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31. 千島 隆司：Quality of Survivalを考慮したER陽性MBCの治療戦略（特別講演・座長）. Educational Meeting on Advanced 

Breast Cancer 2019, 座長・司会, 横浜, 2019. 2. 
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46. 千島 隆司：HR陽性HER2陰性進行再発乳がん治療～Palbociclibのエビデンス. Pfizer Breast Cancer Symposium in Yokohama, 

座長・司会, 横浜, 2019. 9. 
47. 千島 隆司：日本の乳がん診療で必要な医薬品情報提供とは～ドラッカーに学ぶ“がんのチーム医療”～. IQVIAソリューションズ ユー
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Tsugawa K, Ogata H, Ota T, Kosaka Y, Sengoku N, Kuranami M, Niikura N, Saito Y, Suzuki Y, Suto A, Arioka H, 
Chishima T, Ichikawa Y, Endo I, Tokuda Y：Anthracycline could be essential for triple-negative breast cancer：A 
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24日号. 
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65. 千島 隆司：乳がんチェックへ啓発ダンス 横浜市とTikTokが連携. 時事メディカル電子版：2019年9月27日号. 
66. 千島 隆司：乳がんチェックへ啓発ダンス＝横浜市とTikTokが連携医療ニュース トピックス. 時事通信（JIJI.COM）：2019年9月27

日号. 
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4. 小林 侑華子, 嶋田 和博, 三上 太郎：術前に乳腺間質肉腫と診断されるも術後病理にて巨大悪性葉状腫瘍と診断された1例. 第16回日

本乳癌学会関東地方会, 一般演題, 埼玉, 2019, 12. 
5. Shimada K, Ishikawa T, Yamada A, Sugae S, Narui K, Shimizu D, Chishima T, Endo I：Matrix-producing Carcinoma as 

an Aggressive Triple-negative Breast Cancer：Clinicopathological Features and Response to Neoadjuvant Chemo-
therapy. ANTICANCER RESEARCH, 39 (7)：3863-3869, 2019. 

 
<横浜保土ヶ谷中央病院＞ 
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