
学会名 演題名 発表者

4 3 第114回日本外科学会定期 長期予後などから考える(今後、増加が 山下直行 藤田逸郎1

学術集会 予想される)上部限局胃癌に対する噴門 湖山信篤 金澤義一1

側胃切除の適応拡大 上田康二 小野寺浩之１

保田智彦 菅野仁士1

萩原信敏1 宮下正夫２

櫻澤信行２ 内田英二1

(1:日本医科大学)
(2:千葉北総病院)

4 20 第24回三地区合同肺癌･ 形成過程を追えた肺Langerhans Cell 太田宏樹 井坂晶
呼吸器疾患研究会 Histiocytosisの１例 安藤真弘 岩波洋

渡辺秀一 和知栄子
藤岡薫 浦部真平１

原口秀司 坪井永保
(1:白河厚生病院)

4 25 第54回日本呼吸器学会 当院における肺Langerhans Cell 太田宏樹 井坂晶
学術講演会 Histiocytosisの４例 安藤真弘 岩波洋

渡辺秀一 和知栄子
藤岡薫 浦部真平１

原口秀司 坪井栄孝
坪井永保
(1:白河厚生病院)

6 2 ＡＳＣＯ ５０ A randomized phase III study of cisplatin     Goto K Satouchi M
(CDDP), etoposide (ETOP) and irinotecan Ohe Y Hida T
(CPT-11) versus topotecan as second-lineSeto T Kudoh S
chemotherapy in patients with sensitive Takahashi T Nogami N
relapsed small-cell lung cancer (SCLC) Nakagawa K Imamura F
:Japan clinical oncology group study Yamamoto N Kiura K
JCOG0605. Yokoyama A Okamoto H

Takeda K  Sawa T
Nishio M Shibata T
Mori K Tamura T

6 2 ＡＳＣＯ ５０ A Phase II Study of Nedaplatin and  
Paclitaxel for Patients with Previously Kasai T Yamada Y
Untreated Advanced Squamous Cell Lung Kaburagi T Kamiyama Y
Cancer. Sugiyama T Mori K

7 3 第40回肺癌診断会画像診断EGFR遺伝子変異陽性肺癌に対するEGFR-TKI 森清志
セミナー の効果と胸部CT画像所見の検討

7 16 第12回日本臨床腫瘍学会 A phase III study of CDDP, ETOP and  Seto T Takeda K
学術集会 CPT-11 vs. topotecan as 2nd-line Goto K Nishio M

chemotherapy for sensitive relapsed Takahashi T Mori K
SCLC: JCOG0605. Nakagawa K Shibata T

Yokoyama A Tamura T

7 16 第69回日本消化器外科 地域癌拠点病院での胃癌Ｄ２手術の 山下直行 櫻澤信行２

学会総会 quality,safety＆education 湖山信篤 萩原信敏1

上田康二 藤田逸郎1

保田智彦 金澤義一1

宮下正夫２

内田英二1

(1:日本医科大学)
(2:千葉北総病院)

研究実績
　（医局・学会）

月日



学会名 演題名 発表者月日

7 17 第69回日本消化器外科 疾患構造、初回手術法の変化に対応 上田康二 金澤義一1

学会総会 した残胃癌に対するstratergy 山下直行 藤田逸郎1

湖山信篤 小野寺浩之１

保田智彦 菅野仁士1

萩原信敏1

内田英二1

(1:日本医科大学)

7 18 第69回日本消化器外科 上部限局胃癌に対する噴切の適応拡大 保田智彦 萩原信敏1

学会総会 ‐迷走神経温存胃前壁漿膜筋層縦切開 山下直行 櫻澤信行２

噴門形成と胃全摘の長期予後‐ 湖山信篤 藤田逸郎1

上田康二 金澤義一1

宮下正夫２

内田英二1

(1:日本医科大学)
(2:千葉北総病院)

