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第 2日
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10 月 15 日（日） 第 1会場（会議センター 1F メインホール）
8：30～9：10 特別講演 1 p342
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）

SP1 Is there any role for surgery in the treatment of
clinical N2 NSCLC?
Valerie W. Rusch（Thoracic Service,

Department of Surgery,
Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, New York,
NY, USA）

9：10～9：50 特別講演 2 p343
座長：山田 哲司（国立がん研究センター研究所創薬臨床

研究分野）

SP2 日本発MEK阻害剤トラメチニブ（商品名メキニ
スト）がBRAF変異非小細胞肺癌に承認される
まで
酒井 敏行（京都府立医科大学分子標的癌予防

医学）

9：50～11：20 ワークショップ 10 p376
分子標的薬への耐性機構の解明
座長：山田 哲司（国立がん研究センター研究所創薬臨床

研究分野）
豊岡 伸一（岡山大学病院呼吸器外科）

WS10-1 Strategies to enhance efficacy of EGFR kinase
inhibitors in lung cancer
Pasi A. Jänne（Dana Farber Cancer Institute,

Boston, MA, USA）
WS10-2 肺がんにおける分子標的薬耐性メカニズムの解

明
枝園 和彦（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）
WS10-3 Driver Oncogene 陽性肺がんにおける薬剤耐性

細胞の特性
片山 量平（公益財団法人がん研究会がん化学

療法センター）
WS10-4 T790M陽性肺癌細胞株における第三世代

EGFR�TKI と Src 阻害薬ダサチニブの併用効果
の検討
吉田 健史（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

門）

WS10-5 AXL と EMT克服を標的としたALK陽性非小細
胞肺癌根絶に向けた新規治療戦略
中道 真仁（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科学分野）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 13
PD�L1 陽性進行非小細胞肺癌におけるペムブロリズマ
ブの役割
座長：佐々木 治一郎（北里大学医学部附属新世紀医療開発

センター臨床腫瘍学/北里大学病院
集学的がん診療センター）

LS13 岡本 勇（九州大学病院呼吸器科）
共催：MSD株式会社/大鵬薬品工業株式会社

13：20～13：50 篠井・河合賞受賞記念講演 p346
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学講座呼吸器外科

部門）

ML 肺癌に対する光線力学的治療法の適応拡大にむ
けた研究
臼田 実男（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器外科学分野）

14：30～16：30 シンポジウム 3 p358
Issues of the 8th edition of the TNM classification for
lung cancer
座長：野口 雅之（筑波大学医学医療系診断病理学）

渡辺 俊一（国立がん研究センター中央病院呼吸器
外科）

S3-1 Surgical implications of the 8th edition of the
TNM classification of lung cancer
Ramón Rami�Porta（Thoracic Surgery Service,

Hospital Universitari
Mútua Terrassa,
University of Barcelona,
and CIBERES Lung
Cancer Group, Terrassa,
Barcelona, Spain）

S3-2 Issues of the 8TH Edition of the TNM
Classification of Lung Cancer：Pathology
William D. Travis（Memorial Sloan Kettering

Cancer Center, New York,
NY, USA）
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S3-3 Issues of the 8th TNM classification for lung
cancer：A user perspective
Andrew G. Nicholson（Department of

Histopathology, Royal
Brompton and Harefield
NHS Foundation Trust,
London, UK）

S3-4 放射線腫瘍医の立場から
中山 優子（国立がん研究センター中央病院放

射線治療科）
S3-5 第 8 版の臨床病期分類における問題点

坂井 修二（東京女子医科大学医学部画像診断
学・核医学）

10 月 15 日（日） 第 2会場（会議センター 3F 301+302）
8：30～10：30 シンポジウム 4 p359
Treatment strategy for stage IIIA�N2 non�small cell
lung cancer
座長：池田 徳彦（東京医科大学病院呼吸器・甲状腺外科

学）
中山 優子（国立がん研究センター中央病院放射線

治療科）

S4-1 Treatment Strategy for Stage IIIA�N2 Non�
Small Cell Lung Cancer（NSCLC）：From a
Radiation Oncologist’s Viewpoint
Ritsuko Komaki（The University of Texas MD

Anderson Cancer Center,
Houston, TX, USA）

S4-2 The Thoracic Surgeon and Treatment of IIIA�N2
Non�Small Cell Lung Cancer（NSCLC）
Joe B. Putnam, Jr.（Baptist MD Anderson

Cancer Center, Jacksonville,
Florida, USA）

S4-3 Treatment strategy for stage IIIA�N2 non�small
cell lung cancer（NSCLC）：From a medical
oncologist’s viewpoint
W.E.E. Eberhardt（Department of Medical

Oncology, West German
Cancer Center,
Ruhrlandklinik, University
Duisburg�Essen, Germany）

S4-4 臨床病期 III 期非細胞肺癌根治的放射線照射後サ
ルベージ手術の検討
嶋田 善久（東京医科大学呼吸器外科）

S4-5 根治照射可能 III 期 NSCLCに対するCDDP+S�
1+TRT 併用療法とCDDP+DTX+TRT 併用療法
のランダム化第 II 相試験
原田 大二郎（四国がんセンター呼吸器内科／

胸部腫瘍臨床研究機構）
S4-6 根治的化学放射線療法後の長期生存者の解析

伊藤 仁（京都桂病院放射線治療科）

10 月 15 日（日） 第 4会場（会議センター 4F 411+412）
8：30～9：10 一般演題（口演） 53 p477
画像診断 1
座長：加藤 勝也（川崎医科大学附属総合医療センター放

射線科）

O53-1 Clinical T1/2 N0 非小細胞肺癌の胸郭外転移に
関する検討
齋藤 合（聖隷浜松病院呼吸器内科）

O53-2 肺腺癌に対する画像診断と病理診断の T因子（腫
瘍径）整合性に対する検討
佐藤 惠雄（名古屋第二赤十字病院呼吸器外科）

O53-3 cT1・充実型肺癌におけるリンパ節転移の危険
因子―術前にリンパ節転移の有無を評価できる
か？―
田中 俊樹（山口大学大学院器官病態外科学呼

吸器外科）

O53-4 アスベストプラーク検出における肺野抽出 3次
元画像の有用性の検討
斉藤 彰俊（山梨県立中央病院放射線診断科）

O53-5 肺癌切除後の再発病変に対する追加治療の効果
判定．MR拡散強調画像の有用性について
薄田 勝男（金沢医科大学呼吸器外科学）

9：10～9：50 一般演題（口演） 54 p478
画像診断 2
座長：原 眞咲（名古屋市立西部医療センター放射線診

療センター）

O54-1 放射線科医 v.s.人工知能：肺腺癌の病理学的浸
潤成分の画像学的予測
梁川 雅弘（大阪大学医学部放射線科）
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O54-2 原発性肺腺癌におけるVolume Doubling Time
と driver 遺伝子変異の関連
尾林 海（群馬大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O54-3 肺癌術前CTから構築した肺野抽出 3次元画像

の肋骨痕と背景肺病理組織像との対比
斉藤 彰俊（山梨県立中央病院放射線診断科）

O54-4 参照領域補正による関心領域mass 値を用いた
肺野すりガラス結節（GGN）の増大計測の基礎
的研究
古泉 直也（新潟県立がんセンター新潟病院放

射線診断科）
O54-5 HRCTで GGNを呈する肺腺癌における，CT値

を用いた術前診断の検討
出嶋 仁（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器外科部／愛知県がんセンター中
央病院遺伝子病理診断部）

9：50～10：30 一般演題（口演） 55 p480
検診・画像診断 3
座長：芦澤 和人（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨

床腫瘍学）

O55-1 非・軽喫煙者に対する低線量CT肺がん検診の
無作為化比較試験―JECS Study―
小林 弘明（福井県済生会病院・呼吸器外科／

The JECS Study Group）

O55-2 茨城県日立市における低線量CT検診の有効性
を評価するコホート研究
名和 健（株式会社日立製作所日立総合病院）

O55-3 CT 肺癌検診の有効性予測―NLST の病期分布か
ら
飯沼 武（量研機構放射線医学総合研究所）

O55-4 AIS と MIA の術前CTの後方視的検討
鐘撞 一郎（鹿児島厚生連病院放射線科）

O55-5 術前 2年以上の画像経過が追えた肺癌手術症例
の検討
星野 英久（千葉大学医学部附属病院成田赤十

字病院肺がん治療センター／成田
赤十字病院呼吸器外科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 14
肺がん治療における呼吸器外科と放射線科の連携～特
に，高齢社会への対応として～
座長：井上 啓爾（長崎みなとメディカルセンター呼吸器外

科）

LS14 南 和徳（長崎みなとメディカルセンター放
射線科）

共催：日本アキュレイ株式会社/九州メディカル
サービス株式会社

10 月 15 日（日） 第 5会場（会議センター 4F 413）
8：30～9：10 一般演題（口演） 56 p481
症例報告（縦隔腫瘍）
座長：中山 光男（埼玉医科大学総合医療センター呼吸器

外科）

O56-1 多房性嚢胞成分を伴った胸腺扁平上皮癌の一例
海寳 大輔（国保直営総合病院君津中央病院呼

吸器外科）
O56-2 胸腺原発腺癌の 1切除例

橋本 博史（防衛医科大学校呼吸器外科）
O56-3 副腎骨髄脂肪腫術後の経過観察中に増大を認め

た縦隔骨髄脂肪腫の 1切除例
藤下 卓才（松山赤十字病院呼吸器センター）

O56-4 後縦隔神経線維腫切除と側弯矯正術を施行した
von Recklinghausen 病の 1例
本野 望（金沢医科大学呼吸器外科学）

O56-5 胸腔鏡下に摘出した縦隔内限局型キャッスルマ
ン病の 1例
山本 裕崇（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）

9：10～9：50 一般演題（口演） 57 p482
症例報告（肉腫）
座長：堀之内 宏久（さいたま市立病院呼吸器外科）

O57-1 肺動脈肉腫の 3切除例
河合 宏（藤田保健衛生大学医学部呼吸器外

科学講座）
O57-2 肺原発 Ewing 肉腫の 1例

藤永 一弥（安城更生病院呼吸器外科）
O57-3 肺原発紡錘形細胞肉腫の一切除例

宗 知子（飯塚病院呼吸器外科）
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O57-4 EBUS�TBNAで組織型の確定診断が得られず，
非小細胞肺癌 cN2として術前治療を行った癌肉
腫の 1切除例
藤原 俊哉（広島市立病院機構広島市立広島市

民病院呼吸器外科）
O57-5 胸壁未分化多型肉腫の 1手術例

福井 崇将（公益財団法人田附興風会医学研究
所付属北野病院呼吸器外科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 58 p483
症例報告（珍しい腫瘍）
座長：櫻井 裕幸（日本大学呼吸器外科学分野/医学部）

