
発表学会 演題名 等 当該施設演者名
第16回中四国地区　国立病院機構・国立療養所　　
　　　看護研究学会　

がん患者のセクシュアリティに関する意識調査　　　　　　　　　
　　　～患者アンケートから支援について考える～

清水弥生

第17回日本クリニカルパス学会学術集会 セルフケア確立にむけたストーマ看護ケアパスの作成 清水弥生

第18回日本医療マネジメント学会学術総会 がん地域連携パスの運用実績[2]　～前立腺がんの運用経
過から見えたこと～

大西純子

第17回日本クリニカルパス学術集会 クリニカルパス推進委員会における多職種コアメンバーの
活動

宮内一恵

第21回　日本緩和医療学会学術大会 親ががん患者である中学生への心理教育プログラム 井上実穂　本田真衣　
佐野智香　宮内一恵　
谷水正人

第29回　日本サイコオンコロジー学会総会 子どもへのがん教育に関する一考察～当院のチャイルドケ
アプロジェクトを振り返って～

井上実穂　佐野智香　
本田真衣　宮内一恵　
谷水正人 
 


第40回　日本死の臨床研究会 家族と同じがんに罹患した患者の苦しみと支え 井上実穂

第70回　国立病院総合医学会　 多領域における心理的アプローチの展開　～がん領域から
～

井上実穂

第24回　日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会 終末期若年がん患者の在宅療養支援　～「こんな体じゃ、家
に帰れない」～

井上実穂

愛媛県立中央病院第21回がん治療センター公開
セミナー

若年がん患者・家族支援 子どもを持つがん患者・家族への 
アセスメントとアプローチ

井上実穂

第24回倉敷緩和ケアセミナー 子どもを持つ若年終末期がん患者・家族への支援 井上実穂

大洲喜多在宅医療・介護連携事業学術講演会 子どもを持つ若年終末期がん患者・家族への支援 井上実穂

第13回東予癌性疼痛研究会 グリーフケア～死別を支える　終末期医療の現場から 井上実穂

ＮＰＯ法人ＨｐｏｅＴｒｅｅ　ワークショップ　2016 子どもを持つがん患者を支えるということ～信頼関係を築く
ために

井上実穂

ＮＰＯ法人ＨｐｏｅＴｒｅｅ　ワークショップ　2017 子どもを持つ終末期がん患者・家族のアセスメントとアプ
ローチ

井上実穂

ABDA Breast Pathology Open Forum Small intraductal papillary breast lesion with a portion of 
the cells showing neuroendocrine differentiation

Rieko Nishimura

患者さんのための乳がん診療ガイドライン2016年
版発刊記念講演会

病理診断 西村理恵子

日本超音波医学会第15回四国地方会講習会 超音波における乳房石灰化描出の現状 清水さおり

第105回日本病理学会総会 日常運用に適した乳癌細胞検体HER2検査の提案 西村理恵子

第19回International Congress of Cytology Bright-field HER2 dual in situ hybridization (DISH) assay on 
breast cancer cell blocks: A comparative study with 
histological  sections

Rieko Nishimura, Nami 
Okamoto, Masakazu 
Satou, Kenta Kojima, 
Shinichi Tanaka

第24回日本乳癌学会学術総会 セルブロックを用いたHER2 DISH検査：再発・転移巣細胞検
体HER2検査の標準化に向けた提案

西村理恵子，青儀健二
郎，高嶋成輝，高橋三
奈，清藤佐知子，大住
省三

第31回日本臨床細胞学会中国四国連合会 Hyperchromatic crowded cell groupsの見方 田中慎一、山本珠美、
岡本奈美、門屋幸、田
母神佐智子、竹原和
宏、高畑浩之、西村理
恵子、寺本典弘



第15回日本テレパソロジー研究会 四国がんセンターにおけるバーチャルスライドの運用状況 西村理恵子，寺本典弘

第4回国立病院臨床検査技師会　中四国支部学会 乳癌温存術後の再発発見に超音波検査が有用であった症
例

藤岡絵美、清水さおり、
永利さおり、大石真理、
菅原恵奈、西村理恵
子、黒田和彦

第70回国立病院総合医学会 乳頭原発の腺様嚢胞癌の一例 菅原恵奈、清水さおり、
黒田和彦

第70回国立病院総合医学会 浸潤性小葉癌と悪性リンパ腫が併存した一例 清水さおり、菅原恵奈、
黒田和彦

第55回日本臨床細胞学会秋期大会 泌尿器細胞診報告様式2015に沿った細胞診断セミナー 岡本奈美、山本珠美、
田中慎一、高畑浩之、
西村理恵子、寺本典弘

第49回日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学
検査学会

急性混合性白血病, T / 骨髄性形質の一例     　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　   (mixed phenotype acute leukemia  
T/myeloid,not otherwise specified) 

渡邉智子、尾形彩夏、
坂東史郎、田中慎一、
山本珠美、乗船政幸、
黒田和彦

第25回愛媛県臨床細胞学会 胆汁細胞診における鑑別困難症例の検討 岡本奈美、山本珠美、
田中慎一、高畑浩之、
西村理恵子、寺本典弘

第22回日本家族性腫瘍学会学術集 四国がんセンターにおける遺伝カウンセラーと臨床研究コー
ディネーターの協力体制―治験に関連する遺伝カウンセリ
ングを通して―

永井千絵、金子景香、
杉本奈央、大住省三

第63回日本麻酔学会 完全内臓逆位を伴った肺がん及び食道がん根治術におけ
る分離肺換気

首藤誠、正岡光智子

第50回日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会 多角的治療により職業に復帰できたCRPSⅠ型症例 首藤誠、正岡光智子

第21回日本心臓血管麻酔学会 術前の心機能検査に異常があり、手術決定のﾌﾟﾛｾｽに問題
のあった非心臓手術3例

首藤誠、正岡光智子

第44回日本集中治療医学会 術中無尿となった腎前性及び腎後性腎不全の2症例 首藤誠、正岡光智子

化学療法マネジメントセミナー 前立腺癌治療における化学療法と有害事象管理 小暮友毅

第54回日本癌治療学会学術集会 膵癌modified FOLFIRINOX療法とGEM+nabPTX療法の有害
事象比較:両レジメン経験例の検討

筒井陽子、佐々木祐
太、 宮田篤、小暮友
毅、山本宏、寺澤裕之、
上杉和寛、浅木彰則、
灘野成人、石井浩

愛媛県病院薬剤師会特別講演会 分子標的薬に起因する皮膚障害とその管理 小暮友毅

第6回岐阜がんチーム医療研究会 がん薬物療法と薬剤師
-地方のがん専門病院はこんなことをしてる!-

小暮友毅

南予地区肺癌治療講演会 肺癌化学療法の有害事象とマネジメント 小暮友毅

第57回日本肺癌学会学術集会 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対するNivolumab投
与例の後方視的調査

武智宣佳、生田智基、
原田大二郎、北島寛
元、小暮友毅、上月稔
幸、山本宏、野上尚之

第57回日本肺癌学会学術集会 当院において倫理供給でオシメルチニブを投与された7症例
についての検討

原田大二郎、上月稔
幸、北島寛元、武智宣
佳、生田智基、小暮友
毅、野上尚之

大腸がん化学療法セミナー 四国がんセンターにおける化学療法管理と薬剤師 小暮友毅



日本臨床腫瘍薬学会学術大会2017
ランチョンセミナー5

がん薬物療法に伴う皮膚障害対策
～ 四国がんセンターでの実際 ～

仁科智裕、小暮友毅

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2017 当院におけるラムシルマブ+パクリタキセル療法の使用状況
に関する調査 

亀岡春菜、小暮友毅、
日野佳織、中舎晃男、
梶原猛史、仁科智裕、
山本宏

日本臨床腫瘍薬学会学術大会2017 乳癌術前・術後Dose dense化学療法の有害事象調査 石原淑子、二神直子、
小暮友毅、槇恒雄、鈴
木江梨、清藤佐知子、
原文堅、高橋三奈、高
嶋成輝、青儀健二郎、
大住省三、山本宏

第10回日本緩和医療薬学会年会 オキシコドン徐放錠をモルヒネ塩酸塩注射液へ一度にオピ
オイドスイッチングした症例報告

二神直子、武智宣佳、
筒井陽子、槇恒雄、二
五田基文

第26回日本医療薬学会年会 進行・再発乳がんに対するエリブリン投与による生存期間延
長に関連する因子の解析

生田智基、槇恒雄、大
住省三、青儀健二郎、
原文堅、小川喜通、市
場泰全、谷口仁司、武
良卓哉、平田泰三、尾
崎慎治、小倉千奈、貞
本誠治、西川大亮、三
好和也

第55回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤
師会　中四国支部学術大会

進行・再発乳がんに対するエリブリン投与による生存期間延
長に関連する因子について

槇恒雄、生田智生、大
住省三、青儀健二郎、
原文堅、小川喜通、平
田泰三、尾崎慎治、市
場泰全、谷口仁司、武
良卓哉、小倉千奈、貞
本誠治、西川太亮、三
好和也

第54回日本癌治療学会学術集会 子宮頸癌Ⅱb期扁平上皮癌の治療成績と再発リスク因子 横山隆、高畑敬之、藤
本悦子、坂井美佳、大
亀真一、小松正明、白
山裕子、竹原和宏、菅
原敬文、片岡正明

第３回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
中国・四国支部学術集会

呼吸不全患者における運動療法中のNasal High Flow併用
効果の検討

濱田麻紀子、阿部聖
裕、伊東亮治、渡邊彰、
佐藤千賀、大久保史
恵、
中村行宏、楠啓輔

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 嚥下・運動療法による嚥下機能改善に及ぼす相乗効果 藤田智彦、菊内祐人、
濱田麻紀子、重見篤
史、黒河英彰、冨永律
子、中田英二、杉原進
介

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 当院における骨転移のリハビリの取り組み 中田英二、杉原進介、
尾﨑敏文、明﨑禎輝、
菊内祐人

第70回国立病院総合医学会 リハビリテーションを行う骨転移患者に対する多職種連携の
取り組み

明﨑禎輝

第6回日本がんリハビリテーション研究会 がんセンターにおける外来がんリハビリテーションの取り組
み

明﨑禎輝

第1回日本リンパ浮腫学会総会 難治性下肢リンパ浮腫に対する集中排液治療成績 冨永律子、明崎禎輝、
中田英二、杉原進介、
河村進

第22回愛媛理学療法士会学術集会 当院での下肢リンパ浮腫に対する集中排液治療 冨永律子、明崎禎輝、
中田英二、杉原進介、
河村進



第30回日本腹部放射線学会 がんドックで見つかった後腎性腺腫の1例 西島紀子、細川浩平、
只信美紀、桐山郁子、
清水輝彦、高橋忠章、
酒井伸也、菅原敬文、
細川忠宣、橋根勝義、
高畑浩之、寺本典弘

