
第10章　研究業績

Ⅰ　論文
　Ａ　欧文論文(雑誌）

所属 筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号）
頁

(初頁−終頁)
発行年

消化器外科 Oki E

Emi Y, Yamanaka T, Uetake H,
Muro K, Takahashi T, Nagasaka
T, Hatano E, Ojima H, Manaka
D, Kusumoto T, Katayose Y,

Fujiwara T, Yoshida K, Unno M,
Hyodo I, Tomita N, Sugihara K,

Maehara Y.

Randomised phase II trial of mFOLFOX6 plus
bevacizumab versus mFOLFOX6 plus cetuximab
as first-line treatment for colorectal liver
metastasis (ATOM trial).

Br J Cancer. 121(3) 222-229 2019

消化器外科 Shiba S

Okamoto M, Kiyohara H, Ohno
T, Kaminuma T, Asao T, Ojima

H, Shirabe K, Kuwano H, Nakano
T.

Prospective Observational Study of High-Dose
Carbon-Ion Radiotherapy for Pelvic Recurrence
of Rectal Cancer (GUNMA 0801).

Front Oncol. 31(9) 702 2019

消化器外科 Osone K

Yokobori T, Katayama C,
Takahashi R, Kato R, Tatsuski
H, Takada T, Yajima R, Motegi
Y, Ogawa H, Fujii T, Ojima H,
Nakamura J, Yao T, Shirabe K,

Kuwano H.

STMN1 accumulation is associated with
dysplastic and neoplastic lesions in patients with
ulcerative colitis.

 


Oncol Lett. 18(5) 4712-4718 2019

消化器外科 Yamada K
Ozawa D, Onozato R, Suzuki M,

Fujita A, Ojima H.
 Optimal timing for the resection of pulmonary
metastases in patients with colorectal cancer.

Medicine (Baltimore) 99(9) e19144 2020

麻酔科
Murakami K

(感染研)

Kimura S, Nagafuchi O, Sekizuka
T, Onozuka D, Mizukoshi F,

Tsukagoshi H, Ishioka T, Asai T,
Hirai S, Musashi M, Suzuki M,
Ohnishi M, Oishi K, Saruki N,
Kimura H, Iyoda S, Kuroda M,

Fujimoto S.

Flagellum expression and swimming activity by
the zoonotic pathogen Escherichia albertii

Environ Microbiol
Rep.

12(1) 92-96 2020

薬剤部
呼吸器内科

Iihara H Fujita Y, Minato K, et al.

Clinical trial protocol of doublet therapy and
olanzapine for carboplatin-induced nausea and
vomiting in patients with thoracic cancer: a
multicentre phase II trial.

BMJ Open 9(7) e028056 2019

薬剤部
婦人科

Iihara H
Fujita Y, Arai T, Nakamura K, et

al.

Efficacy and safety of 5 mg olanzapine combined
with aprepitant, granisetron and dexamethasone
to prevent carboplatin-induced nausea and
vomiting in patients with gynecologic cancer: A
multi-institution phase II study.

Gynecol Oncol 156(3) 629-635 2020

泌尿器科 Shimizu N
 Hasumi M,　Hamano T, Iijima M

et al.

 Renal primitive neuroectodermal tumor with
elevated plasma adrenocorticotropic hormone
levels: A case report

 IJU Case Reports 2(3) 128-131 2019

泌尿器科 Miyazawa Y
Sekine Y, Shimizu N, Kazuhiro S

et al.

An exploratory retrospective multicenter study
of prognostic factors in mCRPC patients
undergoing enzalutamide treatment:Focus on
early PSA decline and kinetics at time of
progression

The Prostate 79(12) 1462-1470 2019

呼吸器内科 Miyanaga A Minato K, Fujimoto S et al.
Phase II trial of S-1 plus cisplatin combined with
bevacizumab for advanced non-squamous non-
small cell lung cancer (TCOG LC-1202)

Jpn J Clin Oncol 49 749-754 2019

呼吸器内科 Osaki A Minato K et al

A dose-finding randomized phase II study of oral
netupitant in combination with palonosetron .75
mg intravenous for the prevention of
chemotherapy-induced nausea and vomiting in
Japanese patients receiving highly emetogenic
chemotherapy

Jpn J Clin Oncol 49 121-129 2019

呼吸器内科 Horinouchi H Minato K et al

Three-year follow-up results from phase II
studies of nivolumab in Japanese patients with
previously treated advanced non-small cell lung
cancer: Pooled analysis of ONO-4538-05 and
ONO-4538-06 studies

Cancer Medicine 8 5183-5193 2019



所属 筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号）
頁

(初頁−終頁)
発行年

呼吸器内科 Saitoh J Minato K, Ebara T et al
Hypofractionated carbon-ion radiotherapy for
stage I peripheral nonsmall cell lung cancer
(GUNMA0701): Prospective phase II study

Cancer Medicine 8 6644-6650 2019

呼吸器内科 Sugawara S Minato K et al

Multicenter, placebo-controlled, double-blind,
randomized study of fosnetupitant in
combination with palonosetron for the
prevention of chemotherapy-induced nausea and
vomiting in patients receiving highly emetogenic
chemotherapy

Cancer 125 4076-4083 2019

呼吸器内科 Hosomi Y Minato K et al

Gefitinib alone versus gefitinib plus
chemotherapy for non-small-cell lung cancer
with mutated epidermal growth factor receptor:
NEJ009 study

J Clin Oncol 38 115-123 2019

呼吸器内科 Imai H Minato K, Fujita A  et al
Clinical significance of various drug-sensitivity
markers in patients with surgically resected
pulmonary pleomorphic carcinoma

cancers 11 1636 2019

呼吸器内科 Kotake M
Minato K, Imai H, Fujisawa T,

Yanagita Y et al

Intrapericardial carboplatin in the management
of malignant pericardial effusion in breast
cancer: a pilot study

Cancer Chemother
Pharm

84 655-660 2019

呼吸器内科 Imai H Kotake M, Minato K et al

Post-progression Survival Is Highly Linked to
Overall Survival in Patients With Non-Small-
Cell Lung Cancer Harboring Sensitive EGFR
Mutations Treated With First-Line Epidermal
Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase
Inhibitors

Thorac Cancer. 10(12) 2200-2208 2019

呼吸器内科 Imai H Kotake M,  Minato K et al
Efficacy and Safety of First-Line Pembrolizumab
Monotherapy in Elderly Patients (Aged ≥ 75
Years) With Non-Small Cell Lung Cancer

J Cancer Res Clin
Oncol.

146(2) 457-466 2020

呼吸器内科 Imai H Fujita A, Minato K et al
Prognostic Significance of Glucose Metabolism
as GLUT1 in Patients With Pulmonary
Pleomorphic Carcinoma

J Clin Med. 9(2) 413 2020

呼吸器内科 Imai H Minato K et al
Prospective Feasibility Study of Amrubicin and
Bevacizumab Therapy for Patients With
Previously Treated Advanced NSCLC

Anticancer Res. 40(3) 1571-1578 2020

呼吸器内科 Kaira K Fujita A, Imai H et al
Expression of Amino Acid Transporter (LAT1
and 4F2hc) in Pulmonary Pleomorphic
Carcinoma

Hum Pathol. 84 142-149 2019

呼吸器内科 Nakao A Imai H et al

Osimertinib in Elderly Patients With Epidermal
Growth Factor Receptor T790M-Positive Non-
Small-Cell Lung Cancer Who Progressed During
Prior Treatment: A Phase II Trial

Oncologist. 24(5) 593-e170 2019

呼吸器内科 Nakashima K Imai H et al
Osimertinib for Patients With EGFR T790M
Mutation-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer
and a Poor Performance Status

Jpn J Clin Oncol. 49(7) 671-675 2019

呼吸器内科 Kaira K
Imai H, Kotake M, Minato K et

al

An Exploratory Randomized Phase II Trial
Comparing CDDP Plus S-1 With Bevacizumab
and CDDP Plus Pemetrexed With Bevacizumab
Against Patients With Advanced Non-squamous
Non-small Cell Lung Cancer

Anticancer Res. 39(5) 2483-2491 2019

呼吸器内科 Miura S Imai H et al

A Randomized Phase II Study of Nutritional and
Exercise Treatment for Elderly Patients With
Advanced Non-Small Cell Lung or Pancreatic
Cancer: The NEXTAC-TWO Study Protocol

BMC Cancer. 19(1) 528 2019



所属 筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号）
頁

(初頁−終頁)
発行年

呼吸器内科 Tokoro A Imai H et al
Incidence of Opioid-Induced Constipation in
Japanese Patients With Cancer Pain: A
Prospective Observational Cohort Study

Cancer Med. 8(10) 4883-4891 2019

呼吸器内科 Shimoda K Imai H et al

Factors Affecting the Performance of Activities
of Daily Living in Patients With Advanced
Cancer Undergoing Inpatient Rehabilitation:
Results From a Retrospective Observational
Study

J Phys Ther Sci. 31(10) 795-801 2019

がん相談
支援センター

Mori M Oba A, et al

Adding a wider range and "Hope for the best,
and prepare for the worst"
statement:Preferences of patients with cancer
for prognostic communication

Oncologist 24 e943-e952 2019

がん相談
支援センター

Mori M Oba A, et al
The effects of adding reassurance statements:
Cancer patients' preferences for phrases in end-
of -life discussions.

