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【第1日目】 2019年3月2日（土）

第1会場 （会議棟A  1F 会議場A1）

開会式 11：20〜11：25

一般演題：看護 11：25〜12：01

座長：齋村　道代（北九州市立医療センター 外科）
　　　砂川　克子（ハートライフ病院　乳腺外科）

O-01	 乳癌術後に潰瘍形成を生じた患者の創傷ケアに対する退院支援
佐賀県医療センター好生館
小野由喜子

O-02	 クリニックにおける転移性乳がん患者の意思を尊重した関わりを振り返る
医療法人月桃会宮良クリニック
海野　利恵

O-03	 乳房再建術を受ける患者への手術前後のイメージギャップを最小限にする
	 オリエンテーションの影響（第2報）

福岡大学病院　看護部
楢橋　愛未

O-04	 術後内分泌療法に関する乳がん患者向け講座の取り組み：参加者アンケートによる評価
社会医療法人博愛会相良病院　緩和ケア支援センター
山本　瀬奈

ランチョンセミナー1 12：10〜13：00

座長：岩瀬　弘敬（熊本大学大学院生命科学研究部　乳腺・内分泌外科分野）

HER2陽性乳癌に対する初期治療の新たな展開
久保　　真
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科

共催：中外製薬株式会社

プログラム
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一般演題：診断1 13：10〜13：55

座長：藤吉　健児（藤吉乳腺クリニック／九州大学病院別府病院）
　　　本成登貴和（中頭病院　乳腺科）

O-05	 一年の経過で急速に発育・増大し、Pagetoid	spreadを伴った乳頭腺管癌の一例
福岡赤十字病院　外科
林　　早織

O-06	 乳腺Epithelial-myoepithelial	carcinomaの一例
熊本医療センター
小野明日香

O-07	 男性非浸潤性嚢胞内癌の1例
久留米大学　外科学
田中　　優

O-08	 浸潤性微小乳頭癌と診断された男性乳癌の2例
製鉄記念八幡病院　外科
木村　英世

O-09	 乳癌との鑑別を要した腹膜癌乳房転移の2例
九州大学大学院　臨床・腫瘍外科
本山由利菜

一般演題：診断2 13：55〜14：40

座長：渡邉　良二（糸島医師会病院）
　　　甲斐　昌也（九州大学大学院　臨床・腫瘍外科）

O-10	 乳房Paget病（Paget型）の2例
宗像水光会総合病院　外科
室屋　大輔

O-11	 男性乳癌の超音波像の検討
社会医療法人博愛会相良病院　臨床検査科
高木　理恵

O-12	 当院の救命救急センターで診断された乳腺疾患7例の検討
聖マリア病院
本庄　由佳

O-13	 当院における術前全身療法症例に対する超音波検査での評価方法
医療法人月桃会宮良クリニック
松田　優香

O-14	 高濃度乳房におけるトモシンセシスの診断精度
糸島医師会病院　医療技術部　放射線技術科
興梠　紀子
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特別講演 14：45〜15：35

座長：光山　昌珠（北九州市立医療センター）

Breast	Cancer	Survivorship
Chia-Ming Hsieh
Breast Center, Taiwan Adventist Hospital

共催：シスメックス株式会社

スイーツセミナー 15：40〜16：30

座長：玉城研太朗（医療法人那覇西会那覇西クリニック）

ゲノム医療時代のがん診療	〜高度医療から一般医療へ〜
櫻井　晃洋
北海道公立大学法人札幌医科大学医学部　遺伝医学

共催：アストラゼネカ株式会社／MSD株式会社

一般演題：手術 16：35〜17：20

座長：大佐古智文（くまもと森都総合病院）
　　　大塚　弘子（久留米総合病院　乳腺外科）

O-15	 潜在性乳癌に対し乳房切除＋腋窩リンパ節郭清を施行した一例
飯塚病院　外科
松枝　花奈

O-16	 術前化学療法後におけるTriple	Tracer法による乳癌センチネルリンパ節同定に関する検討
久留米大学　外科
杉原　利枝

O-17	 当院で経験した超高齢者乳がん患者の検討
宗像水光会総合病院　外科
岸本　幸也

O-18	 下腹部皮弁による乳房再建	〜入院期間と瘢痕について〜
福岡大学　形成外科
高木　誠司

O-19	 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
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一般演題：病理 17：20〜18：05