第30回日本腹部放射線学会 子宮頸癌同時化学放射線療法後に発症し，診断に苦慮した
腹膜悪性中皮腫の1例

只信美紀、細川浩平、
桐山郁子、清水輝彦、
高橋忠章、酒井伸也、
菅原敬文、西島紀子、
片岡正明、高畑敬之、
小松正明、竹原和宏、
高畑浩之、寺本典弘

JSAWI2016, 17th Annual Symposium 成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化との鑑別に苦慮した類内膜
癌の1例

徳永伸子、徳増明文、
只信美紀、細川浩平、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
大亀真一、小松正明、
竹原和宏、寺本典弘

JSAWI2016, 17th Annual Symposium 画像評価が困難であった漿液性子宮内膜上皮癌主体の漿
液性腺癌の1例

只信美紀、徳増明文、
細川浩平、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
小松正明、竹原和宏、
寺本典弘

第52回日本医学放射線学会秋季臨床大会 乳管内癌を合併した乳腺扁平上皮癌の1例 清水輝彦、徳増明文、
只信美紀、細川浩平、
徳永伸子、桐山郁子、
酒井伸也、菅原敬文、
清藤佐知子、高橋三
奈、原文堅、高嶋成輝、
青儀健二郎、大住省
三、西村理恵子

第52回日本医学放射線学会秋季臨床大会 子宮肉腫のFDG-PET/CT所見 細川浩平、徳増明文、
只信美紀、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
竹原和宏、横山隆、白
山裕子、小松正明、大
亀真一、寺本典弘

第56回日本核医学会学術総会 検定量555MBqを用いた骨シンチグラフィのWBカウントに影
響を与える因子の検討

小野剛史、只信美紀、
酒井伸也、菅原敬文

第56回日本核医学会学術総会 FDG-PET/CTが原発巣の診断に有用であった扁桃癌の1例 只信美紀、徳増明文、
細川浩平、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
花川浩之、門田伸也、
高畑浩之、井上武

第56回日本核医学会学術総会 原発巣の検索にFDG-PET/CTが有用であった腎盂癌の1例 徳増明文、只信美紀、
細川浩平、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
浅木章則、二宮　郁、寺
本典弘

第126回日本医学放射線学会中国・四国地方会 膵原発悪性リンパ腫の1例 徳増明文、只信美紀、
細川浩平、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
大田耕司、吉田功、西
村理恵子、横田智行、
上甲康二



第126回日本医学放射線学会中国・四国地方会 卵巣serous borderline tumor-micropapillary variantの1例 徳永伸子、徳増明文、
只信美紀、細川浩平、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
大亀真一、小松正明、
竹原和宏、寺本典弘

第127回日本医学放射線学会中国・四国地方会 腸間膜に発生した骨外性形質細胞腫の1例 只信美紀、徳増明文、
細川浩平、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
吉田功、青儀健二郎、
寺本典弘

第13回日本乳癌学会中国四国地方会 乳癌診療におけるPET/CTの有用性とピットフォール 菅原敬文

第13回日本乳癌学会中国四国地方会 マンモブラフィ石灰化病変 清水輝彦

第56回日本核医学会学術総会 PET症例検討会　陰翳礼讃：PETでどこまで迫れるか？-
PET症例検討会-

只信美紀

第30回愛媛県放射線科医会総会 膵原発悪性リンパ腫の1例 徳増明文、只信美紀、
細川浩平、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文、
大田耕司、吉田功、西
村理恵子、横田智行、
上甲康二

第144回愛媛県放射線科医会 腸間膜に発生した骨外性形質細胞腫の1例 只信美紀、徳増明文、
細川浩平、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文

第145回愛媛県放射線科医会 膵充実性偽粘液性腫瘍(SPN)の1例 徳増明文、只信美紀、
細川浩平、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文

第41回愛媛核医学懇話会 右側腹部の脱分化型脂肪肉腫と左示指の痛風結節の1例 徳増明文、只信美紀、
細川浩平、徳永伸子、
桐山郁子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文

第14回松山放射線科医会 結節性肺アミロイドーシスの１例 桐山郁子、徳増明文、
只信美紀、細川浩平、
徳永伸子、清水輝彦、
酒井伸也、菅原敬文

第146回愛媛県放射線科医会 若年女性に発生した肺腫瘤の1例 徳増明文

地域がん登録全国協議会　第25回学術集会 愛媛県の乳がんに関して　～医療圏別に見る「地域がん登
録」と「検診」の関連性　～

白岡佳樹、寺本典弘　
大平由津子　新居田あ
おい　向井田貴裕

地域がん登録全国協議会　第25回学術集会 愛媛県における院内がん登録データ活用への取り組み 大平由津子、寺本典弘　
山下夏美　白岡佳樹　
新居田あおい　向井田
貴裕

地域がん登録全国協議会　第25回学術集会 愛媛県地域がん登録室の取り組み　2016　-全国がん登録
に向けて-

新居田あおい、寺本典
弘　山下夏美　白岡佳
樹　大平由津子　向井
田貴裕

日本診療情報管理学会学術集会 「全国がん登録説明会」における愛媛県の取り組み～がん
登録初心者に向けて～

白岡佳樹、寺本典弘　
大平由津子　新居田あ
おい



日本診療情報管理学会学術集会 愛媛県で取り組む院内がん登録データの活用の一例「がん
登録でみる愛媛県のがん診療」冊子の編集

大平由津子、寺本典弘　
山下夏美　白岡佳樹　
新居田あおい　向井田
貴裕藤岡知代　山田恵
子　橘克美　田村純子　
矢野幸子　

日本診療情報管理学会学術集会 四国がんセンターにおける診療録監査実施の成果 八嶋由美子、白岡佳樹　
西森京子　相原宏紀　
松﨑清美　池内美子　
寺本典弘

第70回国立病院機構総合医学会（沖縄） クリニカルパスと診療情報管理士の関わり 石川宏昭、河村進　羽
藤慎二　清水弥生　砂
野由紀

第17回日本クリニカルパス学会学術集会 パス活動における診療情報管理士の関わり 羽藤慎二、相原宏紀　
石川宏昭

国立病院総合医学会 医療情報管理室と医事課による診療録記載チェックの取り
組み

相原宏紀、西森京子、
石川宏昭、松崎清美、
田中広美、玉井健一、
樋口智之、谷口誠、谷
水正人

第126回日本医学放射線学会中国四国地方会
子宮頸癌に対する根治的放射線治療症例の再発形式の検
討

靍岡慎太郎、上津孝太
郎、西川敦、 片岡正明

第68回中国・四国放射線治療懇話会 食道癌化学放射線療法後の心嚢液貯留 西島紀子、片岡正明、
濱本泰、西川敦、上津
孝太郎、靍岡慎太郎、
神﨑博充、長﨑慧、望
月輝一

第29回日本放射線腫瘍学会　JASTRO Prognostic value of growth patterns on MRI in cervical 
cancer patients treated with radiotherapy.

Shintarou Tsuruoka, 
Masaaki Kataoka, 
Koutaro Uwatsu, 
Atsushi Nishikawa

第29回日本放射線腫瘍学会　JASTRO Treatment results of the radiotherapy combined with 
cetuximab for head and neck cancer.

Atsushi Nishikawa, 
Shintaro Tsuruoka, 
Kotaro Uwatsu, Masaaki 
Kataoka

第29回日本放射線腫瘍学会　JASTRO Pericardial effusion after chemoradiotherapy for esophageal 
cancer.

Nishijima Noriko, 
Yasushi Hamamoto, Kei 
Nagasaki, Hiromitsu 
Kanzaki, Teruhito 
Mochizuki, Masaaki 
Kataoka, Atsushi 
Nishikawa, Kotaro 
Uwatsu, Shintaro 
Tsuruoka

第127回日本医学放射線学会中国四国地方会
乳癌脳転移症例の放射線治療成績の検討 靏岡慎太郎、片岡正

明、上津孝太郎、西川
敦、望月輝一

松山市医師会放射線科医会 頭頸部癌のIMRTについて 西川敦



21th Congress of the European Hematology 
Association

Multicenter, prospective, randomized trial of intravenous 
itraconazole VS. liposomal amphotericin B as empirical 
antifungal therapy for hematological malignancy with 
persistent fever and neutropenia.

Isao Yoshida, Akiko M 
Saito, Shiro Tanaka, 
Ilseung Choi, Michihiro 
Hidaka, Yasuhiko 
Miyata, Yoshiko Inoue, 
Satoshi Yamasaki, 
Toshiya Kagoo, 
Hiroatsu Iida, Hiromasa 
Niimi, Takuya Komeno, 
Chikamasa Yoshida, 
Fumihito Tajima, 
Hideyuki Yamamoto, 
Ken Takase, Hironori 
Ueno, Takeshi 
Shimomura, Yasunobu 
Abe, Tatsunori Sakai, 
Yasuhiro Nakashima, 
Chikashi Yoshida, 
Shiro Kubonishi, 
Shinichiro Yoshida, Aki 
Yamamoto, Yukihiro 
Kaneko , Yoshitsugu 
Miyazaki, Hirokazu 
Nagai

第56回日本リンパ網内系学会総会 A Case of Leukemic Peripheral Blood Involvement in ALK 
Positive Anaplastic Large Cell Lymphoma.

