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はじめに
第37回肺癌診断会および画像診断セミナー

世話人　大松　広伸
国立がん研究センター東病院

呼吸器腫瘍科

　2011年3月11日に発生した東日本大震災で被災された皆様には、心からお見舞いを申し上げます。
千葉県においては、震度5～ 6弱の地震（成田市は震度6弱）で、太平洋に面した旭市などが津波の被
害を受け、湾岸の埋立地では液状化がおきました。春に予定されていた他学会の学術集会が、開催中
止においこまれたり、規模が縮小されたりする中、停電となった場合の対応をどうするか、また、自
粛ムードの中例年通りの参加者数が見込めるかなど、本会を果たして予定通り開催してよいものかど
うか悩みましたが、こうして今日の日を迎えられたのは、全国の肺がん臨床医を目指す多くの先生方
の熱意があったからこそと思っております。

　全体の構成としては、肺がん臨床医を目指す若い先生の参加者が多い会ですので、肺がんの診断か
ら治療までの基本的な事柄を、効率よく勉強できるように考えてプログラムを考えました。

　1日目の「画像診断セミナー」は、肺がんの診断にかかわる最も基本的な事項、すなわち、胸部X線
に始まり、CT、MRI、PET-CT、病理診断まで、著明な講師陣による講義という形式で学ぶことになり
ます。

　夜からは「肺がん診断会」となります。はじめに、参加者を4グループに分け、寺子屋形式のグルー
プ別指導を行います。実際の画像を近くで見ながら、指導してもらえます。大会場では質問しにくい
という方も、このグループ別指導では、遠慮無く質問できると思いますし、時には、参加される先生
が当てられて、読影するように指示されるかもしれません。1日目の夜に2コマ、2日目の朝に2コマ、
計4コマ受講していただくことになります。

　シンポジウム1では、従来は診断にかかわるひとつのテーマを掘り下げた内容となることが多かっ
たのですが、今回はあえて、これから肺がんの臨床を行おうとする若い先生にとって知っておくべき、
治療を含めた基本的な事項をお話ししていただく内容としました。ここでも、やはり、第一線でご活
躍の著明な講師陣に御講演を御願いしております。

　夕の特別講演は、医学を離れることになりますが、昨年話題になった「小惑星探査機はやぶさ」の
話をお聞かせいただけることになりました。数々のトラブルに遭いながらも、最後まであきらめずに、
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英知を結集して困難に立ち向かい、無事イトカワから採集されたサンプルを地球に届け、任務を達成
したことは、皆様の記憶にも新しいことと思います。これから、肺がんという病と闘っていく先生方
にこの話を聞いて貰い、この先出会うであろう数々の困難にあきらめずに立ち向かい、克服していっ
ていただくため、モチベーションを高めて貰えたらと思います。

　さて、今回のテーマは「エビデンスに基づく肺がん検診時代の幕開け」としました。ご存じの通り、
昨年末に米国NCIで行われた大規模比較試験National Lung Screening Trial （NLST）の結果が公表され、
低線量ヘリカルCTによる肺がん検診によって、肺がん死亡が20％減少することが示されました。こ
れまでも胸部X線や喀痰細胞診による検診によって肺がん死亡が減少する事を証明すべく、比較試験
が行われたものの、いずれも失敗に終わってます。「検診により肺がん死亡が減少する」明確な証明
が示されたのは史上初めてであり、肺がんの臨床に携わる我々にとって歴史的な変換点と言っても過
言ではなく、診断の重要性がますます高まるものと思われます。このNLSTの結果が公表されて最初
の診断会となります。この結果を、歴史的な変遷も含めてどのように解釈すべきか、最終日のシンポ
ジウムを組みました。

　そのほか、クイズ症例の呈示と回答、成績優秀者への表彰、2日目の午後には近隣観光地へのレクレー
ション、3日目朝の症例検討会などの企画をしております。

　最後に、大変お忙しいなか、講師や座長などを引き受けて頂きました先生方には、心よりお礼を申
し上げます。学会運営に不慣れな私どもが自前で運営している関係上、ご迷惑をおかけする点も多々
あるかと存じますが、お許しください。
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1. 参加受付
23日（木）12：30より、本館1階「KADAN」前にて、受付を開始いたします。必ず総
合受付にお立ち寄り下さい。
日本医師会生涯教育講座の単位を取得される方は、専用の受付にて、出席簿にご記名の上、「生
涯教育の参加証」をお受け取り下さい。

