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特別講演 1

9月23日（金） 13：40～14：30 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：高知医療センター　乳腺・甲状腺外科　科長　高畠　大典

CDK4/6阻害剤耐性後のバイオロジーを考慮した乳癌治療戦略

大阪公立大学大学院　乳腺外科　講師　柏木伸一郎

共催：エーザイ株式会社

特別講演 2

9月23日（金） 13：40～14：30 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　准教授・診療科長　枝園　忠彦

進行再発乳癌に対するペムブロリズマブとirAEのマネジメント

島根大学医学部附属病院　先端がん治療センター／腫瘍内科　教授　田村　研治

共催：MSD株式会社

シンポジウム

9月23日（金） 14：40～16：10 第1会場 （1F オレンジホール）

司会：福山市民病院　乳腺甲状腺外科　池田　雅彦

閉経前ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌周術期治療の 
de-escalationは可能か？

ディベーター：高知大学医学部附属病院　乳腺センター　沖　　豊和
　　　　　　　徳島市民病院　乳腺外科　　　　　　　　行重佐和香
　　　　　　　山口県済生会下関総合病院　外科　　　　深光　　岳
　　　　　　　山口大学　消化器腫瘍外科　　　　　　　鍋屋　まり
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教育セミナー

9月24日（土） 13：50～15：20 第1会場 （1F オレンジホール）

司会：松江赤十字病院　乳腺外科　曳野　　肇

［診断］ 
マンモグラフィ・乳房超音波診断の基本： 
ガイドラインの改訂をふまえて

講師：川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　野村　長久

［治療］ 
腋窩領域リンパ節のマネージメント

　　　講師：鳥取大学医学部　呼吸器・内分泌外科学分野　若原　　誠

パネリスト：広島大学病院　乳腺外科　　　　　　　　　川又あゆみ
広島市立広島市民病院　乳腺外科　　　　　前田　礼奈
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科　笹　聡一郎
岡山大学大学院　呼吸器・乳腺内分泌科　　大谷　悠介

共催：日本乳癌学会 教育・研修委員会

《ご案内》 セミナー終了時に参加証明書が発行されます。地方会ホームページに教育セミ
ナーのスライド資料（症例編）を掲載いたしますのでご確認ください。また、地
方会終了後にはスライド資料（解答編）も掲載いたします。
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ランチョンセミナー 1

9月23日（金） 12：30～13：30 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：香川県立中央病院　乳腺・内分泌外科　部長　小笠原　豊

HR陽性HER2陰性乳癌における術後ホルモン療法  
～ベージニオのもたらすベネフィット～

広島大学病院　乳腺外科　診療准教授　角舎　学行

共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 2

9月23日（金） 12：30～13：30 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：高知大学医学部附属病院　乳腺センター　センター長　杉本　健樹

HBOC診療のこれまでとこれから

札幌医科大学医学部　遺伝医学　教授　櫻井　晃洋

共催：ミリアド・ジェネティクス合同会社

ランチョンセミナー 3

9月24日（土） 12：40～13：40 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：川崎医科大学総合医療センター　外科　部長　土井原博義

CDK4/6阻害剤に関するエビデンスと最新トピックス

兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科　准教授　永橋　昌幸

共催：ファイザー株式会社
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ランチョンセミナー 4

9月24日（土） 12：40～13：40 第2会場 （1F グリーンホール）

分子標的薬時代の多職種連携について

座長：松山赤十字病院　乳腺外科　部長　川口　英俊

乳癌診療での多職種連携の実際
四国がんセンター　乳腺外科　臨床研究推進部長　青儀健二郎

薬薬連携における調剤薬局の役割
コスモ薬局　日赤店　管理薬剤師　坂川　興規

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

イブニングセミナー 1

9月23日（金） 16：30～17：30 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：四国がんセンター　がん診断・治療開発部長　大住　省三

もう避けては通れないHBOC診療

東海大学医学部　外科学系　乳腺・腫瘍科　教授　新倉　直樹

共催：アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー 2

9月23日（金） 16：30～17：30 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：高知赤十字病院　第二外科部副部長　乳腺・内分泌外科　甫喜本憲弘

