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最優秀演題（プレナリー）

第 3 日目

10 月 22 日（土）

プレナリーセッション

第３日

13:20～14:50

司会：佐伯 浩司
加藤
健

第10会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）
群馬大学大学院医学系研究科
国立がん研究センター中央病院

総合外科学講座

消化管外科分野

頭頸部・食道内科 / 消化管内科

		 PS-1

進行胃癌・ 大腸癌における治療前の血中循環腫瘍 DNA 検出の臨床
的妥当性
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 消化管内科 青木
優

		 PS-2

包括的ゲノムプロファイリング検査における BRCA1/BRCA2 遺伝
子の Germline findings
がん 感染症センター都立駒込病院 遺伝子診療科 山口 達郎

		 PS-3

術前補助療法後の食道癌根治切除症例における再発予測ノモグラム
の開発
公益財団法人がん研究会有明病院 食道外科 岡村 明彦

		 PS-4

SAMIT 試験の胃癌検体を用いた術後補助化学療法の個別化を目指
したバイオマーカー研究

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター

消化器外科



大島

貴

		 PS-5

膵癌予後予測を目指したネクチンファミリー遺伝子パネルの開発
奈良県立医科大学 医学部医学科 消化器・総合外科学 今津 勇輝

		 PS-6

局所進行子宮頸癌に対する CT 画像誘導小線源治療に関する多施設
共同前向き観察研究

量子科学技術研究開発機構



QST 病院 / 群馬大学

医学部附属病院

放射線科

村田

和俊

YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

		 PS-7

転移性腎癌における全血遺伝子発現は免疫チェックポイント阻害剤
の治療効果を予測する
筑波大学 腎泌尿器外科 南雲 義之

		 PS-8

遠隔転移膵癌患者のゲムシタビン薬効発現に関する遺伝子多型解析
研究（GENESECT 試験）
公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部 横川 貴志

270

JSCO 60th Annual Meeting 2022 Program

第 1 日目

第１日

優秀演題

10 月 20 日（木）

一般口演 9
16:10～17:00

第15会場（神戸国際展示場2号館 2F 2A会議室）

腎・尿路・膀胱 免疫療法 2
座長：安井 孝周 名古屋市立大学・腎・泌尿器学分野
		 O9-1

mRCC に対する 1L NIVO+IPI の有効性・安全性 : J-ENCORE 試験
第 2 回中間解析結果
近畿大学附属病院 野澤 昌弘

一般口演 10
17:00～18:00

第15会場（神戸国際展示場2号館 2F 2A会議室）

食道 腫瘍免疫・ゲノム・バイオマーカー
座長：藤谷 幹浩 旭川医科大学・病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野
（消化器・内視鏡学部門）

		 O10-7

食道癌内因性サブタイプ分類と化学放射線療法の効果予測
千葉県がんセンター・治験臨床試験推進部 天沼

裕介

一般口演 15
16:10～17:00

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

大腸 バイオマーカー
座長：長谷川博俊 東京歯科大学市川総合病院・外科

		 O15-4

Stage II/III 結腸癌における budding signature および簇出の予後
予測因子としての意義
防衛医科大学校・外科 神藤 英二

一般口演 16
17:10～18:00

膵臓 基礎・TR
座長：吉田
寛
		 O16-1

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
日本医科大学付属病院・消化器外科

膵癌低酸素環境で発現亢進する CPAMD8 の生物学的意義解析
九州大学・腫瘍制御学 大西 秀哉
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YOA・MSA

RAS 野生型大腸癌における血管新生因子と 2 次治療 FOLFIRI+RAM
の効果 : JACCRO CC-16AR
聖マリアンナ医科大学・臨床腫瘍学講座 砂川
優
最優秀演題・優秀演題

		 O15-1
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第 2 日目

10 月 21 日（金）

第２日

一般口演 22
8:30～9:20

第7会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽3）

胃 バイオマーカー
座長：北山 丈二 自治医科大学・消化器一般移植外科

		 O22-1

CD44 陽性癌細胞の腫瘍造成能と術後腹膜再発との関連
滋賀医科大学病院・腫瘍センター/ 滋賀医科大学・外科

村田

聡

一般口演 24
13:20～14:00

第7会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽3）

前立腺 臨床試験・医療データ・AI
座長：榎田 英樹 鹿児島大学・ 腫瘍学講座泌尿器科
		 O24-4

前立腺がん患者を対象とした 68Ga-PSMA-11 の第 I 相試験
金沢大学・泌尿器集学的治療学 溝上

敦

一般口演 27
16:10～17:00

大腸 手術療法 2
座長：坂本 一博
		 O27-6

第8会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 和楽）
順天堂大学・下部消化管外科

ハイブリッド側方リンパ節郭清手技と短期成績～ホログラムシミュ
レーションの有用性～
徳島大学病院・消化器・移植外科 徳永 卓哉

一般口演 39
16:20～17:10

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

前立腺 ホルモン療法 1
座長：溝上
敦 金沢大学・泌尿器科
YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

