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10 月 14 日（土） 第 1会場（会議センター 1F メインホール）
8：30～10：30 シンポジウム 1 p356
Immunotherapy Update
座長：関根 郁夫（筑波大学医学医療系臨床腫瘍学）

西尾 誠人（公益財団法人がん研究会有明病院呼吸
器内科）

S1-1 Immuno�oncology：Current Status and Future
Perspectives
Roy Herbst（Yale School of Medicine, Yale

Cancer Center, Smilow Cancer
Hospital at Yale�New Haven,
USA）

S1-2 がん微小環境における免疫抑制機構
西川 博嘉（国立がん研究センター研究所腫瘍

免疫研究分野/先端医療開発セン
ター免疫TR分野／名古屋大学大
学院医学系研究科分子細胞免疫学）

S1-3 Companion and complementary diagnostics for
immune checkpoint inhibitor treatment
谷田部 恭（愛知県がんセンター遺伝子病理診

断部）
S1-4 切除不可能な局所進行性（stage 3）非小細胞肺

癌患者における durvalumab の第 III 相試験：
PACIFIC
時任 高章（久留米大学病院）

S1-5 Management of Immune Related Adverse
Events（irAEs）
藤原 豊（国立がんセンター中央病院）

10：30～12：00 ワークショップ 1 p364
コンパニオン診断の抱える問題点
座長：石川 雄一（公益財団法人がん研究会がん研究所）

谷田部 恭（愛知県がんセンター中央病院遺伝子病
理診断部）

WS1-1 Companion Diagnostics
Ming S. Tsao（University Health Network,

Princess Margaret Cancer
Centre and University of
Toronto, Toronto, Canada）

WS1-2 非小細胞肺癌の融合遺伝子変異検索における
oaz�1 の有用性
井上 慶明（埼玉医科大学総合医療センター呼

吸器外科）
WS1-3 EBUS�TBNA検体は PD�L1 発現評価に有用

榊原 里江（がん研究会がん研究所病理部・同
有明病院病理部）

WS1-4 コンパニオン診断の新たな局面
谷田部 恭（愛知県がんセンター中央病院遺伝

子病理診断部）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 1
Immuno�Therapy for Lung Cancer：Therapies and
Biomarkers
座長：瀬戸 貴司（独立行政法人国立病院機構九州がんセン

ター臨床研究センター臨床腫瘍研究部治
験推進室）

LS1 Roy S. Herbst（Yale Cancer Center）
共催：MSD株式会社/大鵬薬品工業株式会社

13：20～13：40 理事長報告 p340
座長：淺村 尚生（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸器））

CR 肺癌学会がめざすものと新たなとりくみ
光冨 徹哉（近畿大学医学部呼吸器外科）

13：40～14：30 プレナリーセッション p350
座長：関根 郁夫（筑波大学医学医療系）

池田 徳彦（東京医科大学病院呼吸器・甲状腺外科）
ディスカッサント：

清家 正博（日本医科大学大学院医学研究科）
田中 文啓（産業医科大学医学部）

PS-1 肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する区域切除と
肺葉切除の安全性に関する検討―JCOG0802/
WJOG4607L より―
青木 正（JCOG肺がん外科グループ）

PS-2 治療前末梢血CD4＋T 細胞免疫評価を用いた抗
PD�1 抗体治療効果予測
山口 央（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器内科）

14：30～15：30 アンコールセッション p352
座長：後藤 悌（国立がん研究センター中央病院）

猶木 克彦（慶應義塾大学医学部腫瘍センター）

ES-1 IV 期非扁平上皮非小細胞肺癌患者に対するネシ
ツムマブとペムブロリズマブ併用療法の有効性
及び安全性
Benjamin Besse（Gustave Roussy, France／

Paris Sud University, France）
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ES-2 EGFR変異陽性肺癌患者に対する gefitinib と
pemetrexed 併用療法の比較第 II 相試験：
Translational research
James Yang（National Taiwan University

Hospital, Taiwan）
ES-3 3 次治療以降の局所進行/転移性NSCLC患者を

対象としたDURVALUMABの第 2相臨床試験
（ATLANTIC 試験）
Makoto Maemondo（Miyagi Cancer Center,

Japan）
ES-4 前治療歴のある T790M変異陽性進行非小細胞肺

癌患者におけるOsimertinib：第 II 相 2 試験の結
果
樋田 豊明（愛知県がんセンター中央病院）

16：10～18：10 シンポジウム 2 学術委員会企画 p357
Precision Medicine とクリニカルシークエンス
座長：豊岡 伸一（岡山大学病院呼吸器外科）

矢野 聖二（金沢大学がん進展制御研究所腫瘍内科）

S2-1 全国肺癌ゲノムスクリーニングプロジェクト
（LC�SCRUM�Japan）におけるクリニカルシー
クエンス
松本 慎吾（国立がん研究センター先端医療開

発センターゲノムTR分野／国立
がん研究センター東病院呼吸器内
科）

S2-2 個々の施設で実施しているクリニカルシークエ
ンスの実情，利点と問題
洪 泰浩（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
S2-3 Multiplex 遺伝子解析の保険償還に向けて，超え

るべきハードルと展望
田澤 義明（一般社団法人日本臨床検査薬協会）

S2-4 バイオマーカー委員会の取り組み
秋田 弘俊（北海道大学大学院医学研究院腫瘍

内科学教室）

10 月 14 日（土） 第 2会場（会議センター 3F 301+302）
8：30～9：10 一般演題（ビデオ） 1 p400
胸腔鏡手術（出血など）
座長：遠藤 俊輔（自治医科大学呼吸器外科）

V1-1 A3/A1+2b の損傷を胸腔鏡下に対処した閉塞性
肺炎合併左上葉肺癌の一例
川村 昌輝（大崎市民病院呼吸器外科）

V1-2 Catastrophic な incident を来す可能性がある解
剖学的minority に対する胸腔鏡下肺葉切除術
清水 公裕（群馬大学医学部附属病院外科診療

センター呼吸器外科）
V1-3 肺動脈分岐異常を伴った分葉不全肺に発生した

肺癌に完全鏡視下肺葉切除を施行した 2症例
渡邉 文亮（松阪市民病院呼吸器センター）

V1-4 区域間形成及び気管支処理を先行することで肺
動脈分枝を安全に処理出来た左上大区域切除の
1例
島本 亮（三重大学大学院医学系研究科胸部

心臓血管外科学）

9：10～9：50 一般演題（ビデオ） 2 p401
胸腔鏡手術（手技の工夫など）
座長：森川 利昭（東京慈恵会医科大学呼吸器外科）

V2-1 胸腔鏡下肺部分（楔状）切除におけるポート位
置とステイプリングの工夫
石田 博徳（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器外科）
V2-2 完全鏡視下肺癌手術における視野方向可変式硬

性鏡（エンドカメレオン）の有用性
水谷 栄基（東京逓信病院呼吸器外科）

V2-3 dual operator の平行剥離による胸腔鏡下肺葉切
除術における手技の標準化
黄 政龍（北野病院呼吸器外科）

V2-4 高度分葉不全を呈した間質性肺炎合併肺癌症例
に対する完全鏡視下左肺下葉切除術
坂之上 一朗（神戸市立医療センター中央市民

病院呼吸器外科）
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9：50～10：30 一般演題（ビデオ） 3 p402
胸腔鏡手術（その他）
座長：大泉 弘幸（山形大学医学部外科学第 2講座）

V3-1 完全鏡視下左肺S4区域切除の一例
緑川 健介（今給黎総合病院）

V3-2 診断に難渋し，胸腔鏡下臓側胸膜切除術を要した
癌性胸膜炎の 2例
三崎 伯幸（高松市民病院呼吸器外科）

V3-3 両側縦隔・肺門リンパ節郭清を伴う転移性肺腫
瘍に対する手術
後藤 行延（筑波大学呼吸器外科）

V3-4 腹部悪性腫瘍の胸膜播種に対する極めて薄い臓
側胸膜全切除の工夫
岡部 和倫（国立病院機構山口宇部医療セン

ター呼吸器外科）

10：30～11：10 一般演題（ビデオ） 4 p403
拡大手術 1
座長：土田 正則（新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸

循環外科学分野）

V4-1 左鎖骨下動脈～下行大動脈に浸潤した肺扁平上
皮がんの完全切除例
船井 和仁（浜松医科大学外科学第一講座）

V4-2 左肺全摘および大動脈合併切除を施行した左肺
癌の 1例
常塚 宣男（石川県立中央病院呼吸器外科）

V4-3 心不全を契機に診断された右下葉肺癌左房浸潤
に対し人工心肺下に切除した 1例
井上 政昭（下関市立市民病院）

V4-4 椎体浸潤局所進行肺癌に対する腹臥位アプロー
チによる根治切除術
宗 淳一（岡山大学病院呼吸器外科）

11：10～11：50 一般演題（ビデオ） 5 p404
拡大手術 2
座長：関根 康雄（東京女子医科大学八千代医療センター

呼吸器外科）

V5-1 術前化学放射線療法とPA elongation により肺
全摘を回避し得た左肺門部肺癌の 1例
伊部 崇史（前橋赤十字病院呼吸器外科）

V5-2 肺動脈管状切除・気管支楔状切除により左肺全
摘を回避した左肺門部肺癌の 1例
福冨 寿典（横浜市立市民病院呼吸器外科）

V5-3 悪性胸膜中皮腫に対する化学療法Good PR後の
Re�challenge（Salvage）Pleuropneumonectomy
白石 武史（福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小

児外科）

V5-4 陽子線治療後のサルベージ手術を Trans�
manubrial approach＋側方開胸で施行した 1例
片岡 和彦（岩国医療センター胸部外科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 2
EGFR T790M変異検査の実際と治療戦略
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）

LS2 今村 文生（大阪国際がんセンター呼吸器内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

15：00～15：40 一般演題（ビデオ） 6 p405
縦隔腫瘍 1
座長：松谷 哲行（帝京大学医学部外科）

丹羽 宏（聖隷三方原病院呼吸器センター外科）

V6-1 遠位弓部大動脈に浸潤した胸腺腫に対して部分
体外循環下に完全切除しえた 1例
高濱 誠（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）
V6-2 巨大胸腺腫に対し胸骨正中切開により摘出し得

た 1例
北原 直人（大阪はびきの医療センター）

V6-3 Sclerosing thymoma の一例
金田 真吏（藤田保健衛生大学呼吸器外科）

V6-4 MG合併正岡 IVa 期胸腺腫に対する両側同時進
行アプローチ拡大胸腺摘出術，胸膜切除
松本 勲（金沢大学先進総合外科）

15：40～16：20 一般演題（ビデオ） 7 p406
縦隔腫瘍 2
座長：星 永進（埼玉県立循環器・呼吸器病センター呼

吸器外科）
東山 聖彦（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

V7-1 縦隔原発非セミノーマ悪性胚細胞腫瘍に対する
化学療法後の根治術―切除範囲とマージンをど
う決定するか―
坂倉 範昭（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器外科）
V7-2 左腕頭静脈合流部への浸潤を疑った縦隔原発脂

肪肉腫の 1切除例
山本 滋（昭和大学医学部外科学講座呼吸器

外科学部門）
V7-3 無名静脈に接する前縦隔腫瘍に対する剣状突起

下アプローチ胸腺摘出術
須田 隆（藤田保健衛生大学呼吸器外科）

V7-4 心臓腫瘍に対して経食道超音波気管支鏡ガイド
下生検を施行した 1例
佐田 諭己（千葉大学医学部附属病院）
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16：20～17：00 一般演題（ビデオ） 8 p407
縦隔腫瘍 3
座長：武井 秀史（杏林大学外科（呼吸器・甲状腺））

谷田 達男（岩手医科大学附属病院呼吸器外科）

V8-1 縦隔進展甲状腺腫瘍に対する剣状突起下アプ
ローチの有用性
矢野 智紀（愛知医科大学呼吸器外科）

V8-2 頸部に伸展する上縦隔腫瘍に対する，頸部アプ
ローチとVATSによる同時手術
五明田 匡（京都桂病院呼吸器センター呼吸器

外科）
V8-3 右肺尖部発生の神経原性腫瘍に対する cervical

anterior approach と VATSの使い分け
中澤 世識（群馬大学医学部附属病院外科診療

センター呼吸器外科）
V8-4 副心臓枝を認めた右下葉肺癌の手術症例

鍵本 篤志（独立行政法人国立病院機構東広島
医療センター呼吸器外科）

17：00～17：50 一般演題（ビデオ） 9 p408
気管・気管支形成 1
座長：佐藤 幸夫（筑波大学医学医療系呼吸器外科学）

岡田 守人（広島大学原爆放射線医学研究所腫瘍外
科）

V9-1 気道狭窄に対する硬性気管支鏡下治療後に根治
術を施行した気管・肺門部肺癌
高濱 誠（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）
V9-2 胸骨正中切開アプローチによる左主気管支管状

切除再建術
大塚 崇（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））

V9-3 硬性鏡下腫瘍剔除後に左主気管支管状切除を施
行した腺様嚢胞癌の 1例
木村 通孝（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）
V9-4 左下葉原発舌区浸潤肺癌に対するExtended

Sleeve lobectomy Type C
鈴木 潤（山形大学医学部第二外科）

V9-5 気管癌に対し気管管状切除術を施行した 2例：
右後側方切開と胸骨正中切開のアプローチ比較
高梨 裕典（藤枝市立総合病院呼吸器外科）

17：50～18：30 一般演題（ビデオ） 10 p409
気管・気管支形成 2
座長：岩田 尚（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セン

ター呼吸器外科）
岩﨑 昭憲（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・

小児外科）

V10-1 気管支形成を伴う区域切除術を要した両側同時
多発肺癌の手術例
清水 奈保子（神戸大学大学院医学研究科外科

学講座呼吸器外科分野）
V10-2 肺底動脈に浸潤する左肺舌区発生の肺扁平上皮

癌に対して，S6区域を温存して肺全摘を回避し
た一例
横田 圭右（鈴鹿中央総合病院呼吸器外科）

V10-3 右中葉肺扁平上皮癌に対し，気管支肺動脈管状切
除を伴う中葉切除を行った一例
伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
V10-4 Wine cup stoma 法による上区気管支形成にて左

肺全摘術を回避し得た左肺扁平上皮癌の 1例
樋口 光徳（福島県立医科大学会津医療セン

ター呼吸器外科）

10 月 14 日（土） 第 3会場（会議センター 3F 303+304）
8：30～10：00 ワークショップ 2 p365
Oligometastatic disease
座長：早川 和重（北里大学医学部放射線科学（放射線腫瘍

学））
加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

WS2-1 非小細胞肺癌完全切除後の局所・領域再発症例
における予後因子
加勢田 馨（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））

WS2-2 外科治療を行ったOligometastasis を伴う肺癌
における予後因子と転移臓器の検討
松本 勲（金沢大学先進総合外科）

WS2-3 非小細胞肺癌Oligometastases の治療成績と局
所治療の意義に関する検討
最相 晋輔（川崎医科大学附属病院呼吸器外科）

WS2-4 非小細胞肺癌完全切除後の根治可能なOligo�
Recurrence に関する検討
松隈 治久（栃木県立がんセンター呼吸器外科）
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WS2-5 肺 oligometastase に対する体幹部定位放射線治
療（SBRT）：1,378 症例での大規模多施設共同遡
及的研究
新部 譲（東邦大学医療センター大森病院放

射線科）

10：00～11：30 ワークショップ 3 p366
肺癌治療における salvage surgery の適応，考え方，成
績，再手術
座長：渡辺 俊一（国立がん研究センター中央病院呼吸器

外科）
大塚 崇（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸器））

WS3-1 Salvage surgery：Optimal indications and
outcome
Paul E. Van Schil（Department of Thoracic and

Vascular Surgery, Antwerp
University Hospital,
Belgium）

WS3-2 当院における肺癌治療における salvage surgery
の適応，考え方，成績
坂尾 幸則（愛知県がんセンター中央病院）

WS3-3 当科における進行/再発非小細胞肺癌に対する
salvage 手術の適応，治療成績の検討
鈴木 恵理子（聖隷三方原病院呼吸器センター

外科）
WS3-4 非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の再発

に関する治療
濱路 政嗣（京都大学呼吸器外科）

11：30～11：55 教育講演 1
司会：今泉 和良（藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 I）

EL1 肺癌診療における感染症対策
大曲 貴夫（国立国際医療研究センター病院国

際感染症センター）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 3
抗 PD�1 抗体による肺癌治療の変革～ここまでわかっ
てきたメカニズム～
座長：菅原 俊一（仙台厚生病院呼吸器内科）