HER2陽性乳癌治療を中心とした乳癌診療ガイドライン改定に 
関する最近の話題

浜松医科大学医学部附属病院　乳腺外科　病院講師　小泉　　圭

共催：中外製薬株式会社



21

モーニングセミナー 1

9月24日（土） 9：00～10：00 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：高知大学医学部附属病院　乳腺センター　センター長　杉本　健樹

エビデンスに基づいた術前・術後を行うためのチーム医療 
－クリニックでもできちゃった－

那覇西クリニック　診療部長　玉城研太朗
那覇西クリニック　副看護師長　高江洲睦代

共催：協和キリン株式会社

モーニングセミナー 2

9月24日（土） 9：00～10：00 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：医療法人平成博愛会徳島平成病院　院長　丹黑　　章

エンハーツが変えたHER2陽性乳がんの新展開 
副作用マネジメントの重要性とePROモニタリングの可能性

北里大学医学部　乳腺・甲状腺外科学　主任教授　三階　貴史

共催：第一三共株式会社

デジタルマンモグラフィグランプリ

9月24日（土） 11：40～12：30 第2会場 （1F グリーンホール）

【解説】マンモグラフィグランプリ 極

講師：川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　野村　長久
	 川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　福間　佑菜

共催：株式会社ネットカムシステムズ
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優秀演題セッション

9月24日（土） 11：10～12：30 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：平　　成人（川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科）
　　　枝園　忠彦（岡山大学病院　乳腺・内分泌外科）　　　

 Y-1 専門医療機関連携薬局との連携による病院薬剤師のタスクシフト
松山赤十字病院　乳腺外科1，松山赤十字病院　医療秘書課2，松山赤十字病院　看護部3，
松山赤十字病院　薬剤部4，コスモ薬局　日赤店5

○宇都宮果歩1，向井絵美2，宇都宮智恵美3，篠崎恭子3，橋本浩季4，村上通康4，
　坂川興規5，川口英俊1

 Y-2 早期乳癌に対する術前化学療法の効果予測としてのTILs-US scoreの有用性
広島大学病院　乳腺外科1，広島大学病院　臨床検査部2，広島大学病院　病理診断科3

○木村優里1，舛本法生1，加納昭子2，福井佳代2，笹田伸介1，恵美純子1，角舎学行1，
　有廣光司3，岡田守人1

 Y-3 当院10年間のMG/US同時併用検診の実際
たけべ乳腺外科クリニック
○木村幸子，綾野はるな，安毛直美，新井貴士，武部晃司

 Y-4 ER陽性HER2陰性早期乳癌のリスク因子の検討 〜12年間にわたる単施設での
1139症例のレビュー〜

岡山大学病院　乳腺内分泌外科
○中本翔伍，岩本高行，岩谷胤生，高橋侑子，鈴木陽子，宇野摩耶，吉岡　遼，
　大谷悠介，戸嶋　圭，枝園忠彦

 Y-5 同一家系内の従姉妹同士で異なるBRCA2の病的バリアントが検出された乳癌の2例
高知大学医学部附属病院　臨床遺伝診療部1，高知大学医学部附属病院　乳腺センター2

○田代真理1，福永有希子2，石田信子2，沖　豊和2，小河真帆2，杉本健樹1,2

 Y-6 腋窩リンパ節内に発生した異所性乳癌の1例
岡山大学病院　乳腺・内分泌外科
○戸嶋　圭，枝園忠彦，岡　美苗，鈴木陽子，中本翔伍，宇野摩耶，吉岡　遼，
　大谷悠介，高橋侑子，岩本高行，岩谷胤生

 Y-7 全脳照射後の多発脳転移を伴うHER2陽性乳癌に対して末期状態からトラスツズマ
ブ デルクステカン（T-DXd）を投与し劇的に症状が改善した一例

広島市立広島市民病院　乳腺外科
○藤原由樹，伊藤充矢，梶原友紀子，住吉みわ，金　敬徳，前田礼奈

 Y-8 A病院における家族歴聴取への取り組み
高知医療センター　看護局1，高知医療センター　医療局2，
高知医療センター　医療秘書3

○野瀬智代1，池田久乃1，北添可奈子1，小笠原美千代1，高畠大典2，岡林まや3
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研修医セッション

