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日　　程

第 1日
（11 月 29 日　木曜日）
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11 月 29 日（木） 第 1会場（京王プラザホテル 南館 5F エミネンス）
9：00～11：00 シンポジウム 1 p422
Immuno-radiotherapy
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）
里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

S1-1 免疫チェックポイント阻害剤の研究：基礎と臨
床のクロストーク
玉田 耕治（山口大学大学院医学系研究科免疫

学講座）
S1-2 PACIFIC 試験から変わる III 期非小細胞肺癌治

療
村上 修司（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
S1-3 Immuno-radiotherapy：Synergistic power of

abscopal effect by radiotherapy and
immunotherapy
大西 洋（山梨大学放射線科）

S1-4 今後の免疫放射線療法―腫瘍内科医から
瀬戸 貴司（国立病院機構九州がんセンター臨

床研究センター治験推進室）
S1-5 免疫放射線療法への期待，放射線腫瘍医の見方

西村 恭昌（近畿大学医学部放射線腫瘍学）

11：00～11：50 アンコールセッション 1 p478
座長：関根 郁夫（筑波大学医学医療系臨床腫瘍学）

ES1-1 Gemcitabine-Cisplatin（GC）+ necitumumab
（N）versus GC as first-line treatment for Stage
IV Squamous Cell Lung Cancer（SqCLC）：An
open-label randomized multicenter phase Ib-II
trial in Japan
Seiji Niho（Department of Thoracic Oncology,

National Cancer Center Hospital
East）

ES1-2 進行非扁平上皮非小細胞肺癌を対象とした
CBDCA+PTX+BEVと CDDP+PEM+BEVのラ
ンダム化第 II 相試験（CLEAR study）
原田大二郎（四国がんセンター呼吸器内科）

ES1-3 Subgroup analysis results on pneumonitis in
PACIFIC study for stage III, unresectable
NSCLC patients
Kaoru Kubota（Nippon Medical School Hospital,

Japan）

ES1-4 PD-L1 Prevalence and Outcomes for NSCLC in
Asia-Pacific：A Retrospective, Non-
interventional Study
Hiroyuki Suzuki（Fukushima Med University

Hosp）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 1
EGFR遺伝子変異陽性肺癌の治療戦略
座長：西尾 誠人（公益財団法人がん研究会有明病院）

LS-1 山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・
腫瘍内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

13：30～14：00 理事長講演 p410
座長：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）

CR この四年間をふりかえって …理事長報告
光冨 徹哉（日本肺癌学会理事長）

15：10～17：10 シンポジウム 2 p423
免疫チェックポイント阻害薬のバイオマーカー
座長：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）
萩原 弘一（自治医科大学呼吸器内科学部門）

S2-1 チェックポイント阻害剤の開発およびその治療
効果の特性
岩井 佳子（日本医科大学大学院医学研究科細

胞生物学）
S2-2 がん免疫療法の基礎的考察

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/EPOC免疫TR分
野／名古屋大学大学院医学系研究
科微生物・免疫学講座分子細胞免
疫学）

S2-3 腫瘍の多様性と治療効果予測
西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）

S2-4 末梢血 T細胞解析によるPD-1 阻害薬効果予測
各務 博（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器内科）
S2-5 免疫チェックポイント阻害薬併用療法の効果予

測
後藤 悌（国立がん研究センター中央病院）
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S2-6 Biomarkers For Immuno-Checkpoint Inhibitors
Keynote Speaker：Fred R. Hirsch（International Association for

the Study of Lung Cancer and
University of Colorado Cancer
Center, USA）

17：10～18：00 アンコールセッション 2 p479
座長：清家 正博（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器

内科学分野）

ES2-1 PD-L1 低発現 immune desert 様腫瘍に対する抗
PD-L1 抗体の有用性機序解析
岩井 俊樹（中外製薬株式会社プロダクトリ

サーチ部）

ES2-2 Pemetrexed enhances anti-tumor efficacy of
PD-1 pathway blockade by promoting
intra-tumor immune response via immunogenic
tumor cell death and T cell-intrinsic
mechanisms
David A. Schaer（Lilly Research Laboratories,

Eli Lilly and Company, USA）
ES2-3 PD-L1 expression in untreated EGFRm

advanced NSCLC and response to EGFR-TKIs
in FLAURA
Kazuhiko Nakagawa（Department of Medical

Oncology, Kindai
University School of
Medicine, Osaka, Japan）

ES2-4 SEMA7A-ITGB1-ERK の経路は EGFR-TKI の治
療抵抗性に関与する新規メカニズムである
甲原 雄平（大阪大学医学部附属病院呼吸器免

疫内科／日本生命病院総合内科）

11 月 29 日（木） 第 2会場（京王プラザホテル 本館 5F コンコードA）
9：00～11：00 ワークショップ 1 p448
リキッドバイオプシーの up to date
座長：西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学）

洪 泰浩（和歌山県立医科大学内科学第 3講座）

WS1-1 リキッドバイオプシーによる肺がん non-coding
RNAの解析
黒田 雅彦（東京医科大学医学部分子病理学分

野）
WS1-2 EGFR-TKI 耐性肺癌のオシメルチニブの効果予

測における“血清”検査の有用性
小林 慧悟（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

WS1-3 血漿 EGFR T790M遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
に対する osimertinib の有効性を検討する第二相
試験
東 公一（久留米大学医学部内科学講座呼吸

器・神経・膠原病内科部門）
WS1-4 リキッドバイオプシーによる遺伝子変異検査の

限界
大平 達夫（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

WS1-5 肺がん個別化医療における循環腫瘍細胞（CTC）
診断の可能性
洪 泰浩（和歌山県立医科大学内科学第三講

座）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 2
ALK 肺がんにみる標的治療薬の開発～「標的」阻害でも
生じる有害事象にどのように対応するか～
座長：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）

LS-2 後藤 悌（国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター中央病院呼吸器内科）

共催：ノバルティスファーマ株式会社

15：10～15：40 教育講演 1
座長：武田 晃司（認定NPO法人西日本がん研究機構）

EL1 生物統計学の基礎
森田 智視（京都大学医学統計生物情報学）

15：40～16：10 教育講演 2
座長：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）

EL2 がん免疫の基礎
玉田 耕治（山口大学大学院医学系研究科免疫

学講座）
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16：10～16：40 教育講演 3
座長：秋田 弘俊（北海道大学医学部腫瘍内科学）

EL3 コンパニオン診断
羽場 礼次（香川大学医学部附属病院病理診断

科・病理部）

16：40～17：10 教育講演 4
座長：松野 吉宏（北海道大学病院病理診断科）

EL4 肺癌の病理組織分類―Update―
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）

17：10～17：40 教育講演 5
座長：笠原 寿郎（金沢大学呼吸器内科）

EL5 小細胞肺癌の治療―Update―
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）

17：40～18：10 教育講演 6
座長：倉田 宝保（関西医科大学呼吸器腫瘍内科）

EL6 非小細胞肺癌の治療―Update―
大熊 裕介（がん・感染症センター都立駒込病

院）

11 月 29 日（木） 第 3会場（京王プラザホテル 本館 5F コンコードBC）
9：00～11：00 ビデオシンポジウム p445
多臓器合併切除の新しいアプローチ/
診療科をまたぐ合併切除の試み
座長：中島 淳（東京大学医学部附属病院呼吸器外科）

伊達 洋至（京都大学呼吸器外科）

VS1 椎体合併切除：整形外科との協力
田中 文啓（産業医科大学医学部第 2外科学）

VS2 大動脈浸潤肺癌に対する人工心肺を用いない
TEVAR下大動脈合併切除
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）
VS3 局所進行肺癌手術における自家肺移植手技応用

の試み
千田 雅之（獨協医科大学医学部呼吸器外科学）

VS4 肺動脈主幹浸潤をきたした肺動脈内膜肉腫の切
除
中島 淳（東京大学医学部附属病院呼吸器外

科）
VS5 肝虚血と下大静脈置換を要した巨大縦隔平滑筋

肉腫切除例
伊達 洋至（京都大学呼吸器外科）

11：00～11：40 一般演題（ビデオ） 1 p496
気管支形成
座長：奥村 栄（がん研究会有明病院呼吸器センター外

科）

V1-1 前治療の加わった異時性原発性気管癌に対する
気管管状切除・吻合術
原田 匡彦（がん・感染症センター都立駒込病

院）

V1-2 慢性心不全・腎不全を伴う高齢者の左肺門部肺
癌に対し extended sleeve lobectomy type B を
施行した 1例
小松 弘明（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

V1-3 左下葉支入口部発生の定型カルチノイドに対し
2連銃型気管支形成を用いた左下葉スリーブ切
除術を行った 1症例
藤原 敦史（香川大学呼吸器・乳腺内分泌外科）

V1-4 Ceritinib 投与後に著明に縮小し左下葉切除およ
びDouble plasty により完全切除し得た一例
高濱 誠（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 3
NSCLCの治療戦略
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）

LS-3 細胞障害性抗癌剤は捨てられない
瀬戸 貴司（独立行政法人国立病院機構九州が

んセンター呼吸器腫瘍科）
非小細胞肺癌治療におけるPD-1/L1 阻害剤の
エビデンスを振り返る
高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
共催：MSD株式会社/大鵬薬品工業株式会社
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15：10～17：10 シンポジウム 3 p424
区域切除における手技的な工夫：
局所再発を防ぐために
座長：中山 治彦（神奈川県立がんセンター呼吸器外科）

岡田 守人（広島大学原爆放射線医学研究所腫瘍外
科）

S3-1 理論と経験に基づいた安全な区域切除
吉野 一郎（千葉大学医学研究院呼吸器病態外

科学）
S3-2 肺区域切除の手術計画と実際

大泉 弘幸（山形大学医学部第二外科）
S3-3 原発性肺癌に対する局所再発ゼロを目指した肺

区域切除
菱田 智之（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
S3-4 TNM第 8版から見る臨床病期 I 期肺腺癌に対す

る区域切除の妥当性の検証
伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）

S3-5 区域切除術における局所再発防止の工夫
津谷 康大（広島大学腫瘍外科）

S3-6 局所再発のない区域切除術とはどうあるべきか
渡辺 俊一（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）

17：10～18：00 後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会 記念講演会 p476
座長：金子 公一（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器

外科）

オープニングリマークス：福井 康裕（公益財団法人後藤喜代子・ポール
ブルダリ癌基金協会）

PB Surgical treatment for Superior Sulcus Tumor
Dominique H Grunenwald（Pierre＆Marie Curie

University, Paris,
France）

11 月 29 日（木） 第 4会場（京王プラザホテル 南館 4F 扇）
9：00～11：00 シンポジウム 4 p426
WHO2015 分類の日本での適合性
座長：野口 雅之（筑波大学医学医療系診断病理学研究室）

石川 雄一（公益財団法人がん研究会がん研究所病
理部）

S4-1 New Challenges in Lung Cancer Pathology
Keynote Speaker：Ignacio I. Wistuba（Department of Translational

Molecular Pathology, MD
Anderson Cancer Center,
USA）

S4-2 Establishment of national standardized
laboratory developed assays for lung cancer
biomarker tests

Keynote Speaker：Ming S. Tsao（University Health Network,
Princess Margaret Cancer
Centre and University of
Toronto, Canada）

S4-3 WHO2015 分類の日本における現状：病理医の
立場から
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）
S4-4 2015 WHO分類と診断に必要な免疫染色

谷田部 恭（愛知県がんセンター遺伝子病理診
断部）

S4-5 WHO2015 病理分類：わが国の外科医の立場か
ら
近藤 晴彦（杏林大学医学部外科（呼吸器・甲状

腺））
S4-6 高分解能CTとWHO分類との関係

楠本 昌彦（国立がん研究センター中央病院放
射線診断科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 4
Driver Mutation 陽性肺癌の「今」と「これから」
座長：後藤 功一（国立研究開発法人国立がん研究センター

東病院呼吸器内科）

LS-4 肺癌標的遺伝子診断の展望
松本 慎吾（国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター東病院呼吸器内科）
Driver Mutation 陽性肺癌の治療戦略
里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

共催：中外製薬株式会社
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15：10～16：40 ワークショップ 2 p449
ALK 陽性肺癌治療の最大効果
座長：滝口 裕一（千葉大学医学部附属病院腫瘍内科）