		 O39-1

高齢去勢感受性転移性前立腺癌における癌特異生存率とネット生存
率の検討
秋田大学・腎泌尿器科 成田伸太郎

一般口演 42
17:10～18:00

看護 がん看護
座長：大串祐美子
		 O42-2
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第13会場（神戸国際会議場 5F 502）
東札幌病院

通院加療がんセンターにおける抗がん薬の環境曝露に関する調査
山梨県立中央病院・通院加療がんセンター 新海 尚子
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一般口演 43
8:30～9:30

		 O43-1

第２日

食道 手術療法
座長：小柳 和夫

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
東海大学・消化器外科

禁煙と食道癌手術後の予後に関する包括的コホート研究
熊本大学病院・消化器癌先端治療開発学寄附講座

吉田

直矢

一般口演 49
15:05～15:45

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

骨軟部 疫学・ゲノム
座長：山本 憲男 金沢大学・整形外科
		 O49-1

表在性軟部肉腫において、表皮への浸潤は、信頼できる予後不良因
子である
大阪市立大学・整形外科 岩井
正

一般口演 50
15:55～16:45

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

卵巣 基礎・がん生殖医療・分子標的
座長：岩瀬
明 群馬大学・産科婦人科
		 O50-2

本邦の妊孕性温存療法における卵巣組織凍結実施調査（厚労科研研
究班 20EA1004）
聖マリアンナ医科大学・産婦人科 洞下 由記

YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題
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第 3 日目

10 月 22 日（土）

一般口演 51
13:20～14:10

第３日

大腸 手術療法 3
座長：岡田 拓久

		 O51-6

第5会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽1）
群馬大学・総合外科

No-touch isolation technique が結腸癌術後結果に与える影響に
ついての検討
獨協医科大学・下部消化管治療センター 石塚
満

一般口演 52
14:20～15:10

大腸 化学療法 1
座長：吉松 和彦
		 O52-1


第5会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽1）
川崎医科大学附属病院・消化器外科

ハイリスクステージII結腸癌術後補助療法の期間を調査した
ACHIEVE-2 の追跡 5 年間の成績
九州病院 牧山 明資

一般口演 53
15:20～16:10

大腸 化学療法 2
座長：吉岡 孝志
		 O53-3

第5会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽1）
山形大学・臨床腫瘍学分野

切除不能大腸癌に対する CAPOXIRI+BEV vs FOLFOXIRI+BEV:
QUATTRO-II 試験の安全性解析
筑波大学附属病院・消化器内科 森脇 俊和

一般口演 56
14:20～15:10
YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

ゲノム・遺伝子 1
座長：下山
達
		 O56-4

第7会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽3）
がん・感染症センター都立駒込病院・腫瘍内科

当院におけるがん遺伝子パネル検査の現況と課題について

日本医科大学付属病院・消化器外科 / 日本医科大学武蔵小杉病院・消化器外科



太田

竜

一般口演 59
11:00～11:50

第8会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 和楽）

膵臓 バイオマーカー・その他
座長：大塚 隆生 鹿児島大学・消化器・乳腺甲状腺外科
		 O59-2
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膵癌における予後予測マーカーとしての Immunoscore の有用性
滋賀医科大学病院・外科 森
治樹
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一般口演 61
13:20～14:00

卵巣 手術療法
座長：牛嶋 公生
		 O61-1

第11会場（神戸国際会議場 4F 401+402）
久留米大学・産婦人科

一般口演 65
14:20～15:10

第３日

卵巣上皮性境界悪性腫瘍に対する妊孕性温存手術の生命・妊娠予後
についての全国調査
聖マリアンナ医科大学・産婦人科 久慈 志保
第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

