
■乳腺科 

  

１．2020 年度の目標及び方針 

 ①新電子カルテ導入により医師の負荷は増えた。しかし、診療施設間での連携の容易さなど新機能

を評価し直す必要がある。まず、電子カルテへの地域連携パスの導入などを通じ、強い医療連携

を形成する． 

②今年度から乳腺科は PA システムを導入した。業務の安全性・効率化、患者様への十分な説明に    

よる患者様満足度の向上を目指す。患者様の満足度向上、質の担保には鴨川・京橋・幕張・安房   

各施設間の連携システムが重要であり、そのためにはさらなる PA の増員を図る。そのことが増   

患につながると思われる． 

③COVID 発生後、国内外を問わず遠方患者様のセカンドオピニオンを受けたいという需要に各医 

療機関は応えることができなくなっている。モニターを通じたオンライン診療によりその需要 

に対応する。COVID 後も他国のようにオンライン診療が常態化する可能性が高く、そのための 

診療システムを立ち上げていく。 

④今年度中に乳腺科で 3 つの国際学会・会議を主催する。従来の学会形式ではなく少人数 

の Faculty のみが会場にいる Hybrid 型の Web 会議を開催する予定である．Virtual 空間・Web 

会議のメリットを生かした新しいスタイルの学会の開催を目指す。 

  

２．2019 年度評価 

  2019 年度の乳腺科の目標は、 

   ①手術研修と共に他領域研修の充実を図ること。 

   ②外来機能の充実により手術前後の入院日数を減らすこと。 

   ③②の実現のためには医療の充実と患者さま満足度の向上が重要であることから、外来／ 

入院機能の連携・京橋クリニックや遠方医療機関との連携が必要であり、そのために PA の

導入を推進する。 

   ④インバウンドの患者さまをより多く受け入れていく。 

  上記 4 つであった。 

それぞれの評価としては、 

①後期研修医は目標通りに乳腺外科・形成外科・病理研修・乳腺画像読影・薬物療法など 

の研修を受けた。また、多くの海外医師の研修・見学や Web カンファを通して国際性を身に

つける機会を提供できている。 

   ②入院日数の低減は引き続き今後の課題である。術後パスの見直し・体制の見直しにより日 

数減少を図る。 

   ③2020 年度からの PA 導入が決定した。 

   ④COVID 前は順調にインバウンド患者様を受け入れてきたが、COVID 発生後は受け入れ不可 

である。この時期に将来を見据えた体制整備をする。 

   上記となり、概ね目標を実現できている。 

 

３．乳腺科の年間活動内容  

 当科の週間計画は下記スケジュールである。 

  ＊カンファレンス 



   ・術前カンファ  水曜日 18:00-19:00 

   ・Tumor Board  水曜日 8:00－9:00 

   ・順天堂合同ｶﾝﾌｧ（Ｗｅｂ）1 回／1 ヶ月 

   ・CPC  1 回／1 ヶ月～2 ヶ月 

     

  ＊回診 

   ・術前回診    水曜日 19:00－20:00 

   ・術後回診    金曜日 18:00－18:30 

 

年間を通じて多くの国内、国際学会に参加し、また海外医療機関と連携業務、海外治験への参加など

の活動をしている。 

  

４．実績 

当科では下記手術件数を 2019 年に施行した。  

(2019 年実績)  

  乳腺科入院手術 延べ 1,017 件  

   乳癌手術 742 件  

     →全摘 218 件（うち内視鏡手術 79 件、乳頭乳輪温存皮下乳房切除術 52 件）  

      温存 296 件（うち内視鏡手術 91 件）  

      凍結療法 81 件  

   乳房再建術（一期再建・二期再建）97 件  

   脂肪注入術 26 件  

   豊胸術 0 件 

   リンパ管吻合術 128 件 

その他 24 件  

    

その他、外来にて局所麻酔下手術も行っている。   

外来化学療法は亀田総合病院、亀田幕張クリニック、亀田京橋クリニック、サンクリニック

（関連病院）にて施行している。  

  