9月24日（土） 10:35～11:00 第1会場（1F オレンジホール）

座長：板倉　正幸（島根大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科）

 S-1 乳腺腺様嚢胞癌の一例
徳島大学病院　卒後臨床研修センター1，徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科2，
徳島大学大学院　分子病理学分野3

○青山理央1，笹聡一郎2，乾　友浩2，青山万理子2，奥村和正2，井上寛章2，鳥羽博明2，
　後藤正和2，尾矢剛志3，滝沢宏光2

 S-2 末期変形性股関節症と大腿骨転移の併発に対し手術的治療を施行した一例
愛媛大学医学部附属病院　総合臨床研修センター1，
愛媛大学医学部附属病院　乳腺センター2，愛媛大学医学部　肝胆膵・乳腺外科学3

○青野真由子1，野田令菜2，奥島久美子2，中村萌美2，日下部恵梨菜2，青木玲奈2，
　田口加奈2，西山加那子2，村上朱里2，亀井義明2，髙田泰次3

 S-3 当院でのホルモン受容体陽性HER2陰性進行再発乳癌に対するCDK4/6阻害薬の
有効性と安全性について

県立広島病院　初期研修医1，県立広島病院　消化器・乳腺外科2，
県立広島病院　臨床腫瘍科3

○岸　佳苗1，野間ミドリ2，尾崎慎治2，土井美帆子3
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一般演題

9月23日（金）

10：00～10：30　病理検討 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：飛田　　陽（松山市民病院　病理診断科）

 1 原発性乳癌における神経周囲侵襲の検討
鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・乳腺内分泌外科1，鳥取大学医学部　病理学講座2

○細谷恵子1，梅北善久2，小嶋駿介1，宮本竜弥1，深谷由美1，大島祐貴1，松居真司1，
　門永太一1，大野貴志1，窪内康晃1，若原　誠1，春木朋広1，中村廣繁1

 2 乳癌術前針生検標本と手術標本における免疫染色の一致についての検討
一般財団法人永頼会松山市民病院　外科1，
一般財団法人永頼会松山市民病院　病理診断科2，
一般財団法人永頼会松山市民病院　病理検査室3

○梅岡達生1，飛田　陽2，友松宗史1，藤岡真治1，柚木　茂1，湊　憲武3，岡崎恭介3，
　松家由紀3，和泉元雅子3

 3 乳癌における腫瘍内免疫応答の臨床病理学的因子・予後との関連
香川大学医学部　乳腺内分泌外科1，高松赤十字病院　胸部・乳腺外科2，
予防医学協会3，おさか脳神経外科病院　放射線科4，伊達病院　外科5

○紺谷桂一1，橋本新一郎1，池内真由美1，法村尚子2，大谷昌裕3，本城尚美4，
　伊達　学5，阿部宣子1

 4 当院における若年者（AYA世代）乳癌の特徴
鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・乳腺内分泌外科
○門永太一，小嶋駿介，大島祐貴，宮本竜弥，松居真司，大野貴志，細谷恵子，
　窪内康晃，若原　誠，春木朋広，中村廣繁

10：30～11：00　病理良性 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：尾﨑　信三（社会医療法人仁生会細木病院　外科）

 5 針生検で診断し得た糖尿病性乳腺症の1例
徳島市民病院　外科1，高知赤十字病院　外科2，高知赤十字病院　病理診断科3

○行重佐和香1，日野直樹1，竹原恵美1，甫喜本憲弘2，賴田顕辞3

 6 臨床的には乳癌を疑った最大径6cmの乳管腺腫の1例
岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科1，岡山赤十字病院　看護部2

○多田羅望1，吉富誠二1，森川希美1，原　亨子1，長谷川彩華2，辻　尚志1

 7 乳腺過誤腫の1例
JA尾道総合病院　乳腺外科1，JA尾道総合病院　病理研究検査科2

○鷹屋桃子1，吉山知幸1，金子佑妃1，米原修治2
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 8 複数の線維腺腫フォロー中に急速増大をきたし葉状腫瘍の診断を得た1例
川崎医科大学総合医療センター1，川崎医科大学総合医療センター　病理学2