座長：森田　　道（長崎みなとメディカルセンター　乳腺・内分泌外科）
　　　松本　裕文（琉球大学大学院医学研究科　腫瘍病理学）

O-20	 眼窩転移を来した再発乳癌の1例
福岡和白病院　乳腺外科
満枝　怜子

O-21	 心タンポナーデ、食道狭窄をきたした再発乳癌の1例
祐愛会織田病院　外科
田中　　太

O-22	 術前化学療法中に急速に進行した乳腺spindle	cell	carcinomaの一例
中部徳洲会病院
江口　征臣

O-23	 術後12年を経過して胃及び腹腔内へ転移した乳管癌の1例
千鳥橋病院　病理診断科
松下　能文

O-24	 術後30年目に局所進行再発乳癌と診断された乳腺原発腺様嚢胞癌の一例
国立病院機構九州がんセンター　乳腺科
田尻和歌子

ロングレスポンダー総括 18：10〜18：20

大野　真司
がん研究会有明病院　乳腺センター

イブニングセミナー1 18：20〜19：10

座長：大野　真司（公益財団法人がん研究会有明病院　乳腺センター）

CDK4/6阻害剤への期待と問題点そして今後に向けて
西村　令喜
医療法人創起会くまもと森都総合病院

共催：ファイザー株式会社
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第2会場 （会議棟B  2F 会議場B1）

一般演題：ロングレスポンダーLUM（1） 11：25〜12：01

座長：藤井　輝彦（朝倉医師会病院）
　　　宮里　恵子（浦添総合病院乳腺センター）

O-25	 化学療法による完全寛解後、4年以上無治療経過中の内分泌療法耐性ER陽性/HER2陰性転移・再
発乳癌の一例

熊本大学医学部　乳腺・内分泌外科
藤木　義敬

O-26	 再発癌性胸膜炎から16年、脳転移から6年以上生存中のルミナルA乳癌の1例
国立病院機構嬉野医療センター　外科
近藤　正道

O-27	 乳癌再発癌性胸膜炎を内分泌化学療法で9年間病勢コントロール中の1例
JCHO九州病院　外科
梅田　修洋

O-28	 長期生存している男性乳癌症例の検討
佐賀大学医学部　一般・消化器外科
馬塲　耕一

ランチョンセミナー2 12：10〜13：00

座長：山本　　豊（熊本大学大学院生命科学研究部　乳腺・内分泌外科学）

ER陽性HER2陰性進行乳癌の治療〜先生は赤組ですか？青組ですか？
渡邉純一郎
静岡県立静岡がんセンター　女性内科

共催：日本イーライリリー株式会社

一般演題：ロングレスポンダーLUM（2） 13：10〜14：04

座長：柴田　伸弘（宮崎大学医学部附属病院　臨床腫瘍科）
　　　国仲　弘一（琉球大学医学部附属病院　第一外科）

O-29	 若年発症し10年以上の長期生存が得られたLuminalタイプ再発乳癌の1例
国立病院機構九州医療センター　乳腺外科
岩熊　伸高

O-30	 8th	lineの治療変更を経て長期生存している乳癌骨転移の1例
製鉄記念八幡病院
高浪　英樹

O-31	 10年以上生存した転移・再発乳癌18例の検討
九州大学大学院　消化器・総合外科
佐野　瑛貴
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O-32	 約7年間、フルベストラントでSDを維持できた再発乳癌の1例
飯塚病院　外科
武谷　憲二