O58-1 炎症細胞浸潤を伴う血管周囲類上皮細胞腫
（PEComa）の 1切除例
西川 仁士（広島市立広島市民病院呼吸器外科）

O58-2 急激に増大する空洞性結節を認めた肺原発びま
ん性大細胞型B細胞リンパ腫の一切除例
芳賀 ななせ（香川大学医学部附属病院呼吸器

外科）
O58-3 縮小傾向を認めたコロイド腺癌の 1切除例

後藤 英典（国立病院機構埼玉病院呼吸器外科）
O58-4 右中葉慢性無気肺に合併した定型 carcinoid お

よびDIPNECHの 1切除例
仲田 健男（東京慈恵会医科大学附属柏病院呼

吸器外科）
O58-5 蝶形骨転移によりGarcin 症候群を来した肺癌の

1例
深井 智司（竹田綜合病院呼吸器外科）

10：30～11：10 一般演題（口演） 59 p485
転移性肺腫瘍 1
座長：森 毅（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器

外科学）

O59-1 肉腫多発肺転移に対する肺切除術の検討
山本 寛斉（岡山大学病院呼吸器外科）

O59-2 大腸癌肺転移切除検体から肺部分切除術を考察
する
松浦 陽介（がん研有明病院呼吸器外科）

O59-3 原発性肝癌による肺転移切除例の予後因子
中村 晃史（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科／兵庫医科大学呼吸器外
科）

O59-4 Oligometastatic disease という概念の妥当性に
関する検討：結腸・直腸癌肺転移切除例の予後
からの考察
佐野 由文（愛媛大学医学部呼吸器センター）

O59-5 頭頚部肺転移に対する複数回手術は予後を改善
するか
中島 由貴（埼玉県立がんセンター胸部外科）

11：10～11：50 一般演題（口演） 60 p486
転移性肺腫瘍 2
座長：塩野 知志（山形県立中央病院呼吸器外科）

O60-1 乳癌の転移性肺腫瘍に対する手術療法の検討
遠藤 誠（山形県立中央病院呼吸器外科）

O60-2 当科における結腸直腸原発転移性肺腫瘍切除例
の検討
羽田 裕司（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍・免疫外科学）
O60-3 転移性肺腫瘍に対する一期的胸腔鏡下手術と術

後生存期間の検討
若田部 誠（虎の門病院呼吸器センター外科）

O60-4 転移性肺腫瘍に対する肺区域切除術の意義
矢澤 友弘（国立病院機構高崎総合医療セン

ター呼吸器外科）
O60-5 原発性肺癌が疑われたクリプトコッカス症に合

併した甲状腺乳頭癌微小肺転移の一例
佐藤 優（九州大学医学部臨床腫瘍外科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 15
ドライバー遺伝子変異陽性肺癌における最新治療戦略
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学呼吸器外科部門）

LS15 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）

共催：ファイザー株式会社/メルクセローノ株式
会社
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10 月 15 日（日） 第 6会場（会議センター 4F 414+415）
8：30～9：10 一般演題（口演） 61 p487
外科（その他）1
座長：大出 泰久（静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科）

O61-1 肺全摘後の縦隔偏位の程度は術後アウトカムと
関連する
尾関 直樹（名古屋大学呼吸器外科）

O61-2 肺癌手術における周術期血清亜鉛値の影響
池田 政樹（長良医療センター呼吸器外科）

O61-3 好中球・リンパ球比を用いた肺葉切除後の遷延
性肺漏予測スコアリングシステム
田川 哲三（大分赤十字病院呼吸器外科／九州

大学大学院消化器・総合外科）
O61-4 原発性肺癌術後に発症した脳梗塞の検討

高崎 千尋（東京医科歯科大学呼吸器外科）
O61-5 肺癌手術における吸引付きソフト凝固デバイス

の有用性
出口 博之（岩手医科大学医学部呼吸器外科）

9：10～9：50 一般演題（口演） 62 p488
外科（その他）2
座長：茂木 晃（群馬大学大学院総合外科学）

O62-1 急速増大をきたした後腹膜腫瘍縦隔リンパ節転
移の一例
宮本 祐作（岐阜大学病院呼吸器センター呼吸

器外科）
O62-2 悪性腫瘍に対する気道インターベンション

塩野 裕之（近畿大学医学部奈良病院呼吸器外
科）

O62-3 初診から切除までの期間が肺癌術後予後に与え
る影響
寺田 百合子（日本赤十字社医療センター呼吸

器外科）
O62-4 埼玉県におけるがんの教育総合支援（文部科学省

委託）事業
儀賀 理暁（埼玉医科大学総合医療センター呼

吸器外科）
O62-5 若年者非小細胞肺癌切除例の特徴と予後

園田 大（（公財）がん研究会有明病院呼吸器
センター外科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 63 p490
高齢者肺癌手術 1
座長：佐藤 雅美（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼

吸器外科学分野）

O63-1 85 歳以上超高齢者肺癌手術症例の検討
吉川 真生（独立行政法人国立病院機構岡山医

療センター呼吸器外科）
O63-2 気腫合併肺線維症に合併した肺癌に対する手術

症例の検討
吉村 竜一（虎の門病院呼吸器センター外科）

O63-3 80 歳超高齢者における cN0肺癌手術例の検討
有村 隆明（愛知がんセンター中央病院）

O63-4 80 歳以上高齢者肺癌手術症例の検討
寛島 隆史（大阪警察病院）

O63-5 90 歳以上の超高齢者肺癌切除例 7例の検討
奥村 典仁（倉敷中央病院呼吸器外科）

10：30～11：10 一般演題（口演） 64 p491
高齢者肺癌手術 2
座長：門倉 光隆（昭和大学医学部外科学講座呼吸器外科

学部門）

O64-1 高齢者肺癌手術術前における包括的呼吸リハビ
リテーションによる術後合併症軽減効果に関与
する要因の解析
山下 芳典（呉医療センター・中国がんセン

ター呼吸器外科）
O64-2 高齢者肺癌患者に対する解剖学的肺切除の術後

合併症とリスク因子の検討
矢島 俊樹（群馬大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O64-3 COPDが高齢者肺癌手術の予後に与える影響

岡崎 幹生（愛媛大学病院呼吸器センター）
O64-4 85 歳以上非小細胞肺癌手術症例の検討

川真田 修（尾道市立市民病院外科）
O64-5 80 歳以上非小細胞肺癌手術症例の検討

冨田 栄美子（宝塚市立病院呼吸器外科）
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11：10～11：50 一般演題（口演） 65 p492
高齢者肺癌（その他）
座長：村川 知弘（関西医科大学附属病院呼吸器外科）

O65-1 高齢・PS不良の進行非小細胞肺癌で，化学療法
が生存期間を延長するかどうかは血清アルブミ
ン値で予測できる
池田 慧（神奈川県立循環器呼吸器病セン

ター呼吸器内科／倉敷中央病院呼
吸器内科）

O65-2 75 歳以上の EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
に対するAfatinib 療法の Phase1 試験
中川 英之（国立病院機構弘前病院呼吸器内科）

O65-3 75 歳以上の進行非小細胞肺癌 1次治療における
Cb+nab�PAC併用とDOC単剤療法との後方視
的比較検討
片山 加奈子（NHO近畿中央胸部疾患センター

内科）

O65-4 80 歳以上の I 期非小細胞肺癌における治療（手
術/定位放射線治療）後の再発例/死亡例について
の検討
山崎 成夫（恵佑会札幌病院呼吸器外科）

O65-5 間質性肺炎合併非小細胞肺癌 40例に対する重粒
子線治療の成績
中嶋 美緒（放射線医学総合研究所病院）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 16
高齢者肺癌に対する治療戦略
座長：前門戸 任（岩手医科大学医学部内科学講座呼吸器・

アレルギー・膠原病内科分野）

LS16 井上 彰（東北大学大学院医学系研究科緩和
医療学分野）

共催：大鵬薬品工業株式会社

10 月 15 日（日） 第 7会場（会議センター 5F 501）
7：50～8：30 モーニングセミナー 1
肺がんの診療ガイドラインと支持療法
座長：野上 尚之（独立行政法人国立病院機構四国がんセン

ター呼吸器内科）

MS1 堀之内 秀仁（国立がん研究センター中央病院
呼吸器内科）
共催：協和発酵キリン株式会社

8：30～10：00 ワークショップ 11 p378
肺癌治療とリハビリテーション
座長：矢ヶ崎 香（慶應義塾大学看護医療学部）

栗原 美穂（国立がん研究センター中央病院看護部）

WS11-1 がんリハビリテーションの概要 肺癌を中心に
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）
WS11-2 肺癌手術の周術期管理：術前介入と術後リハビ

リを考える
坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）
WS11-3 肺がん治療におけるリハビリテーションの役割

岡山 太郎（静岡県立静岡がんセンターリハビ
リテーション科）

WS11-4 多職種チームにおける看護師の役割
藤井 恵美（国立がん研究センター中央病院）

10：00～12：00 シンポジウム 5 学術委員会企画 p361
これから求められる肺癌治療のための画像診断
座長：大西 洋（山梨大学放射線医学講座）

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）

S5-1 肺定位放射線治療後の注意すべき画像変化につ
いて
松本 康男（新潟県立がんセンター新潟病院放

射線治療科）
S5-2 薬剤性肺障害の画像診断～免疫チェックポイン

ト阻害薬時代のピットフォール～
負門 克典（がん研有明病院画像診断部）

S5-3 治療による肺癌 viability の評価
藪内 英剛（九州大学大学院医学研究院保健学

部門）
S5-4 VATS のための術前シュミレーション画像

森谷 浩史（大原綜合病院画像診断センター）
S5-5 肺癌診療に活用可能な IVR

荒井 保明（国立がん研究センター中央病院）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 17
どうする？区域間同定と切離
座長：井上 匡美（京都府立医科大学大学院医学研究科外科

学講座呼吸器外科学教室）

LS17-1 清水 公裕（群馬大学医学部附属病院呼吸器外
科）
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LS17-2 呉 哲彦（香川大学医学部附属病院呼吸器・
乳腺内分泌外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会
社

10 月 15 日（日） 第 8会場（会議センター 5F 502）
7：50～8：30 モーニングセミナー 2
臨床医が知っておきたいALK肺癌診断の光と影
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）

MS2 高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
内科）

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会
社

8：30～9：10 一般演題（ビデオ） 11 p410
再手術 1
座長：白石 武史（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・

小児外科教室）

V11-1 残存下葉切除後の大腸癌の気管支内転移に対し
残存肺全摘術を施行した 1例
白橋 幸洋（岐阜大学医学部附属病院呼吸器外

科）
V11-2 胸腔鏡時代の左上葉切除後残肺全摘術

佐藤 幸夫（筑波大学呼吸器外科）
V11-3 右 S2 区域切除術後 9年目に完全胸腔鏡下

completion lobectomy を行った 1例
田中 雄悟（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）
V11-4 右下葉切除後に発生した原発性右上葉肺癌に対