LS3 各務 博（埼玉医科大学国際医療センター呼
吸器内科）

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式
会社/小野薬品工業株式会社

15：00～16：30 ワークショップ 4 p368
SBRT（vs. surgery）
座長：茂松 直之（慶應義塾大学病院放射線治療科）

中山 治彦（神奈川県立がんセンター呼吸器外科）

WS4-1 SBRT（vs. surgery）for small�sized non�small
cell lung cancer
Hak Choy（University of Texas Southwestern,

Dallas, Texas, USA）
WS4-2 臨床病期 IA 期 非小細胞肺癌に対する定位放射

線治療と縮小手術
中尾 将之（公益財団法人がん研有明病院呼吸

器センター外科）
WS4-3 葉切除高リスク患者の I 期非小細胞肺癌に対す

る体幹部定位放射線治療と縮小手術の治療成
績：第 2報
松尾 幸憲（京都大学放射線治療科）

WS4-4 定位放射線治療と手術の治療効果の比較検討
前田 純一（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

学分野）

16：40～18：10 ワークショップ 5 p369
粒子線治療の現状と方向性
座長：中山 優子（国立がん研究センター中央病院放射線

治療科）
唐澤 克之（都立駒込病院放射線診療科）

WS5-1 Current status and future direction of particle
（proton）beam therapy for thoracic cancers
Zhongxing Liao（The Department of Radiation

Oncology, University of Texas
MD Anderson Cancer Center,
Houston, TX, USA）

WS5-2 肺野末梢型 I 期肺癌に対する重粒子線治療成績
塩山 善之（九州国際重粒子線がん治療セン

ター）
WS5-3 肺癌治療後の孤立性リンパ節転移に対する重粒

子線治療成績
白井 克幸（群馬大学重粒子線医学研究セン

ター）
WS5-4 X 線による放射線療法で根治照射不能な III 期非

小細胞肺癌に対する陽子線治療の有効性
秋元 哲夫（国立がん研究センター東病院放射

線治療科）
WS5-5 局所進行非小細胞肺癌に対するS�1＋シスプラ

チン同時併用陽子線治療の第 2相臨床試験
秋田 憲志（名古屋市立西部医療センター呼吸

器腫瘍センター呼吸器内科）
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18：30～19：20 イブニングセミナー 1
ALK 融合遺伝子陽性肺癌：QOLの高い長期生存を目指
した治療戦略
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）

ES1 林 秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部
門）

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

10 月 14 日（土） 第 4会場（会議センター 4F 411+412）
8：30～9：10 一般演題（口演） 1 p413
予後因子 1
座長：浦本 秀隆（金沢医科大学病院呼吸器外科）

O1-1 Survival Impact of Coexisting COPD for
Patients with Stage I/II NSCLC after Complete
Resection
佐治 久（聖マリアンナ医科大学呼吸器外科）

O1-2 当科における非小細胞肺癌Oligometastases10
例についての後方視的検討
國崎 守（北海道大学病院内科 I）

O1-3 肺癌術後に脳転移で再発を来した症例の検討
武藤 哲史（福島県立医科大学呼吸器外科）

O1-4 大型肺癌手術症例の術後予後因子の検討
田島 敦志（済生会宇都宮病院呼吸器外科）

O1-5 臨床充実腫瘍径 1cm以下，末梢小型肺癌外科切
除症例の検討
川口 剛史（奈良県立医科大学胸部心臓血管外

科学）

9：10～9：50 一般演題（口演） 2 p414
予後因子 2
座長：杉尾 賢二（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学講

座）

O2-1 cN2 非小細胞肺癌に対する根治術後長期予後の
検討
栃井 大輔（藤田保健衛生大学呼吸器外科）

O2-2 cN0 と診断した肺扁平上皮癌におけるリンパ節
転移の術前予測因子と予後の検討
谷口 雄司（鳥取大学医学部胸部外科）

O2-3 根治不能進行肺扁平上皮癌における発生部位（中
枢型/末梢型）による臨床的特徴の差異の検討
鏑木 教平（東邦大学医学部内科学講座呼吸器

内科学分野（大森））

O2-4 肺癌手術症例における予後因子としての術前
CEA値の評価に喫煙歴やBMI を考慮すべき
か？
富田 雅樹（宮崎大学医学部呼吸器・乳腺外科）

O2-5 間質性肺炎非合併肺癌におけるKL�6 の臨床病
理学的意義
佐藤 寿彦（京都大学医学部附属病院呼吸器外

科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 3 p415
Translational research 1
座長：鈴木 弘行（福島県立医科大学医学部呼吸器外科学

講座）

O3-1 Mutational phylogeny と PD�L1 染色に基づいた
肺多形癌の発癌機序・治療戦略の検討
中込 貴博（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター呼吸器外科）
O3-2 Mutational Clustering と PD�L1 染色を用いた

Invasive mucinous adenocarcinoma の分子病態
学的特殊性の検討
中込 貴博（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター呼吸器外科）
O3-3 Lewis 肺癌両側大腿皮下腫瘍モデルにおけるク

ライオアブレーションによる免疫学的反応の最
適化
高橋 祐介（帝京大学外科学講座／慶應義塾大

学医学部外科学（呼吸器））
O3-4 人工肺癌幹細胞を用いた，肺癌組織再構築と新規

治療法開発の試み
小川 裕行（神戸大学医学部医学研究科外科学

講座呼吸器外科学分野／神戸大学
大学院医学研究科内科系講座 iPS
細胞応用医学分野）

O3-5 新規 TNIK 阻害薬による上皮間葉移行の制御
菅野 哲平（国立がん研究センター研究所創薬

臨床研究分野／日本医科大学大学
院医学研究科呼吸器内科学分野）
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10：30～11：10 一般演題（口演） 4 p416
Translational research 2
座長：藤阪 保仁（大阪医科大学附属病院呼吸器内科・呼

吸器腫瘍内科）

O4-1 非小細胞肺癌における血漿エクソソーム内包
microRNAのバイオマーカーとしての有用性
金岡 里枝（帝京大学医学部外科）

O4-2 ALK 耐性変異高感度検出法の確立
吉田 遼平（旭川医科大学病院呼吸器センター）

O4-3 L858R 変異 EGFR導入マウスに発生した肺腺癌
の組織パターンの特徴
藤原 研太郎（三重大学医学部附属病院呼吸器

内科）
O4-4 気管支鏡検体に対する遺伝子変異解析：気道内

dispersed tumor DNAを用いた肺癌診断
後藤 太一郎（山梨県立中央病院呼吸器外科）

O4-5 肺腺がん 373 例の全エクソン解析から抽出した
喫煙者肺腺がんのMutational signature と臨床
病理学的な関連
本多 隆行（国立がん研究センター研究所ゲノ

ム生物学研究分野／東京医科歯科
大学呼吸器内科）

11：10～11：50 一般演題（口演） 5 p418
Translational research 3
座長：松本 慎吾（国立がん研究センター東病院臨床開発

センターゲノムトランスレーショナル
リサーチ分野）

O5-1 Liquid biopsy のための適正なPre�analytical
procedure とは何か
中島 千穂（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫

瘍内科）
O5-2 各種 EGFR遺伝子変異に対する第 3世代

EGFR�TKI（ASP8273）の効果
増澤 啓太（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

O5-3 微小検体を含む生検検体のPD�L1 発現評価につ
いての検討
桐田 圭輔（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
O5-4 イムノグラムを用いた癌免疫微小環境の解析

唐崎 隆弘（東京大学医学部附属病院呼吸器外
科）

O5-5 Merlin 陰性悪性中皮腫においてE�cadherin の発
現は VS�4718 の耐性と相関する
加藤 毅人（愛知県がんセンター研究所分子腫

瘍学部／名古屋大学呼吸器外科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 4
リキッド・バイオプシーによる包括的遺伝子診断
座長：土原 一哉（国立がん研究センター先端医療開発セン

ターゲノムトランスレーショナルリサー
チ分野）

LS4 加藤 菊也（奈良先端科学技術大学院大学疾患
ゲノム医学）
共催：株式会社DNAチップ研究所

15：00～15：40 一般演題（口演） 6 p419
TKI 治療シーケンス
座長：駄賀 晴子（大阪市立総合医療センター腫瘍内科）

O6-1 当院で Re�biopsy により T790M発現を認めた
症例の治療シークエンスの検討
斉藤 春洋（神奈川県立がんセンター呼吸器内

科）
O6-2 EGFR�TKI 治療を先行したEGFR遺伝子変異陽

性PS 0�1 術後再発・進行非小細胞肺癌の予後
柏原 光介（熊本地域医療センター呼吸器内科）

O6-3 EGFR遺伝子変異陽性肺癌に対する TKI，化学療
法後の TKI rechallenge に関する検討
柴田 和彦（厚生連高岡病院腫瘍内科）

O6-4 EGFR陽性肺癌患者の初回治療から次治療への
移行についての検討
河口 洋平（東京医科大学病院呼吸器・甲状腺

外科）
O6-5 Gefitinib 長期継続投与症例の検討

玉里 滋幸（京都桂病院呼吸器センター呼吸器
外科）

15：40～16：20 一般演題（口演） 7 p420
再生検
座長：出雲 雄大（日本赤十字社医療センター呼吸器内科）

O7-1 T790M遺伝子変異検索における再・再生検の意
義
市原 英基（岡山大学病院呼吸器アレルギー内

科）
O7-2 EGFR�TKI 後 PD症例の再生検の施行実態

魚津 桜子（藤田保健衛生大学医学部呼吸器内
科学 I）

O7-3 細胞検体でEGFR T790M変異が確認された進行
非小細胞肺癌に対するオシメルニブ治療
小竹 美絵（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
O7-4 EGFR�TKI 耐性化後の非小細胞肺癌における再

生検の部位別陽性率及びOsimertinib の導入
眞鍋 維志（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）
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O7-5 当院におけるEGFR遺伝子変異肺癌に対する
Re�biopsy 検査結果の検討
内田 貴裕（埼玉医科大学国際医療センター包

括的がんセンター呼吸器内科）

16：20～17：00 一般演題（口演） 8 p421
免疫チェックポイント阻害剤（施設の治療成績）
座長：三浦 理（新潟県立がんセンター新潟病院内科）

O8-1 当院での進行非小細胞肺癌に対するニボルマブ
投与症例の治療成績
中村 敬彦（大阪医科大学附属病院呼吸器内

科・呼吸器腫瘍内科）
O8-2 当院におけるNivolumab 投与症例に関する検討

鈴木 健介（富山県立中央病院内科（呼吸器））
O8-3 当院におけるニボルマブの使用経験

岡本 忠司（堺市立総合医療センター呼吸器疾
患センター）

O8-4 有害事象によるニボルマブ投与中止後患者の検
討
齊藤 亮平（仙台厚生病院呼吸器センター呼吸

器内科）
O8-5 当科における再発・進行非小細胞肺癌に対する

Nivolumab の使用経験
平良 彰浩（産業医科大学第 2外科）

17：00～17：40 一般演題（口演） 9 p423
予後因子 3
座長：中村 徹（聖隷浜松病院呼吸器外科）

O9-1 病理病期 I 期肺扁平上皮癌における脈管侵襲の
意義
加勢田 馨（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
O9-2 N2 肺癌の予後因子―転移リンパ節個数とリンパ

節短径のどちらが予後と関連するか―
福井 高幸（名古屋大学呼吸器外科）

O9-3 術前間質性陰影を有する肺癌手術症例における
リンパ節郭清範囲と予後との検討
戸田 道仁（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

O9-4 原発性肺癌手術症例における胸腔内洗浄細胞診
陽性例の検討
安達 大史（北海道がんセンター呼吸器外科）

O9-5 肺腺癌，扁平上皮癌切除例の比較
川瀬 晃和（浜松医科大学外科学第一講座）

17：40～18：20 一般演題（口演） 10 p424
予後因子 4
座長：湊 浩一（群馬県立がんセンター呼吸器内科）

O10-1 非小細胞肺癌の薬物療法と生存期間の変遷
高野 夏希（公益財団法人がん研究会有明病院

呼吸器内科／日本医科大学大学院
医学研究科呼吸器内科学部門）

O10-2 非小細胞肺癌におけるPD－L1 発現と予後及び
EGFR－TKI 治療効果との相関の検討
小林 研一（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科学分野）
O10-3 CT 所見で 2cm以下の小型充実型肺腺癌におけ

る手術治療成績およびリンパ節転移予測因子の
検討
茅田 洋之（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O10-4 術前腫瘍径 3cm以下 cN0 完全充実性陰影を呈

する肺腺癌の予後と特徴
松岡 佑樹（鳥取県立厚生病院胸部外科）

O10-5 進行非小細胞肺癌に対する微量心嚢水の予後に
関する検討
加藤 了資（近畿大学医学部附属病院腫瘍内科）

18：30～19：20 イブニングセミナー 2
ROS1 融合遺伝子診断のためのコツ
座長：秋田 弘俊（北海道大学大学院医学研究院/北海道大

学病院腫瘍内科）

ES2 松本 慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸
器内科）
共催：株式会社理研ジェネシス
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10 月 14 日（土） 第 5会場（会議センター 4F 413）
8：30～9：10 一般演題（口演） 11 p425
症例報告（肺がん）1
座長：永安 武（長崎大学大学院腫瘍外科）

O11-1 肺 MAC症を合併した異時性多発肺癌の 1手術
例
鈴木 仁之（三重県立総合医療センター呼吸器

外科）
O11-2 喀血に対する術前BAEで Ef3 を得た肺腺癌の 1

例
古賀 智子（唐津赤十字病院外科）

O11-3 肺癌に対する左肺全摘後に発症した膿胸に対し，
VAC療法後に大網充填術を施行した 1例
萩原 清彦（国立病院機構長良医療センター呼

吸器外科）
O11-4 術後難治性髄液漏を合併した胸椎浸潤右上葉肺

癌の 1例
環 正文（高松赤十字病院胸部乳腺外科）

O11-5 肺癌術後 1年後に発症した肋間肺ヘルニアの一
例
波呂 祥（松山赤十字病院呼吸器センター）

9：10～9：50 一般演題（口演） 12 p426
症例報告（肺がん）2
座長：佐野 由文（愛媛大学大学院医学系研究科心臓血

管・呼吸器外科学）

O12-1 左限局性悪性胸膜中皮腫に対する化学放射線療
法後に発生した右上葉肺癌の 1例
樽川 智人（NHO三重中央医療センター呼吸器

外科）
O12-2 当院で経験した肺癌に対する salvage 手術を行

った 1例の検討
黄 英哲（東京女子医大八千代医療センター

呼吸器外科）
O12-3 長期にわたり画像上変化を認めなかった悪性胸

水・胸膜播種病変を伴った肺腺癌の一例
藻利 優（愛媛大学心臓血管・呼吸器外科学）

O12-4 無治療で自然退縮を認めた原発性肺癌の 1例
松本 光善（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）
O12-5 複数回にわたる多発肺転移，縦隔・肺門リンパ節

転移切除により長期生存が得られている肝芽腫
の 1例
鈴木 千尋（金沢大学先進総合外科（呼吸器外

科））

9：50～10：30 一般演題（口演） 13 p428
縦隔腫瘍
座長：羽生田 正行（愛知医科大学病院）

O13-1 胸腺上皮性腫瘍における腫瘍倍加速度と組織型
との関係
福本 紘一（名古屋大学呼吸器外科）

O13-2 胸腺腫に対する upper mini�sternotomy アプ
ローチの検討
村田 祥武（独立行政法人国立病院機構長良医

療センター）
O13-3 当科にて治療を行った胸腺癌症例の検討

名部 裕介（産業医科大学病院第 2外科）
O13-4 自然退縮した胸腺癌の 1例

堀本 かんな（独立行政法人国立病院機構京都
医療センター呼吸器外科）

O13-5 診断的治療目的に手術した後縦隔神経節細胞腫
の 3例
松本 高典（神戸大学医学部医学研究科外科学

講座呼吸器外科分野）

10：30～11：10 一般演題（口演） 14 p429
縦隔腫瘍・転移性肺腫瘍
座長：堀尾 裕俊（がん・感染症センター都立駒込病院呼

吸器外科）

O14-1 悪性胸膜中皮腫に対する胸膜切除/肺剥皮術術後
のQOLの変化
中道 徹（兵庫医科大学病院呼吸器外科）

O14-2 肺部分切除後再発に対し残存肺摘除を行った転
移性肺腫瘍の 1例
森 毅（熊本大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O14-3 良性転移性平滑筋腫の 1例