岡本 浩明（横浜市立市民病院呼吸器内科・腫瘍内
科・がんセンター）

WS2-1 Maximum effect of ALK positive lung cancer
Keynote Speaker：Giorgio V Scagliotti（Oncology Department -

University of Torino, Italy）
WS2-2 Efficacy, Safety, PK of Lorlatinib in J-pts With

Previously Treated ALK+ NSCLC；Phase 1/2
Study
林 秀敏（近畿大学医学部腫瘍内科）

WS2-3 術後再発症例からみるALK陽性肺癌治療の最大
効果
松浦 陽介（がん研有明病院呼吸器外科）

WS2-4 New treatment options for ALK+ NSCLC
Benjamin Solomon（Department of Medical

Oncology, Peter MacCallum
Cancer Centre, Australia）

17：30～19：00 スポンサードシンポジウム 1
Precision Medicine の実現化に向けての対策
座長：土原 一哉（国立研究開発法人国立がん研究センター

先端医療開発センター）

SS-1 Homebrew NGSパネル検査の経験から
西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）
次世代シーケンスがもたらす個別化医療のビッ
グウェーブ
後藤 功一（国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター東病院呼吸器内科）
ゲノム医療の提供体制～中核拠点病院と連携病
院との関わりあい～
秋田 弘俊（北海道大学大学院医学研究院内科

学分野腫瘍内科学教室）
共催：ノバルティスファーマ株式会社

11 月 29 日（木） 第 5会場（京王プラザホテル 南館 4F 錦）
9：00～10：00 ワークショップ 3 p450
低侵襲精密医療 up to date
座長：山田 哲司（国立がん研究センター研究所細胞情報

学分野）

WS3-1 人工知能とメタボローム解析を用いたリキッド
バイオプシー
杉本 昌弘（東京医科大学低侵襲医療開発総合

センター／慶應義塾大学先端生命
科学研究所）

WS3-2 肺癌と関連性のあるマイクロバイオームの検討
宮永 晃彦（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科分野／Laboratory of
Human Carcinogenesis, National
Cancer Institute, National
Institutes of Health, USA）

WS3-3 Ex-Vivo と血液のメタボローム解析による新規
バイオマーカーの創出
梶原 直央（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

WS3-4 プロテオミクス技術を応用した呼吸器腫瘍の発
症進展の分子機構解明
柳澤 聖（名古屋大学大学院医学系研究科附

属神経疾患・腫瘍分子医学研究セ
ンター）

10：00～11：00 ワークショップ 4 p451
希少肺癌（Ret, ROS1, BRAF 陽性）の治療
座長：後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器内

科）
西尾 誠人（癌研有明病院呼吸器内科）

WS4-1 RET 融合遺伝子陽性の進行非小細胞肺癌に対す
るバンデタニブの第 II 相試験：LURET試験最終
解析
山本 昇（国立がん研究センター中央病院）

WS4-2 Clinical characteristics of non-small cell lung
cancer harboring exon 20 mutation of EGFR or
HER2
武田 真幸（近畿大学医学部腫瘍内科）

WS4-3 LC-SCRUM-Japan でスクリーニングされた
BRAF遺伝子変異陽性肺癌の臨床的特徴
太田 登博（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
WS4-4 希少遺伝子変異陽性肺癌に対する抗PD-1 抗体

の有効性の検討
吉澤 孝浩（がん研究会有明病院呼吸器内科）
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12：00～12：50 ランチョンセミナー 5
肺血管処理を考える
～エネルギーデバイスの正しい使い方～
座長：岡田 守人（広島大学腫瘍外科）

LS-5 宮田 義浩（広島大学腫瘍外科）
高持 一矢（順天堂大学呼吸器外科）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

15：10～15：40 一般演題（ビデオ） 2 p497
手術の工夫 1
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）

V2-1 アプローチに検討を要した巨大後縦隔脂肪肉腫
の一例
松本 学（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）
V2-2 演題取下げ
V2-3 腫瘍径の大きな前縦隔腫瘍に対する剣状突起下

アプローチによる胸腺・前縦隔腫瘍摘出術
根木 隆浩（藤田保健衛生大学呼吸器外科）

V2-4 右胸腔内から送脱血をおこない，人工心肺使用下
に左房合併切除を行った右肺下葉肺門部肺癌の
一例
宮本 光（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

15：50～16：30 一般演題（ビデオ） 3 p498
手術の工夫 2
座長：松本 勲（金沢大学先進総合外科）

V3-1 胸腔鏡手術における出血原因とトラブルシュー
ティングの検討
前田 純一（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

V3-2 右上葉切除後の中葉支狭窄に対して胸腔形成術
（胸腔内隔壁作成術）を施行した 1例
橋本章太郎（一般財団法人住友病院呼吸器外科）

V3-3 右下葉切除後中間気管支幹壊死による気管支胸
膜瘻の修復術
和田 啓伸（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
V3-4 右肺内穿破を来し，緊急手術を要した巨大浸潤性

胸腺腫の 1例
吉安 展将（聖路加国際病院呼吸器外科）

16：30～17：00 一般演題（ビデオ） 4 p499
縦隔腫瘍・他
座長：岡田 克典（東北大学加齢医学研究所呼吸器外科学

分野）

V4-1 完全鏡視下右上葉管状切除術＋肺動脈形成術
須田 一晴（杏林大学医学部付属病院外科（呼吸

器・甲状腺））
V4-2 演題取下げ
V4-3 右気胸を契機に発見された前縦隔腫瘍に対し上

大静脈合併切除を伴う縦隔腫瘍切除を施行した
一例
楠本 英則（近畿大学医学部奈良病院呼吸器外

科）
V4-4 肺癌術後開胸部位に発生した胸壁軟部腫瘍の一

例
角田 悟（東京医科歯科大学呼吸器外科）

17：10～17：50 一般演題（ビデオ） 5 p500
新術式
座長：佐藤 幸夫（筑波大学医学医療系呼吸器外科学）

V5-1 当院での単孔式胸腔鏡下解剖学的肺切除術の導
入と実際
大亀 剛（一宮西病院呼吸器外科）

V5-2 単孔式胸腔鏡手術（Uniportal- VATS：U-VATS）
での左気管分岐部リンパ節郭清の工夫について
平井 恭二（日本医科大学千葉北総病院呼吸器

外科）
V5-3 前方からの視野によるロボット支援下左肺上葉

切除術の 1例
山崎 宏司（国立病院機構九州医療センター呼

吸器外科）
V5-4 da Vinci Xi による肺葉切除時の工夫

船井 和仁（浜松医科大学外科学第一講座）
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11 月 29 日（木） 第 7会場（京王プラザホテル 本館 44F ハーモニー）
9：00～11：00 メディカルスタッフ部会企画 シンポジウム p484
肺がん療養に必要な患者支援
座長：澤 祥幸（岐阜市民病院がんセンター）

今井 千晶（千葉大学医学部附属病院薬剤部）

MS1 分子標的治療薬の副作用対策
津端由佳里（島根大学医学部内科学講座呼吸

器・臨床腫瘍学）
MS2 免疫チェックポイント阻害薬の免疫関連有害事

象対策の標準化―チーム ICI の活動とその成
果―
渡邊 裕之（九州大学病院薬剤部）

MS3 がん看護支援の現状と課題～薬物療法をおこな
っている患者を中心に～
斎藤 美和（千葉大学医学部附属病院）

MS4 日常業務の中の「就労支援」―各職種の専門性
を活かした関わり
高橋 都（国立がん研究センターがん対策情

報センターがんサバイバーシップ
支援部）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 6
エビデンスに基づいたCINV予防と体重管理の重要性
座長：大江裕一郎（国立がん研究センター中央病院呼吸器内

科）

LS-6 髙山 浩一（京都府立医科大学大学院医学研究
科）

共催：小野薬品工業株式会社

15：40～16：50 メディカルスタッフ部会企画 特別レクチャー p485
座長：鈴木 賢一（がん研究会有明病院薬剤部）

MSP 肺がんのチーム医療：有効でアクティブなチー
ムを作るための秘訣
佐々木治一郎（北里大学医学部新世紀医療開発

センター）

17：00～17：40 メディカルスタッフ部会企画 ビジネスミーティング
座長：滝口 裕一（千葉大学医学部附属病院腫瘍内科）

11 月 29 日（木） 第 8会場（京王プラザホテル 本館 44F アンサンブル）
9：00～9：32 一般演題（口演） 1 p506
検診
座長：中山 富雄（国立がん研究センター社会と健康研究

センター検診研究部）

O1-1 対象者の定義変更に伴う喀痰細胞診の実施状況
への影響
中山 富雄（国立がん研究センター社会と健康

研究センター検診研究部／肺がん
検診委員会）

O1-2 原発性肺癌手術的治療成績に及ぼす受診経緯の
影響
岡本 卓（高知医療センター呼吸器外科）

O1-3 ITALUNG（2017）論文の Stage 分布から，RCT
の結果を予測する
飯沼 武（量研機構放射線医学総合研究所）

O1-4 肺癌術後の定期的な胸部CTフォローは予後改
善につながるか？
鈴木 潤（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）

9：32～10：20 一般演題（口演） 2 p507
画像診断 1
座長：芦澤 和人（長崎大学大学院臨床腫瘍学）

O2-1 CT 画像所見とニボルマブの治療効果に関する検
討（GIFT-04/FIGHT-03）
峯村 浩之（福島県立医科大学呼吸器内科学講

座）
O2-2 18F-FDG PET/CT を用いた切除不能進行・再発

非小細胞肺癌に対するPembrolizumab の治療効
果予測
山田 祐揮（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

O2-3 間質性肺炎合併肺癌切除例における癌部・背景
肺の FDG-PET/CT 半定量評価の臨床病理学的
意義
山道 尭（東京医科大学病院呼吸器・甲状腺

外科）
O2-4 アミノレブリン酸（5ALA）と自家蛍光を併用し

た肺癌胸膜播種（M1a）に対する光学的診断
北田 正博（旭川医科大学呼吸器センター）
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O2-5 臨床病期 1期 solid 肺腺癌における TLG（tumor
lesion glycolysis）の有無と術後胸膜浸潤，分化度
との関連
白橋 幸洋（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）
O2-6 肺癌例に対するDWIBS によるリンパ節転移お

よび臨床病期診断の有益性とその費用評価
薄田 勝男（金沢医科大学呼吸器外科学）

10：20～11：08 一般演題（口演） 3 p508
画像診断 2
座長：神崎 正人（東京女子医科大学呼吸器外科）

O3-1 肺腺癌の主病巣術前SUVmax 値はリンパ節転移
の予測因子になりうるか
栗原 泰幸（武蔵野赤十字病院呼吸器外科）

O3-2 異なる組織型の原発性肺癌におけるPET-CT の
SUVmax 値が示す臨床的意義（充実型肺腺癌と
扁平上皮癌の比較）
茅田 洋之（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O3-3 不均一な consolidation を伴う肺腺癌GGO（まだ

らGGO）と病理学的浸潤径との検討
内匠 陽平（大分大学呼吸器・乳腺外科）

O3-4 充実成分主体の c-IA 期肺腺癌の 3DCTによる悪
性度再評価
古本 秀行（東京医科大学病院呼吸器甲状腺外

科分野）
O3-5 臨床病期 I 期肺腺癌における 3次元画像所見度

数分布表に基づく予後に関する検討
今井健太郎（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

O3-6 術前 CTにおける充実成分の腫瘍倍加時間は非
小細胞性肺癌切除例の予後予測因子である
三浦健太郎（長野赤十字病院呼吸器外科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 7
変化する特発性肺線維症のマネージメント
―疾患理解と治療戦略―
座長：清家 正博（日本医科大学付属病院呼吸器内科学分

野）

LS-7 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

15：10～16：10 ワークショップ 5 p452
再発肺癌（再照射）の治療
座長：野中 哲生（筑波大学附属病院放射線腫瘍科）

丹羽 宏（聖隷三方原病院呼吸器センター外科）

WS5-1 原発性肺癌根治術後再発に対する治療：薬物療
法を中心とした集学的治療
上吉原光宏（前橋赤十字病院呼吸器外科）

WS5-2 原発性肺癌術後の陰影の積極的外科治療の効果
三崎 伯幸（高松市立みんなの病院呼吸器外科）

WS5-3 術後に局所再発を認めた非小細胞肺癌に対する
根治的放射線療法の成績と課題
寺田 志洋（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
WS5-4 肺癌術後再発に対する救済SBRT

