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■ 学会発表
□ Yamamoto N, Yamagami K et. al.
Safty of Trastuzumab in HER2 Positive Primary Breast Cancer in Japan: Initial
Safety Report for the Large Scale Cohort Study (JBCRG C-01)
ASCO Annual Meeting 2013, June 01, Chicago, USA

□ 結縁 幸子、出合 輝行、橋本 隆、山神 和彦、門澤 秀一
MRI拡散強調像のリング状高信号とT2強調像の組み合わせ分類における乳癌
サブタイプならびにKI-67値の関係
第21回日本乳癌学会学術総会 2013年6月28日、浜松

□ Horiguchi J, Yamagami K et al
A randomized controlled trial comparing zoledronic acid plus chemotherapy with
chemotherapy alone as a neoadjuvant treatment in patients with HER2-negative
primary breast cancer.
ASCO Annual Meeting 2013, June 01, Chicago, USA

□ 山神 和彦、結縁 幸子、出合 輝行、橋本 隆、
術前化学療法後cN0症例におけるICG蛍光法を用いたセンチネルリンパ節生検
の有用性の検討
第21回日本乳癌学会学術総会 2013年6月29日、浜松

□ Namura M, Yamagami K et al.
Determining possible cardiotoxicity risk modifiers (ACEI, beta-blockers, and
G-CSF) in breast cancer patients receiving anthracycline and trastuzumab: a
case-control study
MASCC/ISOO international Symposium on Supportive care in Cancer, June 27,
2013, Berlin, Germany
□ Miura D, Yamagami K et. al.
Disease-free survival and Ki67 analysis of a randomized controlled trial comparing
zoledronic acid plus chemotherapy with chemotherapy alone as a neoadjuvant
treatment in patients with HER2-negative primary breast cancer (JONIE-1 Study)
San Antonio Breast Cancer Symposium, December 12, 2013, San Antonio, USA.

□ 橋本 隆、結縁 幸子、出合 輝行、山神 和彦、
乳癌術後のリンパ浮腫の診断-蛍光法と超音波検査の対比第21回日本乳癌学会学術総会 2013年6月28日、浜松
□ 山神 真佐子、三村 善美、曽山 ゆかり、伊藤 智雄、伊藤 恵理子、
西川 裕子、大矢 美香子、松本 元、結縁 幸子、出合 輝行、山神 和彦
非浸潤部が嚢胞内病変を呈するアポクリン癌の１例
第31回 日本乳腺甲状腺超音波医学会 2013年9月23日、神戸
□ 出合 輝行、松本 元、橋本 隆、山神 和彦
乳癌再発による癌性心嚢液貯留に対し心嚢腔穿刺ドレナージを施行後、全身
化学療法に移行出来た一例
第75回日本臨床外科学会総会 2013年11月21日、名古屋

□ Hirokaga K, Yamagami K et. al
Chemotherapy, but not body mass index has impact on joint symptoms in
postmenopausal Japanese breast cancer patients treated with anastrozole: a
prospective multicenter cohort study of patient-reported outcomes
San Antonio Breast Cancer Symposium, December 11, 2013, San Antonio, USA

■ 論⽂発表
□ Sugie T, Yamagami K et. al.
Comparison of the indocyanine green fluorescence and blue dye methods in
detection of sentinel lymph nodes in early-stage breast cancer.
Ann Surg Oncol. 2013; 20(7): 2213-8

□ Yamashiro H, Yamagami K et. al.
Prevalence and risk factors of bone metastasis and skeletal related events in
patients with primary breast cancer in Japan.
Int J Clin 2013: Nov. 29（Epub ahead of print）

■ 教育講演
□ 山神 和彦
教育セミナー 治療部門
第11回日本乳癌学会近畿地方会、2013年11月30日、大阪

■ 講演会
□ 山神 和彦
乳がんの治療
第4回KBCOG神戸市民フォーラム、2013年1月12日、神戸

□ 山神 和彦
乳癌骨転移治療に関して
Dr. Robert E Colemann講演会、2013年8月26日、神戸

□ 山神 和彦
HKI-272とパクリタキセル併用療法（第三相試験）に奏功している遠隔転移を
有するHER2陽性乳がんの1例
第17回神戸進行再発乳癌治療検討会、2013年1月24日、神戸

□ 橋本 隆
画像上悪性と思われた乳管内乳頭腫の1例
中央区合同カンファレンス、2013年9月15日、神戸

□ 橋本 隆
非浸潤性アポクリン癌の1例
中央区合同カンファレンス、2013年2月13日、神戸
□ 山神 和彦
Skin-sparing mastectomyとnipple-sparing mastectomyの適応の検討と実際
第3回Hyogo Breast Oncoplastic Suregery研究会、2013年3月22日、神戸
□ 松本 元
非浸潤性アポクリン癌の1例
中央区合同カンファレンス、2013年4月10日、神戸
□ 山神 和彦
みんなで考えよう乳がん手術
第9回Kobe Breast Young Frontier Meeting、2013年7月13日、神戸

□ 橋本 隆
クリニックにおけるランマークの使用経験
乳癌骨転移最新Topics Seminar、2013年10月11日、神戸
□ 松本 元
悪性腫瘍と鑑別を要したアポクリン癌の1例
中央区合同カンファレンス、2013年11月13日、神戸
□ 橋本 隆
乳癌術後のリンパ浮腫診断-蛍光法と超音波検査の対比第11回日本乳癌学会近畿地方会、2013年11月30日、大阪

