
日本乳癌学会 委員会一覧 

委員会 目的 業務 

1) 将来検討委員会 

委員会横断的な事業あるいは事案を検討し、担当す

る委員会へ助言を行う。該当する委員会がない場合

は、本委員会がその業務を執行する 

(1)学術総会のあり方とプログラムの検討（総務/学術/教育・研修/国際/財務/事務局） 

(2)会員教育・専門医育成におけるセミナーのあり方（教育・研修/専門医制度/財務/事

務局） 

(3)財政基盤の短期中期的検討（財務/事務局） 

(4)学会と地方会のあり方（地方創生/定款/事務局） 

(5)国際学会との交流（国際/財務） 

(6)HBOC 診療（将来検討） 

(7)会員サービス（総務/広報/財務/事務局） 

(8)訴訟・災害など学会運営に関わる重大事案（将来検討） 

(9)その他、目的を達成するために必要な業務 

2) 総務委員会 

他の委員会で所轄外となる事項、ならびに理事長お

よび理事会から指示のある事項について対応するこ

とを目的とする 

(1)各種学術団体や患者団体等、他団体からの問い合せなどに対する一次対応 

(2)日本乳癌学会各種委員会の所轄外ならびに複数委員会にわたる事項への対応 

(3)その他、目的を達成するために必要な業務 

3) 定款委員会 

定款、定款施行細則及び関連の規定について審議

し、本学会がその理念にかなう運営ができるよう、これ

ら規則の充実を計る 

(1)定款及び関連の規約について、その必要性、合理性及び整合性等について検討

し、必要に応じてその改正、新規制定、廃止について立案する 

(2)その他、目的を達成するために必要な業務 

4) 選挙委員会 
評議員選挙ならびに役員選挙を円滑に行うための細

目の審議と選挙の運営管理を行う 

(1)評議員選挙では、定款施行細則第 8 条に基づき、理事長が組織した選挙管理委員

会と協働し立候補者の資格審査と開票を行い、選出評議員を決定する 

(2)また理事長推薦評議委員については理事長の諮問により推薦者（案）の討議を行う 

(3)役員においては選挙の細目の審議と運営を行う 

(4)その他、目的を達成するために必要な業務 

5) 財務委員会 
財政上の事項を審議し、本学会が円滑に運営できる

ための財政的充実を計ることを目的とする 

(1)年度予算案を作成し、理事会へ提出し、定時総会の承認を受ける 

(2)来年決算案を作成し、理事会へ提出し、定時総会の承認を受ける 

(3)理事会から依頼された検討事項を審議し、結果を理事会に報告する 

(4)その他本学会の経理上の問題を審議し、その結果を理事会に報告する 

(5)その他、目的を達成するために必要な業務 

6) 広報委員会 

本学会運営上の重要事項の会員への通知、会員相

互の情報交換および本学会の活動の広報を目的と

する 

(1)会報を配信する 

(2)学会ホームページを管理する 

(3)広報活動を行う 

(4)その他、目的を達成するために必要な業務 

7) 医療安全委員会 
乳癌診療における医療安全に関する情報共有を目

的とする 

(1)乳癌診療における医療安全に関する情報を収集し、本学会会員に適切に伝達を行

う 

(2)本委員会は、医療安全に関する外部団体と連携し、外部団体から外部委員派遣依

頼を受けた場合には、必要に応じて委員を派遣する 

(3)その他、目的を達成するために必要な業務 
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8) 倫理委員会 