2. 参加証
「参加証」と「双眼鏡引換券」（肺癌診断会に参加される方が対象です）は、当日忘れずにお
持ち下さい。なお、参加証は会期中必ず着用して下さい。

3. チェックイン
チェックインは、画像診断セミナー終了直後になります。
セミナー会場にてお部屋の鍵をお渡ししますので、到着時にチェックインをする必要はあり
ません。
なお、本館1Fクリスタルに、肺癌診断会専用の手荷物一時預かり所を設置しておりますので、
荷物を預けられてから、受付にお越し下さい。

4. チェックアウト
25日（土）の朝食時（6：00～ 8：00）もしくは休憩時（10：30～ 10：50）にお
済ませ下さい。

5. キャンセル
会期中のキャンセルにつきましては必ず主催者までご連絡下さい。
なお、参加費の返還は致しかねますのでご了承下さい。

6. 遺失物について
会期中は貴重品、お荷物は必ず携帯して下さい。
万一、盗難や事故が発生した場合、主催者は一切その責任を負いませんのでご了承下さい。
なお、遺失物につきましては本館2階フロントにお問い合わせ下さい。
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開会の辞 大松　広伸　（国立がん研究センター東病院呼吸器腫瘍科呼吸器内科）

【画像診断セミナー】　6月23日（木）13：30～17：50

  座長 森　　清志（栃木県立がんセンター呼吸器科）
   村田喜代史（滋賀医科大学放射線科）
 1．胸部単純X線の読み方
  芦澤和人（長崎大学病院がん診療センター）
 2．胸部CT（肺結節の存在診断）
  中川　徹（日立健康管理センタ放射線診断科）
 3．胸部CT（肺結節の質的診断）
  栗山啓子（大阪医療センター放射線診断科）

（休　憩）

 4．肺癌および縦隔腫瘍の診断におけるMRI の役割
  那須克宏（筑波大学付属病院放射線科）
 5．PET-CT
  村上康二（慶応大学医学部放射線科）
 6．病理診断
  野口雅之（筑波大学付属病院病理部）

【肺癌診断会】　6月23日（木）19：30 ～ 6月 25日（土）12：15

（休　憩　･　夕　食）
6月 23日（木）19：30～ 21：30
 読影指導（1）：エキスパートによるグループ別指導
  楠本昌彦（国立がん研究センター中央病院放射線診断科）
  斉藤春洋（神奈川県立がんセンター呼吸器科）
  小林弘明（福井県済生会病院呼吸器外科）
  松本常男（山口宇部医療センター画像診断科）
 （ナイトセッション）

6月 24日（金）
 （朝　食）
8：00～ 10：00
 読影指導（2）：エキスパートによるグループ別指導
  楠本昌彦、斉藤春洋、小林弘明、松本常男
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10：10～ 12：30
 シンポジウム1：肺癌診断・治療の基本から最新知見まで
  座長 江口研二（帝京大学医学部腫瘍内科）
   山田耕三（神奈川県立がんセンター呼吸器科）
 1．内視鏡診断
  大崎能伸（旭川医科大学呼吸器センター）
 2．外科治療
  永井完治（国立がん研究センター東病院呼吸器腫瘍科　呼吸器外科）
 3．内科治療（小細胞癌）
  久保田　馨（国立がん研究センター中央病院呼吸器腫瘍科）
 4．内科治療（非小細胞癌）
  中川和彦（近畿大学医学部腫瘍内科）
 5．放射線・粒子線治療
  二瓶圭二（都立駒込病院放射線診療科治療部）
　　　　　
 （昼　食）

 レクレーション（Aコース：航空博物館、Bコース：成田山新勝寺、Cコース：房総のむら）

16：40～ 17：40
 クイズ症例の解答と解説
  大松広伸（国立がん研究センター東病院呼吸器腫瘍科　呼吸器内科）
17：40～ 18：40
 特別講演　『はやぶさ』が挑んだ人類初の往復の宇宙飛行、その7年間の歩み
  川口淳一郎（宇宙航空研究開発機構　月・惑星探査プログラム
   グループプログラムディレクタ宇宙科学研究所教授）
18：50～
 懇親会

6月25日（土）8：00～ 12：15
 （朝　食）
8：00～ 9：00
 症例検討会
 司会：大松広伸
   デ ィ ス カ ッ サ ー：森　清志、山田耕三、芦澤和人、栗山啓子
   　　　　　　　　　　古泉直也（新潟県立がんセンター放射線診断科）
   病理コメンテーター：石井源一郎（国立がん研究センター東病院臨床腫瘍病理部）
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9：10～ 12：15
 シンポジウム2：エビデンスに基づく肺がんCT検診の幕開け
  座長 金子昌弘（東京都予防医学協会健康支援センター）
   土屋了介（癌研究会付属病院顧問）
 1．胸部X線写真による肺癌検診の有効性
  祖父江友孝（国立がん研究センター　がん対策情報センターがん情報・統計部）
 2．ALCA肺がんCT検診の成績
  松井英介（東京都予防医学協会、岐阜環境医学研究所）

