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平成 26 年度 

原 著 

［本］ 

書 名 ：『がんは放射線でここまで治る 第 2集』 

出版年 ：2014年 12月 

掲 載 ：兼安 祐子・著 「ラルスで治す進行子宮頸がん」（Page66-86） 

 

［英文原著論文］ 

論文名：「Time-adjusted internal target volume: a novel approach focusing on 

heterogeneity of tumor motion based on 4-dimensional computed tomography 

imaging for radiation therapy planning of lung cancer」 

著 者：Nishibuchi I, Kimura T, Nakashima T, Ochi Y, Takahashi I, Doi Y, Kenjo M, 

Kaneyasu Y, Ozawa S, Murakami Y, Wadasaki K, Nagata Y 

掲載雑誌：『International Journal of Radiation Oncology biology physics 89(5)』

（Page1129-1137） 

出版年：2014年 8月 

 

論文名：「Case reports of portal vein thrombosis and bile duct stenosis after 

stereotactic body radiation therapy for hepatocellular carcinoma」 

著 者：Takahashi S, Kimura T, Kenjo M, Nishibuchi I, Takahashi I, Takeuchi Y, Doi 

Y, Kaneyasu Y, Murakami Y, Honda Y, Aikata H, Chayama K, Nagata Y 

掲載雑誌：『Hepatology Research 44(10)』（PageE273-E278） 

出版年：2014年 10月 

 

発 表 

［全国学会］ 

第 22回 日本乳癌学会学術総会（2014.7.10-12／大阪市） 

演 題：「乳房温存療法における短期照射の臨床的検討―標準法との比較―」 

演 者：兼安 祐子、和田崎晃一、土井歓子、永田靖、角舎学行、片岡健 

  



第 56回 日本婦人科腫瘍学会学術講演会（2014.7.17-19／宇都宮市） 

演 題：「子宮頸癌治療後の QOLに関する多施設共同調査（第二報）―放射線療法群

と手術療法群の比較―」 

演 者：兼安 祐子、藤原久也、西村哲夫、大野達也、櫻井英幸、楮本智子、生島仁史、

宇野隆、播磨洋子、徳丸直郎、五味弘道、戸板孝文、喜多みどり、中野隆史、

高橋健夫、加藤眞吾、新部譲、野田真永、清原浩樹、永田清 

 

第 52回 日本癌治療学会学術集会（2014.8.28-30／横浜市） 

演 題：「手術不能子宮体癌に対する根治的放射線治療成績」 

演 者：兼安 祐子、藤原久也、今野伸樹、勝田剛、土井歓子、岡部智行、木村智樹、村

上祐司、権丈雅浩、永田靖、平田英司、工藤美樹 

 

日本放射線腫瘍学会 第 27回学術大会（2014.12.11-13／横浜市） 

演 題：「患者搬送システム Zephyr（ゼファー）を用いた婦人科がん画像誘導小線源

治療」 

演 者：中川 富夫、兼安 祐子 

 

日本放射線腫瘍学会 第 27回学術大会（2014.12.11-13／横浜市） 

演 題：「子宮頸癌治療後の QOLに関する多施設共同調査（第 3報）―放射線療法群

と手術療法群の比較―」 

演 者：兼安 祐子、西村哲夫、藤原久也、大野達也、櫻井英幸、楮本智子、生島仁史、

宇野隆、徳丸直郎、播磨洋子、戸板孝文、永田清 

 

［地域研究会・検討会］ 

第 21回 福山医学祭（2014.11.30／福山市） 

演 題：「患者が選ぶ乳房温存療法における寡分割照射」 

演 者：中川富夫、兼安 祐子、水本文美、三好和也、河田健吾 

 

［講演・講師］ 

婦人科がんのすべて（2015.2.14／福山市） 

講 演：「婦人科がんの放射線治療・診断」 

講 師：兼安祐子 

  



第 125回 広島県放射線治療技術研究会（2015.3.7／福山市） 

講 演：「婦人科がんに対する画像誘導密封小線源治療―2Dから 3D治療計画への進

歩―」 

講 師：中川富夫、兼安祐子 

 

［その他］ 

日本放射線腫瘍学会 第 27回学術大会 

市民公開講座「がんは放射線でここまで治る」（2014.12.11-13／横浜市） 

テーマ：「子宮頸癌（RALS）」 

演 者：兼安 祐子 

 

平成 25 年度 

発 表 

［全国学会］ 

日本放射線腫瘍学会第 26回学術大会（2013.10.18-20／青森市） 

演 題：「広島県内施設における子宮頸癌放射線治療の現状と課題」 

演 者：中川 富夫、兼安 祐子、土井 歓子、永田 靖、松浦 寛司、岡部 智行、和田崎 晃

一、西淵 いくの 

 

平成 24 年度 

発 表 

［全国学会］ 

第 66回国立病院総合医学会（2012.11.16-17／神戸市） 

演 題：「子宮頚部扁平上皮癌Ⅲ・ⅣA期に対する化学療法併用放射線治療－NACから

CCRTへの方針変更により治療成績は向上したのか？－」 

演 者：中川 富夫、早瀬 良二、山本 暖、多賀 茂樹、永井 あや、澤田 麻里、黒川 晴菜 

 

［地方学会］ 

第 119回日本医学放射線学会中国・四国地方会（2012.12.7-8／岡山市） 

演 題：「根治的化学放射線治療を施行した子宮癌肉腫の 1例」 

演 者：中川 富夫、吉村 孝一、道家 哲哉、早瀬 良二、澤田 麻里、永井 あや、原

賀 順子、多賀 茂樹、山本 暖 

 



［講演・講師］ 

第 228回広島県東部産婦人科医会（2012.7.6／福山市） 

特別講演：「進歩する子宮頸がん化学放射線療法」 

講 師：中川 富夫 

 

平成 23 年度 

発 表 

[全国学会］ 

第 19回日本乳癌学会学術総会（2011.9.2-4／仙台市） 

演 題：「異時性乳癌に対する両側乳房温存療法の 4例」 

演 者：中川 富夫、三好 和也、野村 長久、大田 聡子、宇田 憲司、桑田 康典 

 

［講演・講師］ 

福山医療センター市民公開講座 2012見てみよう!聞いてみよう!肺がん診療の最前線

（2012.3.10／福山市） 

講 演：「進歩する肺がん放射線治療」 

講 師：中川 富夫 

 

 