５．学術関係 

1) 原著論文 

 

  福間 英祐 特集 いまだからこそ見直される乳房温存手術  

「内視鏡を併用した乳房温存手術の術式とその適応」 

手術 73 巻 12 号 （2019 年 11 月） 

 

  淺野 裕子 体幹疾患 乳房再建 人工乳房による再建 

「形成外科の治療指針 update 2019」 

形成外科(0021-5228)62 巻増刊 Page S140(2019.06) 



 

  林  明辰 SCIP flap 挙上のための術前超音波検査法 

「穿通枝皮弁をあやつる!-SCIP flap を極める編-」 

PEPARS(1349-645X)150 号 Page8-14(2019.06) 

  

2) 総説、レビュー等：該当なし 

 

 

3) 学会・研究会発表 

 

福間 英祐 ビデオワークショップ 1：内視鏡（補助）下手術の現在 

      第 31 回日本内分泌外科学会 (2019.6.13-14 東京) 

 

      ビデオシンポジウム１ 小乳癌に対する非切除凍結療法手技の実際と適応拡大 

-needle surgery の試み 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

一般口演 52「乳腺 遺伝子・分子標的」 

第 57 回日本癌治療学会学術集会 (2019.10.24-26 福岡) 

越田 佳朋 腫瘤占拠部位別の乳房温存術の 

Volume displacement techniqe:triangle method 

第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10.10-11 埼玉) 

 

      内側乳癌症例に対する Volume displacement technique:triangle method を 

用いた乳房温存術 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

坂本 尚美 リンパ節転移陽性乳癌患者に対する術前化学療法後の 

腋窩評価―乳房生検マーカーによる腋窩転移リンパ節の標識 

第 119 回日本外科学会定期学術集会(2019.4.18-20 大阪) 

 

      Endoscopic total mastectomy and two stage implant based reconstruction 

北京乳腺内視鏡外科学会 (2019.5.11-12 北京) 

 

      乳房切除後胸壁再発症例の臨床病理学的所見および超音波像の検討 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

      The use of a hydrocolloid dressing for nipple positioning  

after endoscopic nipple-sparing mastectomy 

Oncoplastic reconstructive breast surgery meeting  



(2019.9.30-10.2  England) 

 

      The use of a hydrocolloid dressing for nipple positioning  

after endoscopic nipple-sparing mastectomy 

Oncoplastic reconstructive breast surgery meeting 2019  

(2019.9.30-10.2  England) 

 

淺野 裕子 乳房再建 第 2 部 乳房再建デベィート 一次再建エキスパンダー完全筋体派 

第 62 回日本形成外科学会総会学術集会(2019.5.15-17 北海道) 

 

      特別セミナー 自家脂肪注入術の保険適用に向けて  

脂肪注入を利用した乳房再建のアルゴリズム 

第 62 回日本形成外科学会総会学術集会 (2019.5.15-17 北海道) 

 

      ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ Oncopiastic breast surgery における形成外科の関わり 

第 44 回日本外科系連合学会学術集 (2019.6.19-21 石川) 

 

      The current trend of breast reconstruction operated under national 

 insurance in Japan 

Oncoplastic reconstructive breast surgery meeting 2019  

(2019.9.30-10.2  England) 

 

      ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 長期成績から見たシリコンブレストインプラント再建乳房の 

整容的な問題点 

第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10.10-11 埼玉) 

 

      ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 脂肪注入移植を利用した乳房再建 

第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10.10-11 埼玉) 

 

      ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ はじめての脂肪注入移植術；基本的手技から乳房再建への応用まで 

第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10.10-11 埼玉) 

 

      Endoscopy-assisted breast reconstruction following  

nipple- sparing/skin-sparing mastectomy 

PRS Korea 2019 (2019.11.8-10 韓国) 

 

      特別セミナー 脂肪注入移植を利用したアルゴリズム 

第 28 回日本形成外科学会基礎学術集会(2019.11.14-15 宮城) 