吉田功、櫻井安紀、高
畑 浩之、西村理恵子、
寺本 典弘

第18回日本医療マネジメント学会学術集会 がん地域連携パスの運用実績【１】～5年間の振り返り～ 清水弥生、大西純子 宮
内一恵、谷水正人

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会　　 医療者向
けセミナー

看護師の立場から、症例から考えるケアのヒント 岸田恵

第22回日本家族性腫瘍学会学術集会 がん看護外来における家族性腫瘍への看護師の介入の現
状

宮脇聡子、平田久美、
廣澤光代

第22回日本家族性腫瘍学会学術集会 家族性腫瘍における病棟スタッフの認識の現状と関わりの
報告

越智美恵、宮内佳子、
杉本奈央、金子景香、
大住省三

第21回　日本緩和医療学会学術集会 都道府県がん診療拠点病院の緩和ケア病棟におけるケア
の評価

青木清美、富永由香、
清水みどり、成本勝広

第30回愛媛ストーマ・排泄リハビリテーション研究
会

終末期患者の希望を踏まえた目標設定が看護師間のケア
統一に重要とした一事例

青木梓、宇都宮里奈

第9回大牟田肺癌セミナー 化学療法を受ける患者の看護（患者・家族へのサポート） 岸田恵

SEM愛媛 HBOCの連携と実際 宮脇聡子

第13回愛媛クリニカルパス研究会 ICUでのパス使用の現状と課題 梶田智

第14回愛媛クリニカルパス研究会 化学療法汎用ケアパスの適応の実際‐呼吸器患者に適応し
た事例の考察-

船上亜弥子

第15回愛媛クリニカルパス研究会 セルフケア向上を目指したフレキシブルパス作成の取り組み 沖野ちえみ

第16回愛媛クリニカルパス研究会 アウトカム評価の実施率アップに向けての取り組み 西川真衣

第16回愛媛クリニカルパス研究会 アウトカム評価の実施方法からみるパスの現状と課題 池山恵梨香

第５回遺伝カウンセラーのための実践集中講座～
遺伝性腫瘍診療現場の即戦力を目指して～

看護師との連携 宮脇聡子

第41回　教育システム情報学会　全国大会 ｅラーニングを活用したがん看護実践能力向上のための教
材設計-臨床応用を目的とした事例演習中心の独習型教材
-

菊内由貴、中野裕司、
鈴木克明、平岡斉士



第12回　中学四国地区国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

血液癌で化学療法を重ねた患者のリハビリテーションの介
入方法の検討

小西瑛里香、曽我部朱
美、山本佳奈、菰田あ
すか、三浦仁美、眞田
理絵　梅川奈美、中本
珠世

第13回　中学四国地区国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

肺切除患者への呼吸リハビリに対する退院指導の現状調
査
効果的な退院指導を目指して

菊池智皓 、大西愛里
沙、
宇都宮菜美子、高橋さ
おり、飯尾真奈美

第12回　中四国地区　国立病院機構・国立療養所　
看護研究学会

がん患者のセクシュアリティに対する意識調査
患者アンケートから支援について考える

清水弥生、本田真衣、
宮内一恵、佐野智香、
清藤佐知子

第32回　日本教育工学会　全国大会 がん看護実践能力向上のための独習型教材設計における
学習目標と合格基準の明確化

菊内由貴、中野裕司、
鈴木克明、平岡斉士

Gynecologic Cancer Forum in Matsuyama アバスチンを投与されている方のマネジメントの実情 橋田愛

平成28年度固定チームナーシング　　全国研究集
会

乳腺化学療法患者の発熱に関する退院指導～発熱性好中
球減少症(ＦＮ)診療ガイドラインに基づいたパスの改訂～

岩見希、星野舞、西原
民恵、山下佐智子、水
野めぐみ、向涼子、宮
内佳子

第70回   国立病院総合医学会 単回使用気管切開チューブを挿入した患者の退院後の管理
の実態～日常生活を安全･安心に送るために～

中川元気　今村香奈、
阿部智奈美、中鋪祐紀　
淺野由紀江　和気敬子

第70回   国立病院総合医学会 急変時対応評価表の効果 松本典子　梶田智
片岡悦子　中川真砂美

東予がん外来化学療法看護師研究会 抗がん剤の曝露について～医師・看護師の目線から～ 青儀健二郎、渡邉枝穂
美

第36回　日本看護科学学会学術集会 中間管理職を兼務する認定看護師が役割を遂行してきた家
庭で得た強み

森ひろみ、青木早苗、
高橋永子

第14回　国立病院機構看護研究学会学術集会 婦人科がん手術後、自己導尿が必要となった患者の退院後
の生活の実態－患者が自己導尿を実施する際、体験する
困難と対処方法－

竹田美紀、田村麻里、
村上さおり、佐伯光子、
篠崎玲奈、島田由美
子。野本百合子

第14回　国立病院機構看護研究学会学術集会 術前化学療法を受ける患者への脱毛に関する指導             
                          ～自分なりの脱毛準備に向けて～

藤本佑香、松田美和、
八百原優子、宮内佳子

第6回日本がんリハビリテーション研究会 骨転移患者に対する多職種連携 二宮樹、羽澤昌里、後
藤華奈子。高田恵美、
中田英二。杉原進介

乳癌チーム医療ワークショップフォローアップ会 チーム医療の表現型としてのSCC DREAM TEAM 高橋三奈、青儀健二
郎、槇恒、二神直子、石
原淑子、土井美幸、越
智美恵、岩見希、宮内
一恵、平岡久美、武西
明子、松田美和、篠原
瞳

第31回日本がん看護学会学術集会 外来化学療法室見学の内容と体制の評価　患者が安心して
外来化学療法を受けられるために

高岡かおり、植岡可奈
子、橋田愛、岸田恵　村
上直子、野本百合子

第31回日本がん看護学会学術集会 がん薬物療法に伴う、皮膚障害へのチーム医療のポイント
と看護師の役割

仁科智裕、渡邉枝穂美

第31回　日本がん看護学会学術集会 がんと就労　その人らしく生きることを支える　〜様々な病期
や生活の特徴を踏まえた実践〜

菊内由貴、上杉和美、
橋口周子、小迫冨美恵

第31回　日本がん看護学会学術集会 胃癌治療の最新トレンド 菊内由貴



第31回日本がん看護学会学術集会 愛媛県での在宅緩和ケアを推進するための多職種向け教
育プログラムの効果の検討

宮脇聡子、吉田美由
紀、上杉和美、武田千
津、塩見美幸、宮岡範
子、清水建哉、陶山啓
子、田中久美子

第31回日本がん看護学会学術集会 術後回復期における婦人科がん患者が求める性交渉に関
する退院指導－アンケート調査による実態－

長廣久美、横山登喜
代、木原真理、大塚早
紀、石田理菜、青井恵、
島田由美子、 野本百合
子　

第31回　日本がん看護学会学術集会 地域包括ケアシステムのコアとなるがん看護の展開 菊内由貴　

とうおん健康づくりの会とびっきりの笑顔の会研修
会

身近なあなたに心掛けていただきたいこと～がん患者さんと
ご家族への配慮～

中岡初枝

第56回日本呼吸器学会学術講演会 根治的放射線化学療法後の肺がんSalvage手術の検討 山下素弘、 大越祐介、 
上野剛、 末久弘、 澤田
茂樹、 原田大二郎、 北
島寛元、 上月稔幸、 野
上尚之、 片岡正明

第33回日本呼吸器外科学会総会 肺がん根治的治療後のSalvage手術例の検討 山下素弘

第6回医学生・若手医師のための呼吸器セミナー 呼吸器外科医になって良かったこと、悪かったこと 上野剛

第63回西四国肺癌研究会 咳嗽を主訴に受診した胸部異常陰影の1例 杉本龍士郎、 大塚智
昭、 牧佑歩、 上野剛、 
山下素弘

第55回日本肺癌学会中国・四国支部会 化学放射線治療後に広範囲錐体合併切除を要した肺尖部
胸壁浸潤癌の1例

上野剛、 山下素弘、 杉
本龍士郎、 牧祐歩

第55回日本肺癌学会中国・四国支部会 肺癌術後11年目にステープルラインに発生した炎症性腫瘤
の1例

宮内俊策、 牧祐歩、 上
野剛、 杉本龍士郎、 山
下素弘

第69回愛媛外科会総会 血痰・左肺無気肺で発症した左気管支発生の神経鞘腫の一
例

大塚智昭、 牧佑歩、 上
野剛、 杉本龍士郎、 山
下素弘

第78回日本臨床外科学会総会 骨外性Ewing肉腫の1例 宮内俊策、 牧祐歩、 上
野剛、 杉本龍士郎、 山
下素弘

世界肺癌学会2016 (WCLC) Salvage Surgical Resection after Curative-intent 
Concurrent Chemoradiotherapy for N2-Stage Lung Cancer

Motohiro Yamashita, 
Tsuyoshi Ueno, Yuho 
Maki, Ryushirou 
Sugimoto.

第57回日本肺癌学会学術集会 高悪性度肺神経内分泌腫瘍手術症例の臨床病理学的検討 杉本龍士郎、 牧祐歩、 
上野剛、 山下素弘.

第57回日本肺癌学会学術集会 当院における肺カルチノイドに対する肺切除術の治療成績 上野剛、 牧佑歩、 杉本
龍士郎、 山下素弘.

第43回愛媛呼吸器外科研究会 EWSとVAC療法後に大網充填術を行った気管支断端瘻の1
例

上野剛、 中田憲太郎、 
牧佑歩、 杉本龍士郎、 
山下素弘.

第86回日本感染症学会西日本地方会 乳癌化学療法中に発症したPneumocystis肺炎症例の免疫
機能の検討

濱田信



Collaborative Group of the Americas on Inherited 
Colorectal Cancer　2016 Annual Meeting, Seattle, 
USA

The intensive one-week training course on hereditary 
cancer syndromes for healthcare providers in Japan (2012-
2015).