J Pain Symptom
Manage

57(6) 1121-1129 2019

がん相談
支援センター

Fukumori T Takaba C, et al
Traumatic Events Among Cancer Patients That
Lead to Compassion Fatigue in Nurses: A
Qualitative Study

J Pain Symptom
Manage

59(2) 254-260 2020

頭頸科 Ebara T
Ando K, Eishima J, Suzuki M,

Kawakami T, Horikoshi H,
Tamaki Y

Radiation with concomitant superselective
intra-arterial cisplatin infusion for maxillary
sinus squamous cell carcinoma

Jpn J Radiology 37（6） 494-499 2019

頭頸科 高橋　亮介 鈴木政美、　江原威
当科における顎下腺癌の眼球転移に関する
検討

耳鼻咽喉科・　頭頸
部外科

91 1065-1070 2019

頭頸科 高橋　亮介 鈴木政美
ダブルルーメンチューブ挿管後に発症した
声門下狭窄の1例

頭頸部外科 29 197-201 2019

乳腺科 Sawaki M

Miyamoto T, Fujisawa T, Itoh
Y, Ebara T, Tachibana H,
Kodaira T, Kikumori T,
Yanagita Y, Iwata H.

Multicenter Phase II Study of Intraoperative
Radiotherapy of Early Breast Cancer:
Ipsilateral Tumor Recurrence

Ann Surg Oncol 26(8) 2428-2434 2019

消化器内科 Nishikawa K

Nishikawa K, Koizumi W,
Tsuburaya A, Yamanaka T,
Morita S, Fujitani K, Akamaru Y,
Shimada K, Hosaka H, Nakayama
N, Tsujinaka T, Sakamoto J.

Meta-analysis of two randomized phase III trials
(TCOG GI-0801 and ECRIN TRICS) of biweekly
irinotecan plus cisplatin versus irinotecan alone
as second-line treatment for advanced gastric
cancer

Gastric Cancer 23(1) 160-167 2020



　Ｂ　邦文論文(雑誌）

所属 筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌 巻（号）
頁

(初頁−終頁)
発行年

放射線診断部 堀越　浩幸
症候別画像診断プロトコル　ルーチン
化すべきDual–energy CTプロトコルとそ
のポイント　骨軟部

臨床画像 35(13) 2019

放射線診断部 堀越　浩幸
1.領域別最新動向：CT ＆ MRIの技術
と臨床を中心に-骨軟部-

月刊イン
ナービジョン

35(2) 2020

麻酔科 茂木　文孝 猿木　信裕、小山　洋
検診が行われている悪性腫瘍の生存率
の市別較差

群馬医学 110 39-47 2019

薬剤部
消化器内科

新井隆広
藤田行代志、大橋崇
志、齊藤妙子、野川秀
之、三島八重子

シスプラチン肝動脈化学塞栓療法時の
悪心・嘔吐に対するグラニセトロン3日間
投与とパロノセトロン1日間投与の後ろ
向き比較試験

医療薬学 45(5) 262-271 2019

泌尿器科 蓮見　勝
加藤舞、大津晃、村松
和道、清水信明

去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテ
ロンの治療成績と予後関連因子の検討

日本泌尿器
科学会雑誌

110(3) 177-184 2019

泌尿器科 大津　晃

清水信明、堀越浩幸、
村松和道、蓮見勝、飯
島美砂、大谷和歌、森
田崇弘

Cognitive fusion 前立腺生検における
VIVIDの有用性

日本泌尿器
科学会雑誌

110(4) 223-229 2019

呼吸器内科 藤本　栄 湊　浩一、飯島美砂　他
免疫チェックポイント阻害剤の抗腫瘍効
果における好酸球の関与

肺癌 59 342-347 2019

看護部 丸山　公子
新人看護師の看護技術習得に生かす
統合型評価システム−システムを構成す
る4つのツール−

看護人材育
成

Vol.16
No.1　 103-108 2019

看護部 丸山　公子
新人看護師の看護技術習得に生かす
統合型評価システム−システムの使用
方法とルーツの使用例−

看護人材育成Vol.16
No.2　 106-112 2019

看護部 丸山　公子

新人看護師の看護技術習得に生かす
統合型評価システム　システムの有用
性を検証する～技術向上，主体的学
習，課題の可視化～

看護人材育
成

Vol.16
No.3

116-120 2019

腫瘍内科 荒木　和浩
【逸脱症例から学ぶ　がん薬物療法　標
準治療の実践!】(第2章)がん合併症マ
ネジメント　脊髄圧迫

薬事 61 1827-1831

腫瘍内科 荒木　和浩 三木義男 進行乳がんに対するオラパリブ 腫瘍内科 23 410-419

乳腺科 柳田　康弘 細井佳織
脳腫瘍と上肢の浮腫を契機に発見され
た乳がんの一例

日本リンパ浮
腫治療学会
雑誌

3 101-104 2019

歯科口腔外科 新垣　理宣
群馬県立がんセンターにおける手術前
口腔ケア連携の取り組み

群馬県歯科
医学会雑誌

23 １３−１６ 2019



　Ｂ　邦文論文(書籍）

所属 筆頭者名 共著者名 論文名
編集・

監修者名
書名

頁
(初頁−終頁)

発行所 発行地 発行年

麻酔科
武智　裕之

渋川保険福祉
事務所

栗原修一、猿木信裕
他

群馬県職員として世
界保健機関(WHO)で
勤務した経験の報告

78回日本公衆
衛生学会会総

会抄録集
587 2019

麻酔科
日下部　美帆

千葉県がんセン
ター

中村洋子、髙橋志保
子、若尾文彦、猿木信
裕、三上春夫、永瀬浩
喜

生存率解析システム
「Kapweb」(英語)

