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学会発表 
 井口研子：腫瘍免疫監視機構における細胞接着分子DNAM-1の機能. 第3回つくば医科学研究交流会（つ

くば）, 2 月, 2009 
 梅本 剛, 松村 剛, 藤原洋子, 清松裕子, 坂東裕子, 東野英利子, 山川 誠, 三竹 毅, 椎名 毅, 植野 

映： 
 非浸潤癌の弾性係数とエラストグラフィ所見 

 Elastic moduli of noninvasive carcinoma of the breast in contrast with US elastography 
 第 22 回日本乳腺甲状腺超音波診断会議（東京）, 4 月, 2009 
 三富樹郷, 坂東裕子, 清松裕子, 植野 映, 原 尚人： 
 脊髄髄内転移（Intramedullary Spinal Cord Metastasis）をきたした乳癌の 1 例 
 第 109 回日本外科学会定期学術集会（福岡）, 4 月, 2009 
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 甲状腺・副甲状腺手術後に合併する肉芽腫の検討 
 第 21 回日本内分泌外科学会総会 （岡山），5 月， 2009 
 羅ことい, 清松裕子, 坂東裕子, 植野 映, 臺 勇一, 森下由紀雄, 野口雅之, 東野英利子, 原 尚人： 
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 第 42 回日本甲状腺外科学会学術集会（名古屋），10 月， 2009 
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臨床免疫学会総会（東京）, 10 月, 2009 
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 第 6 回日本乳癌学会関東地方会（さいたま）, 12 月, 2009 
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