澤田 貴裕（医療法人社団高邦会高木病院呼吸
器外科）

O14-4 胸腺腫摘出後，合併した自己免疫性疾患に対する
免疫療法中に発症した炎症性肉芽腫の 2例
渡邊 譲（福島赤十字病院呼吸器外科）

O14-5 前縦隔及び後縦隔に生じた気管支原性嚢胞の 5
切除例
尾立 西市（国立病院機構小倉医療センター呼

吸器外科）
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11：10～11：34 一般演題（口演） 15 p430
リンパ節郭清
座長：松本 勲（金沢大学先進総合外科）

O15-1 臨床病期 I 期非小細胞肺癌におけるリンパ節転
移予測因子―PETをどう活用するか―
田尾 裕之（山口宇部医療センター呼吸器外科）

O15-2 肺癌術前縦隔鏡下郭清（VAMLA）と VATS時経
胸的郭清の併用による低侵襲かつ系統的な縦隔
リンパ節郭清
板野 秀樹（耳原総合病院呼吸器外科）

O15-3 術中リンパ節サンプリングによる選択的郭清に
関する検討
櫻井 禎子（近畿大学医学部奈良病院呼吸器外

科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 5
がん分子標的薬のためのデジタルPCRシステムを用い
た ctDNAモニタリング

LS5 坂井 和子（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）
共催：バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

15：00～15：32 一般演題（口演） 16 p431
胸腔鏡診断など
座長：佐藤 雅昭（東京大学医学部附属病院心臓外科・呼

吸器外科）

O16-1 術前診断未確定であった原発性肺癌に対する術
中針生検後の胸膜播種再発率の検討
栃井 祥子（藤田保健衛生大学呼吸器外科）

O16-2 当院における肺切除術前のCTガイド下マーキ
ングの検討
田中 雄亮（金沢大学先進総合外科）

O16-3 リピオドールマーキングは迅速診断に影響を与
える可能性がある～迅速診断で良性と診断され
た肺腺癌の 2例～
宮城 淳（沖縄赤十字病院呼吸器外科）

O16-4 10 数年にわたる経時的変化を観察できた肺腺癌
切除例
諸鹿 俊彦（福岡大学筑紫病院外科）

15：32～16：12 一般演題（口演） 17 p432
細胞診・胸腔洗浄細胞診
座長：佐藤 之俊（北里大学医学部呼吸器外科）

O17-1 非小細胞肺癌における手術時胸腔内洗浄細胞診
の臨床病理学的検討
小野寺 賢（青森県立中央病院呼吸器外科）

O17-2 当院の原発性非小細胞肺癌における切除前胸腔
洗浄細胞診と予後の検討
水野 潔道（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O17-3 胸腔内洗浄細胞診陽性肺癌手術症例の臨床的検

討
遠藤 克彦（刈谷豊田総合病院呼吸器外科）

O17-4 手術時洗浄細胞診陽性例の検討
澤田 茂樹（姫路赤十字病院呼吸器外科）

O17-5 末梢血循環癌細胞：肺結節病変における診断標
的としての臨床的意義
澤端 章好（JCHO星ヶ丘医療センター呼吸器

病センター）

16：12～16：52 一般演題（口演） 18 p433
TNM分類 1
座長：中島 淳（東京大学医学部附属病院呼吸器外科）

O18-1 第 8 版 TNM分類における cT因子診断の妥当性
と問題点
田村 昌也（金沢大学先進総合外科）

O18-2 TNM分類第 8版における充実成分径に基づいた
層別化の検討
竹中 朋祐（国立病院機構九州医療センター呼

吸器外科）
O18-3 pN2 非小細胞肺癌手術成績の近年の変遷

中嶋 隆（大阪市立総合医療センター呼吸器
外科）

O18-4 当科進行非小細胞肺癌症例における新 TNM分
類 IV 期の検討
平井 健一郎（福島県立医科大学附属病院呼吸

器内科）
O18-5 UICC�TNM第 8版に基づく IA 期肺腺癌におい

て脈管侵襲が予後に与える影響
鮫島 譲司（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）

16：52～17：32 一般演題（口演） 19 p435
TNM分類 2
座長：山口 正史（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

O19-1 TNM分類第 8版において腫瘍径のみで T4と分
類されることは妥当か
一瀬 淳二（がん研究会有明病院呼吸器セン

ター外科）
O19-2 TNM分類第 8版の T因子の妥当性について

宮脇 美千代（大分大学医学部呼吸器・乳腺外
科）



第
1
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 50―

O19-3 cN0 肺腺癌手術例における nodal upstaging に
関する検討
雪上 晴弘（聖隷三方原病院呼吸器センター外

科）
O19-4 肺腺癌における画像充実成分径と病理学的浸潤

径の乖離とその予測因子の検討
鈴木 陽太（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
O19-5 TNM第 8版において T3N2M0 肺癌は IIIA から

IIIB 期に Upstage されたが，これは外科切除の適
応外を意味するのか
川口 晃司（名古屋大学大学院医学系研究科・

医学部医学科呼吸器外科学（胸部外
科学））

17：32～17：56 一般演題（口演） 20 p436
TNM分類 3
座長：臼田 実男（日本医科大学付属病院呼吸器外科）

O20-1 腫瘍全体径と浸潤径の差に着目した小型肺腺癌
術後予後の検討
四倉 正也（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
O20-2 肺扁平上皮癌におけるリンパ節病期分類（cN，

sN，pN）に関する 24症例の検討
岡本 淳一（日本医科大学武蔵小杉病院呼吸器

外科／日本医科大学呼吸器外科）
O20-3 TNM分類 8版改定後の腫瘍径手術記載について

の検討
中原 理恵（栃木県立がんセンター呼吸器外科）

10 月 14 日（土） 第 6会場（会議センター 4F 414+415）
8：30～9：10 一般演題（口演） 21 p437
意思決定支援，患者心理
座長：髙田 實（医療法人錦秀会阪和第二泉北病院）

O21-1 呼吸器外科手術における意思決定の葛藤
金田 浩由紀（関西医科大学総合医療センター

呼吸器外科）
O21-2 肺癌で手術をすればいつ頃，復職できるのか？

太田 賀子（兵庫医科大学病院看護部 10�4 病
棟）

O21-3 右肺門部肺癌で片肺全摘術を受けた高齢女性患
者へのがん看護専門看護師による意思決定支援
の一例
浜谷 千枝子（三井記念病院）

O21-4 治療過程にある再発・転移肺がん患者の心理的
適応
松本 充鈴（元徳島大学）

O21-5 アンケート調査結果「がん診療に従事する医師か
ら，患者に向けたインターネット情報の提供につ
いて」
清水 秀文（東京新宿メディカルセンター）

9：10～9：50 一般演題（口演） 22 p438
チーム医療，地域連携
座長：千場 博（熊本地域医療センター内科）

O22-1 術前呼吸リハビリテーションを行った肺切除例
の検討
小舘 満太郎（飯塚病院呼吸器腫瘍外科）

O22-2 肺切除術前後のリハビリテーション介入の結
果～回復不良となる臨床背景因子について～
鍋倉 敦（宮崎県立延岡病院リハビリテーシ

ョン科）
O22-3 患者参画の医療実践のために～入退院センター

の役割～
田口 かよ子（姫路赤十字病院入退院センター）

O22-4 当院肺がん患者におけるPegfilgrastim 投与地域
連携の実情
武智 宣佳（四国がんセンター薬剤部）

O22-5 外来化学療法患者に特化したQOL調査票作成
の試み
勝島 詩恵（関西電力病院腫瘍内科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 23 p439
血管新生阻害剤
座長：川口 知哉（大阪市立大学医学部呼吸器内科）

O23-1 Clinical predictors of bevacizumab�associated
intestinal perforation in NSCLC
田宮 基裕（大阪国際がんセンター）

O23-2 既治療進行・再発非小細胞肺癌に対するラムシ
ルマブとドセタキセル併用投与：奏効までの期
間の解析
田中 薫（近畿大学医学部附属病院）

O23-3 進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌を対象とした
CBDCA+PTX+BEV療法とCDDP+PEM+BEV
療法のランダム化第 II 相試験
渡部 聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・

感染症内科）
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O23-4 既治療非小細胞肺癌に対するドセタキセル＋ラ
ムシルマブ療法：PEG�G�CSF一次予防投与の
有用性は？
秦 明登（先端医療センター総合腫瘍科）

O23-5 進行非小細胞肺癌に対するドセタキセル＋ラム
シルマブ投与症例の検討
清水 哲男（日本大学医学部内科学系呼吸器内

科学分野）

10：30～11：10 一般演題（口演） 24 p440
耐性機序
座長：瀧川 奈義夫（川崎医科大学総合内科学 4）

O24-1 第 3 世代 EGFR�TKI Osimertinib 耐性肺癌細胞
株における獲得耐性機構の解明
難波 圭（岡山大学大学院呼吸器・乳腺内分

泌外科学）
O24-2 EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者におけるアファ

チニブの耐性機序を検討する観察研究
中垣 憲明（製鉄記念八幡病院呼吸器内科）

O24-3 ERCC1 はプラチナ系抗癌剤の効果予測因子と
なりうるか？―非小細胞肺癌における検証―
中島 成泰（香川大学医学部呼吸器・乳腺内分

泌外科）
O24-4 EGFR�TKI 治療中の病勢進行時における遺伝子

変異検査及び治療方針決定に関する実態調査
鏡 亮吾（国立病院機構姫路医療センター）

O24-5 HER2 遺伝子異常肺癌に対するマルチキナーゼ
阻害剤Afatinb 耐性獲得機序の解明
鳥越 英次郎（岡山大学大学院医歯薬学総合研

究科呼吸器・乳腺内分泌外科／
岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科臨床遺伝子医療学）

11：10～11：50 一般演題（口演） 25 p442
併用療法（TKI+CTA）臨床研究・観察研究
座長：大泉 聡史（国立病院機構北海道がんセンター呼吸

器内科）

O25-1 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する
afatinib・bevacizumab 併用療法の第 I 相試験：
OLCSG1404
藤本 伸一（岡山労災病院腫瘍内科）

O25-2 EGFR遺伝子変異陽性NSCLCのゲフィチニブ/
化学療法併用の第 II 相試験（NEJ005/TCOG
0902）最新アップデート結果
渡部 聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・

感染症内科／北東日本研究機構）

O25-3 初回 gefitinib の奏効後増悪症例に対する
Pemetrexed 併用治療を検討する第 2相試験
内堀 健（東京医科歯科大学医学部附属病院

呼吸器内科）
O25-4 アファチニブ投与に伴う下痢，皮膚障害，口内

炎に対する予防投与の第 II 相試験（NLCTG
1401）：抗腫瘍効果解析
小山 建一（新潟県立がんセンター新潟病院内

科）
O25-5 高齢者（75 歳以上）におけるOsimertinib の有効

性と安全性の検討―前治療EGFR�TKI と比較し
て―
古田 裕美（愛知県がんセンター中央病院）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 6
アスベストと肺がん：その歴史とわが国の救済・補償
制度
座長：由佐 俊和（独立行政法人労働者健康安全機構千葉労

災病院アスベスト疾患センター）

LS6 三浦 溥太郎（横須賀市立うわまち病院呼吸器
科）

共催：独立行政法人 環境再生保全機構

15：00～15：40 一般演題（口演） 26 p443
細胞生物
座長：石井 源一郎（国立がん研究センター先端医療開発

センター臨床腫瘍病理分野）

O26-1 Kras 変異陽性肺腺癌における survivin の治療標
的分子としての基礎的検討
角 俊行（札幌医科大学医学部附属フロンテ

ィア医学研究所分子医学部門／札
幌医科大学医学部呼吸器・アレル
ギー内科学講座）

O26-2 グレリンによる肺腺癌の増殖への影響と抗悪液
質作用の検討
坪内 拡伸（宮崎大学医学部内科学講座神経呼

吸内分泌代謝学分野）
O26-3 スプライシング因子EFTUD2 のノックダウンは

非小細胞肺癌細胞株の増殖を抑制する
加藤 俊夫（名古屋大学医学部附属病院呼吸器

内科）
O26-4 癌関連線維芽細胞の筋線維芽細胞への分化によ

る腫瘍進展促進：PAI�1 の関与の検討
益田 武（広島大学病院呼吸器内科）

O26-5 浸潤部にのみEGFR T790M遺伝子変異が認めら
れた，L858R 遺伝子変異肺腺癌の 1例
坂下 信悟（筑波大学医学医療系診断病理）
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15：40～16：20 一般演題（口演） 27 p444
たばこ，肺癌，感染
座長：中村 洋一（栃木がんセンター呼吸器内科）

O27-1 たばこ産業によるデバイス・チェンジ戦略がも
たらすインパクト
望月 友美子（公益財団法人日本対がん協会）

O27-2 「IoT デバイス×アプリ」による新たな禁煙治療
戦略がもたらすインパクト
佐竹 晃太（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科／キュア・アップ医療情報科
学研究所）

O27-3 感染性肺疾患合併肺癌の切除例からの検討
岡本 卓（高知県・高知市病院企業団立高知

医療センター呼吸器外科）
O27-4 肺癌患者における肺癌関与気管支の下気道上皮

線毛運動の検討
澤 祥幸（岐阜市民病院がんセンター／岐阜

市民病院呼吸器科・腫瘍内科）
O27-5 肺手術後の staple line に生じた非結核性抗酸菌

症の 6切除例
松岡 勝成（国立病院機構姫路医療センター呼

吸器外科）

16：20～17：00 一般演題（口演） 28 p445
肺癌治療と合併症，QOL
座長：中原 保治（国立病院機構姫路医療センター呼吸器

内科）

O28-1 進行肺癌に対する集学的治療における術後合併
症の検討
呉 哲彦（香川大学医学部呼吸器乳腺内分泌

外科）
O28-2 呼吸器外科手術における客観的な術後疼痛評価

の試み
児嶋 秀晃（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O28-3 当科における術前呼吸器リハビリテーション介

入の意義
吉川 良平（前橋赤十字病院呼吸器外科）

O28-4 抗癌剤治療中の肺癌患者QOLに対する六君子
湯の効果
吉屋 智晴（広島大学原爆放射線医科学研究所

腫瘍外科）

O28-5 肺癌化学療法時における血清Na値の推移に関
する検討
鳥海 真也（国立病院機構神奈川病院薬剤科／

明治薬科大学大学院薬効学）

17：00～17：40 一般演題（口演） 29 p447
病理特殊型・合併症
座長：伊豫田 明（東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科

学分野）

O29-1 当院における肺多形癌切除 11例の検討
篠原 博彦（長岡赤十字病院呼吸器外科）

O29-2 当院における硬化性肺胞上皮腫の 7切除例の検
討
安川 元章（奈良県立医科大学胸部・心臓血管

外科）
O29-3 浸潤性粘液性腺癌症例の検討

上島 康生（京都第一赤十字病院呼吸器外科）
O29-4 肺全摘後症候群の術前予測因子の検討

杉浦 八十生（独立行政法人国立病院機構神奈
川病院呼吸器外科）

O29-5 慢性血液透析中の原発性肺癌切除例における致
死的合併症
富沢 健二（近畿大学医学部外科学講座呼吸器

外科部門）

17：40～18：12 一般演題（口演） 30 p448
外科手術指針の決定
座長：南谷 佳弘（秋田大学大学院医学系研究科胸部外科

学講座）

O30-1 cIA 期非小細胞肺癌の術式選択に影響する因子
の検討
朝倉 啓介（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）
O30-2 ビタミン B2の経静脈的投与による肺区域同定

法
齋藤 大輔（金沢大学先進総合外科）

O30-3 解剖学的肺切除後症例に対する同側再手術の戦
略
大沢 郁（前橋赤十字病院呼吸器外科）

O30-4 消極的肺区域切除術を選択した原発性肺癌症例
の検討
中野 智之（JCHOうつのみや病院呼吸器外

科／自治医科大学附属病院呼吸器
外科）
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10 月 14 日（土） 第 7会場（会議センター 5F 501）
8：30～9：10 一般演題（口演） 31 p449
EGFR�TKI
座長：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）