する一手術例～中葉温存の是非について～
伊藤 祥隆（富山県立中央病院）

9：10～9：50 一般演題（ビデオ） 12 p411
再手術 2
座長：川村 雅文（帝京大学医学部外科学講座呼吸器外科）

V12-1 右開胸食道癌術後の右肺尖部胸壁浸潤肺癌
（SST）に対する放射線療法後の手術
原田 匡彦（がん・感染症センター都立駒込病院）

V12-2 小細胞癌に対する根治的化学放射線治療後に発
生した同側第 2肺癌に対する中葉切除術
吉田 周平（金沢大学先進総合外科（呼吸器外

科））
V12-3 高度肺気腫合併肺がんに対する右肺上葉切除直

後に残存肺に発生した肺気瘤の治療方法につい
て
田中 明彦（市立札幌病院呼吸器外科）

V12-4 残存肺全摘術を回避するために行った右上葉管
状切除後の気管支瘻に対する大網充填術
宮崎 拓郎（長崎大学大学院腫瘍外科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 66 p493
サルベージ手術，術前評価
座長：菱田 智之（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸器））

O66-1 切除不能進行非小細胞肺癌に対する内科的治療
後のいわゆるSalvage 手術の治療成績
園部 誠（京都大学医学部呼吸器外科）

O66-2 当院における原発性肺癌サルベージ手術の検討
石橋 洋則（東京医科歯科大学呼吸器外科）

O66-3 呼吸器合併症を有していたため，術前に呼吸器イ
ンターベンションを施行し，手術施行した 4症例
の検討
加藤 靖文（東京医科大学茨城医療センター呼

吸器外科）
O66-4 当院における呼吸器外科周術期患者に対する術

前リハビリ介入の検討―6分間歩行距離に着目
して―
府川 泰久（化学療法研究所附属病院リハビリ

テーション室／国際医療福祉大学
大学院）

O66-5 非小細胞肺癌術後補助化学療法における抗癌剤
感受性試験の有用性
棚橋 雅幸（聖隷三方原病院呼吸器センター外

科）

10：30～12：00 ワークショップ 12 p379
肺癌治療の費用対効果
座長：國頭 英夫（日本赤十字社医療センター化学療法科）

吉村 健一（金沢大学附属病院先端医療開発セン
ター）

WS12-1 費用対効果分析は何が難しいのか，なぜ進まない
か
山中 竹春（横浜市立大学医学部臨床統計学）

WS12-2 費用対効果の改善は臨床研究のエンドポイント
になりうるか？
後藤 悌（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
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WS12-3 In the Same Boat～財政と医療に未来を見いだ
せるか～
小岩 徹郎（財務省主計局厚生労働第三係）

WS12-コメンテーター 衆議院議員（自由民主党）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 18
オプジーボによる長期生存と薬剤性肺障害について
座長：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）

LS18-1 薬剤性肺障害は本当に有害反応か？ ―免疫チ
ェックポイント阻害剤による肺障害の意味を考
える―
加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内

科）
LS18-2 長期生存が可能になった非小細胞肺癌の治療戦

略 ―最新のフォローアップデータから考える
―
関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

科）
共催：小野薬品工業株式会社/ブリストル・マイ

ヤーズ スクイブ株式会社

13：20～15：20 シンポジウム 6 学術委員会企画 p362
肺癌死亡率の地域差を考える
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫瘍

内科）
坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器外

科）

S6-1 肺癌死亡率の地域差をどう解消するか
埴岡 健一（国際医療福祉大学大学院）

S6-2 検診政策と肺がん死亡率の地域差の関連
佐川 元保（東北医科薬科大学光学診療部）

S6-3 ガイドライン普及と肺がん死亡率の地域格差の
関連
瀬戸 貴司（肺癌学会ガイドライン委員会薬物

及び集学的治療小班／九州がんセ
ンター呼吸器腫瘍科）

S6-4 肺癌による死亡率の地域差―北海道―広大なゆ
えの苦悩と対策を考える
大泉 聡史（国立病院機構北海道がんセンター

呼吸器内科）
S6-5 肺がん死亡率の地域差：東京都の現状と対策

関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内
科）

10 月 15 日（日） 第 9会場（会議センター 5F 503）
8：30～10：00 ワークショップ 13 p379
胸腺上皮性腫瘍の治療
座長：横井 香平（名古屋大学大学院医学系研究科病態外

科学講座呼吸器外科学）
立山 尚（春日井市民病院病理部）

WS13-1 胸腺上皮性腫瘍の病理診断
立山 尚（春日井市民病院病理診断科）

WS13-2 新しい胸腺上皮性腫瘍 TNM分類の妥当性につ
いての検討
中川 加寿夫（国立がん研究センター中央病院

呼吸器外科）
WS13-3 胸腺上皮性腫瘍に対する外科治療成績の解析

新谷 康（大阪大学呼吸器外科学）
WS13-4 Treatment of thymic epithelial tumors

Frank Detterbeck（Yale School of Medicine,
New Haven, CT, USA）

10：30～12：00 ワークショップ 14 p381
小細胞肺癌（HGNEC）に対する治療法の進歩
座長：清家 正博（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器

内科分野）
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）

WS14-1 Extensive Stage Small Cell Lung Cancer
Therapeutics：New Developments
Primo N. Lara, Jr.（Division of Hematology�

Oncology, Department of
Internal Medicine,
University of California
Davis School of Medicine and
the University of California
Davis Comprehensive
Cancer Center, Sacramento,
CA, USA）

WS14-2 間質性肺炎合併進行小細胞肺癌に対する化学療
法の有用性と急性増悪リスク
峯岸 裕司（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科分野）
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WS14-3 当院での限局型小細胞肺癌の治療成績
早川 豊和（北里大学医学部放射線腫瘍学）

WS14-4 肺神経内分泌腫瘍における Insulinoma�
assosciated 1（INSM1）発現
榊原 里江（がん研究会がん研究所病理部）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 19
EGFR変異陽性NSCLCの治療戦略を考える
座長：坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器外

科）

LS19 高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

13：20～14：50 ワークショップ 15 p382
術後補助療法を考え直す
座長：近藤 晴彦（杏林大学医学部付属病院呼吸器・甲状

腺外科）
釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科）

WS15-1 肺癌に対する術後補助化学療法の臨床試験―
JIPANG試験の経験から
釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター）

WS15-2 第 8 版 TNM分類における術後UFT療法の再検
討
吾妻 寛之（信州大学呼吸器外科）

WS15-3 病理病期 IB 期肺腺癌に対するUFT/TS1 を用い
た補助化学療法の有用性の検討～腺癌組織亜型
別検討～
伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
WS15-4 当院における非小細胞肺癌術後補助化学療法の

現状と課題
水野 鉄也（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器外科）
WS15-5 肺腺癌術後補助化学療法の現状と成績

塩野 知志（東北呼吸器外科臨床研究グループ）
WS15-6 EGFR遺伝子変異は術後補助化学療法の効果予

測因子となるか
岡野 哲也（東京医科大学呼吸器外科）

WS15-7 Adjuvant treatment for resected non�small cell
lung cancer：Chemotherapy or EGFR TKI?
Yi�Long Wu（Guangdong Lung Cancer

Institute, Guangdong General
Hospital, China）

10 月 15 日（日） 第 10会場（アネックスホール 2F F205）
8：30～10：30 第 32 回肺がん検診セミナー p394

8：30～8：50
座長：西井 研治（岡山県健康づくり財団附属病院）
検診-1 肺がん検診セミナー終了にあたって

佐川 元保（日本肺癌学会肺がん検診委員会／
東北医科薬科大学光学診療部）

8：50～9：35
座長：祖父江 友孝（大阪大学大学院医学系研究科社会医学

講座環境医学）
検診-2 肺がん検診の歴史

鈴木 隆一郎（（元）大阪府立成人病センター）

9：35～10：00
座長：中山 富雄（大阪国際がんセンターがん対策センター

疫学統計部）
検診-3 「読影医充足の未来予測に関する全国アンケート

調査」の報告
三友 英紀（日本肺癌学会肺がん検診委員会／

東北医科薬科大学呼吸器外科）

10：00～10：30
座長：原田 眞雄（北海道がんセンター呼吸器内科）
検診-4 肺がん検診の胸部X線検査の読影と判定

小林 健（石川県立中央病院放射線診断科）

10：30～12：00 禁煙ワークショップ p396
加熱式タバコの問題点と対策
司会：清水 英治（鳥取大学医学部分子制御内科学教授/第

3内科診療科群主任診療科長）
祖父江 友孝（大阪大学大学院医学系研究科社会医

学講座環境医学）

NSW-1 加熱式タバコの成分分析
欅田 尚樹（国立保健医療科学院・生活環境研

究部）
NSW-2 加熱式タバコ使用時に呼出されるエアロゾルの

可視化
大和 浩（産業医科大学産業生態科学研究所）
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NSW-3 誰が加熱式タバコを使っているのか？加熱式タ
バコによる他人への害は？
田淵 貴大（大阪国際がんセンターがん対策セ

ンター疫学統計部）
NSW-4 加熱式タバコのマーケティングを読み解く―禁

煙の場所でも吸えることを狙っている？
川井 治之（岡山済生会総合病院内科）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 21
がんゲノム医療最前線～次世代シークエンサーを用い
た遺伝子解析とバスケットトライアル～
座長：秋田 弘俊（北海道大学大学院医学研究院腫瘍内科学

教室）

LS21 池田 貞勝（東京医科歯科大学医学部附属病院
腫瘍センター）

共催：中外製薬株式会社

14：00～16：00 市民公開講座
喫煙・受動喫煙と肺癌
司会：森田 純二（公益財団法人香川県予防医学協会）

清水 英治（鳥取大学医学部分子制御内科学教授/第
3内科診療科群主任診療科長）

14：10～14：40
「タバコ白書」2016 について
祖父江 友孝（大阪大学大学院医学系研究科社

会医学講座環境医学）

14：40～15：10
タバコフリーか，スモークフリーか：21世紀の
新たなタバコ問題の地平に向けて
望月 友美子（公益財団法人日本対がん協会）

15：10～15：40
受動喫煙と肺癌について
村松 弘康（中央内科クリニック）

15：40～16：00
質疑応答

10 月 15 日（日） 第 11会場（アネックスホール 2F F206）
12：15～13：05 ランチョンセミナー 22
特発性肺線維症の治療戦略―抗線維化治療をいつ，誰に
導入するのか？―
座長：礒部 威（島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床

腫瘍学）

LS22 西岡 安彦（徳島大学大学院医歯薬学研究部呼
吸器・膠原病内科学分野）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

10 月 15 日（日） 第 12会場（展示ホール 1F 展示ホールA）
8：30～8：55 教育講演 9
司会：伊藤 以知郎（静岡県立静岡がんセンター病理診断

科）

EL9 コンパニオン診断/ゲノム診断を正しく行うため
に：検体の扱い方を中心に
畑中 豊（北海道大学病院コンパニオン診断

研究部門）

8：55～9：20 教育講演 10
司会：伊藤 以知郎（静岡県立静岡がんセンター病理診断

科）

EL10 肺癌の病理組織分類
蔦 幸治（関西医科大学医学部病態検査学講

座）
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9：20～9：45 教育講演 11
司会：関戸 好孝（愛知県がんセンター研究所分子腫瘍学

