
１．学会発表（国内） 

一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会東京都地方部会例会 

 第 218回学術講演会 2018年 3月 10日 

弯曲型喉頭鏡で展開し食道狭窄部の上部消化管内視鏡で魚骨異物を摘出した一例 

池 真理、竹林亜貴子、渡部 佳弘、岡本 康秀、船越 信介、小川 歩 

 

第 95回日本消化器内視鏡学会学術集会 2018年 5月 11日 東京 

全身倦怠感と食思不振で発症した切除不能進行食道悪性黒色腫の一例 

船越 信介, 酒井 元, 田沼 浩太, 小川 歩, 大原 まみか, 阿部善彦, 星野 舞, 上田 真裕, 

三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 中澤 敦, 塚田 信廣, 廣瀬 茂道 

 

第 26回日本乳癌学会学術集会 2018年 5月 18日 京都 

治療関連二次癌として慢性骨髄性白血病を発症した乳癌術後再発の一例 

船越 信介、橋本 繭子、酒井 元、平尾 磨樹、及川 明奈、佐藤 隆宣、渡辺 健太

郎、廣瀬 茂道、福富 隆志 

 

日本消化器病学会関東支部第 350回例会 2018年 7月 14日 東京 海運クラブ 

巨大肝原発神経内分泌癌に対し全身化学療法を施行した一例 

清水 智子、酒井 元、青木 優、星野 舞、林 智康、田沼 浩太、小川 歩、上田 真裕、         

三枝 慶一郎、岸野 竜平、船越 信介、中澤 敦、廣瀬 茂道 

 

第 16回日本臨床腫瘍学会学術集会 2018年 7月 19日 神戸 

FP+Cmab化学療法が奏効した心膜転移、多発肺転移を有する顎下腺原発脱分化型腺様嚢胞

癌の一例 

星野 舞, 船越 信介, 青木 優, 林 智康, 小川 歩, 田沼 浩太, 上田 真裕, 三枝 慶

一郎, 岸野 竜平, 酒井 元, 中澤 敦, 大坪 諭, 廣瀬 茂道 

 

第 16回日本臨床腫瘍学会学術集会 2018年 7月 19日 神戸 

腎障害を伴う腹膜転移を有する HER2 陽性胃癌に対し CAPOX+Trastuzumab が奏効した

一例 

青木 優, 船越 信介, 星野 舞, 酒井 元, 林 智康, 小川 歩, 田沼 浩太, 上田 真裕,

三枝 慶一郎, 岸野 竜平, 中澤 敦, 廣瀬 茂道 

 

日本内科学会第 645回関東地方会 2018年 10月 13日 

二次治療 nab-Paclitaxel療法が奏効した高齢の十二指腸進行癌の一例  

村瀬直人、酒井 元、青木 優、星野 舞、船越信介、廣瀬茂道、中澤 敦 



 

第 56回日本がん治療学会学術集会 2018年 10月 19日 横浜 

治療に難渋した原発不明小細胞型神経内分泌癌の一例 A case of primary unknown 

multiple metastatic small cell neuroendocrine carcinoma with difficulty in treatment 

Mai Hoshino, Shinsuke Funakoshi, Yu Aoki, Gen Sakai, Shigemichi Hirose 

 

第 56回日本がん治療学会学術集会 2018年 10月 19日 横浜 

A case of malignant phyllodes tumor of the breast which relapsed to lung and pleura. 

Yu Aoki, Shinsuke Funakoshi, Mai Hoshino, Gen Sakai, Haruna Oikawa, Takanobu 

Sato, Takashi Fukutomi, Shigemichi Hirose 

 

第 42回日本肝臓学会東部会 2018年 12月 7日 ザ・プリンス パークタワー東京 

術後 18年目に後腹膜転移をきたした肝細胞癌の一例 

船越 信介, 林 智康, 田沼 浩太, 小川 歩, 青木 優, 星野 舞, 上田 真裕, 三枝 慶一

郎, 岸野 竜平, 酒井 元, 中澤 敦, 原田 裕久, 長田 浩彦, 塚田 信廣, 廣瀬 茂道 

 

第 15回日本消化管学会総会学術集会 2019年 2月 1日 佐賀ホテルグランデはがくれ 

術前化学療法 DCSにより pathological complete responseを得た 4型進行胃癌の一例 

林 智康、船越 信介、千田 彰彦、堀江 沙良、小川 歩、田沼 浩太、青木 優、星野 舞、

上田 真裕、三枝 慶一郎、岸野 竜平、酒井 元、鳥海 史樹、原田 裕久、中澤敦、廣瀬 茂

道 

 

第 15回日本消化管学会総会学術集会 2019年 2月 1日 佐賀ホテルグランデはがくれ 

三次治療トリフルリジン・チピラシルにより長期病勢コントロールを得た膀胱浸潤切除不

能 S状結腸癌の一例 

青木 優、 船越 信介、林 智康、小川 歩、田沼 浩太、星野 舞、上田 真裕、三枝 

慶一郎、岸野 竜平、酒井 元、中澤 敦、遠藤 高志、原田 裕久、廣瀬 茂道 

 

第 12回日本カプセル内視鏡学会学術集会 2019年 2月 3日 佐賀ホテルグランデはがくれ 

貧血・黒色便を呈し、小腸カプセル内視鏡にて診断に至りシングルバルーン内視鏡で内視

鏡的切除術を施行した小腸腫瘍の一例 

小川 歩、中澤 敦、堀江 沙良、千田 彰彦、林 智康、田沼 浩太、青木 優、星野 舞、上

田 真裕、三枝 慶一郎、岸野 竜平、酒井 元、船越 信介、廣瀬 茂道 

 

 

２．邦文 総説 



酒井 元、船越 信介：雑誌「内科」122巻 3号（2018年 9月号） 

  特集：『もっとうまくいく！病診連携の「伝え方」』  項目：「悪性腫瘍」 

 

３．講演 

船越 信介： がん化学療法中の副作用対策 はなみずきの会 講師 2018 年 5 月 19 日 

東京都済生会中央病院 

 

船越 信介：当院における胃がん化学療法の現状 慶應義塾大学春季消化器疾患学術講演

会 2018 特別講演演者 2018年 6月 19日 明治記念館 

 

船越 信介：座長 がん免疫療法セミナー in Minato 2018年 7月 27日 東京 明治記念

館 

 

船越 信介：座長 がんサポーティブケアを考える会～血栓症・疼痛管理～ 2018 年 11

月 12日 東京 ANAインターコンチネンタルホテル東京 

 

船越 信介：Closing Remarks Onco-Cardiology Meeting 2019年 1月 15日 東京 霞山

会館 

 

船越 信介：座長 レジデント発表会 2019年 3月 6日 東京都済生会中央病院 

 

船越 信介：Introduction ＆ 座長 第 9 回赤羽橋オンコロジーセミナー 2019 年 3 月 7

日 東京都済生会中央病院 

 

船越 信介：Introduction ＆ 座長 第 2 回がん免疫療法セミナー in 赤羽橋 2019 年 3

月 13日 東京都済生会中央病院 

 

船越 信介：座長 第 21回がん緩和・支持療法研究会 2019年 3月 15日 東京 