乳腺 バイオマーカー・臨床試験
座長：遠山 竜也 名古屋市立大学・乳腺外科
		 O65-1

乳癌肥満患者の対面栄養指導に対する電話栄養指導の非劣性を検証
する無作為化比較試験
がん研究会有明病院・乳腺センター 片岡 明美

一般口演 66
15:20～16:00

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

胆嚢・胆道 ゲノム・遺伝子・その他
座長：宮西 浩嗣 札幌医科大学・腫瘍内科
		 O66-5

手術を施行した遠位胆管癌における胆道癌取扱い規約第 7 版の妥当
性
大阪公立大学・肝胆膵外科 西尾 康平

一般口演 72
8:30～9:20

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

腎・尿路・膀胱 ゲノム・遺伝子・病理
座長：松山 豪泰 山口大学・泌尿器科

一般口演 75
13:20～14:10

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

薬学 治療・その他
座長：橋本 浩伸 国立がん研究センター中央病院・薬剤部
		 O75-1

大腸がん患者のラムシルマブ誘発性蛋白尿に及ぼすベバシズマブ前
治療歴の影響
京都桂病院・薬剤科 土手 賢史
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YOA・MSA

上部尿路上皮癌における Claspin の予後マーカーと細胞免疫染色
マーカーとしての意義
広島大学・泌尿器科 林 哲太郎

最優秀演題・優秀演題

		 O72-1
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一般口演 76
14:20～15:00

緩和医療
座長：宇和川 匡
		 O76-2

第３日
YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題
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第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
東京慈恵会医科大学附属病院・腫瘍センター

がん悪液質患者のアナモレリン継続に影響する因子の探索
名城大学・薬学部病態解析学 II/ 愛知医科大学病院・薬剤部 /
名城大学・クリニカルオミクス・TR センター

築山

郁人
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第 1 日目

第１日

Young Oncologist Award

10 月 20 日（木）

一般口演 1
8:50～9:40

胃 手術療法 1
座長：岡本 和真
		 O1-5

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）
京都きづ川病院外科

食道胃接合部腺癌に対する術前化学療法に関する検討
九州がんセンター・消化管外科

		 O1-6

藤本

禎明

Albumin-bilirubin スコアと胃癌術後短期・長期成績との関連
熊本大学・消化器外科 江藤弘二郎

一般口演 3
8:50～9:40

第13会場（神戸国際会議場 5F 502）

腎・尿路・膀胱 腫瘍免疫
座長：神波 大己 熊本大学・泌尿器科
		 O3-1

腎細胞癌と固形癌の次世代免疫チェックポイント分子 LAG3 と腫瘍
免疫微小環境
慶應義塾大学・泌尿器科 / 国際医療福祉大学三田病院・泌尿器科 高松 公晴

一般口演 4
9:50～10:40

第13会場（神戸国際会議場 5F 502）

腎・尿路・膀胱 診断・バイオマーカー
座長：古家 琢也 岐阜大学・泌尿器科
		 O4-3

第13会場（神戸国際会議場 5F 502）

腎・尿路・膀胱 免疫療法 1
座長：小島 祥敬 福島県立医科大学・泌尿器科
		 O5-3

Pembrolizumab による進行尿路上皮癌の予後延長効果～大規模多
施設 RWD の傾向スコア分析
東京大学・泌尿器科 田口
慧

		 O5-4

Immortal time bias と尿路上皮癌における pembrolizumab の免
疫関連有害事象と治療効果
京都大学・泌尿器科 大塚
光
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YOA・MSA

一般口演 5
10:50～11:50

最優秀演題・優秀演題

術前血液バイオマーカーのパネルによる膀胱全摘術後の腫瘍学的転
帰の予測の改善
東京慈恵会医科大学附属病院・泌尿器科 / ウィーン大学・泌尿器科 森 啓一郎
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第１日

一般口演 6
10:30～11:20

第15会場（神戸国際展示場2号館 2F 2A会議室）

肺 薬物療法・バイオマーカー
座長：滝口 裕一 千葉大学 臨床腫瘍学
		 O6-4

免疫チェックポイント阻害剤で治療した進行・ 再発 NSCLC におけ
る ALBI grade の意義
九州がんセンター・呼吸器腫瘍科 木下 郁彦

		 O6-5

がん悪液質が腸内細菌叢および免疫療法の効果に与える影響に関す
る検討

がん・感染症センター都立駒込病院・呼吸器内科 /
早稲田大学理工学術院・先進理工学研究科

箱崎

泰貴

一般口演 7
11:30～12:10

第15会場（神戸国際展示場2号館 2F 2A会議室）

肝臓 腫瘍免疫・診断
座長：小林 省吾 大阪大学・消化器外科学
		 O7-1

肝細胞癌における VETC/MTM の臨床的意義とマウスモデルを用い
た免疫療法奏功の検討
東京医科歯科大学・分子腫瘍医学分野 / 東京慈恵会医科大学・外科 谷合 智彦

