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12 月 7日（土） 第 1会場（大阪国際会議場 5F 大ホール）
8：30～10：20
8：30～10：20

シンポジウム 8
Symposium 8 p553

EGFR変異肺がん治療の新展開
New treatment options for EGFR mutated NSCLCs
座長：大泉 聡史（北海道がんセンター呼吸器内科）

髙山 浩一（京都府立医科大学大学院医学研究科呼吸
器内科学）

Chairs：Satoshi Ooizumi（Department of Respiratory
Medicine, Hokkaido Cancer
Center）

Koichi Takayama（Department of Pulmonary
Medicine, Kyoto Prefectural
University of Medicine）

S8-1 Novel treatment strategies for EGFR mutant
lung cancer

Keynote Speaker：Pasi A. Jänne（Lowe Center for Thoracic
Oncology, United States of
America）

S8-2 Choice of TKIs in clinical practice-TKI
sequence and alternative therapy-
Akito Hata（Department of Thoracic Oncology,

Kobe Minimally Invasive Cancer
Center, Japan）

S8-3 Circumvention of targeted drug tolerance in
EGFR mutated lung cancer
Seiji Yano（Division of Medical Oncology,

Cancer Research Institute,
Kanazawa University, Japan）

S8-4 EGFR-TKI と化学療法併用治療の展望
前門戸 任（岩手医科大学内科学分野呼吸器・

アレルギー・膠原病内科分野）
Perspective of combination treatment with
chemotherapy and EGFR-TKI
Makoto Maemondo（Division of Respiratory

Medicine, Allergy, and
Rheumatology,
Department of Internal
Medicine, Iwate Medical
University）

S8-5 EGFR遺伝子変異陽性肺癌における血管新生阻
害剤併用療法
谷崎 潤子（市立岸和田市民病院腫瘍内科）
Combination treatment strategies with anti-
angiogenic agents for EGFR mutant lung cancer
Junko Tanizaki（Department of Medical

Oncology, Kishiwada City
Hospital）

10：30～11：30 Best Abstracts 2 p540
座長：木浦 勝行（岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科）
Chair：Katsuyuki Kiura（Department of Thoracic

Oncology, National Hospital
Organization Shikoku Cancer
Center, Matsuyama, Japan）

BA2-1 Pembrolizumab Plus Pemetrexed-Platinum for
Metastatic NSCLC Among Japanese Patients in
KEYNOTE-189
野上 尚之（四国がんセンター）
Naoyuki Nogami（Department of Thoracic

Oncology, National Hospital
Organization Shikoku Cancer
Center, Matsuyama, Japan）

BA2-2 Pembrolizumab Plus Chemotherapy in 1st line
Metastatic Squamous NSCLC：KEYNOTE-407
Japanese subgroup
岡本 勇（九州大学病院）
Isamu Okamoto（Kyushu University Hospital）

BA2-3 Primary results from Japanese phase I study of
pembrolizumab plus chemotherapy in 1L ES-
SCLC
野上 尚之（四国がんセンター）

BA2-4 Durvalumab + Platinum-Etoposide vs Platinum-
Etoposide in 1L Extensive-Stage SCLC：
CASPIAN Study
Koichi Azuma（Kurume University Hospital,

Kurume, Japan）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 10
The optimal use for Immune checkpoint inhibitor in 1L
treatment
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科部

門主任教授）
Chair：Tetsuya Mitsudomi（Professor, Division of Thoracic

Surgery, Department of
Surgery, Kindai University
Faculty of Medicine）

LS-10 Martin Reck（Head of Department of Thoracic
Oncology, Airway Research
Center North, German Center for
Lung Research, Lungen Clinic
Grosshansdorf）

共催：MSD株式会社/大鵬薬品工業株式会社
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12：45～13：25 会長講演 p528
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）

PL 肺癌と私の 30年
光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）

13：30～14：30 Presidential Symposium p536
Chair：Tetsuya Mitsudomi（Division of Thoracic Surgery,

Department of Surgery,
KINDAI University Faculty of
Medicine）

PS-1 Osimertinib as first-line therapy for EGFRm
advanced NSCLC：Final FLAURA OS
Naoyuki Nogami（Department of Thoracic

Oncology, National Hospital
Organization Shikoku Cancer
Center, Matsuyama, Japan）

PS-2 RELAY Japan subset：Global Ph3 study of
erlotinib + ramucirumab or placebo in first-line
metastatic NSCLC with EGFR mutations
Takashi Seto（National Kyushu Cancer Center,

Japan）
Discussant：Pasi A. Jänne（Dana-Farber Cancer Institute,

USA）
PS-3 Large-scale nationwide genomic screening

system for small cell lung cancer（LC-SCRUM-
Japan）
Terufumi Kato（Kanagawa Cancer Center,

Department of Thoracic
Oncology）

Discussant：Charles M. Rudin（Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, USA）

14：30～15：00 篠井・河合賞受賞記念講演 p532
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）

ML シスプラチン治療の有効性と同薬投与時の補液
法に関する研究
堀田 勝幸（岡山大学病院新医療研究開発セン

ター臨床研究部）

15：40～16：30 肺癌学会 60周年特別企画 p530
肺がん医療のこれまでの 60年を振り返り，これからの
60年を考える
司会・進行：松本 和也（プレゼン・スピーチコンサルタ