○中村有希1,2，太田裕介1，水藤晶子1，土井原博義1，中島一毅1，藤原英世2，物部泰昌2

11：10～11：40　診断、症例1 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：角舎　学行（広島大学病院　乳腺外科）

 9 乳癌におけるヨード造影下Dual Energy CTとダイナミック造影MRIとの広がり診
断における検討

広島市立北部医療センター安佐市民病院　乳腺外科1，
広島市立北部医療センター安佐市民病院　外科2，
広島市立北部医療センター安佐市民病院　腫瘍内科3，
広島市立北部医療センター安佐市民病院　病理部4

○郷田紀子1，船越真人1，森田隼登2，森田竣介2，山北伊知子3，北口聡一3，木村修二4，
　金子真弓4

 10 演題取り下げ

 11 術前確定診断困難であったlow-grade adenosquamous carcinomaの1例
公立学校共済組合中国中央病院　乳腺外科
○栗山志帆，大多和泰幸

 12 乳癌との鑑別に迷った肉芽腫性乳腺炎の1例
プライムホスピタル玉島　乳腺外科1，水島協同病院2

○西山慶子1,2，石部洋一2，藤本竜平2，今井智大2，江口孝行2，山本明広2

11：40～12：10　症例2 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：甫喜本憲弘（高知赤十字病院　乳腺・内分泌外科）

 13 急性乳腺炎の所見を呈した高齢者非浸潤性乳管癌の1例
JA山口厚生連周東総合病院　外科1，JA山口厚生連周東総合病院　乳腺外科2

○上田晃志郎1，松並展輝2，菅　　淳1，林　雅規1，瀬山厚司1，守田知明1

 14 巨大石灰化を認めた骨・軟骨化生を伴う乳癌の1例
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科1，徳島大学病院　病理部2

○井﨑富由実1，井上寛章1，乾　友浩1，笹聡一郎1，青山万理子1，宮本直輝1，
　奥村和正1，鳥羽博明1，後藤正和1，住田智志2，坂東良美2，滝沢宏光1

 15 嚢胞性変化を伴った乳腺髄様癌の1切除例
細木病院
○尾﨑信三，上地一平，中村衣世
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 16 浸潤性小葉癌および浸潤性乳管癌の混合型乳癌の1例
山口県立総合医療センター　外科
○藤井雅和，野島真治，永瀬　隆，西原聡志，藤井美緒，山下　修，林雅太郎，
　宮崎健介，金田好和，須藤隆一郎

10：00～10：30　再発1 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：伊藤　充矢（広島市立広島市民病院　乳腺外科）

 17 当院におけるS-1単独療法群とXC療法群の比較検討
福山市民病院　乳腺甲状腺外科1，うだ胃腸科内科外科クリニック2，
いしいクリニック3，かわの医院4

○久保慎一郎1，荒川杏奈1，山下哲正1，桑原ちひろ1，山本真理1，宇田憲司2，
　石井辰明3，川野　亮4

 18 酢酸メドロキシプロゲステロン（MPA）で9年間病勢制御したホルモン受容体陽性
再発乳癌の1例

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　乳腺外科
○三又明日香，大住省三，竹本佳菜，河内麻里子，三好雄一郎，山下美智子，
　高橋三奈，青儀健二郎

 19 当院における転移・再発乳癌に対するTrastuzumab+Pertuzumab+Docetaxel
療法の治療経験

愛媛県立中央病院　乳腺・内分泌外科
○松岡欣也，佐川　庸，畑地登志子，宮崎一恵

 20 エンハーツ（Trastuzumab Deruxtecan）による薬剤性間質性肺炎による縦隔・皮
下気腫が生じた1例

川崎医科大学総合医療センター　外科
○太田裕介，中村有希，水藤晶子，中島一毅，土井原博義

10：30～11：00　免疫チェックポイント阻害剤、その他 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：田村　研治（島根大学医学部附属病院　腫瘍内科）