一般口演 9
16:10～17:00

第15会場（神戸国際展示場2号館 2F 2A会議室）

腎・尿路・膀胱 免疫療法 2
座長：安井 孝周 名古屋市立大学・腎・泌尿器学分野
		 O9-5

根治的化学放射線療法後の転移性膀胱癌における Pembrolizumab
有効性 / 包括的 PD-L1 解析
大阪医科薬科大学・腎泌尿器外科 西村 一希

一般口演 10
YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

17:00～18:00

第15会場（神戸国際展示場2号館 2F 2A会議室）

食道 腫瘍免疫・ゲノム・バイオマーカー
座長：藤谷 幹浩 旭川医科大学・病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野
（消化器・内視鏡学部門）

		 O10-1

食道癌患者における脆弱性および栄養学的指標の役割
奈良県立医科大学・消化器・総合外科

巽

孝成

		 O10-3

食道癌術前便培養にて同定された腸内細菌と術後合併症および予後
との関連
がん研究会有明病院 丸山
傑

		 O10-4

食道癌における尿中エクソソームの miRNA を用いた腫瘍モニタリ
ング
慶應義塾大学・外科（一般・消化器） 久岡 和彦

		 O10-5

食道癌転移リンパ節に浸潤する組織常在メモリーT 細胞が与える予
後効果
大阪公立大学・消化器外科 夏木 誠司
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cStage II/III 切除可能食道扁平上皮癌における SLFN-11 発現の有用
性
北海道大学病院・腫瘍センター 山村 貴洋

第１日

		 O10-6

一般口演 11
8:50～9:40

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

乳腺 基礎・ゲノム医療
座長：伊藤 研一 信州大学・乳腺内分泌外科
		 O11-3

乳癌細胞における MiR-150 の発現は腫瘍微小環境内の免疫細胞を
引き付け活性化させる
横浜市立大学附属病院・消化器腫瘍外科 押
正徳

一般口演 13
10:50～11:40

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

大腸 病理・ゲノム・遺伝子
座長：杉本 直俊 大阪国際がんセンター・遺伝子診療部
		 O13-1

大腸癌における KRT23 高発現とその生物学的意義
香川大学・消化器外科

		 O13-5

古市

ゆみ

Braf 変異大腸癌における異常増殖シグナルに対する抑制機構消失の
メカニズム
大阪大学・消化器外科 植田 隆太

一般口演 14
15:30～16:05

造血器・リンパ
座長：宮崎 泰司
		 O14-1

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
長崎大学

原爆後障害医療研究所

再発難治性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する CAR-T 療法
と従来治療の比較
がん・感染症センター都立駒込病院・腫瘍内科 八木
悠

大腸 バイオマーカー
座長：長谷川博俊 東京歯科大学市川総合病院・外科
		 O15-3

大腸がん患者の術直後の血中低比重好中球比率が補助化学療法の再
発予測因子となるか
自治医科大学・消化器一般移植外科 / 自治医科大学・消化器外科 風當ゆりえ
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第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

最優秀演題・優秀演題

一般口演 15
16:10～17:00

JSCO 60th Annual Meeting 2022 Program

第１日

一般口演 16
17:10～18:00

膵臓 基礎・TR
座長：吉田
寛
		 O16-2

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
日本医科大学付属病院・消化器外科

膵癌における酸性βグルコシダーゼ阻害はマイトファジー不全とア
ポトーシスを誘導する
東京慈恵会医科大学・外科 /
東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター・遺伝子治療研究部

		 O16-3

膵癌局所進行性に関与する miRNA の同定
名古屋大学附属病院・消化器外科学

柳垣

充

小林

大悟

e ポスター 24
10:10～10:45

eポスターブース 4（神戸国際展示場2号館 1F）

基礎医学・データサイエンス 3
座長：石井 範洋 群馬大学・総合外科
		 P24-3

肝胆膵外科

院内がん登録情報と検診受診状況からみるコロナ禍における当院で
のがん診療の実態調査

岡山大学病院・院内がん登録室 / 岡山大学病院・腫瘍センター/
岡山大学病院・血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科

YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題
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第 2 日目