部）

EL11 基礎・肺癌の生物学・疫学
河野 隆志（国立がん研究センター研究所ゲノ

ム生物学研究分野）

9：45～10：10 教育講演 12
司会：長谷川 好規（名古屋大学大学院医学系研究科病態内

科学講座呼吸器内科学分野）

EL12 生物統計の基礎
吉村 健一（金沢大学附属病院先端医療開発セ

ンター）

10：10～10：35 教育講演 13
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）

EL13 ガイドライン変更点について
赤松 弘朗（和歌山県立医科大学医学部内科学

第 3講座）

10：35～11：00 教育講演 14
司会：村山 貞之（琉球大学医学部放射線診断治療学）

EL14 放射線・診断
遠藤 正浩（静岡県立静岡がんセンター画像診

断科）

11：00～11：25 教育講演 15
司会：澤 祥幸（岐阜市民病院肺腫瘍センター）

EL15 肺癌診療におけるチーム医療
瀬戸 貴司（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

11：25～11：50 教育講演 16
司会：千原 幸司（地方独立行政法人静岡市立静岡病院呼吸

器外科）

EL16 緩和ケアとエンド・オブ・ライフケア
木澤 義之（神戸大学大学院医学研究科内科系

講座先端緩和医療学分野）

12：15～13：05 ランチョンセミナー 23
肺癌治療における検体採取の極意～中枢から末梢ま
で～
座長：大崎 能伸（旭川医科大学病院呼吸器センター）

LS23-1 新型 EBUS�TBNA針がもたらす検体採取の新た
な可能性
南 大輔（国立病院機構岡山医療センター呼

吸器内科）
LS23-2 The future of bronchoscopy for the diagnosis of

peripheral lung cancer
姫路 大輔（宮崎県立宮崎病院呼吸器内科）

共催：オリンパス株式会社

13：20～14：50 ワークショップ 16 p384
分子標的治療の最大効果を目指して
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）
笠原 寿郎（金沢大学附属病院呼吸器内科）

WS16-1 血中遊離DNAを用いた遺伝子変異検出結果に
影響を与える因子の検討
木村 英晴（金沢大学附属病院呼吸器内科）

WS16-2 非小細胞肺癌のEGFR�TKI 耐性における癌幹細
胞の関与
高橋 史行（順天堂大学医学部呼吸器内科）

WS16-3 Optimal management of EGFR TKI resistance
Tony S. Mok（Department of Clinical Oncology,

The Chinese University of Hong
Kong, Prince of Wales Hospital,
Hong Kong, China）

WS16-4 ALK�Positive Lung Cancer：Therapeutic
Decision�Making for Treatment Sequencing
David R. Gandara（UC Davis Comprehensive

Cancer Center, Sacramento,
CA, USA）

WS16-5 Japan phase 2 study of ceritinib in patients with
ALK+ NSCLC pre�treated with alectinib：
ASCEND�9
堀之内 秀仁（国立がん研究センター中央病院）

WS16-6 TKI 関連 ILDの感受性遺伝子
萩原 弘一（自治医科大学内科学講座呼吸器内

科学部門）
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15：00～16：30 ワークショップ 17 p386
分子標的薬の現状と展望
座長：副島 研造（慶應義塾大学病院臨床研究推進セン

ター）
後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器内

科）

WS17-1 Current status and future perspectives of
molecular targeted therapy
Alice T. Shaw（Center for Thoracic Cancers,

Massachusetts General
Hospital；Harvard Medical
School, Boston, MA, USA）

WS17-2 非小細胞肺癌におけるEGFRチロシンキナーゼ
阻害薬に対する抵抗性とその克服
小林 進（ベスイスラエルデコネスメディカ

ルセンター）

WS17-3 Current status and future perspectives of
molecular targeted therapy in Lung Cancer
Sumitra Thongprasert（Bangkok Chiang Mai

Hospital, Chiang Mai,
Thailand）

WS17-4 RET 融合遺伝子を有する肺がんに対するアプ
ローチ
矢野 聖二（金沢大学がん進展制御研究所腫瘍

内科）
WS17-5 ROS1 融合遺伝子陽性肺癌の診断と治療

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/東病院
呼吸器内科）

WS17-6 MET エクソン 14スキッピング変異に対するア
プローチ
葉 清隆（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
WS17-7 相対的に稀な遺伝子変異を有する非小細胞肺癌

に対する治療戦略
安田 浩之（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

10 月 15 日（日） 第 13会場（展示ホール 1F 展示ホールA）
9：20～10：40 スポンサードシンポジウム 4
進行肺がんにおける次世代の治療戦略
座長：中山 治彦（神奈川県立がんセンター呼吸器外科）

鈴木 健司（順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器
外科）

SS4-1 朝倉 啓介（国立がん研究センター中央病院呼
吸器外科）

SS4-2 中島 崇裕（千葉大学大学院医学研究院呼吸器
病態外科学）

SS4-3 青景 圭樹（国立がん研究センター東病院呼吸
器外科）

SS4-4 井坂 光宏（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会
社

11：00～11：50 スポンサードシンポジウム 5
臨床医と統計家によるわかりやすいデーター解説 ～
客観的評価項目と患者報告アウトカム
座長：田村 友秀（聖路加国際病院呼吸器センター呼吸器内

科）
中川 和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門）

SS5-1 井上 彰（東北大学大学院医学系研究科緩和
医療学分野）

SS5-2 森田 智視（京都大学大学院医学研究科医学統
計生物情報学）
共催：日本イーライリリー株式会社

12：15～13：05 ランチョンセミナー 24
『胸腔鏡時代の肺がん縮小手術』～ピットフォール回避
の工夫と新技術の活用～
座長：吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外

科学）

LS24 坂尾 幸則（愛知県がんセンター中央病院呼吸
器外科）

佐藤 雅昭（東京大学心臓外科・呼吸器外科）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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10 月 15 日（日） ランチョン会場（F203）
12：15～13：05 ランチョンセミナー 20
肺癌に対する術後アジュバント免疫細胞治療
座長：安元 公正（北九州市立門司病院）

LS20 木村 秀樹（済生会習志野病院呼吸器外科）
共催：株式会社 バイオメッドジャパン

10 月 15 日（日） 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」 7

PAP7 信頼できるがん情報の探し方
若尾 文彦（国立がん研究センターがん対策情

報センター）

10：00～10：50 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 8

PAP8 自分の人生の終わり方を考える～在宅医療チー
ムに臨床宗教師を迎えて～
沼口 諭（日本臨床宗教師会/医療法人徳養会

沼口医院/真言宗大谷派）

12：15～13：05 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 9
ランチョンセミナー 2

PAP9 免疫療法の現在と将来
中西 洋一（九州大学大学院医学研究院胸部疾

患研究施設）

13：30～14：20 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 10

PAP10 がんサバイバーシップ：夫々の立場でできるこ
と，やるべきこと（海外のサバイバーと意見交換
してみよう）
川上 祥子（NPO法人キャンサーネットジャパ

ン）

14：40～16：40 Patient Advocate Program「患者の声を聴き考えるアドボカシー」 11

PAP11 Patient Voice 患者の声を聞こう（がん患者連絡会総会）

10 月 15 日（日） ポスター会場（展示ホール 1F 展示ホールC）
11：00～11：40 一般演題（ポスター） 33 p559
種々の組織型 1
座長：中川 加寿夫（国立がん研究センター中央病院呼吸

器外科）

P33-1 肺原発上皮筋上皮癌の 1例
天野 瑶子（藤枝市立総合病院呼吸器外科）

P33-2 気管原発上皮筋上皮癌の一例
塚本 真弓（姫路赤十字病院内科）

P33-3 長期経過観察中，急激に増悪した嚢胞壁発症肺多
形癌の一例
松毛 眞一（勤医協中央病院呼吸器外科）

P33-4 混合性結合組織病に合併した肺多形癌の 1例
田村 和貴（国立病院機構小倉医療センター呼

吸器外科）
P33-5 honeycomb 様陰影を呈した末梢型肺扁平上皮癌

の一切除例
堀尾 穣治（成田赤十字病院呼吸器外科／千葉

大学医学部附属病院成田赤十字病
院肺がん治療センター）

P33-6 右底幹に発生した粘表皮癌の 1切除例
田口 亮（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器外科）
P33-7 肺膠様腺癌の一治験例

桑原 元尚（福岡県済生会二日市病院呼吸器外
科）
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P33-8 肺原発多型癌 3例の検討
吉田 大介（藤枝市立総合病院呼吸器外科）

11：00～11：35 一般演題（ポスター） 34 p561
種々の組織型 2
座長：南 優子（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療

育医療センター病理診断科）

P34-1 Werner 症候群を伴った肺癌・転移性肺腫瘍の切
除例
井上 卓哉（福島県立医科大学呼吸器外科）

P34-2 扁平上皮腺上皮混合型乳頭腫の一例
飯島 慶仁（埼玉県立がんセンター胸部外科）

P34-3 術前に肺腺癌と診断され，手術を施行した硬化性
肺胞上皮腫の一例
田内 俊輔（明石医療センター呼吸器外科）

P34-4 孤立性肺毛細血管腫（solitary capillary
hemangioma）の 1例
尾崎 良智（国立病院機構東近江総合医療セン

ター呼吸器外科）
P34-5 左胸腔の稀な悪性 Triton 腫瘍の 1例

石川 将史（日本赤十字社和歌山医療センター
呼吸器外科）

P34-6 長期経過観察中に増大傾向を認めた肺原発肉腫
の 1例
日隈 大徳（熊本大学医学部呼吸器外科）

P34-7 肺原発悪性リンパ腫の 3切除例
福冨 寿典（横浜市立市民病院呼吸器外科）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 35 p563
症例報告（胸腺腫・胸腺癌）
座長：近藤 和也（徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床腫

瘍医療学分野）

P35-1 リンパ性間質を伴う小結節性胸腺腫の 1切除例
平山 安見子（兵庫県立尼崎総合医療センター

呼吸器外科）
P35-2 脊柱管内へ進展した再発胸腺腫の 1切除例

大橋 康太（独立行政法人国立病院機構千葉医
療センター呼吸器外科）

P35-3 胸腺原発神経内分泌癌の 2症例
尾辻 瑞人（東京都立墨東病院胸部心臓血管外

科）
P35-4 術後 3年目に遠隔転移をきたした胸腺類基底細

胞癌の 1例
細野 由希子（八戸市立市民病院呼吸器外科）

P35-5 術後早期に残存腫瘍の急速な増大を来した胸腺
未分化癌の 1例
田中 知宏（新潟県立中央病院内科）

P35-6 胸腺嚢胞に合併した胸腺癌の一切除例
松本 学（神戸大学医学部医学研究科外科学

講座呼吸器外科分野）
P35-7 G�CSF産生胸腺癌の 1手術例

西井 開（国保直営総合病院君津中央病院呼
吸器外科）

P35-8 不完全切除後長期生存を得ている胸腺癌の 1例
白神 滋（熊本大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P35-9 他疾患に対する加療により，術前まで貧血が判明

