
項目 学会 演題等 演者 発表年月日

国際学会発表 IASLC WCLC 2018, Tront, Canada
The effect of pembrolizumabin EGFR mutated lung
adenocarcinoma patients with PD-L1 overexpression:
two cases report.

Uenami T, Ishijima M, Kanazu M, Kurebe H,
Edahiro R, Nishida K, Akazawa Y,  Yano Y,
Yamaguchi T, Mori M.

2018年9月26日

国際学会発表 ESMO Asia 2018, Singapore

Clinical Outcomes in Non–Small Cell Lung Cancer
Patients with Ultra-high Expression of Programmed
Death Ligand-1 Treated with Pembrolizumab as First-
line Therapy: A Retrospective Multicenter Cohort Study

Kurebe H, Kanazu M, Edahiro R, Fujimoto D,
Tamiya M, Tamiya A, Suzuki H, Hirano K,
Yokoyama T, Morita M, Fukuda Y, Uchida J,
Makio T.

2018年11月24日

国際学会発表 ESMO Asia 2018, Singapore

Clinical experiences of cytotoxic chemotherapy in
patients with lung cancer complicated by interstitial
pneumonia who were treated with pirfenidone
simultaneously: A retrospective observational study in
single institution.

YanoY, Nishida K, Ishijima M, Uenami T,
Akazawa Y, Yamaguchi T, Mori M.

2018年11月24日

国際学会発表
ESMO congress 2018, Munich,
Germany

Randomized phase 2 study comparing cisplatin +
pemetrexed + bevacizumab with carboplatin + paclitaxel
+ bevacizumab in treatment-naïve advanced non-
squamous non-small-cell lung cancer (CLEAR study)

Koyama R, Udagawa H, Sugiyama E, Komuta K,
Mori M, Yokoyama T, Ohsaki Y, Saito H, Ishida
H, Nakagawa H, Sekine A, Tamura A, Shingyoji
M, Mizuno K, Nakamura A, Kinoshita A,
Yamanaka T, Goto K.

2018/10/

国内学会発表
第58回日本呼吸器学会総会（大
阪）

当院におけるEGFR遺伝子変異のliquid biopsyの臨床的
検討

西田浩平、中坪彩恵子、澤　信彦、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4月27日

国内学会発表
第58回日本呼吸器学会総会（大
阪）

Nivolumabの投与後に白斑を生じた非小細胞肺癌の3例
澤　信彦、中坪彩恵子、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4月27日

国内学会発表
第58回日本呼吸器学会総会（大
阪）

治療前食習慣が肺癌患者の化学療法に与える影響に関
する検討

矢野幸洋、大上恵理、森 雅秀、横田総一郎、
佐古田三郎、福尾惠介

2018年4月28日



国内学会発表
第58回日本呼吸器学会総会（大
阪）

EGFR-TKI治療中に病勢進行を来した症例における
EGFR T790M変異検査及び治療方針決定に関する実態
調査（REMEDY試験）

矢野幸洋、鏡　亮吾、野上尚之、山本信之、安
宅信二、坂　英雄、田代尚樹、瀬戸貴司

2018年4月28日

国内学会発表
第58回日本呼吸器学会総会（大
阪）

当院におけるpembrolizumabの使用経験
中坪 彩恵子、澤 信彦、西田浩平、石島 見佳
子、金津 正樹、上浪 健、赤澤 結貴、矢野 幸
洋、森 雅秀、山口 俊彦、横田 総一郎

2018年4月29日

国内学会発表
第41回日本呼吸器内視鏡学会学
術集会（東京）

当院での超音波気管支鏡下針生検（EBUS-TBNA）の検
討～現状と再生検の工夫点～

上浪　健、西田浩平、金津正樹、矢野幸洋、森
雅秀、横田総一郎

2018年5月24日

国内学会発表
第23回日本緩和医療学会学術集
会（神戸）

オピオイド誘発性便秘症と直腸膀胱障害の鑑別に難渋
した一例

金津正樹、宮本絵美、辻　美里、宮部貴織、槌
本貴美香、森　雅秀、松原　陽子

2018/6/15-17

国内学会発表
第16回日本臨床腫瘍学会学術集
会（神戸）

EGFR遺伝子変異を有する進行・再発非小細胞肺癌に対
するニボルマブ治療に関する観察研究（阪神がん研究グ
ループ 0416）－第2報

赤澤結貴、森　雅秀、井上貴子、熊谷　融、秦
明登、片上信之、浦田佳子、西村尚志、二木麻
衣子、根来俊一、横田総一郎

2018年7月19日

国内学会発表
第16回日本臨床腫瘍学会学術集
会（神戸）

Phase II study of cisplatin plus pemetrexed with
bevacizumab for non-squamous non-small cell lung
cancer with brain metastases.無症候性脳転移を有する
非扁平上皮非小細胞肺癌に対する初回治療のシスプラ
チン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブの第II相試験