Keika Kaneko, Chieko 
Tamura, Keiko Matsuda, 
Nao Sugimoto, Miho 
Inoue, Satoko Miyawaki, 
Sachiko Kiyoto, Yuko 
Shiroyama, Naruyuki 
Kobayashi, Shinichiro 
Hori, Masahito 
Tanimizu, Shozo 
Ohsumi

第56回日本呼吸器学会学術講演会 EGFR遺伝子変異陽性肺癌～EGFR-TKIをベースにした最新
の治療戦略～

上月稔幸

第55回日本肺癌学会中国・四国支部会 Nivolumab治療後膵型アミラーゼ上昇を認めた1例 上月稔幸、原田大二
郎、北島寛元、野上尚
之

第55回日本呼吸器学会中国・四国地方会 高齢およびPS不良の進行非小細胞肺がんをどうする？ 野上尚之

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 AURA studyにおいてosimertinib（AZD9291）を使用した
EGFR-TKI既治療局所進行又は転移性非小細胞肺癌
(NSCLC)患者4例

原田大二郎、上月稔
幸、北島寛元、野上尚
之 

第57回日本肺癌学会学術集会 EGFR変異陽性肺癌の最適なトータル治療戦略を考える　～
いま臨床で必要なコト～

野上尚之

第57回日本肺癌学会学術集会 医師事務作業補助者による臨床研究支援の取り組み 粟木瑞穂、浅川愛美、
山田純子、石川浩子、
南原寿枝美、西岡晶
子、小島薫、上月稔幸、
原田大二郎、北島寛
元、野上尚之、山下素
弘

第57回日本肺癌学会学術集会 当院の免疫チェックポイント阻害剤治験における腫瘍組織
提出の現状

岡本由紀子、西岡晶
子、小島薫、石井浩、原
田大二郎、北島寛元、
上月稔幸、野上尚之

第57回日本肺癌学会学術集会 術後UFTはSqにも有用か？ 上月稔幸

Annual Meeting of American Society of Clinical 
Oncology

The associated factors of skeletal related events in 
patients with non-small cell lung cancer

T Kozuki, E Nakada, N 
Yamashita, D Harada, H 
Kitajima, S Sugihara, N 
Nogami

NSCLC Treatment Consensus Meeting 2016 今考えるべきEGFR遺伝子変異陽性肺癌のベストプラクティ
ス

野上尚之

Lung Cancer Experts Meeting EGFR肺癌治療戦略の今までとこれから 野上尚之

肺がん分子標的治療セミナー EGFR-TKI治療の今後の展望 野上尚之

高知肺がん分子標的治療 タグリッソを有効に使う為の現時点での工夫 野上尚之

第21回台湾癌症連合学術集会　サテライトシンポ
ジウム

免疫チェックポイント阻害剤の肺癌での使い方を考える 野上尚之

香川肺癌セミナー TKI耐性進行再発肺癌への治療戦略 野上尚之

Lilly oncology Web講演会 EGFR遺伝子変異陽性肺癌における Total treatment 
Strategyについて

野上尚之

山形胸部腫瘍研究会 EGFR肺がん治療戦略の今までとこれから 野上尚之

Lung Cancer TV Symposium EGFR遺伝子変異陽性NSCLCの最新治療戦略 野上尚之

周南地区　肺がん免疫治療研究会 免疫チェックポイント阻害剤の臨床データと使用の実際 野上尚之

Chugai Lung Cancer Symposium EGFR肺癌治療戦略の今までとこれから 野上尚之



第55回日本呼吸器学会中国、四国地方会　第55
回日本肺癌学会中国、四国支部会
第23回呼吸器セミナー

呼吸器疾患診療における課題と対策 野上尚之

第9回東海肺がん分子治療研究会 非小細胞肺癌の最新の治療戦略 野上尚之

肺癌学術講演会 in 宇和島 肺癌を疑う患者に出会った時に・四国がんセンターの挑戦
2016

野上尚之、原田大二郎

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会　Medical 
Seminar25

進行・再発乳がんにおける脳転移および胸水貯留に対する
治療戦略

野上尚之

臨床肺癌講演会 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌の治療戦略 野上尚之

滋賀県呼吸器フォーラム ASCO後に治療戦略は変わるのか？　～ALK肺癌でより長
いOSを目指して～

野上尚之

北海道肺癌サミット2016 ALK陽性肺癌の治療戦略 野上尚之

がんチーム医療ミーティング 非小細胞性肺がんにおけるクリティカルパス作成と運用の
実際

野上尚之

鹿児島肺がん研究会 ASCO後に治療戦略は変わるのか？　～ALK肺癌でより長
いOSを目指して～

野上尚之

第16回Shinjuku Lung Cancer Summit Meeting 新しい薬剤の登場で非小細胞肺がん治療はどう変わるの
か？

野上尚之

信州ALK肺がん治療学術講演会 ASCO後に治療戦略は変わるのか？　～ALK肺癌でより長
いOSを目指して～

野上尚之

第50回ヘルスアカデミー 肺がんに対する最新治療 野上尚之

第2回Lung Camcer Seminer in HIMEJI タグリッソを有効に使う為の現時点での工夫 野上尚之

福岡大学病院　肺癌治療セミナー EGFR遺伝子変異陽性肺癌の最新治療戦略 野上尚之

Paradigm Shift in Lung Cancer Treatment 免疫チェックポイント阻害剤の現状祖問題点を今一度考える 野上尚之

岩国地区学術講演会 これからのNSCLC治療戦略について 野上尚之

佐賀エリア肺がん治療講演会 EGFR遺伝子変異陽性NSCLC治療に関して 野上尚之

東毛肺がん研究会 ＥＧＦＲ肺癌治療戦略の今までとこれから 野上尚之

南予地区　肺癌治療講演会 非小細胞肺癌治療の中で、抗がん剤をどう活かすか？ 野上尚之

第57回日本肺癌学会学術集会イブニングセミナー EGFR遺伝子変異陽性肺癌の最適なトータル治療戦略を考
える～いま実臨床戦略で必要なコト～

野上尚之

第57回日本肺癌学会学術ランチョンセミナー 地域で支えるがん化学療法における発熱性好中球減少症
対策

野上尚之

第56回日本呼吸器学会中国・四国地方会ランチョ
ンセミナー

免疫チェックポイント阻害剤の現状と問題点を今一度考える 野上尚之

Lung Cancer TV symposium 2017 タグリッソによるEGFR T790M変異陽性治療の新たな幕開け 野上尚之

新居浜医師会学術講演会 免疫チェックポイント阻害剤の現状と問題点を今一度考える 野上尚之

Lung Cancer Expert Conference 非小細胞肺癌における二時治療の治療戦略 野上尚之

木曜に肺癌を読む会 肺癌薬物療法　最新の動向 野上尚之

第6回福山地区肺癌ＤＩＦ研究会 アブラキサンが主役の舞台はどこか？ 野上尚之

第15回中国・四国臨床腫瘍研究セミナー ＡＬＫ肺癌の分子標的薬治療薬Update 野上尚之

第57回日本肺癌学会　九州支部学術集会 局所進行がんに対する治療戦略～術前化学放射線療法後
の手術vs化学放射線療法～（内科の立場）

野上尚之

第3回多摩肺がんチーム医療勉強会 肺癌薬物療法　最近の動向 野上尚之



第4回城北肺癌治療セミナー 胸水貯留症例に対する治療 上月稔幸

福山免疫チェックポイント阻害剤適正使用セミナー 肺がん治療における免疫チェックポイント阻害剤 上月稔幸

2nd JP TW interchange at ASCO Case presentation for irAE management from japan 上月稔幸

中讃地区肺癌治療Meeting EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対する治療戦略 上月稔幸

第9回大牟田肺癌セミナー EGFR遺伝子変異陽性肺癌の治療戦略 上月稔幸

Lung Cancer Conference in Toon 今、改めて考えるアバスチンのメリットとは 上月稔幸

肺癌化学療法セミナー ALK陽性肺がんの治療戦略 上月稔幸

Immuno-Oncology Seminar in Okayama 肺がん治療における免疫チェックポイント阻害剤 上月稔幸

第4回 Kanagawa Bio forum on Thoracic Oncology EGFR遺伝子変異陽性肺癌の最近の話題 上月稔幸

津山免疫療法セミナー 四国がんセンターにおける肺がん治療について 上月稔幸

Target Resistance Expert Meeting 肺癌治療のパラダイムシフト 上月稔幸

八幡地区肺癌治療講演会 EGFR遺伝子変異陽性肺癌治療における最新情報 上月稔幸

三重肺癌分子治療研究会 T70M耐性獲得における治療戦略・耐性メカニズム・再生検 上月稔幸

サイラムザ適応追加記念講演会 in 岡山 進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対する治療戦略～～プラ
チナ併用療法をどう考える？

上月稔幸

Lung Cancer Meeting in Hiroshima EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する治療戦略 上月稔幸

Lung Cancer Academy 2016 局所進行（IIIa/b）肺がんの治療 上月稔幸

Lung Cancer Clinical Conference 肺がん治療における免疫チェックポイント阻害剤～ニボルマ
ブ承認後1年を経て～

上月稔幸

Lung Cancer Symposium in Aichi～1st anniversary 
 of tagrisso approval～

「EGFR変異陽性肺がん～最適な治療の流れは？～ 上月稔幸

愛媛病理研究会 非小細胞肺癌における免疫チェックポイント阻害剤の位置
づけ

上月稔幸

第11回愛媛Medical Oncology seminer IV期の肺癌患者さんに対する最適な化学療法戦略 原田大二郎

第116回日本外科学会定期学術集会 長期化学療法術後根治切除に至った膵癌の1例 鈴木江梨、 大田耕司、 
上杉和寛、 石井浩、 大
越祐介、 棚田稔

第116回日本外科学会定期学術集会 腹膜播種による癌性イレウスに対する緩和手術の検討 小林成行、 落合亮二、 
小畠誉也、 羽藤慎二、 
大田耕司、 野崎功雄、 
棚田稔、 栗田啓

第18回日本医療マネジメント学会学術総会 DPC制度化におけるクリティカルパス適応例の収益アウトカ
ム分析

羽藤慎二、 清水弥生、 
砂野由紀、 宮内一恵、 
青儀健二郎、 河村進、 
谷水正人

第4回がん診療体制の質評価調査」結果報告会 PDCAサイクルに向けた取り組み 改善管理ツールを活用し
た病院の問題分析および改善計画の立案

羽藤慎二

第28回日本肝胆膵外科学会・学術集会 IPMN良悪性診断における造影PET/CTの有用性の検討 大田耕司、 棚田稔

第6回愛媛肝胆膵外科セミナー 当院における膵体尾部切除術時の膵断端処理法 大田耕司、 棚田稔



第71回日本消化器外科学会総会 当院における直腸NET35例の検討 落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 羽藤慎二、 
大田耕司、 野崎功雄、 
棚田稔、 西出憲史、 堀
伸一郎、 栗田啓

第71回日本消化器外科学会総会 CY1のみのStageⅣ胃癌に対する治療戦略 羽藤慎二、 野崎功雄、 
落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 大田耕司、 
棚田稔、 栗田啓

第71回日本消化器外科学会総会 人工肛門閉鎖術における創感染危険因子の検討 小林成行、 落合亮二、 
小畠誉也、 羽藤慎二、 
大田耕司、 野崎功雄、 
棚田稔、 栗田啓

第71回日本消化器外科学会総会 腹臥位食道切除の術後に右腕神経叢麻痺を来した１例 鈴木江梨、 野﨑功雄、 
羽藤慎二、 落合亮二、 
小林成行、 小畠誉也、 
大田耕司、 棚田稔、 栗
田啓

第71回日本消化器外科学会総会 食道癌術後Nasogastric tubeの抜去指標－より早期抜去を
目指して－

野崎功雄、 羽藤慎二、 
落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 大田耕司、 
棚田稔、 栗田啓