青木 秀梨（東京大学医学部附属病院放射線科）
WS5-5 原発性肺癌に対する体幹部定位放射線治療後の

サルベージ手術の長期成績
陳 豊史（京都大学医学部呼吸器外科）

16：10～16：58 一般演題（口演） 4 p510
バイオマーカー 1
座長：植松 和嗣（埼玉医科大学総合医療センター呼吸器

内科）

O4-1 UIP 合併肺腺がん全エクソン解析から判明した
サーファクタントシステム遺伝子変異と
Biomarker の可能性
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）

O4-2 微小検体におけるROS1 融合遺伝子検査の解析
結果の検討
杉本 亮（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
O4-3 EGFR遺伝子変異陽性肺癌におけるPD-L1 発現

宮脇英里子（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
内科）

O4-4 肺癌 PD-L1 IHC検査の大規模比較検討試験：
LC-SCRUM-IBIS 第一報
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）
O4-5 早期非小細胞肺がんにおけるPD-L1 発現―腫瘍

発生部位に着目した検討
須田 健一（近畿大学医学部外科学講座呼吸器

外科部門）
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O4-6 非小細胞肺癌に対するニボルマブ療法における
血中可溶性PD-L1 の効果予測マーカーとしての
有用性の検討
和久井 大（東京慈恵会医科大学附属病院呼吸

器内科）

16：58～17：46 一般演題（口演） 5 p511
バイオマーカー 2
座長：浦本 秀隆（金沢医科大学呼吸器外科）

O5-1 尿中 N1，N12-ジアセチルスペルミンの非小細胞
肺癌の診断と予後における意義
高橋 祐介（相模原協同病院呼吸器外科／が

ん・感染症センター都立駒込病院
呼吸器外科）

O5-2 NSCLCにおけるHER2 異常の前向き観察研究
（HOT1303-A）
横内 浩（北海道がんセンター呼吸器内科／

北海道肺癌臨床研究会（HOT））
O5-3 Circulating free DNAと Extracellular vesicle

associated DNAの関係についての検討
中島 千穂（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫

瘍内科）
O5-4 当院における肺癌再生検での他科診療連携の実

際
牧野 晴彦（鳥取大学医学部分子制御内科）

O5-5 EGFR遺伝子変異 T790M陽性肺癌に対する
Osimertinib 治療成績：T790M検出部位による
予後の相違
生島 弘彬（NTT東日本関東病院呼吸器内科）

O5-6 Real-World Prevalence of PD-L1 Expression in
Advanced NSCLC：The Global EXPRESS
Study
Toyoaki Hida（Aichi Cancer Center, Japan）

17：46～18：42 一般演題（口演） 6 p513
病理・細胞診
座長：仁木 利郎（自治医科大学統合病理学）

O6-1 小細胞肺癌切除検体におけるDLL3，ASCL1 に関
する検討
古田 恵（北海道大学大学院医学研究院呼吸

器内科学教室／北海道肺癌臨床研
究会）

O6-2 Tumor Spread Through Air Spaces の臨床像と
再発に与える影響
山中 崇寛（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
O6-3 肺扁平上皮癌手術症例における腫瘍浸潤リンパ

球および濾胞形成は予後予測因子となるか？
西平 守道（獨協医科大学病院呼吸器外科）

O6-4 当院における浸潤性粘液産生性肺腺癌の切除後
予後についての検討
松井 琢哉（愛知県がんセンター中央病院呼吸

器外科）
O6-5 肺扁平上皮癌における IDO1 発現と PD-L1 発現

および腫瘍浸潤リンパ球との関係
高田 和樹（九州大学大学院消化器・総合外科）

O6-6 当院における cryobiopsy 検体の捺印細胞診の精
度と検体処理に関する検討
今林 達哉（京都府立医科大学附属病院呼吸器

内科）
O6-7 当院における胸膜孤立性線維性腫瘍切除症例の

臨床病理学的検討
松田 康平（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））

11 月 29 日（木） 第 9会場（京王プラザホテル 本館 47F あけぼの）
9：00～9：32 一般演題（口演） 7 p515
術後補助療法 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）

O7-1 ビタミンDサプリメントと非小細胞肺癌患者の
生存：無作為二重盲検，プラシーボ対照試験
秋葉 直志（東京慈恵会医科大学附属病院）

O7-2 IA 期非小細胞肺癌に対する脈管侵襲に基づいた
術後補助化学療法に関する多施設共同研究
（LOGIK0602 試験）
村岡 昌司（JCHO諫早総合病院呼吸器外科）

O7-3 Short Hydration 法によるシスプラチン＋ビノレ
ルビン併用術後補助化学療法の検討
杉本龍士郎（四国がんセンター呼吸器外科）

O7-4 肺腺癌術後病理病期 I 期症例の再発および術後
補助化学療法の効果予測における FDG PET-CT
の有用性
牧野洋二郎（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）
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9：32～10：04 一般演題（口演） 8 p516
術後補助療法 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）

O8-1 非小細胞肺癌完全切除例に対する術後補助化学
療法におけるERCC1 の効果予測因子としての
意義
中田 昌男（瀬戸内肺癌研究会）

O8-2 TNM第 8版における病理病期 IB 期肺腺癌亜型
別補助化学療法の有用性の検討
伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
O8-3 新 TNM分類及び病理学的因子からみた肺腺癌

切除例の術後UFT療法の再検討
上沼 康範（聖隷三方原病院呼吸器センター外

科）
O8-4 臨床的N0-1 かつ病理学的N2非小細胞肺癌切除

例における術後再発形式の検討
中川加寿夫（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）

10：04～10：44 一般演題（口演） 9 p517
放射線療法・化学放射線療法
座長：別所 昭宏（岡山赤十字病院呼吸器内科）

O9-1 1 期非小細胞肺癌に対するサイバーナイフ動体
追尾照射の局所制御を予測する因子解析
馬屋原 博（神戸低侵襲がん医療センター放射

線治療科）
O9-2 末梢性早期原発性肺癌に対する体幹部定位放射

線治療の線量増加の治療成績
光吉 隆真（京都大学大学院医学研究科放射線

腫瘍学・画像応用治療学）
O9-3 局所進行非小細胞肺癌に対するCBDCA/nab-

PTX を用いた同時化学放射線療法の第 I/II 相試
験
松本 啓孝（兵庫県立尼崎総合医療センター）

O9-4 切除不能ステージ III 非小細胞肺癌患者における
標準治療の実態調査
村上 晴泰（静岡県立静岡がんセンター）

O9-5 高齢者局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプ
ラチン+S-1 と胸部放射線同時併用療法の第 II 相
試験
神田慎太郎（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 8
激動の肺がん治療 2018
～細胞障害性抗がん剤と免疫療法の最適な使い方～
座長：関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科）

LS-8 上月 稔幸（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）

共催：大鵬薬品工業株式会社

15：10～16：06 一般演題（口演） 10 p518
分子標的治療：EGFR-TKI1
座長：片上 信之（神戸市立医療センター中央市民病院腫

瘍内科）

O10-1 初回治療オシメルチニブ後に予想される変異蓄
積による獲得耐性機構
内堀 健（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O10-2 EGFR変異陽性肺がんにおけるオシメルチニブ
初期治療抵抗性の機構解明と耐性克服治療法の
開発
山田 忠明（京都府立医科大学呼吸器内科／金

沢大学がん進展制御研究所腫瘍内
科）

O10-3 EGFR-TKI 耐性症例の re-biopsy の実施率，組織
診と細胞診のCobas 法による一致率を検討する
観察研究
小山 建一（新潟県立がんセンター新潟病院内

科）
O10-4 EGFR陽性非小細胞肺がんのEGFR-TKI 耐性後

EGFR-T790M変異出現に関する多施設共同後方
視的検討
吉村 彰紘（京都府立医科大学呼吸器内科）

O10-5 当院におけるオシメルチニブの使用成績と血漿
中 cfDNAの有用性に関する検討
加藤 了資（近畿大学医学部附属病院腫瘍内科）

O10-6 オシメルチニブ投与の有無によるEGFR T790M
変異陽性肺がんの生存期間の比較
堀池 篤（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O10-7 Impact of afatinib dosing on safety and efficacy
in real-world pts with EGFR mutation-positive
NSCLC
Toyoaki Hida（Aichi Cancer Center, Japan）
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16：06～16：54 一般演題（口演） 11 p520
分子標的治療：EGFR-TKI2
座長：小林 国彦（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）

O11-1 PS 不良 EGFR遺伝子 T790M変異陽性非小細胞
肺癌に対するオシメルチニブ療法の検討
杉本 武哉（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
O11-2 EGFR遺伝子変異陽性 75歳以上高齢進行期非小

細胞肺癌におけるAfatinib の第 II 相試験：NEJ
027
山口 央（埼玉医科大学国際医療センター）

O11-3 高齢者 EGFR遺伝子変異陽性かつ T790M陽性
例に対するOsimertinib の有効性と安全性の第 2
相試験
中尾 明（福岡大学病院呼吸器内科）

O11-4 75 歳以上の高齢者に対するアファチニブの第 II
相試験
水柿 秀紀（北海道大学病院内科 I／高齢者アフ

ァチニブ PK試験グループ）
O11-5 EGFR 遺伝子変異を有する高齢者の非小細胞肺

癌を対象としたアファチニブの有効性と忍容性
の第 2相臨床試験
桑子 智人（国立病院機構渋川医療センター呼

吸器内科）

O11-6 EGFR変異/T790M変異陽性非小細胞肺癌に対
するオシメルチニブ化学療法併用第 2相試験の
安全性評価
田中謙太郎（九州大学病院呼吸器科）

16：54～17：26 一般演題（口演） 12 p522
血管新生阻害剤・新規分子標的治療薬
座長：木島 貴志（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）

O12-1 1st-line EGFR TKI 耐性後の非小細胞肺癌に対す
るCarboplatin+Pemetrexed+Bevacizumab 療
法：CJLSG0908
高橋 孝輔（愛知県がんセンター愛知病院呼吸

器内科／名古屋大学医学部）
O12-2 既治療進行非小細胞肺癌に対するドセタキセル

＋ラムシルマブ併用療法の有効性と安全性に関
する後方視的検討
馬場 順子（新潟県立がんセンター新潟病院内

科）
O12-3 BRAF 変異陽性肺癌患者の臨床的特徴

堀尾 芳嗣（愛知県がんセンター中央病院呼吸
器内科）

O12-4 RET S904F 変異によるアロステリック効果を介
したバンデタニブ耐性機構
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）

11 月 29 日（木） 第 10会場（京王プラザホテル 本館 47F あおぞら）
9：00～9：48 一般演題（口演） 13 p523
高齢者肺癌 1
座長：岡見 次郎（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

O13-1 高齢者肺癌におけるPD-1 阻害剤の有効性の検
討
田中 裕紀（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

O13-2 当院における高齢者非小細胞肺癌に対する抗
PD-1 抗体の治療成績および安全性
酒谷 俊雄（NTT東日本関東病院呼吸器内科）

O13-3 75 歳以上の高齢非小細胞肺癌に対する免疫チェ
ックポイント阻害剤の効果と安全性に対する後
方視的検討
久保 寿夫（岡山大学病院呼吸器・アレルギー

内科）

O13-4 高齢者進行/再発非扁平上皮NSCLCに対する
DTX+BV療法と PEM＋BV療法の無作為化第 II
相試験：TORG1323
原田 敏之（JCHO北海道病院／胸部腫瘍臨床

研究機構）
O13-5 未治療高齢者非小細胞肺癌に対する

Pemetrexed（P）単独またはP/Bevacizumab
療法の第 II 相試験（LOGIK1201）
北崎 健（日赤長崎原爆病院／九州肺癌研究

機構）
O13-6 Phase II Trial of CBDCA and PEM plus

Bevacizumab for Elderly Patients with
Advanced Non-Sq NS CLC
武岡 宏明（九州医療センター）
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9：48～10：36 一般演題（口演） 14 p524
高齢者肺癌 2
座長：塩野 知志（山形県立中央病院呼吸器外科）

O14-1 炎症性マーカーからみた高齢者肺癌外科切除例
の予後予測因子
原 幹太朗（大阪市立大学医学部呼吸器外科／

淀川キリスト教病院呼吸器外科）
O14-2 肺葉切除術を行った後期高齢者 pN0症例は喫煙

指数と術前アルブミン値が予後因子になる
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）
O14-3 総合的機能評価を用いた 80歳以上の高齢者肺癌

