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本救急医学会総会・学術集会, 一般演題, 岐阜, 2020, 11. 
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を用いた治療戦略の妥当性. 第75回日本消化器外科学会総会, 一般演題, Web, 2020, 12. 
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学会学術総会, パネルディスカッション, Web, 2020, 10. 

3. 竹内 英樹, 門倉 俊明, 木村 安希, 原田 郁, 有岡 仁, 湯川 裕子, 柳原 武史, 大椛 裕美, 奥村 輝, 千島 隆司：血小板減少を伴う骨髄
癌腫症に対し卵巣機能抑制下でのアベマシクリブ/レトロゾール併用療法が奏功した1例. 第28回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 
Web, 2020, 10. 

4. 有岡 仁：乳癌診療ガイドライン追補2019 薬物療法について. 第26回横浜乳癌治療研究会, 講演・ランチョン, 横浜, 2020, 1. 
5. 有岡 仁：がん治療薬による末梢神経障害. 済生会横浜市南部病院2019年度第4回緩和ケア研究会, 講演・ランチョン, 横浜, 2020, 1. 
6. 千島 隆司：チーム医療のABC in 沖縄 2020. 琉球乳腺倶楽部第6回沖縄乳がん学校, 講演・ランチョン, 那覇, 2020, 2. 
7. 千島 隆司：がん診療におけるコミュニケーションの実際 in 沖縄 2020. 琉球乳腺倶楽部第6回沖縄乳がん学校, 講演・ランチョン, 
那覇, 2020, 2. 

8. 千島 隆司：乳がん免疫チェックポイント阻害剤（ICI）の診療におけるポイントと今後の展望. Yokohama city university Breast 
cancer Seaside（Y.BREAST）, 座長, 横浜, 2020, 2. 

9. 千島 隆司：エクソソームによる乳がんの診断と治療戦略. Pfizer Breast Cancer Internet Symposium in Yokohama 2020, 座
長, 横浜, 2020, 7. 

10. 山本 康, 篠木 美穂, 梅田 龍, 藤原 文麗, 柴田 侑華子, 原田 郁, 竹内 英樹, 千島 隆司：当院における乳房再建待機患者の現状. 第5
回神奈川乳房再建研究会, パネルディスカッション, 横浜, 2020, 7. 

11. 千島 隆司：パンデミックで始まる－新しい時代の医薬品情報提供改革. IQVIAユート・ブレーンセミナー2020「Society 5.0とこれ
からの医療」, 講演・ランチョン, 東京, 2020, 8. 

12. 千島 隆司：HR陽性/HER2陰性再発乳癌におけるベージニオの役割. Lilly Breast Cancer Web Coference 2020, 座長, 横浜, 
2020, 9. 

13. 千島 隆司：珍しい組織型の乳癌の画像診断 病理像と対比させて. 横浜乳腺画像診断勉強会2020, 座長, 横浜, 2020, 10. 
14. 千島 隆司：これからのHER2陽性乳癌治療を考える. Chugai Breast Cancer Seminar on Zoom, 座長, 横浜, 2020, 10. 
15. 千島 隆司：HER2陽性原発乳癌の治療戦略. 2nd Yokohama city university Breast cancer Seaside（Y.BREAST）, 座長, 横浜, 

2020, 11. 
16. 柴田 侑華子, 千島 隆司, 山本 晋也, 原田 郁, 竹内 英樹, 湯川 裕子, 柳原 武史, 有岡 仁：エリブリンの治療成績とNLR, ALCの検

討. 第30回神奈川乳腺疾患懇話会, 一般演題, 横浜, 2020, 11. 
17. 千島 隆司, 矢方 美紀：元SKE48矢方、セルフチェック呼びかけ. 日テレNEWS24：2019年9月28日放送. 
18. 千島 隆司, 大山 紘平, 村山 奈穂, 廣谷 亮, 松原 優香：乳がんチェックの啓発動画が1.1億回再生を突破！ TikTokを活用した横浜市

の狙いとは. Adver Times：2020年01月22日号. 
19. 千島 隆司：1時間笑いっぱなしの乳がんセミナー. 広報新宿（東京都）, 第2309号, 8面：2020年2月5日. 
20. 千島 隆司, 荒木田 百合, 山口 琢也：「新たな視点」による乳がん啓発プロジェクト. 最新医療経営 PHASE３ vol.427（3月号）： 

2020年2月10日号. 
21. 千島 隆司：乳がん.国民のための名医ランキング 2021～2023－いざという時の頼れる医師ガイド 全国1045人厳選. 桜の花出版, 

東京：335頁, 2020年8月16日発行. 
22. Yamamoto S, Chishima T, Sugae S, Shibata Y, Yamada A：Breast cancer suspected to originate from familial heredi-

tary tumors：A case report. Clin Case Rep, 8 (4)：648-652, 2020. 
23. Shimoi T, Nagai SE, Yoshinami T, Takahashi M, Arioka H, Ishihara M, Kikawa Y, Koizumi K, Kondo N, Sagara Y, 

Takada M, Takano T, Tsurutani J, Naito Y, Nakamura R, Hattori M, Hara F, Hayashi N, Mizuno T, Miyashita M, 
Yamashita N, Yamanaka T, Saji S, Iwata H, Toyama T：The Japanese Breast Cancer Society Clinical Practice 
Guidelines for systemic treatment of breast cancer, 2018 edition. Breast Cancer, 27 (3)：322-331, 2020. 

24. 大椛 裕美：【乳がん患者へのトータルケア 病棟・外来看護師が知っておきたい乳がん看護のエッセンス】（Part 3）多職種連携・協
働における看護師の役割. 看護技術, 66 (2)：38-42, 2020. 

 
<横浜市立みなと赤十字病院＞ 
1. 渡部 顕, 大田 貢由, 清水 亜希子, 近藤 裕樹, 杉田 光隆：Leriche症候群のため右鎖骨下－両側大腿動脈バイパスを皮下に有する直
腸癌症例に対して行ったロボット支援下低位前方切除術の1例. 第12回日本ロボット外科学会, 一般演題, 東京, 2020, 2. 
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5. 山田 淳貴, 三宅 謙太郎, 松山 隆生, 平井 公也, 前橋 学, 阿部 有佳, 朴 峻, 清水 康博, 中山 岳龍, 薮下 泰宏, 本間 祐樹, 熊本 宜
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