第71回日本消化器外科学会総会 右半結腸切除術と膵頭十二指腸切除術で根治手術が可能
であった横行結腸癌の2例

大田耕司、 落合亮二、 
小林成行、 小畠誉也、 
羽藤慎二、 野崎功雄、 
棚田稔、 栗田啓

第70回日本食道学会学術集会 胸腔鏡下食道切除に腹腔鏡を併用すると呼吸器合併症は
減少するか？　-ＪＣＯＧ0502附随研究-

野崎功雄、 水澤純基、 
加藤健、 井垣弘康、 伊
藤芳紀、 大幸宏幸、 矢
野雅彦、 宇田川晴司、 
中川悟、 北川雄光

第70回日本食道学会学術集会 食道切除後の観音開き法による胸腔内食道胃管吻合の術
後短期成績

羽藤慎二、 野崎功雄、 
落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 大田耕司、 
棚田稔、 栗田啓

第70回日本食道学会学術集会 リピオドールリンパ管造影によって軽快した食道癌術後乳び
胸の一例

鈴木江梨、 野崎功雄、 
羽藤慎二、 落合亮二、 
小林成行、 小畠誉也、 
大田耕司、 棚田稔、 栗
田啓

第12回CQI研究会 胃がんについてCQI分析 羽藤慎二

第69回愛媛外科会総会 早期胃癌及び大腸癌の重複癌に対し、腹腔鏡補助下の同
時切除を施行した2症例

牧佑歩、 小畠誉也、 落
合亮二、 小林成行、 羽
藤慎二、 大田耕司、 野
﨑功雄、 棚田稔、 栗田
啓

第69回愛媛外科会総会 当院で経験したMucinous cystic neoplasm(MCN)5例の検討 鈴木江梨、 大田耕司、 
落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 羽藤慎二、 
野﨑功雄、 棚田稔、 栗
田啓、 西村理恵子、 寺
本典弘、 菅原敬文

第91回中国四国外科学会総会 胃癌の外科治療：開腹手術 野﨑功雄

がん医療の最前線 わかりやすい胃がん 胃がん手術の最前線 羽藤慎二



JDDW2016（第24回日本消化器関連学会集会） IPMN切除決定におけるPET/CTの役割 大田耕司、菅原敬文、
井口東郎

第78回日本臨床外科学会総会 側方リンパ節転移を伴った5mm大の直腸NETの1例 小畠誉也、 落合亮二、 
小林成行、 羽藤慎二、 
大田耕司、 野崎功雄、 
棚田稔、 栗田啓

第78回日本臨床外科学会総会 当院における膵体尾部切除時の膵断端処理法 大田耕司、 棚田稔、 落
合亮二、 小林成行、 羽
藤慎二、 野崎功雄、 栗
田啓

第78回日本臨床外科学会総会 大腸癌手術における一時的ストーマの検討 小林成行、 落合亮二、 
小畠誉也、 羽藤慎二、 
大田耕司、 野崎功雄、 
棚田稔、 栗田啓.

第78回日本臨床外科学会総会 S状結腸癌術後補助化学療法としてのカペシタビン投与によ
り重篤な有害事象を来しDPD欠損症と診断した1例

落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 羽藤慎二、 
大田耕司、 野崎功雄、 
棚田稔、 栗田啓.

第17回クリニカルパス学会 パス活動における診療情報管理士の役割 羽藤慎二、 石川宏昭、 
相原宏紀、 砂野由紀、 
清水弥生、 宮内一恵、 
青儀健二郎、 河村進.

第29回日本内視鏡外科学会総会 胸腔鏡下食道切除時に左半回神経麻痺を予防する生理的
食塩水局所注射の試み

野崎功雄

第29回日本内視鏡外科学会総会 腹腔鏡下噴門側胃切除術後観音開き法再建における鏡視
下吻合の工夫

羽藤慎二、 野崎功雄、 
落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 大田耕司、 
棚田稔、 栗田啓

ASCO GI 2017 Effectiveness and limitations of staging laparoscopy for 
peritoneal metastases in advanced gastric cancer from the 
results of JCOG0501.

Shinji Hato, Yoshiaki 
Iwasaki, Junki 
Mizusawa, Masanori 
Masanori Terashima, 
Hitoshi Katai, Takaki 
Yoshikawa, Seiji Ito, 
Masahide Kaji.

第5回岡山大学消化器外科フォーラム 四国がんセンターにおける臨床研究の現状 小林成行、 落合亮二、 
小畠誉也、 羽藤慎二、 
大田耕司、 野崎功雄、 
栗田啓

第1回日本臨床知識学会学術集会 PDCAサイクルに向けた取り組み　－改善管理ツールを活用
した病院の問題分析および改善計画の立案－

羽藤慎二

第26回愛媛肝臓外科研究会 肝転移を伴った膵神経内分泌癌と十二指腸乳頭部癌合併
の一例

御厨美洋、 大田耕司、 
棚田稔、 石井浩

第22回愛媛消化管がん懇話会 化学療法後に胃切除術を施行したStageⅣ胃癌例の検討 羽藤慎二

第89回日本胃癌学会総会 Short term results of proximal gastrectomy with the hinged 
double flap method for gastric cancer.

羽藤慎二、 野崎功雄、 
落合亮二、 小林成行、 
小畠誉也、 大田耕司、
棚田稔、 栗田啓.

第116回日本外科学会定期学術集会 DPCと出来高計算の収益アウトカム分析からみた乳癌診療
の問題点

青儀健二郎、 清藤佐知
子、 髙橋三奈、 原文
堅、 高嶋成輝、 大住省
三、 相原宏紀

第18回日本医療マネジメント学会学術総会 乳癌手術症例の収益アウトカム分析からみたDPCの経営学
的問題点

青儀健二郎



第62回愛媛乳癌疾患懇話会 遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)が疑われてから遺伝カウ
ンセリングおよび遺伝子検査に結び付くまで約2年半を要し
た患者の1例

清藤佐知子、 杉本奈
央、 金子景香、 髙橋三
奈、 高嶋成輝、 青儀健
二郎、 大住省三

曝露対策フォーラム in 呉地区 Hazardous Drugs の安全な取り扱いを目指して～NHO 臨床
研究における取り組み～

青儀健二郎

第22回日本家族性腫瘍学会学術集会 To the Next Stage 大住省三

第22回日本家族性腫瘍学会学術集会 乳癌卵巣癌家族歴のない若年トリプルネガティブ乳癌に
BRCA1病的変異を認めた1例

高橋三奈、 杉本奈央、 
金子景香、 清藤佐知
子、 白山裕子、 大亀真
一、 竹原和弘、 青儀健
二郎、 大住省三

第22回日本家族性腫瘍学会学術集会 当院で家族歴聴取(家系図作成)され遺伝性乳癌卵巣癌症
候群(HBOC)の高リスク群と判定された家系に対する遺伝カ
ウンセリング、遺伝子検査の実施状況について

清藤佐知子、 杉本奈
央、 金子景香、 大住省
三、 髙橋三奈、 青儀健
二郎、 白山裕子、 小松
正明、 大亀真一、 竹原
和弘

進行再発乳癌カンファランス HER2陽性進行再発乳癌の治療～臨床と副作用対策～ 原文堅

第24回日本乳癌学会学術集会 当科における非浸潤性乳管癌手術症例の検討 高嶋成輝、 清藤佐知
子、 高橋三奈、 原文
堅、 青儀健二郎、 大住
省三

第24回日本乳癌学会学術集会 当科におけるエリブリン使用症例の検討 鈴木江梨、 清藤佐知
子、 高橋三奈、 原文
堅、 高嶋成輝、 青儀健
二郎、 大住省三、 藤田
代里子

第24回日本乳癌学会学術集会 乳癌センチネルリンパ節生検における全身治療の役割 原文堅

第24回日本乳癌学会学術集会 がん医療における性（セクシュアリティ）に関する患者の意識
調査

清藤佐知子、 佐野智
香、 本田真衣、 清水弥
生、 宮内一恵、 谷水正
人

第24回日本乳癌学会学術集会 遺伝性腫瘍を専門とするメディカルスタッフ養成のための四
国がんセンター主催集中セミナーの現状

大住省三、 田村智英
子、 松田圭子、 金子景
香、 杉本奈央、 青儀健
二郎、 高橋三奈、 清藤
佐知子、 竹原和宏、 白
山裕子、 小松正明、 大
亀真一、 小畠誉也、 小
林成行、 堀伸一郎、 橋
根勝義、 井上実穂、 宮
脇聡子、 谷水正人

第24回日本乳癌学会学術集会 HER2陽性転移乳癌に対するEribulin+Trastuzumab併用療法
を検討する第II相試験（SBP-04試験）瀬戸内乳腺事業包括
的支援機構( Setouchi Breast Project; SBP)

高橋三奈、 枝園忠彦、 
池田雅彦、 大谷彰一
郎、 原文堅、 辻尚志、 
吉富誠二、 川崎賢祐、 
大多和泰幸、 小笠原
豊、 松岡欣也、 清藤佐
知子、 高畠大典、 久保
慎一郎、 船越真人、 曳
野肇、 平成人、 土井原
博義、 大住省三

第24回日本乳癌学会学術集会 最適な制吐療法を考える～患者と医療スタッフの期待するも
の

青儀健二郎

第24回日本乳癌学会学術集会 乳癌診療体制評価のための質評価指標を用いた全国調査 青儀健二郎、 河村進、 
水流聡子

四国Breast Cancer Webinar HER2陰性進行・再発乳癌治療の今後に関する問題提起 大住省三



四国Breast Cancer Webinar 四国がんセンターにおけるアバスチンの使用 原文堅

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 Hazardous Drugs 曝露対策推進のための多施設共同曝露
実態調査

青儀健二郎

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 HER2陰性進行再発乳がんにおける個別化治療 原文堅

第20回四国乳房画像研究会 当院におけるソナゾイド超音波検査の検討 高橋三奈、 清藤佐知
子、 高嶋成輝、 青儀健
二郎、 大住省三、 菅原
恵奈、 清水さおり

がん診療体制の質評価調査　第1回改善プロジェ
クト会議

四国がんセンターの取り組み 青儀健二郎

第12回CQI研究会 乳がん 青儀健二郎

The New Era of G-CSF & CINV Management Supportive Care using prophylactic use of peg G-CSF in 
early breast cancer

原文堅

The 24th  International Wu Ho-Su Memorial 
Congress

Supportive care using prophylactic use of peg G-CSF in 
Early breast cancer

原文堅

第1回日本がんサポーティブケア学会学術集会 四国がんセンターにおけるがん患者の就労支援体制構築と
課題

青儀健二郎、 山下夏
美、 谷水正人、 宮内一
恵、 清水弥生、 池辺琴
映、 閏木裕美、 高橋都

乳癌化学療法学術講演会 ペグフィルグラスチムで変わる乳癌化学療法の強度とマネ
ジメント

原文堅

Oncology Specialist Meeting ～愛媛県病院薬剤師
会学術講演会～

Hazardous Drugs曝露対策の現状と展望 青儀健二郎

第2回 鳥取県がん診療研修会 愛媛県におけるPDCAサイクル実現への取り組み 青儀健二郎

患者さんのための乳がん診療ガイドライン2016年
版発刊記念講演会

乳癌の手術療法について
化学療法中の外見のケア

髙橋三奈、清藤佐知子

松山外科会学術講演会 がん治療におけるKEYとしての骨の重要性 青儀健二郎

第13回日本乳癌学会中国四国地方会 がん医療における性（セクシュアリティ）に関する医療者およ
び患者の意識調査

清藤佐知子、 本田真
衣、 佐野智香、 清水弥
生、 宮内一恵、 谷水正
人

愛媛県病理研究会　共催セミナー HER2評価の臨床的意義 青儀健二郎

第54回日本癌治療学会学術集会 Development of supportive care guidelines in Japan Kenjiro Aogi.