57回日本癌治
療学術集会抄

録
48 2019

看護部 荻野　順子 清水栄子、丸山公子他

県立病院看護師長の
学習ニード・教育ニー
ドの分析～看護師長
の教育プログラム立
案に向けて～

日本看護
協会看護
教育・研
究セン

ター学会
部

第49回日本看
護学会論文集

看護管理
215-218

日本看
護協会

東京 2019



Ⅱ　著書

所属 著者 書名 論文名 発行所 発行地 発行年

薬剤部 藤田　行代志 整理して理解する抗がん薬
IMiDs

サリドマイド・レナリドミド・ポマリドミ
ド

じほう 東京 2019

薬剤部 藤田　行代志
高齢者のがん薬物療法ガイドライ
ン

システマティックレビューチーム協
力委員

南江堂 東京 2019

薬剤部 藤田　行代志 日本臨床腫瘍薬学雑誌

研究方法のレクチャー:
②論文の書き方
～論文投稿初心者に伝えたい論
文執筆のお作法～

日本臨床腫瘍
薬学会

東京 2019

薬剤部 大橋　崇志 月刊　薬事 ジャーナルクラブの広場 じほう 東京 2020

疼痛治療部 肥塚　史郎 高齢者がん医療Q&A　総論
Q4　高齢者の癌性疼痛のコント
ロールの仕方は非高齢者と異な
るか？

日本がんサ
ポーティブケア

学会
福岡市 2020



Ⅲ　学会発表
　Ａ　座長・司会

所属 演者名 演題名 学会名 年月日 開催地

消化器外科 尾嶋　仁 特別講演　座長 大腸癌治療講演会 2019/6/28 太田市

消化器外科 尾嶋　仁 ランチョンセミナー 座長 第74回日本大腸肛門病学会 2019/10/12 東京

消化器外科 尾嶋　仁 特別講演　座長 太田市大腸癌学術講演会 2019/10/18 太田市

消化器外科 尾嶋　仁 特別講演　座長 大腸癌治療講演会 2019/11/7 太田市

呼吸器外科 藤田　敦 一般講演　座長 第36回日本呼吸器外科学会学術集会 2019/5/16 大阪市

呼吸器外科 藤田　敦 特別講演　座長 呼吸器疾患 Total Care Seminar ～がんと血栓症を究める～ 2019/9/20 前橋市

麻酔科 猿木　信裕

全国がん登録から考える日本のがん
の現状と対策（演者：松田智大、松
坂方士、片山佳代子、Chun-Ju
Chang）
シンポジウム22座長

第78回日本公衆衛生学会総会 2019/10/22 高知市

薬剤部 藤田　行代志 教育講演・症例提示 座長 第3回 癌免疫療法薬剤師セミナー 2019/11/29 太田市

薬剤部 大橋　崇志
一般演題
Antimicrobialstewardship3　座長

第68回日本感染症学会東日本地方会学術集会/
第66回日本化学療法学会東日本支部総会合同学
会

2019/10/17 仙台市

疼痛治療部 肥塚　史郎
ワークショップ「がん苦痛緩和の最前
線」

第39回群馬緩和医療研究会 201910/05 前橋市

疼痛治療部 肥塚　史郎
①神経障害性疼痛の治療戦略，②
緩和ケアにおける痛み治療　 up to
date

両毛緩和ケア・ペインクリニック研究会 2019/9/12 足利市

泌尿器科 蓮見　勝 特別講演　座長 群馬県立がんセンター勉強会 2019/4/25 太田市

泌尿器科 清水 信明 特別講演　座長 RCC　エリアWEBライブセミナー
　

2019/10/15
太田市

泌尿器科 清水 信明 特別講演　座長 前立腺癌治療懇話会 2019/11/29 太田市

泌尿器科 清水 信明 特別講演　座長 第３回上信越Urology Forum 2019/11/30 高崎市

泌尿器科 村松　和道 特別講演　座長 東毛Urology seminar 2020/1/24 太田市

泌尿器科 清水 信明 特別講演　座長 第84回日本泌尿器科学会群馬地方会 2020/2/1 前橋市

放射線診断課 須賀　哲 座長 群馬Magnetom研究会 2019/11/8 前橋市

呼吸器内科 湊　浩一
呼吸器１（非小細胞肺がん・その他
１）

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 2019/7/18 京都

看護部 茂木　真由美 セッション2　口演 第39回群馬緩和医療研究会 2019/10/5 前橋市

看護部 松本　弘恵
高齢社会における緩和ケア−診断か
ら看取りまで−

第15回群馬がん看護フォーラム 2019/5/25 前橋市

看護部 大内　晴美 第3群　緩和ケア 第23回群馬県看護学会 2019/10/21 前橋市

乳腺科 藤澤　知巳 乳癌(術後治療） Best of ASCO 2019 2019/7/6,7 東京

乳腺科 柳田　康弘
特別講演2「乳がん骨転移診療のコ
ツとチームマネージメント」

乳腺疾患合併症マネージメント講演会 2019/4/12 太田市

乳腺科 柳田　康弘 特別講演 Breast Cancer Seminar in Gunma 2019/6/14 前橋市



所属 演者名 演題名 学会名 年月日 開催地

乳腺科 柳田　康弘 特別講演 免疫チェックポイント阻害剤の進行再発乳癌における役割 2019/11/22 太田市

乳腺科 柳田　康弘 テーマ2 群馬県乳がん治療ゼミナール 2020/2/14 前橋市

歯科口腔外科 新垣　理宣 ポスターセッション 座長 第５回口腔支持療法学会 2019/12/1 東京

歯科口腔外科 新垣　理宣
『がん治療における医科歯科連携に
ついて』

群馬県立がんセンター　がん医科歯科連携勉強会 2019/7/31 太田

消化器内科 保坂　尚志 上部8 第97回日本消化器内視鏡学会総会 2019/6/1 東京

消化器内科 保坂　尚志 胃癌化学療法における最新情報 群馬胃癌カンファレンス 2019/10/16 前橋

消化器内科 保坂　尚志 【消化管】一般討論 第4回群馬消化管・肝胆膵腫瘍研究会 2019/11/2 前橋

消化器内科 保坂　尚志 最新の胃癌化学療法
東京がん化学療法研究会（TCOG）『2020年2月例
会』

2020/2/18 東京

病理検査課 土田　秀 一般演題座長 第60回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 2019/6/8 新宿



　Ｂ　口演・示説

診療科 演者名 共同演者名 演題名 学会名 年月日 開催地 口演/示説

消化器外科 尾嶋　仁
山田和之介、鈴木雅貴、木暮憲
道、小澤大悟、石田隆志、深井康
幸、持田泰

進行再発大腸癌に対するTAS102の臨床成績 第57回日本癌治療学会 2019/10/25 福岡 示説

消化器外科 Yukihide Kanemitsu

Kohei Shitara, Junki Mizusawa,
Tetsuya Hamaguchi,
Dai Shida, Koji Komori, Satoshi
Ikeda, Hitoshi Ojima, Seiji
Hasegawa,
Akio Shiomi, Jun Watanabe,
Yasumasa Takii, Takashi
Yamaguchi,
Kenji Katsumata, Masaaki Ito,
Junji Okuda, Ryoji Hyakudomi,
Yasuhiro Shimada, Hiroshi
Katayama, Haruhiko Fukuda
Colorectal Cancer Study Group of
Japan Clinical Oncology Group

A randomized phase III trial comparing
primary tumor resection plus
chemotherapy with chemotherapy alone
in incurable stage IV colorectal cancer:
JCOG1007 study (iPACS)

 


ASCO GI #G120 2020/1/25
サンフラン

シスコ
口演

消化器外科 木暮　憲道
 横堀武彦、中澤信博、生方泰成、
木村明春、緒方杏一、宗田真、佐
伯浩司、調憲

GIST細胞株におけるエリブリンの抗細胞
増殖効果についての検討

第119回日本外科学会定期学術集会 2019/4/20 大阪 示説

消化器外科 木暮　憲道
龍城 宏典, 中澤 信博, 生方 泰
成, 木村 明春, 緒方 杏一, 浅尾
高行, 調 憲

腹腔鏡手術における新規術中内視鏡洗
浄装置の有用性の検討

第74回日本消化器外科学会総会 2019/7/18 東京 口演

消化器外科 山田 和之介
鈴木 雅貴, 小澤 大悟, 小川 敦,
石田 隆志, 持田 泰, 深井 康幸,
福田 敬宏, 小野里 良一, 尾嶋 仁

大腸癌肺転移における適切な手術時期
の検討 第74回日本消化器外科学会総会 2019/7/18 東京 口演

消化器外科 山田 和之介
小澤 大悟, 鈴木 雅貴, 小暮 憲
道, 石田 隆志, 持田 泰, 深井 康
幸, 尾嶋 仁

大腸癌肝転移の手術時期について
第57回日本癌治療学会 2019/10/25 福岡 示説

呼吸器外科 藤田　敦 小野里　良一 気管支先行処理による右上葉切除術 第36回日本呼吸器外科学会総会 2019/5/16 大阪市 口演

呼吸器外科 小野里　良一 藤田　敦
解剖学的肺切除後の肺静脈断端血栓に
関する検討

第36回日本呼吸器外科学会総会 2019/5/17 大阪市 示説

呼吸器外科 小野里　良一 藤田　敦
完全内臓逆位に合併した右下葉肺癌の1
切除例

第81回日本臨床外科学会総会 2019/11/15 高知市 示説

呼吸器外科 小野里　良一 藤田　敦
気管内進展し無気肺で発症した腎細胞
癌肺転移の1切除例

第81回日本臨床外科学会総会 2019/11/16 高知市 示説

呼吸器外科 小野里　良一 藤田　敦
左肺上葉切除後の肺静脈断端血栓～当
院における血栓形成の頻度と経過～

第60回日本肺癌学会学術集会 2019/12/8 大阪市 示説

放射線診断部 Horikoshi.H
Kawakami T, Okayama A,
Akiyoshi T, Oya N.