しなかった赤芽球癆合併胸腺腫の 1例
田内 俊輔（明石医療センター呼吸器外科）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 36 p565
症例報告（縦隔・その他）
座長：星川 康（藤田保健衛生大学医学部呼吸器外科）

P36-1 外科的生検にて多房性胸腺嚢胞と診断された 1
例
松井 琢真（金沢医科大学病院呼吸器外科）

P36-2 増大傾向を示した胸腺脂肪腫の 1切除例
田尾 嘉浩（勤医協中央病院呼吸器センター呼

吸器外科）
P36-3 単房性胸腺嚢胞に合併したMicronodular

thymoma with lymphoid stroma の 1例
松居 真司（鳥取県立中央病院呼吸器・乳腺・

内分泌外科）
P36-4 縦隔悪性胚細胞腫瘍に対して化学療法後に治癒

切除し得た 1例
平野 豊（公立学校共済組合中国中央病院呼

吸器外科）
P36-5 後縦隔に発生した脱分化型脂肪肉腫の 1切除例

和田 崇志（富山県立中央病院呼吸器外科）
P36-6 上部気管癌に対して気管切除＋気管開窓術後，気

管開窓部閉鎖を行った 3例の検討
東条 尚（奈良県立医科大学胸部心臓血管外

科）
P36-7 気道ステント治療の臨床的検討―肺癌とその他

の疾患（悪性疾患含む）との比較について
喜田 裕介（高知医療センター呼吸器外科）

P36-8 腋窩リンパ節郭清が奏功した胸壁浸潤肺癌同側
腋窩リンパ節再発の 2例
泉 信博（大阪市立大学医学部呼吸器外科）
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11：00～11：35 一般演題（ポスター） 37 p567
症例報告（縦隔腫瘍）
座長：吉津 晃（横浜市立市民病院呼吸器外科）

P37-1 高度気道狭窄を伴う縦隔腫瘍に対し胸腔鏡下生
検にてAML胸腺再発と診断しえた 1例
庄村 心（三重県立総合医療センター呼吸器

外科）
P37-2 Growing teratoma syndrome を認めた縦隔胚細

胞腫瘍の 2切除例
久米田 浩孝（信州大学呼吸器外科）

P37-3 気管支原生嚢胞からの発生が疑われた平滑筋肉
腫の一切除例
木村 賢司（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）
P37-4 若年者の中縦隔原発血管肉腫の 1例

中村 純也（愛媛県立中央病院）
P37-5 胸腔鏡下心膜開窓術時に発見された心血管腫の

一例
藤田 琢也（公立甲賀病院呼吸器外科）

P37-6 後天性赤芽球癆合併胸腺過形成の一例
武田 雄二（佐賀大学医学部胸部・心臓血管外

科）
P37-7 胸腔鏡補助下に切除した左横隔膜気管支原性嚢

胞の一例
小林 亜紀（東京都立墨東病院胸部心臓血管外

科）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 38 p569
症例報告（肺がん）
座長：岡見 次郎（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

P38-1 膵管内粘液嚢胞性腫瘍の経過観察中に外科的治
療を施行したCA19�9 産生肺癌の 1例
境 雄大（弘前大学大学院医学研究科胸部心

臓血管外科学講座）
P38-2 臨床病期 1期肺癌に対し部分切除術を施行した

症例の検討
佐藤 澄（大阪医科大学胸部外科）

P38-3 喀血を繰り返す縦隔型肺癌に対して肺動脈塞栓
術が有効であった一例
平林 彩（社会医療法人愛仁会高槻病院）

P38-4 サルコイドーシス病変内に発生した肺腺癌の 1
例
水野 幸太郎（名古屋市立東部医療センター呼

吸器外科）
P38-5 骨髄移植後に発症した肺癌の 2例

河合 紀和（奈良県立医科大学胸部・心臓血管
外科）

P38-6 気腫性肺嚢胞を合併した von Recklinghausen 病
に発生した両側肺癌の 1例
真栄城 兼誉（地方独立行政法人那覇市立病院

外科）
P38-7 Lymphoid stroma を伴った小型肺腺癌の一切除

例
池部 智之（京都第一赤十字病院呼吸器外科）

P38-8 PryceIII 型肺葉内分画症に肺腺癌を合併した 1
例
横手 芙美（国立国際医療研究センター病院呼

吸器外科）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 39 p571
神経内分泌腫瘍（小細胞癌を含む）
座長：佐治 久（聖マリアンナ医科大学呼吸器外科）

P39-1 術中迅速病理診断が困難であった定型肺カルチ
ノイドの 1切除例
中島 潔（愛知県がんセンター愛知病院）

P39-2 肺チューモレットの 1切除例
深澤 敏男（都留市立病院呼吸器外科）

P39-3 小細胞肺癌に合併した間質性肺炎の急性増悪に
対してステロイドパルス療法と化学療法を同時
期に行った 1例
谷口 春樹（浦添総合病院呼吸器センター呼吸

器外科）
P39-4 気管支浸潤を認め縦隔リンパ節転移を呈した定

型カルチノイドの 1例
上野 綸（川崎医科大学）

P39-5 混合型小細胞肺癌の 1切除例
石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P39-6 原発不明右気管傍リンパ節小細胞癌の 1切除例
岩田 輝男（小倉記念病院呼吸器外科）

P39-7 混合型大細胞内分泌細胞癌の 1例
境 雄大（弘前大学大学院医学研究科胸部心

臓血管外科学講座）
P39-8 肺癌術後 7年後に胸膜から急速に胸腔内に進展

した小細胞癌の一例
林 栄一（彦根市立病院呼吸器科）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 40 p573
多発癌，重複癌
座長：高濱 誠（大阪市立総合医療センター呼吸器外科）

P40-1 当院における異時性多発肺癌手術例の検討
小山 孝彦（独立行政法人国立病院機構東京医

療センター呼吸器科）
P40-2 異時性多発癌（第 3癌）を発症した 2症例

林 栄一（彦根市立病院呼吸器科）
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P40-3 気腫肺に発生した同側同時性多発肺癌に対して
右上葉スリーブ切除＋S9�10 区切除術を施行し
た 1例
藤永 卓司（国立病院機構長良医療センター呼

吸器外科）
P40-4 異時性肺癌手術症例の検討

柴崎 隆正（東京慈恵会医科大学附属病院呼吸
器外科）

P40-5 異なる EGFR遺伝子変異を持つ同時性多発肺癌
の 1例
かん 秋明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P40-6 縮小手術後 13年を経て断端再発を確認した肺腺

癌の 1切除例
花岡 孝臣（JA長野厚生連北アルプス医療セン

ターあづみ病院呼吸器外科）
P40-7 前立腺癌診断時に発見された同時性肺二重癌の

1切除例
竹内 健（聖隷横浜病院呼吸器外科）

P40-8 乳癌を重複癌とする女性原発性肺癌手術症例の
検討
天白 宏典（安城更生病院呼吸器外科心臓血管

外科）
P40-9 EGFR陽性肺腺癌に対するエルロチニブ治療中

に生じた悪性リンパ腫による小腸穿孔を来した
一例
塚越 優介（群馬大学医学部附属病院呼吸器・

アレルギー内科）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 41 p575
転移性肺腫瘍
座長：園部 誠（京都大学医学部附属病院呼吸器外科）

P41-1 原発巣の同定に苦慮した転移性肺腫瘍の 1例
門司 祥子（小倉記念病院呼吸器外科）

P41-2 食道癌肺転移 15切除例の検討
小松 弘明（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

P41-3 婦人科悪性腫瘍肺転移の切除例の検討
奥井 将之（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）
P41-4 頭頸部癌肺転移切除症例の検討

佐々木 高信（琉球大学大学院医学研究科胸部
心臓血管外科）

P41-5 両側転移性肺腫瘍に対する切除症例の検討
木村 大輔（弘前大学医学部胸部心臓血管外科

講座）
P41-6 薄壁空洞性病変を呈した転移性肺腫瘍の 2例

三澤 賢治（相澤病院呼吸器外科）

P41-7 膵癌術後肺転移再発に対して肺切除を施行した
一例
桧垣 直純（西宮市立中央病院呼吸器センター）

P41-8 左上区域に限局する転移性肺動脈腫瘍塞栓に対
し外科的切除を行った 1例
内田 孝宏（明石医療センター）

P41-9 初発から 15 年の経過で肺転移を生じた grade1
髄膜腫の一例
金 泰雄（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）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 42 p578
肺癌の転移
座長：伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター呼吸器外科）

P42-1 肺癌骨転移に対する放射線治療後の局所制御に
関する後方視的検討
熊野 智康（金沢大学附属病院放射線治療科）

P42-2 Oligometastasis と思われる肺癌術後孤立性副腎
転移の 1例
稲福 賢司（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
P42-3 当院における原発性非小細胞肺癌術後副腎転移

症例の検討
中岡 浩二郎（日立製作所日立総合病院呼吸器

外科／筑波大学附属病院呼吸器
外科）

P42-4 肺癌小腸転移に対する手術症例の検討
正村 裕紀（独立行政法人地域医療機能推進機

構北海道病院外科）
P42-5 術後 9年経過後に多発骨転移，頚部皮膚転移を認

めた stageIA 肺癌の 1例
椎野 王久（神奈川県立循環器呼吸器病セン

ター呼吸器外科）
P42-6 肺癌による硬膜内髄内転移の 1例

西村 正（国立病院機構三重中央医療セン
ター呼吸器内科）

P42-7 術前診断可能であった，肺癌術後虫垂転移の一例
中前 勝視（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外科）
P42-8 肺癌術後に乳腺転移を来し転移巣切除を施行し

た一例
小野里 良一（群馬県立がんセンター呼吸器外

科）
P42-9 脈絡膜・視神経転移による失明と斜台転移によ

る対側の外転神経麻痺を来した肺腺癌の 1例
木村 正樹（筑波記念病院呼吸器外科）



第
2
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 92―

11：00～11：50 一般演題（ポスター） 43 p580
肺がん（進展）
座長：大平 達夫（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分

野）

P43-1 急性呼吸不全により診断に至った気管内へのポ
リープ様発育を伴う肺腺癌の 1例
武智 瞳（JA尾道総合病院）

P43-2 肺腺癌の傍腫瘍症候群が切除により軽快した 1
例
上田 宣仁（北海道がんセンター）

P43-3 FDG高集積を示した肺定型カルチノイドの一切
除例
道免 寛充（NTT東日本札幌病院外科）

P43-4 好酸球性肺炎，気管支喘息，潰瘍性大腸炎を合
併した肺癌の 1切除例
齋藤 誠（おおたかの森病院呼吸器科）

P43-5 術後急速に足趾転移をきたした肺扁平上皮癌の
1例
鑓水 佳（山形県立中央病院呼吸器外科）

P43-6 経時的に増大する薄壁空洞像を呈した肺腺癌の
1例
大高 和人（製鉄記念室蘭病院呼吸器外科）

P43-7 気管支鏡後に発症した肺炎で自然退縮を認めた
肺癌の 1例
小野 憲司（北九州総合病院外科）

P43-8 気道出血と血胸を認めた易出血性肺多形癌の 1
例
白鳥 琢也（公立甲賀病院呼吸器外科）

P43-9 薄壁空洞を呈した多形癌の 1切除例
大田 守雄（中頭病院呼吸器外科）

P43-10 嚢胞内腔を裏打ちするように進展した扁平上皮
癌の 1例～新 TNM分類第 8版における T因子
についての検討～
江場 俊介（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

