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第19回日本乳癌学会東北地方会
第19回日本乳癌学会東北地方会
日程表【Live -Web開催】
日程表【Live -Web開催】
3 月１日 ㈫

33月１日
月 2 日㈫㈬

33月月23日日㈬㈭

33月月34日日㈭㈮

3月4日 ㈮

１チャンネル

１１
チャンネル
チャンネル

１１
チャンネル
チャンネル

１１
チャンネル
チャンネル

１チャンネル

9:00

3月5日 ㈯
１チャンネル
9:00

学術プログラム開会式
9:00

主題系シンポジウム

3月5日 ㈯
１チャンネル
2 チャンネル

2 チャンネル
１チャンネル

8:55-9:00
学術プログラム開会式

10:00

11:00

11:00

11:00

主題系シンポジウム

12:00

12:00

11:00-11:50

9:00

座長：佐藤 冨美子、保坂 ルミ

一般演題Ⅲ

座長：佐藤 冨美子、
保坂 ルミ

10:00-10:50

10:00

「症例報告①」

「症例報告①」

座長：西村 顕正、牧野 孝俊

座長：西村 顕正、
牧野 孝俊

一般演題Ⅳ

11:00-11:50

11:00

「その他」

「症例報告②」

「症例報告②」

座長：大貫 幸二、小松 英明

座長：島田 友幸、河合 賢朗

座長：島田 友幸、
河合 賢朗

12:00-12:50

スポンサードセミナー 9

12:00-12:50

スポンサードセミナー 12

11:00-11:50

一般演題Ⅳ

「その他」

12:00

10:00-10:50

一般演題Ⅲ

座長：大貫 幸二、小松 英明

スポンサードセミナー 9

9:00-9:50

看護・メディカルスタッフセッション
看護・メディカルスタッフセッション

11:00-11:50

一般演題Ⅰ

１チャンネル

9:00-9:50

9:00-10:50

座長：多田 寛、寺田 かおり
座長：多田 寛、寺田 かおり
10:00
演者：竹村 真生子、高橋 絵梨子、橋本 直樹
演者：竹村 真生子、高橋 絵梨子、橋本 直樹
鈴木 真彦、片方 直人、鈴木 貴弘
鈴木 真彦、片方 直人、鈴木 貴弘
昆 智美、柳垣 美歌、若木 暢々子
昆 智美、柳垣 美歌、若木 暢々子
牧野 孝俊、星 信大
牧野 孝俊、星 信大

一般演題Ⅰ

3月6日 ㈰

8:55-9:00

9:00-10:50

「ホルモン受容体陽性転移再発乳癌に対する
「ホルモン受容体陽性転移再発乳癌に対する
分子標的薬併用療法の治療成績」分子標的薬併用療法の治療成績」
10:00

3月6日 ㈰

12:00

12:00-12:50
スポンサードセミナー

12

12:00-12:50

「ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌における周術期治療の最新情報
「ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌における周術期治療の最新情報
「Cさんのトリプルネガティブ乳癌のお話」
「Cさんのトリプルネガティブ乳癌のお話」
～進行再発のベージニオの経験を踏まえて～」
～進行再発のベージニオの経験を踏まえて～」
座長：野水 整 演者：玉城 研太朗
共催：中外製薬株式会社