8 28 第52回日本癌治療学会 再発小細胞肺癌に対する二次化学療法の 山本昇 武田晃司
ランダム化第III相試験(JCOG0605) 後藤功一 西尾誠人

大江裕一郎 森清志
瀬戸貴司 里内美弥子
高橋利明 柴田大朗
中川和彦 中村健一
横山晶 田村友秀

8 28 第52回日本癌治療学会 カルボプラチン/ペメトレキセド併用療法 杉山智英 神山由香理
におけるアプレピタントの有用性の検討 笠井尚 森清志

8 28 第52回日本癌治療学会 播種を中心としたStageⅣ胃癌の治療戦略 山下直行 萩原信敏1

学術集会 の変遷と現状－TS-１+PTX(iv,ip)の導入－ 湖山信篤 櫻澤信行２

保田智彦 藤田逸郎1

上田康二 金澤義一1

宮下正夫２

内田英二1

(1:日本医科大学)
(2:千葉北総病院)

8 29 第52回日本癌治療学会 カルボプラチン/ペメトレキセド併用療法 杉山智英1 森清志

学術集会 におけるアプレピタントの有用性の検討 笠井尚１

神山由香里１

(1:栃木県立がんセンター)

9 29 ＥＳＭＯ　３９ A Phase II Study of Nedaplatin and  Yutaka YamadaTakayuki Kaburagi
Paclitaxel for Patients with Previously Takashi KasaiKiyoshi Mori
Untreated Advanced Squamous Cell Tomohide Sugiyama
Lung Cancer. Yukari Kamiyama

10 2 第27回日本内視鏡外科 安全に導入可能でstsasisの少ない幽門側 山下直行 櫻澤信行２

学会総会 胃切除Ｒ-Ｙ再建 湖山信篤 萩原信敏1

保田智彦 藤田逸郎２

安藤文彦 金澤義一1

小野寺浩之１

内田英二1

(1:日本医科大学)
(2:千葉北総病院)

10 4 第6回ＴＯＲＧ臨床試験 ＥＧＦＲ遺伝子変異陰性進行非扁平上皮 森清志
ビジネスミーティング 非小細胞肺癌に対するシスプラチン+ 笠井尚１

ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法後 (1:栃木県立がんセンター)
の維持療法としてペメトレキセドと
ペメトレキセド＋ベバシズマブを比較
するランダム化第Ⅱ相試験



学会名 演題名 発表者月日

10 31 第44回胃外科術後障害 長期予後改善を目指した迷走神経温存 山下直行 藤田逸郎1

研究会 漿膜筋層切開噴門形成術 湖山信篤 金澤義一1

保田智彦 小野寺浩之１

安藤文彦 菅野仁士1

萩原信敏1

内田英二1

(1:日本医科大学)

11 14 第55回日本肺癌学会 胸部画像所見に基ずくEGFR-TKIの効果 杉山智英1 森清志

学術集会 予測因子の検討 笠井尚１

神山由香里１

(1:栃木県立がんセンター)

11 14 第55回日本肺癌学会 再発小細胞肺癌に対する二次化学療法 村上晴泰1 横山晶６

学術集会 のランダム化第Ⅲ相試験(JCOG0605) 後藤功一２ 武田晃司７

大江裕一郎２ 西尾誠人８

瀬戸貴司３ 森清志9

高橋利明１ 里内美弥子10

中川和彦４ 水谷友紀11

山本昇５ 田村友秀５

(1:静岡がんセンター)
(2:国立がん研究センター東病院）
(3:九州がんセンター)
(4:近畿大学医学部)
(5:国立がん研究センター中央病院)
(6:新潟病院)
(7:大阪市立総合医療センター)
(8:有明病院)
(9:栃木県立がんセンター)
(10:兵庫県立がんセンター)
(11:JCOG運営事務局)

11 14 第55回日本肺癌学会 進展型小細胞肺癌に対する予防的 軒原浩１ 井上彰６

学術集会 全脳照射の実地の有無を比較する 高橋利明２ 亀井治人７

ランダム化比較第Ⅲ相試験 山中竹春１ 平島智徳８

原田英幸２ 井川聡９

瀬戸貴司３ 高橋和久10

石田卓４ 細見幸生11

澤祥幸５ 森清志12

山本信之13

(1:国立がん研究センター)
(2:静岡がんセンター)
(3:九州がんセンター)
(4:福島医大)
(5:岐阜市民病院)