科学分野）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 44 p582
その他（胸壁腫瘍ほか）
座長：棚橋 雅幸（聖隷三方原病院呼吸器センター外科）

P44-1 切除により β�HCGが陰性化した，絨毛癌肺転移
の 1例
古市 基彦（川口市立医療センター呼吸器外科）

P44-2 尿膜管癌術後肺転移に対して外科的切除を施行
した 2例
柳谷 昌弘（NTT東日本関東病院呼吸器外科）

P44-3 比較的稀な転移性肺腫瘍の 3例
江口 圭介（東京歯科大学市川総合病院外科学

講座）

P44-4 EGFR�TKI が著効し，EGFR�TKI 中止後 6ヵ月
無再発生存中の 1例
石田 輝明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P44-5 巨大な胸膜原発滑膜肉腫の一切除例

今村 奈緒子（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内
分泌・小児外科）

P44-6 肺癌手術後，開胸部胸壁に発生した線維脂肪腫の
一例
伊藤 一馬（新小文字病院呼吸器外科）

P44-7 肋骨原発骨巨細胞腫の 1切除例
宮本 良文（独立行政法人国立病院機構兵庫中

央病院呼吸器外科）
P44-8 胸壁広範切除術を施行した胸壁軟骨肉腫の 1例

塩谷 俊雄（独立行政法人国立病院機構岩国医
療センター胸部外科）

P44-9 胸壁腫瘍に対してGORE�TEX Dual Mesh を用
いた胸壁再建の手術経験
石川 慶大（小樽協会病院外科・呼吸器外科）

11：00～11：30 一般演題（ポスター） 45 p585
その他 1
座長：高尾 仁二（三重大学大学院医学系研究科胸部心臓

血管外科）

P45-1 胸膜播種との鑑別を要した胸壁浸潤型肺癌の 1
例
かん 秋明（春日部市立医療センター）

P45-2 巨大肺嚢胞に接して発生した肺癌の 2手術例
折野 公人（由利組合総合病院呼吸器外科）

P45-3 免疫染色でCK7，CK20 が陽性となった原発性肺
癌の一例
奥田 雅人（市立島田市民病院呼吸器外科）

P45-4 小細胞肺癌治療後に発症した同一肺葉内多発肺
腺癌の 1例
伊藤 温志（三重大学医学部附属病院胸部心臓

血管外科）
P45-5 同一肺葉内に認めた同時性重複肺癌の 1例

喜多 秀文（所沢中央病院呼吸器外科）
P45-6 80％以上の Solid part を呈した

Adenocarcinoma in situ の 1 例
奥田 昌也（明和病院呼吸器外科）
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11：00～11：30 一般演題（ポスター） 46 p586
その他 2
座長：岩﨑 正之（東海大学医学部医学科外科学系呼吸器

外科学）

P46-1 単一肺静脈と肺動脈走行異常を呈する右肺にお
いて肺分画症と肺癌が合併した 1例
栢分 秀直（京都大学呼吸器外科）

P46-2 右側大動脈弓を伴った左上葉肺癌の 1手術例
松本 理宗（愛媛県立中央病院呼吸器外科）

P46-3 Trousseau 症候群を合併した術後再発肺腺癌の
1例
中野 隆之（東海大学医学部外科学系呼吸器外

科学／東海大学医学部付属大磯病
院呼吸器外科）

P46-4 間質性肺炎発症に伴い，無治療のままで増殖停止
した肺腺癌（浸潤性微小乳頭癌）の一例
森川 明男（昭和伊南総合病院外科）

P46-5 閉塞性肺炎を伴った原発性肺癌に対して左上葉
切除を行った 1例
赤山 幸一（市立三次中央病院呼吸器外科）

P46-6 診断に苦慮した「繰り返す肺炎」とCTで診断
された残余肺癌の 1例
大渕 俊朗（聖マリア病院呼吸器外科）

11：00～11：25 一般演題（ポスター） 47 p588
その他 3
座長：池田 晋悟（三井記念病院呼吸器外科）

P47-1 Vanishing lung を呈した成人先天性嚢胞性腺腫
様奇形（CCAM）の一例
浅川 文香（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）
P47-2 難治性肺瘻に対してEWSを挿入した後に閉塞

性肺炎を来した 2例
藤田 敦（群馬県立がんセンター呼吸器外科）

P47-3 増大する結節影を呈し肺癌を疑った肺アミロイ
ドーシスの 1例
岩田 翔太（岐阜市民病院）

P47-4 高 CEA血症を伴い原発性肺癌との鑑別を要した
肺葉内肺分画症の 1例
幸 大輔（名古屋市立西部医療センター呼吸

器外科）
P47-5 肺アスペルギローマとの鑑別を要した肺過誤腫

の一例
伊藤 龍一（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 48 p589
症例（まれな腫瘍 他）
座長：中原 善朗（北里大学病院呼吸器内科）

P48-1 気管放線菌症を合併した気管原発腺様のう胞癌
の 1例
宮津 克幸（富山赤十字病院心臓血管呼吸器外

科）
P48-2 皮下腫瘤及び片側性大量胸水で発見された胸壁

悪性末梢神経鞘腫の 1例
加藤 高英（松山赤十字病院呼吸器センター／

愛媛大学大学院循環器・呼吸器・
腎高血圧内科学）

P48-3 脈絡膜転移を認めたAFP産生腫瘍の 1例
近藤 友喜（トヨタ記念病院）

P48-4 集学的治療が有効であった肺原発Ewing’s
sarcoma/primitive neuroectodermal tumor の一
例
瀧上 理子（自治医科大学内科学講座呼吸器内

科学部門）
P48-5 急速な増大を認めた胸膜原発 Malignant

solitary fibrous tumor の一例
五明 岳展（岐阜市民病院呼吸器内科）

P48-6 孤立性陰影を示し気管支鏡で診断に至った類上
皮血管内皮腫の一例
田中 理美（独立行政法人市立大津市民病院）

P48-7 7cm超の胎児型肺腺癌に対して根治的切除を施
行し得た 1例
妹尾 美里（国立病院機構呉医療センター中国

がんセンター呼吸器内科）
P48-8 境界明瞭な充実成分径を 2.0cm認め，進行原発

性肺癌や転移性肺癌を疑った，Adenocarcinoma
in situ の一例
松山 孝昭（社会医療法人宏潤会大同病院外科）

P48-9 微小胃癌が原発巣であったPulmonary tumor
thrombotic microangiopathy（PTTM）の 1剖検
例
山元 隆太（社会医療法人敬愛会中頭病院呼吸

器内科）

11：00～11：35 一般演題（ポスター） 49 p591
症例報告（その他）1
座長：赤松 弘朗（和歌山県立医科大学医学部呼吸器内

科・腫瘍内科）

P49-1 右上葉肺扁平上皮癌（腺癌成分を伴う）術後 3
年目に発見された右下葉単発肺転移の一例
伊藤 淳（都立墨東病院胸部心臓血管外科）
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P49-2 S6+10 区域切除後に肺動脈下幹気管支下幹一括
処理により安全に追加下葉切除しえた一例
宇山 攻（徳島市民病院外科）

P49-3 多発脳転移に対する外科手術と定位放射線療法
により，無再発を 10年間維持している術後再発
肺腺癌の一例
松崎 達（東京歯科大学市川総合病院呼吸器

内科）
P49-4 再発転移病変に対して局所治療を行った肺腺が

んの 1例
北原 信介（群馬大学医学部附属病院呼吸器・

アレルギー内科）
P49-5 化学放射線療法後にExtended Sleeve Type D

を施行した 1例
松本 耕太郎（国家公務員共済組合連合会浜の

町病院）
P49-6 テガフール・ウラシルと健康食品との相互作用

により無顆粒球症をきたした一例
大野 貴志（松江医療センター呼吸器外科）

P49-7 Nab�パクリタキセル長期投与により病勢コント
ロールが得られている肺腺がんの 2例
古堅 誠（琉球大学大学院感染症・呼吸器・

消化器内科学講座（第一内科））

11：00～11：35 一般演題（ポスター） 50 p593
症例報告（その他）2
座長：市川 靖子（帝京大学医学部附属病院腫瘍内科）

P50-1 気腫合併間質性肺炎に併発したPR3�ANCA陽
性肺腺癌の一例
名嘉村 敬（浦添総合病院呼吸器センター）

P50-2 肺癌脳転移による閉塞性水頭症に対し第三脳室
底開窓術を施行した 2症例
内藤 祐二朗（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）
P50-3 心筋転移をきたした肺腺癌の 1例

村上 裕亮（独立行政法人国立病院機構東京医
療センター呼吸器科）

P50-4 末梢型肺腫瘤影を呈した肺梗塞の 1例
久保 友次郎（独立行政法人国立病院機構岩国

医療センター）
P50-5 片側副腎単独転移により癌死に至った肺腺癌の

一例
萩本 聡（龍ケ崎済生会病院呼吸器内科）

P50-6 外傷を契機に受診し悪性胸水を伴う肺癌と診断
された 2例
嘉数 修（中頭病院呼吸器外科）

P50-7 進行肺癌に対する化学療法 3コース施行前後に
身体機能，QOL評価を行った 1症例
伊藤 真也（唐津赤十字病院リハビリテーショ

ン技術課）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 51 p595
症例報告（ニボルマブ有害事象）
座長：上月 稔幸（四国がんセンター臨床研究センター）

P51-1 ニボルマブによる治療後にACTH欠損による二
次性副腎皮質機能低下症を発症した 1症例
西條 天基（戸田中央総合病院一般内科）

P51-2 Nivolumab 投与による続発性副腎皮質機能不全
症の 1例
下村 雅律（綾部市立病院呼吸器外科）

P51-3 ニボルマブ投与中止後，インフルエンザ罹患を契
機に副腎障害を呈した一例
橘 さやか（愛媛県立中央病院呼吸器内科）

P51-4 ニボルマブ治療中に下垂体機能低下症を認め，ニ
ボルマブ中止後も長期間病勢安定を維持してい
る 1例
黒川 浩司（石川県立中央病院呼吸器内科）

P51-5 肺癌術後小腸転移イレウス症例に対してニボル
マブを使用し，類天疱瘡を発症した 1例
青江 基（香川県立中央病院呼吸器外科）

P51-6 抗 PD�1 抗体投与中に水疱性類天疱瘡を発症し
た 1例
林 一喜（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）
P51-7 Nivolumab による肺癌治療中に多血症をきたし

