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ご 挨 拶 

 

第 28 回日本乳腺疾患研究会の開催にあたり 
 

この度、伝統ある乳腺疾患研究会の第 28 回学術集会を 2022 年 3 月 19-20 日に主

宰させていただくことになりました。大変な名誉を頂戴し、園尾理事長をはじめ世話

人の方々のご厚意に応えるべく鋭意準備を進めて参りました。 

さて皆様もご周知のごとく、コロナ禍はまだ収束しておりません。確実な開催を期

すために、本会をオンライン開催といたしますこと、どうかご容赦くださいませ。 

今回の主題は「乳がん診療の温故知新」といたしました。近年乳がん医療は大きな

変革を遂げています。今この時に乳がん医療を担う我々にとっての不変の原理原則、我々が立つ礎、今後

の方向性などを鑑みる意義は非常に大きいものと考えます。そこで本会では、乳がん診療に係わる全ての

医療者（医師・助産師・看護師・臨床検査技師・放射線技師・薬剤師など）が、初学者から熟練者を問わず

集いて、乳がん診療の基礎から最新の知見までを広く深く学び高める場となるべく構想を練りました。教

育的講演を中心に一般演題も募集致しました。 

また今回の学術集会は独協医大放射線科の久保田教授が当番世話人を務めます DCIS研究会、当研究会と

日本産婦人科乳腺医学会の 3つの学会を繋げて、オンラインで 3月 19日土曜日から 3月 21日月曜日まで、

第 13 回 DCIS 研究会、第 28 回日本乳腺疾患研究会、第 28 回日本産婦人科乳腺医学会の順で直列に進行い

たします。 

特に DCIS研究会の事務局長蒔田先生、当会の園尾理事長および日本産婦人科乳腺医学会の苛原理事長の

ご理解とご支援により実現した前例のないプログラムです。それぞれの会の門戸を広げ、多くの参加者を

募り、内容を盛り上げたく企画しました。そのため通常の学術集会と、やや変則的になるかもしれません

が、どうかお許しくださいませ。一人でも多くの参加者をお待ちしております。ぜひ DCIS研究会、産婦人

科乳腺医学会にもご参加くださいませ。 

皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

第 28回日本乳腺疾患研究会 

 会長 水谷 三浩 

三河乳がんクリニック 院長 

 

 

 

 



 

 参加者の皆様へ 

 

Ⅰ．参加費 

第 28回日本乳腺疾患研究会 参加費のご案内 

本研究会のみご参加の場合、併催の第 13回 DCIS研究会・第 28回日本産婦人科乳腺医学会にもご参加され

る場合の参加費については、それぞれ下表のようにご案内申し上げます。 

⚫ 第 13回 DCIS研究会のご参加に際しましては、追加の参加費はいただきません。 

⚫ 日本乳腺疾患研究会、DCIS研究会、日本産婦人科乳腺医学会は広く会員募集中です。 

ぜひこの機会にご入会をお勧め致します。 

 

区分別の参加費 

  
日本乳腺疾患研究会 

会員 

日本産婦人科乳腺医学会 

会員 

第 28回 

日本乳腺疾患研究会 

のみ参加 

第 28回日本乳腺疾患研究会 

第 28回日本産婦人科乳腺医学会 

両方に参加 

医 師 ◎ ◎ 6000 円 7000 円 

医 師 ◎ － 6000 円 8000 円 

医 師 － ◎ 7000 円 8000 円 

医 師 － － 7000 円 9000 円 

メディカルスタッフ ◎ ◎ 2000 円 3000 円 

メディカルスタッフ ◎ － 2000 円 4000 円 

メディカルスタッフ － ◎ 3000 円 4000 円 

メディカルスタッフ － － 3000 円 5000 円 

学 生 問わず 問わず 1000 円 1000 円 

 

