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, 講
演・ランチョン, 横浜, 2019. 1.
23. 八木 智子：ピアサポートの現場から〜今、そしてこれから〜. 第 1 回がんピアサポート大会 in Yokohama, シンポジウム, 横浜,
2019. 1.
24. 千島 隆司：がん診療におけるコミュニケーションの実際. 琉球乳腺倶楽部第 5 回沖縄乳がん学校, 講演・ランチョン, 那覇, 2019. 1.
25. 大椛 裕美：がん治療に伴うリンパ浮腫で必要なケア. 横浜市北東部在宅医療研究会2019, 講演・ランチョン, 横浜, 2019. 1.
26. 千島 隆司：乳がん患者へのサポーティブケアの多様性（特別講演・座長）
. 第24回横浜乳癌治療研究会, 座長・司会, 横浜, 2019. 1.
27. 有岡 仁：がん免疫療法のMode of Action（特別講演・座長）
. 神奈川乳腺カンファレンス第18回学術集会, 座長・司会, 横浜, 2019.
1.
28. 千島 隆司：乳がん診療におけるパラダイムシフト〜診断・手術・薬物療法の近未来〜. Takeda Breast Cancer Web講演会2019,
講演・ランチョン, 東京, 2019. 1.
29. 千島 隆司：もし病院のメディカルスタッフがドラッカーの「マネジメント」を読んだら. Breast Cancer Seminar 〜Bone Health
を考える〜, 講演・ランチョン, 横浜, 2019. 2.
30. 千島 隆司：乳がん診療「今昔物語」〜近未来における検診・手術・薬物治療〜. Yokohama Kohoku がんと健康市民講座2019, 講
演・ランチョン, 横浜, 2019. 2.
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.
32. 千島 隆司：乳がん薬物療法の考え方−「自分らしく生きる」を支えるために（特別講演・座長）
. よこはま乳がん学校第 9 期（後期日
程）
, 座長・司会, 横浜, 2019. 2.
33. 千島 隆司：ドラッカーに学ぶチーム医療マネジメント〜AI時代だからこそ必要とされるコミュニケーション力〜. NK Breast
Cancer Seminar in Yokohama 2019 , 講演・ランチョン, 横浜, 2019. 2.
34. 千島 隆司, 清水 大輔, 成井 一隆, 菅江 貞亨, 陳 美齡：家族みんなで知っておきたい乳がんのこと. 家族で学ぼう！ 乳がんのこと
「ももいろパーク」, ワークショップ, 横浜, 2019. 3.
35. 千島 隆司：再発乳癌治療におけるAdvance Care Planning. 第74回神奈川東部地区緩和ケア研究会, 講演・ランチョン, 横浜,
2019. 3.
36. 竹内 英樹：乳がんと向き合ってゆく上でのよもやま話. 横浜市北東部乳がん患者講演会2019, 講演・ランチョン, 横浜, 2019. 3.
37. 有岡 仁：HR陽性HER2陰性乳がんの治療戦略（パネルディスカッション・司会）
. YOKOHAMA Breast Cancer Forum 2019 , 座
長・司会, 横浜, 2019. 4.
38. 千島 隆司：アドバンス・ケア・プランニング−治療困難ながん患者に最善のケアを提供するために−. 横浜北部・川崎エリア乳がん
ガイドラインカンファレンス, 座長・司会, 横浜, 2019. 6.
39. 千島 隆司, 相良 安昭：最新の乳がんガイドラインから治療指針を再考する. 横浜北部・川崎エリア乳がんガイドラインカンファレン
ス, パネルディスカッション, 横浜, 2019. 6.
40. 千島 隆司：MRが知っておきたい乳がん診療のReal World. KKC Breast Cancer Academic Seminar in Tokyo, 講演・ランチョ
ン, 東京, 2019. 6.
41. 千島 隆司：BRCA遺伝学検査導入に関する問題点（一般演題・座長）. 横浜Breast Cancer Seminar 2019, 座長・司会, 横浜,
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2019. 6.
42. 千島 隆司：ドラッカーに学ぶチーム医療マネジメント〜A I 時代に必要とされる医療人となるために〜. NK Breast Cancer Seminar
in Tokyo, 講演・ランチョン, 東京, 2019. 7.
43. 有岡 仁：乳がん周術期化学療法の支持療法. 支持療法を考える会, 講演・ランチョン, 大崎市（宮城県）
, 2019. 7.
44. 有岡 仁：みんなで学ぼう！ 乳がんと遺伝子・遺伝〜がんのパネル検査ってなに？〜. 第18回かながわ乳がん市民フォーラム, 講演・
ランチョン, 横浜, 2019. 8.
45. 千島 隆司：Narrative Based Medicine〜患者に合わせた乳がん治療と情報提供〜. Breast Cancer Symposium & Discussion
2019, 講演・ランチョン, 横浜, 2019. 9.
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