Yoshitaka Kawa, Akito Hata, Yu Kumagaya,
Masatsugu Yamamoto, Junji Uchida, Tatsunori
Kiryu, Motoko Tachihara, Naoto Takase,
Toshihiko Kaneda, Nobuyuki Katakami, Soichiro
Yokota, and Shunichi Negoro

2018年7月19日

国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

無症候性脳転移を有する非小細胞肺癌に対するシスプ
ラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブの第II相試験

熊谷 融, 秦 明登, 河 良崇, 内田 純二, 桐生 辰
徳, 山本 正嗣, 立原 素子, 高瀬 直人, 金田 俊
彦, 片上 信之, 根来 俊一, 横田 総一郎

2018年11月29日



国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

Nivolumab投与後にhyperprogressive disease（HPD）を来
した症例におけるHPD後のマネジメントに関する検討

枝廣龍哉、金津正樹、暮部裕之、中坪彩恵子、
石島見佳子、上浪　健、赤澤結貴、矢野幸洋、
森　雅秀

2018年11月29日

国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

75歳以上のEGFR遺伝子変異陽性進行NSCLC患者への
アファチニブの使用経験

暮部裕之、枝廣龍哉、石島見佳子、金津正樹、
上浪　健、赤澤結貴、矢野幸洋、森　雅秀

2018年11月29日

国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

当院におけるTPS 1-49%症例に対する免疫チェックポイ
ント阻害剤の使用経験

金津正樹、枝廣龍哉、暮部裕之、石島見佳子、
上浪　健、赤澤結貴、矢野幸洋、森　雅秀

2018年11月29日

国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

当院における局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射
線治療成績

赤澤結貴、枝廣龍哉、暮部裕之、石島見佳子、
上浪　健、金津正樹、矢野幸洋、森　雅秀

2018年11月29日

国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

EGFR遺伝子変異陽性75歳以上高齢進行期非小細胞肺
癌におけるAfatinibの第II相試験：NEJ027

山口　央、峯岸裕司、菅原俊一、久山彰一、渡
部　聡、臼井一裕、森　雅秀、畑地　治、貫和敏
博、森田智視、小林国彦、弦間昭彦

2018年11月29日



国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

Pembrolizumab投与後に発症した播種性血管内凝固症
候群（DIC）に、ステロイドが有効であった1例

石島見佳子、枝廣龍哉、暮部裕之、上浪　健、
金津正樹、赤澤結貴、矢野幸洋、森　雅秀

2018年11月30日

国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

当院でのdriver遺伝子陰性非小細胞肺癌の2次治療以
降での治療シークエンスの実態

矢野幸洋、枝廣龍哉、暮部裕之、中坪彩恵子、
石島見佳子、金津正樹、上浪　健、赤澤結貴、
森　雅秀

2018年11月30日

国内学会発表
第59回日本肺癌学会学術集会（東
京）

間質性肺炎合併肺癌に対する癌化学療法におけるピル
フェニドンの併用についての後方視的検討

森 雅秀、枝廣龍哉、暮部裕之、石島見佳子、
金津正樹、上浪 健、赤澤結貴、矢野 幸洋

2018年12月1日

国内学会発表
第40回日本臨床栄養学会総会（東
京）

肺癌患者における治療前後の腸内細菌ビフィドバクテリ
ウムの変化について

田中郁恵、矢野幸洋、矢野めぐむ、森雅秀、森
住蘭、村井一人、福尾惠介

2018年10月6日

国内学会発表
第108回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

ROS1陽性肺腺癌術後再発　長期生存の1例
暮部裕之、枝廣龍哉、西田浩平、石島見佳子、
上浪 健、金津正樹、赤澤 結貴、矢野 幸洋、山
口俊彦、森 雅秀

2018年6月30日

国内学会発表
第108回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

劇症1型糖尿病発症後もペンブロリズマブの投与を継続
できた肺腺癌の1例

枝廣龍哉、石島見佳子、暮部裕之、西田浩平、
上浪　健、金津正樹、赤澤結貴、矢野幸洋、山
口俊彦、森 雅秀

2018年6月30日

国内学会発表
