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第1会場【5階　505】

8:30～8:40

■ 開会の辞 髙尾信太郎（兵庫県立がんセンター　乳腺外科）

8:40～10:10

■ 日本乳癌学会　教育・研修委員会　教育セミナー

遺伝性乳がん診療について

総合司会：金　　昇晋（大阪大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科）

HBOC診断の遺伝学的検査とそれにともなう諸問題
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院　乳腺外科 高原　祥子

若年性乳癌に対する治療-妊孕性温存、HBOC-
関西ろうさい病院　乳腺外科 柄川千代美

パネリスト：
兵庫県立がんセンター　乳腺外科 橋本　一樹
兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科 宮川　義仁

大阪大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科 增永　奈苗

10:10～10:55

■ 教育講演 1

座長：箕畑　順也（淀川キリスト教病院　乳腺外科）
がんゲノム医療と遺伝子検査

兵庫県立がんセンター研究部・婦人科・ゲノム医療・臨床試験センター 須藤　　保

10:55～11:40

■ 教育講演 2

座長：田根　香織（兵庫県立がんセンター　乳腺外科）
HBOCの新たな治療戦略

〜リムパーザ使用とBRCA1/2遺伝子検査のコツとタイミング〜

広島市立広島市民病院　乳腺外科 川﨑　賢祐

共催：アストラゼネカ株式会社/MSD株式会社

プログラム



12:05～13:05

■ ランチョンセミナー 1

座長：髙田　正泰（京都大学医学部附属病院　乳腺外科）
HR陽性HER2陰性進行再発乳がん薬物療法

広島市立広島市民病院　乳腺外科 大谷彰一郎

共催：ファイザー株式会社

13:20～14:20

■ 特別講演

座長：髙尾信太郎（兵庫県立がんセンター　乳腺外科）

波動散乱の逆問題の解決とマイクロ波マンモグラフィの実現
神戸大学　数理・データサイエンスセンター 木村建次郎

乳癌の臨床を見つめなおす～医療人類学の視点から～
済生会中津病院　乳腺外科 吉村　慶子

14:35～15:15

■ ディベートセッション 1

座長：脇田　和幸（茶屋町ブレストクリニック）
StegeⅣ症例に対する治療戦略について
〜手術も含めた集学的治療で治療 Cureを目指すか、QOLを維持した延命Careを目指すか〜

明和病院　乳腺・内分泌外科 岸本　昌浩
神戸市立医療センター中央市民病院　乳腺外科 木川雄一郎

共催：エーザイ株式会社

15:15～15:55

■ ディベートセッション 2

座長：亀井桂太郎（大垣市民病院　乳腺外科）
今さら聞けないBiopsy
〜CNBとVABの使い分けは？　どうすれば手技はうまくなる？〜

兵庫県立がんセンター　乳腺外科 広利　浩一
大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科 柏木伸一郎

共催：株式会社メディコン
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16:10～17:00

■ ミニシンポジウム 2

座長：八十島宏行（国立病院機構大阪医療センター　乳腺外科）
トリプルネガティブ乳癌に対する新たなる治療戦略―免疫チェックポイント阻害薬の臨床応用―

熊本大学大学院生命科学研究部　乳腺・内分泌外科講座 山本　　豊

共催：中外製薬株式会社

17:00～

■ 閉会の辞 髙尾信太郎（兵庫県立がんセンター　乳腺外科）



第2会場【7階　705】
8:40～9:20

■ 一般演題 1「進行再発1」

座長：今村美智子（兵庫医科大学病院　乳腺・内分泌外科）

1 乳頭温存乳房全切除術後に乳房Paget病を生じた1例
製鉄記念広畑病院　乳腺外科 金子　友紀

2 乳房部分切除術後23年目に乳房内再発と対側腋窩リンパ節転移をきたした1例
済生会中和病院　外科 三宅佳乃子

3 乳癌軸椎転移の1例
大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科 河野　祐子

4 頭蓋底骨転移により多発脳神経障害を認めた症例
神戸大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科 曽山みさを

