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当院のHBOC診療について 西本舞 第20回日本乳癌学会近畿地方会 2022.12.3

乳腺原発悪性末梢神経鞘腫瘍の１例 康裕紀子 第84回日本臨床外科学会総会 11.25.2022

ER+HER2‑進行再発乳癌におけるPalbociclib不応後の治療選択についての検討 露木茂 第84回日本臨床外科学会総会 11.24.2022
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術前化学療法におけるアンスラサイクリン系、タキサン系薬剤の投与順序によ

る治療効果の検討
西本舞 ※ 第29回日本乳癌学会学術総会

2021.7.1-7.3

再発後のsubtype 別生存期間から見えてくる、Triple Negative(ER‑HER2‑)再発

乳癌の特徴
露木茂 第29回日本乳癌学会学術総会

2021.7.1-7.3

針生検の刺入経路に腫瘍播種が疑われたが、子宮頚癌に対する骨盤照射による

副次的卵巣機能抑制が奏功した乳癌治療拒否の１例
康裕紀子 第83回日本臨床外科学会総会 2021.11.18-20

手術手袋圧迫療法のPaclitaxelによる末梢神経障害予防効果と、その投与期間延

長への効果
露木茂 第83回日本臨床外科学会総会 2021.11.18-20

手術手袋圧迫療法を用いた末梢神経障害予防によるPaclitaxelの投与期間の延長 露木茂 第28回日本乳癌学会学術総会 2020.10.9-31

LigaSureTM Exactを用いた腋窩リンパ節郭清の検討‑Harmonic FOCUS®との比 康裕紀子 第28回日本乳癌学会学術総会 2020.10.9-31

当院における進行再発乳癌に対するパルボシクリブの安全性と有効性について 白木映理子‡ 第28回日本乳癌学会学術総会 2020.10.9-31

当院における進行再発乳癌に対するAbemaciclibのlate line治療での有効性と安

全性の検討
西本舞※ 第28回日本乳癌学会学術総会

2020.10.9-31

再発乳癌のsubtype別生存期間からの、triple negative乳癌の治療戦略の検討 露木茂 第58回日本癌治療学会学術集会 2020.10.22-24

Pegfilgrastim初回投与後に薬剤性大血管炎による大動脈解離を併発した乳癌の 白木映理子‡ 第58回日本癌治療学会学術集会 2020.10.22-24

腋窩郭清後のseroma形成に対するLigaSure ExactとHarmonic FOCUSの有用性

の比較検討
康裕紀子 第82回日本臨床外科学会総会

2020.10.29-31

タキサン系末梢神経障害に対する手術手袋圧迫療法の予防効果～臨床試験の結

果から～
露木茂

TAIHO　Web Lecture on

Management of Chemotherapy

2020.11.12

Prospective Cohort Study of Real World Chemotherapy Sequence for

Metastatic Breast Cancer (KBCRN A001: E-SPEC Study)
Yookija Kang

ESMO ASIA VIRTUAL CONGRESS

2020
2020.11.20-22

乳房温存手術+センチネルリンパ節生検のリンパ節転移例における追加郭清の

有無による予後の比較検討
露木茂 第27回日本乳癌学会総会 2019.7.13

Paclitaxel+Bevacizumab(PB)療法中に偽性肝硬変を生じた3例の検討 康裕紀子 第27回日本乳癌学会総会 2019.7.13

術前診断DCIS症例での二期的センチネルリンパ節生検の可否判断における、

ICG蛍光法の有用性
白木映理子 ※ 第27回日本乳癌学会総会 2019.7.12

T‑DM1により断端再発を繰り返す脳転移が長期制御できた一例 西本舞 ※ 第27回日本乳癌学会総会 2019. 7.11

Effectiveness of surgical glove compression therapy as a prophylactic

method against paclitaxel or docetaxel-induced peripheral neuropathy
露木茂 第25回日本癌治療学会 2019.10.26

当院におけるパルボシクリブの使用経験の検討 白木映理子 ※ 第25回日本癌治療学会 2019.10.25

乳癌化学療法中Pegfilgrastim初回投与後に大動脈炎を併発した1例 白木映理子 ※ 第81回日本臨床外科学会総会 2019.11.15

患者及び連携医双方へのアンケート調査から見えてくる，乳癌術後連携パスの 露木茂 第118 回日本外科学会定期学術集会 2018.4.6

nab‑Paclitaxel 起因性末梢神経障害に対する手術手袋圧迫療法の予防効果の検

証：多施設共同第3相試験
露木茂 第26回 日本乳癌学会学術総会 2018.5.18

術前診断DCIS でのセンチネルリンパ節生検の省略をリンパ流の走行から判断

する術式についての検討
白木映理子 ※ 第26回 日本乳癌学会学術総会 2018.5.17

当院におけるHER2陰性進行再発乳癌に対するエリブリン使用35例の検討 康裕紀子 第26回 日本乳癌学会学術総会 2018.5.18
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乳がんの疫学　（頻度とリスク因子） 露木茂
第26回 日本乳癌学会学術総会　　　市

