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論文・著書

Pegfilgrastim drastically lowered risk of febrile 
neutropenia in Japanese patients with thoracic 
malignancy receiving cytotoxic chemotherapy - a 
retrospective single institutional study

Iwata T, Yamamoto A, Hara K, Toda M
Cancer Research and Oncology 3 (1) : http://crescopublications.org/

pdf/CROOA/CROOA-3-023.pdf, 2017

Complete removal of infected devices and 
simultaneous implantation of new devices for infective 
endocarditis after pacemaker implantation

Miura T, Inoue K, Yokota T, Iwata T, Yoshitatsu M
Gen Thorac Cardiovasc Surg 65 (2):122-126, 2017

Complete response achieved 1 year after a single 
administration of nivolumab in a patient with lung 
adenocarcinoma with negative expression of PD-L1

Iwata T, Yamamoto A, Hara K
J Throacic Oncol 12 (12):e205–e207, 2017

Thymoma developing 2 years after induction of 
immunosuppressive therapy for ocular myasthenia 
gravis

Iwata T, Hara K, Inoue H, Yamamoto A, Mimura O
Lungs and Breathing 1 (3):1-3, 2017

Low-thermal coagulation of pulmonary bullae by 
general-purpose radiofrequency cautery device in 
pneumothorax surgery

Iwata T, Yamamoto A, Hara K, Hanada S
Medical Devices and Diagnostic Engineering 1 (2):44-47, 2017

骨髄腫腎に対する化学療法後に急速に多発全身転移をきたした
肺多形癌に対し nivolumab が著効した 1 例

山本亜弥、岩田　隆、橋本光司
肺癌 57 (7):849-855, 2017

学会報告

婦人科不在である当院で経験した月経随伴性気胸の 1 経験例
花田庄司、泉　信博、松田由美、山本亜弥、岩田　隆、西山典利

第 34 回 日本呼吸器外科学会 2017.5.18 福岡市

右胸水を契機に僧帽弁閉鎖不全症と診断され弁形成術後に右胸 
膜外肺全摘術を行った悪性胸膜中皮腫の 1 例

岩田　隆、山本亜弥、原幹太朗
第 34 回 日本呼吸器外科学会 2017.5.19 福岡市

呼吸促迫発作を繰り返す意思疎通不能な脳性麻痺患者の横隔
膜弛緩症に対し横隔膜形成術を施行した 1 例

山本亜弥、岩田　隆
第 34 回 日本呼吸器外科学会 2017.5.19 福岡市

超高齢者特発性乳糜胸の 1 手術例
山本亜弥、岩田　隆

第 34 回 日本呼吸器外科学会 2017.5.19 福岡市

FT-10 によるソフト凝固を用いた肺瘻閉鎖
岩田　隆

第 20 回 大阪市立大学呼吸器外科勉強会 2017.7.8 大阪市

小腸転移による活動性出血に対して nivolumab が著効した IV
期非小細胞肺癌の 1 例

山本亜弥、岩田　隆
第 58 回 日本肺癌学会総会 2017.10.15 横浜市

nivolumab単回投与のみで1年後にCRが得られた多発肝転移
を有する PD-L1 陰性肺癌頚椎浸潤の 1 例

岩田　隆、山本亜弥
第 58 回 日本肺癌学会総会 2017.10.15 横浜市

術前にピルフェニドンを導入した間質性肺炎合併肺癌術後の遅
発性肺瘻に対し EWS が気漏制御に有用であった１例

本田晶子、山本亜弥、岩田　隆
第 102 回 日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2017.11.11 大阪市

講演会やテレビ出演

PD-L1 検査の測定意義
山本亜弥

第 1 回 阪神がん免疫療法講演会 2017.2.16 尼崎市

Zen and the art of Covidien's Devices
岩田　隆

第 1 回 Covidien エネルギーデバイスを語ろう会 2017.3.10 神戸市

免疫チェックポイント阻害剤による肺癌治療の実際
岩田　隆

第回 大鵬 MSD 社内講演会 2017.4.17 尼崎市

目で見る肺がん治療
岩田　隆

西宮市薬剤師会学術研修会 2017.5.27 西宮市

PD-L1 陰性肺癌に nivolumab 単回投与を行った長期生存例
岩田　隆

第 2 回 Immuno-oncology Seminar in Hanshin 2017.6.14 尼崎市

当院での nivolumab 使用経験
山本亜弥

第 1 回 がん免疫療法セミナー in 阪神 2017.6.22 尼崎市

呼吸器外科手術患者における抗コリン薬での併存 COPD 治療
の現状と問題点

岩田　隆
第 1 回 阪神呼吸器外科フォーラム 2017.7.14 尼崎市

肺がん治療の最近の話題〜患者特性に応じた治療選択
岩田　隆

第 3 回 兵庫県病院薬剤師会尼崎支部学術講演会 2017.7.20 尼崎市

胸部悪性腫瘍化学療法におけるジーラスタの役割 〜当科使用
症例をふりかえって〜

岩田　隆
協和発酵キリン社内講演会 2017.10.26 尼崎市
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主催した研究会

岩田　隆
第 56 回 兵庫呼吸器外科研究会 2017.3.9 神戸市

座長を務めた学会・研究会

2nd line 非小細胞肺がんの治療戦略と PD-L1 検査の測定意義
岩田　隆

第 1 回 阪神がん免疫療法講演会 2017.2.16 尼崎市

岩田　隆
第 56 回 兵庫呼吸器外科研究会 2017.3.9 神戸市

岩田　隆
第 1 回 がん免疫療法セミナー in 阪神 2017.6.22 尼崎市

術後再発例に対する免疫チェックポイント阻害薬の使用経験
岩田　隆

第 2 回 阪神がん免疫療法講演会 2017.10.20 西宮市

外科療法・インターベンション
岩田　隆

第 102 回 日本呼吸器内視鏡学会近畿支部会 2017.11.11 大阪市

エビデンスをもとにしたニボルマブの有効性と市民病院におけ
る irAE マネジメント

岩田　隆
第 2 回 がん免疫療法セミナー in 阪神 2017.11.30 尼崎市

学会報告

Microsporum canis によるケルスス禿瘡の 1 例
塚崎綾乃、高橋玲子、福山國太郎

第 80 回日本皮膚科学会東京支部学術大会 2017.2.11 東京都

刺し口がはっきりせず、肝機能障害を生じた日本紅斑熱の 1 例
塚崎綾乃、高橋玲子、福山國太郎

第 33 回日本臨床皮膚科医会臨床学術大会 2017.4.22 神戸市

甲状腺癌多発皮膚転移の１例
菊澤千秋、塚崎綾乃、福山國太郎

第 463 回日本皮膚科学会大阪地方会 2017.09.30 大阪市

診断確定まで約 3 か月かかってしまった真正皮膚結核の１例　
菊澤千秋、福山國太郎

第 223 回大阪皮膚科症例検討会 2017.11.16 大阪市

乳房部分切除後の放射線照射野に発症した血管肉腫の１例　
菊澤千秋、塚崎綾乃、福山國太郎

第 464 回日本皮膚科学会大阪地方会 2017.12.02 大阪市

講演会やテレビ出演

ルコナック爪外用液 5% の使用経験ー治療効果をあげるための
工夫ー　

福山國太郎
第 68 回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2017.10.7 京都市
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