日本乳腺疾患研究会へのご入会に関するご案内は、以下 URLをご参照ください。 

http://nyusen-sikkan.umin.jp/enter.html 

DCIS研究会へのご入会に関するご案内は、以下 URLをご参照ください。 

http://dcis.kenkyuukai.jp/special/?id=15470 

日本産婦人科乳腺医学会へのご入会に関するご案内は、以下 URLをご参照ください。 

http://jbsgo.jp/invitation/index.html 

 

Ⅱ．プログラム抄録集 

 ご登録された方に PDF にて Email 添付送信させて頂きます。追加で冊子がご必要の場合には、事務局へ

Email にてご連絡の上、別途ご購入ください（1 部 1,000 円）。数に限りがございますため先着順とさせ

て頂きます。 

 

 

 

 

 

 

http://nyusen-sikkan.umin.jp/enter.html
http://dcis.kenkyuukai.jp/special/?id=15470
http://jbsgo.jp/invitation/index.html


 

Ⅲ．各種研修証明について 

・医師の方へ 

当研究会プログラムにご参加の方には、以下の発行を予定しております。 

 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 研修出席証明（ライブ発表視聴のみ） 

 日本専門医機構 学術集会参加単位（ライブ発表視聴のみ） 

   産婦人科領域講習（ライブ発表視聴のみ） 

 日本医師会 生涯教育制度参加証 

 日本産婦人科医会 研修参加証 

＊当日のログインと設問のご回答を確認させて頂き、参加状況を確認させて頂きます。 

＊参加証・各種研修証明書・シールは、事後郵送致します。 

 

Ⅳ．当日の運営について 

第 28回日本乳腺疾患研究会は、全面オンラインにて開催させて頂きます。この度の研究会開催では、オ

ンライン会議システム Zoom を使用します。以下の通りご案内申し上げます。ご理解ご協力賜りますよう

何卒よろしくお願い致します。 

⚫ 座長と演者のみがカメラとマイクを使用するウェビナー形式で進行させて頂きます。 

⚫ オンラインによる研究会での発表に際し、本研究会では各自のコンピューターの操作・インター

ネット接続・映像・音声等のトラブルの対応はできません。ご自身での解決をお願いします。 

⚫ 配信画面の録画、静止画記録、録音を一切禁止致します。 

⚫ ID、パスワードの譲渡・共有は禁止致します。これに関わるトラブルが発生した場合、本研究会で

は責任を負いかねます。 

⚫ 本オンライン研究会参加に要する通信料は、参加者の自己負担と致します。 

 

Ⅴ．オンデマンド配信について 

⚫ 第 28回日本乳腺疾患研究会ホームページ http://www.academiasupport.org/28jbds.htmlから、

研究会プログラム（一部を除き）をオンデマンド配信します（日本産科婦人科学会及び日本専門

医機構の単位付与はライブ発表の視聴のみとなります。）。 

⚫ オンデマンド配信期間：2022年 3月 28日（月）～4月 28日（木）予定 

 

ご不明な点等ございましたら、以下事務局へお尋ねください。 

皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

【お問合せ先】 

第 28回日本乳腺疾患研究会運営事務局 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-24-7-920一般社団法人アカデミアサポート内 

Tel：03-5312-7686 Fax：03-5312-7687 Email: 28jbds@academiasupport.org  

 

 

 

 

 

 

 



日 程 表 

第 28回日本乳腺疾患研究会「乳がん診療の温故知新」 
 

2022 年 3 月 19 日（土） 2022 年 3 月 20 日（日） 
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8:40-11:00 
薬物療法を究める ※◆S 
8:40-9:30  
「ホルモン受容体 HER2 陰性乳がん治療のトピック」
【共催：ファイザー株式会社】 
座長：紅林淳一・澤木正孝 演者：遠山竜也 
 
9:30-10:15 
「トリプルネガティブ乳癌薬物療法最前線」                
座長：土井原博義・二村学 演者：岩田広治 
 
10:15-11:00 
「乳がん HER2 disease の治療」  
座長：堀口淳・山下年成  演者：渡辺亨 

11:00-11:40 一般演題  
座長：伊波茂道  
11:40-11:50 次期会長挨拶・閉会の辞 

 