 21 当院におけるアテゾリズマブの使用経験
高松市立みんなの病院
○中川美砂子，中川靖士，塩谷美由紀，細川朋弘

 22 Pembrolizumabを使用した乳癌化生癌の一例
山口大学医学部　消化器・腫瘍外科1，小野田赤十字病院　外科2，
関門医療センター　外科3，宇部興産中央病院　外科4，JCHO徳山中央病院　外科5

○前田訓子1，鍋屋まり1，鈴木伸明1，武田　茂1，為佐路子2，長島由紀子3，久保秀文4，
　山本　滋5，永野浩昭1
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 23 PD-L1抗体既治療後のStageⅣ乳癌に対して、免疫チェックポイント阻害薬を再投
与した1例

広島市立広島市民病院　乳腺外科
○梶原友紀子，藤原由樹，前田礼奈，金　敬徳，住吉みわ，伊藤充矢

 24 再発高リスク、ホルモン陽性乳癌に対して術後補助療法としてAbemaciclibを選
択した1例

山口県済生会下関総合病院
○深光　岳，日高由衣子

11：10～11：45　再発2 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：藤井　雅和（山口県立総合医療センター　外科）

 25 遠隔転移したトリプルネガティブ乳癌は完治し得ないのか？
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科
○福間佑菜，野村長久，常　　梓，三上剛司，岸野瑛美，緒方良平，小池良和，
　山本　裕，田中克浩，平　成人

 26 術後2ヶ月で骨髄癌腫症を発症し急速な経過をたどった高齢者乳癌の1例
高知大学医学部附属病院　乳腺センター1，図南病院2

○福永有紀子1，杉本健樹1，沖　豊和1，小河真帆2，石田信子1

 27 最近経験したホルモン陽性HER2陰性晩期再発乳癌の2症例
社会医療法人今治第一病院　外科1，愛媛大学　乳腺センター2

○戸田　茂1，奥島久美子2，中村萌美2

 28 腋窩静脈再建を伴う根治切除術を行った腋窩リンパ節再発の1例
鳥取大学医学部　呼吸器・乳腺内分泌外科学分野
○若原　誠，小嶋駿介，宮本竜弥，大島祐貴，深谷由美，松居真司，門永太一，
　大野貴志，細谷恵子，窪内康晃，春木朋広，中村廣繁

 29 対側腋窩リンパ節転移以外にリンパ節・遠隔転移を伴わなかったde novo stage
Ⅳ乳癌の一例

山口赤十字病院1，山口大学医学部　保健学科基礎検査学2

○鬼塚　哲1，横畑和紀1，王　佳雄1，遠藤　翔1，森松克哉1，山中直樹1，佐々木暢彦1，
　黒木英雄1，亀岡宣久1，河野裕夫2
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11：45～12：20　再発3 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：山本　　裕（川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科）

 30 乳癌脳転移に対する集学的治療後に脳浮腫状の所見を認め、脳転移再発との鑑別に
苦慮した放射線脳壊死の1例

愛媛大学医学部附属病院　乳腺センター1，
愛媛大学医学部附属病院　肝胆膵・乳腺外科2，愛媛大学医学部附属病院　脳神経外科3

○奥島久美子1，田口加奈1，中村萌美1，日下部恵梨菜1，野田令菜1，青木玲奈1，
　西山加那子1，村上朱里1，井上明宏3，亀井義明1，高田泰次2

 31 腰椎オリゴ転移に対して定位放射線治療を行った1例
岡山大学病院　乳腺内分泌外科
○岡　美苗，枝園忠彦，戸嶋　圭，鈴木陽子，中本翔伍，宇野摩耶，吉岡　遼，
　大谷悠介，高橋侑子，岩本高行，岩谷胤生

 32 当科における診断当初から骨転移を伴った進行・再発乳癌症例の検討
高知大学医学部附属病院　乳腺センター1，特定医療法人久会図南病院2

○沖　豊和1，杉本健樹1，小河真帆2，石田信子1，福永有紀子1

 33 PET-CT検査にて骨転移が疑われるも12年間無治療で著変なく経過した異時性両
側乳癌の1例

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
○竹本佳菜，大住省三，三又明日香，河内麻里子，三好雄一郎，高橋三奈，
　山下美智子，青儀健二郎

 34 進行再発乳癌に対しトラスツズマブ　デルクステカン（T-Dxd）が奏効した一例
島根大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科1，
島根大学医学部附属病院　消化器総合外科学2