5 乳癌頚部転移から顔面浮腫を生じ気道閉塞に至った一例
北野病院　乳腺外科 葛城　遼平

9:28～10:00

■ 一般演題 2「進行再発2」

座長：吉波　哲大（大阪大学　乳腺内分泌外科）

6 病理学的完全奏効が得られた転移乳癌の一例
兵庫県立尼崎総合医療センター 山口　あい

7 乳癌lung oligometastasesに対して肺切除を行い無治療で経過観察中の2症例
京都府立医科大学付属病院　内分泌乳腺外科 安岡　利恵

8 頸部リンパ節転移を伴う進行乳癌に対し局所治療が有効であった一例
京都府立医科大学　内分泌・乳腺外科 廣谷　凪紗

9 化学療法後の肝切除により病理学的完全寛解を確認できた乳癌肝転移再発の1例
兵庫県立尼崎総合医療センター　乳腺外科 諏訪　裕文

10:08～10:48

■ 一般演題 3「進行再発3」

座長：矢内　洋次（関西医科大学附属病院　乳腺外科）

10 乳癌術後肝転移にTS-1が奏効した一例
市立岸和田市民病院　乳腺外科 平尾　益美

11 Eribulin投与にて2年以上のLong-SDを得た転移性乳癌の一例
京都府立医科大学　内分泌乳腺外科 渡邊　　陽

12 くも膜下ポート造設により疼痛コントロールを図れた乳癌の一例
京都府立医科大学　内分泌乳腺外科 奥山　結香

13 Leksell Gamma Knife Iconマスクシステムによる乳癌脳転移初期治療経験について
洛西シミズ病院　脳神経外科 川邊　拓也

14 当院の乳癌脳転移症例の検討
天理よろづ相談所病院　乳腺外科 石井　　慧
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10:55～11:55

■ 教育講演 3

座長：宮坂美和子（和歌山県立医科大学　乳腺外科）
乳腺外科33年のこだわりの手術　−切開法からドレッシングまで−

神戸大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科 谷野　裕一

共催：日本化薬株式会社

12:05～13:05

■ ランチョンセミナー 2

座長：山神　和彦（神鋼記念病院　乳腺センター）
ER+/HER2-進行再発乳癌　〜分子標的薬をどう使いこなし、どう届けるか〜

HR(+)HER2(-)進行再発乳癌における分子標的薬の治療戦略を考える
～実臨床の経験から考える～

大阪大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科 金　　昇晋
乳がん看護の質の向上を目指した取り組み　～外来の活動を通して～

神奈川県立がんセンター　看護局 瀬畑　善子

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

13:15～13:47

■ 一般演題 4「セフティマネジメント1」

座長：木村　光誠（大阪医科大学　乳腺・内分泌外科学寄附講座）

15 乳癌骨転移に対して骨修飾薬治療中に非定型大腿骨骨折を発症した2例
パナソニック健康保険組合松下記念病院　外科 渡邉　聖瑠

16 デノスマブによる非定型大腿骨骨折の一例
神鋼記念病院　放射線診断科 門澤　秀一

17 術後補助療法におけるDose-Dense AC療法でニューモシスチス肺炎を発症した1例
関大医科大学総合医療センター　乳腺外科 吉田　奈央

18 カペシタビン投与にてGrade4の高トリグリセリド血症を認めた1例
関西メディカル病院　乳腺外科 若宮　志織



13:50～14:22

■ 一般演題 5「セフティマネジメント2」

座長：橘髙　信義（大阪国際がんセンター　乳腺・内分泌外科）

19 部冷却装置によるパクリタキセル投与時の脱毛予防効果の検討
明和病院　乳腺・内分泌外科 松之木愛香

20 CDK4/6阻害剤投与中に認められた肺炎の鑑別診断にBALが有用であった症例
加古川中央市民病院　乳腺外科 佐古田洋子

21 乳癌患者におけるパクリタキセル起因性末梢神経障害予防対策の成果
兵庫県立西宮病院　乳腺外科 松尾　容子

22 乳腺専門医が不在の医療圏に週1回の乳腺外科開設後2年の現状について
白浜はまゆう病院　乳腺外科 粉川　庸三

14:25～14:57

■ 一般演題 6「乳がん看護1」

座長：四方　文子（大阪医療センター　看護部）

23 地方の地域がん診療連携拠点病院における乳房全切除患者の支援
～乳房補整用品展示相談会を開催して～

公立豊岡病院組合立豊岡病院 坪野ますみ
24 乳がん術後指導と退院指導の標準化への取り組み～指導用DVD作成による効果～

市立貝塚病院　看護局 山下　三享
25 知的能力障害のある乳がん患者に対する意思決定支援

八尾市立病院　看護部 吉野　知子
26 妊娠期の乳がん患者における周手術期看護を振り返る

兵庫県立西宮病院 國見　知世

15:00～15:24

■ 一般演題 7「乳がん看護2」

座長：今井　康乃（大阪病院　看護部）

27 多職種チームが密接に連携することで入院から在宅療養までスムーズに移行することができた
広範囲な自壊創を伴う進行乳癌の1例

製鉄記念広畑病院　看護部 松本　仁美
28 亜鉛華デンプンを使用した乳癌自壊創の局所管理法の工夫について

近畿大学病院　看護部 津田美沙緒
29 人工物による乳房再建術患者への看護人工物による乳房再建術のクリニカルパスの作成と今後の

課題
兵庫県立がんセンター 吉川　理恵
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■ 看護セミナー　転移再発乳がん治療と看護を学びなおそう