O-33	 進行乳癌晩期再発の気管支内転移、頭部腹部皮膚転移、骨転移に対してAI剤で長期PRが得られて
いる一例

JCHO久留米総合病院　外科
大塚　弘子

O-34	 乳癌再発後10年目に発症した癌性胸水貯留に対しフルべストラントが奏効した症例
福岡山王病院　外科
冨永　洋平

一般演題：ロングレスポンダーLUM（3） 14：04〜14：49

座長：白羽根健吾（佐賀県医療センター好生館）
　　　野村　寛徳（ハートライフ病院　乳腺外科）

O-35	 転移性骨腫瘍を契機に乳癌と診断され、11年の長期生存を得ている1例
九州大学　臨床腫瘍外科
川地　　眸

O-36	 XC療法にて長期経過観察を行なっている症例
医療法人社団広仁会広瀬病院
古賀　稔啓

O-37	 10年以上ホルモン療法によりCRが得られた多発肺転移を伴うde-novo	Stage	IVホルモン感受性乳
癌の1例

社会医療法人博愛会相良病院　乳腺科／社会医療法人博愛会相良病院　病理診断科
柏葉　匡寛

O-38	 癌性リンパ管症を伴う右乳癌に対し薬物療法を行い、QOLを維持し長期生存が得られている一例
北九州市立医療センター　外科
奥田　　翔

O-39	 肝転移を伴うStageIV乳癌に対し内分泌療法のみで長期生存が得られている1例
祐愛会織田病院　外科
中村　　淳

一般演題：ロングレスポンダーHER（1） 14：49〜15：43

座長：唐　　宇飛（久留米大学医学部　外科学講座）
　　　小野　亮子（那覇市立病院　外科）

O-40	 Pertuzumab+Trastuzumab療法が奏功した後Trastuzumab維持療法で長期生存が得られたHER2陽
性再発乳癌の3例

千葉県済生会習志野病院　乳腺外科
太枝　良夫

O-41	 当院における長期生存HER2陽性進行・再発乳癌症例の検討
佐賀県医療センター好生館　乳腺外科
服部　正見
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O-42	 当院における転移再発後長期生存3症例の検討
白十字会白十字病院　乳腺外科
松尾　文恵

O-43	 乳癌術後、再発とCRを繰り返しながら16年生存中のHER2タイプ乳癌の1例
かねこクリニック
ウェレット朋代

O-44	 長期生存を得たホルモン陽性・Her2陽性再発乳癌
黒木クリニック
黒木　祥司

O-45	 術後早期再発に対し化学療法と放射線療法が奏功し長期経過中のHER2陽性異所性乳癌症例
十善会病院　外科
杉山　　望

一般演題：ロングレスポンダーHER（2） 15：43〜16：37

座長：大友　直樹（宮崎県立宮崎病院　外科）
　　　阿部　典恵（中頭病院　乳腺科）

O-46	 肺転移に対して2度手術し完全奏効を得た再発乳癌の1例
大分県立病院　外科
安東　由貴

O-47	 ホルモン療法とトラスツズマブで8年間病勢コントロールできているER陽性HER2陽性乳癌の一例
長崎大学　腫瘍外科
濱本　文美

O-48	 長期生存し得た多発肝転移を伴うHER2陽性乳癌の一例
福岡赤十字病院　外科
安井　隆晴

O-49	 多発肺転移を伴う進行乳癌に対し、抗HER2療法が著効し1年10カ月無治療にてCRを維持した一例
鹿児島市立病院
永田　彩子

O-50	 抗HER2療法と化学療法併用による完全奏効例のその後の治療方針に議論のあるStageⅣ	HER2陽
性乳癌の一例

熊本大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科
藤川　和晃

O-51	 肝転移CR後に骨髄異形成症候群を発症し寛解を得たHER2陽性乳癌の一例
北九州市立医療センター　外科
古賀健一郎
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一般演題：ロングレスポンダーTN（1） 16：37〜17：22

座長：渋田　健二（しぶた乳腺クリニック）
　　　比嘉　国基（豊見城中央病院）

O-52	 脳転移による乳がん再発後長期生存している一例
国立病院機構九州医療センター　乳腺外科
高橋　宏樹

O-53	 多発肺転移後に長期生存を示した再発トリプルネガティブ乳癌の1例
別府医療センター　乳腺外科
田中　仁寛

O-54	 Carboplatinで長期寛解を得たBRCA2陽性乳癌の一症例
中頭病院　乳腺科
本成登貴和

O-55	 術前化学療法が著効した後に早期再発したトリプルネガティブ乳癌のlong	CR症例
JCHO久留米総合病院
合田　杏子

O-56	 BRCA1変異陽性乳癌再発に対しGEM+CBDCA併用療法が長期奏功した一例
九州がんセンター　乳腺科
増田　隆伸

一般演題：ロングレスポンダーTN（2）他 17：22〜17：58

座長：山之内孝彰（長崎大学大学院　移植・消化器外科）
　　　座波　久光（中頭病院　乳腺科）

O-57	 XC療法によりロングレスポンダーとなった転移性トリプルネガティブ乳がんの1例
にゅうわ会及川病院　乳腺外科／長崎大学病院　腫瘍外科
及川　将弘

O-58	 転移再発後に長期生存中のトリプルネガティブ乳癌2症例
久留米大学　外科学
原田世衣子

O-59	 当クリニックにおける転移性乳癌の長期生存症例の検討
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