ント・株式会社マツモトメソッ
ド代表取締役（元NHKアナウン
サー））

オープニング
光冨 徹哉（第 60 回日本肺癌学会学術集会会

長）
テーマ 1：会員に聞いた肺がん治療史ベスト 10
テーマ 2：日本肺癌学会に望むこと
パネルディスカッション
光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）
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）
長谷川一男（日本肺がん患者連絡会理事長）
クロージング
光冨 徹哉（第 60 回日本肺癌学会学術集会会

長）

16：30～17：10 IASLC Session
JLCS and IASLC：Strengthening our Partnership
Chair：Tetsuya Mitsudomi（Division of Thoracic Surgery,

Department of Surgery, Kindai
University Faculty of
Medicine）

IASLC1 Introduction and Welcome
Tetsuya Mitsudomi（Division of Thoracic

Surgery, Department of
Surgery, KINDAI
University Faculty of
Medicine）

IASLC2 Heather Wakelee（Oncology at Stanford
University Medical Center）

IASLC3 Miyako Satouchi（Department of Thoracic
Oncology, Hyogo Cancer
Center）

IASLC4 Masayuki Noguchi（Department of Diagnostic
Pathology, University of
Tsukuba）

IASLC5 Kenichi Suda（Division of Thoracic Surgery,
Department of Surgery, KINDAI
University Faculty of Medicine）
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IASLC6 IASCL Meetings/WCLC 2020
Kristin Richeimer（Senior Director of Member

Experience）

17：10～18：10 Best of WCLC
Chair：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科

部門）

Best of WCLC1 里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）
Best of WCLC2 池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）
Best of WCLC3 瀬戸 貴司（国立病院機構九州がんセンター呼

吸器腫瘍科）
Best of WCLC4 里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）
Best of WCLC5 野口 雅之（筑波大学医療医学系診断病理学研

究室）

12 月 7日（土） 第 2会場（大阪国際会議場 5F 小ホール）
8：30～10：00
8：30～10：00

ワークショップ 6
Workshop 6 p572

低侵襲手術の可能性と将来展望
Future perspectives of minimally invasive surgery
座長：中西 良一（名古屋市立大学病態外科学講座腫瘍・免

疫外科学分野）
松本 勲（金沢大学先進総合外科）

Chairs：Ryoichi Nakanishi（Department of Oncology,
Immunology and Surgery,
Nagoya City University
Graduate School of Medical
Sciences）

Isao Matsumoto（Department of Thoracic,
Cardiovascular Surgery,
Kanazawa University）

WS6-1 Useful techniques in robotic surgery
Franca Melfi（University hospital of Pisa, Pisa

University, Italy）
WS6-2 「開胸視野アプローチ」によるロボット肺葉切除

坂倉 範昭（愛知県がんセンター呼吸器外科）
Robotic lung resection using“open thoracotomy-
view approach”
Noriaki Sakakura（Aichi Cancer Center

Hospital, Department of
Thoracic Surgery）

WS6-3 縦隔腫瘍および肺癌に対するロボット支援単孔
式手術の経験と将来展望
小田 誠（新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科）
Uniportal robot-assisted lobectomy and
mediastinal surgery：Where are we? Where are
we going?
Makoto Oda（Shin-yurigaoka General Hospital,

Department of Thoracic Surgery）

WS6-4 前縦隔腫瘍もしくは重症筋無力症に対する単孔
式手術とロボット支援下手術の初期成績
栃井 大輔（藤田医科大学医学部呼吸器外科学）
Daisuke Tochii（Fujita Health University,

Department of Thoracic
Surgery）

WS6-5 低侵襲手術におけるシミュレーション技術の臨
床応用の可能性と将来展望
陳 豊史（京都大学医学部呼吸器外科）
TOYOFUMI CHENYOSHIKAWA
（Kyoto University Graduate School of Medicine,
Department of Thoracic Surgery）

10：00～11：30 学術委員会企画シンポジウム 2 p601
長期生存が可能になった肺がん―今求められるライフ
ステージに応じたマネージメント―
座長：矢野 聖二（金沢大学がん進展制御研究所腫瘍内科

研究分野教授）

学S2-1 肺がんに世代間ギャップはあるのか？
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）
学S2-2 術後肺癌患者マネージメントの要点と論点

吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院呼吸器
病態外科学）

学S2-3 切除不能肺がんのマネージメント；診断～集学
的治療時のポイント
小泉 知展（信州大学学術研究院医学系包括的

がん治療学）
学S2-4 切除不能肺がんのマネージメント：治療完了後

のフォローアップ時のポイント
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）



第
2
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 107―

15：40～16：40 ワークショップ 7 p573
困難症例に対するテクニックの工夫（ビデオ）
座長：宗 淳一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科

部門）
岡田 克典（東北大学加齢医学研究所呼吸器外科学

分野）

WS7-1 大動脈，肺動脈同時合併切除を要する肺癌手術に
おける肺門処理
松本 勲（金沢大学先進総合外科）

WS7-2 左肺門部肺癌に対する全摘回避の工夫（拡大気管
支形成術の意義）
月岡 卓馬（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