手術患者の背景
青木 正（新潟県立がんセンター新潟病院呼

吸器外科）
O14-4 80 歳以上高齢者肺癌に対する胸腔鏡下手術の成

績
文 敏景（がん研有明病院呼吸器外科）

O14-5 当科における 80歳以上の肺癌手術例の検討
葉山 牧夫（岡山赤十字病院呼吸器外科）

O14-6 85 歳以上の高齢者肺癌手術の検討
児玉 渉（鳥取県立厚生病院胸部外科）

10：36～11：16 一般演題（口演） 15 p526
肺病変合併肺癌 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）

O15-1 肺移植後に発見された肺癌の検討
大谷 真二（岡山大学病院呼吸器外科/臓器移植

センター）
O15-2 病理病期 I 期 COPD合併肺癌における肺葉切除

の治療成績
牧野 崇（東邦大学医学部外科学講座呼吸器

外科学分野）
O15-3 シベレスタットを用いた肺癌術後間質性肺炎急

性増悪予防策の効果（YCTS1201；SHIP trial）
伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科／横浜市立大学外科治療学教室）
O15-4 当院における間質性肺炎合併肺癌手術症例の検

討
岩田 剛和（千葉県がんセンター呼吸器外科）

O15-5 肺癌術後の間質性肺炎急性増悪予測における
FDG-PET の有用性
三ツ堀隼弘（がん研究会有明病院呼吸器セン

ター外科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 9
間質性肺炎合併肺癌の手術治療
座長：坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器外

科）

LS-9 東 陽子（東邦大学医学部外科学講座呼吸器
外科学分野）

佐藤 寿彦（京都大学医学部附属病院呼吸器外
科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

15：10～15：50 一般演題（口演） 16 p527
肺病変合併肺癌 2
座長：阿部 信二（東京医科大学病院呼吸器内科）

O16-1 間質性肺炎合併進行非小細胞肺癌患者へのカル
ボプラチン＋ナブパクリタキセルについての検
討
西成田詔子（北里大学病院呼吸器内科）

O16-2 間質性肺炎合併非小細胞肺癌における肺臓炎発
症の予測と予後の予測
小林 玄機（静岡がんセンター呼吸器内科）

O16-3 すりガラス陰影の広がりは化学療法による間質
性肺炎急性増悪発症のリスク因子となる
―SCLC患者における検討―
益田 武（広島大学病院呼吸器内科）

O16-4 本邦における間質性肺炎合併肺癌に対する放射
線治療の実態調査
萩原 靖倫（放射線医学総合研究所病院）

O16-5 術後感染性肺動脈仮性瘤を認めた左上葉肺癌の
1切除例
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）

15：50～16：46 一般演題（口演） 17 p528
早期・小型肺癌
座長：高持 一矢（順天堂大学呼吸器外科学講座）

O17-1 臨床病期 I 期の非小細胞肺癌に対する定位放射
線療法の再発症例の検討と外科的切除との比較
牧 佑歩（国立病院機構四国がんセンター呼

吸器外科）
O17-2 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）
O17-3 I 期非小細胞肺癌の治療選択（縮小手術および体

幹部定位放射線治療）に関わる傾向スコアモデル
と治療成績
松尾 幸憲（京都大学放射線治療科）
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O17-4 part-solid GGOを呈する肺癌のリンパ節転移頻
度
河内 利賢（日本大学医学部呼吸器外科）

O17-5 早期小型肺腺癌に対する肺部分切除術の成績
―切離マージンからみた検討―
北沢 伸祐（筑波大学呼吸器外科）

O17-6 スリガラス影を伴う未確診小型肺癌に対する摘
出後迅速針生検/細胞診検査―正確な浸潤径の評
価を目指して―
荒木 邦夫（国立病院機構松江医療センター呼

吸器外科）
O17-7 ICG蛍光内視鏡システムを用いた区域間同定法

による肺区域切除術の有用性
対馬 敬夫（弘前大学医学部附属病院呼吸器外

科）

16：46～17：18 一般演題（口演） 18 p530
転移性肺腫瘍
座長：吉田 成利（国際医療福祉大学熱海病院呼吸器外科）

O18-1 胆道癌肺転移の臨床的特徴と外科切除成績
川口 晃司（名古屋大学呼吸器外科）

O18-2 頭頸部癌扁平上皮癌肺転移における FDG-PET
の意義
山崎 成夫（恵佑会札幌病院呼吸器外科）

O18-3 腎細胞癌肺転移手術例の検討
西井 開（千葉県がんセンター呼吸器外科）

O18-4 原発性肺癌術後の肺転移切除例の検討
小野 元嗣（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）

11 月 29 日（木） ポスター会場（新宿NSビル 地下 1F イベントホール）
14：00～14：40 一般演題（ポスター） 1 p580
疫学・検診
座長：福田 実（長崎大学病院がん診療センター）

P1-1 東京都のがん検診精度管理評価事業 10年間の成
果～東京都多摩地区の肺がん集団検診からの検
証～
鳥居 陽子（東京都がん検診センター呼吸器内

科）
P1-2 三次市における肺がんに対する低線量CT検診

の 3年目の成績
松田 賢一（市立三次中央病院呼吸器内科）

P1-3 地域保健・健康増進事業報告に基づく喀痰細胞
診による肺癌発見率の格差に関する検討
桜田 晃（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

科学分野）
P1-4 肺癌検診における胸部X線画像の再読影による

ROC曲線の算出と読影傾向の分析
坂本 周三（宮城県結核予防会）

P1-5 肺癌検診における各読影者の感度特異度分析と
振返り支援の試み
加藤 剛（宮城県結核予防会）

P1-6 肺癌罹患夫婦の臨床的検討
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）
P1-7 受動喫煙との因果関係が推測された非喫煙者肺

扁平上皮癌の一例
川角 佑太（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P1-8 肺癌と微量元素の関連についての検討
千葉 亮祐（岩手医科大学医学部内科学講座呼

吸器・アレルギー・膠原病内科学
分野）

P1-9 演題取下げ

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 2 p582
腫瘍マーカー・バイオマーカー 1
座長：伊藤以知郎（長野赤十字病院病理部）

P2-1 免疫チェックポイント阻害薬を投与する非小細
胞肺癌患者における甲状腺自己抗体測定の意義
丈達 陽順（産業医科大学医学部呼吸器内科）

P2-2 22C3 抗体と SP263 抗体を用いたPD-L1 発現の
比較
藤本 大智（神戸市立医療センター中央市民病

院呼吸器内科）
P2-3 免疫チェックポイント阻害剤の長期予後予測因

子の検討
松本 直久（順天堂大学大学院呼吸器内科学）

P2-4 当院における原発性肺癌のPD-L1 発現と臨床的
検討
榊原 里江（東京医科歯科大学医学部附属病院

呼吸器内科）
P2-5 Nivolumab 投与前の KL-6，SP-D は Nivolumab

投与後の間質性肺炎発症の予測因子となるか？
峯村 浩之（福島県立医科大学医学部呼吸器内

科学講座）
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P2-6 ホルマリン濃度変更に伴う分子標的マーカー検
査結果の変遷
仲 剛（国立国際医療研究センター呼吸器

内科）
P2-7 EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌における血漿遊離

DNA中の BIMmRNA発現の検討
磯部 和順（東邦大学医学部内科学講座呼吸器

内科学分野）
P2-8 当院における FFPE検体，細胞診検体を用いた

ROS1 融合遺伝子の検査成功率の検証
北井 秀典（北海道大学病院内科 I）

P2-9 当院における肺多形癌 6例の検討
原 哲（国家共済組合連合会平塚共済病院

呼吸器内科）

14：00～14：50 一般演題（ポスター） 3 p584
腫瘍マーカー・バイオマーカー 2
座長：湊 宏（石川県立中央病院病理診断科）

P3-1 非小細胞肺癌における術後予後予測因子として
の術前D-dimer と画像所見の関連
椎名 裕樹（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
P3-2 大腸癌術後 3年，術前検査にてシフラ，CA19-9

が高値を示した巨大な肺腫瘍の一例
古垣 浩一（社団シマダ嶋田病院呼吸器外科）

P3-3 進行期非小細胞肺癌の術後補助化学療法におけ
る腫瘍内 thymidylate synthase 発現の有用性
住友 亮太（公益財団法人田附興風会医学研究

所北野病院）
P3-4 術前に測定する腫瘍マーカーの意義：予後因子

として有用なのはCEAのみである
岩井 俊（金沢医科大学呼吸器外科）

P3-5 進行非扁平上皮非小細胞肺がん症例に対する一
次治療前バイオマーカー検査の実態調査
西野 和美（大阪国際がんセンター）

P3-6 Ion Torrent 次世代シーケンシングパネルを用い
た腫瘍サンプルからの突然変異荷重の推定
浅野 士郎（ライフテクノロジーズジャパン株

式会社）
P3-7 非小細胞肺がん症例におけるROS1 免疫染色法

を用いたROS1 融合遺伝子スクリーング検査の
実際
真砂 勝泰（愛知県がんセンター中央病院遺伝

子病理診断部）
P3-8 肺腺癌におけるPD-L1 発現の検討

山浦 匠（福島県立医科大学医学部呼吸器外
科／福島赤十字病院呼吸器外科）

P3-9 EGFR-TKI 初回治療例における ctDNAを用いた
遺伝子変異検出に適切な血漿分離条件検討の前
向き観察研究
伊佐 俊一（国立病院機構近畿中央胸部疾患セ

ンター）
P3-10 EGFR遺伝子変異またはALK融合遺伝子陽性肺

腺癌におけるPD-L1 の発現
米嶋 康臣（九州大学大学院医学研究院胸部疾

患研究施設）

14：00～14：40 一般演題（ポスター） 4 p587
予後因子 1
座長：池田 拓也（市立四日市病院呼吸器内科）

P4-1 新しいマーカー inflammatory prognostic index
（IPI）の肺癌切除症例における予後因子としての
有用性
富田 雅樹（宮崎大学医学部呼吸器・乳腺外科）

P4-2 uncommon EGFR mutation を有する肺腺癌切除
例の臨床病理学的背景と予後
早坂 一希（山形県立中央病院呼吸器外科）

P4-3 肺癌取り扱い規約第 8版での肺腺癌 pIA 期根治
術後の再発因子
角岡 信男（仙台厚生病院呼吸器外科）

P4-4 肺腺癌の solid type と part-solid type の充実成
分における免疫組織学的特徴の相違
清水 克彦（川崎医科大学呼吸器外科）

P4-5 BMI と心血管合併症が肺癌の予後に与える影響
野島 雄史（川崎医科大学附属病院）

P4-6 肺癌手術例における予後予測因子としての術前
好中球/リンパ球比の有用性
鈴木 克幸（山形県立中央病院呼吸器外科）

P4-7 当院における高齢者小細胞肺癌の臨床像，化学療
法の有用性及び予後因子に関する検討
白築 陽平（島根大学医学部附属病院呼吸器・

臨床腫瘍学）
P4-8 肺癌術後合併症が長期予後に与える影響

重松 久之（愛媛大学大学院医学系研究科心臓
血管・呼吸器外科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 5 p589
予後因子 2
座長：菓子井達彦（高岡市民病院）

P5-1 免疫チェックポイント阻害薬を投与された非小
細胞肺癌患者における末梢血好中球/リンパ球比
の検討
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）
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P5-2 進行期非小細胞肺癌治療におけるベバシズマブ
併用療法効果予測因子としての TTF-1 発現の有
用性
竹内 章（名古屋市立大学大学院医学研究科

呼吸器・免疫アレルギー内科学）
P5-3 根治的肺切除術を受けた肺腺癌患者における腫

瘍組織中のMitofilin 発現と予後の関連
日吉 康弘（北里大学病院呼吸器内科）

P5-4 小細胞肺癌患者におけるプロカルシトニンの臨
床的意義に関する解析
市川 紘将（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・

感染症内科）
P5-5 EGFR変異陽性非小細胞肺癌における治療前悪

液質関連因子の予後予測因子としての意義
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）
P5-6 ニボルマブの効果に対して抗生剤使用が与える

