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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）
非 常 勤 講 師 小豆畑丈夫, 藤崎

滋, 髙本雄幸

2. 研究テーマ
1) 乳頭乳輪温存手術の研究 Study of Nipple-sparing mastectomy.
2) センチネルリンパ節生検術 Study of Sentinel lymph node biopsy.
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
記載事項なし
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) エーザイ株式会社, 奨学寄付, (新規), 2019年11月1日～2020年10月31日, ライト
付き筋鉤による外側側方切開＋乳頭乳輪温存胸筋温存乳房切除術の検討, 櫻井健一
(代表), 2019年度, 1,000,000円
2) 中外製薬株式会社, 奨学寄付, (新規), 2019年11月1日～2020年10月31日, ライト
付き筋鉤による外側側方切開＋乳頭乳輪温存胸筋温存乳房切除術の検討, 櫻井健一
(代表), 2019年度, 800,000円
3) 大鵬薬品工業株式会社, 奨学寄付, (新規), 2019年11月1日～2020年10月31日, ラ
イト付き筋鉤による外側側方切開＋乳頭乳輪温存胸筋温存乳房切除術の検討, 櫻井
健一(代表), 2019年度, 1,000,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 櫻井健一 (分担執筆) : , 天野隆弘，亀井徹正，鏑木淳一〔監修〕, 人間ドック健
診専門医試験問題集, 改訂版, サイエンティスト社, 東京, 2019, ISBN
9784860790776.

B. 原著
1) 安達慶太, 櫻井健一, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 鈴木周平, 槙島 誠: 年齢を考慮した
高齢者男性乳癌の治療経験, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 309-311.
2) 安達慶太, 櫻井健一, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 鈴木周平, 槙島 誠: 頸部リンパ節腫
脹を契機に発見された高齢者進行乳癌の1例, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 312314.
3) 森 聡史, 櫻井健一, 藤崎 滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th)
(8 authors): 高齢者に発症したセンチネルリンパ節生検を施行した男性乳癌の1
例, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 333-335.

4) 門傅香織, 櫻井健一, 藤崎 滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th)
(8 authors): 全自動乳房超音波画像診断装置(ABUS)の高齢者への使用経験, ◯癌
と化学療法, 2019; 46(2): 345-347.
5) 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平, 原由起子, 藤崎 滋, 平野智寛(9th),
櫻井健一(10th) (10 authors): 乳癌・子宮癌を同時に呈した重複癌の1例, ◯癌と
化学療法, 2019; 46(2): 339-341.
6) 平野智寛, 櫻井健一, 藤崎 滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th)
(8 authors): 全自動乳房超音波画像診断装置(ABUS)のPaget病診断時の問題点につ
いて, ◯癌と化学療法, 2019; 46(2): 348-350.
7) 小山祐未, 櫻井健一, 藤崎 滋, 窪田仁美, 鈴木佑奈, 安達慶太, 鈴木周平(7th)
(8 authors): 高齢者に発症した同時性両側性乳癌の1例, ◯癌と化学療法, 2019;
46(2): 351-353.
8) 藤崎 滋, 高階 幹, 富田凉一, 櫻井健一, 高山忠利: 直腸癌術後20年目に生じた
直腸粘膜癌に対する非治癒切除例に集学的治療を行い長期生存した1例, ◯癌と化
学療法, 2019; 46(3): 487-489.
9) Ishibashi N, Nishimaki H, Maebayashi M, Masaharu H, Adachi K, Sakurai K:
Changes in the Ki-67 labeling index between primary breast cancer and
metachronous metastatic axillary lymph node: A retrospective observational
study, ☆◎Thoracic Cancer, 2019; 10: 203-208, doi: 10.1111/17597714.12907.
10) 渡邉美帆, 藤崎 滋, 高階 幹, 富田凉一, 櫻井健一, 増田しのぶ: 後腹膜への胆
汁貯留をきたした胆嚢穿孔の1例.日本腹部救急医学会雑誌, 2019; 39(4): 679682.
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) 鈴木佑奈，櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木周平，原 由起子，平野智寛，榎
本克久，藤崎 滋，富田凉一，槙島 誠. 炎症性腸疾患model mouseにおけるINFγとindoleamine 2,3-dioxygenae発現について. 日本外科学会定期学術集会抄録集
119回, 2019; PS-005-5.
2) 榎本克久，平野智寛，櫻井健一. 予後を考慮した乳癌脳転移症例に対する治療方
針. 日本外科学会定期学術集会抄録集119回, 2019; PS-038-4.
3) 藤崎 滋，高階 幹，富田凉一，櫻井健一，高山忠利. 一般市中病院において経験
した原発性十二指腸癌切除例の術式選択. 日本外科学会定期学術集会抄録集119回,
2019; PS-083-8.
4) 富田凉一，小豆畑丈夫，藤崎 滋，櫻井健一，高本雄幸. 迷走神経・幽門輪温存幽
門側胃切除後の残胃内食物残渣停滞の有無と残胃排出機能および空腹時強収縮帯の
関連について. 日本外科学会定期学術集会抄録集119回, 2019; SF-078-4.
5) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，原 由起子，平野智寛，榎
本克久，藤崎 滋，富田凉一. 炎症性乳癌型再発時のindoleamine 2,3dioxygenase発現状態. 日本外科学会定期学術集会抄録集119回, 2019; PS-192-6.
6) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，原 由起子，榎本克久，平
野智寛，藤崎 滋，富田凉一. ５cmを超える乳癌に対して全自動乳房超音波診断装
置が広がり診断に有用であった1例. 超音波医学, 2019; 46: S738.
7) 櫻井健一、安達慶太、窪田仁美、鈴木佑奈、鈴木周平、原由起子、榎本克久、平野
智寛、藤崎 滋、富田凉一. 乳房嚢胞内腫瘍に対する全自動乳房超音波診断装置
(ABUS)の使用経験. 超音波医学, 2019; 46: S738.