Pictorial review of dynamic contrast-
enhanced CT colonography and
monoenergetic imaging of colon cancers
using TwinBeam Dual Energy-CT

RSNA2019
2019/11/30-

12/6
Chicago E poster

麻酔科
Ito Y

（大阪医大）
Yuasa M,  Saruki N, et al

Challenge in translating information
about cancer survival to general people:
sharing messages for cancer survivors
using statistics of conditional survival

 The 41st Annual Meeting of
International Association of Cancer
Registries

2019/6/11
Vancouver
,CANADA

Oral

薬剤部
呼吸器外科

臨床病理検査部
病理検査課

Hiroki Kamioka
（高崎健康福祉大）

Yukiyoshi Fujita, Atsushi Fujita,
Ryoichi Onozato, Misa Iijima,
Shigeru Tsuchida, Takahiro Arai

P-glycoprotein Activation Mechanism by
Snail-Induced Epithelial-to-Mesenchymal
Transition in Lung Cancer Cells

12th International ISSX Meeting
2019/7/28-

7/31
Portland,
Oregon

示説

薬剤部
Hironobu
Hashimoto

（国がん中央）
Yukiyoshi Fujita, et al.

A randomized, double-blind, placebo-
controlled phase III trial evaluating
olanzapine 5 mg combined with standard
antiemetic therapy for the prevention of
chemotherapy-induced nausea and
vomiting in patients receiving cisplatin
based chemotherapy: J-FORCE Study.

2019 ASCO Annual Meeting
2019/5/31-

6/4
Chicago,
illinois

口演

薬剤部 藤田　行代志
新井 隆広、齊藤 妙子、三島 八重
子

Recognition survey on oncology related
qualifications

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会
2019/7/18-

7/20
京都 示説

薬剤部
中島　和寿
（島根大学）

藤田　行代志、他
A phase III trial evaluating olanzapine
5mg combined with standard antiemetic
therapy for cisplatin-based chemotherapy

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会
2019/7/18-

7/20
京都 口演

薬剤部
安部　正和
（静がん）

藤田　行代志、他

シスプラチンを含む高度催吐性化学療法
によるCINV予防に対する標準制吐療法
＋オランザピン5mgの有用性を検証する
プラセボ対照二重盲検ランダム化第III相
比較試験

第4回日本がんサポーティブケア学会学
術集会

2019/9/6-
9/7

青森 口演

薬剤部
Hironobu
Hashimoto

（国がん中央）
Yukiyoshi Fujita, et al.

A phase III trial evaluating olanzapine 5
mg for the prevention of chemotherapy-
induced nausea and vomiting in patients
receiving cisplatin: J-FORCE Study

ESMO Congress 2019
2019/9/27-

10/1
Barcelona,

Spain
示説

薬剤部 藤田 行代志
新井 隆広、三島 八重子、齋藤 妙
子

群馬県立がんセンターにおける、がん専
門薬剤師に対する認知度調査

第29回日本医療薬学会年会 2019/11/2-4 福岡 示説



診療科 演者名 共同演者名 演題名 学会名 年月日 開催地 口演/示説

薬剤部
矢内　貴子

（国がん中央）
藤田　行代志、他

シスプラチン投与時の悪心・嘔吐予防に
対するオランザピン5mgの有用性を検証
するランダム化第III相比較試験：J-
FORCE study

第29回日本医療薬学会年会 2019/11/2-4 福岡 口演

薬剤部 新井　隆広
荒木　 和浩、長澤　 侑季、松本　 弘
恵、山崎　 美穂、藤田 行代志、齊
藤　 妙子

がん専門病院における免疫関連有害事
象の発現状況とその対策の評価

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2020
2020/3/21-

22
福岡 示説

薬剤部
鈴木　栄

（自治さいたま）
新井　隆広、他

埼玉がん薬物療法研究会による免疫関
連有害事象マネジメントツール作成への
取り組み～患者問診票とレッドフラグサイ
ン確認票～

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2020 2020/3/21-22 福岡 口演

薬剤部 大橋　崇志 高橋　真澄
肝動脈化学塞栓療法時の予防抗菌薬に
関する検討

第68回日本感染症学会東日本地方会学
術集会/第66回日本化学療法学会東日
本支部総会合同学会

2019/10/16-
18

仙台 口演

緩和ケア科 内田　慎也 肥塚ほか

PECS II block+subpectoral interfacial 
blockは全身麻酔下全乳房切除術の術直
後からの疼痛をPECS単独よりも軽減でき
る

日本ペインクリニック学会第53回大会 2019/7/19 熊本市 口演

緩和ケア科 廣木　忠直 肥塚ほか
CT透視ガイド下顎神経ブロック前方アプ
ローチによる高温の高周波熱凝固が有用
だった三叉神経痛の1症例

日本ペインクリニック学会第53回大会 2019/7/19 熊本市 口演

緩和ケア科 内田　慎也 肥塚史郎
術後反回神経麻痺を伴い気管切開を施
行した後頭横隔膜症の1症例

日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部
第59回合同学術集会

2019/9/7 東京 示説

泌尿器科 蓮見　勝 加藤舞、村松和道、清水信明
当院における根治的前立腺全摘術後の
局所放射線治療の検討

第107回日本泌尿器科学会総会 2019/4/19 名古屋 示説

泌尿器科 加藤　舞
蓮見　勝、村松和道、清水信明、
飯島美砂

当院における筋層非浸潤癌に対する２nd 
TUR症例の検討

第107回日本泌尿器科学会総会 2019/4/19 名古屋 示説

泌尿器科 清水　信明 蓮見　勝、村松和道、加藤舞
CRPCに対する新規ホルモンとビンテージ
ホルモンとの比較

第107回日本泌尿器科学会総会 2019/4/20 名古屋 示説

泌尿器科 村松　和道 清水信明、蓮見　勝、加藤舞 当院でのジェブタナの使用経験 第107回日本泌尿器科学会総会 2019/4/20 名古屋 示説

泌尿器科 辻　裕亮 蓮見　勝、村松和道、清水信明
イピリムマブ、ニボルマブ併用療法開始後
に出現した下痢に対しインフルキシマブを
投与した一例

第82回日本泌尿器科学会群馬地方会 2019/6/8 前橋 口演

泌尿器科 村松　和道 清水信明、蓮見　勝、辻裕亮 光線力学診断用剤アラグリオの使用経験 膀胱腫瘍研究会 2019/6/20 高崎市 口演

泌尿器科 清水　信明 清水信明、蓮見　勝、辻裕亮 当院におけるパゾパニブの使用経験 RCC Expert Meeting in Gunma 2019/6/21 高崎市 口演