O31-1 肺癌におけるEGFR�TKI 耐性症例の臨床的検討
石床 学（滋賀県立成人病センター呼吸器内

科）
O31-2 腺癌術後再発例においてEGFR Exon19 deletion

と EGFR Exon21 L858R point mutation の差異
は予後へ寄与するか
平田 佳史（がん研究会有明病院呼吸器セン

ター外科）
O31-3 EGFR遺伝子変異陽性肺癌の癌性胸膜炎に対す

るEGFR�TKI の胸水制御効果について
平野 聡（船橋市立医療センター腫瘍内科）

O31-4 EGFR遺伝子変異陽性肺癌における afatinib の
母集団薬物動態解析
中尾 桂子（国立病院機構近畿中央胸部疾患セ

ンター内科）
O31-5 EGFR�TKI 治療奏効後腹膜再発を認めた症例の

検討
大澤 翔（筑波大学附属病院水戸地域医療教

育センター水戸協同病院呼吸器内
科）

9：10～9：50 一般演題（口演） 32 p450
分子標的治療：ALK阻害剤
座長：高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科）

O32-1 ALK 阻害薬治療を行ったALK遺伝子転座陽性進
行非小細胞肺癌の長期予後
村上 晴泰（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
O32-2 セリチニブ治療後に増悪を認めたALK融合遺伝

子陽性非小細胞肺癌におけるアレクチニブの治
療効果
大矢 由子（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器内科）
O32-3 StageIV ALK 陽性肺癌に対してクリゾチニブを

使用し，96ヶ月の長期生存を得た 1例
坂井 貴志（三井記念病院呼吸器外科）

O32-4 当院におけるALK融合遺伝子陽性肺癌の診療状
況
濱井 宏介（県立広島病院呼吸器内科）

O32-5 当院におけるALK融合遺伝子陽性肺癌の検討
山本 美暁（東京都立多摩総合医療センター呼

吸器・腫瘍内科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 33 p451
分子マーカー
座長：仁木 利郎（自治医科大学統合病理学）

O33-1 進行・再発非小細胞肺がんにおける c�MET発
現の検討
有安 亮（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O33-2 肺扁平上皮癌の発生におけるStxbp4 の役割に
ついての検討
飯島 岬（群馬大学大学院医学系研究科総合

外科学／群馬大学医学部付属病院
外科診療センター呼吸器外科）

O33-3 PD�L1 発現に影響する免疫染色条件の比較検討
元井 紀子（国立がん研究センター中央病院病

理・臨床検査科）
O33-4 肺扁平上皮病変におけるECT2 の遺伝子異常

杉山 栞（筑波大学大学院人間総合科学研究
科）

O33-5 新しい神経内分泌マーカー INSM1の臨床使用を
目指して
藤野 孝介（トロント総合病院呼吸器外科／熊

本大学機能病理／熊本大学呼吸器
外科）

10：30～11：10 一般演題（口演） 34 p453
肺癌 診断（PET，気管支鏡）
座長：山下 眞一（福岡大学医学部呼吸器外科・乳腺内分

泌・小児外科）

O34-1 腫瘍径 30mm以下の非小細胞肺癌における
SUVmax 値の臨床的意義
大竹 洋介（公益財団法人田附興風会医学研究

所北野病院呼吸器外科）
O34-2 PET/CT による小型肺癌の術後予後予測：臨床

病期と病理病期との比較
岩野 信吾（名古屋大学大学院医学系研究科量

子医学）
O34-3 アスベスト関連肺癌における FDG�PET を用い

た肺門・縦隔リンパ節転移評価
伊賀 徳周（岡山ろうさい病院外科）

O34-4 EBUS�TBNA後の発熱および穿刺針洗浄培養に
おける挿管チューブの有用性
南 大輔（独立行政法人国立病院機構岡山医

療センター呼吸器内科／独立行政
法人国立病院機構名古屋医療セン
ター呼吸器内科／岡山大学病院呼
吸器・アレルギー内科）
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O34-5 電磁場誘導気管支鏡による経気管支肺生検の経
験
佐藤 寿彦（京都大学医学部附属病院呼吸器外

科）

11：10～11：50 一般演題（口演） 35 p454
リキッドバイオプシー
座長：佐々木 治一郎（北里大学医学部附属新世紀医療開

発センター横断的医療領域開発部
門臨床腫瘍学）

O35-1 血漿分子マーカーを用いた afatinib 耐性化機序
の検討
中村 朝美（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫

瘍内科）
O35-2 EGFR陽性肺癌の初回EGFR�TKI 効果と高感度

PNA�LNA PCR clamp 法による血漿EGFR遺伝
子変異検出の関連性の検討
渡邉 香奈（宮城県立がんセンター呼吸器内科）

O35-3 血漿 EGFR�T790M陽性例の臨床的特徴
園田 智明（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O35-4 リキッドバイオプシーと腫瘍再生検検体からの
T790M検索の検討
二木 麻衣子（関西医科大学附属病院呼吸器腫

瘍内科／関西医科大学内科学第
一講座）

O35-5 Liquid biopsy を用いた EGFR遺伝子変異検出に
ついての検討
刀祢 麻里（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 7
「どの治療か？」ではなく，「どう組み合わせるか？」長
期にわたる進行肺がん治療の最適な治療戦略について
座長：中西 洋一（九州大学大学院医学研究院臨床医学部門

内科学講座呼吸器内科学分野）

LS7 山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・
腫瘍内科）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

15：00～15：40 一般演題（口演） 36 p455
Molecular Targeted Therapy EGFR�TKI
座長：岡本 勇（九州大学病院呼吸器科）

O36-1 Afatinib versus gefitinib in patients with EGFR
mutation�positive（EGFRm+）NSCLC：
Updated OS data from the phase IIb LUX�Lung
7 trial
Keunchil Park（Samsung Medical Center,

Sungkyunkwan University
School of Medicine, Seoul, South
Korea）

O36-2 Analysis of long�term response to first�line
afatinib in patients with advanced EGFRm+
NSCLC：LUX�Lung（LL）3, 6 and 7
Terufumi Kato（Kanagawa Cancer Center,

Yokohama, Japan）
O36-3 Analysis of long�term response to second�line

afatinib in patients with advanced SCC of the
lung in the LUX�Lung 8 trial
James Chih�Hsin Yang（National Taiwan

University Hospital
and National Taiwan
University Cancer
Center, Taipei,
Taiwan）

O36-4 Afatinib plus cetuximab in the treatment of
patients with NSCLC：the story so far
D. Ross Camidge（Department of Medicine,

University of Colorado School
of Medicine, Aurora, CO,
USA）

O36-5 Optimal management of brain metastases in
EGFR mutated NSCLC：A Retrospective
Analysis
野崎 要（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

15：40～16：20 一般演題（口演） 37 p457
遺伝子異常
座長：元井 紀子（国立がん研究センター中央病院病理・

臨床検査科）

O37-1 非小細胞肺癌での体細胞遺伝子変異数と臨床背
景因子の検討
小野 哲（静岡がんセンター呼吸器内科）

O37-2 遺伝子変異Profile に基づく肺癌の新規分類の提
唱
樋口 留美（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター呼吸器外科）
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O37-3 腫瘍内不均一性と ctDNAの関連
木場 隼人（金沢大学呼吸器内科）

O37-4 肺腺癌切除例におけるEGFR，KRAS，TP53 遺伝
子変異の有無と，組織亜型および術後再発との関
連性
井坂 光宏（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O37-5 肺腺癌の多段階発生過程におけるDNAメチル

化異常
濱田 賢一（慶應義塾大学医学部病理学教室／

慶應義塾大学医学部外科学（呼吸
器））

16：20～17：00 一般演題（口演） 38 p459
免疫チェックポイント阻害剤（予測因子）1
座長：横山 琢磨（杏林大学医学部第一内科学（呼吸器内

科））

O38-1 進行非小細胞肺癌における，転移部位と
Nivolumab の効果との関係
田宮 基裕（大阪国際がんセンター）

O38-2 ニボルマブによる肺異常影と治療効果の関連
山口 央（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器内科）
O38-3 Nivolumab 治療によるHyperprogression

disease の予測因子の検討
大矢 由子（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器内科）
O38-4 非小細胞肺癌患者における，ニボルマブの治療効

果と直前治療の治療効果・種類との関連：多施
設後ろ向き研究
中濱 賢治（近畿中央胸部疾患センター）

O38-5 Nivolumab で治療された非小細胞肺癌患者の無
増悪生存期間に関する予後不良因子の検討
谷口 善彦（国立病院機構近畿中央胸部疾患セ

ンター）

17：00～17：40 一般演題（口演） 39 p460
免疫チェックポイント阻害剤（効果予測因子）2
座長：細見 幸生（がん・感染症センター都立駒込病院呼

吸器内科）

O39-1 既治療非小細胞肺癌に対するニボルマブ療法の
効果予測における FDG�PET/MRI の有用性の検
討
梅田 幸寛（福井大学病態制御医学講座内科学

（3））

O39-2 2 施設におけるNivolumab 投与症例の効果予測
因子の検討
中谷 有貴（大阪警察病院呼吸器内科／関西医

科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）
O39-3 Nivolumab 投与例における末梢血好中球/リンパ

球比（NLR）の変化とその有用性
桐生 辰徳（神戸大学医学部附属病院呼吸器内

科）
O39-4 ニボルマブ有効例の臨床的背景及び末梢血CD

4，CD8，可溶性 IL�2R 値の検討
中川 英之（国立病院機構弘前病院呼吸器科）

O39-5 進行及び再発非小細胞肺癌におけるニボルマブ
投与前後の末梢血白血球数，リンパ球数と予後と
の関係
木曽原 朗（春日部市立医療センター呼吸器科）

17：40～18：20 一般演題（口演） 40 p461
免疫チェックポイント阻害剤（副作用）
座長：加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

O40-1 ニボルマブ使用後に薬剤性肺障害を発症した非
小細胞肺がん症例の当院での臨床的特徴
近森 研一（独立行政法人国立病院機構山口宇

部医療センター）
O40-2 進行・再発非小細胞肺癌に対するニボルマブの

治療成績に関する検討
小川 ゆかり（杏林大学医学部付属病院呼吸器

内科）
O40-3 当院にてニボルマブ治療による肺障害を発症し

た非小細胞肺癌症例の臨床病理学的特徴
小山 信之（東京医科大学八王子医療センター

臨床腫瘍科）
O40-4 Nivolumab 投与終了後，長期間を経て続発性副腎

不全を来した 2例
中富 啓太（九州大学病院呼吸器科）

O40-5 免疫チェックポイント阻害薬の血中濃度動態を
考慮した免疫関連有害事象対策
佐々木 高明（旭川医科大学病院呼吸器セン

ター）

18：30～19：20 イブニングセミナー 3
徹底討論，がん免疫治療，今何が課題か．
座長：高橋 和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科

学）

ES3-1 倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍
内科）

ES3-2 玉田 耕治（山口大学医学系研究科免疫学講座）
共催：アストラゼネカ株式会社



第
1
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 56―

10 月 14 日（土） 第 8会場（会議センター 5F 502）
8：30～9：10 一般演題（口演） 41 p462
拡大手術
座長：大久保 憲一（東京医科歯科大学医学部附属病院呼

吸器外科）

O41-1 原発性肺癌に対し，血管形成を伴う肺切除を施行
した症例の検討
永島 琢也（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
O41-2 大動脈浸潤が疑われる肺悪性腫瘍に対するハイ

ブリッド手術室の効用
松谷 哲行（帝京大学医学部外科）

O41-3 局所進行肺癌に対する手術成績
坪地 宏嘉（自治医科大学さいたま医療セン

ター呼吸器外科）
O41-4 胸壁浸潤肺癌切除例における予後因子の検討～

治療前腫瘍径は予後因子となりうるか～
羽切 周平（名古屋大学呼吸器外科）

O41-5 気管及び気管支形成術症例についての検討
門田 嘉久（大阪府立呼吸器アレルギー医療セ

ンター）

9：10～9：50 一般演題（口演） 42 p464
縮小手術
座長：鈴木 実（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器

外科学分野）

O42-1 75 歳以上の高齢者に対する縮小手術と定位放射
線治療の治療効果比較
仁藤 まどか（神奈川県立がんセンター呼吸器

外科）
O42-2 当院における原発性非小細胞肺癌に対する

intentional limited wedge resection 症例の検討
河村 知幸（日立製作所日立総合病院呼吸器外

科）
O42-3 原発性肺癌に対する 3�port 胸腔鏡下区域切除術

の検討
油原 信二（虎の門病院呼吸器センター外科）

O42-4 扁平上皮肺癌に対する縮小肺切除症例の検討
高尾 仁二（三重大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O42-5 肺癌に対する消極的肺部分切除術後再発の検

討―STASとの関連―
荒木 邦夫（鳥取大学医学部胸部外科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 43 p465
術後化学療法
座長：久保田 馨（日本医科大学呼吸器内科）

O43-1 腫瘍径 4～5cm症例の術後補助化学療法はUFT
でよいか？―p�T2aN0M0（第 7版）症例の後方
視的検討―
足立 広幸（横浜市立大学外科治療学／関東労

災病院呼吸器外科）
O43-2 脈管侵襲を伴う stage IB 非小細胞癌に対する

UFTによる術後補助化学療法の意義についての
後方視的検討
宮崎 涼平（山口宇部医療センター呼吸器外科）

O43-3 病理病期 II，III 肺腺癌に対する術後補助化学療法
として最も有効なプラチナ製剤は何か
伊坂 哲哉（横浜市立大学外科治療学）

O43-4 理にかなった II/IIIA 期非小細胞肺癌術後補助化
学療法；TS�1 の術後補助療法での優位性
土谷 智史（長崎大学大学院腫瘍外科）

O43-5 pT2b�4N0 NSCLCに対するプラチナ併用療法
による術後補助化学療法は妥当か？
最相 晋輔（川崎医科大学附属病院呼吸器外科）

10：30～11：10 一般演題（口演） 44 p466
肺癌と間質性肺炎
座長：吉野 一郎（千葉大学呼吸器外科）

O44-1 間質性肺炎合併肺癌切除症例の検討
古泉 貴久（国立病院機構西新潟中央病院）

O44-2 間質性肺炎合併非小細胞肺癌に対するカルボプ
ラチン＋ナブパクリタキセル併用療法の有効性
と安全性
松本 容子（NTT東日本関東病院呼吸器内科）

O44-3 間質性肺炎合併肺癌の化学療法と間質性肺炎急
性増悪に関する検討
河野 史歩（独立行政法人国立病院機構東京病

院）
O44-4 COPDが肺癌微小環境に与える影響についての

検討
大塩 恭彦（滋賀医科大学医学部呼吸器外科）

O44-5 間質性肺炎合併肺癌術後の呼吸機能検査は肺炎
悪化の診断の一助となりうるか
上野 剛（国立病院機構四国がんセンター呼

吸器外科）
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11：10～11：50 一般演題（口演） 45 p467
多発癌・重複癌
座長：清水 公裕（群馬大学大学院医学系研究科総合外科

学）

O45-1 非小細胞肺癌におけるエストロゲンレセプター
発現の解析
池田 公英（熊本大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O45-2 肺癌術後第 2癌に対する手術成績の検討

石川 善啓（横浜市立大学附属病院呼吸器外科
（外科治療学））

O45-3 異なる EGFR，KRAS変異遺伝子が確認された多
発癌の一例
吉田 遼平（旭川医科大学病院呼吸器センター）

O45-4 原発性肺癌術後，同側異時性多発病変に対する再
切除施行例の検討
加地 政秀（淀川キリスト教病院呼吸器外科）

O45-5 異時多発肺癌切除例の臨床像と問題点
堀尾 裕俊（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 8
『ハイリスク症例に対する手術戦略，どこまで攻め
る？』～根治術のコツとトラブルシューティング～
座長：中山 治彦（神奈川県立がんセンター）

LS8 渡辺 俊一（国立がん研究センター中央病院呼
吸器外科）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

15：00～15：30 肺癌登録合同委員会 報告 p398
司会：秋田 弘俊（北海道大学大学院医学研究院腫瘍内科

学教室）

SR 肺癌登録合同委員会報告
奥村 明之進（大阪大学大学院医学系研究科呼

吸器外科学）

15：40～17：10 ワークショップ 6 p371
扁平上皮肺癌に対する薬物療法：新たな展開
座長：滝口 裕一（千葉大学医学部附属病院腫瘍内科）

瀧川 奈義夫（川崎医科大学総合内科学 4）

WS6-1 進行扁平上皮癌に対する薬物療法
―オーバービュー―
瀧川 奈義夫（川崎医科大学総合内科学 4）

WS6-2 扁平上皮肺癌のアクショナブルな遺伝子異常
西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学）