た 1例
中西 徳彦（愛媛県立中央病院呼吸器内科）

P51-8 nivolumab 投与後に女性化乳房を呈した肺癌の
2症例
上浪 健（刀根山病院呼吸器腫瘍内科）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 52 p597
症例報告（ニボルマブ奏功例）
座長：津谷 あす香（大阪市立総合医療センター腫瘍内科）

P52-1 ニボルマブが奏効し，長期休止後増悪時に再投与
を行った進行・再発非小細胞肺癌 3例の検討
津谷 あす香（大阪市立総合医療センター腫瘍

内科）
P52-2 大細胞神経内分泌肺癌に対しNivolumab を投与

した 2症例
大岩 加奈（東海大学医学部外科学系呼吸器外

科学）
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P52-3 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（関西労災病院）

P52-4 CA19�9 が異常高値を示した肺癌に対しニボル
マブが奏功した 1例
西川 敏雄（井上病院）

P52-5 ニボルマブが奏効した同時性重複ALK肺癌・胃
癌の 1例
山崎 正弘（広島赤十字・原爆病院呼吸器科）

P52-6 EGFR遺伝子変異消失後にNivolumab 投与が奏
功した肺腺癌の 1例
野田 成美（大阪警察病院呼吸器内科）

P52-7 節性濾胞辺縁帯リンパ腫を合併したEGFR遺伝
子変異陽性肺癌にニボルマブが奏効した 1例
佐藤 昂（長岡赤十字病院内科）

P52-8 Nivolumab で縮小効果が得られた肺多型癌の一
例
安藤 性實（独立行政法人国立病院機構大阪医

療センター呼吸器内科）
P52-9 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
潤の一例
岩田 隆（関西労災病院呼吸器外科）

11：00～11：35 一般演題（ポスター） 53 p599
地域・緩和・QOL・その他
座長：青江 啓介（国立病院機構山口宇部医療センター腫

瘍内科）

P53-1 離島（八重山医療圏）における肺癌外科治療の
これまでと現状
神谷 一徳（沖縄県立八重山病院外科）

P53-2 退院困難が予測された肺がん患者の退院支援
櫻田 香織（湘南藤沢徳洲会病院）

P53-3 肺癌診断前における肺癌患者の抑うつの評価，臨
床背景因子の検討
実綿 慶（広島大学病院呼吸器内科）

P53-4 外来化学療法中の患者における緩和ケアスク
リーニングの意義
井原 亜沙子（国立病院機構東京病院看護部／

国立病院機構東京病院分子標的
薬・免疫治療薬支援チーム）

P53-5 シスプラチンショートハイドレーション法，外来
移行への現状と課題～自己効力感の向上を目指
して～
橋本 幸織（社会福祉法人恩賜財団済生会龍ケ

崎済生会病院看護部）

P53-6 肺がん患者とその家族の意思決定を支援するた
めの取り組み～呼吸器科病棟の看護師が抱く困
難感～
青木 清美（国立病院機構四国がんセンター看

護部）
P53-7 肺癌一次治療で免疫チェックポイント阻害剤の

治験をする際の同意取得から治験開始までの期
間についての調査
西岡 晶子（独立行政法人国立病院機構四国が

んセンター臨床試験支援室）

11：00～11：30 一般演題（ポスター） 54 p601
脳転移
座長：木村 智樹（広島大学病院放射線治療科）

P54-1 ガンマナイフ治療を施行した肺腺癌脳転移症例
における Lung�mol GPAの検証
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））
P54-2 Modified RPA 分類 3の肺癌脳転移へのガンマナ

イフ治療の意義
中崎 清之（脳神経センター大田記念病院）

P54-3 定位放射線治療を行った肺癌脳転移長期生存例
の検討
水松 真一郎（総合青山病院サイバーナイフセ

ンター）
P54-4 EGFR遺伝子変異陽性進行NSCLC患者におけ

る脳画像フォローアップ間隔が予後に与える影
響
松本 吉矢（大阪市立大学大学院医学研究科呼

吸器内科学）
P54-5 当院における髄膜癌腫症の診療経験

岡野 智仁（国立病院機構三重中央医療セン
ター呼吸器内科）

P54-6 Erlotinib＋bevacizumab 併用療法が奏効した
EGFR遺伝子変異陽性癌性髄膜症の 2例の検討
後藤 康洋（藤田保健衛生大学医学部呼吸器内

科学 1）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 55 p602
副作用対策
座長：宮 敏路（杏林大学医学部呼吸器・甲状腺外科）

P55-1 当院におけるシスプラチンShort Hydration 導入
前後の腎機能における比較検討
生田 智基（四国がんセンター薬剤部）

P55-2 ラムシルマブ・ドセタキセル併用療法における
G�CSF一次予防的投与の意義
大滝 由美（神奈川県立がんセンター薬剤科）
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P55-3 発熱性好中球減少症のリスク因子
松本 武格（福岡大学病院呼吸器内科）

P55-4 カルボプラチン併用療法におけるアプレピタン
トの救済投与と予防投与の比較
田中 和樹（浜松医科大学第 2内科）

P55-5 当院で経験したニボルマブによる肺障害を来し
た症例の検討
林 健太郎（日本大学医学部附属板橋病院内科

学系呼吸器内科学分野）
P55-6 オシメルチニブによる重症の下痢に対してステ

ロイドが著効した肺癌の 1例
澤田 昌浩（岐阜赤十字病院）

P55-7 当センターで化学療法を受ける肺がん患者の外
見変化に関するニーズの実態調査
良田 紀子（地方独立行政法人大阪府立病院機

構大阪はびきの医療センター看護
部）

P55-8 全身化学療法後に急変した慢性腎不全合併肺癌
術後再発の 1例
赤澤 彰（滋賀医科大学呼吸器外科）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 56 p604
分子標的治療
座長：吉村 明修（東京医科大学病院臨床腫瘍科）

P56-1 当院での docetaxel＋ramucirumab 療法施行例
の検討
恒石 鉄兵（京都桂病院呼吸器センター呼吸器

内科）
P56-2 当院におけるドセタキセル/ラムシルマブ治療例

におけるペグフィルグラスチムによる一次予防
症例の検討
伊藤 健太郎（松阪市民病院呼吸器センター呼

吸器内科）
P56-3 進行非小細胞肺癌に対するDocetaxel（DOC）+

Ramucirumab（RAM）併用療法の使用経験
大西 涼子（国立病院機構長良医療センター呼

吸器内科）
P56-4 カルボプラチン/ペメトレキセド併用療法に対す

るベバシズマブ上乗せ効果の後方視的検討
櫻井 章吾（浜松医科大学内科学第二講座）

P56-5 当院での Bevacizumab 併用療法の治療成績―効
果予測因子の検討―
村上 浩太郎（東京医科大学呼吸器・甲状腺外

科学分野）
P56-6 当院における再生検症例およびオシメルチニブ

投与症例の検討
日下 圭（国立病院機構東京病院呼吸器セン

ター）

P56-7 当科におけるオシメルチニブ治療症例の検討
篠原 伸二（産業医科大学第 2外科）

P56-8 EGFR遺伝子変異陽性 IV 期肺腺癌に対する
EGFR�TKI 治療後に手術を施行した 3例
早坂 一希（山形県立中央病院呼吸器外科）

11：00～11：45 一般演題（ポスター） 57 p606
免疫療法（効果予測因子）
座長：高山 浩一（京都府立医科大学大学院呼吸器内科学）

P57-1 PD�L1 判定は市中病院病理部で可能か
河内 勇人（神戸市立医療センター中央市民病

院呼吸器内科）
P57-2 PD�1 結合能を指標とした血中PD�L1 測定法の

開発
竹内 雅大（産業医科大学医学部分子生物学）

P57-3 実地臨床検体を用いた 22C3「Dako」による PD�
L1 免疫染色の妥当性の検討
松本 直久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸

器内科学）
P57-4 再発進行非小細胞肺癌に対するPD�1 阻害剤投

与後の殺細胞性抗癌剤の有効性と安全性の検討
村田 泰規（日本医科大学多摩永山病院呼吸器

腫瘍内科）
P57-5 ニボルマブ治療を受けた非小細胞肺癌患者にお

けるPD�L1 陽性血中循環腫瘍細胞の経時的解析
寺岡 俊輔（和歌山県立医科大学内科学第三講

座）
P57-6 抗菌剤が既治療進行非小細胞肺癌患者に対する

ニボルマブ療法の効果に与える影響についての
後方視的検討
箱崎 泰貴（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器内科）
P57-7 非小細胞肺癌におけるニボルマブへの反応性と

好中球・リンパ球比および予後栄養指数の関係
中尾 心人（JA愛知厚生連海南病院呼吸器内

科）
P57-8 ニボルマブの効果予測因子としての治療前

FDG�PET�SUVmax 値の検討
後藤 祐介（藤田保健衛生大学医学部呼吸器内

科学 1）
P57-9 当院で経験した nivolumab 投与症例と可溶性

IL�2 受容体値との検討
井草 龍太郎（大崎市民病院呼吸器内科）
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11：00～11：50 一般演題（ポスター） 58 p609
免疫療法（使用経験）
座長：菅原 俊一（仙台厚生病院呼吸器内科）

P58-1 当科におけるNivolumab 投与症例の後治療に関
する検討
澤岡 亜衣（北海道大学病院内科 I）

P58-2 当院における非小細胞肺癌に対するニボルマブ
投与症例の検討
植松 慎矢（大阪赤十字病院呼吸器内科）

P58-3 当院における進行・再発非小細胞癌に対する免
疫チェックポイント阻害剤の使用経験
味水 瞳（洛和会音羽病院呼吸器科）

P58-4 ニボルマブを使用された非小細胞肺癌症例の後
方視的検討
兼松 貴則（松山赤十字病院呼吸器センター）

P58-5 Nivolumab 投与を行った肺癌症例の検討
市来 嘉伸（おんが病院呼吸器外科）

P58-6 当院におけるニボルマブ使用症例の検討
山本 将一朗（愛媛大学大学院循環器・呼吸

器・腎高血圧内科学講座）
P58-7 高齢者既治療進行非小細胞肺癌に対するニボル

マブ使用症例の検討
馬場 順子（国立病院機構西新潟中央病院呼吸

器センター内科）
P58-8 当院におけるNivolumab の使用症例の検討

菊池 教大（国立病院機構霞ヶ浦医療センター
呼吸器内科）

P58-9 非小細胞肺癌，小細胞肺癌，胃癌の三重癌に対
するニボルマブ使用経験
井上 考司（愛媛県立中央病院呼吸器内科）

P58-10 高齢者非小細胞肺癌におけるニボルマブの有効
性と安全性の検討
新屋 智之（国立病院機構金沢医療センター呼

吸器内科）

11：00～11：55 一般演題（ポスター） 59 p611
免疫療法（副作用）
座長：朝尾 哲彦（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内