12:30-12:40 開会の辞 

12:40-13:30 
ランチョンセミナー 造影マンモグラフィを究める 
―効率性・経済性に優れ個別化・適正化を図る新たな診断シス
テムの可能性― ※◆S 
座長：津川浩一郎・加藤剛志 
演者：水谷三浩  

13:30-15:30 
乳房画像診断を究める ※◆S 
13:30-14:30 
「マンモグラフィ総論」  
座長：井口雅史・田中眞紀  演者：久保田一徳 
 
14:30-15:30 
「乳房超音波総論～乳がんを見落とさないために～」 
座長：阿南敬生・武井寛幸  演者：渡邉良二  

15:30-17:30 
乳腺病理を究める ※◆S 
座長：森谷卓也・小塚祐司 
15:30-16:30 
「乳腺病理の要点：考え方・病理レポートの読み方」 
演者：森谷卓也 
16:30-17:30 
「乳癌の悪性度・バイオマーカー 産婦人科診療に関連する乳
腺疾患の病理」 
演者：小塚祐司 

17:30-19:10 
Break-through Seminar 新診断技術 Liquid Biopsy を究める 
※◆S 
17:30-18:30 
「リキッドバイオプシーの検出技術と臨床応用」 
座長：増岡秀次・有廣光司  演者：西尾和人 
 
18:30-18:50 
「乳癌薬物療法と Liquid Biopsy」 
座長：福間英祐・渡邉良二  演者：内藤陽一 
 
18:50-19:10 
「乳がん早期診断とリキッドバイオプシー」  
座長：福間英祐・渡邉良二  演者：下村昭彦 

19:10-20:30 
イブニングセミナー 新治療技術を究める ※◆S 
19:10-19:50 
「小分子 RNA を用いた乳がんバイオマーカー開発」  
座長：水谷三浩      演者：田原栄俊 
 
19:50-20:30 
「光免疫療法の臨床」  
座長：丹黒章・黒住昌史  演者：花井信広 

【各種研修証明対象プログラム】 

※：日本専門医機構「産婦人科領域講習単位」 

◆：日本産婦人科医会「研修参加証」 

S：日本医師会「生涯教育参加制度参加証」  



 

 

プログラム 

第 1 日 2022 年 3月 19日(土) 

12:30-12:40 開会の辞 

 

ランチョンセミナー 造影マンモグラフィを究める 

12:40-13:30 

「造影マンモグラフィを究める 

―効率性・経済性に優れ個別化・適正化を図る新たな診断システムの可能性―」  

座長：津川 浩一郎（聖マリアンナ医科大学病院乳腺・内分泌外科) 

加藤 剛志（徳島大学病院産婦人科)  

演者：水谷 三浩（三河乳がんクリニック) 

 

13:30-15:30 

乳房画像診断を究める 

 

13:30-14:30 

「マンモグラフィ総論」  

座長：井口 雅史（金沢医科大学乳腺・内分泌外科) 

田中 眞紀（久留米総合病院乳腺外科) 

演者：久保田 一徳（獨協医科大学埼玉医療センター放射線科) 

 

14:30-15:30 

「乳房超音波総論～乳がんを見落とさないために～」 

座長：阿南 敬生（北九州医療センター外科) 

武井 寛幸（日本医科大学付属病院乳腺科) 

演者：渡邉 良二（糸島医師会病院乳腺センター) 
 

15:30-17:30 

乳腺病理を究める 

座長：森谷 卓也（川崎医科大学医学部病理学) 

小塚 祐司（三重大学医学部附属病院病理診断科) 

15:30-16:30 

「乳腺病理の要点：考え方・病理レポートの読み方」  

演者：森谷 卓也（川崎医科大学医学部病理学) 

 