（休　憩）

 3. 国立がん研究センターの肺がん検診
  柿沼龍太郎（国立がん研究センター予防・検診センター検診開発研究部）
 4. 米国 NLST結果とその解釈
  佐川元保（金沢医科大学呼吸器外科）
　　　　　　　　
 世話人挨拶
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会場配置図
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会場配置図

本館 1F
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本館 2F

会場配置図



- 16 -

会場配置図

西館 3F

西館 2F



- 17 -

会場配置図
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レクレーションのご案内

6/24（金）の昼食後は、レクレーションタイムとなります。
下記の3コースからお選びになり、受付にてご希望のコースのチケットをお受け取り下さい。
なお、チケットは先着順となりますのでご了承下さい。
13：40にホテルの玄関から各々のコース行きのバスが出発します。
現地では自由行動となりますので、到着地におきましてはバスにお戻りになる時間を厳守して
いただきますようお願い致します。

A.『成田山新勝寺』コース（50名）
http：//www.naritasan.or.jp/
成田山新勝寺は、真言宗智山派の大本山であり、関東地方では有数の参詣人を集める著明寺院です。初詣客
数は明治神宮に次ぐ全国二位となっています。

B.『房総のむら』コース（50名）
http：//www.chiba-muse.or.jp/MURA/
「房総のむら」は房総の伝統的な生活様式や技術などの体験や、県内各地から出土した遺跡や展示を通して歴
史を学べる体験型博物館です。

C.『航空科学博物館』コース（50名）
http：//www.aeromuseum.or.jp/
「航空科学博物館」は成田空港に隣接する日本最初の航空科学博物館です。

いずれも16：20頃のホテル到着予定です。



6月 23日（木）13：30～ 17：50

『エビデンスに基づく肺がん検診時代の幕開け』

世話人　大松　広伸
 
開会の辞

13：30～ 17：50
 座長 森　　清志（栃木県立がんセンター呼吸器科）
  村田喜代史（滋賀医科大学放射線科）
  1．胸部単純X線の読み方
   芦澤和人（長崎大学病院がん診療センター）
  2．胸部CT（肺結節の存在診断）
   中川　徹（日立健康管理センタ放射線診断科）
  3．胸部CT（肺結節の質的診断）
   栗山啓子（大阪医療センター放射線診断科）

（休　憩）

  4．肺癌および縦隔腫瘍の診断におけるMRI の役割
   那須克宏（筑波大学付属病院放射線科）
  5．PET-CT
   村上康二（慶応大学医学部放射線科）
  6．病理診断
   野口雅之（筑波大学付属病院病理部）
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画像診断セミナー　抄録



第一日目
6月 23日（木）

 
19：30～ 21：30
読影指導 (1): エキスパートによるグループ別指導
  単純 X線での肺門～縦隔の読影－単純X線で見落としやすい肺癌－
   楠本昌彦（国立がん研究センター中央病院放射線診断科）

  癌と非癌病変の境界は何か？
   ～ Thin-section　CT画像所見を中心に考える～
   斉藤春洋（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

  画像から病理組織像まで、まとめて楽しもう！
   小林弘明（福井県済生会病院・呼吸器外科）

  既存肺疾患を有する肺癌の画像診断
   松本常男（国立病院機構　山口宇部医療センター）
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第二日目
6月 24日（金）

 
8：00～ 10：00
読影指導 (2): エキスパートによるグループ別指導
  楠本昌彦、斉藤春洋、小林弘明、松本常男

10：10～ 12：30
シンポジウム１: 肺癌診断・治療の基本から最新知見まで
 座長 江口研二（帝京大学医学部腫瘍内科）
  山田耕三（神奈川県立がんセンター呼吸器科）

  1．内視鏡診断
   大崎　能伸（旭川医科大学呼吸器センター）
  2．外科治療
   永井　完治（国立がん研究センター東病院呼吸器腫瘍科　呼吸器外科）
  3．内科治療（小細胞癌）
   久保田　馨（国立がん研究センター中央病院呼吸器腫瘍科）
  4．内科治療（非小細胞癌）
   中川　和彦（近畿大学医学部腫瘍内科）
  5．放射線・粒子線治療
   二瓶　圭二（都立駒込病院放射線診療科治療部）