本学会における活動及び会員が行う乳癌診療あるい

は医学的研究において、倫理上の指針を与えること

を目的とする 

(1)乳癌診療並びに研究に関する倫理上の問題点について審査または審議する 

(2)その他、目的を達成するために必要な業務 

9) 利益相反委員会 

本学会会員等の利益相反状態を適切に管理すること

により、中立性と公明性を維持した状態で研究および

その成果の発表、さらにそれらの普及・啓発を推進さ

せ、乳腺疾患診療の予防、診断、治療の進歩に貢献

することを目的とする 

(1)「日本医学会 COI 管理ガイドライン（2017 年 3 月）」等の指針に基づいた，本法人学

術集会等や機関誌において発表を行う会員等、および本学会役員、委員会の委員

等についての利益相反状態の開示申請業務の実施 

(2)会員個人に COI 申告に関する疑義が生じた場合の調査、改善措置勧告の実施 

(3)倫理委員会と連携下での、研究倫理、出版倫理の教育研修、啓発活動の企画、協

力 

(4)COI 指針・細則の見直しのための情報収集と改定 

(5)その他、目的を達成するために必要な業務 

10) 学術総会あり方委員会 
学術総会のあり方について検討し、提言書を作成し

理事会に提出することを目的とする 

以下の項目全般について検討する 
(1)学術総会の目的 
(2)学術総会の日数、期間、開催地 
(3)学術総会の構成 

3-1)会員・準会員を対象とするプログラムのあり方（シンポジウム・ワークシ

ョップ・パネルディスカッション・特別企画・会長講演・総会・口演・ポ

スター・委員会セッションなど） 
3-2)研修医・学生・患者家族・外部団体を対象とするプログラムのあり方（口

演、ポスター、患者・家族支援セミナー、外部団体セミナー、市民公開講

座など） 
3-3)企業主催セミナーのあり方（モーニング・ランチョン・イブニングの企画

など） 
3-4)国内の学会・研究会等との合同企画、または海外学会との合同企画のあり

方 
3-5)がん関連団体（海外の団体を含む）との共催シンポジウムのあり方 
3-6)企業展示、学会展示、患者会展示など、展示ホールの使い方 
3-7)評議員懇親会・会長招宴・会員全体懇親会・名誉会員懇親会のあり方 

(4)学術総会ならびに各セッションの評価の必要性 
(5)会員・準会員からの学術総会に関するアンケートの必要性 
(6)学術総会参加のクレジット（認定医・専門医の取得・更新など） 
(7)その他、学術総会全般に関わる事項 

11) 編集委員会 
日本乳癌学会誌 BREAST CANCERの編集、刊行を

行うことを目的とする 

(1)本会の英文誌 BREAST CANCER の編集 

(2)前号に掲げる雑誌の投稿規定に関する業務 

(3)その他、目的を達成するために必要な業務 
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12) 学術委員会 
本学会に関連して派生する学術、教育的事項に対処

し、会員への知的普及をはかることを目的とする 

(1)定期学術集会の企画内容に関する検討 

(2)学会が実施する研究活動に関する検討(ＮＣＤ研究課題の選考、班研究課題・班員

の公募・選考等) 

(3)研究奨励賞に関する検討(研究奨励賞の公募・選考等) 

(4)外部組織からの共同研究、研究協力依頼に関する検討 

(5)その他、目的を達成するために必要な業務 

13) 専門医制度委員会 
本学会並びに日本専門医機構が行う専門医制度の

実施について検討することを目的とする 

(1) 認定施設、関連施設の資格審査と認定 

(2)認定医の資格審査と認定、および専門医、指導医の資格審査と認定ならびに更新 

(3)専門医制度新整備指針に基づく日本専門医機構と本学会が認証する基幹施設と

連携施設の資格審査と認定、および専門医、指導医の資格審査と認定ならびに更

新 

(4)その他、目的を達成するために必要な業務 

13)-1 認定委員会 

認定（施設、認定医、専門医、指導医および名誉専

門医）事業に関する業務を所管し、乳腺疾患の診療

にあたる医師の専門的な知識と技能を高め、認定・

関連施設の診療の質向上を通して日本の乳癌医療

の進歩に貢献することを目的とする 

(1)認定医、専門医、指導医の資格認定に関する業務 

(2)認定施設・関連施設の認定に関する業務  

(3)専門医、指導医の育成と指導医による専攻医の指導に関する業務 

(4)地域の乳癌医療の質向上に関する業務 

(5)その他、目的を達成するために必要な業務 

13)-2 試験問題作成委員会 

専門医試験における筆記試験を作成するとともに、

筆記試験の円滑な実施に貢献することを目的とす

る。 

(1)専門医試験における筆記試験の作成。 

(2)専門医制度委員会の求めに応じた専門医試験のサポート。 

(3)その他、目的を達成するために必要な業務 

14) 国際委員会 

乳癌およびその周辺疾患に関連する国際学会及び

国外学会との連携に関する業務を所管し、本学会の

発展と国際交流に寄与することを目的とする 

(1)乳癌およびその周辺疾患に関連する国際学会の開催、後援または協賛に関する業

務を行う 

(2)乳癌およびその周辺疾患に関連する国外学会との提携と国際交流に関する業務を

行う 

(3)乳癌およびその周辺疾患に関連して、国際学会、国際機構ならびに国外学会の情

報の収集と広報に関する業務を行う 

(4)その他、目的を達成するために必要な業務 

15) 教育・研修委員会 

教育・研修事業に関する業務を所管し、乳癌診療の

進歩並びに乳癌に関する知識を普及することを目的

とする 

(1)専門医セミナー 

(2)総会および地方会での教育セミナ－ 

(3)総会での画像セミナー、病理セミナーおよび看護セミナー 

(4)国内、外への関連学術団体との提携、とくに教育研修事業への協力、共催 

(5)その他、目的を達成するために必要な業務 

16) 地方創生委員会 

日本乳癌学会における各地域の課題と将来動向を

基に地域の乳癌診療に関する業務を所管し、地域な

らびに日本の乳癌医療の進歩に貢献することを目的

とする 

(1)地域の乳癌診療の課題への対策に関する業務 

(2)地域の乳癌診療の質向上・人材育成と教育などに関する業務 

(3)その他、目的を達成するために必要な業務 
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17) 登録委員会 