泌尿器科 蓮見　勝 辻裕亮、村松和道、清水信明 Nivolumabの使用経験
腎細胞癌がん免疫療法 
Web Symposium

2019/7/12 太田市 口演

泌尿器科 村松　和道 清水信明、蓮見　勝、辻裕亮 当院でのRARPの初期経験 第6回Young Urologist Forum 2019/11/7 前橋 口演

泌尿器科 泌尿器科 清水信明、蓮見　勝、辻裕亮
当院における前立腺癌オリゴメタの臨床
検討

第35回前立腺シンポジウム 2019/12/15 東京 口演

放射線診断課 鈴木　遼太

小林　志代、大山　淳、木村　壮
平、福島斉、佐藤　正規、引地　ひ
ろみ、中村　泰子、須賀　哲、眞下　
勝庸、小渕　一秀、堀越　浩幸、有
澤　博

マルチモダリティの骨転移描出に関する
研究

第58回全国自治体病院学会 2019/10/25 徳島 口演

放射線診断課 小林　志代

鈴木　遼太、大山　淳、木村　壮
平、福島斉、佐藤　正規、引地　ひ
ろみ、中村　泰子、須賀　哲、眞下　
勝庸、小渕　一秀、堀越　浩幸

TwinBeamDualEnergyを用いた仮想単色X
線画像における乳房画像の評価

第58回全国自治体病院学会 2019/10/25 徳島 口演

放射線診断課 若山　雄大

重田　将義、石田　直哉、小島　一
将、持木　瑞規、田嶋　正義、角田　
勝彦、樋口　雅則、高木　崇、佐々
木　保

前立腺IMRTにおける固定具の検討 第58回全国自治体病院学会 2019/10/25 徳島 口演

放射線治療課 小島　一将 安藤謙、高木崇、持木瑞規
婦人科Hybrid IGBTにおけるi-MARの初
期検討

群馬県立がんセンター　院内学会 抄録のみ

呼吸器内科 解良　恭一 今井　久雄、湊　浩一　他
EGFR遺伝子変異を有する高齢者非小細
胞肺癌に対するアファチニブの第2相臨
床試験

第58回日本呼吸器学会学術講演会 2019/4/14 東京 口演

呼吸器内科 本田　健 湊　浩一　他
EGFR変異陽性NSCLCに対するオシメル
チニブ+ラムシルマブとオシメルチニブの
ランダム化第II相試験：TORG1833

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 2019/7/18 京都 示説



診療科 演者名 共同演者名 演題名 学会名 年月日 開催地 口演/示説

呼吸器内科 和佐本　諭
今井　久雄、小竹　美絵、湊　浩一　
他

Efficacy and safety of first-line 
pembrolizumab monotherapy in elderly 
patients with non-small cell lung cancer

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 2019/7/19 京都 口演

呼吸器内科 今井　久雄
小竹　美絵、湊　浩一、三谷　真
純、川島　菜保子　他

初回治療としてEGFR-TKIを投与した
EGFR陽性非小細胞肺癌における増悪後
生存期間の臨床的意義

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 2019/7/20 京都 示説

呼吸器内科 菅野　哲平 今井　久雄、湊　浩一　他
75歳以上の未治療進行非小細胞肺癌に
対するS-1+カルボプラチン療法の第Ⅰ相
臨床試験

第57回癌治療学会 2019/10/24 福岡 示説

呼吸器内科 坂本　貴彦 湊　浩一　他
75歳以上高齢者扁平上皮肺癌に対する
カルボプラチン、アブラキサン併用化学療
法の第1/2相試験

第60回日本肺癌学会学術集会 2019/12/6 大阪 口演

呼吸器内科 峯村　浩之 今井久雄、湊　浩一　他
高齢者に対する免疫チェックポイント阻害
薬の有効性と安全性に関する後ろ向き解
析

第60回日本肺癌学会学術集会 2019/12/7 大阪 口演

呼吸器内科 今井　久雄 藤田　敦、湊　浩一　他
Clinical significance of drug-sensitivity 
markers in patients with pulmonary 
pleomorphic carcinoma