16：40～ 17：30
クイズ症例の解答と解説
  大松広伸（国立がん研究センター東病院呼吸器腫瘍科　呼吸器内科）

17：40～ 18：40
特別講演　『はやぶさ』が挑んだ人類初の往復の宇宙飛行、その7年間の歩み
  川口淳一郎（宇宙航空研究開発機構　月・惑星探査プログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グループプログラムディレクタ宇宙科学研究所教授）

- 61 -

肺癌診断会



第三日目
6月 25日（土）

 
8：00～ 9：00
症例検討会
 司　　　　　　　会 大松広伸
 デ ィ ス カ ッ サ ー 森　清志、山田耕三、芦澤和人、栗山啓子
    古泉　直也（新潟県立がんセンター放射線診断科）
 病理コメンテーター 石井源一郎（国立がん研究センター東病院臨床腫瘍病理部）

9：10～ 12：15
シンポジウム2：エビデンスに基づく肺がんCT検診の幕開け
 座長 金子昌弘（東京都予防医学協会健康支援センター）
  土屋了介（癌研究会付属病院顧問）

  1．胸部X線写真による肺癌検診の有効性
   祖父江友孝（国立がん研究センター　がん対策情報センターがん情報・統計部）
  2．ALCA肺がんCT検診の成績
   松井　英介（東京都予防医学協会、岐阜環境医学研究所）
  3．国立がん研究センターの肺がん検診
   柿沼龍太郎（国立がん研究センター　予防・検診センター検診開発研究部）
  4．米国NLST結果とその解釈
   佐川　元保（金沢医科大学呼吸器外科）

世話人挨拶
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肺癌診断会　抄録
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クイズ症例の解答と解説

国立がん研究センター東病院　呼吸器腫瘍科
大松　広伸

クイズ症例は、下記の2種類ありますので、解答用紙に記載して下さい。

（1）腫瘍の存在診断（胸部単純X線写真）
すべて肺癌と診断されるより以前の過去X線写真です。他院写真のコピーですので、条件
が悪いものもありますがご了承下さい。　
陰影が存在すると思われる部位にスケッチして下さい。

（2）陰影の鑑別診断（thin-section CT）
陰影の良性悪性の鑑別（癌 / 良性）
癌とした場合の組織型
良性とした場合の詳細
を記載して下さい。

23日（木）夕方の、画像診断セミナー終了時頃から提示します .
24日金曜日の昼食後（午後1時30分）までに、受付の「クイズ症例解答用紙入れ」に投函下さい。
解答は、24日金曜日午後4時40分からご説明いたします。また、夜の懇親パーティーにおいて、
成績優秀者の発表と、記念品の贈呈がありますので、ふるってご参加下さい。

症例呈示場所

●23日（木）
画像診断セミナー終了後より　メイン会場（KADAN）前
（グループ別指導中に移動）
グループ別指導2コマ終了後　ナイトセッション会場（西館3Fたんちょう）
（お飲み物、おつまみを準備してありますので一杯やりながらご覧下さい）

●24日（金）
朝7時頃より　メイン会場（KADAN）前
13：30　解答締切 撤去
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症例検討会

司会　国立がん研究センター東病院　呼吸器腫瘍科
大松　広伸

ディスカッサー
山田耕三（神奈川県立がんセンター、2007年肺癌診断会世話人）
森　清志（栃木県立がんセンター、2008年肺癌診断会世話人）
芦澤和人（長崎大学病院がん診療センター、2009年肺癌診断会世話人）
栗山啓子（大阪医療センター放射線診断科、2010年肺癌診断会世話人）
古泉直也（新潟県立がんセンター放射線診断科、2012年肺癌診断会世話人）

病理コメンテーター
石井源一郎（国立がん研究センター東病院　臨床腫瘍病理部）

症例検討会は、陰影の鑑別診断（thin-section CT）となります。実臨床で診断に苦慮した症例、良悪鑑
別が難しかった症例などを提示します。簡単な臨床情報ののち画像を提示し、ディスカッサーの皆さんに、
御意見を伺います。診断のエキスパートとは言え、難しい症例ばかりですので、意見が合わないこと、診断
を間違えることも多々あるかもしれません。参加される皆様には、どのような所見が悪性らしい所見であって、
逆に、どのような所見が悪性らしくない所見であるかを、このディスカッションの中から学び取って下さい。
その後、病理結果を病理コメンテーター石井先生からお示しいただきます。

あらかじめ症例呈示を致します。
症例呈示場所（モニタ提示となります）

●24日（金）
午後4時頃より　メイン会場（KADAN）前

●25日（土）
午前7時より　メイン会場（KADAN）前