13:00

13:00

座長：野水 整 演者：玉城 研太朗
共催：中外製薬株式会社

座長：佐治 重衡 演者：徳永 えり子
共催：日本イーライリリー株式会社

13:00

教育セミナー

13:10-13:40

13:10-13:40

14:00

14:00
教育講演

13:50-14:50

教育講演

15:00

15:00

16:00

16:00

15:00

一般演題Ⅱ

13:50-14:50

座長：長谷川 善枝、鈴木 昭彦

座長：長谷川 善枝、鈴木 昭彦

16:00

若手セッションⅠ

17:00

17:00

若手セッションⅡ
座長：片方 直人、野田 勝
17:55-18:00

企業共催プログラム開会式
18:00

スポンサードセミナー 1

19:00

スポンサードセミナー 2

企業共催プログラム開会式

スポンサードセミナー
スポンサードセミナー13

スポンサードセミナー
スポンサードセミナー
35

座長：宇佐美
座長：大竹 徹
伸 演者：長谷川
演者：杉江 知治
善枝
共催：エグザク
共催：ファイザー株式会社
トサイエンス株式会社

座長：大竹
座長：河合
徹 賢朗
演者：長谷川
演者：渡邊
善枝
健一
共催：エグザク
共催：ノバルティスファーマ株式会社
トサイエンス株式会社

スポンサードセミナー
スポンサードセミナー
24

スポンサードセミナー
スポンサードセミナー
46

スポンサードセミナー
スポンサードセミナー5 7

18:00

スポンサードセミナー 7

座長：河合
座長：大竹
賢朗
徹 演者：渡邊
演者：吉波健一
哲大
共催：ノバルティスファーマ株式会社
共催：アストラゼネカ株式会社

座長：大竹 徹 演者：吉波 哲大
共催：アストラゼネカ株式会社

スポンサードセミナー
スポンサードセミナー
68

スポンサードセミナー 8

19:00

「待ったなしHBOC診療
「エネルギーデバイスが切り拓く
「待ったなしHBOC診療
「エネルギーデバイスが切り拓く
「トリプルネガティブ乳癌に対する
「トリプルネガティブ乳癌に対する
「進行再発TNBCの治療戦略
「進行再発TNBCの治療戦略
‒キイトルーダのエビデンスを中心に-」 ‒キイトルーダのエビデンスを中心に-」
～乳腺専門医が今すべきこと～」～乳腺専門医が今すべきこと～」
新たな乳癌手術」
薬物療法の現状と将来展望」
新たな乳癌手術」
薬物療法の現状と将来展望」
座長：小松 英明 演者：三階 貴史
共催：アストラゼネカ株式会社

若手セッションⅠ

16:00-16:50

15:55-16:00 閉会式

16:00

座長：鈴木 真彦、原田 成美

17:00-17:50

若手セッションⅡ

17:00-17:50

17:00

座長：片方 直人、野田 勝

座長：小松
座長：野水
英明整 演者：三階
演者：九冨貴史
五郎
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
共催：アストラゼネカ株式会社

座長：野水
座長：鈴木整昭彦
演者：九冨
演者：髙橋
五郎將人
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
共催：日本化薬株式会社

座長：鈴木
座長：石田
昭彦
孝宣演者：髙橋
演者：枝園
將人
忠彦
共催：日本化薬株式会社
共催：MSD株式会社

20:00

座長：石田 孝宣 演者：枝園 忠彦
共催：MSD株式会社

20:00

－6－

－6－

18:00

18:00-18:50

スポンサードセミナー 10

スポンサードセミナー 10

座長：片方 直人 演者：増田 慎三
共催：第一三共株式会社

座長：片方 直人 演者：増田 慎三
共催：第一三共株式会社

18:00-18:50

18:00

「HER2陽性乳癌 Up to Date 2022」
「HER2陽性乳癌 Up to Date 2022」

19:00

スポンサードセミナー 11

19:00-19:50
スポンサードセミナー
11

座長：大竹 徹 演者：阪口 晃一
共催：大塚製薬株式会社

座長：大竹 徹 演者：阪口 晃一
共催：大塚製薬株式会社

19:00-19:50

19:00

「術後ホルモン療法のストラテジーとQOL」
「術後ホルモン療法のストラテジーとQOL」

20:00

20:00

－7－

14:40-15:55

座
長：立花 和之進、金澤 麻衣子座
長：立花 和之進、
金澤 麻衣子
シンポジスト：野口 瑛美
シンポジスト：野口 瑛美
五安城 芙由子
五安城 芙由子
赤間 孝典
赤間 孝典

閉会式
16:00-16:50

14:40-15:55

メディカルスタッフセミナー

15:00
「HBOC診療の現状と将来への展望を考える」
「HBOC診療の現状と将来への展望を考える」
15:00-15:50

17:55-18:00

「HR陽性乳癌におけるイブランスの 「HR陽性乳癌におけるイブランスの
「ホルモン受容体陽性HER2陰性早期乳癌患者に対する
「ホルモン受容体陽性HER2陰性早期乳癌患者に対する
「HR陽性HER2陰性転移・再発乳癌 「HR陽性HER2陰性転移・再発乳癌
「フルベストラント＋CDK4/6阻害剤
「フルベストラント＋CDK4/6阻害剤
位置付けと将来展望」
OncotypeDXの意義及び今後の展開を考える」
位置付けと将来展望」
OncotypeDXの意義及び今後の展開を考える」
～分子標的薬を最大限に活用する～」
～分子標的薬を最大限に活用する～」
併用療法の現在と未来」
併用療法の現在と未来」
座長：宇佐美 伸 演者：杉江 知治
共催：ファイザー株式会社

一般演題Ⅱ

「転移再発」

13:00-14:30

総 合 司 会：石田 孝宣
診断部門講師：立花 和之進
診断部門講師：立花 和之進
治療部門講師：徳田 恵美
治療部門講師：徳田 恵美
パ ネ リ ス ト：鈴木 貴弘
パ ネ リ ス ト：鈴木 貴弘
14:00
佐藤 未来
佐藤 未来
田中 喬之
田中 喬之
主催：日本乳癌学会 教育・研修委員会 主催：日本乳癌学会 教育・研修委員会

メディカルスタッフセミナー

「転移再発」

座長：鈴木 真彦、原田 成美

17:00

座長：大竹 徹
演者：鈴木 義行

15:00-15:50

13:00

教育セミナー

世話人会
総 合 司 会：石田 孝宣

「乳癌診療における最新の放射線治療と免疫放射線療法」
「乳癌診療における最新の放射線治療と免疫放射線療法」
座長：大竹 徹
演者：鈴木 義行

13:00-14:30

「周術期化学療法の最適化～適応とレジメン」
「周術期化学療法の最適化～適応とレジメン」

世話人会
14:00

座長：佐治 重衡 演者：徳永 えり子
共催：日本イーライリリー株式会社

15:55-16:00

