乳腺科

研究活動業績

2014 年
■ 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

□ 松本 元、出合 輝行、結縁 幸子、橋本 隆、山神 和彦
ICG蛍光法とOSNA法を用い微小転移と診断された症例における非センチネルリンパ
節転移の検討
第22回日本乳癌学会 2014年7月10日 大阪

□ 曽山 ゆかり、山神 真佐子、三村 喜美、松本 元、出合 輝行、門澤 秀一、
伊藤 智雄、西川 ユウコ、橋本 隆、山神 和彦
同時性両側性非浸潤性乳管癌における乳房超音波検査の有用性
第64回日本病院学会 2014年7月4日 香川

□ 出合 輝行、山神 和彦、松本 元、結縁 幸子、橋本 隆、草間 俊行、
門澤 秀一、湯浅 奈美
Paclitaxcel+bevacizumabにより白質脳症をきたした乳癌症例の経験
第22回日本乳癌学会 2014年7月10日 大阪

□ 山神 真佐子、曽山 ゆかり、松本 元、結縁 幸子、出合 輝行、結縁 幸子、
山神 和彦、門澤 秀一、伊藤 智雄、伊藤 利江子、西川 ユウコ、大矢 ミカ
本院におけるMRI画像から探すsecond-look USの有効性の検証
第22回日本乳癌学会 2014年7月10日 大阪

□ 出合 輝行、山神 和彦、松本 元、橋本 隆
当院における乳房再建後の局所再発症例の検討
第76回日本臨床外科学会 2014年11月20日 郡山

□ 山神 和彦、結縁 幸子、松本 元、出合 輝行、橋本 隆、
cN1症例におけるNAC後センチネルリンパ節生検による郭清省略の検討 ICG蛍光
法とNAC後の超音波検査の介入
第22回日本乳癌学会 2014年7月10日 大阪

□ 松本 元、出合 輝行、山神 和彦、橋本 隆
乳房切除後も嚢胞内乳癌の形態で局所再発をくりかえす１例
第76回日本臨床外科学会 2014年11月20日 郡山
□ 橋本 隆、結縁 幸子、松本 元、出合 輝行、山神 和彦
浸潤性小葉癌に対する術前治療の検討
第76回日本臨床外科学会 2014年11月20日 郡山

■ 論⽂発表
□ Yamashiro H, Yamagami K et. al.
Prevalence and risk factors of bone metastasis and skeletal events in patients
with primary breast cancer in Japan
.Int J Clin Oncol. 2014; 19(5): 852-862

□ 山神 和彦、出合 輝行、松本 元、橋本 隆、中井 登紀子、山崎 隆
乳房切除後も嚢胞内乳癌の形態で局所再発をくりかえす１例
日本臨床外科学会雑誌、75巻第8号 page 2145-2149

■ 教育講演
□ 山神 和彦
乳がん、個別化医療の最前線
第33回武庫川女子大学 薬学講座 2014年6月21日 兵庫

□ 山神 和彦
乳がん、個別化医療の最前線
第3回京都女子大学 2014年12月18日 京都

□ 山神 和彦
乳腺外科領域へのICG蛍光法の応用の変遷と現状
第7回蛍光Navigation Surgery研究会 2014年10月18日 京都

■ 講演会
□ 橋本 隆
乳房部分切除における切除方法の工夫
第2回神戸手術手技懇話会 2014年1月10日 神戸

□ 松本 元
形成崖との連携による乳房同時再建術 乳腺外科からの工夫
第40回京大外科関連施設癌研究会 2014年7月5日 京都

□ 山神 和彦
乳癌センチネルリンパ節生検のあゆみと神鋼病院乳腺科のかかわり

□ 山神 和彦
6年4か月の間に6回の局所再発を呈した微小浸潤乳がん
第20回神戸進行再発乳癌治療検討会 2014年7月24日 神戸

第13回神鋼外科フォーラム 2014年2月13日 神戸
□ 山神 和彦
乳切除後も嚢胞内癌の形態で局所再発をくりかえす1例
第10回京都乳腺症例TVカンファレンス 2014年3月8日 京都

□ 松本 元
乳房切除、乳腺全摘術の皮膚切開について
第3回神戸手術手技懇話会 2014年8月1日 神戸

□ 出合 輝行
広範な非浸潤癌を伴う被包性乳頭がん
2014年第２回合同カンファレンス 2014年4月9日 神戸

□ 山神 和彦
Triple negative癌を含むER（エストロゲン受容体）陰性切除可能原発性乳癌を
対象としたCAV（caveolin-1）、SPARC（Secreted protein acidic and Rich in
Cysteine）の発現状態と術前化学療法としてのNab-paclitaxel followed
Anthracycline based regimenの効果に対する観察試験
第67回兵庫県医師会医学会 2014年10月19 神戸

□ 曽山 ゆかり
同時性両側性非浸潤性乳管癌における乳房超音波検査の有用性
第19回神鋼病院院内合同研究会 2014年5月10日 神戸
□ 山神 和彦
神鋼病院における同時再建を伴う乳房切除術の現状
第8回上方乳がん研究会 2013年5月24日 大阪
□ 松本 元
神鋼病院における同時再建を伴う乳腺全摘術後の局所再発に関する検討
第195回近畿外科学会 2014年5月24日 大阪
□ 山神 和彦
SSM, NSMの適応と手技について
第20回京都乳癌コンセンサス会議 2014年6月28日 京都

□ 安藤 公子
がん相談支援室における乳がん患者へのサポート
神戸乳腺チーム医療の会 2014年10月24日 神戸
□ 松本 元
Encapcerated apocrine papillary carcinoma
2014年第５回合同カンファレンス 2014年11月12日 神戸

