 健二郎 / 三好 綾
挨︓川端 英孝
演︓大竹 徹 / 石田 孝宣 / 戸﨑 光宏 / 
　　菅原 敬文 / 飛田 陽 / 高橋 將人

外科
座︓岩熊 伸高 /
　　藤井 孝明

オンコプラスティック
サージェリー

座︓北條 隆 / 玉木 康博
基礎

座︓伊藤 研一 / 二村 学
予後

座︓九冨 五郎 / 藤森 実

画像診断
座︓渡辺 隆紀 / 上田 重人

転移乳癌における
画像診断の意義

座︓高橋 將人
演︓小泉 満 / 
　　内藤 陽一

（富士フイルム富山化学株式会社）

乳癌脳転移に対する
ガンマナイフ治療の
良い適応とその限界

座︓大山 優
演︓芹澤 徹

（エレクタ株式会社）

乳がん早期発見の取り組み・
期待 ～豊かな人生のために～
座︓佐伯 俊昭
演︓中島 康雄 / 田原 栄俊 /
　　島津 正信 / 青木 優美

（株式会社ミルテル / チューリッヒ保険会社）

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

新
宿
N
S
ビ
ル

京王プラザ
ホテル

NS

Curing Metastatic Breast Cancer
～乳がん治療のパラダイムシフト

座︓田口 哲也 / 渡邉 純一郎
演︓上田 重人 / 井本 滋 / 田村 宜子 / 野田 真永 / 
　　田辺 裕子 / 田辺 真彦 / 増田 慎三 

日本乳癌学会・日本癌治療学会　
合同シンポジウム 3 

他科連携による転移性乳がんの治療
座︓丹黒 章 / 神野 浩光
演︓河野 博隆/ 奥野 敏隆 / Buntaro Fujita / 
　　平井 慶充 / 藤原 彩織 / 山本 昌昭 / 中村 力也 

乳がん診療における多重遺伝子解析
座︓野口 眞三郎 / 太田 智彦
演︓Andrew D. Seidman / 直居 靖人 /
　　Grazia Arpino / Naoto T. Ueno /　
　　Matthew J. Ellis

乳がんサバイバーのケアの現状　
（米国、欧州とアジア）

座︓大西 秀樹 / 木下 貴之
演︓髙橋 都 / Florian Strasser / 
　　Rosana Ellis / 桜井 なおみ

画像診断セミナー
マンモグラフィ

　司︓坂 佳奈子
　解︓坂 佳奈子 /
　　　俵矢 香苗
病理解説︓佐々木 毅

看護セミナー
座︓武石 優子 / 大椛 裕美
講︓千島 隆司 / 田沼 明 / 金澤 麻衣子

看護セミナー
中継会場

画像診断セミナー
超音波

司︓森田 孝子
解︓森田 孝子 /
　　尾羽根 範員

病理解説︓森谷 鈴子

病理セミナー
座︓坂谷 貴司 / 山口 倫
講︓秋山 太　　　　　
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