影響について
佐多 将史（自治医科大学内科学講座呼吸器内

科部門）
P5-7 当院のニボルマブ投与症例における好中球・リ

ンパ球比の検討
井上 卓哉（竹田綜合病院呼吸器外科）

P5-8 抗 PD-1 抗体の治療効果とCRPの推移に関する
検討
大柳 文義（自治医科大学附属さいたま医療セ

ンター総合医学第一講座呼吸器内
科）

P5-9 HTLV-1 キャリアに発症した原発性肺癌の臨床
的検討
岸川 孝之（長崎県上五島病院内科）

14：00～14：40 一般演題（ポスター） 6 p591
病理 1
座長：横瀬 智之（神奈川県立がんセンター呼吸器グルー

プ病理診断科）

P6-1 上皮型中皮腫と肺腺癌の鑑別診断における新規
マーカーMUC21 の有用性
甲斐佑一郎（広島大学大学院医歯薬保健学研究

科病理学研究室／広島大学腫瘍外
科）

P6-2 肺腺扁平上皮癌の空洞を伴う小脳転移の 1例
岡内眞一郎（筑波大学水戸地域医療教育セン

ター・水戸協同病院呼吸器内科）
P6-3 硬化型上皮内腺癌か微少浸潤性腺癌か迷う高分

化腺癌の病理組織学的特徴
酒井 康裕（兵庫県立がんセンター病理診断科）

P6-4 神経内分泌マーカー陰性の小細胞癌を診断する
方法の検討
分島 良（がん研究会がん研究所病理部・同

有明病院病理部）
P6-5 Histological Characteristics of MET exon 14

skipping-positive Lung Adenocarcinoma
林 大久生（順天堂大学医学部人体病理病態学）

P6-6 剥離性間質性肺炎様の像を呈する肺腺癌の 2
例―遺伝子解析を含めて―
畑中 一仁（東海大学医学部病理診断学）

P6-7 液状化処理により長期保存した呼吸器細胞診検
体におけるROS1 融合遺伝子解析
中西 陽子（日本大学医学部腫瘍病理学）

P6-8 喀痰の液状化検体細胞診（LBC）における核酸抽
出方法の検討
藤井 智美（奈良県立医科大学病理診断学講座）

14：00～14：40 一般演題（ポスター） 7 p593
病理 2
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）

P7-1 悪性中皮腫と鑑別を苦慮した偽中皮腫性腺癌の
一例
島津 哲子（成田記念病院内科）

P7-2 大腸癌加療経過中に発見された腸管型原発性肺
腺癌の切除例
小鹿 雅和（国際医療福祉大学三田病院呼吸器

センター／東京医科大学病院呼吸
器甲状腺外科）

P7-3 稀な肺腫瘍の 2例―肉腫様形態を含む肺腫瘍
澁佐 隆（留萌市立病院内科）

P7-4 当院の肺癌症例におけるPD-L1 発現の検討
宇留賀公紀（国家公務員共済組合連合会虎の門

病院呼吸器センター内科）
P7-5 確定診断に苦慮した超高齢者膿胸関連リンパ腫

の一例
井上 博之（製鉄記念八幡病院）

P7-6 EBUS-TBNAにおける細胞診の有用性
中村 晃太（国立病院機構茨城東病院胸部疾

患・療育医療センター）
P7-7 I 期肺癌手術症例における術中迅速穿刺細胞診の

有用性と臨床病理学的因子の関連性の検討
大場 太郎（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

P7-8 TTF-1 による免疫染色が原発巣の特定に有用で
あった肺結節の一例
内田 嚴（山梨大学医学部第二外科）
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14：00～14：50 一般演題（ポスター） 8 p595
病理 3
座長：松林 純（東京医科大学人体病理学分野/東京医科

大学病院病理診断科）

P8-1 肺原発筋上皮癌の 1手術例
徳永 義昌（高知医療センター呼吸器外科）

P8-2 急速に進行した pulmonary spindle cell
carcinoma の 1切除例
福冨 寿典（横浜市立市民病院呼吸器外科）

P8-3 当院での肺腺扁平上皮癌手術症例の検討
谷口 春樹（浦添総合病院呼吸器センター外科）

P8-4 腸型腺癌の 1切除例
松原 慧（岩国医療センター胸部外科）

P8-5 肺腺癌の組織型別における Tumor infiltrating
lymphocytes のリンパ球種別毎の検討
小林 尚寛（筑波大学附属病院呼吸器外科）

P8-6 若年女性で胸膜直下に part-solid GGNを呈した
squamous cell carcinoma in situ の 1 切除例
伊藤 祐輝（独立行政法人労働者健康安全機構

千葉労災病院呼吸器外科）
P8-7 肺肉腫様癌切除例の臨床的検討

濱武 基陽（北九州市立医療センター呼吸器外
科）

P8-8 The Concordance of Histological Diagnosis
from TBB and Surgical Specimen of Lung
Cancer
城所 嘉輝（鳥取大学胸部外科／鳥取大学器官

病理）
P8-9 原発性肺癌に対する術中Core Needle Biopsy と

閉胸前胸腔内洗浄細胞診との関連性の検討につ
いて
伊坂 哲哉（横浜市立大学外科治療学呼吸器外

科）
P8-10 肺癌液状化細胞診検体を用いたEGFR遺伝子検

査の検討
三窪 将史（北里大学医学部呼吸器外科学）

14：00～14：40 一般演題（ポスター） 9 p597
癌関連遺伝子・分子生物学 1
座長：太田 洋充（自治医科大学附属さいたま医療セン

ター呼吸器内科）

P9-1 デジタル PCR法による呼気濃縮液を用いた
EGFR遺伝子診断法の検討
西井 和也（岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科血液・腫瘍・呼吸器内科学）
P9-2 Li-Fraumeni 症候群患者に発生したEGFR遺伝

子変異陽性肺腺癌の 1例
岡村 純子（筑波大学呼吸器外科）

P9-3 ROS1 融合遺伝子検索における判定不能例の後
方視的検討
後藤 康洋（藤田保健衛生大学呼吸器内科学 1）

P9-4 Liquid Biopsy Research Using a Comprehensive
Assay to Assess Cell-Free Total Nucleic Acid
村上 聡（Thermo Fisher Scientific Life

Technologies Japan ltd）
P9-5 小細胞肺癌における受容体型チロシンキナーゼ

TrkB の発現と機能解析
木村 信一（九州大学大学院医学研究院胸部疾

患研究施設）
P9-6 肺腺癌における長鎖非コードRNA発現の検討

中野 雄太（東邦大学医学部内科学講座呼吸器
内科学分野（大森））

P9-7 肺癌におけるHeparin-binding Epidermal
Growth factor（HB-EGF）の解析
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）
P9-8 肺腺癌におけるKras 変異の頻度に関する検討

阿部 二郎（宮城県立がんセンター呼吸器外科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 10 p599
トランスレーショナルリサーチ 1
座長：羽場 礼次（香川大学医学部附属病院病理診断科・

病理部）

P10-1 EMT化を示す Alectinib 耐性後の患者由来新規
ALK肺癌細胞株の樹立とその耐性化の克服
槇本 剛（岡山大学病院呼吸器内科）

P10-2 Liquid biopsy を用いたアファチニブ耐性化機序
の検討
中村 朝美（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫

瘍内科）
P10-3 SOX2 標的型人工転写因子を用いた肺扁平上皮

癌に対する新規治療法の開発
深澤 拓也（川崎医科大学総合外科）

P10-4 肺癌リンパ節転移検出マーカーとしてのCDCA
1 の有用性の検討
池田 公英（熊本大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P10-5 ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）を用い

た高速シークエンサーによる包括的遺伝子変異
検索
井上 慶明（埼玉医科大学総合医療センター呼

吸器外科）
P10-6 肺癌 surfactant 遺伝子領域における noncoding

indel の解析
後藤太一郎（山梨県立中央病院呼吸器外科）
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P10-7 胸腺癌におけるPD-L1 発現と腫瘍浸潤リンパ球
坂根 理司（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍・免疫外科学）

14：00～14：40 一般演題（ポスター） 11 p601
トランスレーショナルリサーチ 2
座長：後藤 明輝（秋田大学大学院医学系研究科器官病態

学講座）

P11-1 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）
P11-2 L858R+T790M変異 EGFR遺伝子モデルマウス

の肺癌発生に関する研究
藤原研太郎（三重大学医学部附属病院呼吸器内

科）
P11-3 EGFR遺伝子変異陽性肺癌モデルマウスにおけ

る肺癌発生についての検討
高橋 佳紀（三重大学病院呼吸器内科）

P11-4 In vitro モデルにおけるMET Exon14 mutation
に対する最適なMET-TKI の探索
藤野 智大（近畿大学外科学教室呼吸器外科部

門）
P11-5 多発肺癌における原発/転移の分子病態学的判別

法：病理学的診断との不一致に関する考察
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）
P11-6 LC-SCRUM-Japan と金沢大学の取り組み

西山 明宏（金沢大学附属病院がんセンター金
沢大学がん進展制御研究所腫瘍内
科）

P11-7 The Utility of ROS1 mRNA in situ Hybridization
in Non-Small Cell Lung Cancers
平井 理子（旭川医科大学病院呼吸器センター）

P11-8 吸入麻酔薬セボフルラン暴露後にヒトがん培養
細胞株が示す増殖能の変化
小西 裕子（名古屋大学大学院医学系研究科周

術期管理システム構築学）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 12 p603
気管支鏡による診断と治療 1
座長：清嶋 護之（茨城県立中央病院呼吸器外科）

P12-1 オシメルチニブ投与のため繰り返し組織採取を
行う意義について
内堀 健（がん研究会有明病院呼吸器内科）

P12-2 超音波気管支鏡ガイド下経気管支針吸引生検
（EBUS-TBNA）におけるVizishot と EchoTip
ProCore の比較
神宮 大輔（宮城厚生協会坂総合病院呼吸器科）

P12-3 EBUS-TBNAにおける ViziShot FLEX（19G）と
ViziShot 2（21G/22G）の使用経験
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）
P12-4 EBUS-TBNAによるフローサイトメトリー解析

を合わせた悪性リンパ腫の診断
渡邊 俊和（藤田保健衛生大学呼吸器内科学 1）

P12-5 術前気管支鏡検査が原発性肺癌根治切除症例の
予後に与える影響の検討
安川 元章（奈良県立医科大学胸部・心臓血管

外科）
P12-6 X 線透視下経気管支肺生検で末梢小型肺癌はど

こまで診断可能か―診断し得た上皮内癌 3例を
含む検討―
山下 英俊（総合病院鹿児島生協病院呼吸器科）

P12-7 エコーガイド下針生検の有用性と安全性
星野 竜広（三井記念病院呼吸器外科）

P12-8 cN3 肺癌における斜角筋前リンパ節生検の有用
性
飯田 崇博（大森赤十字病院呼吸器外科）

P12-9 当院におけるEGFR-TKI 耐性肺癌に対する再生
検の現状と診断率の検討
西井 洋一（松阪市民病院呼吸器センター）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 13 p605
気管支鏡による診断と治療 2
座長：品川 尚文（北海道大学病院内科 I）

P13-1 悪性診断目的の局所麻酔下EBUS-TBNAにおけ
る非完遂症例および適正検体採取不可症例の検
討
栢分 秀直（京都大学呼吸器外科）

P13-2 EBUS-TBNAにおける腫瘍，リンパ節，肺血管
の Fusion 画像を用いたBF-Navi の有効性の検
討
大野 康（岐阜大学医学部呼吸病態学）

P13-3 ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法で
adjacent to を得た症例における迅速細胞診の有
用性に関する検討
藤原 啓司（結核予防会複十字病院呼吸器内科）

P13-4 当院の肺野末梢小病変に対するCTガイド下経
気管支診断―EBUS-GS との使い分け―
伊藤 和信（国家公務員共済組合連合会新別府

病院呼吸器内科）
P13-5 肺野末梢病変に対する迅速細胞診の有用性に関

する後方視的検討
杉本 武哉（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
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P13-6 クライオプローブによる経気管支生検の有用性
と安全性に関する検討
那須 信吾（大阪はびきの医療センター肺腫瘍

内科）
P13-7 高齢者肺癌患者に対する診断的気管支鏡検査の

問題点
楠本壮二郎（昭和大学医学部呼吸器アレルギー

内科学部門）
P13-8 3 度目の re-biopsy にて T790M陽性が判明し，オ

シメルチニブが著効したStageIV，NSCLCの一
例
赤崎 恭太（金沢大学附属病院呼吸器内科）

P13-9 気管食道瘻を呈したものの対照的な経過をたど
った肺扁平上皮癌の 2症例
中川 雅登（市立長浜病院呼吸器内科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 14 p608
胸腔鏡下手術
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）