ト・ブレーンセミナー, 講演・ランチョン, 東京, 2019. 11.
48. 大椛 裕美：がんゲノム医療と看護の役割−乳癌に焦点を当てて−（一般演題）. 第29回神奈川乳腺疾患懇話会, 座長・司会, 横浜,
2019. 11.
49. 千島 隆司：患者支援に必要なゲノム医療看護と支持漢方治療. 第29回神奈川乳腺疾患懇話会, 講演・ランチョン, 横浜, 2019. 11.
50. 千島 隆司：乳がん診療における「患者中心のチーム医療」の実践と普及. 第6回昭和上條医療賞講演会, 講演・ランチョン, 東京,
2019. 12.
51. 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 Chemotherapy. Anticancer Res, 39 (7)：3863-3869, 2019.
52. Ohno S, Mukai H, Narui K, Hozumi Y, Miyoshi Y, Yoshino H, Doihara H, Suto A, Tamura M, Morimoto T, Zaha H,
Chishima T, Nishimura R, Ishikawa T, Uemura Y, Ohashi Y：Participants in a randomized controlled trial had longer
overall survival than non-participants：a prospective cohort study. Breast Cancer Res Treat, 176 (3)：631-635, 2019.
53. Narui K, Ishikawa T, Shimizu D, Yamada A, Tanabe M, Sasaki T, Oba MS, Morita S, Nawata S, Kida K, Mogaki M, Doi T,
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
randomised phase Ⅱ study by the Kanagawa Breast Oncology Group (KBOG) 1101. Breast, 47：1-9, 2019.
54. Asaoka M, Narui K, Suganuma N, Chishima T, Yamada A, Sugae S, Kawai S, Uenaka N, Teraoka S, Miyahara K,
Kawate T, Sato E, Nagao T, Matsubara Y, Gandhi S, Takabe K, Ishikawa T：Clinical and pathological predictors of
recurrence in breast cancer patients achieving pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy. Eur J
Surg Oncol, 45 (12)：2289-2294, 2019.
55. 坂本 太, 大椛 裕美, 千島 隆司：乳がん術後の復職支援においてリハビリテーションが果たす役割. 日本職業・災害医学会会誌, 67
(5)：431-435, 2019.
56. 千島 隆司：乳がん診療から見た近未来のMR像−NBM時代に必要な情報提供のあり方−. 医療用医薬品製造販売業公正取引協議会誌,
204：20-22, 2019.
57. 大和田 玄, 岡野 宏, 木村 康宏, 吉田 輔, 七尾 大観, 藤本 潤一, 西澤 英雄：持続的腎代替療法により救命しえたメトホルミンによる
乳酸アシドーシスの一例. 日集中医誌, 26：273-274, 2019.
58. 千島 隆司：チーム医療 治療後の支え 南風原で乳がん学校 専門職の連携学ぶ. 沖縄タイムス（朝刊）
, 17面（くらし面）
：2019年 1 月
24日号.
59. 千島 隆司：乳がんを家族で考えよう. タウンニュース港北区版（横浜市全域で掲載）No.1019：2 月21日号, 2019.
60. 千島 隆司：「 MRは患者のコンシェルジュ」横浜労災病院・千島氏、JASDI不フォーラムで. 日刊薬業：2019年 7 月22日号.
61. 千島 隆司：JASDIフォーラム 「 MRと MSLという敵対組織、すごく嫌だ」杏林大・若林氏. ミクスOnline：2019年 7 月22日号.
62. 千島 隆司：マーケティング部門のあり方を問題視