WS7-3 右肺動脈閉鎖症を伴う右下葉肺癌に対し，胸腔鏡
下肺葉切除を行った 1例
松本 大資（徳島大学大学院胸部・内分泌・腫

瘍外科）
WS7-4 当科のCompletion lobectomy における手術戦略

矢澤 友弘（前橋赤十字病院呼吸器病センター
呼吸器外科）

WS7-5 放射線治療後サルベージ手術に対するハーモニ
ックSYNERGYの有用性
清水 公裕（群馬大学大学院総合外科学）

16：40～17：36 一般演題（口演） 31 p698
示唆に富む症例報告 2
座長：佐藤 之俊（北里大学医学部呼吸器外科学）

O31-1 右 S6 扁平上皮癌中間幹完全閉塞例に対する右
中下葉切除+2nd carina 楔状気管支形成術
原田 匡彦（がん・感染症センター都立駒込病

院）
O31-2 正中切開アプローチにより切除し得た右上葉肺

癌縦隔リンパ節転移の 1例
本山 秀樹（神戸市立西神戸医療センター呼吸

器外科）
O31-3 Type D Extended Sleeve lobectomy＋中心肺静

脈部分合併切除で右肺全摘を回避できた局所進
行肺癌の 1切除例
足立 広幸（関東労災病院呼吸器外科／横浜市

立大学外科治療学）
O31-4 ペムブロリズマブ投与後のサルベージ手術にて

完全切除が得られた遠隔転移を有する非小細胞
肺癌の 1例
大月 康弘（香川大学医学部呼吸器・乳腺内分

泌外科）
O31-5 Pembrolizumab による治療が奏功し，サルベー

ジ手術を施行しえたG-CSF 産生肺癌の 1例
山本 高義（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）

O31-6 術後に腎 塞を来した左上葉肺腺癌の 1例
藤岡 真治（一般財団法人永頼会松山市民病院）

O31-7 内臓錯位症候群を合併した右下葉肺癌の一切除
例
根木 隆浩（藤田医科大学医学部呼吸器外科）

17：40～18：10 肺癌登録合同委員会 p615
司会：中西 良一（名古屋市立大学大学院医学系研究科病

態外科学講座腫瘍・免疫外科学）

学_肺癌登録 肺癌登録事業の年次報告：成果，現状そして将来
吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）

18：10～18：30 手術記載検討委員会 p616
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）

学_手術記載 手術記載検討委員会報告
報告者：近藤 晴彦（杏林大学医学部外科（呼吸器・甲状

腺））
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12 月 7日（土） 第 3会場（大阪国際会議場 10F 1003）
8：30～10：00
8：30～10：00

シンポジウム 9
Symposium 9 p555

III 期非小細胞肺がん治療の進歩
Clinical stage III NSCLCs：current evidence and future
direction
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）
西村 恭昌（近畿大学医学部放射線医学教室放射線腫

瘍学部門）
Chairs：Yuichiro Ohe（National Cancer Center Hospital）

Yasumasa Nishimura（Department of Radiation
Oncology, Kindai University
Faculty of Medicine）

S9-1 切除不能 III 期 NSCLC治療のエビデンスと展望
立原 素子（神戸大学大学院医学研究科内科学

分野呼吸器内科学）
Current evidence and future perspective in
treatment for unresectable stage III NSCLC
Motoko Tachihara（Division of Respiratory

Medicine, Department of
Internal Medicine, Kobe
University Graduate School
of Medicine）

S9-2 III 期非小細胞肺癌の放射線治療の進歩
原田 英幸（静岡がんセンター放射線・陽子線

治療センター）
Progress in radiation therapy for stage III
NSCLC
Hideyuki Harada（Shizuoka Cancer Center,

Radiation and Proton
Therapy Center）

S9-3 Surgery for clinical stage III disease-who should
be a candidate for resection?
Kenji Sugio（Department of Thoracic and

Breast Surgery, Oita University
Faculty of Medicine, Japan）

S9-4 Neoadjuvant and adjuvant therapies for cStage
III disease

Keynote Speaker：Yi-Long Wu（Guangdong Lung Cancer
Institute, China）

10：00～11：30 メディカルスタッフシンポジウム 1 p603
メディカルスタッフが知っておくべき肺癌ゲノム診療
①
座長：佐々木高明（旭川医科大学病院呼吸器センター）

MSS1-1 だれでもわかるがんゲノムの基本
佐々木高明（旭川医科大学呼吸器センター）

MSS1-2 肺がんゲノム医療における遺伝子検査の現状と
展望
松本 慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
MSS1-3 がんゲノム医療の全体像

畑中 豊（北海道大学病院ゲノム・コンパニ
オン診断研究部門／北海道大学病
院先端診断技術開発センター）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 11
IO in stage III NSCLC：Clinical Experience and
Expectations for the future
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器センター長兼

呼吸器内科部長）
Chair：Makoto Nishio（Department Director, Thoracic

Medical Oncology Department,
Cancer Institute Hospital of JFCR）

LS-11 Professor Solange Peters M.D., Ph.D.
（Head Medical Oncology, Lausanne University Hospital
（CHUV）, Lausanne, Switzerland）