第60回日本肺癌学会学術集会 2019/12/6 大阪 口演

呼吸器内科 小竹　美絵 今井久雄、藤田　敦、湊　浩一　他
術後補助化学療法を行った高悪性度神
経内分泌肺癌患者の長期予後の検討

第60回日本肺癌学会学術集会 2019/12/6 大阪 口演

呼吸器内科 池田　喬哉 湊　浩一　他
LC-SCRUM-Japanにおけるホルマリン固
定パラフィン包埋検体を用いたNGS解析
の成功割合に関する検討

第60回日本肺癌学会学術集会 2019/12/7 大阪 口演

呼吸器内科 山田　豊 今井久雄、湊　浩一　他
75歳以上の未治療進行非小細胞肺癌に
対するS-1+カルボプラチン療法の第Ⅰ相
臨床試験

第60回日本肺癌学会学術集会 2019/12/7 大阪 示説

看護部 坂倉　慶太

伊藤浩志、上村政彦、飯島浩之、
赤上直人、横手恵子、丸橋隆行、
中西文江、松本則子、鈴木浩子、
丸山健一、斎藤一之、横濱章彦

群馬県合同輸血療法委員会による医療
機関相互訪問～廃棄削減と地域輸血医
療の均てん化～

第67回日本輸血・細胞治療学会学学術
集会

2019/5/24 熊本 示説

看護部 木村　香
中濱裕美、荻原弘子、細井佳織、
松本則子

外来処置室における症状緩和につながる
処置の実施状況について

第15回群馬がん看護フォーラム 2019/5/25 前橋 示説

看護部 阿部　佳奈子
柳澤　明子、茂木　真由美、中澤
晴美、大内　晴美

緩和ケア病棟配属時に看護師が体験した
痛みのケアの現状と課題

第24回日本緩和医療学会学術大会 2019/6/21 横浜 口演

看護部 石塚　郁恵 吉田菊花、松木美紀、細田晴美
退院後のドレーン自己管理に向けた乳腺
クリニカルパス

第16回群馬クリニカルパス研究会 2019/6/29 前橋 示説

看護部 池田　浩彰
滝川元紹、岡部栄美子、堀越真奈
美

倫理面に配慮した看護記録への取り組み 第25回日本看護診断学会学術集会 2019/7/7 名古屋 示説

看護部 堀越　真奈美
五十嵐忠彦、高橋真澄、藤田行代
志、大橋崇志

無菌病棟内での抗がん剤曝露に関する
実態調査

第19回日本臨床腫瘍学会学術集会 2019/7/20 京都 示説

看護部 松本　弘恵

山﨑晴美、井草恵子、猪越朋美、
岡田麻美、深澤諭有子、島村直
子、青木和美、正田久美、金井聡
美、小宮和子、荒木和浩

過敏症対応マニュアル改正と定期訓練実
施前後のあなふぃらきし対応実施状況

第4回サポーティブケア学会学術集会 2019/9/6 青森 示説

看護部 柳澤　明子
阿部佳奈子、茂木真由美、中澤晴
美、大内晴美

緩和ケア病棟に配属された看護師への教
育プログラムの評価

第39回群馬緩和医療研究会 2019/10/5 前橋 口演

看護部 細井　佳織
木村香、松本則子、金巻初弥、柳
田康弘

A病院のリンパ浮腫治療外来の現状～保
険診療へ切り替えて～

第4回日本リンパ浮腫治療学会 2019/10/5 兵庫 示説

看護部 大川　美樹
阿部佳奈子、清水美紀、新井けい
子　大内晴美

緩和ケア病棟における転棟・転落エラー
報告の振り返り－外的要因改善に関連し
た安全ラウンドの取り組み－

第39回群馬緩和医療研究会 2019/10/5 前橋 口演

看護部 小田桐　里美 日野　雅代、青木　敏之
がん専門病院の一般病棟における終末
期患者を看護するうえでの看護師が感じ
た困難

第39回群馬緩和医療研究会 2019/10/5 前橋 口演

看護部 中村　絵美 梅澤雄一、茂木翔子 術後訪問率上昇に向けての取り組み 第33回日本手術看護学会年次大会 2019/10/11 岡山 示説

看護部 日野　雅代
丸山公子、梅澤雄一、阿部美由
紀、内田有美子、大内晴美、尾内
恭子

A病院新人看護師の看護基本技術習得
に向けた統合型評価システムの有効性の
検討（第4報）－プリセプターの評価システ
ムに対する知覚に焦点を当てて－

第50回日本看護学会学術集会−看護管
理−

2019/10/24 名古屋 示説



診療科 演者名 共同演者名 演題名 学会名 年月日 開催地 口演/示説

看護部 大橋　香織 清水栄子、荻野順子

A県立病院における新任看護師長の教育
プログラムの構築−学習ニード・教育ニー
ドとマネジメントラダーの結果を反映させ
た教育−

第50回日本看護学会学術集会−看護管
理−

2019/10/24 名古屋 示説

看護部 山﨑　晴美
吉澤弥生、北浦恵美、大内晴美、
池田浩彰、関口陽介、新垣理宣、
小川妙子、肥塚史郎

緩和ケア病棟における歯科口腔外科受
診状況と口腔内トラブルの現状

第58回全国自治体病院学会 2019/10/24 徳島 示説

看護部 松本　弘恵

山崎美穂、井草恵子、猪越朋美、
岡田麻美、深澤諭有子、島村直
子、青木和美、正田久美、金井聡
美、小宮和子、荒木和浩

過敏症対応マニュアル改正と定期訓練実
施前後のアナフィラキシー対応実施調査

第57回日本癌治療学術集会 2019/10/24 福岡 示説

看護部 櫻井　仁美
石田裕史、川部貴子、阿部悦子、
吉田雅美

ICU（術後病床）に入室する患者の苦痛を
緩和する（第一報）～ICU（術後病床）に
関する説明用紙を作成して～

第23回群馬県看護学会 2019/11/13 前橋 口演

看護部 設楽　栄幸 大塚正恵 摂食機能療法運用開始までの取り組み 第23回群馬県看護学会 2019/11/13 前橋 示説

看護部 金子　亜美 隅谷恵美子、石島多恵、木戸寛味
コスト削減と患者負担軽減を目指したクリ
ニカルパスの見直し

日本医療マネジメント学会第9回群馬県支部学術集会2020/1/26 藤岡 示説

看護部 小宮　和子
松本則子、塩原一郎、小暮輝久、
小野木幹夫、黒澤佳代子、柳田康
弘、戸井田雅和、相川良彦

医師事務作業補助者導入から現在に至
るまで

日本マネジメント学会第9回群馬県支部学術集会2020/1/26 藤岡 口演

看護部 青木　千明
仲田綾子、髙坂祐実、岡部栄美
子、安藤謙

A病棟における頭頚部がん同時化学放射
線療法の有害事象の現状

第57回群馬放射線腫瘍研究会 2020/2/15 前橋 口演

看護部 釜渕　絢子
小林真理、阿部佳奈子、千葉いづ
み、中澤晴美、大内晴美

緩和ケア病棟における意思決定の現状と
今後の課題

第34回日本がん看護学会学術集会 2020/2/22 東京 示説

看護部 福田　淳子 赤坂博美、茂木真由美、安藤謙
婦人科小線源治療中の鎮静・鎮痛の支
援の現状

第34回日本がん看護学会学術集会 2020/2/22 東京 示説

看護部 大塚　範子
伊久間香織、吉田佳子、吉澤弥
生、川村駿太郎、櫻井通恵、尾内
恭子、滝川元紹、岡部栄美子

ストーマケアの質向上を目指したストーマ
看護基準改正

第33回群馬ストーマ・排泄リハビリテー
ション研究会

2020/3/7 前橋 口演

がん相談支援セ
ンター

門田　芳
事例検討：症例の背景にある成人発達障
害傾向を考える

第32回日本サイコオンコロジー学会 2019/10/12 東京 口演

頭頸科 鈴木　政美
星裕太、　　　名生邦彦、　　有泉
陽介、　　大野十央

経鼻的上咽頭診察を表現するシェーマの
試作

第36回御茶の水耳鼻咽喉科・頭頸部外
科研究会

2019/7/13 東京 口演

頭頸科 鈴木　政美 星裕太
咽頭後間隙に進展した甲状腺乳頭癌の1
例

第52回日本内分泌外科学会 2019/10/18 東京 口演

頭頸科 星　裕太 鈴木政美、　　名生邦彦
Nivolumab投与後にPaclitaxel+Cetuximab
が奏功した一例

第36回御茶の水耳鼻咽喉科・頭頸部外
科研究会

2019/7/13 東京 口演

頭頸科 星　裕太 鈴木政美
9年間無治療で生存していたN+中咽頭癌
の1例

第37回御茶の水耳鼻咽喉科・頭頸部外
科研究会

2019/12/7 東京 口演

頭頸科 名生　邦彦 鈴木政美、　　星裕太
舌部分切除後の創面に対しポリグルコー
ル酸シートを貼付した症例における鎮痛
剤別にみた術後出血の検討

第38回日本口腔腫瘍学会 2020/1/24 東京 口演

腫瘍内科 荒木　和浩
当院のレセプトデータを用いた悪性腫瘍
症例の現状の検討

日本内科学会雑誌 2019/4/26 名古屋 示説

腫瘍内科 荒木　和浩

藤澤, 知巳
平, 成人
岩本, 高行
木川, 雄一郎
坂巻, 顕太郎
相原, 智彦
高橋, 將人
向井, 博文
三階, 貴史
高尾, 信太郎

内分泌療法耐性ER陽性転移乳癌に対す
る二次内分泌療法のコホート研究　
HORSE-BC-研究報告

第27回日本乳癌学会総会 2019/7/11 東京 示説

乳腺科 宮本　健志
藤澤知巳、森下亜希子、柳田康
弘、藤井孝明

浸潤性小葉癌は、ACOSOG Z011に準じ
たNCCNガイドラインによる腋窩リンパ節マ
ネージメントにフィットしない

第27回日本乳癌学会学術総会
2019/7/11-

13
東京 示説

乳腺科 宮本　健志
恒松由記子、田村智英子、舩戸道
徳、柳田康弘

乳癌既発症のリ・フラウメニ症候群クライエ
ントに対してリスク低減乳房切除を実施し
た1例

第25回日本家族性腫瘍学会学術集会
2019/6/14-

15
東京 口演



診療科 演者名 共同演者名 演題名 学会名 年月日 開催地 口演/示説

乳腺科 宮本　健志 藤澤知巳、矢内恵子、柳田康弘
BRCA2病的バリアントを有する乳癌既発
症者のMRIサーベイランスで、対側乳房
非浸潤性乳管癌が発見された1例

第16回日本乳癌学会関東地方会 2019/12/7 大宮 口演

乳腺科 宮本　健志
大庭章、門田芳、高場ちひろ、柳
田康弘

遺伝性乳癌卵巣癌遺伝カウンセリング外
来への、臨床心理士介入の試み -第2報
-　Trial of intervention for the client in 
Hereditary Breast-Ovarian Cancer by 
clinical psychologist - 2nd report -