8) 平野智寛，鈴木佑奈，窪田仁美，安達慶太，鈴木周平，原 由起子，榎本克久，櫻
井健一. 立位困難にて発覚した甲状腺乳頭癌の脊椎・肺転移に対し、整形外科領域
手術、放射線照射、甲状腺全摘術、頸部リンパ節郭清術及びレンバチニブ投与療法
の集学的治療にて5年以上のPRを維持している一例. 日本内分泌外科学会雑誌,
2019; 36: S134.
9) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，後藤洋伯，平野智寛，富田
凉一，藤崎 滋. 乳腺線維腺腫摘出部位近傍より発生した葉状腫瘍の超音波所見に
ついて. 第41回日本癌局所療法研究会抄録集, 2019;
10) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，鈴木周平，後藤洋伯，平野智寛，富田
凉一，藤崎 滋. 急速に増大し乳癌との鑑別が困難であった乳管内乳頭腫の1例.
癌と化学療法, 2019; 47(1): 153-155.
11) 櫻井健一，藤崎 滋，安達慶太，窪田仁美，鈴木周平，鈴木佑奈，平野智寛，富田
凉一. 乳房嚢胞内腫瘍に対する全自動乳房超音波診断装置(ABUS)の使用経験. 日本
乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 378.
12) 窪田仁美，平野智寛，鈴木佑奈，武井咲月，原華保里，森 聡史，渡邉美帆，禹有
佳里，安達慶太，藤原麻子，鈴木周平，原由起子，榎本克久，櫻井健一. 針生検で
明らかな悪性初見が得られず、診断に2年要した乳癌症例の一例. 日本乳癌学会総
会プログラム抄録集, 2019; 358.
13) 鈴木佑奈，櫻井健一，武井咲月，窪田仁美，安達慶太，鈴木周平，原 由起子，平
野智寛，榎本克久. トリプルネガティブ乳癌症例における術前化学療法奏功率に影
響する因子の検討. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 365.
14) 榎本克久，藤原麻子，鈴木周平，平野智寛，原 由起子，櫻井健一. 乳癌手術にお
けるドレーン留置の必要性と効率性. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019;
435.
15) 原華保里，榎本克久，鈴木佑奈，武井咲月，窪田仁美，小山祐未，森 聡史，禹有
佳里，渡邉美帆，後藤洋伯，藤原麻子，安達慶太，鈴木周平，松本京子，原 由起
子，村上絵里子，平野智寛，櫻井健一. 当科で経験したpCR症例の臨床学的検討.
日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 452.
16) 禹有佳里，榎本克久，鈴木佑奈，窪田仁美，森 聡史，原華保里，渡邉美帆，後藤
洋伯，藤原麻子，安達慶太，鈴木周平，原 由起子，平野智寛，櫻井健一. 術前高
容量Cyclophosphamideが奏功したstageIV乳癌の治療経験. 日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集, 2019; 494.
17) 小山祐未，谷 眞弓，小関 淳，増尾有起，副島一孝，天野定雄，櫻井健一. リン
パ節転移陽性乳癌に術前化学療法後、皮膚拡張器(TE)による一次乳房再建を施行し
た4症例の検討. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 550.
18) 鈴木周平，櫻井健一，榎本克久，平野智寛，原 由起子，安達慶太，藤原麻子，渡
邉美帆，森 聡史，原華保里，窪田仁美，鈴木佑奈. センチネルリンパ節に微小転
移を認めた乳癌の術後薬物療法に関する検討. 日本乳癌学会総会プログラム抄録
集, 2019; 571.
19) 平野智寛，鈴木佑奈，武井咲月，門傅香織，窪田仁美，高木真由子，森 聡史，原
華保里，後藤洋伯，禹有佳里，渡邉美帆，藤原麻子，安達慶太，鈴木周平，堀 京
子，原 由起子，榎本克久，櫻井健一. HER-2陽性多発転移乳癌に対しホルモン剤
併用抗、HER-2療法が著効し60ヶ月以上の長期PRを維持した一例. 日本乳癌学会総
会プログラム抄録集, 2019; 691.
20) 安達慶太，鈴木周平，鈴木佑奈，窪田仁美，森 聡史，原 華保里，渡邉美帆，藤
原麻子，原 由起子，平野智寛，榎本克久，櫻井健一. Trastuzumab+Pertuzumabに
よりlong SDを得ているHER2陽性転移・再発乳癌の1例. 日本乳癌学会総会プログラ
ム抄録集, 2019; 692.
21) 藤原麻子，榎本克久，鈴木佑奈，武井咲月，窪田仁美，原 華保里，森 聡史，後
藤洋伯，渡邉美帆，安達慶太，鈴木周平，松本京子，原 由起子，平野智寛，櫻井
健一. EC逐次Eribulin投与でLong SDが得られた症例経験. 日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集, 2019; 717.
22) 原由起子，櫻井健一，榎本克久，平野智寛，松本京子，鈴木周平，藤原麻子，安達
慶太，後藤洋伯，渡邉美帆. 転移性乳癌に対するエリブリン投与症例が病勢進行と
なった場合の転移形式について. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 718.