10 月 21 日（金）

13:20～14:10

肝臓 手術療法 1
座長：新田 浩幸
		 O17-3

第6会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽2）

第２日

一般口演 17

岩手医科大学・ 外科

肝切除時における止血デバイスの術後合併症に対する影響
浜松医科大学・外科第二 村木

隆太

一般口演 19
15:20～16:00

第6会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽2）

膵臓 ゲノム・遺伝子
座長：鈴木 修司 東京医科大学茨城医療センター・消化器外科
		 O19-4

家族性・遺伝性膵癌と膵管内乳頭状粘液性腫瘍におけるゲノム疫学
的特徴
慶應義塾大学・外科 阿部 紘大

		 O19-5

膵癌における Bloom 症候群ヘリカーゼの発現と予後との相関に関
する検討
熊本大学・消化器外科 松本 嵩史

一般口演 20
16:10～17:00

膵臓 手術療法 1
座長：川井
学
		 O20-6

第6会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽2）
和歌山県立医科大学・第二外科

膵癌の腹腔洗浄細胞診陽性症例と大動脈周囲リンパ節転移症例の検
討
慶應義塾大学病院・一般・消化器外科 上村
翔

大腸 腫瘍免疫・バイオマーカー
座長：松本 繁巳 京都大学・リアルワールドデータ研究開発講座
		 O26-1

dMMR/MSI 大腸癌における STING 高発現は CD8 陽性 T 細胞の高
浸潤に寄与する
福島県立医科大学・消化管外科 大竹 廉正

一般口演 28
17:10～17:50

胆嚢・胆道
座長：北郷
		 O28-1

第8会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 和楽）

手術療法
実 慶應義塾大学・外科

肝門部胆管癌における胆管断端 CIS の腫瘍学的転帰
信州大学附属病院・外科

安川

紘矢
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YOA・MSA

第8会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 和楽）

最優秀演題・優秀演題

一般口演 26
15:00～16:00
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		 O28-2

肝門部領域胆管癌 major hepatectomy における術後早期・長期成
績へのフレイルの影響
信州大学・外科 消化器・移植・小児外科 細田 清孝

第２日

一般口演 29
16:40～17:30

第10会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

肺 TR・遺伝子・AI
座長：上月 稔幸 四国がんセンター

		 O29-3

Plasma 由来 cell-free DNA メチローム解析による肺がん患者の同
定
山梨県立中央病院・肺がん・呼吸器病センター 中込 貴博

一般口演 30
15:10～15:50

第11会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

乳腺 サーベイランス
座長：小坂 愉賢 相模原赤十字病院・乳腺外科
		 O30-5

COVID-19 流行禍における乳癌診断の遅延と予後への影響
東京医科大学病院・乳腺科 安達

佳世

一般口演 33
8:30～9:20

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

腎・尿路・膀胱 化学療法
座長：新井
学 獨協医科大学埼玉医療センター・泌尿器科
		 O33-6

筋層浸潤性膀胱癌に対する NAC+RARC の治療成績 : 多施設共同後
ろ向き観察研究
徳島大学病院・泌尿器科 大豆本 圭

一般口演 35
10:30～11:10

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

頭頸部 化学療法・免疫治療・バイオマーカー
座長：栗田
浩 信州大学・歯科口腔外科
		 O35-1

頭頸部扁平上皮癌におけるPembrolizumab単独療法後の
PTX+Cmab-based 救済化学療法
国立がん研究センター東病院・頭頸部内科 田中 英基

一般口演 36
13:20～14:10

大腸 集学的治療
座長：前田
清
		 O36-6
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第12会場（神戸国際会議場 5F 501）
大阪市立総合医療センター

直腸癌術前化学放射線療法の予後因子としての modified Glasgow
Prognostic Score
神戸大学・外科 食道胃腸外科 島田 淳司
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一般口演 37
14:20～15:10