共催：アストラゼネカ株式会社

15：40～17：35 ワークショップ 8 p574
実臨床におけるリキッドバイオプシーの役割
座長：後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器内

科）
髙山 浩一（京都府立医科大学大学院呼吸器内科学）

WS8-1 肺がんにおけるマイクロRNAおよびエクソソー
ムを用いた体液診断
藤田 雄（東京慈恵会医科大学内科学講座呼

吸器内科）
WS8-2 Circulating tumor DNAを用いた分子診断の現状

と課題
坂井 和子（近畿大学医学部ゲノム生物学）

WS8-3 非小細胞肺癌における腫瘍組織と血漿遊離DNA
を用いたNGS解析の一致率に関する検討（LC-
SCRUM-Liquid）
糸谷 涼（国立がん研究センター東病院／田

附興風会医学研究所北野病院）
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WS8-4 第 3世代 EGFRチロシンキナーゼ阻害剤効果予
測における血漿遊離DNAの有用性についての
研究（S-PLAT 試験）
松本 直久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸

器内科学）
WS8-5 CAPP-Seq を用いた Liquid biopsy による T790

M陽性非小細胞肺癌のオシメルチニブ耐性因子
の検討
加藤 了資（近畿大学病院腫瘍内科）

WS8-6 初回Osimertinib 治療中におけるNGSを用いた
血漿 cell free DNAの経時的解析
内堀 健（がん研究会有明病院呼吸器内科）

WS8-7 血中の PD-1 結合能を有する可溶性PD-L1 を用
いた非小細胞肺癌の免疫チェックポイント阻害
薬の効果予測
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）

18：10～19：00 イブニングセミナー 4
Strategies to improve overall survival in front line
EGFRm NSCLC
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科部

門主任教授）

ES-4 Johan F Vansteenkiste（Head of Respiratory
Oncology at Leuven
University Hospital,
Belgium）

後藤 悌（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科外来医長）
共催：アストラゼネカ株式会社

12 月 7日（土） 第 4会場（大阪国際会議場 10F 1001＋1002）
7：40～8：20 モーニングセミナー 1
臨床に役立つ腫瘍免疫
～エキスパートが語る免疫と肺がん治療～
座長：野上 尚之（独立行政法人国立病院機構四国がんセン

ター呼吸器内科外来部長）

MS-1 堀之内秀仁（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科病棟医長）

吉村 清（昭和大学臨床薬理研究所臨床免疫
腫瘍学講座教授/昭和大学医学部内
科学講座腫瘍内科部門教授）

共催：協和キリン株式会社

8：30～10：00 ワークショップ 9 p576
腫瘍免疫と微小環境-2
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）
大林 千穂（奈良県立医科大学病理診断学講座）

WS9-1 非小細胞肺癌における免疫関連分子の包括的遺
伝子発現解析
高持 一矢（順天堂大学呼吸器外科）

WS9-2 非小細胞肺癌手術症例における体細胞遺伝子変
異数と腫瘍内免疫微小環境との関連性の評価
寺田 志洋（静岡がんセンター呼吸器外科）

WS9-3 肺腺癌における tumor spread through air
spaces（STAS）と癌免疫微小環境の関連性
唐崎 隆弘（東京大学医学部附属病院呼吸器外

科／東京大学医学部附属病院免疫
細胞治療学講座／理化学研究所
MIHがん免疫データ多層統合ユニ
ット）

WS9-4 β-catenin を発現する非小細胞肺癌における，樹
状細胞・リンパ球の腫瘍内浸潤低下による免疫
逃避メカニズム
武藤 哲史（福島県立医科大学呼吸器外科）

WS9-5 がん関連線維芽細胞の不均一性による抗PD-1・
PD-L1 抗体療法の効果予測
宮井 雄基（名古屋大学医学部附属病院化学療

法部／名古屋大学大学院医学系研
究科腫瘍病理学）

WS9-6 非小細胞肺がんの免疫チェックポイント療法の
効果を予測およびモニタリングするバイオマー
カー検査薬の開発
岡 三喜男（川崎医大免疫腫瘍学）
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10：00～11：30 ワークショップ 10 p578
最新の画像診断
座長：村山 貞之（琉球大学放射線診断治療学）

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）

WS10-1 肺癌切除例におけるMR拡散強調画像の見かけ
の拡散係数ADCと病理所見との関連
薄田 勝男（金沢医科大学呼吸器外科学）

WS10-2 AI を用いた肺癌画像診断
前原 幸夫（東京医科大学病院）

WS10-3 AI による早期肺腺癌の脈管侵襲予測モデルの構
築
河口 洋平（がん研究会有明病院呼吸器セン

ター外科）
WS10-4 Endocytoscopy による気管支鏡生検組織におけ

る迅速診断の可能性について
奥野 峰苗（島根大学医学部内科学講座呼吸

器・臨床腫瘍学）
WS10-5 胸部 X線動態画像による肺換気血流量評価法

高田 宗尚（金沢大学先進総合外科）
WS10-6 術前 4D-CT による肺癌胸壁浸潤予測の検討

立松 勉（名古屋市立大学大学院医学研究科
腫瘍免疫外科）

WS10-7 5ALA と自家蛍光観察システムを併用した胸膜
播種性病変に対する光学的診断法の開発
北田 正博（旭川医科大学呼吸器センター）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 12
ALK 肺がんの最適な治療アルゴリズムとは？-More
Options, Optimal Strategy-
座長：中川 和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門）