○藪田　愛1,2，板倉正幸1,2，百留美樹1，杉原　勉1，田島義証2

14：40～15：15　チーム医療 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：藤原　キミ（高知大学医学部附属病院　がん治療センター）

 35 がんになった親（乳がん患者）が子どもにしてあげられることへのサポート経験
水島協同病院　外科1，水島協同病院　外来看護２科2，プライムホスピタル玉島　外科3

○石部洋一1，片岡祐美子2，橋本有紀2，三宅和子2，西山慶子1,3，藤本竜平1，
　今井智大1，江口孝行1，山本明広1

 36 乳がん患者への早期からの専門的緩和ケアの取り組み －緩和ケアセンター看護師
が介入した3症例を振り返る－

川崎医科大学附属病院　緩和ケアセンター1，川崎医科大学附属病院　看護部2，
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科3

○大石昌美1，山下絹代1，寺本里美1，平松貴子2，野村長久3
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 37 乳がん患者の妊孕性温存に対するチーム支援と連携
高知医療センター　看護局1，高知医療センター　乳腺甲状腺科2，
高知医療センター　生殖医療科3

○小笠原美千代1，北添可奈子1，関　正節1，田渕良子1，山崎愛子1，高畠大典2，
　小松淳子3，南　　晋3

 38 10年間無治療の乳がん自壊創のある患者への治療継続のできる退院支援
独立行政法人国立病院機構福山医療センター
○藤原礼子，三好和也，高橋寛敏

 39 自壊乳がん患者へのセルフケア支援 〜IASMモデルを活用して〜
徳島大学病院
○山口美代子，松岡由江

15：15～15：45　看護周術期 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：篠崎　恭子（松山赤十字病院　看護部）

 40 統合失調症の乳がん患者に対して困惑しながら対応した1事例
広島市立広島市民病院
○仁井山由香，中村良子

 41 乳がん手術を受ける超高齢患者の看護
独立行政法人国立病院機構米子医療センター　看護部1，
独立行政法人国立病院機構米子医療センター　胸部乳腺外科2

○長本奈美1，中島香織1，万木洋平2

 42 周術期乳癌患者に対する看護面談の検討
香川県立中央病院　看護部1，香川県立中央病院　乳腺・内分泌外科2

○宇喜多美喜子1，小笠原豊2，福家律江1，山下加奈子1，河田健吾2

 43 乳房再建術を受けた患者が手術前に抱いていたイメージと手術後に感じた思いとの
比較検討

福山市民病院　看護部1，福山市民病院　乳腺甲状腺外科2

○小村展子1，赤尾裕子1，賀出朱美1，池田雅彦2，山本真理2，久保慎一郎2

15：45～16：20　看護化学療法 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：小笠原美千代（高知医療センター　看護局）

 44 当院におけるアピアランスケアの現状と課題
高知大学医学部附属病院　外来化学療法センター1，
高知大学医学部附属病院　がん治療センター2，高知大学医学部附属病院　外来診療部3，
高知大学医学部附属病院　乳腺センター4

○北村真紀1，藤原キミ2，香川芳子1，有澤愛乃1，川村亜希1，山川　絢1，野口真実1，
　片山奈知3，尾崎恭子3，沖　豊和4，杉本健樹4
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 45 化学療法誘発性脱毛症予防としての頭部冷却法の有効性 －TC療法とACT療法で
の比較検証－

松江赤十字病院　乳腺外科
○大谷　麻，曳野　肇，槙野好成，村田陽子，横地恵美，山本香織，田淵律子，
　林　美幸

 46 進行・再発乳癌患者におけるサージカルグローブ圧迫療法の末梢神経障害予防効果
に関する検討

高知大学医学部附属病院　外来化学療法センター1，
高知大学医学部附属病院　がん治療センター2，高知大学医学部附属病院　外来診療部3，
高知大学医学部附属病院　乳腺センター4

○川村亜希1，藤原キミ2，北村真紀1，香川芳子1，森　和世1，片山奈知3，山崎利恵3，
　島本美紀3，沖　豊和4，杉本健樹4

 47 外来化学療法室における乳がん患者に対する苦痛のスクリーニングの現状と課題
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
○橋田　愛，酒井歩美，宮脇聡子