WS6-3 進行扁平上皮肺癌の併用化学療法
山本 信之（和歌山県立医科大学医学部呼吸器

内科・腫瘍内科）
WS6-4 高齢者進行扁平上皮肺癌の化学療法

小暮 啓人（国立病院機構名古屋医療センター
呼吸器科・臨床腫瘍科）

18：30～19：20 イブニングセミナー 4
War on Lung Cancer
座長：Nick Thatcher（Christie Hospital NHS Trust）

光冨 徹哉（Kindai University Faculty of Medicine）

ES4 Tony SK Mok（The Chinese University of Hong
Kong）

Maurice Perol（Centre Leon Bernard）
共催：日本イーライリリー株式会社

10 月 14 日（土） 第 9会場（会議センター 5F 503）
8：30～10：00 ワークショップ 7 p372
遺伝子診断を加味した画像診断
座長：楠本 昌彦（国立がん研究センター東病院放射線診

断科）
坂井 修二（東京女子医科大学医学部画像診断学・

核医学講座）

WS7-1 EGFR遺伝子変異陽性肺癌の画像的特徴
酒井 文和（埼玉医大国際医療センター画像診

断科）

WS7-2 ALK 陽性肺癌のCT像
遠藤 正浩（静岡県立静岡がんセンター画像診

断科）
WS7-3 RET 融合遺伝子陽性進行非小細胞肺癌の画像的

特徴
齊木 雅史（公財）がん研究会有明病院呼吸器内

科）
WS7-4 すりガラス影主体の肺腺癌と遺伝子変異との関

連
青木 隆敏（産業医科大学放射線科）
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WS7-5 肺癌手術例の遺伝子変異とCT画像：oncogenic
driver 遺伝子変異を読み取ることができるか?
堀尾 芳嗣（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器内科）
WS7-6 肺癌術後再発形式とEGFR遺伝子変異の関連

小林 祥久（近畿大学呼吸器外科）

10：30～11：10 一般演題（口演） 46 p469
免疫チェックポイント阻害剤（治療成績）1
座長：村上 晴泰（静岡県立静岡がんセンター化学療法セ

ンター/呼吸器内科）

O46-1 脳転移を有する非小細胞肺癌患者に対する免疫
チェックポイント阻害薬の効果に関する後方視
的観察研究
曽根 崇（金沢大学附属病院呼吸器内科）

O46-2 ニボルマブによる免疫関連肺障害の臨床的検討
齊木 雅史（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O46-3 EGFR遺伝子変異・ALK遺伝子転座・ROS1 遺
伝子転座陽性非小細胞肺癌におけるNivolumab
の有効性に関する検討
渡部 淳子（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
O46-4 肺多形癌症例に対するNivolumab の効果におけ

る臨床的検討
中坪 彩恵子（国立病院機構刀根山病院呼吸器

腫瘍内科）
O46-5 治療歴を有するNSCLC患者に対する

atezolizumab の第 3相臨床試験（OAK）におけ
る日本人部分集団解析
久保 寿夫（岡山大学病院）

11：10～11：42 一般演題（口演） 47 p470
免疫チェックポイント阻害剤（治療成績）2
座長：仁保 誠治（国立がん研究センター東病院呼吸器内

科）

O47-1 Nivolumab の治療効果判定と腫瘍マーカーの推
移に関する検討
恩田 直美（埼玉県立がんセンター呼吸器内科）

O47-2 免疫チェックポイント阻害剤後の化学療法の毒
性
神山 潤二（公益財団法人がん研究会有明病院）

O47-3 ニボルマブ治療を行った非小細胞肺癌患者にお
ける，胸部放射線治療歴とニボルマブの効果や肺
臓炎の関係
田宮 朗裕（独立行政法人国立病院機構近畿中

央胸部疾患センター）

O47-4 進行肺がん患者に対するニボルマブによる自己
免疫関連副作用（irAE）に関する検討
戸井 之裕（仙台厚生病院呼吸器内科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 9
EGFR変異陽性肺癌の診断と治療：最新版ガイドライ
ンを越えて
座長：高橋 和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科

学）

LS9 赤松 弘朗（和歌山県立医科大学呼吸器内科・
腫瘍内科）

共催：中外製薬株式会社

15：00～16：30 ワークショップ 8 p373
中皮腫（BAP�1 の話題含め）
座長：鍋島 一樹（福岡大学医学部病理学講座）

岡部 和倫（国立病院機構山口宇部医療センター）

WS8-1 Malignant Pleural mesothelioma：Surgery after
Induction Radiotherapy
Marc de Perrot（Division of Thoracic Surgery,

Toronto General Hospital,
Toronto, Canada）

WS8-2 BAP1 変異を基盤とした悪性中皮腫の病理診断
辻村 亨（兵庫医科大学病理学（分子病理部

門））
WS8-3 「胸水のみ」を呈する胸膜中皮腫症例の検討

藤本 伸一（岡山労災病院腫瘍内科）
WS8-4 悪性胸膜中皮腫に対するEPPおよび P/D施行

例における術後呼吸機能
中村 彰太（名古屋大学呼吸器外科）

WS8-5 悪性胸膜中皮腫外科治療後再発に対する治療選
択
小林 正嗣（東京医科歯科大学呼吸器外科）

16：40～18：10 ワークショップ 9 p375
高齢者の肺癌ケア（地域連携，サバイバーシップ，緩和
ケアの在り方を含む）
座長：澤 祥幸（岐阜市民病院がんセンター）

武田 晃司（認定NPO法人西日本がん研究機構）

WS9-1 岐阜大学医学部附属病院におけるチーム医療を
実践した肺癌化学療法への薬剤師の取り組み
飯原 大稔（岐阜大学医学部附属病院薬剤部）

WS9-2 ICT の活用による“言葉の見える関係づくり”が，
地域連携にもたらしたもの
大濵 江美子（大阪市立総合医療センター

MSW）
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WS9-3 高齢者の肺癌ケア ―看護師の立場から―
小山 富美子（近畿大学医学部附属病院看護部）

WS9-4 肺癌転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ治療：
高齢者の新たな grading system に関する二施設
協同研究
山本 昌昭（勝田病院水戸ガンマハウス脳神経

外科）
WS9-5 高齢者肺癌外科切除症例における術前免疫栄養

学的指数の臨床的意義に関する検討
庄司 文裕（九州大学大学院消化器・総合外科

（第二外科））

18：30～19：20 イブニングセミナー 5
NSCLCの治療戦略�Benefits from anti�VEGF therapy�
座長：今村 文生（特定機能病院地方独立行政法人大阪府立

病院機構大阪国際がんセンター呼吸器内
科・腫瘍内科）

ES5 山本 昇（国立がん研究センター中央病院先
端医療科）

共催：中外製薬株式会社

10 月 14 日（土） 第 10＆11 会場（アネックスホール 2F F205＋F206）
9：00～10：30 メディカルスタッフ部会企画 ワークショップ p392
忘れていませんか？ 肺がんにおける栄養・リハビ
リ・外見の問題
座長：澤 祥幸（岐阜市民病院がんセンター）

山田 みつぎ（千葉県がんセンター看護局通院化学
療法室）

MW-1 肺がん患者を支える食事と栄養療法
川口 美喜子（大妻女子大学家政学部）

MW-2 肺がん患者へのアピアランスケア
野澤 桂子（国立がん研究センター中央病院ア

ピアランス支援センター）
MW-3 肺がん・骨転移症例における日常生活動作とリ

ハビリテーション
辻 哲也（慶應義塾大学医学部リハビリテー

ション医学教室）

10：30～11：00 メディカルスタッフ部会ビジネスミーティング

11：00～12：00 メディカルスタッフ部会企画 特別講演 p390
座長：滝口 裕一（千葉大学医学部附属病院腫瘍内科）

MSP 肺癌診療ガイドラインから求められるメディカ
ルスタッフの役割
瀬戸 貴司（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 10
A new standard in Lung cancer treatment：
breaKthrough from japan
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科部

門）

LS10 金 永学（京都大学大学院医学研究科呼吸器
内科学）

共催：中外製薬株式会社

15：00～17：00 メディカルスタッフ部会企画 シンポジウム p391
チーム医療で取り組む免疫チェックポイント阻害薬の
副作用対策
座長：佐々木 治一郎（北里大学医学部附属新世紀医療開

発センター）
矢ヶ崎 香（慶應義塾大学看護医療学部）

MS-1 免疫チェックポイント阻害薬の作用機序と副作
用発生メカニズム（オーバービュー）
横内 浩（北海道がんセンター呼吸器内科）

MS-2 免疫チェックポイント阻害剤における看護師の
役割
山﨑 里花（近畿大学医学部附属病院）

MS-3 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 薬
剤師の立場から
今井 千晶（千葉大学医学部附属病院薬剤部）

MS-4 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策にお
ける薬剤師の役割
渡邊 裕之（九州大学病院薬剤部）
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17：20～18：50 イブニングセミナー 6
What is the indication for Salvage Surgery for NSCLC?
-Surgical techniques and pitfalls of salvage lung
resection-
座長：David Harold Harpole（Division of Cardiovascular

and Thoracic Surgery, Duke
University School of
Medicine）

Hiroshi Date（Department of Thoracic Surgery,
Kyoto University）

ES6 Hans Hoffman（Department of Thoracic
Surgery, University of
Heidelberg）

Hisao Asamura（Division of Thoracic Surgery,
Keio University School of
Medicine）

Robert J. Downey（Thoracic Service,
Department of Surgery,
Memorial Hospital,
Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center）

Young Tae Kim（Department of Thoracic and
Cardiovascular Surgery, Seoul
National University Hospital）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

10 月 14 日（土） 第 12会場（展示ホール 1F 展示ホールA）
9：55～10：20 教育講演 2
司会：中川 和彦（近畿大学医学部腫瘍内科部門）

EL2 臨床研究に関する方法論を学ぶ（法制化を含め
て）
中西 洋一（九州大学大学院医学研究院胸部疾

患研究施設）

10：30～12：00 スポンサードシンポジウム 1
免疫チェックポイント阻害剤治療を加味した細胞障害
性抗がん剤の役割
座長：弦間 昭彦（日本医科大学）

山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫瘍内
科）

SS1-1 赤松 弘朗（和歌山県立医科大学呼吸器内科・
腫瘍内科）

SS1-2 服部 剛弘（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）
SS1-3 関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

科）
SS1-統括 山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

12：15～13：05 ランチョンセミナー 11
徹底討論！見え始めた肺癌薬物療法の“Best Sequence”
座長：関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科）

LS11-1 釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
内科）

LS11-2 森瀬 昌宏（名古屋大学大学院医学系研究科呼
吸器内科学）

LS11-3 秦 明登（公益財団法人先端医療振興財団先
端医療センター病院総合腫瘍科）
共催：日本イーライリリー株式会社

15：00～15：25 教育講演 3
司会：小泉 知展（信州大学医学部包括的がん治療学講座）

EL3 小細胞肺癌
中村 洋一（栃木県立がんセンター呼吸器内科）

15：25～15：50 教育講演 4
司会：礒部 威（島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床

腫瘍学）

EL4 非小細胞肺癌・進行限局型
仁保 誠治（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）

15：50～16：15 教育講演 5
司会：前門戸 任（岩手医科大学呼吸器・アレルギー膠原病

内科）

EL5 非小細胞肺癌・進行肺癌の薬物療法
加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

16：15～16：40 教育講演 6
司会：坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器外

科）

EL6 外科・早期癌
鈴木 健司（順天堂大学医学部附属順天堂医院

呼吸器外科）
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16：40～17：05 教育講演 7
司会：田中 文啓（産業医科大学医学部第 2外科学）

EL7 外科・局所進行
伊達 洋至（京都大学医学部附属病院呼吸器外

科）

17：05～17：30 教育講演 8
司会：角 美奈子（がん研究会有明病院放射線治療部）

EL8 放射線・治療
板澤 朋子（聖路加国際病院放射線腫瘍科）

10 月 14 日（土） 第 13会場（展示ホール 1F 展示ホールA）
10：30～11：10 一般演題（口演） 48 p471
生検，再生検
座長：前門戸 任（岩手医科大学呼吸器・アレルギー膠原

病内科）

O48-1 EGFR�TKI 治療後に増悪したEGFR変異陽性非
小細胞肺がんに対する再生検例の検討
重松 文恵（国立病院機構名古屋医療センター

呼吸器科）
O48-2 当院におけるEGFR�TKI 耐性肺癌に対する

liquid biopsy および気管支鏡下 re�biopsy の現
状
西井 洋一（松阪市民病院呼吸器センター）

O48-3 EBUS�TBNAにおける検査完遂率や合併症の検
討
陳 豊史（京都大学医学部呼吸器外科）

O48-4 末梢肺GGN病変を主体とする腺癌疑い病変に
対するEBUSガイド下経気管支生検
赤尾 謙（藤田保健衛生大学呼吸器内科学 I）

O48-5 X 線透視で視認不能なGGO病変に対する仮想
透視画像の有用性
中井 俊之（国立がん研究センター中央病院内

視鏡科）

11：10～12：00 スポンサードシンポジウム 2
がんでなく，免疫システムを標的にしたがん治療～長期
免疫記憶を誘導する iNKT がん治療～
座長：曽根 三郎（徳島市病院局）

SS2 谷口 克（理化学研究所総合生命医科学研究
センター）

共催：株式会社アンビシオン

12：15～13：05 ランチョンセミナー 12
次世代シークエンサーを用いた遺伝子スクリーニング
ネットワーク（LC�SCRUM�Japan）の確立と個別化医療
の確立を目指した治療開発
座長：西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）

LS12 後藤 功一（国立がんセンター東病院呼吸器内
科）

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

15：00～15：50 スポンサードシンポジウム 3
肺癌ドライバー遺伝子診断の現状と展望
座長：清水 英治（鳥取大学医学部総合内科医学講座分子制

御内科学分野）

SS3 松本 慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸
器内科）

共催：サーモフィッシャーサイエンティフィッ
ク株式会社

15：50～16：30 一般演題（口演） 49 p472
PD�L1
座長：谷田部 恭（愛知県がんセンター中央病院遺伝子病

理診断部）

O49-1 肺癌細胞におけるProgrammed Death�Ligand 1
（PD�L1）の細胞内タンパク質代謝機序の解明
坂上 倫久（愛媛大学大学院医学系研究科心臓

血管呼吸器外科）
O49-2 非小細胞肺癌に対する各種検査法での病理組織

検体のPD�L1 発現率についての検討
森川 慶（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

O49-3 札幌南三条病院におけるPD�L1 測定結果
本庄 統（札幌南三条病院呼吸器内科）

O49-4 非小細胞肺癌組織におけるPD�L1 検査の臨床的
意義
塩田 哲広（滋賀県立成人病センター呼吸器内

科）
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O49-5 癌関連線維芽細胞の肺腺癌細胞でのPD�L1 発現
に対する影響
井上 千裕（東北大学大学院医学系研究科病理

診断学分野）

16：30～17：10 一般演題（口演） 50 p473
化学療法（進行癌）
座長：山田 一彦（久留米大学医学部呼吸器・神経・膠原

病内科（第一内科））
弦間 昭彦（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器

内科学分野）

O50-1 EAST�LC試験―70 歳以上におけるサブグルー
プ解析
高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
O50-2 当院における再発進行非小細胞肺がんにおける

ドセタキセルとラムシルマブ併用療法の使用経
験
水谷 英明（埼玉県立がんセンター呼吸器内科）

O50-3 高齢者における完全切除後非小細胞肺癌に対す
る術後補助治療としてのテガフール・ウラシル
配合剤療法の検討
大場 太郎（北九州市立医療センター呼吸器外

科）
O50-4 初回治療後に refractory relapse となった小細胞

肺癌に対する三次治療の治療成績
藤原 拓海（静岡がんセンター呼吸器内科）

O50-5 宿主側因子が術後補助化学療法の治療効果に及
ぼす影響
月岡 卓馬（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

17：10～17：50 一般演題（口演） 51 p475
化学療法（ファーストライン）
座長：吉岡 弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）

里内 美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

O51-1 PS 2 進行非小細胞肺癌に対するCarboplatin＋
Nab�Paclitaxel 療法の第 I/II 相試験
益田 健（広島市立広島市民病院呼吸器内科）