LS-12 The Role of ALK-TKI for the ALK Positive
NSCLC
Sai-Hong Ignatius Ou（Division of Hematology-

Medical Oncology,
University of California
Irvine）

本邦におけるALK肺がんの薬物療法～日本人
データを中心に～
高橋 利明（静岡がんセンター呼吸器内科）

共催：ファイザー株式会社

15：40～16：40 ワークショップ 11 p579
自己免疫疾患・高齢者・全身状態不良例に対する免疫
治療
座長：金田 裕靖（大阪市立大学大学院医学研究科臨床腫

瘍学）
岡本 浩明（横浜市立市民病院呼吸器内科・腫瘍内

科）

WS11-1 高齢者に対する免疫チェックポイント阻害薬の
有効性と安全性に関する後ろ向き解析
峯村 浩之（福島県立医科大学呼吸器内科学講

座）
WS11-2 PS 不良NSCLCに対する ICI の治療効果と安全

性の評価
狩野 裕久（岡山大学病院呼吸器・アレルギー

内科）
WS11-3 間質性肺炎合併非小細胞肺癌患者における免疫

チェックポイント阻害薬の有用性に関する後向
き多施設共同研究
遠藤 駿（東京医科歯科大学呼吸器内科）

WS11-4 Interstitial lung abnormalities の存在は PD-1/
PD-L1 阻害剤による肺障害に対するリスク因子
となる
益田 武（広島大学病院呼吸器内科）

WS11-5 非小細胞肺癌患者におけるニボルマブ治療の免
疫関連肺障害および放射線肺臓炎のリコール現
象に関する研究
内藤 智之（国立がん研究センター東病院）

16：40～18：10 スポンサードシンポジウム 2
どうなる！？肺がん個別化医療の未来
座長：今村 文生（大阪国際がんセンター呼吸器内科・腫瘍

内科）

SDS-2 肺癌におけるドライバー遺伝子検査の意義
西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）
病理検体を用いたがんゲノム医療の実際
谷田部 恭（国立がん研究センター中央病院病

理診断科）
共催：ノバルティスファーマ株式会社
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12 月 7日（土） 第 5会場（大阪国際会議場 10F 1004＋1005）
8：30～10：30 日本学術会議との共催シンポジウム p598
行動経済学・文化人類学・医療経済学から見たがん治
療
座長：村川 康子（日本学術会議第二部会員/宮城県立がん

センター腫瘍内科診療部）
木村 敏明（日本学術会議連携会員/東北大学大学院

文学研究科）

開会挨拶・趣旨説明
村川 康子（日本学術会議第二部会員／宮城県

立がんセンター腫瘍内科診療部）
学術会議 1 肺がんにおける積極的がん治療から緩和治療ま

で俯瞰して
基調講演：宗 淳一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）
学術会議 2 行動経済学から見たがん治療

佐々木周作（京都大学大学院経済学研究科特定
講師）

学術会議 3 文化人類学から見たがん治療
伊藤 泰信（北陸先端科学技術大学院大学

（JAIST）知識科学系）
学術会議 4 医療経済学からみた癌治療

五十嵐 中（横浜市立大学医学群健康社会医学
ユニット）

パネルディスカッション・総合討論
ディスカッサント：宗 淳一、佐々木周作、伊藤 泰信、

五十嵐 中
閉会挨拶
木村 敏明（日本学術会議連携会員／東北大学

大学院文学研究科）
共催：日本学術会議臨床医学委員会腫瘍分科会

10：30～11：10 一般演題（口演） 32 p700
肺癌―基礎
座長：岩井 佳子（日本医科大学先端医学研究所細胞生物

学）

O32-1 クロム工場従事者の肺癌におけるMLH1 遺伝子
のメチル化の検討
坪井 光弘（徳島大学大学院胸部・内分泌・腫

瘍外科）
O32-2 医療応用のための患者組織由来肺癌オルガノイ

ドの作製
深澤 拓也（川崎医科大学）

O32-3 肺癌無治療例における剖検検体を用いた病巣別
p16 エピジェネティクス異常プロファイルの検
討
原田 洋明（国立病院機構東広島医療センター

呼吸器内科・外科）
O32-4 miR－4448 は小細胞肺癌のEZH2 による上皮間

葉転換を介した腫瘍増殖機能を阻害する
小山 信之（東京医科大学茨城医療センター臨

床腫瘍科）
O32-5 上皮間葉転換を標的とした肺癌新規治療法の開

発
毛受 暁史（京都大学医学研究科呼吸器外科）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 13
肺癌脳転移に対する治療―最新のガンマナイフ治療を
中心に―
座長：工藤 誠（横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病

学教室准教授）

LS-13 周藤 高（横浜労災病院脳定位放射線治療セ
ンター長脳神経外科部長）

共催：エレクタ株式会社

15：40～17：10 メディカルスタッフシンポジウム 2 p603
メディカルスタッフが知っておくべき肺癌ゲノム診療
②
座長：武田 真幸（近畿大学医学部腫瘍内科）