 48 CDK4/6阻害薬（アベマシクリブ）治療を受ける患者への看護支援 －有害事象デー
タに基づいた検討－

広島大学病院　看護部1，広島大学病院　乳腺外科2

○山口眞由美1，奥田祥子1，森本奈美1，笹田伸介2，恵美純子2，角舎学行2，岡田守人2 
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9月24日（土）

10：05～10：35　検診 第1会場 （1F オレンジホール）

座長：本田　純子（国立病院機構高知病院　乳腺外科）

 49 遠隔2次読影を含む検診マンモグラフィ・チームにおける診療放射線技師の役割
高知検診クリニック1，高知大学医学部附属病院　乳腺センター2

○吉名梓布1，杉本健樹2，岡本裕美子1，入交玲名1，鶴岡美里1，元木徳治1，末廣史恵1，
　中内　優1

 50 遠隔2次読影による検診マンモグラフィのソフトコピー診断における診療放射線技
師の役割（ハード面とシステムの改善を中心に）

高知検診クリニック1，高知大学医学部附属病院　乳腺センター2

○岡本裕美子1，杉本健樹2，入交玲名1，鶴岡美里1，吉名梓布1，元木徳治1，末廣史恵1，
　中内　優1

 51 MG/US同時併用検診におけるCADの有効性 －MGの2重読影など不要である－
たけべ乳腺外科クリニック
○武部晃司，木村聖美

 52 当院での乳癌症例の視触診の検討
くにとみ外科胃腸科医院1，岡山県医師会2

○岡崎憲二1，岡崎邦泰1，松山正春2

10：05～10：35　遺伝性腫瘍 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：田代　真理（高知大学医学部附属病院　臨床遺伝診療部）

 53 神経線維腫症1型に合併した異時性両側乳癌の1例
岩国医療センター
○荒田　尚，鳩野みなみ，田中屋宏爾

 54 HBOCサーベイランス中に乳癌と診断された2例
香川県立中央病院　乳腺・内分泌外科1，香川県立中央病院　がんゲノム医療センター2

○河田健吾1，小笠原豊1，藤原有基2，平沢　晃2

 55 当科におけるBRACAnalysis検査の現状
愛媛県立中央病院　乳腺・内分泌外科
○畑地登志子，佐川　庸，松岡欣也，宮崎一恵

 56 BRCA1変異陽性乳癌の1例
高知生協病院　外科1，伊藤外科乳腺クリニック2

○岡添友洋1，川村貴範1，安藝史典2
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10：35～11：05　症例3 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：村上　朱里（愛媛大学医学部附属病院　乳腺センター）

 57 被包型乳頭癌の2例
香川大学医学部　呼吸器・乳腺内分泌外科学
○池内真由美，橋本新一郎，阿部宣子，紺谷桂一，矢島俊樹

 58 外傷を契機に発見され乳腺原発扁平上皮癌との鑑別が困難であった乳房原発皮膚癌
の1例

独立行政法人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1，
独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター　病理診断科2

○小林美恵1，藤本　睦1，倉岡和矢2，重松英朗1

 59 乳癌センチネルリンパ節生検で偶発的に濾胞性リンパ腫を診断した1例
広島共立病院　乳腺外科1，広島大学病院　乳腺外科2

○平岡恵美子1，舛本法生2，長嶺一郎1，太田垣純1

 60 急速に増大し穿破した悪性葉状腫瘍の1例
岡山医療センター　乳腺・甲状腺外科
○秋山一郎，野上智弘，山下睦子

11：05～11：30　副作用 第2会場 （1F グリーンホール）

座長：井上　寛章（徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科）

 61 乳癌の術前化学療法中にPaclitaxelによる薬剤性間質性肺炎を発症した2症例
高知大学医学部附属病院　乳腺センター1，特定医療法人久会図南病院2

○石田信子1，杉本健樹1，沖　豊和1，小河真帆2，福永有紀子1

 62 適切な抗菌薬選択の重要性を認識した顎骨壊死発生症例
四国中央病院　乳腺科
○武知浩和，森本雅美

 63 乳癌肝転移の治療中に生じた偽性肝硬変の1例
長門総合病院　外科
○矢野由香，久我貴之，重田匡利