 

      Long-term outcomes after breast reconstruction using fat  



grafting with/without adipose-derived stromal cell 

MBN2019 Oncoplastic breast surgery meeting (2019.12.11-14 Italy) 

 

角田ゆう子 Eribulin による miR-195 高発現は triple negative 乳癌細胞の 

Wnt/β-Catenin シグナル経路を不活性化する 

第 119 回日本外科学会定期学術集会(2019.4.18-20 大阪) 

 

      BRCA1 変異細胞株の cancer stem like cell における microRNA 発現と 

抗癌剤添加による変化 

第 25 回家族性腫瘍学会学術集会(2019.6.14-15 東京) 

 

      Gemcitabine と PARP-1 阻害剤併用における BRCA1 変異と micro RNA の変化 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

中川 梨恵 当院で施行した植え込み型中心静脈留置ポートの合併症例についての検討 

第 44 回日本外科系連合学会学術集 (2019.6.19-21 石川) 

 

      乳癌術前 PET-CT における腋窩リンパ節転移判定および SUV 値の検討 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

林  明辰 学術フォーラム 70MHz の超高周波超音波が実現する 

効率的・効果的なスーパーマイクロサージャリー 

第 62 回日本形成外科学会総会学術集会 (2019.5.15-17 北海道) 

 

      リンパ浮腫に対する LVA 術中における超高周波超音波の有用性 

第 62 回日本形成外科学会総会学術集会 (2019.5.15-17 北海道) 

 

      High Definition Ultrasound Micro-Imaging for Lymphatic Surgery 

WSRM2019 10th Congress & Posst-Congress of World Society  

for Reconstructive Microsurgery (2019.6.12-15 Italy) 

 

 

      Ultrasound Technologies in Lymphatic Supermicrosurgery 

WSRM2019 10th Congress & Posst-Congress of World Society  

for Reconstructive Microsurgery (2019.6.12-15 Italy) 

 

      乳癌術後続発性上肢リンパ浮腫に対する早期診断・早期治療の意義 

～乳癌治療中・治療後の QOL を守るために～ 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 



      ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 4 「乳癌術後リンパ浮腫－有効な手術治療と他の治療との組み合わせ」 

亀田総合病院における乳がん術後上肢浮腫に対する早期診断システムと 

保守的/外科的治療の組み合わせ 

第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10.10-11 埼玉) 

 

      The Discover Study:Intraoperative Real-Time Microscope-Integrated 

Optical Coherence Tomography-Guided Lymphaticovenular  

Anastomosis in Lymphedema 

American Society for Reconstructive Microsurgery Annual Meeting  

(2020.1.10-14 USA) 

 

春山優理恵 当院における Oncotype DX を施行された 56 例の後方視的検討 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

      当科におけるエリブリンの使用経験と好中球リンパ球比との関連 

第 16 回日本乳癌学会関東地方会 (2019.12.7 埼玉) 

 

玄  安理 アベマシクリブ使用中に間質性肺疾患をきたした一例 

第 16 回日本乳癌学会関東地方会 (2019.12.7 埼玉) 

 

      シリコンブレストインプラント破損症例における画像所見の検討 

第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10.10-11 埼玉) 

 

梨本 実花 当院で経験した胃食道蜂窩織炎の一例 

第 44 回日本外科系連合学会学術集 (2019.6.19-21 石川) 

 

      当院における Eriburin の有用性及び安全性についての検討 

第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

      乳房再建患者における局所再発の検討 

第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会(2019.10.10-11 埼玉) 

 

      Reliability of intraoperative frozen section biopsy from sub areolar and 

breast MRI for  predicting occult nipple involvement in patients 

undergoing Nipple-Sparing Mastectomy 

MBN2019 Oncoplastic breast surgery meeting (2019.12.11-14 Italy) 

 

 

4) 講演 

 