O51-2 非扁平非小細胞肺癌に対するカルボプラチン併
用に，ペメトレキセドは他の第三世代抗癌剤に対
して有用か
安井 裕智（名古屋大学医学部附属病院呼吸器

内科）
O51-3 進行非扁平上皮NSCLCを対象にCDDP+PEM

療法に癌幹細胞を標的とするSASPを併用する
第 I 相医師主導治験
大坪 孝平（九州大学病院呼吸器科）

O51-4 PS 不良小細胞肺癌患者に対する化学療法の有用
性に関する検討
會田 有香（筑波大学附属病院呼吸器内科）

O51-5 小細胞肺癌における delta�like 3（DLL3）発現
の解析
田中 謙太郎（九州大学病院呼吸器科）

17：50～18：30 一般演題（口演） 52 p476
化学療法（セカンドライン）
座長：片上 信之（先端医療振興財団先端医療センター総

合腫瘍科）
木浦 勝行（岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科）

O52-1 再発非小細胞肺癌に対する nab�パクリタキセル
単剤療法の第 II 相試験（NLCTG1302）
野嵜 幸一郎（新潟県立がんセンター新潟病院

内科）
O52-2 ドライバー遺伝子変異陰性の既治療進行再発非

小細胞肺癌に対する nab�paclitaxel の第 1/2 相
試験：OLCSG1303
曽根 尚之（倉敷中央病院呼吸器内科）

O52-3 進行期非小細胞肺癌患者におけるニボルマブ療
法後のドセタキセル±ラムシルマブ療法の後方
視的検討
山口 哲平（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器内科部）
O52-4 原発性非小細胞肺癌に対する 3・4次治療での

Erlotinib と S�1 による無作為化比較臨床第 II 相
試験（HOT1002）
渡辺 雅弘（北海道がんセンター呼吸器内科）

O52-5 TORG1320：EGFR変異陰性既治療再発非小細
胞肺癌に対するアムルビシン+エルロチニブ療
法の第 II 相試験
市川 靖子（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

科）
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10 月 14 日（土） PAP会場（アネックスホール 2F F204）
8：45～9：00 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」
オリエンテーション

9：00～9：50 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 1
臨床試験・治験へのプラットホームについて

PAP1-1 長谷川 一男（NPO法人肺がん患者会ワンステ
ップ）

PAP1-2 後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸
器内科）

10：00～10：50 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 2

PAP2 がん患者のこころとからだ
海原 純子（日本医科大学医学教育センター）

11：00～11：50 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 3

PAP3 肺癌アドボカシーを理解する
澤 祥幸（岐阜市民病院がんセンター）

12：15～13：05 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 4
ランチョンセミナー 1

PAP4 古くて新しい抗がん剤治療
滝口 裕一（千葉大学医学部附属病院腫瘍内科）

15：00～15：50 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 5

PAP5 新しい治療を「正しく」知る（標準治療・ガイ
ドラインを中心に）
瀬戸 貴司（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

16：10～17：10 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 6

PAP6-1 がんとリハビリテーション
石黒 崇（岐阜市民病院呼吸器・腫瘍内科・

緩和ケアセンター）
PAP6-2 正しい薬の飲み方：より効果を高めるために（が

ん専門薬剤師）
大澤 友裕（岐阜市民病院薬剤部）

10 月 14 日（土） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホールC）
14：30～14：50 一般演題（ポスター） 1 p495
TNM分類
座長：河内 利賢（日本大学医学部付属板橋病院呼吸器外

科）

P1-1 非小細胞肺癌完全切除例における TNM分類N
因子細分化の検討
政井 恭兵（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P1-2 非小細胞肺癌手術例における新 T因子に着目し

た胸膜浸潤，脈管浸潤，リンパ節転移の検討
島松 晋一郎（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

P1-3 第 7 版 TNM分類M1bとして当科にて治療した
非小細胞肺癌症例の第 8版分類による再評価及
び予後の検討
坂井 浩佑（埼玉医科大学総合医療センター呼

吸器内科）
P1-4 病理病期 I 期の原発性肺癌根治切除後の再発例

の検討
安川 元章（奈良県立医科大学胸部・心臓血管

外科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 2 p496
化学療法
座長：岡野 哲也（東京医科大学病院呼吸器・甲状腺外科

学分野）

P2-1 肺癌術後再発に対するクリゾチニブ治療中に出
現した腎転移類似の腎膿瘍の一例
清水 恵（聖隷浜松病院呼吸器外科）

P2-2 De novo T790M症例に対し osimertinib が奏功
した 1例
水内 寛（北九州市立医療センター呼吸器外

科）
P2-3 非定型 carcinoid 術後肝転移に対しオクトレオ

チドが奏功していると考えられた 1例
塩田 広宣（千葉労災病院呼吸器外科）

P2-4 Pembrolizumab に関連した薬剤性器質化肺炎の
1例
松原 寛知（山梨大学医学部呼吸器外科）
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P2-5 術後再発に対し集学的治療を行い，数年間完全寛
解を維持しているEGFR/ALK 陰性肺腺癌の 1
例
菊地 柳太郎（滋賀県立成人病センター呼吸器

外科）
P2-6 G�CSF投与による増悪が示唆された肺癌術後壊

疽性膿皮症の 1例
山本 治慎（岡山大学病院呼吸器外科）

P2-7 右肺全摘術施行後，集学的治療により術後長期生
存を得ている小細胞肺癌の 1例
北村 将司（医仁会武田総合病院）

P2-8 6 次化学療法後に根治的右肺全摘術を施行した 1
例
藤原 晶（国立病院機構函館病院外科）

14：30～15：00 一般演題（ポスター） 3 p498
拡大手術
座長：奥村 栄（がん研究会有明病院呼吸器センター外

科）

P3-1 完全切除した遠位弓部大動脈浸潤肺癌の 1例
石黒 太志（大垣市民病院呼吸器外科）

P3-2 原発性肺癌に対する肺全摘例の検討
大島 祐貴（鳥取県立厚生病院外科）

P3-3 当科における原発性肺癌肺全摘術症例の検討
吉村 誉史（京都桂病院呼吸器センター呼吸器

外科）
P3-4 肺癌と他臓器悪性腫瘍肺転移同時切除例の検討

石橋 直弥（がん・感染症センター都立駒込病
院呼吸器外科）

P3-5 肺癌術後にギランバレー症候群を発症した 1例
門松 由佳（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P3-6 進行期肺癌合併気胸 24例の検討
上野 陽史（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 4 p499
間質性肺炎合併肺癌
座長：新谷 康（大阪大学呼吸器外科学）

P4-1 Interstitial lung abnormalities を有する局所進行
肺癌に対する放射線化学療法の検討
肥後 寿夫（岡山大学病院呼吸器・アレルギー

内科）
P4-2 肺癌化学療法に伴う薬剤性間質性肺炎のリスク

因子としての背景肺の検討
行徳 宏（長崎大学病院呼吸器内科（第二内

科））

P4-3 間質性肺炎合併進行非小細胞肺癌化学療法後に
nintedanib を投与した 3例
河合 治（独立行政法人国立病院機構神奈川

病院呼吸器科）
P4-4 肺癌術後間質性肺炎の急性増悪をきたした 2例

ときたさなかった 2例の検討
谷川 元昭（伊勢赤十字病院呼吸器内科）

P4-5 間質性肺炎合併肺癌の術後呼吸機能に与える術
式の役割
藤原 誠（東広島医療センター）

P4-6 特発性器質化肺炎に対するステロイド治療後に
顕在化した左下葉肺癌の 1切除例
堀 晋一朗（佐賀県医療センター好生館呼吸器

外科）
P4-7 術前から Pirfenidone 内服で周術期の急性増悪

を乗り切ったCPFE合併肺扁平上皮癌の一例
武岡 慎二郎（総合東京病院呼吸器内科）

P4-8 当院における間質性肺炎合併肺癌に対する化学
療法に関する検討
飯島 裕基（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター）
P4-9 COPDおよび間質性肺炎に合併した肺癌の検討

藤田 昌樹（福岡大学病院呼吸器内科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 5 p502
希少症例 1
座長：眞庭 謙昌（神戸大学大学院医学研究科外科学講座

呼吸器外科学分野）

P5-1 術前に単発の腫瘍性病変としてとらえられたび
まん性特発性肺神経内分泌細胞過形成の一切除
例
田中 宏樹（社会医療法人愛仁会明石医療セン

ター呼吸器外科）
P5-2 肺内発生良性脊索細胞腫の 1切除例

徳永 義昌（高知医療センター呼吸器外科）
P5-3 末梢肺発生と考えられる粘液腺腺腫の 1切除例

富山 憲一（済生会兵庫県病院）
P5-4 縦隔リンパ節腫大を認めた悪性リンパ腫合併肺

癌の 1手術例
堀 哲雄（三菱京都病院呼吸器外科）

P5-5 壁周囲に沿って進展増殖し早期診断が困難であ
った嚢胞発生肺腺癌の 1手術例
安田 俊輔（国立病院機構帯広病院呼吸器外科）

P5-6 頭皮血管肉腫肺転移による難治性気胸の 1例
山木 実（JA尾道総合病院呼吸器外科）

P5-7 石綿検診中に肺嚢胞が出現し嚢胞壁の経時的な
肥厚により薄壁空洞を呈した肺扁平上皮癌の 1
例
笠井 由隆（神鋼記念病院呼吸器センター）
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P5-8 脂肪肉腫胸骨転移の 1切除例
安川 元章（奈良県立医科大学胸部・心臓血管

外科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 6 p504
希少症例 2
座長：竹之山 光広（国立病院機構九州がんセンター呼吸

器腫瘍科）

P6-1 右肺原発の難治性EBV（Epstein�Barr Virus）
関連 B細胞性リンパ腫の一例
竹中 裕史（大垣市民病院）

P6-2 Epstein�Barr virus 関連肺癌の 3切除例の検討
扇玉 秀順（大分県立病院呼吸器外科）

P6-3 原発性肺髄膜腫の 1例
下山 武彦（横浜市立みなと赤十字病院呼吸器

外科）
P6-4 肺原発滑膜肉腫切除例 3例の検討

太田 啓貴（前橋赤十字病院呼吸器外科）
P6-5 胸部 CTで多発肺腺癌が疑われ切除した肺毛細

血管腫症の 1例
大内 政嗣（国立病院機構東近江総合医療セン

ター呼吸器外科）
P6-6 原発性肺癌原発巣内に大腸癌転移巣を認めた 1

例
長 靖（札幌南三条病院呼吸器外科）

P6-7 横隔膜に発生した筋肉内血管腫の 1手術例
山本 恭通（島根県立中央病院）

P6-8 肺原発滑膜肉腫の 1例
古川 公之（山口宇部医療センター）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 7 p506
胸腔鏡，縮小手術
座長：秋葉 直志（東京慈恵会医科大学附属柏病院外科）

P7-1 微小病変の術中の特定にレーザーマーカーを用
いた経験
南方 孝夫（昭和大学医学部外科学講座呼吸器

外科部門）
P7-2 当科における単孔式胸腔鏡下肺部分切除術の工

夫
北村 将司（医仁会武田総合病院）

P7-3 術中に縦隔型A8と判断した肺癌左上葉切除の 1
例
水上 泰（北海道がんセンター呼吸器外科）

P7-4 局所麻酔下胸腔鏡で診断した肺原発悪性黒色腫
の 1例
東 祐一郎（国立病院機構和歌山病院）

P7-5 多発性肺線維平滑筋腫性過誤腫の 1例
我喜屋 亮（豊見城中央病院外科）

P7-6 当院で原発性肺癌に対して施行した肺葉切除と
区域切除における周術期のSpO2の検討
池田 敏裕（坂出市立病院呼吸器外科）

P7-7 傾向スコアを用いた左上葉切除と上大区・舌区
切除の術後成績の比較
前田 英之（東京女子医科大学病院呼吸器外科）

P7-8 肺癌に対する気管支形成術のアウトカムの後方
視的研究
綾部 貴典（宮崎大学医学部外科学講座呼吸

器・乳腺外科学分野）
P7-9 当院における末梢型非小細胞肺癌に対する部分

切除の検討
児玉 渉（鳥取県立厚生病院胸部外科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 8 p508
胸腺腫
座長：矢野 智紀（愛知医科大学医学部外科学呼吸器外科

分野）

P8-1 妊娠中に胸痛を契機に発見され，経過中に自然縮
小を認めた胸腺腫の 1手術例
門松 由佳（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P8-2 前縦隔腫瘍の鑑別と術中隣接臓器合併切除の検
討
上野 陽史（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P8-3 前縦隔悪性リンパ腫と胸腺上皮性腫瘍の鑑別に
おける FDG�PET/CT の有用性の検討
坂巻 寛之（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P8-4 ロボット支援下手術と胸腔鏡下手術で切除した

micronodular thymoma with lymphoid stroma の
2例
藤原 和歌子（鳥取大学医学部附属病院胸部外

科）
P8-5 10 年間で緩徐に増大したAtypical type A

thymoma variant の一切除例
野島 雄史（川崎医科大学附属病院呼吸器外科）

P8-6 側方開胸を併用し切除しえた進行性胸腺腫瘍の
4切除例
吉津 晃（横浜市立市民病院呼吸器外科）

P8-7 胸部痛・発熱を契機に発見され，術前に自然縮小
を来した重症筋無力症合併胸腺腫の 1例
細野 由希子（八戸市立市民病院呼吸器外科）

P8-8 卵殻状石灰化を伴った胸腺腫の 1例
亀山 伸久（総合東京病院呼吸器科）
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14：30～15：00 一般演題（ポスター） 9 p510
胸膜中皮腫
座長：岡本 龍郎（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学講

座）

P9-1 Transcriptional co�activator TAZ enhances
malignant phenotypes of mesothelioma cells
松下 明弘（名古屋大学大学院医学系研究科呼

吸器内科学講座）
P9-2 悪性胸膜中皮腫におけるMET阻害剤，PI3K/

mTOR二重阻害剤とその併用効果
川田 一郎（慶應義塾大学医学部呼吸器内科／

シカゴ大学医学部血液腫瘍科）
P9-3 化学療法中に抗Ma2 抗体陽性傍腫瘍性辺縁系脳

炎を発症した悪性胸膜中皮腫の 1例
熊谷 奈保（秋田厚生医療センター呼吸器内科）

P9-4 当院における悪性胸膜中皮腫に対する手術症例
の検討
山本 健嗣（横浜労災病院呼吸器外科）

P9-5 続発性気胸フォロー中に急速に発症した悪性胸
膜中皮腫の 1例
重松 義紀（一宮西病院呼吸器外科）

P9-6 限局性悪性胸膜中皮腫の 1例
安達 勝利（国立病院機構三重中央医療セン

ター呼吸器外科）

14：30～15：05 一般演題（ポスター） 10 p511
高齢者肺癌
座長：坂尾 幸則（愛知県がんセンター中央病院呼吸器外

科）

P10-1 80 歳以上の高齢者肺癌に対する完全胸腔鏡下手
術の検討
師田 瑞樹（虎の門病院呼吸器センター外科）

P10-2 80 歳以上高齢者肺癌の治療成績
水野 吉雅（JA岐阜厚生連中濃厚生病院呼吸器

外科）
P10-3 高齢者非小細胞肺癌に対する当院でのカルボプ

ラチン併用化学療法の検討
高山 裕介（高知大学医学部血液呼吸器内科）

P10-4 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における高
齢者へのアファチニブ投与の後方視的検討
當麻 景章（弘前大学大学院医学研究科呼吸器

内科学講座）
P10-5 当院における高齢者進行非小細胞肺癌の治療成

績
筒井 俊晴（山梨県立中央病院呼吸器内科）

P10-6 既治療の高齢者進行非小細胞肺癌患者に対する
S�1 隔日投与法の実施可能性試験
渡部 雅子（広島大学病院呼吸器内科）

P10-7 手術適応に関して議論された 85歳以上超高齢者
肺癌 3切除例
八巻 英（桐生厚生総合病院呼吸器外科）

14：30～15：00 一般演題（ポスター） 11 p513
細胞診
座長：山下 素弘（国立病院機構四国がんセンター胸部外

科）

P11-1 開胸時胸腔内洗浄細胞診陽性・疑陽性例，悪性胸
水・胸膜播種の臨床病理学的検討
内匠 陽平（大分大学呼吸器・乳腺外科）

P11-2 開胸時洗浄細胞診陽性例の検討
小林 宣隆（北信総合病院呼吸器外科／長野赤

十字病院呼吸器外科）
P11-3 肺癌手術における術中胸腔内洗浄細胞診の検討

舘 秀和（関西電力病院呼吸器外科）
P11-4 開胸により初めて判明する胸膜病変のリスク因

子について
桜田 晃（東北大学病院呼吸器外科）

P11-5 胸腔内洗浄細胞診の検討
菅野 健児（横浜市立大学附属市民総合医療セ

ンター呼吸器病センター外科）
P11-6 NSCLC手術例における，気管支鏡細胞診検査の

実態
平井 理子（旭川医科大学病院呼吸器センター）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 12 p515
手術と合併症 1
座長：岩田 剛和（千葉県がんセンター呼吸器外科）