15:30～16:00
第一部　基調講演

座長：上野　洋子（関西ろうさい病院　看護部）

転移性乳癌の薬物療法とshared decision making
神戸市立医療センター中央市民病院　乳腺外科 木川雄一郎

16:00～17:00

第二部　ケースカンファレンス

座長：井関　千裕（兵庫県立西宮病院　看護部）

転移・再発と診断を受けた乳がん患者の看護
兵庫県立がんセンター　看護部 金川　貴子

転移・再発乳がん患者のACP
神戸市立医療センター中央市民病院　看護部 藤村　弓子

共催：アストラゼネカ株式会社



第3会場【8階　805】
8:40～9:12

■ 一般演題 8「特殊型（悪性）1」

座長：河野　誠之（製鉄記念広畑病院　乳腺外科）

30 乳癌晩期再発と術前診断された乳房原発血管肉腫の1例
大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科 孝橋　里花

31 腫瘍切除後約1ヶ月で急速に多発肺・骨転移を認めた巨大乳腺間質肉腫の1例
大阪市立総合医療センター　乳腺外科 瀬戸　郁美

32 乳腺間質肉腫の1例
大阪府済生会富田林病院　外科 阪尾　　淳

33 術前診断が困難であった悪性葉状腫瘍の1例
神戸市立医療センター中央市民病院　乳腺外科 大山　友梨

9:14～9:46

■ 一般演題 9「特殊型（悪性）2」

座長：松本　　元（神鋼記念病院　乳腺外科）

34 stage4乳癌治療中に骨転移との鑑別を要した形質細胞性腫瘍の1例
市立貝塚病院　乳腺外科 佐々木華子

35 画像検査で嚢胞内癌が疑われたが、切除検体で化生癌と診断された一例
兵庫県立がんセンター 井上翔太郎

36 極めて早期に再発を来し、遺伝性血管性浮腫を合併した低分化乳癌の1例
大阪医科大学　乳腺・内分泌外科 松谷　　歩

37 当院で経験した巨大嚢胞内乳癌の1例
明石市立市民病院　外科 中村　憲司

9:48～10:20

■ 一般演題 10「特殊型（悪性）3」

座長：阪口　晃一（京都府立医科大学　内分泌・乳腺外科）

38 乳房Paget病に対する最適な術式検討について
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 瀬戸友希子

39 乳房Paget病に副乳癌を合併した1例
奈良県立医科大学　消化器総合外科 横谷　倫世

40 高齢80歳の乳腺アポクリン癌の1例
春秋会城山病院消化器・乳腺センター　外科 高島　祐子

41 男性腋窩原発アポクリン癌の一例
兵庫県立尼崎総合医療センター 太治　智愛
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10:22～10:54

■ 一般演題 11「特殊型（悪性）4」

座長：平尾　具子（奈良県立医科大学附属病院　乳腺センター）

42 SMARCB1(INI1)欠失を認めた乳癌の一例
兵庫県立がんセンター　腫瘍内科 河村美由紀

43 乳癌術後放射線治療後に発症したMalignant Peripheral Nerve Sheath Tumorの1例
淀川キリスト教病院　乳腺外科 渡辺　理恵