  (6:東北大学病院)
(7:住友別子病院)
(8:大阪府立

呼吸器アレルギー医療センター)
(9:北里大学医学部付属病院)
(10:順天堂大学医学部付属病院)
(11:都立駒込病院)
(12:栃木県立がんセンター)
(13:和歌山県立医科大学)



学会名 演題名 発表者月日

11 20 第76回日本臨床外科 右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス 安藤文彦 菅野仁士1

学会総会 術後の胃癌に対して幽門側胃切除術を 金澤義一1 保田智彦

施行した３例 藤田逸郎1 山下直行

小野寺浩之１ 湖山信篤

柿沼大輔１ 加藤俊二１

内田英二1

(1:日本医科大学)

11 21 第76回日本臨床外科 幽門狭窄を伴った非根治胃癌に対する 山下直行 金澤義一1

学会総会 腸瘻による経腸栄養維持、化学療法 湖山信篤 小野寺浩之１

継続性、在宅治療の改善 保田智彦 菅野仁士1

安藤文彦 萩原信敏1

藤田逸郎1 櫻澤信行1

内田英二1

(1:日本医科大学)

12 13 第611回日本内科学会 肺高血圧症(PH)を合併したHLA-B54陰性 清水理光 峯岸裕司
関東地方会例会 のGood症候群の１例 三浦由記子 藤田和恵

高野夏希 齋藤好信
武内進 吾妻安良太
林宏紀 弦間昭彦
　　　(日本医科大学呼吸器内科)

2 28 第7回ＴＯＲＧ臨床試験 ＥＧＦＲ遺伝子変異陰性進行非扁平上皮 森清志
ビジネスミーティング 非小細胞肺癌に対するシスプラチン+ 笠井尚１

ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法後 (1:栃木県立がんセンター)
の維持療法としてペメトレキセドと
ペメトレキセド＋ベバシズマブを比較
するランダム化第Ⅱ相試験

3 4 第49回日本胃癌学会総会 迷走神経温漿膜筋層切噴門形成術の評価 山下直行 藤田逸郎1

‐長期予後を中心に‐ 湖山信篤 金澤義一1

保田智彦 小野寺浩之１

安藤文彦 菅野仁士1

櫻澤信行1 吉田初雄２

萩原信敏1 内田英二1

(1:日本医科大学)
(2:今泉西病院)

3 6 第51回日本腹部救急 横行結腸間膜裂孔ヘルニアと後腹膜 安藤文彦 金澤義一1

医学会総会 ポートサイトRichter型ヘルニアを 松谷毅1 柿沼大輔１

同時に認めた１例 萩原信敏1 山下直行

野村務1 湖山信篤

藤田逸郎1 内田英二1

(1:日本医科大学)



雑誌名・書名 題名 著者名

4 新薬と臨床 高齢者におけるpolyethylene glycol 湖山信篤 松川喜子
vol.63 No.3　 plus ascorbate solution(モビプレップR) 山下直行 名倉裕子

の安全性および有用性の検討 保田智彦 熊田貞子
上田康二

4 The Oncologist Randomized Phase ll　Trial Comparing Makoto Maemondoa Mariko kambeｈ

Carboplatin Plus Weekaly Paclitaxel Akira Inoue
b

Kenji Ube
i

and Docetaxel Alone in Elderly Patients Shunichi Sugawara
c

Kana Watanabe
a

With Advanced Non-Small　Cell Lung Toshiyuki Haradaｂ Osamu Ishimotoｃ

Cancer:North Japan Lung Cancer Group Yuji Minegishiｅ Tomohiro Sakakibaraｂ

Trial0801 Kazuhiro Usuiｆ Akihiro Gemmaｅ

Koji Miwa Toshihiro Nukiwaj

Naoto Morikawag

(a:miyagi cancer center,natori,japan)
(b:tohoku university hospital,
　　sendai,japan)
(c:sendai kousei hospital,sendai,
　　japan)
(d:hokkaido social lnsurance
   hospital,sapporo japan)
(e:nippon medical school,tokyo,
　　japan)
(f:NTT　medical　cancer　tokyo,
　tokyo,japan)
(g:iwate medical university school
   of medicine,morioka,japan)
(h:senseki hospital,
   higashimatusima,japan)
(i:iwate prefectural cectral
   hospital,morioka,japan）
(j:south miyagi medical center,
　miyagi,japan)

