●外科学講座

Department of Surgery

1. 所属構成員等
教
授 櫻井健一（科長）
准 教 授 平野智寛（医長）
講
師 鈴木周平（医長）
助
教 安達慶太
非 常 勤 講 師 小豆畑丈夫, 高本雄幸, 植松義直, 加藤正二郎, 山本範子
事 務 職 員 原田咲乃（4月〜9月）
2. 研究テーマ
1) 乳房温存手術 breast-conserving surgery.
2) HER-2陽性乳癌 HER-2 positive breast cancer.
3) 超音波検査 ultrasonogrphy.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
記載事項なし
特許
記載事項なし

4. 学位取得者
1) 安達慶太: 炎症性腸疾患モデルにおけるbenzo[a]pyreneの炎症抑制効果
Benzo[a]pyrene suppresses inflammation in DSS-induced colitis., 2020年3月
25日, 日本大学，博士(医学）.
5. 主催学会等
記載事項なし
6. 国際交流状況
記載事項なし
7. 外部・学内研究費
1) 2020年大鵬薬品工業奨学寄付金（大鵬薬品工業）, (新規), 2020年, 超音波
Elastogrqaphyによる乳房線維腺腫と葉状腫瘍の弾性の研究, 櫻井健一(代表), 平
野智寛、鈴木周平(分担), 800,000円, 2020年度, 800,000円
8. 研究業績
A. 著書
記載事項なし
B. 原著
1) Fujisaki S, Takahashi M, Sakurai K, Tomita R, Takayama T: Adhesiolysis
Liver Resection in a Patient with a Reconstructed Stomach Tube after
Esophagectomy, ☆Journal of Cancer Therapy, 2020; 11: 371-376.
2) Ishibashi N, Nishimaki H, Maebayashi T, Adachi K, Sakurai K, Masuda S,
Hata M(7th), Okada M(8th) (8 authors): Partial chest wall radiation
therapy for positive or close surgical margins after modified radical
mastectomy for breast cancer without lymph node metastasis, ☆Asia Pac J
Clin Oncol, 2020; 16(1): 28-33, doi: doi: 10.1111/ajco.13276.
3) 安達慶太, 鈴木周平, 平野智寛, 櫻井健一: 術後8年目に局所再発を来した乳癌の1
例, ◯癌と化学療法, 2020; 47(13): 2195-2197.
4) 富田凉一, 櫻井健一, 藤﨑 滋, 平野智寛, 鈴木周平, 小豆畑丈夫, 髙本雄幸
(7th) (7 authors): 下部直腸癌低位前方切除術後での失禁の有無からみた陰部神
経運動技機能, ◯癌と化学療法, 2020; 47(13): 1756-1758.