MSS2-4 がん専門相談員とがんゲノム医療コーディネー
ターの役割
池山 晴人（大阪国際がんセンターがん相談支

援センター）
MSS2-5 がんゲノム医療における看護師の役割

蓮岡佳代子（岡山大学病院腫瘍センターがん看
護専門看護師）

MSS2-6 薬剤師の役割
米村 雅人（国立がん研究センター東病院薬剤

部）
MSS2-7 メディカルスタッフと共有したいゲノム医療に

おける遺伝カウンセリング
大瀬戸久美子（東京大学医学部附属病院ゲノム

診療部）
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17：10～18：40 スポンサードシンポジウム 3
肺扁平上皮がんに対する薬物治療の新潮流
Session I
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）

①肺扁平上皮がんの薬物治療 overview
吉岡 弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

内科）
②ネシツムマブ（製品名：ポートラーザ）の概
要
渡部 聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・

感染症内科）

Session II 肺扁平上皮がんの薬物治療戦略に関するデ
ィスカッション
座長：田村 友秀（聖路加国際病院呼吸器内科）

西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器センター）

コメンテーター：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍
内科）

ディスカッサント：渡部 聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・
感染症内科）

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）

吉岡 弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍
内科）

共催：日本化薬株式会社

12 月 7日（土） 第 6会場（大阪国際会議場 10F 1006＋1007）
8：30～9：10 一般演題（口演） 33 p702
実臨床における免疫治療 1
座長：関根 郁夫（筑波大学医学医療系臨床腫瘍学）

O33-1 Japanese Post-Marketing Surveillance of
Pembrolizumab Monotherapy in NSCLC
山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
O33-2 PD-L1 陽性既治療非小細胞肺癌における免疫チ

ェックポイント阻害薬の有効性に関する後方視
的検討
森 俊太（国立病院機構四国がんセンター呼

吸器内科）
O33-3 PD-L1 TPS 50％以上の進行，再発非小細胞肺癌

に対する pembrolizumab に関する多施設共同観
察研究
丹保 裕一（金沢大学附属病院呼吸器内科）

O33-4 免疫チェックポイント阻害剤の非小細胞肺癌再
発症例に対する有用性の検討
大場 太郎（九州大学大学院消化器・総合外科

（第二外科））
O33-5 免疫関連有害事象発症後のPD-1 阻害剤治療に

関する後方視的検討
太田 毅（新潟県立新発田病院内科／新潟肺

癌治療研究会）

9：10～9：42 一般演題（口演） 34 p703
実臨床における免疫治療 2
座長：平島 智徳（大阪はびきの医療センター肺腫瘍内科）

O34-1 抗 PD-1/PD-L1 抗体治療を受けた非小細胞肺癌
患者における転移臓器部位の予後への影響
松澤 令子（名古屋大学医学部附属病院呼吸器

内科）
O34-2 転移個数が進行/再発非小細胞肺癌に対する初回

化学療法の効果に及ぼす影響
宮脇 太一（静岡県立静岡がんセンター）

O34-3 非小細胞肺癌患者の nivolumab による治療効果
に対する併用薬剤の影響の検討
谷口 善彦（近畿中央呼吸器センター）

O34-4 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻
害薬の治療効果と抗菌薬使用に関する後方視的
検討
越智 宣昭（川崎医科大学総合内科学 4／岡山

肺癌治療研究会）

9：42～10：22 一般演題（口演） 35 p704
実臨床における免疫治療 3
座長：西野 和美（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

O35-1 MRI を用いた STIR 画像による既治療非小細胞
肺癌に対するニボルマブ療法の早期効果予測
梅田 幸寛（福井大学病態制御医学講座内科学

（3））
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O35-2 免疫チェックポイント阻害薬の治療効果判定に
おける FDG-PET，タリウムシンチの有用性につ
いての前向き検討
木畑佳代子（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）

O35-3 非小細胞肺癌患者における胸部照射歴と免疫チ
ェックポイント阻害剤の治療効果の関連性に関
する後方視的検討
細川 忍（岡山赤十字病院呼吸器内科）

O35-4 抗 PD-1 抗体の早期病勢増悪と高腫瘍量基準に
関する検討
鈴木 健介（富山県立中央病院内科（呼吸器））

O35-5 PD-L1 発現状況とEGFR遺伝子変異の有無によ
る抗PD-1 抗体の効果の違いに関する検討
増田 健（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）

10：22～11：02 一般演題（口演） 36 p705
irAE―肺障害
座長：長友 泉（大阪大学大学院医学系研究科呼吸器・

免疫内科学）

O36-1 実地臨床におけるデュルバルマブ投与後に発症
した肺臓炎/放射線性肺臓炎の検討
松本錦之介（独立行政法人国立病院機構近畿中

央呼吸器センター内科）
O36-2 デュルバルマブ投与期間中の肺臓炎の安全性に

ついての検討
白澤 昌之（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
O36-3 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬に

よる肺障害発症リスク因子と治療効果
出雲 雄大（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）
O36-4 すりガラス陰影のスコアリングは免疫チェック

