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星, 岡﨑 舞, 市岡恵美香, 都島由希子, 井口研子, 坂東裕子, 近藤 譲, 原 尚人 : 腋窩

部副乳に発生した線維腺腫の一例 第 16 回日本乳癌学会関東地方会 (さいたま市) 12 月, 

2019 年 

 

No.34  服部友香, 坂東裕子, 一戸怜子, 佐々木憲人, 高野絵美梨, 佐藤璃子, 河村千登星, 藤原

彩織, 朝田理央, 岡﨑 舞, 市岡恵美香, 都島由希子, 井口研子, 関根郁夫, 近藤 譲, 原 

尚人 : 急速な増大を認めた乳房間質肉腫に対して集学的治療を施行している一例 第 16

回日本乳癌学会関東地方会 (さいたま市) 12 月, 2019 年 

 

No.35  坪井宥璃, 岡﨑 舞, 高野絵美梨, 一戸怜子, 佐々木憲人, 佐藤璃子, 藤原彩織, 河村千登

星, 朝田理央, 市岡恵美香, 都島由希子, 井口研子, 坂東裕子, 原 尚人, 近藤 譲 : 乳腺

Metaplastic carcinoma と診断された男性乳癌の一例 第 16 回日本乳癌学会関東地方会 (さ

いたま市) 12 月, 2019 年 

 

No.36  Genki Okumura, Akiko Iguchi-Manaka, Rikito Murata, Yumi Yamashita-Kanemaru, Akira 

Shibuya, Kazuko Shibuya: Tumor-derived soluble CD155 inhibits DNAM-1-mediated antitumor 

activity of natural killer cells. 第 48 回日本免疫学会学術集会（浜松）11 月, 2019 年 

 

  

 

 

 

その他 

 

 

No.1   原 尚人 : 司会 ワークショップ (23) 進行再発甲状腺癌に対する分子標的治療の現状と

展望 第 118 回日本外科学会定期学術集会 (千代田区) 4 月,2018 年 

 

No.2   井口研子 : 座長 甲状腺悪性腫瘍 一般口演 甲状腺  日本超音波医学会第 92 回学術集

会 (港区) 5 月, 2019 年 

 

No.3   原 尚人 : 座長 特別講演 3  第 31 回日本内分泌外科学会総会 (新宿区) 6 月, 2019 年 

 

No.4   坂東裕子 : 招待講演 パネルディスカッション 「臨床遺伝専門医の立場から」第 26 回

オンコロジーセミナー (品川区) 6 月, 2019 年 

 

 

 

No.5   坂東裕子 : 会長企画シンポジウム 10 遺伝性腫瘍診断に結びつき得る遺伝子関連検査

実施の基礎知識  BRACAnalysis 診断システム実施の現場から 第 17 回日本臨床腫瘍

学会学術集会 (京都市) 7 月, 2019 年 

 

No.6   坂東裕子 : Session2 「BRCA 遺伝性乳癌」BRCA 遺伝性乳癌の臨床 第 20 回乳癌最新情

報カンファランス (小樽市) 8 月, 2019 年 

 

No.7   坂東裕子 : イブニングセミナー1 HBOC 関連乳癌: 遺伝性腫瘍ががんの診療現場に与

えるインパクト 第 16 回日本乳癌学会中国四国地方会 (出雲市) 9 月,2019 年  

 



No.8   坂東裕子 : HBOC 乳癌の臨床的特徴 第 3 回遺伝性乳がん卵巣がん症候群教育セミナー 

    (つくば市) 9 月,2019 年 

 

No.9   坂東裕子 : HBOC ガイドライン(乳癌) 第 3 回遺伝性乳がん卵巣がん症候群教育セミナー 

    (つくば市) 9 月,2019 年 

 

No.10  原 尚人: ビデオシンポジウム 甲状腺乳頭癌に対する内視鏡補助下甲状腺切除および

D2 郭清の安全性と有効性の評価における長期成績 第 52 回日本内分泌外科学会学術大

会 (文京区) 10 月,2019 年 

 

No.11  原 尚人: 座長 イブニングセミナー 第 52 回日本内分泌外科学会学術大会 (文京区) 10

月,2019 年 

 

No.12  坂東裕子 : 座長 一般ポスター62 乳腺 チーム・地域医療 第 57 回日本癌治療学会学術

集会 (福岡市) 10 月,2019 年 

 

No.13  原 尚人 : 学術セミナー 演者 甲状腺癌 第 81 回日本臨床外科学会総会 (高知市) 11

月,2019 年 

 

No.14  原 尚人 : 講師 日本外科学会 第 96 回卒後教育セミナー 知っておくべきサブスペシャ

ルティ領域別トレーニングプログラムー内分泌外科―第 81 回日本臨床外科学会総会 

(高知市) 11 月,2019 年 

 

No.15  原 尚人 : 司会 甲状腺未分化癌の治療 ワークショップ 25 第 81 回日本臨床外科学会総

会 (高知市) 11 月,2019 年 

 

No.16  坂東裕子 : ランチョンセミナー ER 陽性進行再発乳がんの治療戦略 第 16 回日本乳癌

学会関東地方会 (さいたま市) 12 月,2019 年 

 

No.17  朝田理央 : 教育セミナー パネリスト 第 16 回日本乳癌学会関東地方会 (さいたま市) 

12 月, 2019 年 

 

  

 

 