		 O37-3

久留米大学・外科

LARS スコアを用いた低位前方切除後症候群の各症状発生率調査
横浜市立大学・外科治療学 /
横浜市立大学附属市民総合医療センター・消化器病センター

外科

渥美

第２日

大腸 手術療法 1
座長：赤木 由人

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

陽介

一般口演 38
15:20～16:10

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

前立腺 放射線治療
座長：松井
博 群馬大学 重粒子線医学センター
		 O38-3

限局性前立腺癌への強度変調放射線治療における画像誘導放射線治
療の意義
京都大学・放射線腫瘍学・画像応用治療学 相澤 理人

		 O38-4

前立腺癌に対するヨウ素 125 密封小線源永久挿入療法の長期治療
成績（J-POPS study）
岐阜大学・泌尿器科 飯沼 光司

一般口演 39
16:20～17:10

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

前立腺 ホルモン療法 1
座長：溝上
敦 金沢大学・泌尿器科

		 O39-3

アパルタミド関連皮膚有害事象 : 中四国泌尿器科コンソーシアムに
おける多施設共同研究
香川大学・泌尿器科 土肥洋一郎

		 O39-4

本邦における転移性去勢感受性前立腺癌患者に対する up-front 治
療の有用性
秋田大学・泌尿器科 佐藤 博美

一般口演 44
9:40～10:20

食道 薬物療法
座長：川久保博文

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
慶應義塾大学・一般消化器外科

		 O44-1

食道癌における術前 CF 療法に対する DCF 療法の有用性の検証 -85
施設 4048 例の検討 慶應義塾大学・外科（一般・消化器） 松田
諭

		 O44-5

化学療法の有害事象および血清アミノ酸濃度に影響を及ぼす血清ジ
アミン酸化酵素活性
岐阜大学附属病院・消化器外科 佐藤 悠太
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転移性去勢感受性前立腺癌の全生存期間に対する Upfront 治療の検
討 - 多施設共同研究 青森県立中央病院 田中 壽和

最優秀演題・優秀演題

		 O39-2
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一般口演 47
13:20～14:10

第２日

基礎医学
座長：伊藤 心二

		 O47-1

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
九州大学・消化器・総合外科

抗 PD-1 抗体に対する耐性メカニズムとしての TIGIT の重要性
群馬大学・肝胆膵外科 村主

遼

一般口演 49
15:05～15:45

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

骨軟部 疫学・ゲノム
座長：山本 憲男 金沢大学・整形外科
		 O49-2

COVID-19 の感染流行が骨軟部肉腫患者の受診行動に及ぼした影
響 -KUEST 多施設共同研究 九州大学・整形外科 大山龍之介

一般口演 50
15:55～16:45

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

卵巣 基礎・がん生殖医療・分子標的
座長：岩瀬
明 群馬大学・産科婦人科
		 O50-1

悪性腹水中の転移小体による卵巣癌腹膜播種進展および治療抵抗性
獲得機構の解明
名古屋大学・産婦人科 吉原 雅人

e ポスター 40
9:15～10:05

eポスターブース 2（神戸国際展示場1号館 1F）

大腸 放射線治療・地域連携・バイオマーカー
座長：白石 卓也 群馬大学・総合外科
		 P40-1
YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

直腸癌術後骨盤内再発に対する重粒子線治療の前向き臨床試験にお
ける長期観察の検討
湘南鎌倉総合病院・放射線腫瘍科 / 群馬大学・腫瘍放射線学 柴 慎太郎

e ポスター 66
9:30～10:00

eポスターブース 5（神戸国際展示場2号館 1F）

子宮 COVID-19・その他
座長：中村 和人 群馬県立がんセンター・婦人科
		 P66-1
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新型コロナウイルス感染症による子宮頸がん患者の臨床的背景への
影響
がん研究会有明病院 村頭
温
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第 3 日目

10 月 22 日（土）

一般口演 52
14:20～15:10

		 O52-5

第5会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽1）
川崎医科大学附属病院・消化器外科

国際共同データベースを用いた StageII 結腸癌における術後補助化
学療法の効果予測因子
慶應義塾大学・一般・消化器外科 茂田 浩平

第３日

大腸 化学療法 1
座長：吉松 和彦

一般口演 55
13:20～14:10

第7会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽3）

骨軟部 放射線・化学療法
座長：加藤 弘之 神奈川県立がんセンター・放射線治療科
		 O55-1

腎癌骨転移に対する放射線治療とゾレドロン酸併用療法による局所
制御効果の検討
兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター・放射線治療科 窪田
光

		 O55-2

粘液型脂肪肉腫治療体系における放射線治療の意義
静岡県立静岡がんセンター/ 中津病院

		 O55-3

嶋谷

彰芳

切除不能骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療:前向き臨床試験
（GUNMA0904）の長期成績
群馬大学・重粒子線医学研究センター/ 群馬大学・腫瘍放射線学 宮坂 勇平

一般口演 57
15:20～16:00

ゲノム・遺伝子 2
座長：隈元 謙介

香川大学・消化器外科

一般口演 60
15:00～15:40

第8会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 和楽）

皮膚 疫学・ゲノム・薬物療法
座長：爲政 大幾 大阪国際がんセンター
		 O60-1

腫瘍皮膚科

アポクリン腺癌に対する治療成績 : 単施設 32 症例の解析
国立がん研究センター中央病院・皮膚腫瘍科

鶴田

成二
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がん免疫療法における単一腫瘍細胞の遺伝子解析からみた長期奏効
と免疫回避の機序
昭和大学・腫瘍内科 石黒 智之

最優秀演題・優秀演題

		 O57-1

第7会場（神戸ポートピアホテル本館 B1F 偕楽3）
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一般口演 62
14:10～15:00