9 9 Journal of Thoracic The IASLC/ITMIG　Thymic Epithelial Kazuya Kondo Pier Luigi Filosso 
Oncology Tumors Staging Project:proposals for  Paul Van Schil Gisccone Giaccone 
vol.9 No.9　 the N and M components for the Frank C Detterbeck James Huang 

forthcoming(8H)edition of the TNM Meinoshin Okumura Jhingook Kim 
classification of malignant tumors. Kelly Stratton Marco Lucchi

Dorothy Giroux Mirella Marino 
Hisao Asamura Edith M Marom
Jhon Crowley Andrew G Nicholson
Conrad Falkson Enrino Ruffini 

Shuji Haraguchi 

9 9 Journal of Thoracic The IASLC/ITMIG　Thymic Epithelial Andrew G Nicholson Pier Luigi Filosso 
Oncology Tumors Staging Project:proposals for  Frank C Detterbeck Gisccone Giaccone 
vol.9 No.9　 the T component for the forthcoming Mirella Marino James Huang 

(8H)edition of the TNM classification  Jhingook Kim Kazuya Kondo 
of malignant tumors. Kelly Stratton Marco Lucchi

Dorothy Giroux Edith M Marom
Hisao Asamura Meinoshin Okumura 
Jhon Crowley Enrino Ruffini 
Conrad Falkson Paul Van Schi 

Shuji Haraguchi 

9 9 Journal of Thoracic The IASLC/ITMIG　Thymic Epithelial Frank C Detterbeck James Huang 
Oncology Tumors Staging Project:proposal for  Kelly Stratton Jhingook Kim 
vol.9 No.9　 an evidence-based stage classification  Dorothy Giroux Kazuya Kondo 

system for the forthcoming(8H)edition    Hisao Asamura Marco Lucchi
of the TNM classification of malignant Jhon Crowley Mirella Marino 
tumors. Conrad Falkson Edith M Marom

Pier Luigi Filosso Andrew G Nicholson
Aletta A Frazier Meinoshin Okumura 
Gisccone Giaccone Enrino Ruffini 

Paul Van Schi 

11 28 呼吸器内科　 胸部単純Ｘ線写真の所見のとり方と識別 森清志
Nov.2014　Vol.26　No.5 のポイント

　（医局・論文）

月日



学会名 演題名 発表者

8 2 日本医療マネージメント学会 同意書一元化管理の取り組み 鈴木康子
福島支部学会

9 11 日本看護学会（慢性期看護） 終末期がん患者の希望を支える 千葉久美子 小林浩樹
看護援助

9 11 日本看護学会（慢性期看護） がん専門病院で働く卒後１～３年の 芦野絵里加 遠藤美佐
看護師が、告知後の患者との対応時
に抱く思い

10 25 第12回福島県乳がん研究会 当院における患者会の活動報告 松川喜子 大槻秀子

2 24 福島県看護協会郡山支部 「フィッシュ！」哲学を導入した 武田有加 増子久美 竹内百合子
看護研究発表会 効果についての検討

2 28 第29回日本がん看護学会 がんの診断を受けながら就労する 戸室真理子 渡辺由香里１

東北地方に住むがんサバイバーの 松田芳美２ 佐藤郁美３

実態　第２報 田中久美子４

（1：宮城県立がんセンター）
（2：前宮城県立がんセンター）
（3：福島県立医科大学看護学部）
（4：神奈川県立がんセンター）

学会名 演題名 発表者

9 14 日本社会薬学会第33年会 がん化学療法時に併発する ○寒河江照美 田崎政則 佐藤孝行
　 口内炎に対する予防研究 　深町伸子1 鈴木順１

（1:北里大学薬学部）

9 28 日本医療薬学会第24回年会 ベイズ統計を用いた進行・転移性 伊與田友和
胃がん治療におけるMixed
comparisons meta-analysisの臨床評
価