本学会が関わる National Clinical Database (NCD)の

入力支援ならびにデータベースの維持、管理を行うと

ともに，本邦の乳がん診療の状況を分析する。また、

本学会の専門医制度ならびに様々な臨床研究に役

立てることを目的とする 

(1)本邦の乳がん診療の状況分析、本学会専門医制度の運営および様々な臨床研究

に必要なデータベースの整備、維持、管理、NCD への解析依頼と解析結果の分析 

(2)学会、本委員会、本学会学術委員会等が企画または公募する臨床研究に必要なデ

ータベースの構築、NCD への解析依頼や解析結果の分析など研究遂行の支援 

(3)全国乳がん患者登録年次調査結果の集計と年 1 回の公開 

(4)定期的な本邦における乳がん診療の状況分析および予後解析の公表 

(5)本学会 NCD 入力推進、入力データの精度向上に係る業務 

(6)その他、目的を達成するために必要な業務 

18) 規約委員会 
本学会により編集、刊行される「臨床・病理 乳癌取

扱い規約」の改正及び充実をはかることを目的とする 

(1)乳癌診療に関連する用語集作成、編集、管理業務 

(2)その他、目的を達成するために必要な業務 

19) 診療ガイドライン委員会 

科学的根拠に基づくガイドラインを作成し、患者さん

の意思決定をサポートするツールとして使用して、結

果として乳癌診療の質向上に寄与することを目的と

する 

(1)定期的に、乳癌診療に関わる最新のエビデンスを収集し、批判的吟味、システマテ

ィックレビューを行い、診療ガイドラインの作成、改訂を行う 

(2)その他、目的を達成するために必要な業務 

20) ＱＩ委員会 

質の高い乳癌診療の均てん化のため に医療の質を

表す指標(Quality Indicator)を抽出し、その推移を把

握することで、診療プロセスや健康アウトカムの改善

活動を行うことを目的とする 

(1)各指標を客観的に判断し、乳癌診療の質向上のため、科学的な根拠があり、患者に

とって利益がある指標を定期的に算出するとともに、改善策の検討とその達成度の

評価を行う 

(2)その他、目的を達成するために必要な業務 

21) 臨床研究委員会 

本学会における質の高い臨床研究の推進事業に関

する業務を所管し、乳癌診療並びに乳癌研究の進

歩、発展に寄与することを目的とする 

(1)臨床研究・臨床試験の情報収集並びに情報共有に関する事業（臨床研究登録シス

テムの運用等） 

(2)臨床研究・臨床試験の実施に関する教育機会の提供 

(3)その他、目的を達成するために必要な業務 

22) 保険診療委員会 

乳腺疾患の診断・治療などの保険診療に関わる社会

保険制度全般に関する業務を所管し、公正かつ適正

な制度の実現を計ることによって高度な医療とその進

捗を支え、社会の福祉に貢献することを目的とする 

(1)乳腺疾患の診断・治療等に関わる社会保険制度及び保険診療報酬全般に関する

諸問題について審議し、問題点の改善のために関連する諸団体と連携して関係諸

機関に働きかける 

(2)その他、前条の目的を達成するために必要な業務 

23) 検診関連委員会 

わが国における有効な乳がん検診と適切な精密検査

について検討し、乳癌の早期発見と適切な診断を実

現し、その結果として乳癌死亡率減少に貢献するとと

もに乳癌画像診断およびインターベンションに伴う不

利益も最少にすることを目的とする 

(1)乳がん検診および乳癌画像診断とインターベンションの関連事項について検討し、

また、関連関係団体との協力および協議を行う 

(2)その他、前条の目的を達成するために必要な業務 

24) 働き方検討委員会 
男女共同参画に関する業務を管轄し、男女共同参画

やワークライフバランスに貢献することを目的とする 

(1)キャリア形成や労働環境に関する調査 

(2)キャリア形成や労働環境改善への方策の立案と実施 

(3)キャリア形成や労働環境改善に関する関連学会及び団体との連携 

(4)その他前条の目的を達成するために必要な業務 

 