O-60	 Stage4乳癌の臨床学的特徴、経過についての検討
JCHO久留米総合病院　外科
吉村侑里子

ロングレスポンダー総括 18：10〜18：20

相良　安昭
社会医療法人博愛会相良病院
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イブニングセミナー2 18：20〜19：10

座長：相良　安昭（社会医療法人博愛会相良病院）

ER+/HER2-MBCに対するエリブリンの役割
〜化学療法は悪なのか？QOLとコミュニケーションから考える治療選択〜

木川雄一郎
神戸市立医療センター中央市民病院　乳腺外科

共催：エーザイ株式会社
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【第2日目】 2019年3月3日（日）

第1会場 （会議棟A  1F 会議場A1）

モーニングセミナー1 8：15〜9：05

座長：渡辺　　亨（浜松オンコロジーセンター） 同時通訳

TAILORx	-	Identifying	the	Right	Patients	for	the	Right	Treatment
Wonshik Han
Professor, Department of Surgery and Cancer Research Institute, 
Seoul National University College of Medicine/Chief of the Breast Care Center, 
Seoul National University Hospital, South Korea

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

一般演題：医学生・研修医セッション 9：20〜10：05

座長：古賀　稔啓（広仁会広瀬病院　乳腺外科）
　　　藏下　　要（浦添総合病院乳腺センター）

O-61	 HER2陽性乳癌再発症例においてCRが得られた1例
熊本労災病院　外科
藤本　優果

O-62	 急速な転帰をたどった乳腺紡錘細胞癌の1例
製鉄記念八幡病院　臨床研修部
中原美友紀

O-63	 急速な経過を辿った乳腺基質産生癌の1例
国立病院機構九州医療センター　乳腺外科
坂口　裕美

O-64	 診断に難渋した嚢胞内乳癌の1例
宗像水光会総合病院
中目　絢子

O-65	 乳癌内胸リンパ節の胸骨浸潤に対し、胸骨肋骨合併腫瘍切除を行った一例
宮崎県立宮崎病院
猪俣　麻佑

一般演題：内分泌・化学・分子標的治療（1） 10：05〜10：41

座長：新田　吉陽（鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科学）
　　　上原　　協（那覇西クリニックまかび）

O-66	 オラパリブ（リムパーザ）を投与して奏効した再発乳がんの1例
くまもと森都総合病院　乳腺センター
中野　正啓
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O-67	 HER2陽性Metaplastic	carcinomaの1例
北九州市立医療センター　外科
藤野　　稔

O-68	 ホルモン受容体、HER2発現状況の変化を認めたHER2陽性転移性乳癌の一例
北九州市立医療センター　外科
齋村　道代

O-69	 乳癌化学療法中に感染性大動脈炎を生じた2例
相良病院　乳腺外科
四元　大輔

一般演題：内分泌・化学・分子標的治療（2） 10：41〜11：17

座長：山下　奈真（九州大学大学院　消化器・総合外科）
　　　中房　祐司（福岡赤十字病院　外科）

O-70	 PleSSision（遺伝子パネル）検査を施行した2例
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

O-71	 長期術前内分泌療法を施行した閉経後乳癌6例の検討
福岡大学医学部　呼吸器乳腺内分泌小児外科
田中　益美

O-72	 当院でのHER2陰性進行再発乳癌に対するベバシズマブとパクリタキセル併用療法の現状
聖マリア病院
金城　和寿

O-73	 当院における80歳以上の高齢乳癌手術症例の検討
福岡大学病院　呼吸器・乳腺内分泌・小児外科
野原　有起

ランチョンセミナー3 11：55〜12：45

座長：田中　眞紀（JCHO 久留米総合病院）

周術期乳癌化学療法Up	To	Date	−EscalationとDe-escalation、今後の展望−
松本　光史
兵庫県立がんセンター　腫瘍内科

共催：協和発酵キリン株式会社



－ 25 －

教育セミナー 13：00〜14：30

司会：宮良球一郎（宮良クリニック）

（診断）乳癌取扱い規約第18版を読み解く
大井　恭代
博愛会相良病院　病理診断科

（治療）乳房オンコプラスティックサージャリーの現状とこれから
喜島　祐子
藤田医科大学　一般外科・乳腺外科

症例検討
（症例1）HER2陽性初期乳癌のケース

パネリスト：久芳さやか （長崎大学大学院　移植・消化器外科）
　　　　　　宮国　孝男 （那覇市立病院　外科）

（症例2）luminal	typeの再発ケース
パネリスト：太良　哲彦 （社会医療法人博愛会相良病院　腫瘍内科）
　　　　　　山本　紗織 （中頭病院　がん薬物療法認定薬剤師／外来がん治療認定薬剤師）

