
第171回日本肺癌学会関東支部学術集会　プログラム

演題
番号

セッション名 セッション時間 座長 所属機関名

開会の辞 7：55～8：00

1 佐藤　 悦子 日本医科大学付属病院呼吸器内科

2 夏目 まいか 帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科

3 宮野 七奈 帝京大学医学部附属溝口病院　外科

4 足立 雄太 東京医科歯科大学　呼吸器内科

5 狩野 芙美 神奈川県立がんセンター　呼吸器内科

6 福元 健人 東京大学医学部附属病院　呼吸器外科

7 牧野 崇 東邦大学医学部　外科学講座　呼吸器外科分野（大森）

8 根井 翼 公立藤岡総合病院外科

9 近藤 泰人 北里大学医学部呼吸器外科

10 後藤 達哉 新潟県立がんセンター新潟病院　呼吸器外科

11 眞木 充 自治医科大学附属さいたま医療センター

12 河合 瑛香 帝京大学医学部　外科

13 南方 孝夫 昭和大学病院　呼吸器外科

14 松田 信作 慶應義塾大学医学部　呼吸器外科

15 相子 直人 横浜市立市民病院　呼吸器内科

16 斉藤 秀幸 群馬大学大学院病態総合病態外科

17 篠原 博彦 長岡赤十字病院　呼吸器外科

18 吉田 武史 伊勢崎市民病院　外科

19 根岸 秀樹 自治医科大学附属病院　呼吸器外科

20 岩澤 俊一郎 千葉大学医学部附属病院　臨床腫瘍部

太田修二
（帝京大学医学部　内科学講座腫瘍内科）

茂木　晃
(群馬大学大学院　病態総合外科)

二反田　博之
(埼玉医科大学国際医療センター　呼吸器外科)

松永健志
（順天堂大学医学部附属順天堂医院　呼吸器外科）

氏名

A.化学療法１ 8：00－8：35

B.症例1 8：35－9：17

C.症例2 9：17－9：59

D.縦隔1 9：59－10：20



21 寺田 百合子 東京大学医学部附属病院　呼吸器外科

22 高橋 玄樹 東海大学　外科学系　呼吸器外科学

23 上田 琢也 順天堂大学医学部附属順天堂医院

24 鈴木 未希子 順天堂医院　呼吸器外科

25 西澤 雄貴 がん・感染症センター都立駒込病院　呼吸器内科

26 深澤 陽子 帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科

27 小野 祥太郎 東京医科大学病院　呼吸器外科・甲状腺外科

28 堀内 翔 日本医科大学付属病院　呼吸器外科

29 関谷 宗之 東邦大学医学部内科学講座呼吸器内科学分野（大森）

30 中村 明日香 JR東京総合病院　呼吸器外科

ランチョンセミナー 11：55～12：55
星　永進
（ 埼玉県立循環器 ・ 呼吸器病センター 副病院長）

横見瀬 裕保 国立大学法人香川大学 副学長 ・ 病院長

幹事会報告 12：55～13：05

31 北原 信介 国立がん研究センター中央病院　呼吸器内科

32 中嶋 真之 独立行政法人国立病院機構茨城東病院呼吸器内科

33 中西 将元 国立がん研究センター東病院

34 福泉 彩 埼玉県立がんセンター　呼吸器内科

35 桂田 雅大 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　呼吸器内科

36 後藤 真輝 国立がん研究センター東病院　呼吸器外科

37 伊坂 哲哉 神奈川県立がんセンター

38 稲垣 雅春 総合病院土浦協同病院

39 山崎 庸弘 埼玉医科大学国際医療センター　呼吸器外科

40 大井 涼子 聖マリアンナ医科大学　呼吸器外科

41 森 恵利華 がん・感染症センター　都立駒込病院　呼吸器外科

42 平沢 累 国保直営総合病院君津中央病院

I.MALTリンパ腫・
リンパ腫

磯部和順
（東邦大学医学部内科学講座
呼吸器内科学分野）

14：08－14：43

酒井　洋
（埼玉県立がんセンター　呼吸器内科）

細見　幸生
（がん・感染症センター都立駒込病院
呼吸器内科）

坪地　宏嘉
（自治医科大学附属さいたま医療センター
呼吸器外科）

浦本秀隆
（埼玉県立がんセンター　胸部外科）

G.化学療法2 13：05－13：40

E.外科1 10：20－10：48

F.小細胞癌・
神経内分泌癌

10：48－11：30

H.外科2 13：40－14：08



43 中垣 彰太 東名厚木病院　呼吸器科

44 島田 翔 横須賀共済病院　呼吸器内科

45 荻原 利弥 杏林大学付属病院　総合研修センター

46 九嶋 祥友 獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科

47 松浦 陽介 公益財団法人がん研有明病院　呼吸器センター外科

コーヒーブレーク
セミナー１

15：15-15：55
石井 芳樹
（獨協医科大学 呼吸器 ・ アレルギー内科
主任教授）

解良 恭一
群馬大学大学院医学系研究科
がん治療臨床開発学 特任講師

コーヒーブレーク
セミナー２

16：00-16：30
西尾 誠人
（がん研究会有明病院 呼吸器センター
呼吸器内科 部長）

赤羽 敦也 NTT東日本関東病院 ガンマナイフセンター長

48 丹澤 盛 帝京大学医学部附属病院　内科学講座腫瘍内科

49 矢澤 友弘 群馬大学大学院　臓器病態外科

50 山本 昌昭 勝田病院　水戸ガンマハウス

51 芹澤 徹
築地神経科クリニック　東京ガンマユニットセンター
（脳神経外科）

52 森本　 淳一 千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外科学

53 佐藤 征二郎 新潟大学大学院医歯学総合研究科　呼吸循環外科学分野

54 畑 敦 東京女子医科大学八千代医療センター　呼吸器外科

55 西平 守道 獨協医科大学　呼吸器外科

56 菊池 慎二 筑波大学　呼吸器外科

57 中島 由貴 埼玉県立がんセンター　胸部外科

58 上野 泰康 順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器外科

59 政井 恭兵 国立がん研究センター中央病院　呼吸器外科

閉会の辞 17：54－18：00

鍵山　奈保
（埼玉県立循環器・呼吸器病センター
呼吸器内科）

橘　啓盛
（杏林大学　呼吸器甲状腺外科）

高橋伸政
（埼玉県立循環器・呼吸器病センター
呼吸器外科）

I.MALTリンパ腫・
リンパ腫

14：08－14：43
磯部和順
（東邦大学医学部内科学講座
呼吸器内科学分野）

宮原佐弥
（東名厚木病院　呼吸器科）

M.外科3 17：26－17：54

K.脳転移 16：30－16：58

L.縦隔3 16：58－17：26

J.縦隔2 14：43－15：04