44 子宮体癌の乳腺転移の1例
大阪国際がんセンター　乳腺・内分泌外科 得居　　龍

45 乳腺腺様嚢胞癌の1例
神戸大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科 水本紗千子

10:56～11:20

■ 一般演題 12「特殊型（良性）1」

座長：辻　和香子（滋賀県立総合病院　乳腺外科）

46 両側乳腺腫瘤摘出術を施行し整容性及び乳頭機能を温存できた両側多発性若年性巨大乳腺線維腺
腫の1例

大阪大学医学附属病院　乳腺内分泌外科 阿部かおり
47 術後9年目に再発し乳房切除術を行った葉状腫瘍局所再発の1例

関西労災病院　乳腺外科 遠矢　圭介
48 皮膚の潰瘍形成・出血をきたした乳腺葉状腫瘍の一例

Panasonic健康保険組合松下記念病院　外科 松井　知世

11:22～11:54

■ 一般演題 13「特殊型（良性）2」

座長：佐久間淑子（兵庫県立がんセンター　病理診断科）

49 当院で経験した乳腺腺筋上皮腫の一例
大阪警察病院　乳腺内分泌外科 金本　佑子

50 DCISと鑑別を要した乳腺腺筋上皮腫の1例
神鋼記念病院　乳腺科 御勢　文子

51 乳房全切除術を余儀なくされた巨大乳腺偽血管腫様過形成の1例
淀川キリスト教病院　乳腺外科 斎藤　明菜

52 3年間を振り返る。一人の病理医が当がんセンターの乳腺病理診断で改善できたことと課題
大阪国際がんセンター　病理・細胞診断科 中村ハルミ



12:05～13:05

■ ランチョンセミナー 3

座長：光藤　悠子（奈良県総合医療センター　乳腺外科）

ホルモン受容体陽性HER2陰性転移再発乳癌治療の考え方
－乳腺専門医としての“state-of-the-art”とは？－

大阪国際がんセンター　乳腺・内分泌外科 中山　貴寛

共催：アストラゼネカ株式会社
13:15～13:47

■ 一般演題 14「診断」

座長：馬場　　基（神戸大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科）

53 マイクロ波マンモグラフィの若年層及び老年層における画像評価に関する研究
神戸大学大学院理学研究科 稲垣　明里

54 マイクロ波マンモグラフィとX線マンモグラフィのコントラストに関する研究
神戸大学大学院理学研究科 前澤　眞之

55 石灰化病変の悪性リスク評価～当院で施行したステレオガイド下マンモトーム生検結果より
大阪ブレストクリニック 稲尾　瞳子

56 トモシンセシスガイド下生検にて乳癌と診断しえた2例
県立西宮病院　乳腺外科 島田菜津美

13:49～14:37

■ 一般演題 15「遺伝」

座長：國久　智成（神戸大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科）

57 遺伝カウンセラー月1回勤務で行うHBOC診療の取り組み
大阪赤十字病院　乳腺外科 秋丸　憲子

58 乳腺専門クリニックにおけるリムパーザコンパニオン診断と遺伝カウンセリング
大阪ブレストクリニック 秋丸　憲子

59 家族歴のないBRCA遺伝子変異陽性乳癌に対するオラパリブの使用経験
伊川谷病院　乳腺外科 西藤　　勝

60 BRCA検査の現状とオラパリブ使用経験
国立病院機構大阪医療センター　外科・乳腺外科　 萩　　美里

61 当科におけるBRCA陽性乳癌に対するオラパリブ使用患者の報告
近畿大学医学部　腫瘍内科 黒崎　　隆

62 良性葉状腫瘍摘出後、両側多発乳腺腫瘍のフォロー中に乳癌・卵巣癌・副腎皮質腫瘍を発症し、
Li-Fraumeni症候群を疑った一例

兵庫県立がんセンター　乳腺外科 田根　香織
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14:50～15:40

■ スイーツセミナー

座長：河合　由紀（滋賀医科大学外科学講座　乳腺・一般外科）
ER+/HER2-進行・再発乳がん治療の戦略〜CDK4/6阻害薬の有用性〜

兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科 三好　康雄

共催：日本イーライリリー株式会社
16:00～17:00

■ デジタルマンモグラフィグランプリ「解説・表彰式」

解説：白岩　美咲（香川県立中央病院　乳腺センター））
広利　浩一（兵庫県立がんセンター　乳腺外科））

病理解説：佐久間淑子（兵庫県立がんセンター　病理診断科）



第4会場【6階　605】
8:40～9:28

■ 一般演題 16「特殊病態1」

座長：諏訪　裕文（兵庫県立尼崎総合医療センター　乳腺外科）

63 右腋窩リンパ節転移を契機に発見された潜在性乳癌の一例
甲南病院　外科 川島　龍樹

64 薬物療法が奏功したStage4・Her2陽性乳癌に同側異時性Luminal乳癌を発症した1例
大阪市立総合医療センター　乳腺外科 渡部　智加

65 重症筋無力症を合併した乳癌の2例
神戸大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科 三木万由子