P12-1 慢性血液透析患者に対する肺癌切除症例の検討
山本 陽子（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器外科学）
P12-2 肺葉切除術後における運動時低酸素血症の経時

変化についての検討
久堀 陽平（関西電力病院リハビリテーション

部）
P12-3 肺悪性腫瘍術後に出現する心房細動の検討

能勢 直弘（宮崎県立延岡病院呼吸器外科）
P12-4 院内紹介による禁煙外来受診者の禁煙成功率

深田 武久（兵庫県立尼崎総合医療センター呼
吸器外科）

P12-5 右下葉肺癌の胸腔鏡下肺部分切除後，肋間動脈か
らの大出血を経験した 1例
波戸岡 俊三（一宮西病院呼吸器外科）

P12-6 左上葉肺癌術後に発症した左腎梗塞の一例
手石方 崇志（佐賀大学医学部胸部心臓血管外

科）
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P12-7 肺葉切除を施行し抜管後喉頭浮腫を来した一例
宗 哲哉（新小文字病院呼吸器外科）

P12-8 ステントグラフト内挿術併用による右側大動脈
合併切除により，根治的切除を可能であった右肺
癌の 1例
小林 零（板橋中央総合病院呼吸器外科）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 13 p517
手術と合併症 2
座長：青景 圭樹（国立がん研究センター東病院呼吸器外

科）

P13-1 左側肺切除後に脾損傷による腹腔内出血を来し
た 1症例
鈴木 聡一（鹿児島厚生連病院）

P13-2 肺葉切除後中葉捻転を来たした 2症例
関 恵理奈（独立行政法人国立病院機構東埼玉

病院呼吸器外科）
P13-3 右肺上葉切除後に中間気管支幹屈曲による閉塞

を来した一例
早川 貴光（藤枝市立総合病院呼吸器外科）

P13-4 喀血を主訴として手術を行った低肺機能肺癌の
一例
上田 仁（国立病院機構福岡病院外科）

P13-5 術直後にたこつぼ型心筋症を認めた肺癌患者の
1切除例
岩丸 有史（国家公務員共済組合連合会立川病

院外科）
P13-6 血胸を伴った特発性肺内血腫の 1例

林 達朗（国立病院機構福山医療センター呼
吸器外科）

P13-7 右下葉肺癌術後に発症した慢性進行性肺アスペ
ルギルス症の 1例
日野 弘之（独立行政法人国立病院機構高知病

院呼吸器センター）
P13-8 肺葉切除後遠隔期に staple line 再発をきたした

IA 期肺腺癌の 1例
宮内 善広（国立病院機構災害医療センター呼

吸器外科）
P13-9 ステープル肉芽腫の一例

遠藤 秀紀（佐久総合病院佐久医療センター呼
吸器外科）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 14 p519
Combined modality
座長：野上 尚之（国立病院機構四国がんセンター呼吸器

内科）

P14-1 当院で導入化学放射線療法後に手術を施行した
胸壁浸潤肺癌 5例の検討
古堅 智則（独立行政法人国立沖縄病院外科）

P14-2 当院における原発性肺癌に対する salvage 手術
症例の検討
中村 大輔（信州大学呼吸器外科）

P14-3 脳転移で発見された非小細胞肺癌に対し集学的
治療を行い長期生存中の一例
山下 直樹（新小文字病院呼吸器外科）

P14-4 当院における肺癌サルベージ手術の検討
武本 智樹（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）
P14-5 手術先行治療を行った pN2 III 期非小細胞肺癌の

予後の検討
成毛 聖夫（川崎市立井田病院呼吸器外科）

P14-6 肺多形癌に対してCBDCA+nab�PTX+
bevacizumab 療法が奏功しEf.3 を得られた一例
梅口 仁美（唐津赤十字病院呼吸器内科）

P14-7 化学放射線療法を受けた IIIA�N2 期（TNM7版）
NSCLCの患者背景の検討
豆鞘 伸昭（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
P14-8 姑息的放射線照射と化学療法・分子標的薬の併

用についての検討
久田 友哉（那覇市立病院内科）

P14-9 III 期非小細胞肺癌に対する化学放射線療法と放
射線単独療法とのレジメンの比較
三浦 幸子（奈良県立医科大学放射線腫瘍医学

講座）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 15 p521
EGFR�TKI（症例）
座長：柳原 一広（関西電力病院腫瘍内科）

P15-1 ジオトリフの髄液中濃度を測定した癌性髄膜炎
の一例
川口 庸（草津総合病院呼吸器外科）

P15-2 Afatinib が奏功したEGFR�TKI 未治療の EGFR
T790M変異とHER2 増幅を有する肺扁平上皮癌
村上 斗司（姫路赤十字病院内科）

P15-3 CNS progression にて gefitinib を afatinib に変
更後，18か月後の脳転移まで増悪を認めなかっ
た肺腺癌の 1例
大沼 仁（新山手病院呼吸器内科）
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P15-4 繰り返し再生検を行い，組織型およびEGFR遺
伝子変異に基づく治療法選択を行った 1症例
内藤 潤（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
P15-5 EGFRチロシンキナーゼ阻害剤耐性化の過程で

多型癌への形質転換が認められたEGFR遺伝子
変異陽性肺腺癌の 1例
西松 佳名子（大阪警察病院呼吸器内科）

P15-6 EGFRチロシンキナーゼ阻害剤によりHetero な
耐性を示した肺腺癌の一例
鈴木 遼（新潟県立がんセンター新潟病院内

科）
P15-7 ゲフェチニブ投与にて 10年間の無増悪生存が得

られた超高齢者肺癌の一症例
住友 弘幸（徳島市民病院外科）

P15-8 集学的治療により長期生存が得られている
EGFR変異陽性肺癌術後再発の 1例
大貫 雄一郎（独立行政法人国立病院機構災害

医療センター呼吸器外科）
P15-9 EGFR�TKI による治療が奏功したCKD合併非

小細胞肺癌の 2例
岡内 眞一郎（筑波大学水戸地域医療教育セン

ター・水戸協同病院）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 16 p523
EGFR�TKI/Afatinib（安全性，耐性機序）
座長：軒原 浩（徳島大学病院呼吸器・膠原病内科）

P16-1 75 歳以上の高齢者進行再発肺癌における
afatinib の使用経験
柳沼 裕嗣（赤穂中央病院呼吸器科）

P16-2 当院での使用成績からみたアファチニブについ
ての検討
高森 幹雄（東京都立多摩総合医療センター呼

吸器・腫瘍内科）
P16-3 高齢者進行非小細胞肺癌に対するEGFR�TKI の

有効性と安全性に関する検討
細田 千晶（東京慈恵会医科大学附属第三病院

呼吸器内科）
P16-4 第 1 世代 EGFR�TKI による治療後，アファチニ

ブによる re�challenge の後方視的検討
田中 寿志（弘前大学医学部附属病院呼吸器内

科）
P16-5 当院のアファチニブ療法におけるクリティカル

パスと副作用対応マニュアルを使用した副作用
管理状況
三橋 高久（弘前大学医学部附属病院）

P16-6 EGFR exon20 挿入遺伝子変異に対する afatinib
と cetuximab の併用療法の有効性の検討
長谷川 華子（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

P16-7 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する
Afatinib 治療後の耐性機序の検討
横山 俊秀（公益財団法人大原記念倉敷中央医

療機構倉敷中央病院）
P16-8 EGFR�TKI 投与後に小細胞癌への形質転換を来

したEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌 3例の検討
西條 伸彦（近畿中央胸部疾患センター内科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 17 p525
EGFR�TKI 使用成績
座長：木下 一郎（北海道大学大学院医学研究院腫瘍内科

学教室）

P17-1 長野県におけるEGFR遺伝子変異陽性肺癌の前
向き観察研究（Nagano�ALPS）の現状報告
立石 一成（信州大学医学部内科学第一教室）

P17-2 当院における根治不能EGFR遺伝子変異陽性肺
癌に対する治療の現状
中尾 明（福岡大学病院呼吸器内科）

P17-3 EGFR遺伝子変異陽性肺癌の癌性髄膜炎におけ
るErlotinib 投与症例の retrospective 解析
熊谷 融（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

P17-4 EGFR遺伝子変異陽性肺癌の癌性髄膜炎の 13例
の検討
末次 隆行（川内市医師会立市民病院呼吸器内

科）
P17-5 根治的外科切除術後に脳転移で初回再発を来た

した症例の検討
佐渡山 伸子（神奈川県立循環器呼吸器病セン

ター呼吸器内科）
P17-6 EGFR�TKI 治療後に T790M変異および扁平上

皮癌への形質転換が疑われたEGFR遺伝子変異
陽性肺腺癌の一例
村田 圭祐（群馬大学医学部附属病院病態制御

内科学呼吸器・アレルギー内科）
P17-7 剖検により胸腔外の転移巣にも原発巣と同様の

EGFR活性化変異が認められた原発性肺腺癌の
1例
下地 清史（東広島医療センター呼吸器内科）

P17-8 骨髄液セルブロック検体が診断確定とその後の
治療に有用であったEGFR遺伝子変異陽性肺腺
癌の一例
小鮒 聖子（前橋赤十字病院呼吸器内科）
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14：30～15：10 一般演題（ポスター） 18 p527
EGFR陽性肺癌におけるリキッドバイオプシー
座長：仲 剛（国立国際医療研究センター病院呼吸器

内科）

P18-1 当院におけるEGFR�TKI 既治療肺癌患者に対す
る re�biopsy の後方視的検討
小宮山 謙一郎（埼玉医科大学病院呼吸器内科）

P18-2 EGFR�TKI 抵抗性の再発非小細胞肺癌に対する
EGFR T790M遺伝子変異検査の適応に関する検
討
九野 貴華（大阪急性期・総合医療センター呼

吸器内科）
P18-3 細胞診検体とリキッドバイオプシーでEGFR

mutation T790M検出結果に不一致を認めた肺腺
癌の一例
加藤 文章（国立病院機構都城医療センター呼

吸器外科）
P18-4 当院において liquid biopsy を用いて EGFR T

790M変異を測定した症例の検討
知花 賢治（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科）

P18-5 当院におけるEGFR T790M血漿検査の検討
田村 智宏（茨城県立中央病院・茨城県地域が

んセンター）
P18-6 当科で経験した liquid biopsy を用いた EGFR遺

伝子変異についての検討
田崎 正人（奈良県立医科大学医学部内科学第

二講座）
P18-7 EGFR�TKI 耐性となったEGFR遺伝子変異陽性

肺腺癌患者における血漿中 T790M検出の有無に
関する当院の検討
根本 健司（国立病院機構茨城東病院内科診療

部呼吸器内科）
P18-8 EGEF 血漿検査で活性化変異の有無に関する検

討
加藤 智浩（NHO姫路医療センター呼吸器内

科）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 19 p529
EGFR陽性肺癌における組織再生検
座長：山田 耕三（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

P19-1 当院における TKI 治療を行ったEGFR遺伝子変
異陽性肺癌の治療状況
内田 賢典（山梨県立中央病院呼吸器内科）

P19-2 当科におけるEGFR�TKI 使用肺癌患者の再生検
方法と再生検施行率，患者背景の検討
横田 朋学（富山大学附属病院卒後臨床研修セ

ンター／厚生連高岡病院）

P19-3 当院におけるEGFR�TKI 治療後の再生検の検討
杉山 智英（栃木県立がんセンター呼吸器内科）

P19-4 胸水セルブロックにてEGFR遺伝子 T790M変
異検索を行った症例の検討
鈴木 悠斗（JA愛知厚生連海南病院呼吸器内

科）
P19-5 肺癌治療耐性獲得後再生検における T790M遺伝

子検出に関与する因子解析
近藤 哲郎（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呼吸
器内科）

P19-6 当院におけるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺
癌に対する再生検の検討
古塩 純（長岡赤十字病院）

P19-7 EGFR変異陽性非小細胞肺癌症例に対する再生
検の現状
上月 稔幸（四国がんセンター呼吸器内科）

P19-8 当院での EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌症
例における再生検の検討
田中 庸弘（国立病院機構近畿中央胸部疾患セ

ンター内科）
P19-9 T790M変異の検索目的で再生検を施行した

EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌の検討
本津 茂人（奈良県立医科大学内科学第二講座）

14：30～15：20 一般演題（ポスター） 20 p532
Osimertinib 使用経験
座長：山根 由紀（埼玉県立がんセンター）

P20-1 Osimertinib が投与された T790M変異陽性肺癌
の臨床像
朝田 和博（静岡県立総合病院呼吸器内科）

P20-2 当院における T790M変異陽性非小細胞肺癌に対
するオシメルチニブ治療例の検討
西野 和美（大阪国際がんセンター）

P20-3 当院でのオシメルチニブの使用経験
川井 隆広（京都桂病院呼吸器センター呼吸器

内科）
P20-4 Osimertinib で加療した 6症例の臨床的検討

小林 紘（東邦大学医学部内科学講座呼吸器
内科学分野）

P20-5 PS 不良 EGFR T790M変異陽性非小細胞肺癌に
対するオシメルチニブ単剤治療
中島 和寿（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
P20-6 長崎県内多施設におけるEGFR T790M変異陽性

肺癌に対するオシメルチニブ使用例の解析
小野 沙和奈（長崎大学病院呼吸器内科（第 2

内科））
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P20-7 オシメルチニブによる肺胞出血が疑われた一例
小森 麻衣（公立南丹病院総合内科）

P20-8 術後 6年目に再発しゲフィチニブで 6年間治療
後，オシメルチニブが著効した肺腺癌の 1例
松岡 永（高知赤十字病院呼吸器外科）

P20-9 Osimertinib 投与により ILD発症後，ステロイド
内服併用にて再投与施行できた一例
岸野 大蔵（姫路赤十字病院呼吸器内科）

P20-10 pegfilgrastim 併用により osimertinib の継続投与
が可能となった肺腺癌術後再発の 1例
朝井 克之（浜松医療センター呼吸器外科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 21 p534
Patient Management，予後予測
座長：廣瀬 敬（日本医科大学多摩永山病院呼吸器・腫

瘍内科）

P21-1 肺癌患者の喫煙歴の把握には問診票と医療従事
者による過去喫煙歴の確認が有用である
宇都宮 支優（聖隷浜松病院呼吸器内科）

P21-2 呼吸器悪性疾患患者における苦痛
三枝 美香（静岡県立総合病院呼吸器内科）

P21-3 腫瘍随伴症候群により全身状態が急速に悪化し
た小細胞肺癌に対し化学療法が奏効した 1例
高田 宗尚（石川県済生会金沢病院）

P21-4 自律を大切に生きられ，予後予測困難であった，
重症COPDに肺扁平上皮癌を合併した一例
江田 清一郎（社会医療法人松本協立病院呼吸

器科）
P21-5 胸膜播種を認めた肺癌に対する原発巣切除例の

予後検討
重信 敬夫（済生会宇都宮病院呼吸器外科）

P21-6 IV 期非小細胞肺癌におけるBody Mass Index お
よびmodified Glasgow Prognostic Score の臨床
的検討
大島 央之（筑波メディカルセンター病院呼吸

器内科）
P21-7 非小細胞肺癌における予後因子としての好中球/

リンパ球比の検討～腺癌と扁平上皮癌の差異に
ついて～
小林 洋一（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター呼吸器内科）
P21-8 QOL and FN：Japanese Phase2 Trial of

Docetaxel with/out Antiangiogenic Agent in 2nd
Line NSCLC
大森 幸枝（日本イーライリリー）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 22 p536
チーム医療 1
座長：関 順彦（帝京大学医学部附属病院腫瘍内科）

P22-1 気管支鏡検査のための初診時内服薬確認業務の
状況
佐野 慶行（国立がん研究センター東病院薬剤

部）
P22-2 右上葉切除＋S6区域切除後の右中下葉無気肺に

対する治療―呼吸リハビリチームとの連携―
松本 真介（岐阜県総合医療センター呼吸器外

科）
P22-3 肺癌術前管理における入退院センターによる業

務削減の取組み
菅野 雅之（高崎総合医療センター呼吸器外科）

P22-4 肺葉切除・肺部分切除統合パスの作成
船上 亜弥子（四国がんセンター看護部）

P22-5 QualityIndicator を意識した肺癌パスの活用 低
侵襲手術増加と標準医療提供にむけての取り組
み
前田 啓之（鳥取県立中央病院呼吸器乳腺内分

