項目

学会

演題等

演者

発表年月日

Uenami T, Koba T, Minami S, Nishijima-Futami
Y, Masuhiro K, Kimura H, Futami S, Yaga M,
Mori M, Kagawa H, Komo S, Otsuka T,
Yamamoto S, Komuta K, Kijima T

2017年11月18日

2017年11月24日

国際学会発表

ESMO Asia 2017, Singapore

Phase II trial of induction chemotherapy of pemetrexed
plus split-dose cisplatin followed by pemetrexed
maintenance for previously untreated advanced nonsquamous non-small cell lung cancer.

国際学会発表

APSR 2017 Asian Pacific Society
of Respirology, Sydney

Analysis of post-nivolumab treatments in patients with
advanced non-small cell lung cancer: a retrospective
single institution study.

Yano Y, Hosono Y, Sawa N, Nakatsubo S,
Ishijima M, Uenami T, Kanazu M, Yamaguchi T,
Mori M, Yokota S.

国際学会発表

ASCO 2017, Chicago

Afatinib (Afa) plus Bevacizumab (Bev) Combination after
acquired resistance (AR) to EGFR-tyrosine kinase
inhibitors (TKIs) in EGFR-mutant non-small cell lung
cancer (NSCLC): multicenter single arm phase II trial
(ABC-study).

Akito Hata, Nobuyuki Katakami, Reiko Kaji,
Toshihide Yokoyama, Toshihiko Kaneda,
Motohiro Tamiya, Takako Inoue, Hiromi Kimura,
Yukihiro Yano, Daisuke Tamura, Satoshi Morita,
Shunichi Negoro

国内学会発表

第40回日本呼吸器内視鏡学会学
術集会（長崎）

気管を圧排し縦隔嚢胞性腫瘤と鑑別を要した原発不明
癌の1例

上浪 健、細野裕貴、石島見佳子、金津正樹、
赤澤結貴、矢野幸洋、森 雅秀、山口俊彦、横
田総一郎．

2017年6月9日

国内学会発表

第40回日本呼吸器内視鏡学会学
術集会（長崎）

当院におけるEGFR-TKI耐性後の非小細胞肺癌に対す
るre-biopsyの検討

細野裕貴、上浪 健、金津正樹、矢野幸洋、森
雅秀、横田総一郎．

2017年6月10日

国内学会発表

第14回日本臨床腫瘍学会学術集
会（神戸）

上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子変異を有する進行・ 赤澤結貴、森 雅秀、井上貴子、熊谷 融、秦
再発非小細胞肺癌に対するニボルマブ治療に関する観 明登、片上信之、浦田佳子、西村尚志、横井
察研究（阪神がん研究グループ 0416）
崇、根来俊一

2017年7月27日

国内学会発表

第14回日本臨床腫瘍学会学術集
会（神戸）

病勢増悪以外の理由で抗PD-1/PD-L1抗体の投与中止
井上貴子、立原素子、田宮基裕、赤澤結貴、上
となった肺癌に対する抗PD-1/PD-L1抗体のその後の抗
浪 健、浦田佳子、服部剛弘、奥田千幸、片上
腫瘍効果に関する観察研究（阪神がん研究グループ
信之、根来俊一．
0316）

2017年7月29日

2017/5/

国内学会発表

中坪彩恵子、金津正樹、細野祐貴、石島見佳
第58回日本肺癌学会学術集会（横 肺多形癌症例に対するNivolumabの効果における臨床的
子、上浪 健、赤澤結貴、矢野幸洋、森 雅秀、
浜）
検討
横田総一郎

2017年10月14日

国内学会発表

第58回日本肺癌学会学術集会（横 進行非小細胞肺癌に対するnivolumab投与後の後治療
浜）
についての後方視的検討

矢野幸洋、細野裕貴、石島見佳子、上浪 健、
金津正樹、赤澤結貴、森 雅秀、横田総一郎

2017年10月15日

国内学会発表

第58回日本肺癌学会学術集会（横 既治療進行非小細胞肺癌に対するnabPTXの効果・安全 金津正樹、細野裕貴、石島見佳子、上浪 健、
浜）
性に関する検討
赤澤結貴、矢野幸洋、森 雅秀、横田総一郎

2017年10月15日

国内学会発表

第58回日本肺癌学会学術集会（横
Nivolumab投与後に女性化乳房を呈した肺癌の2症例
浜）

上浪 健、細野裕貴、石島見佳子、金津正樹、
赤澤結貴、矢野幸洋、森 雅秀、山口俊彦、横
田総一郎

2017年10月15日

国内学会発表

第106回日本肺癌学会関西支部学 肺扁平上皮癌に対するニボルマブの投与により血小板
術集会（大阪）
減少傾向とPA-IgG高値を呈し中止後も遷延した1例

中坪彩恵子、森 雅秀、澤 信彦、細野裕貴、
石島見佳子、金津正樹、上浪 健、赤澤結貴、
矢野幸洋、山口俊彦、横田総一郎

2017年6月24日

国内学会発表

赤澤結貴、中坪彩恵子、澤 信彦、細野 裕
第106回日本肺癌学会関西支部学 2回目のliquid biopsyでEGFR変異T790Mを検出した肺腺
貴、石島見佳子、金津正樹、上浪 健、矢野幸
術集会（大阪）
癌癌性髄膜症の一例
洋、森 雅秀、山口俊彦、横田総一郎