P14-1 B1+3 と B2 が独立分岐していた右S3a 肺癌に
対して胸腔鏡下S1+3 区域切除＋リンパ節郭清
を施行した 1例
松山 孝昭（社会医療法人宏潤会大同病院呼吸

器・心臓血管外科）
P14-2 外科的肺生検が診断に有効であった肺リンパ腫

様肉芽腫症の 1例
市原 智史（山梨大学医学部第 2外科）

P14-3 他の胸膜腫瘍と鑑別を要したデスモイド腫瘍の
1切除例
山本 滋（昭和大学医学部外科学講座呼吸器

外科部門）
P14-4 開胸右中葉切除後の同側異時性肺癌に対し胸腔

鏡下手術を施行した 1例
大田 守雄（中頭病院呼吸器外科）

P14-5 胸腔鏡下肺部分切除術後の胸腔ドレーン非留置
症例の検討
富岡 泰章（天理よろづ相談所病院）

P14-6 術中診断が困難であったコロイド腺癌の 2例
高山 哲也（富山県立中央病院呼吸器外科）

P14-7 胸腔鏡下に切除した子宮体癌横隔膜転移の 1例
長谷龍之介（製鉄記念室蘭病院呼吸器外科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 15 p610
転移の診断と治療
座長：土田 敬明（国立がん研究センター中央病院内視鏡

科）

P15-1 原発性肺癌と転移性肺腫瘍を同時に切除した 7
例の検討
小林 健一（飯塚病院呼吸器外科）

P15-2 肺癌術後再発・上部胸椎浸潤により不全対麻痺
と膀胱直腸障害を来した 1例
宗 哲哉（新小文字病院呼吸器外科）

P15-3 当院における原発性肺癌に合併した癌性髄膜炎
患者の臨床的検討
小川ゆかり（杏林大学医学部付属病院呼吸器内

科）
P15-4 再生研により希少EGFR遺伝子変異が確認され

た 1症例
宮原 亮（地方独立行政法人京都市立病院機

構京都市立病院）
P15-5 早期肺癌に対する胸腔鏡肺切除術後 13年でポー

ト再発を来した 1症例
下山孝一郎（日本赤十字社長崎原爆病院外科）

P15-6 再発を繰り返した低悪性度粘表皮癌の 1例
大薗 慶吾（県立宮崎病院外科）

P15-7 部分肺静脈還流異常を伴う左下葉肺腫瘍に対し，
術後の心負荷を考慮し縮小手術を選択した 1例
矢ヶ崎秀彦（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）

14：00～14：20 一般演題（ポスター） 16 p611
TNM分類・病期分類
座長：大泉 弘幸（山形大学医学部第二外科）

P16-1 非小細胞肺癌切除例におけるリンパ節転移個数
と予後の検討
馬庭 知弘（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

P16-2 原発性肺癌手術時における胸腔内洗浄細胞診陽
性例の検討
井上 雄太（国立病院機構東京病院呼吸器セン

ター外科）
P16-3 非小細胞肺癌手術症例におけるPL3 の臨床病理

学的意義
三浦奈央子（国立病院機構九州がんセンター呼

吸器腫瘍科）
P16-4 CT での充実径計測は妥当か．上皮内癌，微小浸

潤癌におけるVINCENT3D解析と病理像の比較
吉田 光輝（徳島大学胸部内分泌腫瘍外科）
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14：00～14：40 一般演題（ポスター） 17 p612
拡大手術
座長：坂口 浩三（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器

外科）

P17-1 当科における胸壁浸潤肺癌に対する軟部～骨性
胸壁合併切除症例の検討
天白 宏典（安城更生病院呼吸器外科心臓血管

外科）
P17-2 当院における肺尖部胸壁浸潤肺癌切除例の治療

成績と予後の検討
大村 征司（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P17-3 第 1 肋骨切除を要した肺尖部肺癌切除例の検討

土屋 恭子（静岡市立静岡病院呼吸器外科）
P17-4 肺悪性腫瘍に対する周囲浸潤臓器合併切除時の

当科の工夫と現況
奥田 勝裕（名古屋市立大学医学部腫瘍・免疫

外科）
P17-5 術後乳糜胸，膿胸，左総頚動脈出血を来し，迅

速な対応により制御し得た左肺尖部胸壁浸潤癌
の切除例
清水奈保子（神戸大学大学院医学研究科外科学

講座呼吸器外科学分野）
P17-6 少数の胸膜播種を伴った非小細胞肺癌手術例の

検討
近藤 竜一（国立病院機構まつもと医療セン

ター呼吸器外科）
P17-7 胸膜播種/悪性胸水を伴う非小細胞肺がんに対す

る手術療法の検討
松隈 治久（栃木県立がんセンター呼吸器外科）

P17-8 感染性肺嚢胞と肺炎を合併した T4肺癌に対し，
集学的治療を行い good PR が得られた一例
今村奈緒子（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分

泌・小児外科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 18 p614
縮小手術 1
座長：坪地 宏嘉（自治医科大学附属さいたま医療セン

ター呼吸器外科）

P18-1 原発性肺癌に対する消極的楔状切除術の成績
中村 玉美（山口大学大学院器官病態外科学呼

吸器外科）
P18-2 臨床病期 I 期非小細胞肺癌に対する消極的部分

切除の検討
渡辺 健寛（国立病院機構西新潟中央病院呼吸

器外科）

P18-3 臨床病期 1期 NSCLCに対する 3-port 胸腔鏡下
区域切除後の再発因子の検討
油原 信二（虎の門病院呼吸器センター外科）

P18-4 非小細胞肺癌における区域切除後再発症例の検
討
高橋 鮎子（倉敷中央病院呼吸器外科）

P18-5 末梢小型肺癌における区域切除の長期成績と再
発予測因子
濱田 顕（山形大学医学部外科学第二講座）

P18-6 充実型陰影を示す肺癌に対する区域切除の術後
成績
前田 英之（東京女子医科大学外科学（第一））

P18-7 cIA 非小細胞肺癌に対する肺区域切除術後の遠
隔期成績
田村 昌也（金沢大学先進総合外科）

P18-8 EGFR遺伝子変異陽性 pN2肺癌縮小手術長期生
存の 1例
小原 聖勇（自衛隊中央病院呼吸器外科）

P18-9 当院における原発性非小細胞肺癌に対する縮小
手術の検討
饒平名知史（国立病院機構沖縄病院外科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 19 p617
縮小手術 2
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）

P19-1 切除可能な非小細胞肺癌における積極的縮小手
術という選択肢
野中 裕斗（鹿児島厚生連病院）

P19-2 早期非小細胞肺癌に対する肺楔状切除と肺区域
切除後の成績
藤原 誠（広島大学病院呼吸器外科）

P19-3 右上葉の葉切除と区域切除の術後肺機能の比較
平井 裕也（広島大学腫瘍外科）

P19-4 原発性肺癌における 3DCTガイド下解剖学的区
域切除後の局所・遠隔転移の実際
河谷菜津子（群馬大学医学部附属病院）

P19-5 末梢発生 cT1N0M0 非小細胞肺癌に対する区域
切除の遠隔期成績
花岡 淳（滋賀医科大学呼吸器外科）

P19-6 肺癌に対する肺区域切除術の術後再発転移
遠藤 克彦（刈谷豊田総合病院呼吸器外科）

P19-7 右肺 3か所の転移性肺腫瘍に対して単孔式胸腔
鏡下手術にて切除した 1例
奥谷 大介（岡山済生会総合病院外科）
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14：00～14：35 一般演題（ポスター） 20 p618
気管・気管支形成術・サルベージ
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）

P20-1 左下葉スリーブ切除により肺全摘を回避しえた
巨大肺カルチノイドの 1例
馬場 峻一（東京医科歯科大学）

P20-2 右肺管状下葉切除術後に吻合部狭窄を来たした
が気道インターベンションで改善した 1例
福井 哲矢（福井赤十字病院呼吸器外科）

P20-3 右上葉スリーブ切除を施行した気管支原発粘液
腫の 1例
二萬 英斗（岡山大学病院呼吸器外科）

P20-4 脳転移巣摘出術および全身化学療法後にサル
ベージ手術施行し良好に経過している肺癌の 2
例
北村 将司（医仁会武田総合病院呼吸器外科）

P20-5 免疫療法後の悪性黒色腫肺転移に対して
salvage 手術を行った 1例
村上浩太郎（東京医科大学八王子医療センター

呼吸器外科）
P20-6 当院における分子標的薬治療後のSalvage 手術

の検討
石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P20-7 Salvage 肺葉切除術後に腺癌成分が判明した，
cN2 -IV 期（単発椎体転移）肺癌の 1切除例
志賀光二郎（新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 21 p620
手術の工夫
座長：大出 泰久（静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科）

P21-1 傍脊椎麻酔と硬膜外麻酔との二重麻酔による術
後鎮痛効果の検討
後藤太一郎（山梨県立中央病院呼吸器外科）

P21-2 末梢性小型肺病変に対するCTガイド下皮膚
マーキング法の有用性の検討
渡邉 裕樹（JA愛知厚生連豊田厚生病院呼吸器

外科）
P21-3 呼吸器外科手術における内視鏡ホルダーの使用

経験
藤田 敦（群馬県立がんセンター呼吸器外科）

P21-4 Lung Resection after Pneumonectomy
古川 公之（山口宇部医療センター）

P21-5 肺生検後急性膿胸をきたした肺がんに対して有
茎大網充填術が有用であった一例
波戸岡俊三（一宮西病院呼吸器外科）

P21-6 肺癌手術と同時に難治性吃逆に対して横隔神経
の電流刺激を併施することで改善を得た 1例
土井 貴司（大阪はびきの医療センター）

P21-7 Initial Experiences of Robotic Surgery for Lung
Cancer at Single Institution
Jin Yong Jeong（Department of Thoracic and

Cardiovascular Surgery, The
Catholic University of Korea,
Republic of Korea）

P21-8 リンパ郭清と転移リンパ節の予後に及ぼす影響
についての検討
井上 政昭（下関市立市民病院呼吸器外科）

P21-9 非小細胞肺癌根治手術における選択的リンパ節
郭清ND2a-1 の妥当性の検討
川村 昌輝（宮城県立がんセンター呼吸器外科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 22 p622
再手術・術後合併症に対する手術
座長：加藤 良一（国立病院機構東京医療センター呼吸器

外科）

P22-1 肺癌術後早期の予期せぬ再入院例の検討
内田 真介（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）
P22-2 肺癌術後膿胸に対する開窓術後の治療法の検討

佐藤 卓（仙台医療センター）
P22-3 肺癌術後にステープル切離断端に発生した非結

核性抗酸菌症の 1例
池田 敏裕（坂出市立病院呼吸器外科）

P22-4 非小細胞肺癌に対する肺楔状切除後に肋間肺ヘ
ルニア嵌頓を来たした一例
江間 俊哉（浜松医科大学第一外科学教室）

P22-5 右上葉肺癌胸壁合併切除後の膿胸に対して遊離
大網を用いて再建し得た一例
沼波 宏樹（愛知医科大学医学部呼吸器外科）

P22-6 左舌区＋下葉切除後低肺機能の原発性肺癌に対
し右S6区域切除を施行した 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）
P22-7 間質性肺炎合併肺癌の術後難治性気胸に対して

肋骨切除，肋間筋弁被覆が有用であった 1例
平見 有二（国立病院機構岡山医療センター呼

吸器外科）
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14：00～14：35 一般演題（ポスター） 23 p624
術後・集学的治療
座長：大平 達夫（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

P23-1 非小細胞肺癌に対するカルボプラチン・ゲムシ
タビン併用術後補助化学療法に関する後方視的
検討
扇玉 秀順（大分県立病院呼吸器外科）

P23-2 肺癌術後UFT補助療法の有用性と再発因子の検
討
鈴木あゆみ（刈谷豊田総合病院呼吸器外科）

P23-3 Triple Antiemetic Therapy（Palonosetron, Dexa,
Aprepitant）in Highly Emetic Adjuvant Therapy
宮 敏路（杏林大学医学部付属病院外科）

P23-4 非小細胞肺癌に対する術前化学放射線療法中の
腫瘍体積縮小と病理学的完全奏功に関する検討
高橋 重雄（香川大学放射線治療科）

P23-5 PDT にて閉塞性肺炎を改善し放射線化学療法を
施行できたStage3A 肺扁平上皮癌の一例
石川里奈子（新座志木中央総合病院呼吸器科）

P23-6 Oligometastasis の 4 期非小細胞肺がんに対し根
治的肺葉切除を行った 3例の検討と治療指針に
ついて
松浦 求樹（広島市立広島市民病院呼吸器外科）