第54回日本癌治療学会学術集会 激論！進行・再発乳癌治療のCure＆Care　～どう考える？
これからの進行・再発乳癌治療～

原文堅

第54回日本癌治療学会学術集会 HER2陽性転移乳癌１次治療としてのペルツズマブによる予
後改善

原文堅

宮崎乳がんネットワーク第6回特別講演会 ペグフィルグラスチムで変わる乳癌化学療法の強度とマネ
ジメント

原文堅

第26回日本乳癌検診学会学術総会 遺伝性乳がん家系での乳がん検診の実施 大住省三、 清藤佐知
子、 髙橋三奈、 青儀健
二郎、 杉本奈央、 金子
景香

第31回日本女性医学学会学術集会 産婦人科医に求められるHBOC(遺伝性乳がん卵巣がん)の
知識

大住省三

長崎乳癌学術講演会 ペグフィルグラスチムによる乳癌術後化学療法・意識改革 原文堅

あけぼの徳島 乳がん講演会 乳がん免疫治療について 青儀健二郎



Breast Cancer Symposium 2016 in Saitama HER2陽性乳がんの治療戦略 原文堅

東予がん外来化学療法看護師研究会 抗がん剤の曝露について 青儀健二郎

The APEX Academy of HALAVEN in San Antonio 乳癌薬物治療の最新トピック 原文堅

はりま乳癌治療を考える会～ラウンドテーブルディ
スカッションin姫路～

ジーラスタで支える乳癌薬物療法の実践 原文堅

がん医療におけるセクシュアリティ～患者が抱える
思いから支援を考えよう～

がんが性に与える影響 清藤佐知子

第4回 E-BAST HER2陰性転移再発乳癌の治療開発 原文堅

第4回 山口外来化学療法研究会 乳癌薬物療法における副作用対策とコツ 原文堅

南予地区がん診療連携協議会 愛媛県のがん診療におけるPDCAサイクル活動の推進 青儀健二郎

中予乳癌治療セミナー 乳癌の手術療法について最新情報～第39回SABCS報告を
中心に～

大住省三

がん化学療法講演会 抗がん薬曝露対策について 青儀健二郎

第70回山陽乳腺疾患研究会 進行再発・乳癌 高嶋成輝

がんと就労支援 研究会 就労支援に向けた四国がんセンターの取り組み 青儀健二郎

The SMS conference of Breast Cancer バイオロジーから考える再発乳癌薬物療法選択 原文堅

第3回 道東地区乳腺疾患勉強会 再発乳がん薬物療法の勘所 原文堅

第91回日本消化器内視鏡学会総会 直腸神経内分泌腫瘍(NET)G １の治療成績および予後に関
する検討

西出憲史、堀伸一郎、
寺澤裕之、日野佳織、
中舎晃男、上杉和寛、
松本俊彦、梶原猛史、
浅木彰則、仁科智裕、
灘野成人、谷水正人

胃癌化学療法講演会in新居浜 進行・再発胃癌に対するG-SOX療法の使用経験 梶原猛史

2016 ASCO Annual Meeting Onset of neutropenia as an indicator of treatment response 
in the randomized phase II of TAS-102 vs placebo in 
Japanese patients with metastatic colorectal cancer (Study 
J003-10040030).

Nishina T,Yoshino 
T,Shinozaki E,Yamazaki 
K,Komatsu Y,Baba 
H,Tsuji A,Yamaguchi 
K,Muro K,Sugimoto 
N,Tsuji Y,Moriwaki 
T,Esaki T,Hamada 
C,Tanase T,Ohtsu A

2016 ASCO Annual Meeting The Nationwide Cancer Genome Screening Project for 
Gastrointestinal Cancer in Japan (GI-SCREEN): MSI-status 
and cancer-related genome alterations in advanced 
colorectal cancer (CRC)—GI-SCREEN 2013-01-CRC sub-
study.

Kajiwara T,Shitara 
K,Denda T,Yuki 
S,Tamura T,Kawasaki 
K,Shinozaki E,Takako 
Eguchi Nakajima,Kato 
K,Akagi K,Esaki 
T,Okano N,Kudo 
T,Kadowaki S,Ebi 
H,Yamamoto Y,Fujii 
S,Doi T,Ohtsu 

GASTRIC CANCER ｴｷｽﾊﾟｰﾄｾﾐﾅｰ 最新胃癌化学療法ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ2015-16 仁科智裕

鹿児島消化器がん治療フォーラム 進行再発大腸癌における化学療法について～ロンサーフの
経験から

梶原猛史

第116回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 十二指腸 堀伸一郎



第116回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 内視鏡レンズ面汚れの評価-定量化の試み- 堀伸一郎、西川萌美、
寺澤裕之、日野佳織、
中舎晃男、上杉和寛、
西出憲史、畔元信明、
浅木彰則、梶原猛史、
仁科智裕、灘野成人、
谷水正人

第105回日本消化器病学会四国支部例会 十二指腸狭窄および胆管狭窄に対してステントを留置した
膵頭部癌の1例

寺澤裕之、上杉和寛、
日野佳織、中舎晃男、
西出憲史、松本俊彦、
梶原猛史、浅木彰則、
仁科智裕、堀伸一郎、
灘野成人、石井浩

第105回日本消化器病学会四国支部例会 胃がんにおけるＲａｍｕｃｉｒｕｍａｂ単剤療法の検討 中舎晃男、仁科智裕、
寺澤裕之、日野佳織、
上杉和寛、西出憲史、
松本俊彦、浅木彰則、
梶原猛史、堀伸一郎、
灘野成人、石井浩、谷
水正人

第16回ＥＭＲ/ＥＳＤ研究会 早期胃癌に対するＳ-Ｏ ＣｌｉｐＴＭ使用経験 堀伸一郎、西出憲史、
畔元信明

茨城県大腸がんセミナー 大腸癌化学療法のUP TO DATE 仁科智裕

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 Treatment strategies for the skin Toxicities caused by 
Multi-Kinase Inhibitors
マルチキナーゼ阻害薬の皮膚障害治療手引き

仁科智裕

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 レゴラフェニブ投与中に多形紅斑を発症した大腸癌および
GIST 症例の検討

日野佳織、仁科智裕、
中舎晃男、西出憲史、
松本俊彦、梶原猛史、
堀伸一郎、石井浩、藤
山幹子

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 高度肝転移による肝障害を伴った転移性大腸癌に対する化
学療法の検討

梶原猛史、仁科智裕、
松本俊彦、日野佳織、
中舎晃男、西出憲史、
浅木彰則、堀伸一郎、
灘野成人、石井浩

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 胃癌骨転移症例における骨関連事象発生要因の検討 松本俊彦、日野佳織、
中舎晃男、西出憲史、
上杉和寛、浅木彰則、
梶原猛史、仁科智裕、
堀伸一郎、灘野成人、
石井浩

平成28年度松山市職員健康管理研修会 胃がんと大腸がんの予防、早期発見 西出憲史

ESMO 2016 A multicentre phase I/II study of TAS-102 with nintedanib 
in
patients with metastatic colorectal cancer refractory to
standard therapies (N-TASK FORCE: EPOC1410); Phase I
results

Nishina T, Kuboki Y, 
Shinozaki E, Fukuoka S, 
Kajiwara T, Shitara K, 
Yamaguchi K, Komatsu 
Y, Yuki S, Yamazaki K, 
Hara H, Mochizuki N, 
Fukutani M, Hasegawa 
H, Matsuda S, 
Wakabayashi M, 
Nomura S, Sato A, 
Ohtsu A, Yoshino T

United European Gastroenterology Week2016 ESOPHAGEAL STRICTURES AFTER 
CHEMORADIOTHERAPY FOR ESOPHAGEAL CANCER;  
PREDICTORS AND SURVIVAL RATE

Nishide N, Terasawa H, 
Hino K, Nakasya A, 
Uesugi K, Matsumoto T, 
Kajiwara T, Asagi A, 
Nishina T, Hori S, 
Nadano S, Ishii H, 
Tanimizu M



第54回,日本癌治療学会学術集会学術セミナー 大腸癌化学療法の新時代～Line治療を考える～ 仁科智裕

第54回日本癌治療学会 胃癌骨転移症例におけるＤＩＣ発症リスクの検討 松本俊彦、日野佳織、
寺澤裕之、中舎晃男、
上杉和寛、西出憲史、
浅木彰則、梶原猛史、
仁科智裕、堀伸一郎、
灘野成人、山下夏美、
石井浩

第54回日本癌治療学会 大腸がん薬物療法の新時代～サルベージラインの治療を考
える～

仁科智裕

第54回日本癌治療学会 Li Fraumeni家系に発症した十二指腸粘液癌の1例 寺澤裕之、浅木彰則、
灘野成人、日野佳織、
中舎晃男、上杉和寛、
西出憲史、松本俊彦、
梶原猛史、仁科智裕、
堀伸一郎、石井浩、杉
本奈央、金子景香

第54回日本癌治療学会 大腸がん脳転移症例の自然経過と予後因子の検討 松本俊彦、日野佳織、
寺澤裕之、上杉和寛、
西出憲史、中舎晃男、
浅木彰則、梶原猛史、
仁科智裕、堀伸一郎、
灘野成人、石井浩