第108回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

当院における化学療法サポートチームの現状
東　里奈、中辻信江、中筋早織、宮部貴識、山
内一恭、矢野幸洋、赤澤結貴、森　雅秀

2018年6月30日

国内学会発表
第109回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

ROS1融合遺伝子陽性の肺腺癌に対するクリゾチニブに
より多くの有害事象が出現したが制御可能で投与が継
続できた1例

枝廣龍哉、暮部裕之、西田浩平、石島見佳子、
上浪　健、金津正樹、赤澤結貴、矢野幸洋、山
口俊彦、森　雅秀

2019年2月23日



国内学会発表
第109回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

Pembrolizumab投与中にACTH単独欠損のirAEを発症し
た肺腺癌の一例

西田浩平、上浪　健、枝廣龍哉、暮部裕之、石
島見佳子、金津正樹、赤澤結貴、矢野幸洋、山
口俊彦、森　雅秀

2019年2月23日

国内学会発表
第109回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

Pembrolizumab投与後に発症した脳髄膜炎に対してステ
ロイドが有効であった1例

石島見佳子、米延友希、枝廣龍哉、暮部裕之、
西田浩平、上浪　健、金津正樹、赤澤結貴、矢
野幸洋、山口俊彦、森　雅秀

2019年2月23日

国内学会発表
第109回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

PD-L1高発現のEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌で2次治療
のPembrolizumabが奏効した2症例

上浪　健、枝廣龍哉、暮部裕之、西田浩平、石
島見佳子、金津正樹、赤澤結貴、矢野幸洋、山
口俊彦、森　雅秀

2019年2月23日

国内学会発表
第109回日本肺癌学会関西支部学
術集会（大阪）

肺扁平上皮癌に対するNivolumab長期投与後に腹水が
貯留しatezolizumabも無効であった胃癌合併の1例

金津正樹、枝廣龍哉、暮部裕之、西田浩平、石
島見佳子、上浪　健、赤澤結貴、矢野幸洋、山
口俊彦、森　雅秀

2019年2月23日

研究会発表
第7回刀根山呼吸器疾患勉強会
（豊中）

診療所での肺がん患者の管理（抗腫瘍剤治療中） 森　雅秀 2018年4月21日

研究会発表
第7回刀根山呼吸器疾患勉強会
（豊中）

画像シリーズ―間質性陰影 森　雅秀 2018年4月21日

研究会発表 ieEXPO-LC（大阪・豊中） TPS 1-49%におけるICIの使用経験 金津正樹 2018年5月17日

研究会発表
川西市医師会特別学術講演会（川
西）

症例検討 森　雅秀 2018年6月2日

研究会発表
川西市医師会特別学術講演会（川
西）

分子標的薬　最新のトピックス 矢野幸洋 2018年6月2日



研究会発表
協和会協立病院院内研修会（川
西）

肺結核の臨床 森　雅秀 2018年6月25日

研究会発表
NSCLC up-to date Lecture in
Osaka（大阪）

当院におけるdriver変異陰性非小細胞肺癌2次治療以降
の現状~治療シークエンスを考える

矢野幸洋 2018年9月14日

研究会発表
若手臨床医の明日に役立つ！
irAEマネジメント実践Webセミナー
（大阪）

呼吸器専門病院におけるirAEマネジメントの実際～発
熱、DIC、1型糖尿病、脳炎～

金津正樹 2018年10月12日

研究会発表
第8回刀根山呼吸器疾患勉強会
（豊中）

肺癌の緩和ケア 森　雅秀 2018年10月20日

研究会発表 MSD WEBセミナー
専門病院でのirAE対策～院外連携の取り組みと、１型糖
尿病発症事例の紹介～

森　雅秀 2018年10月30日

研究会発表 NSCLC Treatment Seminor（大阪）
遺伝子変異陰性非小細胞肺癌における2次治療以降の
治療シークエンスを考える～当院の現状から～

矢野幸洋 2018年11月2日

研究会発表
Lung Cancer Conference for
Rising Stars（大阪）

1次治療におけるPembrolizumabのPD-L1発現率と奏効
の検討

暮部裕之 2018年11月9日

研究会発表
NHO近畿ブロック院内感染対策研
修（豊中）

結核の院内感染対策 森　雅秀 2019年3月8日

研究会発表 刀根山病院市民公開講座（豊中） 肺がん内科治療の変遷 上浪　健 2019年3月9日

研究会発表 刀根山病院市民公開講座（豊中） 肺がん免疫治療のしくみ 森　雅秀 2019年3月9日

研究会発表 刀根山病院市民公開講座（豊中） 最新の免疫治療薬による治療 矢野幸洋 2019年3月9日

研究会発表 刀根山病院市民公開講座（豊中） 免疫治療薬の有害事象と症状緩和 金津正樹、宮本絵美 2019年3月9日