ポイント阻害薬による間質性肺炎急性増悪の予
測に有用である
西山 直樹（東京医科歯科大学呼吸器内科）

O36-5 Poor prognostic factors and relapse of
interstitial lung disease in nivolumab-treated
NSCLC patients
Masafumi Sata（Jichi Medical University）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 14
NGS・マルチCDx 検査時代における希少ドライバー遺
伝子変異を標的とした治療の実践と今後の展望
座長：里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

LS-14 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

15：40～16：20 一般演題（口演） 37 p707
網羅的解析
座長：冨田 秀太（岡山大学病院ゲノム医療総合推進セン

ター）

O37-1 肺腺癌切除例における体細胞遺伝子変異解析と
予後との関連
井坂 光宏（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O37-2 LC-SCRUM-Japan におけるホルマリン固定パ

ラフィン包埋検体を用いたNGS解析の成功割
合に関する検討
池田 喬哉（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
O37-3 血液，細胞診検体，組織検体を用いた遺伝子変

異検査の比較
大平 達夫（東京医科大学呼吸器外科）

O37-4 遺伝子学的肺癌診断法の開発：摘出肺 ex-vivo
BAL 検体の遺伝子変異解析
大竹宗太郎（山梨県立中央病院呼吸器外科）

O37-5 AI 導入とマルチオミックス解析による高次元解
析技術を用いた新規肺癌バイオマーカーの創出
梶原 直央（東京医科大学呼吸器外科・甲状腺

外科学分野）

16：20～16：52 一般演題（口演） 38 p708
免疫治療―バイオマーカー 1
座長：熊谷 融（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

O38-1 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻
害薬使用例における TMBと予後についての検
討
柿崎有美子（山梨県立中央病院）

O38-2 抗 PD-（L）1抗体治療におけるHPD
（hyperprogressive disease）のリスク因子の検討
水野 孝昭（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
O38-3 抗 PD-1 抗体治療中に増加した担癌患者胸水中

の Tリンパ球解析
池松 祐樹（九州大学大学院医学研究院胸部疾

患研究施設）
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O38-4 重複がんの有無と免疫チェックポイント阻害薬
治療の治療効果における関連
大矢 由子（愛知県がんセンター呼吸器内科部）

16：52～17：32 一般演題（口演） 39 p709
免疫治療―バイオマーカー 2
座長：内野 順治（京都府立医科大学呼吸器内科）

O39-1 Predictive Values of Serum Protein Levels in
Advanced NSCLC Patients Treated with
Pembrolizumab
小柳 潤（和歌山県立医大第三内科）

O39-2 肺癌での免疫チェックポイント阻害剤の動的
biomarker としての Interferon-Gamma Release
Assay の有用性
金井 友宏（大阪はびきの医療センター肺腫瘍

内科）

O39-3 PD-L1 高発現の未治療非小細胞肺癌における
Pembrolizumab の有効性とSTK-11/LKB1 発現
の検討
長谷川 司（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O39-4 進行期 KRAS変異陽性肺癌の臨床的特徴と
Genomic alterations による ICI 治療効果の検討
古屋 直樹（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

O39-5 非扁平上皮非小細胞肺癌に対するNivolumab の
効果予測におけるPD-L1 発現評価に必要な生検
検体数と腫瘍細胞数
内藤 智之（国立がん研究センター東病院）

12 月 7日（土） 第 7会場（大阪国際会議場 10F 1008）
8：30～9：10 一般演題（口演） 40 p710
術前併存疾患
座長：矢野篤次郎（国立病院機構別府医療センター呼吸器

外科）

O40-1 原発性肺癌手術に伴う周術期QOL変化に影響
する因子の検討
市村 秀夫（筑波大学呼吸器外科／日立製作所

日立総合病院呼吸器外科）
O40-2 間質性肺炎合併肺癌の術後経過において肺癌と

間質性肺炎が予後に与える影響についての検討
木村 亨（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

O40-3 HIV 感染者に発症した原発性肺癌に対する手術
の妥当性に関する検討
高見 康二（国立病院機構大阪医療センター呼

吸器外科）
O40-4 頭頚部/食道扁平上皮癌症例に発見された肺扁平

上皮癌切除例の予後
堀尾 裕俊（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）
O40-5 頭頚部癌治療歴を有する非小細胞肺がん患者に

対する手術症例の検討
高津 史明（岡山大学病院呼吸器外科）

9：10～9：50 一般演題（口演） 41 p711
高リスク患者の術前評価
座長：坂尾 幸則（帝京大学医学部外科学講座（呼吸器外

科））

O41-1 暦年齢に因らない肺癌手術適応の検討
福井麻里子（順天堂大学医学部呼吸器外科）

O41-2 12mの階段昇段時間：年齢と肺癌手術後運動機
能低下
尾関 直樹（名古屋大学）

O41-3 長時間作用性吸入気管支拡張剤の肺葉切除後代
償性肺過膨張に対する抑制効果
太田 英樹（山形県立新庄病院外科）

O41-4 系統的肺癌切除症例における術前尿糖に留意し
た術前管理
水口真二郎（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）
O41-5 糖尿病合併肺癌患者における周術期合併症のリ

スク因子
小池悠太郎（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 42 p713
周術期管理―低肺機能
座長：花岡 伸治（大阪医科大学附属病院呼吸器外科）