民公開講座
2018.5.19

手術手袋があれば、どこの施設でも簡単にできる末梢神経障害の予防方法ー多

施設共同試験の結果からー
露木茂 第19回乳癌最新情報カンファランス 2018.8.4

Effectiveness of surgical glove compression therapy as a prophylactic

method against nab-Paclitaxel induced peripheral neuropathy
Shigeru Tsuyuki

European Society for Medical

Oncology 2018 Congress
2018.10.19 – 23

患者および連携医双方へのアンケート調査を基にした、乳癌術後連携パスの現

状と問題点の検討
露木茂 第25回日本乳癌学会学術総会 2017.7.14

明日から実践できる末梢神経障害対策　－タキサン系抗がん剤を使いこなすに

は－臨床試験の結果を踏まえて
露木茂

第25回日本乳癌学会学術総会

ランチョンセミナー
2017.7.13

HER2 陽性進行・再発乳癌に対するPaclitaxel + Bevacizumab の使用経験 康裕紀子 第25回日本乳癌学会学術総会 2017.7.13

FEC100及びTC 療法におけるpegfilgrastim 併用による治療強度への有用性 仙田典子 第25回日本乳癌学会学術総会 2017.7.15

乳房温存療法後に発症した放射線誘発性乳房血管肉腫の1 例 白木映理子 ※ 第25回日本乳癌学会学術総会 2017.7.14

患者および連携医へのアンケート調査結果から浮かび上がる、乳癌術後連携パ

スの問題点
露木茂 第55回日本癌治療学会学術集会 2017.10.21

HER2 陽性進行再発乳癌に対してPaclitaxel(PTX)+Bevacizumab(BV) を使用し

た5 例の検討
康裕紀子 第55回日本癌治療学会学術集会 2017.10.21

乳房温存療法後に発症した乳房血管肉腫の2 例 白木映理子 ※ 第55回日本癌治療学会学術集会 2017.10.20

nab‑Paclitaxel起因性末梢神経障害に対する手術手袋を用いた圧迫療法の予防

効果（多施設共同第2相試験）
露木茂 第24 回日本乳癌学会学術総会 2016.6.16-18

進行再発乳癌に対する当院のエリブリン使用経験 仙田典子 第24 回日本乳癌学会学術総会 2016.6.16-18

術前化学療法としてのnab‑ Paclitaxelの安全性と有効性の検討 康裕紀子 第24 回日本乳癌学会学術総会 2016.6.16-18

手術手袋を用いた圧迫療法による、アブラキサン起因性末梢神経障害への予防 露木茂 第54回日本癌治療学会学術集会 2016.10.20-22

nab‑PTXを用いた術前化学療法の 有用性と安全性の検討 康裕紀子 第54回日本癌治療学会学術集会 2016.10.20-22

Efficacy of compression therapy using surgical gloves on nanoparticle

albumin-bound-paclitaxel-induced peripheral neuropathy: a phase II

multicenter study by the Kamigata Breast Cancer Study Group

Shigeru Tsuyuki
San Antonio Breast Cancer

Symposium
2016.12.6-10

Pertuzumab regimenでcomplete responseを得たHER2陽性転移性脳転移 露木茂 第23回日本乳癌学会学術総会 2015.7.2

進行再発乳癌におけるPaclitaxel + Bevacizumab投与症例の検討 仙田典子 第23回日本乳癌学会学術総会 2015.7.2

HER2陽性進行・再発乳癌に対するPertuzumab及びT‑DM1の使用経験 露木茂 第53回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29

Paclitaxel + Bevacizumab投与時期と治療効果についての検討 仙田典子 第53回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29

当院における乳房一次再建の現状 仙田典子
第3回オンコプラスティックサージャ

リ―学会
2015.9.3

抗HER2療法不応後に、Paclitaxel + Bevacizumabが奏効し局所制御可能となっ

たHER2陽性StageIV乳癌の1例
康祐紀子 第77回日本臨床外科学会学術総会 2015.11.28
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