16:30-17:30 

「乳癌の悪性度・バイオマーカー 産婦人科診療に関連する乳腺疾患の病理」 

演者：小塚 祐司（三重大学医学部附属病院病理診断科) 



 

 

 

17:30-19:10 

Break-through Seminar 新診断技術 Liquid Biopsy を究める 

 

17:30-18:30 

「Liquid Biopsy の検出技術と臨床応用」 

座長：増岡 秀次（札幌ことに乳腺クリニック) 

有廣 光司（広島大学病院病理診断科) 

演者：西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学講座)  

 

18:30-18:50 

「乳癌薬物療法と Liquid Biopsy」 

座長：福間 英祐（亀田総合病院乳腺科) 

渡邉 良二（糸島医師会病院乳腺センター)  

演者：内藤 陽一（国立がん研究センター東病院総合内科) 

 

18:50-19:10 

「乳がん早期診断と Liquid Biopsy」  

座長：福間 英祐（亀田総合病院乳腺科) 

渡邉 良二（糸島医師会病院乳腺センター)  

演者：下村 昭彦（国立国際医療研究センター病院乳腺・腫瘍内科) 

 

19:10-20:30 

イブニングセミナー 新治療技術を究める 

 

19:10-19:50 

「小分子 RNA を用いた乳がんバイオマーカー開発」  

座長：水谷 三浩（三河乳がんクリニック)   

演者：田原 栄俊（広島大学大学院医系科学研究科細胞分子生物学研究室)   

 

19:50-20:30 

「光免疫療法の臨床」  

座長：丹黒 章（徳島大学病院食道・乳腺甲状腺外科) 

黒住 昌史（亀田総合病院乳腺科) 

演者：花井 信広（愛知県がんセンター頭頸部外科部) 

 

  



 

 

第 2 日 2022 年 3月 20日(日) 

 

8:40-11:00 

薬物療法を究める 

 

8:40-9:30 

「ホルモン受容体 HER2 陰性乳がん治療のトピック」 【共催：ファイザー株式会社】 

座長：紅林 淳一（川崎医科大学付属病院乳腺甲状腺外科) 

澤木 正孝（愛知県がんセンター病院乳腺科部) 

演者：遠山 竜也（名古屋市立大学病院乳腺内分泌外科) 

9:30-10:15 

「トリプルネガティブ乳癌薬物療法最前線」                

座長：土井原 博義（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器・乳腺内分泌外科) 

二村 学（岐阜大学医学部附属病院乳腺外科) 

演者：岩田 広治（愛知県がんセンター乳腺科)  

10:15-11:00 

「乳がん HER2 disease の治療」    

座長：堀口 淳（国際医療福祉大学医学部乳腺外科学) 

山下 年成（神奈川県立がんセンター乳腺内分泌外科) 

演者：渡辺 亨（浜松オンコロジーセンター) 

 

11:00-11:40 

一般演題 

座長：伊波 茂道（三宅おおふくクリニック乳腺外科) 

11:00-11:06  1「乳房超音波検査で良性と判断した乳癌症例」 

演者：浅井 妙子（糸島医師会病院生理検査科） 

11:06-11:12  2「当院乳癌手術例における Ki67 の評価」 

演者：増岡 秀次（札幌ことに乳腺クリニック） 

11:12-11:18  3「高齢早期乳がん患者における化学療法の重篤な毒性の発現を予測する 

リスクツールの検証」 

演者：佐々木 俊則（三河乳がんクリニック） 

11:18-11:24  4「パルボシクリブの効果を予測しうる臨床学的因子の探索」 

演者：柴田 雅央（名古屋大学医学部附属病院乳腺・内分泌外科）  

11:24-11:30  5「静脈可視化装置 AccuVein ®を用いた乳がん手術」 

  演者：榊原 淳太（千葉大学臓器制御外科学） 

11:30-11:36  6「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」 

演者：小池 良和（川崎医科大学附属病院乳腺甲状腺外科） 

 

11:40-11:50 次期会長挨拶・閉会の辞 
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