第11会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

子宮 手術療法・放射線治療
座長：矢幡 秀昭 九州大学病院・産科婦人科
		 O62-6

第３日

局所進行子宮頸部腺癌に対する重粒子線治療の多施設前向き登録研
究
群馬大学・重粒子線医学研究センター 安藤
謙

一般口演 64
13:20～14:10

第12会場（神戸国際会議場 5F 501）

乳腺 トリプルネガティブ乳癌
座長：杉江 知治 関西医科大学附属病院・乳腺外科
		 O64-5

早期トリプルネガティブ乳癌患者における血清 γ-GGT の予後因子
としての意義
群馬大学・総合外科 本田 周子

一般口演 70
10:30～11:30

第16会場（神戸国際展示場2号館 3F 3A会議室）

胃 化学療法・分子標的治療
座長：黒川 幸典 大阪大学・消化器外科学
		 O70-6

HER2 陽性胃癌に対する T-DXd 治療前の HER2ECD 及び HER2 測定
の意義
愛知県がんセンター・薬物療法部 熊西 亮介

一般口演 72
8:30～9:20

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

腎・尿路・膀胱 ゲノム・遺伝子・病理
座長：松山 豪泰 山口大学・泌尿器科
YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

		 O72-4

In-house がん遺伝子パネル検査を用いた腎細胞癌の薬剤感受性
マーカーの同定
藤田医科大学・腎泌尿器外科 竹内 章人

e ポスター 79
14:20～14:50

食道 その他
座長：押切 太郎
		 P79-1
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eポスターブース 1（神戸国際展示場1号館 1F）
神戸大学・食道胃腸外科

食道扁平上皮癌におけるDesmoplastic reactionとTumor budding
を用いた新たな予後分類
防衛医科大学校病院・外科 神津 慶多
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第 1 日目

第１日

Medical Staff Award

10 月 20 日（木）

e ポスター 15
8:50～9:35

eポスターブース 3（神戸国際展示場2号館 1F）

医療機器・データサイエンス 1
座長：渡辺
亮 群馬大学・肝胆膵外科学
		 P15-2

がん専門相談員を対象とする「情報支援研修」の効果測定に関する
研究
立がん研究センター・がん対策研究所 八巻知香子

YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題
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第 2 日目

10 月 21 日（金）

第２日

一般口演 42
17:10～18:00

看護 がん看護
座長：大串祐美子

第13会場（神戸国際会議場 5F 502）
東札幌病院

		 O42-1

入院化学療法を行う患者の化学療法実施時の血管外漏出の実態把握
のためのカルテ調査
東北大学病院・看護部 村山 素子

		 O42-3

閉鎖式輸液投与システム接続パーツ導入による抗がん剤曝露状況の
調査研究
筑波大学附属病院・看護部 谷本 幸代

		 O42-6

PRRT（ペプチド受容体放射性核種療法）で出現した有害事象につい
ての報告
関西電力病院・看護部 服部 悦子

e ポスター 32
8:30～9:05

eポスターブース 1（神戸国際展示場1号館 1F）

食道 チーム医療・疫学
座長：森田
勝 九州がんセンター・消化管外科
		 P32-4

食道癌患者における 30 秒椅子起立試験の運動耐容能指標としての
妥当性 : 多施設共同研究
岡山大学病院・総合リハビリテーション部 池田 朋大

e ポスター 50
10:10～10:55

eポスターブース 3（神戸国際展示場2号館 1F）

前立腺 薬物・ホルモン療法
座長：椎名 浩昭 島根大学附属病院・泌尿器科
YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

		 P50-4

転移性骨病変を有する前立腺癌に対するデノスマブ投与間隔延長の
有効性と安全性の検討
横浜市東部病院・薬剤部 石福 奈々

e ポスター 59
11:00～11:45

看護 患者支援
座長：大串祐美子
		 P59-2
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eポスターブース 4（神戸国際展示場2号館 1F）
東札幌病院

A 病院で外来化学療法を受ける高齢者の治療中止要因から示唆され
る退院支援の課題
函館中央病院・看護部 亀谷 朋子

JSCO 60th Annual Meeting 2022 Program

e ポスター 69
13:20～14:05

eポスターブース 5（神戸国際展示場2号館 1F）

		 P69-1

食道がん患者における白金製剤 +5-FU 療法誘発血液毒性に及ぼす
関連遺伝子多型の影響
秋田大学附属病院・薬剤部 藤田 一馬

		 P69-2

大腸がん血管新生阻害薬併用化学療法適用症例における蛋白尿発現
と腎機能との関連性
新潟県立がんセンター新潟病院・薬剤部 樋口 智恵

		 P69-3

進行性大腸がん治療でのレゴラフェニブ血中濃度と効果・ 毒性・
PGx の前向き観察研究
滋賀医科大学病院・薬剤部 野田 哲史

第２日

薬学 治療・その他
座長：今村 知世 昭和大学・先端がん治療研究所

e ポスター 73
17:05～17:50

eポスターブース 5（神戸国際展示場2号館 1F）

緩和医療・患者支援
座長：井上 大輔 旭川大学
		 P73-2

両立支援コーディネーターのための多職種連携事例検討会に関する
一考察
東京労災病院・治療就労両立支援センター 新明 綾乃

YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題
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第 3 日目