66 多発骨転移を来した原発不明癌の1例
京都第二赤十字病院　外科 西田真衣子

67 右乳癌に左潜在性乳癌腋窩リンパ節転移を合併した両側乳癌の1例
大阪国際がんセンター　乳腺内分泌外科 波多野高明

68 当院における妊娠期乳癌4例の検討
大和高田市立病院　乳腺外科 佐多　律子

9:30～10:02

■ 一般演題 17「特殊病態2」

座長：西藤　　勝（伊川谷病院）

69 アトピー性皮膚炎に併発した肉芽腫性乳腺炎の1例
市立ひらかた病院　乳腺外科 平田　碧子

70 漢方薬で治癒した肉芽腫性乳腺炎の1例
大阪市立総合医療センター　乳腺外科 亀井　佑梨

71 脂肪壊死に合併した難治性乳腺炎の症例
兵庫県立尼崎総合医療センター 岡田　有紀

72 子宮内膜症治療薬（ジェノゲスト）の副作用により乳腺に巨大腫瘤が多発したと考えられる1例
神鋼記念病院　乳腺科 大段　仁奈

10:04～10:36

■ 一般演題 18「CDK46阻害薬1」

座長：尾上　琢磨（兵庫県立がんセンター　腫瘍内科）

73 化学療法既治療後の乳癌肝転移にabemaciclib+fulvestrantが奏効した一例
大阪赤十字病院　乳腺外科 西本　　舞

74 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Abemaciclibの使用経験
松下記念病院　外科 金山　益佳

75 一次内分泌療法としてアベマシクリブが著効した多発肝転移を有するStageIV乳癌の1例
製鉄記念広畑病院　乳腺外科 田口　芙佳

76 アベマシクリブ投与後に重篤な薬剤性間質性肺炎を発症し死亡した一例
神戸市立医療センター中央市民病院　乳腺外科 武部沙也香
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10:38～11:02

■ 一般演題 19「CDK46阻害薬2」

座長：小西　宗治（兵庫県立西宮病院　乳腺外科）

77 パルボシクリブを投与した維持透析中の再発乳癌の一例
滋賀医科大学　乳腺・一般外科 辰巳　征浩

78 乳癌術後肝転移肺転移に対するpalbociclib治療後にabemaciclibと既治療のfulvestrantの併
用により奏効した1例

国立病院機構大阪医療センター　乳腺外科 八十島宏行
79 ペムブロリズマブが奏効したアテゾリズマブ既治療の転移性乳癌：症例報告

国立病院機構大阪医療センター　乳腺外科 大谷　陽子

11:05～11:50

■ ミニシンポジウム 3

座長：三好　康雄（兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科）
乳がん診療におけるOncotype DXの最新知見−TailorX試験結果で何が変わったか−

岡山大学　乳腺内分泌外科 岩本　高行

共催：ジェノミックヘルス株式会社/株式会社エスアールエル
13:20～14:10

■ ミニシンポジウム 1

座長：松本　光史（兵庫県立がんセンター　腫瘍内科）
HER2陰性進行再発乳癌に対する治療戦略

昭和大学　先端がん治療研究所　医学部内科学講座腫瘍内科部門 鶴谷　純司

共催：大鵬薬品工業株式会社
14:15～14:39

■ 一般演題 20「術前術後治療1」

座長：辻野佳世子（兵庫県立がんセンター　放射線治療科）

80 ティッシューエキスパンダー挿入中にPMRTを施行した乳癌症例の検討
大阪大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科 北原　友梨

81 乳房温存術後放射線治療における全乳房寡分割SIB(simultaneous integrated boost：標的体
積内同時ブースト)の初期経験

社会医療法人美杉会佐藤病院 上田　和光
82 乳房温存療法におけるIMRTを用いたSIB法の検討

社会医療法人美杉会佐藤病院 中越　教介



14:50～15:30

■ 一般演題 21「術前術後治療2」

座長：重岡　　靖（淀川キリスト教病院　腫瘍内科）

83 閉経後乳癌患者における体脂肪率高値は予後不良である
さくらい乳腺外科クリニック 櫻井　照久

84 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 竹井裕美子

85 高度局所進行乳癌に対して化学療法を施行し、著効とともに周囲に広範囲壊死した一例
八尾市立病院　乳腺外科 西向　有沙

86 HR陽性・HER2陽性乳癌に対するweekly Paclitaxel + Trastuzumabによる術前化学療法の
治療成績

神戸アーバン乳腺クリニック 小西　　豊
87 HER2陰性原発性乳癌に対して周術期dose dense AC療法を行った16例の検討

大阪市立総合医療センター　腫瘍内科 坪口　裕子

15:36～16:00

■ 一般演題 22「検診その他」

座長：櫻井　照久（さくらい乳腺外科クリニック）

88 検診実施施設間のプロセス指標のばらつきと検診成績
さきたクリニック 先田　　功

89 当院における検診発見乳癌の検討
加古川中央市民病院　乳腺外科 土屋　和彦

90 乳房超音波検査で失われた標準画像について
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
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