第14回四国消化器癌化学療法研究会 高齢者大腸癌に対するエビデンスの紹介 仁科智裕

第92回日本消化器内視鏡学会総会 食道癌化学放射線療法における放射線性食道炎の特徴と
経過に関する検討

西出憲史、堀伸一郎、
寺澤裕之、日野佳織、
中舎晃男、松本俊彦、
梶原猛史、浅木彰則、
仁科智裕、灘野成人、
石井浩、谷水正人

第92回日本消化器内視鏡学会総会 膵癌の胃十二指腸狭窄に対する内視鏡的ステント留置術と
バイパス術の検討

日野佳織、松本俊彦、
寺澤裕之、中舎晃男、
上杉和寛、西出憲史、
梶原猛史、浅木彰則、
仁科智裕、堀伸一郎、
石井浩、灘野成人、谷
水正人、大田耕司、棚
田稔

第106回日本消化器病学会四国支部例会 膵仮性嚢胞の胃穿通による自然ドレナージで自然軽快した
一例

西川萌美、畔元信明、
寺澤裕之、日野佳織、
中舎晃男、西出憲史、
浅木彰則、梶原猛史、
寺尾孝志、仁科智裕、
堀伸一郎、灘野成人、
石井浩、谷水正人

第106回日本消化器病学会四国支部例会 dihydropyrimidine dehydrogenase（DPD）活性低下のため、
経口フッ化ピリミジン系薬剤により重篤な有害事象を認めた
2例

中舎晃男、西川萌美、
寺澤裕之、日野佳織、
西出憲史、畔元信明、
梶原猛史、浅木彰則、
仁科智裕、寺尾孝志、
堀伸一郎、灘野成人、
石井浩、谷水正人

第117回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 大腸腫瘍へのアスピリン（100mg/day）による発がん予防大
規模臨床試験（J-CAPP StudyII）

西出憲史、畔元信明、
堀伸一郎、石川秀樹

第117回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 大腸腫瘍に対するけん引クリップ（S-Oクリップ）の使用経験 堀伸一郎、西出憲史、
畔元信明、寺尾孝志

Gastric Cancerエキスパートセミナー 最新胃癌化学療法ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ2015‐2016 仁科智裕



Gastrointestinal Cancers Symposium Severe toxicity risk factor analysis of salvage radiotherapy 
for oligo-recurrence in the lymph nodes (LN) of esophagus 
carcinoma: From multi-institutional retrospective study.

Matsumoto T, Nishina 
T, Niibe Y, Yamashita H, 
Katsui K, Kataoka M, 
Terahara A, Shimada H, 
Jingu K

Gastric Cancer Treatment Forum 胃癌化学療法の現状と展望 仁科智裕

Lilly GI Seminar in Okayama 消化器癌治療における最新トピックス 仁科智裕

大腸がん化学療法セミナー 切除不能・進行再発大腸癌におけるFOLFOXIRI＋BV療法
について

仁科智裕

愛媛県消化器癌講演会 特別講演～胃癌編～ 仁科智裕

第66回日本消化器画像診断研究会 術前診断が困難であった膵癌の1例 畔元信明、棚田稔、大
田耕司、日野佳織

おれんじの会第107回例会 がん治療が変わる～遺伝子解析で『わたし』のための治療
へ～

仁科智裕

消化器がん検診従事者講習会 2016年がん専門施設における大腸がん検診要精検受診者
に対する2次精査の成績

堀伸一郎

日本臨床腫瘍薬学会 がん薬物に伴う皮膚障害対策～四国がんセンターでの実際
～

仁科智裕

広島地区大腸癌化学療法懇話会 FOLFOXIRI（±分子標的治療薬）療法について 仁科智裕

第26回愛媛がん性疼痛研究会 非がん性疼痛に使用したオピオイドを減量した症例 成本勝広

第24回日本臨床細胞学会愛媛県支部会 腹膜悪性中皮腫における腹水細胞診所見の経時的変化 髙畑敬之、 小松正明、 
大亀真一、 白山裕子、 
横山隆、有江啓二、門
屋幸、森田佐智子、小
嶋健太、岡本奈美、田
中慎一、佐藤正和、高
畑浩之、西村理恵子、
寺本典弘、竹原和宏

第68回日本産科婦人科学会学術講演会 A retrospective analysis of neoadjuvant chemotherapy in 
the treatment of uterine cervical cancer.

Masaaki Komatsu, 
Hiroyuki Takabatake, 
Shinya Kusumoto, 
Shinichi Okame, Yuko 
Shiroyama, Takashi 
Yokoyama, Kazuhiro 
Takehara.

第68回日本産科婦人科学会学術講演会 白金製剤感受性再発卵巣癌に対するBevacizumab 併用療
法

大亀真一、白山裕子、
楠本真也、小松正明、
横山　隆、竹原和宏

第68回日本産科婦人科学会学術講演会 遺伝性乳がん卵巣がんに対するサーベイランスとリスク低
減卵巣卵管摘出術

白山裕子、髙畑敬之、
大亀真一、小松正明, 
横山　隆, 竹原和宏

第61回愛媛県産婦人科医会学術集談会 家族性腫瘍サーベイランスで発見された子宮体癌の1例 坂井美佳、白山裕子、
藤本悦子、大亀真一、
小松正明、横山　隆、竹
原和宏

第61回愛媛県産婦人科医会学術集談会 局所進行子宮頸部腺癌における広汎子宮全摘術の有用性 髙畑敬之、大亀真一、
小松正明、白山裕子、
横山隆、竹原和宏

第57回日本臨床細胞学会 腹腔鏡手術中の洗浄細胞診を契機に発覚した子宮体癌の1
例

藤本悦子、大下孝史、
中西慶喜



第57回日本臨床細胞学会総会 腹膜悪性中皮腫における腹水細胞診所見の検討 髙畑敬之、小松正明、
大亀真一、白山裕子、
小嶋健太、田中慎一、
佐藤正和、寺本典弘、
竹原和宏

The 16th International Congress of Cytology Cytological morphology and immunophenotypes in gastric 
type adenocarcinoma of the uterine cervix

Masaaki Komatsu, 
Hiroyuki Takabatake, 
Shinichi Okame, Yuko 
Shiroyama, Kenta 
Kojima, Shinichi Tanaka, 
Masakazu Sato, 
Norihiro Teramoto, 
Kazuhiro Takehara

第22回日本家族性腫瘍学会 リスク低減卵巣卵管摘出手術における婦人科医師の役割 白山裕子、大亀真一、
竹原和宏、杉本奈央、
金子景香、清藤佐和
子、高橋三奈、青儀健
二郎、大柱省三

第22回日本家族性腫瘍学会 後天的なＭＬＨ１　プロモーター領域のメチル化を認めたＬｙｎ
ｃｈ症候群の一例

杉本奈央、金子景香、
大亀真一、小松正明、
白山裕子、横山隆、竹
原和宏、寺本典弘、大
柱省三

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 婦人科悪性軟部腫瘍の治療　Update 竹原和宏

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 子宮体がんの術後療法　術後再発リスクの検証 竹原和宏

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 がん性腹膜炎を呈した子宮平滑筋肉腫 髙畑敬之、大亀真一、
小松正明、白山裕子、
横山隆、寺本典弘、竹
原和宏

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 遺伝性子宮内膜癌スクリーニングの試み 小松正明、髙畑敬之、
大亀真一、白山裕子、
横山隆、杉本奈央、金
子景香、大住省三、竹
原和宏

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 最近経験したTrousseau症候群3例について 藤本悦子、大下孝史、
上田明子、佐々木美
砂、中前里香子、中西
慶喜

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 根治放射線治療を受けた子宮頸癌ⅡB-ⅣA期症例におけ
る遠隔再発をきたす予後因子の検討

坂井美佳、馬淵誠士、
礒橋文明、小川和彦、
木村正

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 術後再発リスクの検証 竹原和宏

第14回日本臨床腫瘍学会 根治放射線治療を受けた子宮頸癌ⅡB-ⅣA期症例におけ
る遠隔再発をきたす予後因子の検討

坂井美佳、馬淵誠士、
礒橋文明、小川和彦、
木村正

第17回JSAWI 低異型度漿液性癌と漿液性境界悪性腫瘍 小松正明

第69回中国四国産科婦人科学会 婦人科診療で遭遇する可能性のある遺伝性腫瘍　–
Hereditary Breast and Ovarian Cancer–

竹原和宏

第69回中国四国産科婦人科学会 ベバシズマブ併用TC療法が著効した子宮体癌の1例 坂井美佳、藤本悦子、
大亀真一、小松正明、
白山裕子、横山隆、竹
原和宏

第69回中国四国産科婦人科学会 Tamoxifen治療歴のある子宮体癌の臨床的特徴 藤本悦子、坂井美佳、
大亀真一、小松正明、
白山裕子、横山隆、竹
原和宏、山本弥寿子



第62回愛媛乳腺疾患懇話会 乳がん家族歴濃厚家系においてがん未発症者から遺伝子
検査を実施した一例

金子景香、杉本奈央、
大亀真一、横山貴紀、
藤本悦子、坂井美佳、
白山裕子、横山隆、竹
原和宏、清藤佐知子、
高橋三奈、原文堅、高
嶋成輝、青儀健二郎、
大住省三

第54回日本癌治療学会  Lynch症候群スクリーニングにおける免疫染色の有用

性が示唆された子宮体癌症例

大亀真一、竹原和宏、
横山隆、白山裕子、小
松正明、坂井美佳、藤
本悦子、杉本奈央、金
子景香、大柱省三

第62回愛媛県産婦人科医会学術集談会 原発不明癌の1例 横山貴紀　大亀真一　
藤本悦子　坂井美佳　
白山裕子　横山隆　竹
原和宏

第70回国立病院総合医学会 プラチナ感受性再発卵巣癌に対するTC+Bevacizumab 療法 大亀真一、白山裕子、
藤本悦子、坂井美佳、
横山　隆、竹原和宏

山陰卵巣がんチーム医療ワークショップ 卵巣がんの臨床像と治療戦略 竹原和宏

福井大学大学院医学系研究科　第546回学内セミ
ナー

子宮平滑筋肉腫の治療　最近の話題 竹原和宏

Scientific Exchange Meeting in HYOGO 当科におけるHBOC診療の現状と取り組み 竹原和宏

周南産婦人科フォーラム 卵巣がん診療　-最近の動向- 竹原和宏

日本放射線腫瘍学会第29回学術大会 子宮頸癌放射線治療症例におけるMRI での増殖形態と予
後

靍岡慎太郎、片岡正
明、上津孝太郎、西川
敦、望月輝一

第89回日本整形外科学会学術集会 四肢転移性骨腫瘍患者の予後予測について 杉原進介，中田英二，
尾崎敏文

第49回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 局所放射線療法後パゾパニブ投与中に腸管穿孔を来した
後腹膜軟部肉腫の1例