10 月 22 日（土）

一般口演 67
15:00～15:50

第３日

看護 チーム医療
座長：田中 登美

第13会場（神戸国際会議場 5F 502）
奈良県立医科大学・看護学科

		 O67-1

大腸がんの手術後患者に対する入院中の栄養食事指導の導入
静岡済生会総合病院・栄養管理科 内田

		 O67-2

日当直業務開始時の多職種ブリーフィング導入の評価 : がん専門病
院単施設の取り組み
国立がん研究センター中央病院・看護部 石井 和美

		 O67-6

大学病院における進行大腸がん患者に対する看護師主導 CV ポート
自己抜針指導の取り組み
兵庫医科大学病院・看護部 栗林 美憂

理恵

一般口演 75
13:20～14:10

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）

薬学 治療・その他
座長：橋本 浩伸 国立がん研究センター中央病院・薬剤部

YOA・MSA

最優秀演題・優秀演題

		 O75-2

ナルデメジンによる末梢性オピオイド離脱症状に関する多機関共同
研究
藤岡総合病院・薬剤部 増野 貴司

		 O75-4

胆がん患者の静脈血栓塞栓症に対する直接経口抗凝固薬の安全性に
関する実態調査
国立がん研究センター東病院 折本
彬

		 O75-5

高齢がん患者における化学療法毒性予測ツール（ CARG）の有用性
を検証する前向き観察研究
福岡大学病院・薬剤部 内山 将伸

		 O75-6

JADER を用いた Nivolumab240mg および 480mg が有害事象に
及ぼす影響の検討
小倉医療センター・薬剤部 牧
陽介

一般口演 76
14:20～15:00

緩和医療
座長：宇和川 匡

第17会場（神戸国際展示場2号館 3F 3B会議室）
東京慈恵会医科大学附属病院・腫瘍センター

		 O76-1

アナモレリン塩酸塩を投与した化学療法中のがん悪液質患者につい
ての後方視的検討
医誠会病院・緩和ケアチーム 家迫由佳利

		 O76-5

過疎地域における末期がん患者の推移と診療圏の人口動態の分析
日野病院・薬剤管理室 山本 直子
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e ポスター 80
8:30～9:15

膵臓 その他 1
座長：松本 逸平
		 P80-3

eポスターブース 2（神戸国際展示場1号館 1F）
近畿大学附属病院・外科肝胆膵部門

e ポスター 89
10:05～11:05

eポスターブース 3（神戸国際展示場2号館 1F）

第３日

化学療法を行う膵癌患者の筋肉量が治療反応と予後へ与える影響
中島 裕貴

名古屋大学附属病院・リハビリテーション部 / 名古屋大学・腫瘍外科

腎・尿路・膀胱 分子標的薬・QOL・その他
座長：猪口 淳一 九州大学・泌尿器学分野
		 P89-8

重粒子線治療前に内分泌療法を行う前立腺がん患者の身体活動と
Quality of life の実態
山形大学・医学系研究科 田中真莉恵

e ポスター 92
13:55～14:25

eポスターブース 3（神戸国際展示場2号館 1F）

看護 地域連携・その他
座長：角田 明美 群馬大学附属病院・緩和ケアセンター
		 P92-2

長崎大学病院におけるがん地域連携パスの運用実績と課題
長崎大学病院 永石

		 P92-3

がん専門相談員の診療ガイドラインの利用状況と利用意向の実態に
関する検討
国立がん研究センター・がん対策研究所 高山 智子

恵美

e ポスター 99
13:20～13:55

eポスターブース 4（神戸国際展示場2号館 1F）

パクリタキセル投与中に微小血管性狭心症を発症した 1 例
横浜市立みなと赤十字病院・薬剤部 阿部

多一
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YOA・MSA

		 P99-1

最優秀演題・優秀演題

肺 緩和・薬学・看護
座長：竹之山光宏 日本赤十字社松山赤十字病院・呼吸器センター