23) 森 聡史，櫻井健一，鈴木佑奈，窪田仁美，原 華保里，渡邉美帆，禹有佳里，藤
原麻子，安達慶太，鈴木周平，堀 京子，原 由起子，平野智寛，榎本克久. 乳腺
扁平上皮癌の1例. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 725.
24) 渡邉美帆，榎本克久，鈴木佑奈，窪田仁美，原 華保里，森 聡史，後藤洋伯，禹
有佳里，安達慶太，藤原麻子，鈴木周平，原 由起子，平野智寛，櫻井健一. 維持
透析患者症例の乳癌治療経験. 日本乳癌学会総会プログラム抄録集, 2019; 745.
25) 櫻井健一，鈴木周平，平野智寛，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，後藤洋伯，塩味
正雄，藤崎 滋，富田凉一. 検診で発見された小腫瘤径の乳癌に対する超音波検査
の検討. 人間ドック, 2019; 34(2): 323.
26) 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，藤崎
滋. 乳腺良性腫瘍摘出後症例の検診における盲点. 日本がん検診・診断学会会誌,
2019; 27(1): 101.
27) 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，藤崎
滋. 介護施設入所中に発見された検診未受診乳癌の治療経験. 日本がん検診・診断
学会会誌, 2019; 27(1): 102.
28) 藤崎 滋，高階 幹，富田凉一，櫻井健一，高山忠利. ストマ関連の特殊な合併症
-術後せん妄に伴ったストマへの自損行為に対する緊急手術例-. 日本大腸肛門病学
会雑誌, 2019; 72(9): A181.
29) 櫻井健一，安達慶太，窪田仁美，鈴木佑奈，後藤洋伯，鈴木周平，平野智寛，藤崎
滋，富田凉一. 対策型乳癌検診で発見された左側浸潤性乳管癌・ 右側Mucocelelike lesionの超音波所見について. 日本超音波医学会第31回関東甲信越地方会学
術集会抄録集, 2019;
30) 櫻井健一，藤崎 滋，安達慶太，鈴木佑奈，窪田仁美，鈴木周平，平野智寛，富田
凉一. 乳癌同一臨床病期における年齢別Indoleamine 2,3-dioxygenaseの発現状態
の検討. 第57回日本癌治療学会学術集会抄録集, 2019;
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) 櫻井健一: HER-2陰性乳癌の治療戦略について, 中外製薬株式会社社内研修会, 招
待講演, 東京 (2019年4月9日).
2) 櫻井健一: 乳癌診療における地域連携〜最新の薬物療法を含めて〜, 北区医師会学
術講演会, 招待講演, 東京 (2019年5月23日).
3) 櫻井健一: 乳がん診療における地域連携〜痛みへの支持療法を含めて〜, シオノギ
webカンファレンス, 招待講演, 東京 (2019年9月25日).
4) 櫻井健一: 乳がん診療と地域連携, 大鵬薬品工業株式会社社内研修会, 招待講演,
東京 (2019年9月27日).
5) 櫻井健一: 一緒に学ぶ乳がん, 北区教育委員会 B地区学校保健協議会, 招待講演,
東京 (2019年10月10日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 櫻井健一: ポスター6「基礎研究」, 第40回癌免疫外科研究会, 金沢市 (2019年5月
16日)．
2) 櫻井健一: ランチョンセミナー11「乳腺超音波検査における今と今後」, 日本超音
波医学会第92回学術集会, 東京 (2019年5月26日)．
3) 櫻井健一: 「施設間連携について」, Breast Cancer Conference in Jyohoku, 東
京 (2019年6月24日)．
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