日本人類遺伝学会第64回大会 2019/11/6-9 長崎市 口演

乳腺科 藤澤　知巳 宮本 健志, 矢内 恵子, 荒木 和浩, 柳田 康弘
乳癌術前化学療法の臨床的奏功と予後
についての考察

第57回癌治療学会学術集会 2019/10/25 福岡 示説

乳腺科 藤澤　知巳
宮本 健志, 矢内 恵子, 荒木 和
浩, 柳田 康弘

術前化学療法後の臨床的効果判定と病
理学的効果判定の相関

第17回臨床腫瘍学会総会 2019/7/19 京都市 示説

乳腺科 藤澤　知巳
宮本 健志, 矢内 恵子, 荒木 和
浩, 柳田 康弘

内分泌療法耐性ER陽性転移乳癌に対す
る二次内分泌療法のコホート研究-
HORSE-BC-研究報告

第27回日本乳癌学会学術総会 2019/7/12 東京 示説

乳腺科 柳田　康弘 宮本健志　藤澤知巳　森下亜希子
遺伝性乳がん(主にHBOC）に対する リス
ク低減乳房切除術(RRM)施行症例と 乳
房再建上の問題点

群馬オンコプラスティックサージャリー研
究会

2019/2/16
前橋 口演

乳腺科 柳田　康弘
藤澤知巳、宮本健志、森下亜希
子、矢内恵子

BRCA遺伝子変異陽性者2例のMRマンモ
グラフィによるスクリーニング異常とその診
断

埼玉・群馬乳腺疾患研究会
2019/6/8 大宮 口演

乳腺科 柳田　康弘
藤澤知巳、宮本健志、森下亜希
子、矢内恵子

遺伝性乳がん患者の遺伝子変異変異判
明のタイミングと乳房の術式

日本癌治療学会 2019/10/24 福岡 示説

乳腺科 柳田　康弘
藤澤知巳、宮本健志、森下亜希
子、矢内恵子

HER2陽性StageIV乳がんに対するトラスツ
ズマブ併用タキサン、アントラサイクリン逐
次投与療法

日本乳癌学会 2019/7/11 東京 示説

乳腺科 矢内　恵子
徳田尚子、中澤祐子、黒住　献、
尾林紗弥香、矢島玲奈、平方智
子、飯野佑一、藤井孝明

手術不能又は再発乳癌に対するTS-1と
Cyclophosphamide逐次療法の第Ⅱ相臨
床試験に関する研究

第27回日本乳癌学会学術総会 2019/7/11 東京 示説

乳腺科 矢内　恵子
中澤祐子、徳田尚子、黒住　献、
尾林紗弥香、矢島玲奈、小山徹
也、藤井孝明

術中に診断し得た非反回下喉頭神経のバセドウ病の1手術例第31回日本内分泌外科学会学術総会 2019/6/13 東京 示説

乳腺科 矢内　恵子
中澤祐子、西木瑛理子、徳田尚
子、黒住　献、尾林紗弥香、矢島
玲奈、藤井孝明、調　憲

進行乳癌治療中に症状が顕在化し診断
されたCharcot-Marie-Tooth病の1例

第81回日本臨床外科学会総会 2019/11/14 高知 示説

乳腺科 矢内　恵子

片山彩香、中澤祐子、西木瑛理
子、徳田尚子、黒住　献、尾林紗
弥香、矢島玲奈、平方智子、小山
徹也、藤井孝明

術前検査により腫瘍壊死を起こした乳癌
の2症例

第50回埼玉群馬乳腺疾患研究会 2019/6/8 埼玉 口演

歯科口腔外科 新垣　理宣
当院における頭頸部放射線治療口腔管
理の取り組み

日本歯科放射線学会第227回関東地方
会

2019/7/13 東京

歯科口腔外科 新垣　理宣 道泰之　依田哲也
ラムシルマブ投与患者に生じた膿原性肉
芽腫の2例

第５回口腔支持療法学会
2019年11月
30日−12月1

日
東京

歯科口腔外科 新垣　理宣
当院における頭頸部放射線治療口腔管
理システム

第２３回群馬県歯科医学会 2019/1/20 前橋

消化器内科 保坂　尚志 山下　哲，野川秀之
実臨床における切除不能進行・再発胃癌
に対する Nivolumab療法の効果予測因子
の検討

第116回日本内科学会講演会 2019/4/26 名古屋 示説

消化器内科 保坂　尚志 PAN NET G3と診断された2例 群馬消化管NET研究会 2019/5/24 前橋 口演

消化器内科 Kohei Shitara Hisashi Hosaka, et al.

Trifluridine/Tipiracil in Patients Aged  ≥
65 Years With Metastatic 
Gastric/Gastroesophageal Junction 
Cancer: Subgroup Analysis From TAGS

ASCO 2019 : 55th Annual Meeting of 
the American Society of Clinical 
Oncology

2019/6/3 Chicago 示説

消化器内科 Yoon-Koo Kang Hisashi Hosaka, et al.

A phase III study of TAS-118 plus 
Oxaliplatin versus S-1 plus Cisplatin as 
first-line therapy in patients with 
advanced gastric cancer

ESMO World Congress on 
Gastrointestinal Cancer 2019

2019/7/4 Barcelona 口演

消化器内科 Hisashi Hosaka
Satoru Yamashita, Yasuyuki Fukai, 
Atsushi Ogawa

The impact of mGPS as a prognostic 
factor in patients with advanced gastric 
cancer treated with Nivolumab

第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 2019/7/20 京都 示説

消化器内科 保坂　尚志
山下 哲, 小川 敦, 深井 康幸, 尾
嶋 仁

高齢切除不能進行胃癌患者に対する
Nivolumab療法の治療成績

第57回日本癌治療学会学術集会 2019/10/25 福岡 示説

消化器内科  藤谷 和正

設樂 紘平, 西川 和宏, 細川 歩, 
保坂 尚志, 肥田 圭介, 間狩 洋
一, 天貝 賢二, 行澤 斉悟, 安藤 
孝将, David H Ilson, Josep 
Tabernero, 土井 俊彦

進行再発胃癌に対するFTD/TPI（TAS-
102）の国際共同試験（TAGS）での日本
人集団の検討

第57回日本癌治療学会学術集会 2019/10/25 福岡
会長企画
シンポジウ

ム

消化器内科 保坂　尚志
山下 哲, 小川 敦, 深井 康幸, 尾
嶋 仁

切除不能進行高齢胃癌症例に対する
Nivolumab療法の予後因子の検討

第27回日本消化器関連学会週間(JDDW 
2019 KOBE)

2019/11/22 神戸 示説

消化器内科 保坂　尚志
山下 哲, 鈴木　雅貴, 深井 康幸, 
尾嶋 仁

切除不能進行・再発胃癌に対する
Nivolumab療法施行時の治療開始6週後
画像評価の意義

第16回日本消化管学会総会学術集会 2020/2/7 姫路 口演



診療科 演者名 共同演者名 演題名 学会名 年月日 開催地 口演/示説

消化器内科 Hisateru Yasui Hisashi Hosaka, et al.

S-1+oxaliplatin with pembrolizumab for 
advanced gastric cancer: The cohort 1 in 
a phase IＩb KEYNOTE-659 study.

Gastrointestinal Cancers Symposium 
(ASCO-GI 2020)