科）

P59-1 非小細胞肺癌に対して，ニボルマブ投与中に甲状
腺機能異常を呈した症例の検討
藤原 高智（横須賀共済病院呼吸器内科）

P59-2 当院における肺癌患者のニボルマブ関連間質性
肺炎 4症例の検討
教山 紘之（埼玉医科大学総合医療センター呼

吸器内科）

P59-3 ステロイド補充投与にて治療継続可能なニボル
マブによる下垂体機能低下症の症例
三浦 大（青森県立中央病院呼吸器内科）

P59-4 当院でのニボルマブ使用症例における免疫関連
有害事象の検討
工藤 慶太（国立病院機構大阪南医療センター

呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科）
P59-5 当院における免疫チェックポイント阻害薬によ

る間質性肺炎の後ろ向き検討
仲 剛（国立国際医療研究センター呼吸器

内科）
P59-6 Nivolumab による免疫関連有害事象と治療効果

についての検討
矢内 正晶（鳥取大学医学部分子制御内科学分

野）
P59-7 肺癌患者におけるニボルマブ関連間質性肺疾患

リスク因子の検討
宮川 和子（国立病院機構東京病院呼吸器セン

ター）
P59-8 当センターでのがん免疫療法の自己免疫関連有

害事象に対する取り組みの実際
岩田 香（地方独立行政法人大阪府立病院機

構大阪はびきの医療センター看護
部）

P59-9 Nivolumab による甲状腺機能異常の発現と抗腫
瘍効果の関連の検討
國井 英治（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）
P59-10 非小細胞癌に対するNivolumab による間質性肺

炎発症リスク因子に関する検討
中西 雄（広島大学病院呼吸器内科）

P59-11 Nivolumab の治療効果と早期免疫関連有害事象
の関連性についての検討
河野 祐子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

11：00～11：50 一般演題（ポスター） 60 p614
免疫療法（その他）
座長：堀之内 秀仁（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科）

P60-1 当院における進行期非小細胞肺癌に対する
Nivolumab と Hyper�progression の検討
伊藤 宗洋（神戸市立医療センター中央市民病

院呼吸器内科）
P60-2 Nivolumab 投与後に pseudoprogression を認め

た非小細胞肺癌の 3例
米田 一樹（豊橋市民病院呼吸器・アレルギー

内科）
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P60-3 ニボルマブ治療にてPseudo�Progression を来
した 2症例
中村 敦（仙台厚生病院呼吸器センター呼吸

器内科）
P60-4 進行非小細胞肺癌におけるニボルマブ療法前後

の治療に対する検討
出村 芳樹（福井赤十字病院呼吸器内科）

P60-5 脳転移を有する非小細胞肺癌患者に対するニボ
ルマブの効果の検討
田島 学（順天堂大学医学部附属順天堂医院

呼吸器内科）
P60-6 非扁平上皮癌におけるニボルマブ投与例の検討

磯部 和順（東邦大学医学部内科学講座呼吸器
内科学分野（大森））

P60-7 抗核抗体またはリウマチ因子陽性の非小細胞肺
癌患者に対する免疫チェックポイント阻害薬投
与の影響
糸谷 涼（公益財団法人田附興風会医学研究

所北野病院呼吸器内科）
P60-8 実臨床での進行非小細胞肺癌 142 例に対するニ

ボルマブの効果（多施設共同症例集積研究KLOG
005）
小林 慧悟（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

P60-9 当院におけるPembrolizumab の使用経験
豊澤 亮（国立病院機構九州がんセンター呼

吸器腫瘍科）
P60-10 PD�L1 陽性非小細胞肺癌の 18F�FDG PET/CT

における代謝活性の評価
高田 和樹（九州大学大学院消化器・総合外

科／九州大学大学院形態機能病理）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 61 p616
薬物療法
座長：栗島 浩一（筑波メディカルセンター病院呼吸器内

科）

P61-1 ニボルマブを投与した非小細胞肺がんにおける
早期死亡例のリスク因子の解析
井上 貴子（大阪国際がんセンター）

P61-2 当院におけるニボルマブによる薬剤性肺障害
海老 規之（飯塚病院呼吸器腫瘍内科）

P61-3 進行非小細胞肺癌に対する nivolumab 投与後の
後治療についての後方視的検討
矢野 幸洋（国立病院機構刀根山病院呼吸器腫

瘍内科）
P61-4 非小細胞肺癌におけるニボルマブの効果予測因

子
鈴木 秀和（大阪府立呼吸器・アレルギー医療

センター）

P61-5 ALK 陽性肺癌患者における治療効果の検討
網野 喜彬（福井県済生会病院呼吸器内科）

P61-6 当院におけるALK融合遺伝子陽性肺腺癌 3例に
対するセリチニブの使用経験
内山 歩（自治医科大学内科学講座呼吸器内

科学部門）
P61-7 当センターでの進行・再発非小細胞肺癌症例に

対するラムシルマブとドセタキセル併用療法の
有効性と安全性
那須 信吾（大阪はびきの医療センター肺腫瘍

内科）
P61-8 既治療進行非小細胞肺癌に対する nabPTX の効

果・安全性に関する検討
金津 正樹（国立病院機構刀根山病院呼吸器腫

瘍内科）

11：00～11：40 一般演題（ポスター） 62 p618
その他（治療）
座長：下川 恒生（横浜市立市民病院呼吸器内科）

P62-1 当施設の肺癌に対する中葉切除例の検討
鈴木 克幸（山形県立中央病院呼吸器外科）

P62-2 当院における肺肉腫様癌切除例の予後
栗山 翔司（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P62-3 手術により診断された肺癌胸膜播種症例におけ

る予後因子の検討
懸川 誠一（金沢大学附属病院先進総合外科）

P62-4 肺癌切除肺にみられる類上皮細胞性肉芽腫の意
義
田村 厚久（国立病院機構東京病院呼吸器セン

ター）
P62-5 UFT による術後補助化学療法を施行した病理病

期 1A期（T1b），1B期における再発例の検討
高砂 敬一郎（伊那中央病院呼吸器外科）

P62-6 仮想気管支鏡とEBUS�GS，リピオドールを用い
た術前マーキングの有効性と安全性について連
続 30症例での検証
内原 照仁（沖縄赤十字病院内科）

P62-7 再発小細胞肺癌に対する paclitaxel 療法の検討
西條 敦郎（徳島大学病院呼吸器・膠原病内科）

P62-8 高リスク症例を含む中枢側肺癌に対するSBRT
青木 秀梨（東京大学医学部附属病院放射線科）
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11：00～11：40 一般演題（ポスター） 63 p620
その他（診断）
座長：川田 一郎（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

P63-1 当院におけるCTガイド下肺生検の実施状況に
ついて
宮下 義啓（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター呼吸器内科）
P63-2 10mm以下の肺野小型病変に対するCTガイド

下生検の意義
橋本 健太郎（滋賀県立成人病センター呼吸器

内科）
P63-3 肺多形癌の臨床的・病理学的検討

吉村 彰紘（京都第一赤十字病院呼吸器内科）
P63-4 生検検体における肺神経内分泌腫瘍の鑑別診断

としてのStathmin 1（STMN1）免疫染色の有用
性
後藤 優典（群馬大学医学部附属病院病理部・

病理診断科）
P63-5 肺腺癌における TTF�1 発現と Pemetrexed の治

療効果に関する検討
徳毛 健太郎（広島大学病院呼吸器内科）

P63-6 肺癌術後再発が疑われるもEBUS�TBNAにて診
断しえた胃癌縦隔リンパ節転移の 1例
吉川 武志（香川県立中央病院呼吸器外科）

P63-7 進行非小細胞肺癌患者に対する殺細胞性抗癌剤
と分子標的薬投与後の筋肉量の変化の検討
柿沼 一隆（聖マリアンナ医科大学病院呼吸器

内科）
P63-8 当院での肺癌にCBDCAを投薬した際の血中

Na濃度の推移と交絡因子の検討
辻 博行（市立伊丹病院呼吸器内科）

11：00～11：25 一般演題（ポスター） 64 p622
大細胞神経内分泌癌
座長：斉藤 博（愛知県がんセンター愛知病院）

P64-1 口腔内転移で発見された肺大細胞神経内分泌細
胞癌の 2例
米田 太郎（小松市民病院呼吸器内科）

P64-2 当院における肺原発大細胞神経内分泌癌切除症
例の検討
高祖 英典（国立病院機構大分医療センター外

科・呼吸器外科）
P64-3 肺大細胞神経内分泌腫瘍症例の検討

大湾 勤子（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科）
P64-4 手術症例における混合型肺神経内分泌癌

Combined NECの臨床像の検討
木田 陽子（神戸市立医療センター西市民病院

呼吸器内科）

P64-5 肺大細胞神経内分泌癌（LCNEC）手術例の検討
小林 良司（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科）

11：00～11：35 一般演題（ポスター） 65 p624
肺癌の病理
座長：蔦 幸治（関西医科大学病態検査学講座）

P65-1 新WHO分類によるALK陽性肺癌の検討
平井 理子（旭川医科大学病院呼吸器センター）

P65-2 Spread through air spaces is an useful predictor
of recurrence in stage I squamous cell
carcinoma
柳川 直樹（山形県立中央病院病理診断科）

P65-3 肺原発淡明細胞癌の取扱い規約第 8版による再
診断
吉松 隆（福岡和白病院呼吸器外科）

P65-4 多発扁平上皮癌症例における肺の扁平上皮癌
中井 登紀子（奈良県立医科大学病理診断学講

座）
P65-5 肺癌の胸膜浸潤は肉眼的に評価可能か？

石本 真一郎（日本大学医学部呼吸器外科）
P65-6 肺原発リンパ腫切除例の臨床病理学的検討

山道 尭（がん・感染症センター都立駒込病
院呼吸器外科）

P65-7 肺多形癌切除症例の検討
小山 倫太郎（飯塚病院呼吸器外科・呼吸器腫

瘍外科）

11：00～11：35 一般演題（ポスター） 66 p625
予後・悪性度
座長：坂下 信悟（筑波大学医学医療系診断病理学研究室）

P66-1 高浸潤性肺ヒト腺癌細胞株の樹立と発現因子の
探索
南阪 尚（富山大・医・病理診断）

P66-2 肺癌における cadherin，catenin の発現と臨床病
理学的因子との解析
今井 紗智子（東京医科歯科大学呼吸器外科）

P66-3 アンチエイジング遺伝子Klotho 発現による上皮
間葉転換（EMT）の制御
竹ヶ原 京志郎（日本医科大学付属病院呼吸器

外科）
P66-4 FGF9 が肺上皮細胞に及ぼす影響の検討

石岡 宏太（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）
P66-5 肺腺癌におけるGlucose transporter（Glut）の

発現解析
吉本 多一郎（自治医科大学統合病理学）

P66-6 胸腺上皮性腫瘍におけるCDH3の DNAメチル
化
梶浦 耕一郎（徳島大学胸部内分泌腫瘍外科）
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P66-7 高濃度酸素が肺癌の増殖に与える影響とその分
子メカニズム
浜本 純子（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）