JASDIフォーラム MRの情報活動阻害、製薬企業は構造改革を. リスファックス,

第7825号：2019年 7 月22日号.
63. 千島 隆司：MRは地域医療で役割を-一部企業で行動評価が浸透. 薬事日報, 第12193号：p2, 2019年 7 月26日号.
64. 千島 隆司：横浜市「医療の視点」とTikTok、乳がんセルフチェック啓発を今月より開始. Med IT Tech：2019年 9 月19日号.
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.
67. 千島 隆司：乳がんの「○○らしい」、その情報は本当か？ Beyond Health：2019年11月12日号.
68. 千島 隆司：ダンスで乳がんに関心を. 朝日新聞（朝刊）
：2019年11月29日号.
69. 千島 隆司：乳がんチェック、ダンスで呼びかけ

TikTokで公開. 朝日デジタル：2019年11月29日号.

70. 千島 隆司：AIには出来ない、人だから出来る診療を！ 乳がんの名医が秘める熱い思い. Clintal（クリンタル）
：https://clintal.com/
doctor/98809：2019年12月18日.
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1. Minami Y：Single Drainage after Pancreaticoduodenectomy. 13th Congress of the European-African Hepato-Pancreato-
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Biliary Association (E-AHPBA), Poster, Amsterdam, 2019, 6.
2. 山岸 茂, 伊藤 慧, 小倉 巧也, 豊田 純哉, 矢後 彰一, 田 鍾寛, 吉川 俊輔, 小笠原 康夫, 山本 晋也, 南 裕太, 岡 智, 牧野 洋知：当
院における大腸憩室症手術症例の検討. 第63回神奈川大腸疾患研究会, 一般演題, 横浜, 2019, 2.
3. 田 鍾寛, 山岸 茂, 小倉 巧也, 伊藤 慧, 豊田 純哉, 矢後 彰一, 小笠原 康夫, 南 裕太, 牧野 洋知, 内藤 亜由美：I CG蛍光観察を用い
た S 状結腸単孔式人工肛門造設術. 第36回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会, ビデオシンポ, 大阪, 2019, 2.
4. 田 鍾寛, 山岸 茂, 小倉 巧也, 伊藤 慧, 佐原 康太, 中堤 啓太, 矢後 彰一, 山本 晋也, 南 裕太, 牧野 洋知, 岡 智：側方郭清を要する
進行下部直腸癌に対する術中 I CG蛍光法を用いた腹腔鏡下手術. 第119回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2019, 4.
5. 豊田 純哉, 南 裕太, 小倉 巧也, 伊藤 慧, 佐原 康太, 中堤 啓太, 矢後 彰一, 田 鍾寛, 山本 晋也, 牧野 洋知, 山岸 茂, 岡 智：中等
症急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術のタイミングと治療成績. 第119回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2019, 4.
6. 中堤 啓太, 山岸 茂, 小倉 巧也, 伊藤 慧, 豊田 純哉, 矢後 彰一, 田 鍾寛, 山本 晋也, 南 裕太, 牧野 洋知, 岡 智：Uncomplicated
appendictisに対する治療成績の世代間比較. 第119回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2019, 4.
7. 伊藤 慧, 山岸 茂, 小倉 巧也, 豊田 純哉, 佐原 康太, 中堤 啓太, 矢後 彰一, 田 鍾寛, 山本 晋也, 南 裕太, 牧野 洋知：当院における