2020/1/23
San 

Francisco
示説

形成外科 廣瀬太郎 当院での遊離空腸再建における合併症等の検討第15回福島形成外科研究会 2020/7/12 福島市 口演

病理検査課 土田　秀
病理検体を用いた遺伝子検査の精度管
理

第64回群馬県医学検査学会
（研究班セミナー）

2019/10/13 高崎市 口演

病理検査課 下山 富子
土田　 秀，飯田 麻美，布瀬川 卓
也，上田 正徳，真下 友実

がんゲノム医療コーディネーター としての
活動報告

第64回群馬県医学検査学会 2019/10/13 高崎市 口演



　Ⅳ　講演

所属 演者名 共同演者 演題名 学会名 年月日 開催地

消化器外科 尾嶋 仁
内視鏡手術のstate of the art
食道癌

群馬消化器癌講演会 2019/4/26   前橋市

放射線診断部 堀越　浩幸
がん画像診断-白黒画像からカ
ラー画像へ-

市民講座
2019/5/11 太田市

放射線診断部 堀越　浩幸
前立腺癌のMRI局所診断と多種モ
ダリティーを用いた骨転移診断に
ついて

第82回日本泌尿器科学会群馬地方
会

2019/6/8   前橋市

放射線診断部 堀越　浩幸 知っておきたい乳腺の画像診断 第48回断層映像研究会 2019/9/5 高崎市

放射線診断部 堀越　浩幸 IVRを用いた緩和医療について 第 39回群馬緩和医療研究会 2019/9/5 前橋市

放射線診断部 堀越　浩幸
多種モダリティ融合画像を用いた
骨転移診断

第57回日本癌治療学会 2019/10/25 福岡

放射線診断部 堀越　浩幸
しっかり考えよう！前立腺癌骨転
移の診断と治療

第71回西日本泌尿器科学会総会 2019/11/8 島根

放射線診断部 堀越　浩幸
モニター画像から病理画像へ リン
クせよ!! Part XVIII

群馬超音波研究会 2019/11/20 前橋市

放射線診断部 堀越　浩幸
開業医が見落とさないがん疾患と
救急病変

東松山医師会カンファ 2019/12/11 東松山

放射線診断部 堀越　浩幸
骨シンチグラフィと多機種モダリ
ティを用いた骨転移診断と経過観
察について

市民講座
2020/1/29 前橋市

放射線診断部 堀越　浩幸
多種モダリティ融合画像を用いた
前立腺癌の治療経過観察につい
て

第39回日本画像医学会 2020/2/15 東京

麻酔科 猿木信裕
群馬県衛生環境研究所の概要お
よび感染症対策

群馬県立産業技術センター講演会 2020/2/20 前橋市

薬剤部 藤田　行代志 抗がん薬の薬理 群馬大学医学部4年生講義 腫瘍④ 2019/7/1 前橋市

薬剤部 藤田　行代志
がん専門薬剤師としての歩みと取
り組み　〜人脈に支えられて〜

函館薬剤師がん専門領域懇談会 2019/7/11 函館

薬剤部 藤田　行代志 分子標的薬の臨床薬理2
Essential Seminar 2018 
≪B-Program≫

2019/8/11 東京

薬剤部 藤田　行代志
がん薬物療法の支持療法と処方
箋の見方　～悪性リンパ腫を中心
に～

太田市薬剤師会講演会 2019/11/6 太田市

薬剤部 藤田　行代志
いざという時のために知っておきた
い、がん薬物療法で注意すべき薬
物動態関連の問題

横浜Oncology Pharmacy Seminar 2020/2/19 横浜

薬剤部 新井  隆広
フィルグラスチムBS「NK」の当院で
の動向

わたらせ薬剤師力セミナー 2019/6/28 足利

薬剤部 新井  隆広
おとなの学び ～irAEの共有体験
からまなぶ～

日本病院薬剤師会 2019/8/25 甲府



所属 演者名 共同演者 演題名 学会名 年月日 開催地

薬剤部 新井  隆広
認定実務実習指導薬剤師養成WS 
タスクフォース

群馬県薬剤師会 2019/9/14 高崎市

薬剤部 新井  隆広
ニボルマブ+イピリムマブ療法にお
けるirAE疑い症例

がん免疫療法薬剤師セミナー 2019/11/29 太田市

薬剤部 大橋　崇志 がん患者の感染症
栃木県病院薬剤師会　第27回感染
制御認定薬剤師講習会

2019/6/1 宇都宮

薬剤部 大橋　崇志 抗菌薬の選択：尿路感染症編
群馬県病院薬剤師会　病院薬学研
修会　感染専門講座

2019/12/12 前橋市

緩和ケア科 肥塚　史郎 迅速ながん苦痛緩和を目指して 緩和ケア勉強会 2019/8/21 太田市

疼痛治療部 肥塚　史郎 迅速ながん疼痛緩和を目指して 緩和ケア学術講演会 2019/10/17 太田市

疼痛治療部 肥塚　史郎
がん疼痛に対する神経破壊ブロッ
クの精度向上の工夫

日本臨床麻酔学会第39回大会 2019/11/9 軽井沢町

疼痛治療部 肥塚　史郎 がん疼痛治療の基礎から最前線 鶴谷病院講演会 2020/1/31

泌尿器科 清水　信明
蓮見勝、村松和

道、辻裕亮
前立腺癌について 群馬県立がんセンター勉強会 2019/4/25 太田市

泌尿器科 清水　信明
蓮見勝、村松和

道、辻裕亮
前立腺癌の話 太田市医師会 2019/7/25 太田市

泌尿器科 村松　和道
蓮見勝、辻裕亮

清水信明
手術支援ロボットダビンチの紹介 太田市医師会 2019/7/25 太田市

泌尿器科 清水　信明
蓮見勝、村松和

道、辻裕亮
前立腺癌の話 がんセンター公開セミナー 2019/11/9 太田市

泌尿器科 清水　信明
蓮見勝、村松和

道、辻裕亮
前立腺癌の薬物療法と手術療法

群馬県立がんセンター
放射線治療勉強会

2020/2/21 太田市

放射線診断課 佐藤　正規 Dual　energy　CTの実際
第７３回太田地区画像診断技術研究
会

2019/11/19 太田市

放射線診断課 持木 瑞規
令和元年度
ぐんまマンモグラフィ技術講演会

ぐんまマンモグラフィ向上委員会
2019/12/21

-22
前橋市

呼吸器内科 湊　浩一

「正しく知ろう『がん』のこと」出張講
座
最近のがん薬物療法とがんゲノム
医療について

群馬県損害保険代理業協会　前橋
北毛支部　全会員対象セミナー

2019/9/27 前橋市

呼吸器内科 湊　浩一 肺癌になったらどうする?
肺がん市民公開講座
ある日、「肺がん」と診断されたら? ー
日々進歩する肺がん治療ー

2019/11/9 宇都宮

看護部 赤坂　博美
画像誘導小線源治療における看
護

マイクロセレクトロン/フレキシトロン
HDRシステムを用いた画像誘導密封
小線源治療セミナー

2019/6/21 東京

看護部 松本　弘恵
アフリベルセプトベータ投与患者
に対する看護師の役割

第12回東群馬大腸がん懇話会 2020/2/21 伊勢崎市

がん相談支援セ
ンター

大庭　 章
うつについて～早めに対応、元気
を取り戻すために～

群馬県看護協会　　　　　　　　　　　　　
太田地区支部講演会

2019/6/8 太田市

がん相談支援セ
ンター

大庭　 章
二宮ひとみ（国
がん中央病院）

他

悪い知らせを伝える際のコミュニ
ケーション・スキル・トレーニング

日本サイコオンコロジー学会がん医療に
携わる医師に対するコミュニケーション技
術研修会ファシリテーター養成講習会

2019/10/26
・27

東京

腫瘍内科 荒木　和浩
Cross Functional team による高質
な医療の追究

第13回日本緩和医療薬学会年会 2019/6/2 千葉

乳腺科 柳田　康弘
BRCA遺伝子検査の取り組みと事
前説明・結果説明のポイント （連携
を含めて）

群馬HBOC講演会
2019/10/3 前橋市



所属 演者名 共同演者 演題名 学会名 年月日 開催地

乳腺科 柳田　康弘 がんゲノム医療と遺伝性腫瘍 熊谷医師会講演会 2019/10/16 熊谷市

乳腺科 柳田　康弘

群馬県立がんセンターにおけるが
んゲノム医療のシステムと院外患
者への対応

がん遺伝子パネル検査講演会 2019/7/24 前橋市

歯科口腔外科 新垣　理宣
群馬県立がんセンターにおけるが
ん治療歯科地域連携の取り組みと
課題

がん医科歯科連携勉強会 2019/7/31 太田

歯科口腔外科 新垣　理宣
がん治療を口から支える　がんに
なったからこそ、かかりつけ歯科へ
行こう

がんセンター公開セミナー 2019/7/13 太田

消化器内科 保坂　尚志
当院における切除不能進行・再発胃
癌に対するNivolumabの使用経験 Gunma Medical Oncology Seminar 2019/5/23 前橋

消化器内科 保坂　尚志
胃がんのはなし

2019年度　群馬県立がんセンター公開セミナー 2019/9/14 太田

消化器内科 保坂　尚志

胃癌に対する免疫チェックポイント阻
害薬を用いた治療－実臨床における
効果と課題ー

第7回日本静脈経腸栄養学会
関東甲信越支部学術集会 
ランチョンセミナー3

2019/9/29 新潟

消化器内科 保坂　尚志
切除不能進行胃癌に対する治療戦略
－免疫療法の導入による新展開- 第72回済生会学会 ランチョンセミナー4 2020/2/9 新潟

病理検査課 土田　秀
細胞診検体処理の重要性　-迅速
細胞診検査（ROSE）を中心に-

埼玉県臨床検査技師会 病理研究班　
生涯教育研修会 2019/6/21

さいたま
市

病理検査課 土田　秀

ゲノム病理組織検体の取扱いにつ
いて
～プレアナリシスに関する各施設
の現状調査をふまえて～

病理細胞診研究班6月例会
群馬県病理・細胞診検査セミナー

2019/6/28 前橋市

病理検査課 土田　秀
体腔液実習 日本臨床細胞学会 第128回細胞検

査士養成講習会 2019/7/10 墨田区

病理検査課 土田　秀
講演Ⅱ　ゲノム病理検体の取扱い
について

がん遺伝子パネル検査講演会
2019/7/24 前橋市

病理検査課 土田　秀
体腔液細胞診 2019年度栃木県細胞診講習会

2019/7/27 壬生市

病理検査課 布瀬川　卓也
病理検査と遺伝子検査 令和元年度第3回　サービス向上委

員会ワーキンググループ講演会 2019/9/14 太田市

病理検査課 土田　秀
骨軟部・脳腫瘍・リンパ節 2019年度第1回細胞検査士養成ワー

クショップ 2019/9/21 板橋区

病理検査課 土田　秀
骨軟部・脳腫瘍・リンパ節 2019年度第2回細胞検査士養成ワー

クショップ 2019/10/5 神戸市