杉原進介、中田英二、
尾崎敏文

第49回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 脊椎SREsの治療成績 中田英二、杉原進介、
菅原敬文、尾崎敏文

第127回中部日本整形災害外科学会学術集会 大腿骨頸部病的骨折に骨幹部の骨欠損を伴った3例 中田英二、杉原進介、
尾崎敏文

第131回西日本整形災害外科学会学術集会 麻痺を認めない脊椎SREｓに対する保存的治療 中田英二、杉原進介、
尾崎敏文

平成28年度四国技師会総会・学術大会 上腹部ＭＲＩ検査における画質向上に向けての当院の取り
組みについて

片岡弘行、西村光司、
川口達也

平成28年度四国技師会総会・学術大会 ＦＰＤにおけるグリットとＸ線の斜入の検討 西本哲朗、安友基勝、
小野剛史

平成28年度四国技師会総会・学術大会 一般撮影システムにおけるＭＴＦ測定の検討 吉田昌平、安友基勝

平成28年度四国技師会総会・学術大会 四国がんセンター放射線科における ＡＴＰふきとり検査を用
いた環境検査結果報告

小野剛史、阿部耕三、
古志和信

中国四国広域がんプロ養成コンソーシアム
平成28年度　第1回岡山大学がん放射線科学コー
スFDセミナー
岡山大学医学物理士インテンシブコース

がんプロ活動期間の中国四国地区放射線治療施設の変化 古志和信

第70回国立病院総合医学会 診断参考レベル(DRLs2015)に基づく線量の管理と画質の管
理

安友基勝



第70回国立病院総合医学会 555ＭＢｑを用いた骨シンチグラフィーにおけるＷＢカウント
予測因子についての検討

小野剛史、西本哲朗、
池田亮太、片岡弘行、
川口達也、西村光司、
下井睦男

第12回中四国放射線医療技術フォーラム　ＣＳＦＲ
Ｔ2016

ＰＥＴ－ＣＴにおける荷重部高吸収域低減のための取り組み 谷本祐樹、小野剛史

第10回愛媛県診療放射線技師学術大会 前立腺癌放射線治療における再計画が直腸線量に与える
影響

谷本祐樹、古志和信、
須内光明

第25回ＣＴ・ＭＲ研究会えひめ 骨病変の鑑別においてＤｕａｌ　Ｅｃｈｏ法が有用であった症例 村上真貴、西村光司、
川口達也、片岡弘行　

第104回日本泌尿器科学会総会 ドセタキセルを使用したCRPC症例における予後予測因子と
してのNLRの検討

二宮郁　井出健弘　中
島英　細川忠宣　橋根
勝義

第104回日本泌尿器科学会総会（仙台） 腹腔鏡下および開腹前立腺全摘除術における前向き縦断
的QOL 調査の比較検討

橋根勝義、中島英、細
川忠宣、二宮郁

第104回日本泌尿器科学会総会 膀胱癌Ta high症例に対するsecond TURの有用性及び再発
予測因子に関する検討

細川忠宣、角田俊雄、
中島英、二宮郁、橋根
勝義

第99回日本泌尿器科学会四国地方会 膀胱全摘除術、新膀胱造設術を施行した症例で腎尿管全摘
除術を同時に行った症例の腎機能変化

中島英、角田俊雄、細
川忠宣、二宮郁、橋根
勝儀

第99回四国地方会 当院におけるカバジタキセルの治療成績 角田俊雄、中島英、細
川忠宣、二宮郁、橋根
勝義

アストラゼネカ講演 当院におけるカバジタキセルの治療成績 角田俊雄、中島英、細
川忠宣、二宮郁、橋根
勝義

第81回日本泌尿器科学会東部総会 当院における膀胱全摘の手術成績と腎機能の評価 二宮郁、角田俊雄、中
島英、細川忠宣、橋根
勝義

第81回日本泌尿器科学会東部総会 前立腺全摘除術後の生化学的再発に対する救済放射線療
法の有効性の検討

中島英、角田俊雄、細
川忠宣、二宮郁、橋根
勝義

第54回日本癌治療学会学術集会 転移性腎癌における予後予測因子の検討 細川忠宣、角田俊雄、
中島英、二宮郁、橋根
勝義

第54回日本癌治療学会学術集会 根治的前立腺全摘除術後病診連携パスの改訂－術後6ヶ
月目の高感度PSA値により個別化は可能か？

角田俊雄、中島英、細
川忠宣、二宮郁、橋根
勝義

第70回国立病院総合医学会 後腹膜アプローチでのロボット支援前立腺全摘除術の手術
成績

橋根勝義、角田俊雄、
中島英、細川忠宣、二
宮郁

第30回日本泌尿器内視鏡学会総会 ロボット支援前立腺全摘除術（RARP）の切除断端陽性部位
についての病理学的検討

二宮郁、角田俊雄、中
島英、細川忠宣、橋根
勝義

第30回日本泌尿器内視鏡学会総会 ロボット支援前立腺全摘除術(RARP)における切除断端陽性
(RM1)に関連する術前因子の検討

中島英、角田俊雄、細
川忠宣、二宮郁、橋根
勝義

第68回西日本泌尿器科学会総会 高齢者に対する前立腺生検の検討 細川忠宣、角田俊雄、
中島英、二宮郁、橋根
勝義

第68回西日本泌尿器科学会総会 転移性去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミド、アビラ
テロンの治療成績

角田俊雄、中島英、細
川忠宣、二宮郁、橋根
勝義

第40回日本頭頸部癌学会 頭頸部癌治療における放射線性下顎骨壊死に関する検討 門田伸也, 橋本香里, 花
川浩之, 松本淳也、石
川徹, 西川敦

第29回日本口腔咽頭科学会総会・学術講演会 舌・口腔底癌に対する外科的治療の考え方 門田伸也

第40回日本頭頸部癌学会 実地診療におけるシスプラチン・5-FU・セツキシマブ併用療
法の有効性の検討

橋本香里, 門田伸也, 花
川浩之,　松本淳也



第42回日本耳鼻咽喉科学会中国四国地方部会連
合会

遊離皮弁再建により喉頭温存し得た若年甲状腺乳頭癌症
例の長期経過

橋本香里, 門田伸也, 花
川浩之,　松本淳也

第3回甲状腺副甲状腺術中神経モニタリング研究
会

甲状腺手術におけるNIM-EMG tube使用と喉頭浮腫に関す
る検討

橋本香里, 門田伸也, 花
川浩之,　松本淳也

第117回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術集会 中咽頭癌に対する化学放射線治療(CRT)症例の検討 花川浩之, 門田伸也, 橋
本香里, 松本淳也

第27回日本頭頸部外科学会 根治切除不能甲状腺扁平上皮癌に対する高用量シスプラ
チン併用放射線治療

花川浩之, 門田伸也, 橋
本香里, 松本淳也

第68回日本気管食道科学会 腺癌から形質転換を来した肺小細胞癌声門下転移の1例 松本淳也, 門田伸也, 橋
本香里, 花川浩之

第43回日本マイクロサージャリー学会 遅延性の血栓形成により皮弁壊死の発見が遅れた1例 山下安彦，河村進，山
崎由佳，門田伸也

第105回日本病理学会 『がん登録に関する病理医のmust』: がんの多重性判定
ルールについて

寺本典弘

The 19th International Congress of Cytology QUALITY ASSESSMENT OF CYTOLOGICAL DIAGNOSIS 
OF LUNG CANCER USING HOSPITAL CANCER REGISTRY

寺本典弘

~がん
患者が
語



福井頭頸部がんセミナー2016 局所進行頭頸部癌に対するBRT・CRTの適用　晩期毒性
と救済手術から

門田伸也

第10回香川頭頸部がん治療セミナー 頭頸部がんに対する分子標的治療薬-UP TO DATE- 門田伸也

Head and Neck Summit 2016 晩期有害事象の観点からみた Bio-radiotherapyの適応
について

門田伸也

大山腫瘍カンファレンス 局所進行頭頸部がんに対するBio-radiotherapy　-UP TO 
DATE-

門田伸也

第105回日本消化器病学会四国地方会 十二指腸狭窄および胆管狭窄に対してステントを留置
した膵頭部癌の1例

寺澤裕之、上杉和
寛、日野佳織、中舎
晃男、西出憲史、松
本俊彦、梶原猛史、
浅木彰則、仁科智
裕、堀伸一郎、灘野
成人、石井浩

第52回日本肝癌研究会 進行肝細胞癌（脈管浸潤例）への3次元原体照射（3D-
CRT）

浅木彰則、石井浩、
上杉和寛、灘野成
人、梶原猛史、谷水
正人、西川敦、越智
誉司、濱本泰、片岡
正明

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 Three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) 
for advanced hepatocellular carcinoma with 
macroscopic vascular invasion

浅木彰則、石井浩、
上杉和寛、灘野成
人、梶原猛史、谷水
正人、西川敦、越智
誉司、濱本泰、片岡
正明

第54回日本癌治療学会 Phase II clinical trial using novel peptide 
vaccine cocktail as a postoperative adjuvant 
treatment for surgically resected pancreatic 
cancer patients.

Ishii H, Ozaka M, 
Maguchi H, Katanuma 
A, Yamao K, Imaoka 
H, Miyazawa M, 
Katsuda M, Kawai M, 
Hirono S, Okada K, 
Yamaue H.

第54回日本癌治療学会 胆道癌に対する3次元原体照射法（3D-CRT）
Three-dimensional conformal radiotherapy for 
biliary tract cancer

浅木彰則、上杉和
寛、灘野成人、寺澤
裕之、日野佳織、中
舎晃男、西出憲史、
梶原猛史、仁科智
裕、堀伸一郎、石井
浩、大田耕司、西川
敦、越智誉司、濱本
泰、片岡正明

第15回南大阪癌フォーラム 膵癌化学療法：最新の動向 石井浩

第19回高知癌化学療法講演会 膵癌化学療法：最新の動向 石井浩

The 12th JSH Single Topic Conference　イブ
ニングセミナー

Systemic Treatment for Hepatobiliary & Pancreatic 
Cancer

Ishii H.

日本内科学会 第115回四国地方会 小細胞肺癌治療中に発症した治療関連性骨髄性腫瘍の2
例

大久保史恵、上月稔
幸、原田大二郎、北島
寛元、吉田　功、高畑浩
之、野上尚之、阿部聖
裕
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