5) Fujisaki S, Sakurai K, Tomita R, Takayama T: Gallstone ileus with
cholecysto-ileal fistula: One stage surgery in an extremely-elderly
patient, ☆Asian J Surg, 2020; 43(11): 1115-1116.
6) Fujisaki S, Takashina M, Sakurai K, Tomita R, Takayama T: Granulomatous
cholangitis mimicking hilar cholangiocarcinoma: a case report, ☆BMC
gastroenterol, 2020; 20(1): 369.
C. 総説・解説
記載事項なし
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
E. 翻訳
特記事項なし
F. 学術大会発表
1) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，平野智寛，富田凉一，藤﨑
滋. 高齢者乳癌治療後に発生した放射線誘発性皮膚血管肉腫. 第42回日本癌局所療
法研究会プログラム・抄録集, 2020; 83.
2) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，平野智寛，富田凉一，藤﨑
滋. 乳腺Neuroendocrine ductal carcinoma in situの1例. 第42回日本癌局所療法
研究会プログラム・抄録集, 2020; 84.
3) 安達慶太，鈴木周平，平野智寛，櫻井健一. 術後8年目に局所再発を来した乳癌の1
例. 第42回日本癌局所療法研究会プログラム・抄録集, 2020; 92.
4) 富田凉一，櫻井健一，藤﨑 滋，平野智寛，鈴木周平，小豆畑丈夫. 下部直腸癌低
位前方切除術後での失禁の有無からみた陰部神経運動技機能. 第42回日本癌局所療
法研究会プログラム・抄録集, 2020; 128.
5) 富田凉一，櫻井健一，藤﨑 滋，安達慶太，平野智寛，鈴木周平，小豆畑丈夫，高
本雄幸. 下部直腸癌低位前方切除術後での便失禁の有無からみた陰部神経運動技機
能. 第120回日本外科学会定期学術集会, 2020; SF-009-7.
6) 富田凉一，櫻井健一，藤﨑 滋，小豆畑丈夫，朴 英智. ヒトS状結腸壁内神経の
non-adrenergic non-cholinergic inhibitory nerveに対するApaminの作用. 第75
回日本消化器外科学会総会, 2020; 201.
7) 藤﨑 滋，髙階 幹，櫻井健一，富田凉一，高山忠利. 当院における閉塞性大腸癌
の治療と注意点. 第75回日本消化器外科学会総会, 2020; 122.
8) 富田凉一，櫻井健一，藤﨑 滋，小豆畑丈夫. Apaminは結腸壁内神経のnonadrenergic non-cholinergic inhibitory nerveを抑制する. 日本大腸肛門病学会
雑誌, 2020; 73(9): 195.
9) 櫻井健一，鈴木周平，平野智寛，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，藤﨑 滋，富田
凉一. 乳房温存手術を施行した若年者同時性同側性多発癌の1例. 第28回日本乳癌
学会総会プログラム・抄録集, 2020; 142.
10) 平野智寛，鈴木佑奈，窪田仁美，安達慶太，鈴木周平，櫻井健一. 乳癌診療におけ
る周術期口腔機能管理. 第28回日本乳癌学会総会プログラム・抄録集, 2020; 68.
11) 二村 学，大庭真梨，増田慎三，中山貴寛，櫻井健一，坂東裕子，岡田守人，山本
豊，金 敬徳，佐伯俊昭，長嶋 健，桑山隆志，唐 宇飛，平野 明，井口雅史，
山神和彦，水野 豊，小島康幸，八十島宏行，大野真司. 乳癌術前化学療法におけ
るアブラキサンの有用性についての大規模統合解析. 第28回日本乳癌学会総会プロ
グラム・抄録集, 2020; 220.
12) 鈴木周平，櫻井健一，平野智寛，安達慶太. 乳癌患者の化学療法導入における口腔
機能管理の検討. 第28回日本乳癌学会総会プログラム・抄録集, 2020; 68.
13) 池田 緑，齋藤寛佳，齋藤優子，桑子亜耶子，小野寿子，野本奈津子，野本尚彦，
竹元豊志，辻 泰喜，櫻井健一. 当院における乳がん検診からの早期発見・早期治
療への取り組みについて. 第61回日本人間ドック学会学術大会プログラム・抄録
集, 2020; 35(3): 411.

14) 櫻井健一，鈴木周平，平野智寛，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，藤﨑 滋，塩味
正雄，池田ゆかり，辻 泰喜. 介護施設入所中に発見された検診未受診高齢者乳癌
の治療経験. 第61回日本人間ドック学会学術大会プログラム・抄録集, 2020;
35(3): 411.
15) 櫻井健一，鈴木周平，平野智寛，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，藤﨑 滋，塩味
正雄，池田ゆかり，辻 泰喜. 健診における乳腺良性腫瘍摘出後症例の盲点. 第61
回日本人間ドック学会学術大会プログラム・抄録集, 2020; 35(3): 410.
16) 櫻井健一，鈴木周平，平野智寛，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，富田凉一，藤﨑
滋. 7年間Fulvestrantが奏功している若年者嚢胞内癌術後多発転移症例の超音波所
見. 日本超音波医学会第93回学術集会プログラム・抄録集, 2020; 47: 442.
17) 櫻井健一，安達慶太，鈴木周平，平野智寛，窪田仁美，鈴木佑奈，富田凉一，藤﨑
滋. 骨シンチで濃染し急速に増大した骨・軟骨化生を伴う乳癌の1例. 第58回日本
癌治療学会学術集会抄録集, 2020; 35.
18) 藤﨑 滋，高階 幹，櫻井健一，富田凉一，高山忠利. 閉塞性大腸癌に対する初期
対応とその後の大腸癌治療およびpitfallについて. 第120回日本外科学会定期学術
集会抄録集, 2020; DP-093-1.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 櫻井健一: 乳がん検診のNext Step:J-STARTからみた高濃度乳房対策〜進行再発乳
癌におけるエリブリンの話題も添えて〜, 第61回日本人間ドック学会学術大会, 横
浜市 (2020年11月27日)．
2) 櫻井健一，平野智寛（座長）: 人間ドックにおける健診と乳房疾患について, 第61
回日本人間ドック学会学術大会, web開催 (2020年11月27日)．
3) 櫻井健一: 最近の乳癌検診・治療について, 大鵬薬品工業株式会社 社内研修会,
東京 (2020年11月25日)．
4) 櫻井健一: 歯科大学附属病院における乳癌診療の特殊性について, 中外製薬株式会
社 社内研修会, 東京 (2020年12月7日)．
H. その他の出版物
記載事項なし