P23-7 臨床病期 4期肺癌で手術を行った 4例
竹内 真吾（日本医科大学多摩永山病院）

14：00～14：30 一般演題（ポスター） 24 p626
術前治療
座長：山下 素弘（国立病院機構四国がんセンター胸部外

科）

P24-1 ペンブロリズマブ投与により腫瘍が縮小し治癒
切除しえた 1例
河合 秀樹（秋田赤十字病院呼吸器外科）

P24-2 肺癌周術期管理における抗凝固・抗血小板療法
が与える影響
内藤 潤（千葉大学医学部呼吸器病態外科学）

P24-3 間質性肺炎合併肺癌にピルフェニドン術前投与
を行った 5症例の検討
中村 行宏（愛媛大学医学部附属病院循環器・

呼吸器・腎高血圧内科学講座）
P24-4 術前化学療法が奏功し右肺全摘術を回避しえた

cT4 局所進行肺腺癌の 1例
余田 誠（滋賀医科大学呼吸器外科）

P24-5 術前治療によりEf.3 と診断された肺癌切除例の
検討
郷田 康文（大津赤十字病院呼吸器外科）

P24-6 術前化学療法後に稀な病理像を認めた局所進行
肺腺癌の 1切除例
別府樹一郎（宮崎県立宮崎病院外科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 25 p627
放射線療法
座長：塩山 善之（九州国際重粒子線がん治療センター放

射線科）

P25-1 局所進行椎体浸潤肺癌に対するVAMTを用いた
寡分割放射線治療の初期経験
島本 茂利（大阪急性期総合医療センター放射

線治療科）
P25-2 当院で経験したN0非小細胞肺癌に対する定位

放射線療法の検討
大井 肇（公立陶生病院呼吸器・アレルギー

疾患内科）
P25-3 Is Hypofractionated Radiotherapy Safe for

Stage I Non-small Cell Lung Cancer in Proximity
to Heart?
新谷 尭（京都大学放射線治療科）

P25-4 根治的胸部放射線療法を受けた高齢の切除不能
局所進行非小細胞肺癌患者における肺臓炎のリ
スク因子の検討
大森 翔太（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
P25-5 肺・縦隔腫瘍の強度変調放射線治療症例におけ

る肺臓炎発症に関する線量解析
島 聖（国立がん研究センター中央病院放

射線治療科）
P25-6 放射線治療を行った肺癌髄内転移の 3例

永田 和也（公立館林厚生病院放射線治療科）
P25-7 肺癌脳転移病変に対するガンマナイフ治療後に

神経膠芽腫を認めた一例
額賀 重成（国立病院機構東京医療センター呼

吸器科）

14：00～14：30 一般演題（ポスター） 26 p629
化学放射線療法
座長：澁谷 景子（大阪市立大学大学院放射線腫瘍学）

P26-1 局所進行非小細胞肺癌に対する IMRTを用いた
同時化学放射線療法の実施可能性試験
大森 翔太（静岡県立静岡がんセンター）

P26-2 当院での局所進行非小細胞肺癌に対する化学放
射線治療成績
赤澤 結貴（国立病院機構刀根山病院呼吸器腫

瘍内科）
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P26-3 当院における III 期非小細胞肺癌に対する化学放
射線療法（シスプラチン+ドセタキセル併用療
法）に関する検討
山本将一朗（愛媛大学医学部循環器・呼吸器・

腎高血圧内科学（第二内科））
P26-4 III 期非小細胞肺癌における，PACIFIC 試験適格

患者と非適格患者の検討
細谷 和貴（神戸市立医療センター中央市民病

院呼吸器内科）
P26-5 切除不能局所進行非小細胞肺癌に対するS-1/

CBDCA/Radiation 併用療法 Phase I 試験
新井 良（獨協医科大学呼吸器・アレルギー

内科）
P26-6 当センターの高齢者非小細胞肺癌に対する低用

量連日Carboplatin 同時胸部放射線療法の治療
経験
足立 雄一（NHO近畿中央胸部疾患センター内

科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 27 p631
分子標的治療：EGFR-TKI1
座長：坂下 博之（東京医科歯科大学臨床腫瘍学分野）

P27-1 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における
EGFR-TKI 効果予測因子としての血清CRP
小山 信之（東京医科大学八王子医療センター

臨床腫瘍科）
P27-2 afatinib の用量規制因子の探索

魚井みゆき（国立病院機構九州がんセンター薬
剤部）

P27-3 イレウスを有する肺癌患者に対する分子標的治
療薬の使用経験
川口 庸（草津総合病院呼吸器外科）

P27-4 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対するゲ
フェチニブの間欠投与の効果
松本 正孝（北播磨総合医療センター呼吸器内

科）
P27-5 茨城県におけるEGFR-TKI 投与後の T790M遺

伝子発現に関する多施設共同研究 検体別の解
析
宮崎 邦彦（龍ケ崎済生会病院呼吸器内科）

P27-6 アファチニブの rechallenge が奏効したEGFR-
G719C/S768I 変異陽性肺癌の 1例
増田 友美（群馬大学医学部附属病院呼吸器ア

レルギー内科）
P27-7 EGFR-TKI 初期耐性におけるPD-L1 発現や腫瘍

浸潤 Tリンパ球についての検討
高島 雄太（北海道大学大学院医学研究院呼吸

器内科学教室）

P27-8 EGFR遺伝子変異陽性肺癌に対するタグリッソ
再投与の有効性に関する検討
市原 英基（岡山大学病院呼吸器・アレルギー

内科）
P27-9 当院における T790M変異陽性でOsimertinib を

投与した進行非小細胞肺癌 11症例の検討
北口 聡一（広島市立安佐市民病院呼吸器内

科／広島市立安佐市民病院腫瘍内
科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 28 p633
分子標的治療：EGFR-TKI2
座長：高橋 典明（日本大学医学部呼吸器内科）

P28-1 EGFR-TKI，免疫チェックポイント阻害剤治療順
序による ILD発症頻度の違いについて
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）
P28-2 茨城県内の各施設における T790M測定の実際と

発現率について
沼田 岳士（国立病院機構水戸医療センター呼

吸器科／茨城呼吸器腫瘍研究会）
P28-3 初回治療および re-challenge 療法として

Afatinib 療法を行った 129 例の実臨床データ
田中 寿志（弘前大学医学部附属病院呼吸器内

科）
P28-4 EGFR-TKI 耐性後CDDP+PEM+Bev+EGFR-

TKI4 剤併用化学療法の検討第 II 相試験
小山 建一（新潟県立がんセンター新潟病院）

P28-5 75 歳以上の EGFR遺伝子変異陽性進行NSCLC
患者へのアファチニブ使用経験
暮部 裕之（国立病院機構刀根山病院呼吸器腫

瘍内科）
P28-6 Gefitinib 投与前より L858R と T790Mの遺伝子

変異を認めた肺癌
西 達矢（大分県済生会日田病院）

P28-7 T790M検索を目的とした組織再生検及び血漿検
査の後方視的検討
猪狩 智生（北海道大学病院内科 I）

P28-8 アファチニブ承認前後の uncommon EGFR遺伝
子変異陽性進行非小細胞肺癌治療
木村 円花（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

P28-9 EGFR阻害薬投与中に小細胞癌化を認めた 2症
例の臨床病理学的検討
飯田 由子（日本大学医学部内科学系呼吸器内

科分野）
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14：00～14：45 一般演題（ポスター） 29 p636
分子標的治療：EGFR-TKI3
座長：原田 敏之（JCHO北海道病院呼吸器センター呼吸

器内科）

P29-1 EGFR minor mutation 陽性肺癌に対する
Afatinib の有効性，安全性に関する検討
高瀬 直人（宝塚市立病院腫瘍内科）

P29-2 EGFR-TKI リチャレンジに関する検討
加藤 智浩（NHO姫路医療センター）

P29-3 第 1 世代 EGFR-TKI 投与後の afatinib の有効性
に関する検討
塩澤 利博（筑波大学呼吸器内科）

P29-4 アファチニブ治療後に T790M遺伝子変異を測定
した症例の後治療に関する検討
田村 智宏（茨城県立中央病院・茨城県地域が

んセンター呼吸器センター）
P29-5 地域の中核病院の実地診療におけるEGFR遺伝

子変異陽性肺がんに対する afatinib の有効性と
有害事象の集積
西條 天基（戸田中央総合病院一般内科）

P29-6 EGFR-TKI 耐性と腫瘍内組織免疫微小環境との
相互作用についての検討
川名 祥子（仙台厚生病院呼吸器内科）

P29-7 当院での liquid biopsy による EGFR遺伝子変異
検索の検討
金村 晋吾（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）

P29-8 EGFR-TKI 治療後の再生検で T790M陽性を認め
た症例の検討
藤本英利子（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）

P29-9 EGFR遺伝子変異陽性進行肺腺癌患者への
EGFR-TKI 治療の効果がEGFR-TKI switching 治
療におよぼす影響
柏原 光介（熊本地域医療センター呼吸器内科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 30 p638
免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）1
座長：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）

P30-1 PD-L1 発現率の抗癌剤治療奏功率との相関性に
ついて
渡邉 恵多（国際医療福祉大学市川病院薬剤部）

P30-2 免疫チェックポイント阻害剤にて良好なコント
ロールを得た二重がんの二例
山田 英恵（筑波大学附属病院呼吸器内科／株

式会社日立製作所ひたちなか総合
病院呼吸器内科）

P30-3 免疫チェックポイント阻害薬が奏功したPS不
良 ROS1 融合遺伝子変異陽性肺がんの一例
近藤 千晶（愛知県がんセンター愛知病院呼吸

器内科）
P30-4 免疫チェックポイント阻害剤による稀な免疫関

連副作用（irAE）の 2症例
大川 祥（岡山医療センター呼吸器内科）

P30-5 当院の Pembrolizumab 投与例を対象とした効果
と有害事象に関する検討
坂田 能彦（済生会熊本病院呼吸器内科）

P30-6 脳転移を伴う非小細胞肺癌に対する免疫チェッ
クポイント阻害剤投与例の後方視的検討
佐藤 峰嘉（北海道大学病院内科 I）

P30-7 ペンブロリズマブ投与後に原発巣は縮小するも
のの心嚢液貯留を認めた症例の検討
酒井 祐輔（JA愛知厚生連海南病院）

P30-8 ステロイド併用にて免疫チェックポイント阻害
薬を長期継続できた 3例
橋本みどり（NTT東日本札幌病院呼吸器内科）

P30-9 Nivolumab 療法を行った非小細胞肺癌に対する
early tumor shrinkage と長期治療奏効との相関
についての検討
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）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 31 p640
免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）2
座長：栗本 太嗣（埼玉県立がんセンター呼吸器内科）

P31-1 免疫チェックポイント阻害剤の rechallenge 療
法に関する検討
新屋 智之（国立病院機構金沢医療センター呼

吸器内科）
P31-2 当院における非小細胞肺癌に対するニボルマブ

投与症例の後方視的検討
尾関 太一（岡山医療センター呼吸器内科）

P31-3 免疫チェックポイント阻害剤投与例における赤
血球容積粒度分布幅の有用性
桐生 辰徳（神戸大学大学院医学研究科内科学

講座呼吸器内科学分野）
P31-4 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻

害薬の効果におけるPD-L1 発現の有用性
出村 芳樹（福井赤十字病院呼吸器内科）

P31-5 肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬投与
後の治療について
刀祢 麻里（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）
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P31-6 肺多形癌術後再発に対してペムブロリズマブが
著効した 1例
宮津 克幸（富山赤十字病院心臓血管・呼吸器

外科）
P31-7 ニボルマブ，ペムブロリズマブにおける糖尿病・

内分泌系疾患検査状況に関する過去起点コホー
ト研究
新川 実季（兵庫県立尼崎総合医療センター薬

剤部）
P31-8 抗 PD-1 抗体の治療効果と筋肉量の関連性

鈴木 健介（富山県立中央病院内科（呼吸器））
P31-9 Nivolumab 投与後に hyperprogressive disease

（HPD）を来した症例におけるHPD後のマネジ
メントに関する検討
枝廣 龍哉（国立病院機構刀根山病院呼吸器腫

瘍内科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 32 p642
免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）3
座長：小牟田 清（大阪警察病院呼吸器内科）