福間 英祐  cryoablation for small breast cancer 

4th Global Insight Conference on Breast Cancer (2019.7.18-20 イギリス) 

 

Introduction To Endoscopic Mastectomy 

Surgical Approach For Malignant / Benign Breast Disease Cases 

22nd Asian Congress of Surgery (2019.8.1-4 マレーシア) 

 

DSMB meeting (2019.9.3-5 イスラエル) 

 

Cryotherapy for small breast cancer 

Practical techniques in cryoablation for breast cancer 

Case discussion／Live Breast cancer Cryoablation procedure 

World’s First Breast Cancer LN2 Cryoablation Seminar  

(2019.9.20-21 千葉) 

 

Endoscopic Breast Surgery 

Clinical Controversies in Endoscopic & Robotic Breast Surgery Symposium 

(2019.10.12-13 韓国) 

 

Recent update of USG-guided cryotherapy for breast cancer 

ASUS2019 (2019.12.7-8 韓国) 

 

The latest developments in breast cancer cryoablation 

TOPBS2019 (2019.12.21-22 台湾) 

 

Session 5-1 Development and Use of Real World Evidence Across  

the Learning Health Network 

Syapse Precision Medicine Council Asia 2020 (2020.1.10-11 韓国) 

 

 黒住 昌史 乳腺疾患の組織型分類について-新乳癌取扱い規約と WHO 分類- 

       第 60 回神奈川乳房画像研究会：第 37 回神奈川乳房超音波画像研究会 

 (2019.5.18 神奈川) 

 

       乳がんの病理診断～過去・現在・未来～ 

       第 18 回乳がん市民フォーラム in 川越 (2019.5.19 埼玉) 

 

       Saitama Breast Cancer Symposium in Koshigaya 講演 

       Saitama Breast Cancer Symposium in Koshigaya (2019.9.25 埼玉) 

 

       モーニングセミナー 乳房オンコプラスティックサージェリーの病理 



       第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 (2019.10.10-11 埼玉) 

 

       PC による乳房超音波画像読影（病理解説講演） 

       第 29 回日本乳癌検診学会総会 (2019.11.8-9 埼玉) 

 

中川 梨恵 乳がんを知ろう！～検診や治療方法について～ 

夷隅健康福祉センター がん検診推進員育成講習会 (2019.7.23 千葉) 

 

林  明辰 High Definition Micro-imaging for Lymphedema Supermicrosurgery 

The 2nd Annual Meeting of Chinese Association of Microsurgeons 

 (2019.5.2-5 中国) 

 

        The introduction of lymph node transfer 

        the 3rd International Breast Cancer Nursing Symposium(2019.5.24-25 台湾) 

 

        Lymphatic Supermicrosurgery with Supermicro-Visualizations 

        PRS KOREA 2019 (2019.11.8-10 韓国) 

 

        Sino-Jaoan Symposium on Surgery for Cnacer-Related Upper  

Extremity Lymphedema 

                                 (2019.11.14-16 中国) 

 

        リンパ浮腫の真実 ～がん術後 QOL を守るために～ 

        森岡友愛病院 市民公開講座(2019.11.22 岩手) 

 

        Ultrasonography for cancer-related lymphedema on extremities 

        the 2nd Congress of Asian Surgical Ultrasound Society (2019.12.7-8 韓国) 

 

 

        招聘講演 

        observership（Lymphedema Center）(2020.2.17-19 台湾) 

 

春山優理恵 当科におけるエリブリンの使用経験と好中球リンパ球比との関連 

Ｅ-ＳＴＡＲ (2020.2.20 埼玉) 

 

 

5）座長・司会 

  

座長 

 福間 英祐 HR 陽性進行再発乳癌における私の CDK4/6 阻害剤の使い方 



       房総乳がん懇話会 (2019.9.26 千葉) 

 

       Asian Symposium-Microsurgical breast reconstruction 

       第 7 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 (2019.10.10-11 埼玉) 

 