2017年6月24日

国内学会発表

澤 信彦、森 雅秀、清原彩恵子、細野 裕貴、
第89回呼吸器学会近畿地方会（大 非結核性抗酸菌症の治療経過中に発症し急激に悪化し
石島見佳子、金津正樹、上浪 健、赤澤結貴、
阪）
た小細胞肺癌の1例
矢野幸洋、山口俊彦、横田総一郎

2017年7月9日

国内学会発表

西田浩平、矢野幸洋、中坪彩恵子、澤 信彦、
第107回日本肺癌学会関西支部学 ALK阻害剤を含む複数レジメン継続で約5年に及ぶ奏効
石島見佳子、上浪 健、金津正樹、赤澤結貴、
術集会（大阪）
を維持しているEML4-ALK肺腺癌の1症例
森 雅秀、山口俊彦、横田総一郎

2018年2月17日

国内学会発表

第107回日本肺癌学会関西支部学 alectinib投与中に脈絡膜転移で再発しCDDP+PEMが奏
術集会（大阪）
効したALK陽性肺腺癌の1例

中坪彩恵子、澤 信彦、西田浩平、石島見佳
子、上浪 健、金津正樹、赤澤結貴、矢野幸
洋、森 雅秀、山口俊彦、横田総一郎

2018年2月17日

研究会発表

第5回刀根山呼吸器疾患勉強会
（豊中）

肺がんの個別化医療

森 雅秀

2017年4月8日

研究会発表

第5回刀根山呼吸器疾患勉強会
（豊中）

胸部画像シリーズ―結節影

森 雅秀

2017年4月8日

研究会発表

第2回大阪がん免疫療法適正使用 肺多型癌症例に対するNivolumabの効果における臨床的
金津正樹
セミナー（大阪）
検討

2017年5月17日

研究会発表

ACCEL Osaka（大阪）

Bevacizumabの心嚢液に対する効果について

金津正樹

2017年5月17日

研究会発表

NSCLC Treat Meeting in
TOYONAKA（豊中）

2回目の血漿検査でT790M陽性が検出された一例

赤澤結貴

2017年5月24日

研究会発表

川西市医師会特別学術講演会（川
症例検討
西）

森 雅秀

2017年6月3日

研究会発表

川西市医師会特別学術講演会（川
非小細胞肺癌の治療の歴史
西）

横田総一郎

2017年6月3日

研究会発表

第13回 刀根山呼吸器緩和ケア研
がん患者におけるサインバルタの使用経験
究会（大阪）

宮本絵美

2017年9月9日

研究会発表

Lung Cancer Symposium in 北摂
（豊中）

中坪彩恵子

2017年9月22日

研究会発表

第5回 Osaka Lung Cancer Cutting 既治療進行非小細胞肺癌に対するnabPTXの効果・安全
金津正樹
Edge（大阪】
性に関する検討

当院におけるpembrolizumab（キイトルーダ®）の使用経
験～2次治療以降での症例を中心に～

2017年10月2日

研究会発表

第6回刀根山呼吸器疾患勉強会
（豊中）

胸部画像シリーズ―縦隔陰影

森 雅秀

2017年10月21日

研究会発表

平成29年度刀根山病院薬薬連携
カンファレンス（豊中）

肺がん治療の最近の動向

森 雅秀

2017年10月31日

研究会発表

第12回 北摂呼吸器臨床セミナー
（吹田）

早期スインプロイク導入によるOIC治療戦略

金津正樹

2017年11月8日

研究会発表

北摂Lung Cancer Conference（豊
中）

当院におけるpembrolizumab（キイトルーダ®）の使用経
験

矢野幸洋

2017年12月20日

研究会発表

第2回 NSCLC Treat Meeting in
TOYONAKA（豊中）

EBUS-TBNA～現状と再生検の工夫点～

上浪 健

2018年3月7日

研究会発表

第2回 NSCLC Treat Meeting in
TOYONAKA（豊中）

T790M血漿検査～当院の実際～

西田浩平

2018年3月7日

研究会発表

北摂若手医師勉強会（大阪）

臨床研究のすゝめ

金津正樹

2018年3月9日

研究会発表

刀根山病院市民公開講座（豊中）

肺がんの今を知る

石島見佳子

2018年3月10日

研究会発表

刀根山病院市民公開講座（豊中）

分子標的薬の個別化医療へ

矢野幸洋

2018年3月10日

研究会発表

刀根山病院市民公開講座（豊中）

免疫治療薬は本当に効くのか？

森 雅秀

2018年3月10日

研究会発表

刀根山病院市民公開講座（豊中）

しんどいことはガマンしない－緩和治療－

金津正樹

2018年3月10日