大腸憩室症手術症例の検討. 第119回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2019, 4.
8. 荻窪 まどか, 田 鍾寛, 小倉 巧也, 伊藤 慧, 豊田 純哉, 佐原 康太, 矢後 彰一, 中堤 啓太, 南 裕太, 牧野 洋知, 山岸 茂, 岡 智：直
腸癌によるフルニエ壊疽と上行結腸癌による腸重積が併存した一例【研修医の発表セッション(6)】
. 第119回日本外科学会定期学術集
会, 一般演題, 大阪, 2019, 4.
9. 川島 淳, 田 鍾寛, 小倉 巧也, 伊藤 慧, 豊田 純哉, 佐原 康太, 中堤 啓太, 南 裕太, 牧野 洋知, 山岸 茂, 岡 智：虫垂粘液腫12例の
症例. 第119回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 大阪, 2019, 4.
10. 山岸 茂, 田 鍾寛, 中堤 啓太, 小倉 巧也, 豊田 純哉, 伊藤 慧, 矢後 彰一, 南 裕太, 牧野 洋知, 岡 智：一般病院における外科医の働
き方改革. 第119回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2019, 4.
11. 小倉 巧也, 山岸 茂, 伊藤 慧, 豊田 純哉, 佐原 康太, 中堤 啓太, 矢後 彰一, 田 鍾寛, 山本 晋也, 南 裕太, 牧野 洋知, 岡 智：下部
消化管穿孔による汎発性腹膜炎術後の創管理におけるVacuum Assisted Closure療法（VAC）の有用性. 第119回日本外科学会定期
学術集会, ポスター, 大阪, 2019, 4.
12. 南 裕太, 小倉 巧也, 伊藤 慧, 豊田 純哉, 佐原 康太, 矢後 彰一, 中堤 啓太, 田 鍾寛, 山本 晋也, 牧野 洋知, 山岸 茂, 岡 智：成人
鼠径部ヘルニア手術から始める初期臨床研修医外科教育. 第17回日本ヘルニア学会学術集会, シンポジウム, 四日市, 2019, 5.
13. 伊藤 慧, 山岸 茂, 岡 智, 吉川 俊輔, 赤坂 理：I VR困難な多発肋間動脈に対して開胸止血術を施行した 1 例. 第33回日本外傷学会,
ポスター, 八戸, 2019, 6.
14. 吉川 俊輔, 岡 智, 赤坂 理, 阿南 英明, 山岸 茂, 白石 淳, 大友 康裕：脾臓全摘術と部分切除術を行った外傷症例の背景因子比較. 第
33回日本外傷学会, 一般演題, 八戸, 2019, 6.
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第16回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題, 大宮, 2019, 12.
29. 川口 祐香理, 大田 貢由, 清水 亜希子, 堀内 真樹, 渡部 顕, 杉田 光隆：横行結腸に発見したColitis Cystica Profundaの一例. 第
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2. 小林 圭, 後藤 晃紀, 諏訪 宏和, 大坊 侑, 藤田 亮, 笹本 真覇人, 工藤 孝迪, 小川 薫, 藤本 章博, 藤原 大樹, 阿部 有佳, 川村 祐介,
越智 隆之, 木村 準, 野尻 和典, 吉田 謙一, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：胃癌・大腸癌検診症例合同検討会
横須賀市医師会

大腸がん. 第35回

胃癌・大腸癌検診症例合同検討会, 一般演題, 横須賀, 2019, 2.

3. 小川 薫, 木村 準, 大坊 侑, 藤田 亮, 工藤 孝迪, 笹本 真覇人, 藤本 章博, 藤原 大樹, 阿部 有佳, 川村 祐介, 越智 隆之, 後藤 晃紀,
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