2009 年
原

著



Isobe K, Fu L, Tatsuno I, Takahashi H, Nissato S, Hara H, Yashiro T, Suzukawa K, Takekoshi K,
Shimano H, Kawakami Y.：
Adiponection and Adiponectin Receptors in Human Pheochromocytome
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis Vol.16, No.4 : 442-447, 2009

総

説



原

尚人：

アロマターゼ阻害薬と乳癌
BIO Clinica Vol.24 No.5(310 号) : 70-75, 2009


坂東裕子：
ラパチニブ
Current Therapy Vol.27 No.12： 57-63, 2009



古瀬純司, 坂東裕子：
がん薬物治療
新｢名医｣の最新治療 2010 週刊朝日増刊号 : 142-144, 2009

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


八代

享，植野

映，原 尚人：

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

原発臓器不明の乳房扁平上皮癌の一例
第 41 回茨城乳腺疾患研究会（水戸）, 6 月, 2009


清松裕子, 坂東裕子, 植野 映, 近藤 譲, 野口雅之, 東野英利子, 原

尚人：

乳腺 Metaplastic carcinoma の一例
第 41 回茨城乳腺疾患研究会（水戸），6 月， 2009


小野健太郎, 熊谷 洋, 田地佳那, 池田達彦, 清松裕子, 田中優子, 坂東裕子, 原

尚人：

尚人：

巨大バセドウ病の１手術経験例
第 9 回茨城内分泌外科研究会（水戸），6 月， 2009


八代

享, 原

尚人：

副甲状腺亜全摘術を施行した腎移植後の遷延性副甲状腺機能亢進症の１例
第 9 回茨城内分泌外科研究会（水戸），6 月， 2009


熊谷

洋, 小野健太郎, 田地佳那, 池田達彦, 清松裕子, 田中優子, 坂東裕子, 原

尚人：

巨大甲状腺腫を有する症例での手術方法の工夫
第 42 回日本甲状腺外科学会学術集会（名古屋），10 月， 2009


小野健太郎, 熊谷 洋, 田地佳那, 池田達彦, 清松裕子, 田中優子, 坂東裕子, 原

尚人：

巨大バセドウ病の１手術経験例
第 42 回日本甲状腺外科学会学術集会（名古屋），10 月， 2009


井口研子、渋谷和子、渋谷 彰：腫瘍免疫監視機構における細胞接着分子 DNAM-1 の機能. 第 37 回日本
臨床免疫学会総会（東京）, 10 月, 2009



Toi M, Ohashi Y, Moriya T, Gary Tse, Adeline Seow, Byeong Woo Park, Louis Chow, Adriano V.
Laoudico, Cheng Har Yip, Ishiguro H, Sasano H, Bando H, Ueno E：
Working Report-Breast Cancer
20th Asia Pacific Cancer Conference (Tsukuba), Nov. 2009



池田達彦, 那須克弘, 坂東裕子, 東野英利子, 近藤 譲, 田中優子, 森下由紀雄, 原
triple negative 乳癌の MRI 所見の検討
第 6 回日本乳癌学会関東地方会（さいたま）, 12 月, 2009



田池佳那, 坂東裕子, 池田達彦, 田中優子, 原

尚人：

乳癌骨転移、骨髄癌症に EC 療法が奏功した 1 症例
第 6 回日本乳癌学会関東地方会（さいたま）, 12 月, 2009

尚人：