P32-1 EGFR遺伝子変異とPD-L1 高発現 clone の
heterogeneity が治療効果に関与した一例
國政 啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

P32-2 irAE，効果・予後予測因子としての可能性
小宮 一利（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫

瘍内科）
P32-3 ニボルマブ投与後Pseudoprogression（偽増悪）

をきたした 5例の画像所見を中心とした検討
三浦 大（青森県立中央病院呼吸器内科）

P32-4 Pembrolizumab 投与後に完全切除し得た III 期肺
多型癌の 1例
藤原 綾子（国立病院機構大阪医療センター外

科）
P32-5 当院における TPS 1-49％症例に対する免疫チ

ェックポイント阻害剤の使用経験
金津 正樹（国立病院機構刀根山病院呼吸器腫

瘍内科）
P32-6 胸膜中皮腫と鑑別困難であった肺癌に対しニボ

ルマブを投与し長期生存を得た 1例
福永 亮朗（市立旭川病院）

P32-7 当院における 1st-line ペンブロリズマブの使用
経験
渡部 直己（砂川市立病院内科）

P32-8 当科における免疫チェックポイント阻害剤治療
の現状
高橋 宏典（北海道大学病院内科 I）

P32-9 免疫チェックポイント阻害薬投与後の早期死亡
例の検討
東 正徳（大阪府済生会中津病院呼吸器内科）

14：00～14：50 一般演題（ポスター） 33 p645
免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）4
座長：齋藤 博（愛知県がんセンター愛知病院）

P33-1 Nivolumab 投与後に Pembrolizumab にて治療を
行った肺癌 3症例
木下 郁彦（九州大学大学院消化器・総合外科

学）
P33-2 切除不能非小細胞肺癌に対するニボルマブとペ

ムブロリズマブの短期成績の比較
岩田 隆（関西労災病院呼吸器外科）

P33-3 PD-L1 50％以上非小細胞肺がんにおける初回
Pembrolizumab 治療の使用経験
水谷 英明（埼玉県立がんセンター呼吸器内科）

P33-4 肺扁平上皮癌及び喉頭癌の同時重複癌にペムブ
ロリズマブが奏功した 1例
森 瑠志亜（福島赤十字病院）

P33-5 肺癌の脳転移に対する nivolumab の有効性に関
する検討
松井 隆（聖隷三方原病院呼吸器センター内

科）
P33-6 ドライバー変異を有する非小細胞肺癌に対する

免疫チェックポイント阻害剤の後方視的検討
坂本 博昭（青森県立中央病院呼吸器内科）

P33-7 免疫療法の予後予測因子の検討
岩坪 重彰（京都桂病院呼吸器センター呼吸器

内科）
P33-8 4 期非小細胞肺癌に対し 1次治療で

Pembrolizumab を使用後，臓器により異なる効
果を示した 1例
居倉 宏樹（草加市立病院）

P33-9 免疫治療の前治療が免疫療法の効果に及ぼす影
響の検討
小林 紘（東邦大学医学部内科学呼吸器内科

講座（大森））
P33-10 進行期非小細胞肺癌に対する一次治療における

Pembrolizumab 療法の多施設実態調査
田宮 基裕（大阪国際がんセンター呼吸器内

科／独立行政法人国立病院機構近
畿中央胸部疾患センター内科）

14：00～14：50 一般演題（ポスター） 34 p647
免疫療法（免疫チェックポイント阻害薬）5
座長：進藤 丈（大垣市民病院呼吸器内科）

P34-1 当院における，免疫チェックポイント阻害薬投与
症例の後治療に関する検討
小宮奈津子（地方独立行政法人佐賀県医療セン

ター好生館）
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P34-2 ドライバー遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけ
る内因性および外因性のPD-L2 発現制御メカニ
ズム
柴原 大典（琉球大学大学院医学研究科呼吸器

内科／九州大学大学院医学研究院
胸部疾患研究施設）

P34-3 免疫チェックポイント阻害薬の長期奏効例にお
ける免疫関連有害事象の検討
村上恵理子（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
P34-4 抗 PD-L1 抗体と化学療法剤との併用治療による

抗腫瘍効果の増強とその作用機序の解明
脇田 大功（中外製薬株式会社プロダクトリ

サーチ部）
P34-5 当施設におけるPembrolizumab の使用経験の報

告
吉田 寛（日本赤十字社和歌山医療センター

呼吸器内科）
P34-6 未治療非小細胞肺癌におけるPembrolizumab 投

与症例の有効性と無効例の検討
長谷川 司（がん研究会有明病院呼吸器内科）

P34-7 肺癌術後再発に対する免疫チェックポイント阻
害剤の使用経験
折野 公人（由利組合総合病院呼吸器外科）

P34-8 PD-L1 高発現の uncommon EGFR遺伝子変異陽
性非小細胞肺癌に対する pembrolizumab の効果
谷口 善彦（国立病院機構近畿中央胸部疾患セ

ンター）
P34-9 TPS 高値症例におけるペムブロリズマブ奏効例

と非奏効例の末梢血免疫プロファイル解析
内藤祐二朗（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器免疫内科学）
P34-10 実臨床におけるPembrolizumab の効果，安全性

の検討
田中 彩子（大阪はびきの医療センター肺腫瘍

内科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 35 p650
症例報告（腺癌）1
座長：塩野 知志（山形県立中央病院呼吸器外科）

P35-1 左膿胸掻爬術周術期に発見された右中葉小径
AIS の一例
桐山 洋介（一般財団法人永頼会松山市民病院

呼吸器外科）
P35-2 PIVKA-II 上昇がHepatoid Adenocarcinoma 再

発の根拠となった 1例
沼尻 一樹（高崎総合医療センター）

P35-3 器質化肺炎との鑑別が困難であった invasive
mucinous adenocarcinoma の一例
林 栄一（彦根市立病院呼吸器外科）

P35-4 髄膜癌腫症により両側進行性感音性難聴および
左顔面神経麻痺を呈した肺腺癌の一例
増野 智章（大分赤十字病院呼吸器内科）

P35-5 高悪性度胎児性肺腺癌に対して縮小手術を施行
した治療経験
石川 慶大（小樽協会病院外科・呼吸器外科）

P35-6 血清 ProGRPが高値であった胸腺癌の 1例
松田 英祐（済生会今治病院外科）

P35-7 絨毛癌成分を含む肺腺癌の 1例
田中 遼太（石巻赤十字病院呼吸器外科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 36 p651
症例報告（腺癌）2
座長：花岡 伸治（大阪医科大学附属病院呼吸器外科）

P36-1 PET-CT で Super bone の所見を認め，急速な転
帰を辿ったG-CSF 産生肺腺癌の 1例
佐藤 幸佑（坂総合病院呼吸器科）

P36-2 高悪性度胎児型肺腺癌の 2切除例
中園 千晶（京都第一赤十字病院）

P36-3 肝臓への傍門脈域転移を認めた，肺微小乳頭型腺
癌の一例報告
大崎 隆（独立行政法人国立病院機構渋川医

療センター呼吸器内科）
P36-4 AFP 産生性の高悪性度胎児型腺癌の 1切除例

川名 伸一（香川県立中央病院呼吸器外科）
P36-5 肺癌取り扱い規約第 8版で staging 困難な肺腺

癌の 1手術例
東 孝泰（福島県立医科大学呼吸器外科学講

座）
P36-6 高齢者コロイド腺癌の 2切除例の臨床的特徴

辛島 高志（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科）
P36-7 Mucinous adenocarcinoma の臨床的検討

野中 水（独立行政法人国立病院機構茨城東
病院胸部疾患・療育医療センター
内科診療部呼吸器内科）

14：00～14：35 一般演題（ポスター） 37 p653
症例報告（扁平上皮癌）
座長：澁谷 潔（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呼吸器外科）

P37-1 肺類基底細胞型扁平上皮癌の 1切除例
伊藤 公一（神鋼記念病院）

P37-2 MPO-ANCA陽性を示し急速な進行を認めた肺
扁平上皮癌の 1例
三浦 賢仁（神戸赤十字病院呼吸器センター）
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P37-3 肺嚢胞の経過観察により発見し得たのう胞壁に
発生した扁平上皮癌の 1切除例
成毛 聖夫（川崎市立川崎病院呼吸器外科／川

崎市立井田病院呼吸器外科）
P37-4 CK20 陽性を呈した肺類基底細胞型扁平上皮癌

の一例
安達 剛弘（日本赤十字社長崎原爆病院呼吸器

外科）
P37-5 自然消褪となっていた左下葉扁平上皮癌の 1例

尾辻 瑞人（東京都立墨東病院呼吸器外科）
P37-6 高カルシウム血症を契機に発見された肺扁平上

皮癌の 1例
本 篤志（国立病院機構呉医療センター・中

国がんセンター呼吸器外科）
P37-7 肺扁平上皮癌に対する経気管支生検後に肺膿瘍

を発症し手術に難渋した 2例
椎川真里那（山形県立中央病院）

14：00～14：30 一般演題（ポスター） 38 p655
症例報告（多形癌）1
座長：高橋 豊（神戸市立医療センター中央市民病院呼

吸器外科）

P38-1 免疫チェックポイント阻害薬使用中に小細胞肺
癌が出現した多形癌の 1例
山口 学（国際医療福祉大学市川病院呼吸器

外科）
P38-2 副腎転移のある肺多形癌の症例に対して外科的

切除を行うことで長期生存を得た一例
調枝 治樹（岩国医療センター胸部外科）

P38-3 急速増大を呈した肺多形癌の 1切除例
片山 達也（県立広島病院呼吸器外科）

P38-4 腫瘍自壊による血胸で発症した肺多形癌の一例
宇山 攻（徳島市民病院呼吸器外科）

P38-5 当院における肺多形癌手術例の検討
小野里良一（群馬県立がんセンター呼吸器外科）

P38-6 当院における肺多形癌の臨床病理学的検討
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）

14：00～14：30 一般演題（ポスター） 39 p656
症例報告（多形癌）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）

P39-1 当院における肺原発多形癌切除症例の検討
高祖 英典（国立病院機構大分医療センター呼

吸器外科）
P39-2 当院における肺原発多形癌 16例の臨床病理学的

検討
大沢 郁（前橋赤十字病院呼吸器外科）

P39-3 当院での肺多形癌手術症例の検討
諸星 直輝（勤医協中央病院呼吸器センター外

科）
P39-4 肺多形癌切除 14症例の検討

渡邉 元嗣（岩国医療センター胸部外科）
P39-5 当院における肺多形癌切除症例の臨床的検討

阿部 昌宏（国立病院機構帯広病院呼吸器外科）
P39-6 原発性肺多形癌手術症例の検討

飯島 慶仁（埼玉県立がんセンター胸部外科）

14：00～14：45 一般演題（ポスター） 40 p658
症例報告（肉腫）
座長：山口 正史（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

P40-1 気管支原発の紡錘型細胞肉腫の 1手術例
古谷 竜男（市立大津市民病院）

P40-2 胸壁平滑筋肉腫の 1手術例
山本 沙希（静岡県立総合病院呼吸器外科）

P40-3 化学放射線療法が著効し手術にて完全切除が得
られた肺肉腫様癌の 1例
近藤 晴香（愛媛県立中央病院呼吸器内科）

P40-4 SMARCA4-deficient thoracic sarcoma の 2例
直木 陽子（NHO近畿中央胸部疾患センター内

科）
P40-5 肺原発滑膜肉腫の一切除例

松原 寛知（山梨大学医学部第二外科）
P40-6 肺原発未分化多形肉腫の一例

宮下 裕大（堺市立総合医療センター呼吸器外
科）

P40-7 肺滑膜肉腫の 1切除例
石田 博徳（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器外科）
P40-8 重症 SRE（skeletal related events）をきたした

SMARCA4 deficient thoracic sarcoma
（SMARCA4-DTS）の 2例
國政 啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

P40-9 低肺機能，超高齢者に生じた肺癌肉腫の 1例
緑川 健介（公益社団法人昭和会今給黎総合病

院呼吸器外科）
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11 月 29 日（木）スイーツセミナー会場（京王プラザホテル 本館 43F コメット）
15：10～16：00 スイーツセミナー 1
肺癌化学療法を極める！
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）

SW-1 里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）
共催：日本イーライリリー株式会社


