
開催日 学会 演者 題名
2018.02.11 愛知臨床外科学会 武内　大 炎症性乳癌に対して薬物療法のみで長期SDが得られている1例
2018.03.08 Asian Association of Endocrine Surgeons 武内　大 The efficacy and safety of total parathyroidectomy and autotransplantation for the treatment of hyperparathyroidism in multiple endocrine neoplasia type 1

2018.03.08 Asian Association of Endocrine Surgeons 武内　大 The evaluation of signifficance of the prophylactic modified neck dissection for unaffected lateral side of medullary thyroid carcinoma

2018.04.05 日本外科学会 武内　大 乳癌浸潤性小葉癌と乳管癌の予後の比較
2018.04.05 日本外科学会 中西　賢一 乳癌一次再建手術における診断から手術，全身治療までの期間についての考察
2018.04.05 日本外科学会 稲石　貴弘 転移再発分化型甲状腺癌に対するレンバチニブ治療における血清Tg値の変動についての検討
2018.04.15 東海外科学会 武内　大 メトトレキセート関連リンパ増殖性疾患による副腎腫瘍と診断された2例
2018.05.16 日本乳癌学会 角田　伸行 遺伝性乳癌卵巣癌症候群および遺伝性乳癌を対象とした遺伝カウンセリングの実施状況と今後の課題 
2018.05.16 日本乳癌学会 石原　博雅 当院における異時性両側乳癌の検討
2018.05.16 日本乳癌学会 稲石　貴弘 乳癌一次再建例における術後早期合併症と補助化学療法導入までの期間についての検討 
2018.05.16 日本乳癌学会 中西　賢一 トリプルネガティブ乳癌におけるKi67の有用性についての検
2018.05.16 日本乳癌学会 武内　大 乳癌術後の遠隔転移の発見契機の違いによる無再発生存期間と全生存期間の検討 
2018.05.16 日本乳癌学会 宮嶋　則行 乳癌に対する乳房部分切除において切除断端に非浸潤癌が露出した際の治療の検討
2018.05.16 日本乳癌学会 高野　悠子 当院における若年性乳癌の現状 
2018.06.28 日本内分泌外科学会 稲石　貴弘 当院における腹腔鏡下両側副腎摘出術の治療成績についての検討
2018.06.28 日本内分泌外科学会 石原　博雅 術前のFDG-PET検査で副腎への集積を認めた副腎良性腺腫症例 
2018.06.28 日本内分泌外科学会 宮嶋　則行 気管内腔に浸潤し増大する甲状腺未分化癌に対して、気管支鏡下レーザー治療により気道閉塞を免れた1 例
2018.06.28 日本内分泌外科学会 武内　大 甲状腺分化癌・反回神経浸潤症例において神経温存を優先し腫瘍の一部を神経表面へ遺残させた症例の予後に関する検討 

2018.06.28 日本内分泌外科学会 菊森　豊根 高位肋間開胸・開腹アプローチによる副腎・後腹膜腫瘍摘出術の検討
2018.07.11 日本消化器外科学会総会 武内　大 術前の画像診断で左副腎腫瘍と診断した胃壁外発育性のGIST症例の2例
2018.09.08 日本乳癌学会中部地方会 野田　純代 術前化学療法中に播種性帯状疱疹、水痘肺炎を発症した若年性乳癌の一例
2018.09.20 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会武内　大 乳房切除後に自家組織再建乳房側に局所再発をきたしたDCISの2例
2018.10.25 日本甲状腺外科学会 武内　大 合併症の少ない甲状腺手術を目指して-当院における甲状腺手術時の副甲状腺機能の温存
2018.10.25 日本甲状腺外科学会 稲石　貴弘 当院におけるバンデタニブの使用経験 
2018.11.22 日本臨床外科学会 稲石　貴弘 乳癌術後に副腎褐色細胞腫と診断されるまで時間を要した神経線維腫症I型の１例
2019.03.15 制癌剤適応研究会 柴田　雅央 乳癌における新規バイオマーカー同定に関する試み
2019.04.18 日本外科学会 菊森　豊根 局所進行甲状腺癌の外科治療 【Video】  
2019.04.18 日本外科学会 武内　大 当院における甲状腺癌に対する分子標的薬の使用経験
2019.04.18 日本外科学会 柴田　雅央 乳癌におけるDerlin3の役割に関する検討 
2019.04.18 日本外科学会 稲石　貴弘 当院における副腎摘出術の臨床的検討 
2019.06.13 日本内分泌外科学会 稲石　貴弘 腹腔鏡下副腎摘出術の左右における周術期成績の比較について
2019.06.13 日本内分泌外科学会 武内　大 甲状腺分化癌に対しレンバチニブを4段階以上減量して投与し効果が持続した症例の検討
2019.06.13 日本内分泌外科学会 柴田　雅央 当院で手術を施行した甲状腺髄様癌症例の検討
2019.06.13 日本内分泌外科学会 菊森　豊根 副腎悪性疾患の診断・治療
2019.06.13 日本内分泌外科学会 菊森　豊根 周囲臓器浸潤が疑われる副腎/後腹膜腫瘍に対する対策
2019.06.13 日本内分泌外科学会 菊森　豊根 平成とともに歩んだ内分泌外科医の想い
2019.07.11 日本乳癌学会 柴田　雅央 乳癌における新規バイオマーカー同定に関する試み
2019.07.11 日本乳癌学会 宮嶋　則行 Luminl A-like浸潤性乳癌の腋窩リンパ節転移1～3個陽性患者における乳房全切除術後放射線療法の必要性の検討
2019.07.11 日本乳癌学会 武内　大 乳癌術後補助内分泌療法中に内分泌療法を副作用により変更した症例に関する検討 
2019.07.11 日本乳癌学会 稲石　貴弘 当院におけるパルボシクリブ耐性後の薬物療法についての治療成績
2019.07.11 日本乳癌学会 高野　悠子 HER2陽性乳癌に対する周術期化学療法における心毒性についての検討
2019.07.11 日本乳癌学会 角田　伸行 腋窩リンパ節郭清の継承　視野展開のポイント
2019.07.11 日本乳癌学会 石原　博雅 当院におけるpalbociclibの使用経験 
2019.08.31 日本乳癌学会中部地方会 柴田　雅央 RFX1発現量の乳癌予後予測マーカーとしての有用性に関する検討
2019.08.31 日本乳癌学会中部地方会 稲石　貴弘 乳癌におけるPFKPの役割に関する検討
2019.08.31 日本乳癌学会中部地方会 一川　貴洋 乳癌におけるSYT13遺伝子発現と病理学的因子との関連について