泌外科）
P22-6 肺がん関連の緊急照射におけるがん放射線療法

看護認定看護師の役割
入江 桃好（市立長浜病院看護局）

P22-7 デノスマブ投与患者における骨吸収抑制薬関連
顎骨壊死（ARONJ）の発生に与える影響の検討
吉田 徹也（大阪市立総合医療センター薬剤部）

P22-8 放射線技師による肺動静脈・気管支の 3D画像
作成における手術画像閲覧教育効果の検討
近藤 竜一（NHOまつもと医療センター中信松

本病院呼吸器外科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 23 p538
チーム医療 2
座長：宮本 信吾（日本赤十字社医療センター化学療法科

（腫瘍部門））

P23-1 EGFR�TKI の長期服用を目指す多職種連携の取
り組み
小笠原 隆（浜松医療センター呼吸器内科）

P23-2 EGFR�TKI 導入時からの多職種連携の構築
一林 三保子（大和高田市立病院看護局）

P23-3 ジオトリフ対象患者の栄養管理―入院から退院，
外来までの切れ目のない栄養指導に向けて―
田中 明美（神奈川県立がんセンター栄養管理

科）
P23-4 免疫療法の有害事象に対する看護師の臨床判断

力向上への支援と今後の課題
藤田 紗恵（兵庫県立がんセンター）



第
1
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 71―

P23-5 ニボルマブ適正使用に向けたチーム医療の取り
組み
塩月 智子（地方独立行政法人栃木県立がんセ

ンター薬剤部）
P23-6 がん患者に対する分子標的治療・免疫治療支援

チームにおける介入効果の検討
大谷 恵里奈（国立病院機構東京病院薬剤部）

P23-7 免疫チェックポイント阻害薬を投与する患者の
セルフマネジメント能力獲得の為の関わり
甲斐 康夫（神奈川県立がんセンター看護局）

P23-8 肺癌内科的薬物療法を受ける患者への統一した
指導方法の検討
赤羽根 聡美（栃木県立がんセンター看護部）

14：30～15：25 一般演題（ポスター） 24 p540
トランスレーショナルリサーチ
座長：平島 智徳（大阪はびきの医療センター肺腫瘍内科）

P24-1 ヒト変異 EGFR遺伝子全長を組み込んだ肺癌モ
デルマウスにおけるバイオマーカーの検討
高橋 佳紀（三重大学病院呼吸器内科）

P24-2 EGFR�TKI 治療症例における腫瘍VEGF発現レ
ベルと生存期間との関係に関する解析
猪又 峰彦（富山大学附属病院第一内科）

P24-3 肺癌細胞株におけるALK，ROS1 および RETの
C末蛋白質発現検討
古垣 耕（中外製薬（株）プロダクトリサー

チ部）
P24-4 RET 融合遺伝子陽性肺がんにおける薬剤耐性メ

カニズムの解明
中奥 敬史（国立がん研究センター研究所ゲノ

ム生物学研究分野）
P24-5 非小細胞肺癌における脳転移巣のPD－L1 発現

と予後の関係
高森 信吉（九州大学大学院医学研究院消化

器・総合外科）
P24-6 アムルビシン療法が行われた既治療小細胞肺癌

症例におけるGRP78/BiP 発現の臨床的意義
三浦 陽介（群馬大学医学部附属病院呼吸器・

アレルギー内科）
P24-7 Amrubicin 投与非小細胞肺癌症例における

Topoisomerase II 発現の臨床学的検討
櫻井 麗子（群馬大学医学部附属病院呼吸器・

アレルギー内科）
P24-8 肺がん患者における血漿遊離DNAの特性

安部 友範（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫
瘍内科）

P24-9 非小細胞肺癌患者の核酸代謝酵素mRNA発現と
抗癌剤感受性試験との相関性の検討
左近 佳代（福井大学医学部器官制御医学講座

外科学 2）
P24-10 JARID1 ファミリー阻害薬の非小細胞肺癌細胞

株に対する効果
有賀 伸（北海道大学大学院医学研究院腫瘍

内科学教室）
P24-11 進行期非小細胞肺癌に対するドセタキセル効果

予測因子としての治療前血清CEA・CYFRA 21�
1 の検討
曽根 一輝（名古屋市立大学大学院呼吸器・免

疫アレルギー内科学）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 25 p543
症例（ALK，RET，MET）
座長：金 永学（京都大学医学部呼吸器内科）

P25-1 ALK 融合遺伝子陽性Pulmonary Inflammatory
Myofibroblastic Tumor（PIMT）の 2例
瀧川 雄貴（国立病院機構岡山医療センター呼

吸器内科）
P25-2 維持透析下でアレクチニブを投与し薬物動態，有

効性および安全性を検討した非小細胞肺癌の 1
例
有松 真央（済生会新潟第二病院）

P25-3 原発巣の特定に難渋したがAlectinib が奏効した
ALK遺伝子転座陽性 T0N0 肺腺癌の一例
森 俊太（独立行政法人国立病院機構岩国医

療センター呼吸器内科）
P25-4 アレクチニブが著効した多発脳転移の 1例

川尻 智香（独立行政法人国立病院機構岩国医
療センター）

P25-5 ペメトレキセド維持療法で長期生存を得たALK
遺伝子転座陽性肺腺癌の 1例
大道 和佳子（広島赤十字・原爆病院呼吸器科）

P25-6 クリゾチニブが著効した炎症性筋線維芽細胞腫
の一例
久保田 未央（佐賀県医療センター好生館呼吸

器内科）
P25-7 ペメトレキセドが長期著効したRET融合遺伝子

陽性非小細胞肺癌の 1例
武田 真幸（近畿大学医学部腫瘍内科）

P25-8 SIADHを合併したMET exon14 Skipping 変異
陽性肺癌の 1例
井谷 英敏（伊勢赤十字病院呼吸器内科）

P25-9 MET exon14 skipping 変異を認めた非小細胞肺
癌の 2症例
小宮 一利（佐賀大学医学部附属病院血液・呼

吸器・腫瘍内科）
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14：30～15：05 一般演題（ポスター） 26 p545
症例（小細胞癌）
座長：岡本 浩明（横浜市立市民病院呼吸器内科・腫瘍内

科）

P26-1 トポイソメラーゼ阻害薬により重篤な消化管関
連有害事象を呈した小細胞肺癌 3例
内藤 佳子（久留米大学医学部内科学講座呼吸

器・神経・膠原病内科）
P26-2 心房細動でワルファリンカリウム下に治療を行

った慢性腎臓病を伴う高齢小細胞肺癌の 1例
籠橋 克紀（筑波大学水戸地域医療教育セン

ター・水戸協同病院呼吸器内科）
P26-3 非喫煙者小細胞肺がんの一例

佐伯 和彦（愛媛県立中央病院呼吸器内科）
P26-4 口蓋扁桃に転移した小細胞肺癌の 1例

近藤 晴香（愛媛県立中央病院呼吸器内科）
P26-5 甲状腺のみに単発の遠隔転移を認めた小細胞肺

癌の 1例
高野 峻一（公立藤岡総合病院呼吸器内科）

P26-6 小細胞癌から扁平上皮癌へ形質転換したと考え
られる肺癌の一例
木村 智樹（公立陶生病院呼吸器アレルギー疾

患内科）
P26-7 末梢肺腺癌と縦隔小細胞肺癌の同時性多発肺癌

の一例
伊志嶺 朝彦（社会医療法人敬愛会中頭病院呼

吸器内科）

14：30～15：25 一般演題（ポスター） 27 p547
症例（分子標的薬・血管新生阻害薬：オシメルチニブ，
ベバシズマブ他）
座長：坂巻 文雄（東海大学医学部付属八王子病院呼吸器

内科）

P27-1 早期に評価できたオシメルチニブの脳転移奏効
2症例
木庭 太郎（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器・免疫アレルギー内科学）
P27-2 多発脳転移・癌性髄膜炎に対しオシメルチニブ

投与・VPシャントにより状態改善を得られた肺
癌術後再発の一例
高坂 貴行（群馬大学医学部附属病院外科診療

センター呼吸器外科）
P27-3 T790M陽性扁平上皮癌へ形質転換したEGFRm

陽性肺腺癌に対する，オシメルチニブの使用経験
岡部 直行（竹田綜合病院呼吸器外科）

P27-4 右肺癌術後再発に対しGefitinib・Erlotinib・
Afatinib を含めた 6th line の化療後に
Osimertinib が奏功した 1例
三井 匡史（八戸市立市民病院呼吸器外科）

P27-5 特発性肺線維症に対するニンテダニブ単剤治療
が小細胞肺癌に著効した 1例
酒井 菜摘（済生会新潟第二病院呼吸器内科）

P27-6 Dasatinib Suppresses TGFβ�induced Epithelial
Mesenchymal Transition of Lung Cancer Cells
金丸 良太（順天堂大学大学院医学研究科呼吸

器内科学）
P27-7 ペメトレキセド+ベバシズマブ長期維持療法後

に出現した新規病変に対して切除により治療方
針を決定した 1例
渡部 真人（帝京大学医学部附属溝口病院外科）

P27-8 ベバシズマブ投与中に腹部大動脈破裂を発症し
た肺腺癌の 1例
矢島 澄鎮（富士宮市立病院）

P27-9 長期にわたるPEM+BEV維持療法中に明らかな
頭部病変がなく発症した癌性髄膜炎
中川 雅登（市立長浜病院呼吸器内科）

P27-10 ベバシズマブ長期投与中に生じたうっ血性心不
全の一例
中川 望（川崎医科大学総合内科学 4）

P27-11 肺腺癌術後再発に対するベバシズマブ投与によ
り，広範な上行結腸浮腫と高度狭窄を生じた 1
例
菊池 章友（関東労災病院呼吸器外科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 28 p550
症例（免疫チェックポイント阻害剤：ペムブロリズマ
ブ，ニボルマブ）
座長：進藤 丈（大垣市民病院呼吸器内科）

P28-1 当院におけるペムブロリズマブ使用経験の検討
杉坂 淳（一般財団法人厚生会仙台厚生病院

呼吸器内科）
P28-2 ペムブロリズマブ初回投与 2時間後に急性心筋

梗塞を発症した非小細胞肺癌の 1例
神宮 大輔（宮城厚生協会坂総合病院呼吸器科）

P28-3 ニボルマブを早期肺障害で中止したが，ペムブロ
リズマブへ変更し，効果が得られた進行肺腺癌の
一例
関 千尋（国立病院機構山口宇部医療セン

ター）
P28-4 Nivolumab 投与による間質性肺炎の発症ととも

に著明な抗腫瘍効果も得られた非小細胞肺癌の
2例
洪 鉉寿（八尾徳洲会総合病院腫瘍内科）
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P28-5 当院でのニボルマブ（NIVO）使用経験 初回投
与後にG2間質性肺炎発症後に著明な腫瘍退縮
を認めた 1例
渡部 直己（砂川市立病院内科）

P28-6 Nivolumab を有害事象で中断後に再投与しえた
一例
矢澤 克昭（草加市立病院呼吸器内科）

P28-7 感染性腸炎とニボルマブによる薬剤性腸炎の鑑
別が困難であった肺腺癌の 1例
桐谷 亜友（東京慈恵会医科大学附属病院呼吸

器内科）
P28-8 Nivolumab による治療経過中に発熱性好中球減

少症を認めた肺腺癌の 1例
久松 靖史（大分県立病院呼吸器腫瘍内科）

14：30～15：15 一般演題（ポスター） 29 p552
症例報告（病理）
座長：横瀬 智之（神奈川県立がんセンター病理診断科）

P29-1 肺に転移した前立腺間質性腫瘍に対して手術を
施行した 1例
奥谷 大介（岡山済生会総合病院外科）

P29-2 肺原発胎児型腺癌の 1切除例
伊藤 公一（神鋼記念病院呼吸器センター）

P29-3 原発性肺膠様（コロイド）腺癌の 1切除例
福元 健人（関西医科大学附属病院呼吸器外

科／東京大学大学院医学系研究科）
P29-4 多彩な病理組織像を呈した左上葉および左下葉

肺癌の一切除例
吉田 将和（川崎医科大学総合医療センター）

P29-5 当院における肺多形癌 10例の検討
糸魚川 英之（名古屋掖済会病院呼吸器内科）

P29-6 高分化胎児型肺腺癌の 1切除例
大橋 慎一（昭和大学横浜市北部病院呼吸器セ

ンター）
P29-7 生検組織で血管肉腫が疑われたが，病理解剖で肺

多形癌と診断し得た多発肺腫瘍・心臓腫瘍の一
例
生田 昌子（大阪警察病院呼吸器内科）

P29-8 2 層配列を示すBronchioloalveolar tumor の 3 例
保浦 慶之（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
P29-9 重症筋無力症に硬化性胸腺腫を合併した 1例

峯 勇人（竹田綜合病院）

14：30～14：55 一般演題（ポスター） 30 p554
病理診断
座長：福岡 順也（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生

命医科学講座病理診断科学）

P30-1 悪性胸膜中皮腫と良性中皮過形成の鑑別におけ
るMTAPIHC及び BAP1IHCの有用性
木下 義晃（福岡大学医学部病理学講座病理部

病理診断科）
P30-2 気管支肺胞洗浄液を用いた肺リンパ腫の分子生

物学的診断手法の確立
丈達 陽順（産業医科大学呼吸器内科学）

P30-3 次世代シーケンサーを用いた併存遺伝子変異の
影響
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）
P30-4 In situ PLA 法を用いた活性化EGFRの新たな検

出法の開発
大田 恵一（九州大学大学院医学研究院附属胸

部疾患研究施設）
P30-5 EGFR遺伝子変異を有する肺腺癌細胞株PC�9

における afatinib 獲得耐性機序の検討
山岡 利光（昭和大学腫瘍分子生物学研究所）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 31 p555
画像診断
座長：梁川 雅弘（大阪大学大学院医学系研究科放射線医

学教室）

P31-1 東京都多摩地区における 15年間の対策型検診の
受診者背景・プロセス指標の変化について
鳥居 陽子（東京都がん検診センター呼吸器内

科）
P31-2 三次市における 2年目の低線量肺がんCT検診

の成績
粟屋 禎一（市立三次中央病院呼吸器内科）

P31-3 検診喀痰細胞診陽性症例の検討
星 史彦（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

科）
P31-4 末梢型肺癌における平行タグと胸膜浸潤との関

連
小野田 秀子（独立法人国立病院機構山口宇部

医療センター放射線科）
P31-5 線維化嚢胞病変から発生する肺癌の初期画像の

検討
堀口 智也（藤田保健衛生大学医学部呼吸器内

科学 1）
P31-6 胸腺カルチノイドのCT，MRI 所見の検討

島本 綾（長崎大学病院放射線科）
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P31-7 呼吸同期 FDG�PET/CT と CTヒストグラムに
よる充実結節型肺腺癌と扁平上皮癌の鑑別能の
検討
椿本 真穂（琉球大学大学院医学研究科放射線

診断治療学講座）
P31-8 当院における FDG�PET が低集積な肺癌につい

ての検討
清水 理光（日本医科大学多摩永山病院呼吸

器・腫瘍内科）

14：30～15：10 一般演題（ポスター） 32 p557
放射線治療・画像診断
座長：遠藤 正浩（静岡県立静岡がんセンター画像診断科）

P32-1 I 期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療 50Gy
（RBE）1回照射の治療成績
山本 直敬（量子科学技術研究開発機構放射線

医学総合研究所病院）
P32-2 I 期肺癌に対する重粒子線治療における線量分布

の頑健性に関する検証
齋藤 淳一（群馬大学重粒子線医学研究セン

ター）

P32-3 肺癌確定診断前の腫瘍の自然縮小についての検
討
松本 正孝（北播磨総合医療センター呼吸器内

科）
P32-4 当院におけるCT径 20mm以下の小型肺結節の

検討
杉原 潤（武蔵野赤十字病院呼吸器科）

P32-5 肺炎後の残存する結節で周囲にすりガラス陰影
を伴い，陰影が改善，増悪を繰り返し診断に苦
慮した肺癌の 1例
岡川 武日児（愛知県がんセンター愛知病院）

P32-6 術前の経食道エコーにて肺癌大動脈浸潤の有無
を診断し得た一切除例
水口 真二郎（大阪市立総合医療センター呼吸

器外科）
P32-7 非典型的な画像を呈した肺扁平上皮癌の 2例

柳 正和（鹿児島市立病院呼吸器外科）
P32-8 肺癌との鑑別が困難な多発結節影を呈する肺ク

リプトコッカス症
立松 勉（トヨタ記念病院呼吸器外科）