主催：日本乳癌学会教育・研修委員会

閉会式 14：30〜14：35



－ 26 －

第2会場 （会議棟B  2F 会議場B1）

モーニングセミナー2 8：15〜9：05

座長：島田　和生（島田乳腺クリニック）

CDK4/6阻害薬はなぜER陽性乳癌で著効するのか
林　　慎一
東北大学大学院医学系研究科　分子機能解析学分野

共催：ニプロ株式会社

一般演題：放射線治療・良性疾患（1） 9：15〜10：00

座長：淡河恵津世（久留米大学　放射線治療センター）
　　　上田　　真（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　乳腺外科）

O-74	 乳癌Oligometastasisに対する重粒子線治療
佐賀大学医学部　一般・消化器外科
佐藤　博文

O-75	 乳房温存術後の放射線照射野に生じた血管肉腫の1例
浜の町病院
溝口　公久

O-76	 乳癌術後17年の胸壁皮膚再発に対する治療経験
久留米大学　放射線科
辻　千代子

O-77	 片側乳房の腫瘤を主訴に来院しJuvenile	Papillomatosisと診断した12歳女児の一例
那覇西クリニック　乳腺科
滝上なお子

O-78	 左乳房に発生したIgG4関連疾患の1例
地方独立行政法人那覇市立病院
真栄城兼誉

一般演題：良性疾患（2） 10：00〜10：45

座長：矢野　　洋（長崎大学大学院　腫瘍外科）
　　　有銘　一朗（沖縄協同病院）

O-79	 乳児期に血性乳頭分泌が認められた1例
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

O-80	 画像所見が悪性に見えた良性病変の1例
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



－ 27 －

O-81	 男性の乳腺腫瘤で悪性腫瘍と鑑別困難であった脂肪壊死の1例
中部徳洲会病院
河本　宏昭

O-82	 男性乳頭直下に発生したmyofibroblastomaの一例
久留米大学医学部　病理学講座／久留米大学医学部　外科学講座
赤司　桃子

O-83	 巨大授乳期腺腫の1例
社会医療法人博愛会相良病院　臨床検査部
持冨ゆかり

一般演題：QOL 10：45〜11：39

座長：黒木　祥司（黒木クリニック）
　　　玉田　修吾（相良病院　乳腺科）

O-84	 ホルモン療法による深部静脈血栓症を合併した転移性乳がんの1例
くまもと森都総合病院　乳腺センター
奥村　恭博

O-85	 乳癌術後、半世紀の時を経てリンパ浮腫を生じた一症例
長崎労災病院
和田さゆり

O-86	 遅発性の感染を認めた組織拡張器挿入術の2例
福岡大学病院　形成外科
岡本　理沙

O-87	 Tattooシールを使用したNACの再現の試み
福岡大学病院　形成外科
森永　絵理

O-88	 二次的所見により判明した遺伝性腫瘍未発症保因者のサーベイランス
九州大学　臨床・腫瘍外科
倉田加奈子

O-89	 BMI25以上のがんサバイバーに対する適正なBMIへの改善・維持を目指した運動介入試験を頑張っ
た症例

那覇西クリニック　乳腺科
玉城研太朗

ランチョンセミナー4 11：55〜12：45

座長：阿南　敬生（北九州市立医療センター　乳腺甲状腺外科）

mTOR阻害剤とCDK4/6阻害剤
〜どちらかか？どちらもか？そして、どちらからか？〜

吉波　哲大
大阪大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科学

共催：ノバルティス ファーマ株式会社



－ 28 －

市民公開講座 15：00〜16：30

乳がん診療の進歩

司会：藏下　　要（浦添総合病院乳腺センター）
　　　上原　　協（那覇西クリニックまかび）

①ガイドラインから読みとる乳がん予防法
阿部　典恵
中頭病院　乳腺科

②正しい最新治療
国仲　弘一
琉球大学医学部附属病院　第一外科

③診断法の進歩
久高　　学
マンマ家クリニック