2019.08.31 日本乳癌学会中部地方会 渡邊　学 free flap skin banking (遊離皮弁の一時的な皮膚温存）を応用した乳頭乳輪温存乳房切除の1例
2019.09.13  Microwave Surgery 研究会 武内　大 純日本産のマイクロ波エネルギーデバイス  アクロサージを用いた手術 アクロサージによる 甲状腺手術～その利便性 

2019.09.27 二次性副甲状腺機能亢進症に対するPTx研究会・学術集会武内　大 上縦隔の異所性副甲状腺嚢胞による機能亢進症を開胸手術で摘出した症例
2019.10.17 日本内分泌外科学会 武内　大 副腎皮質癌に対するミトタン投与と血中濃度について
2019.10.17 日本内分泌外科学会 稲石　貴弘 当院における同時性両側副腎摘出術についての検討
2019.10.17 日本内分泌外科学会 一川　貴洋 副腎皮質癌術後に膵体部後面に局所再発を来し、治癒切除可能であった1例
2019.10.24 日本癌治療学会 武内　大 術前に副腎皮質癌が疑われた非機能性褐色細胞腫の1例 
2019.11.12 八事PTxフォーラム 武内　大 上縦隔の異所性副甲状腺嚢胞による機能亢進症を開胸手術で摘出した症例
2020.02.21 日本乳腺疾患研究会 柴田　雅央 乳腺・内分泌外科患者に対する漢方薬の使用状況と有用性に関する検討
2020.02.21 制癌剤適応研究会 稲石　貴弘 乳癌におけるPFKPの役割に関する検討
2020.02.21 制癌剤適応研究会 一川　貴洋 乳癌におけるSYT13遺伝子発現と病理学的因子との関連について
2020.03.05 Asian Association of Endocrine Surgeons 武内　大 Can an increased NRL predict introduction of molecular target drugs for the DTC recurrence?
2020.03.05 Asian Association of Endocrine Surgeons 柴田　雅央 A Single Institution Case Series of Medullary Thyroid Carcinoma
2020.05.21 日本内分泌外科学会 武内　大 褐色細胞腫の発見契機の違いによる臨床的検討
2020.08.13 日本外科学会 武内　大 NLRは甲状腺分化癌の再発に対する分子標的薬導入の目安となるか?
2020.08.13 日本外科学会 菊森　豊根 気管全層浸潤を伴う甲状腺乳頭癌に対する甲状腺全摘，気管袖状切除および一期的端々吻合術 
2020.08.13 日本外科学会 稲石　貴弘 乳癌におけるPFKP遺伝子発現と病理学的因子に関する検討
2020.08.13 日本外科学会 一川　貴洋 乳癌におけるSYT13の役割に関する検討
2020.09.17 日本内分泌外科学会 柴田　雅央 褐色細胞腫を除く両側副腎腫瘍の治療戦略
2020.09.17 日本内分泌外科学会 柴田　雅央 高リスク甲状腺乳頭癌の遺伝子発現プロファイリング解明を目指した研究 
2020.09.17 日本内分泌外科学会 菊森　豊根 ポイントオブケア試験装置による微量副甲状腺組織懸濁液中 AST 対 LDH 比の測定は凍結切片の代替に なり得る 
2020.09.17 日本内分泌外科学会 稲石　貴弘 成人発症の副腎原発神経芽腫の 1 例
2020.10.09 日本乳癌学会 武内　大 当院におけるアベマシクリブの投与状況 Current status of using abemaciclib in our hospital 
2020.10.09 日本乳癌学会 高野　悠子 HER2陽性早期乳癌に対する化学療法における心毒性の評価 Cardio-toxicity of chemotherapy for HER2 positive early breast cancer

2020.10.22 日本癌治療学会 柴田　雅央 高リスク甲状腺乳頭癌の遺伝子発現プロファイリング解明を目指した研究