       シンポジウム 3 早期乳癌、早期甲状腺癌、甲状腺結節に対する低侵襲治療 

       第 52 回日本内分泌外科学会学術大会 (2020.10.17-18 東京) 

 

       進行再発乳がんの治療戦略 

       Up-date Breast Cancer Seminar (2019.11.28 千葉) 

 

       乳腺疾患の組織型分類について-新乳癌取扱い規約と新 WHO 分類- 

       乳腺画像診断講演会 in 鴨川 (2020.1.15 千葉) 

 

       エリブリンの効果予測因子 

       Breast Cancer Symposium (2020.1.24 千葉) 

 

 淺野 裕子 口演 54 脂肪注入 

       第 62 回日本形成外科学会総会学術集会 (2019.5.15-17 北海道) 

 

       デジタルポスター47 DP-1-47 症例報告：稀な転移① 

       第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

       ランチョンセミナー4 CAL 法の普及に向けた新たな試み 

       第 28 回日本形成外科学会基礎学術集会 (2019.11.14-15 宮城) 

 

 黒住 昌史 シンポジウム 7 SY-1-07 乳腺腫瘍のせいかくな病理診断を目指して 

       第 27 回日本乳癌学会学術総会 (2019.7.11-13 東京) 

 

       地域推進演題 

       第 16 回日本乳癌学会関東地方会 (2019.12.7 埼玉) 

 

       一般演題５ 

       第 26 回日本乳腺疾患研究会 (2020.2.21-22 福岡) 

 

 角田ゆう子 乳腺：悪性疾患（化学療法なし）2 

       第 81 回日本臨床外科学会総会 (2019.11.14-16 高知) 

 

 

司会 



 

  福間 英祐 サージカルフォーラム（７）「乳腺-手術手技」 

        第 119 回日本外科学会定期学術集会(2019.4.18-20 大阪) 

         

進行・再発乳がんにおける新たな治療の幕開け～免疫チェックポイント阻害剤～ 

Breast Cancer Symposium in Chiba (2020.1.23 千葉) 

 

 淺野 裕子 乳房再建 第 1 部 自家組織再建 

       第 62 回日本形成外科学会総会学術集会 (2019.5.15-17 北海道) 

 

       乳房再建 第 1 部 人工物再建 

       第 62 回日本形成外科学会総会学術集会 (2019.5.15-17 北海道) 

 

       Lectures:Breast reconstruction2 

       第 62 回日本形成外科学会総会学術集会 (2019.5.15-17 北海道) 

 

    

6）その他 

 

  福間 英祐 香港大学客員教授として講義及び手術指導のため招聘 (2019.6.18-23 香港) 

 

        テレビ東京「カンブリア宮殿」とことん患者目線で常に進化！ 

“亀田”の革新経営の全貌 (2019.9.5 放送) 

 

World’s First Breast Cancer LN2 Cryoablation Seminar 主催  

(2019.9.20-21 千葉) 

 

        『くらしとからだ』No.98 号  

第 1 特集 がん予防・治療最前線 (1)乳がん治療最前線 (2019.11.1 発行) 

 

TME meeting 出席 (2019.11.2 アメリカ) 

 

日経ヘルス 12 月号「女性のお悩み相談室」 

女性が心配な病気 No.1 の乳がん 早期なら”切らない治療法”も 

(2019.11.2 発行) 

 

香港大学客員教授として講義及び手術指導のため招聘 (2019.11.4-9 香港) 

 

毎日新聞朝刊「がん大国白書」 (2019.12.5 発行) 

 



  黒住 昌史 乳腺腫瘍の治療向上の為 病理解説 

第 39 回乳腺画像・病理カンファレンス（2019.7.26 埼玉） 

 

診療病理検討アドバイザー 

第 74 回静岡乳癌研究会（2019.8.3 埼玉） 

 

勉強会講師 

江東微生物研究所講演会（2019.9.27 東京） 

 

  林  明辰 招聘手術(2019.11.14-16 中国) 
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