9 28 日本医療薬学会第24回年会 切除不能進行・再発胃がん患者に 伊與田友和
おけるSP及びXP療法 の臨床評価

3 7 第12回日本乳癌学会 多職種で支える若年性乳がん　 伊與田友和
東北地方会 薬剤師の立場から

3 26 日本薬学会第135年会 がん化学療法時に併発する口内炎 ○深町伸子1 寒河江照美 田崎政則
発症と栄養状態の関連 　佐藤孝行 鈴木順１

（1:北里大学薬学部）

学会名 演題名 発表者

5 25 第46回福島医学検査学会 坪井病院における細胞検査士養成 ○原田仁稔 高田佳奈 菅野寿也
への取り組み 　黒田和希 佐藤陽子

6 5 第55回日本臨床細胞学会総会 当院の乳腺穿刺吸引細胞診 ○佐藤陽子 菅野寿也 黒田和希
（鑑別困難）症例についての再検討 　原田仁稔 羽生忠義

11 8 第53回日本臨床細胞学会 当院におけるHPV-DNA検査に ○菅野寿也 黒田和希 佐藤陽子
秋期大会 対する後方視的細胞像の検討 　原田仁稔 橋本歳洋 坂本且一

　羽生忠義

11 22 平成26年度日臨技北日本支部 長期無月経後に発生した ○黒田和希 高田佳奈 菅野寿也
医学検査学会 undifferentiated　endometrial　 　佐藤陽子 原田仁稔

sarcomaの1例

　（看護部・学会）
月日

　(薬剤部・学会)
月日

　（中央検査部・学会）
月日



雑誌名・書名 出版社 著者名

4 細胞検査士細胞像試験問題集　医歯薬出版株式会社 原田仁稔
（編集　公益社団法人

日本臨床細胞学会）

学会名 演題名 発表者
4 25 第54回日本呼吸器学会 当院緩和ケア病棟における 佐々木 貴義 福地 望 佐藤 恵美

27 学術講演会 呼吸器症状への取り組み 加藤 悠介 八木田 裕治 馬上 修一
加藤 光恵 坪井 永保

8 2 第2回日本呼吸ケア・ 6分間歩行試験における 八木田 裕治 佐々木 貴義 福地 望
リハビリテーション学会 脈拍数の変動に関する検討 佐藤 恵美 加藤 悠介 馬上 修一
東北支部学術集会 加藤 光恵 坪井 永保

10 24 第24回日本呼吸ケア・ 外来通院中COPD患者における 佐々木 貴義 福地 望 佐藤 恵美
25 リハビリテーション学会 SpO2連続測定の検討 加藤 悠介 八木田 裕治 馬上 修一

学術集会 加藤 光恵 坪井 永保

10 24 第24回日本呼吸ケア・ 6分間歩行試験における 八木田 裕治 佐々木 貴義 福地 望
25 リハビリテーション学会 脈拍数の変動に関する検討 佐藤 恵美 加藤 悠介 馬上 修一

学術集会 加藤 光恵 坪井 永保

11 1 第15回福島呼吸ケア研究会 携帯型酸素濃縮装置 佐々木 貴義 福地 望 加藤 悠介
「ハイサンソポータブルα」を 八木田 裕治 馬上 修一 加藤 光恵
使用し在宅酸素療法を行った一例 坪井 永保

1 10 第4回日本がんリハビリ がん告知による精神症状に対して、 福地 望 佐々木 貴義 遠藤 正範
テーション研究会 多職種によるチームサポートが奏 加藤 悠介 八木田 裕治 馬上 修一

効した１例 加藤 光恵 坪井 永保

1 10 第4回日本がんリハビリ 傾聴を中心とした精神的フォロー 八木田 裕治 佐々木 貴義 福地 望
テーション研究会 が奏効した大腸癌切除に加え子宮・ 遠藤 正範 加藤 悠介 馬上 修一

付属器合併切除を行った1 例 加藤 光恵 坪井 永保

3 21 第28回東北呼吸ケア 携帯型酸素濃縮装置 八木田 裕治 佐々木 貴義 福地 望
フォーラム 「ハイサンソポータブルα」を 遠藤 正範 加藤 悠介 馬上 修一

使用し在宅酸素療法を行った一例 加藤 光恵 坪井 永保

月日

　（中央検査部・論文等）
月日

　(リハビリテーションセンター・学会)