O42-1 胸腔鏡下上葉切除，下葉切除術後の呼吸機能変化
田根 慎也（兵庫県立がんセンター）
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O42-2 肺癌術後予測気腫領域割合が術後酸素化能に及
ぼす影響
保浦 慶之（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O42-3 ％術後予測 1秒量＜60％の肺葉切除患者におけ

る術後合併症の危険因子
仲宗根尚子（国立がん研究センター東病院）

O42-4 術後に在宅酸素療法を導入した肺癌完全切除例
の検討
遠藤 誠（山形県立中央病院呼吸器外科）

O42-5 肺癌手術症例における術中麻酔管理難渋と術後
呼吸器合併症発症の検討
船越 康信（大阪急性期・総合医療センター）

10：30～11：10 一般演題（口演） 43 p714
術後合併症予測とその対策
座長：矢野 智紀（愛知医科大学医学部外科学）

O43-1 肺癌手術症例における術前栄養状態と周術期合
併症，予後との相関
高橋 守（京都桂病院呼吸器外科）

O43-2 非小細胞肺癌手術症例における予後栄養指数の
意義
原 幹太朗（淀川キリスト教病院呼吸器外科）

O43-3 4D Flow MRI による肺癌術後の左房内血流の観
察
梅原 正（鹿児島大学呼吸器外科）

O43-4 膠原病合併肺癌に対する当院の手術症例の検討
清水 大貴（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
O43-5 術後の遷延性・遅発性肺瘻に対する脂肪織を用

いた肺切離面補強の有用性
坂入 祐一（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 15
リキッドバイオプシーによる癌遺伝子解析とその臨床
的有用性について
座長：後藤 功一（国立がん研究センター東病院）

LS-15 荒金 尚子（佐賀大学医学部附属病院がんセン
ター呼吸器内科）

共催：ガーダントヘルスジャパン株式会社

15：40～16：20 一般演題（口演） 44 p716
縮小手術
座長：東山 聖彦（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

O44-1 cN0 左上葉肺癌に対する左上区切除の根治性に
ついて
西久保愛実（兵庫県立がんセンター）

O44-2 充実腫瘍径≦1cm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）
O44-3 標準手術への耐術能を有しない小型肺癌に対す

る治療戦略～消極的縮小手術と定位放射線治療
の比較検討～
田村 昌也（金沢大学先進総合外科）

O44-4 肺癌に対する消極的縮小手術成績と年齢調整
Charlson 併存疾患指数による術前評価の臨床的
有用性
田中 裕紀（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）

O44-5 肺癌消極的縮小手術の成績と至適縮小手術―縮
小手術多施設前向き研究（KLSG-0801）の結果
を踏まえて―
高橋 伸政（埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター）

16：20～17：00 一般演題（口演） 45 p717
区域切除のテクニック
座長：大塚 崇（東京慈恵会医科大学呼吸器外科）

O45-1 インドシアニングリーン併用赤外光胸腔鏡下区
域間同定への影響因子
三崎 伯幸（高松市立みんなの病院）

O45-2 ICG併用 VAL-MAPと ICG静注区域間同定法を
用いた cVATS区域切除例の検討
平野 豊（中国中央病院）

O45-3 ICG静注法を用いた肺区域切除における実際の
切離断端距離と 3D画像による腫瘍区域間距離
の比較
永島 琢也（神奈川県立ガンセンター呼吸器外

科／横浜市立大学外科治療学）
O45-4 肺区域切除における術中選択的気管支腔内送気

カテーテルの臨床での経験
小林 正嗣（東京医科歯科大学呼吸器外科）

O45-5 解剖学的minority な分岐パターンに対する胸腔
鏡下肺区域切除術の実際-術前シミュレーション
の重要性
永島 宗晃（国立病院機構渋川医療センター呼

吸器外科）
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17：00～17：48 一般演題（口演） 46 p718
外科医の修練・手術定型化
座長：奥村 栄（がん研究会有明病院呼吸器センター外

科）

O46-1 当院における原発性肺癌に対する解剖学的肺切
除の治療成績―レジデント教育の視点から―
加勢田 馨（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
O46-2 Uniportal VATS 導入と定型化

千葉 眞人（近畿大学病院呼吸器外科）
O46-3 累積和法を用いたロボット支援下肺葉切除術の

習熟に必要な症例数の検討―胸腔鏡下肺葉切除
術との比較―
福井 高幸（名古屋大学呼吸器外科）

O46-4 ダヴィンチSi から Xi への移行が当科ロボット
支援下呼吸器外科手術に及ぼした影響とラーニ
ングカーブ
山本 亜弥（関西労災病院呼吸器外科）

O46-5 ダヴィンチXi による肺癌に対する肺葉切除の定
型化に向けた助手の役割，3rd アームの使用法に
ついて
松本 順（NTT東日本関東病院呼吸器外科）

O46-6 葉間浸潤肺癌に対する胸腔鏡下拡大複合区域切
除
山田 徹（NHO姫路医療センター呼吸器外

科）

12 月 7日（土） 第 8会場（大阪国際会議場 10F 1009）
8：30～10：00 ワークショップ 12 p581
胸膜中皮腫に対する集学的治療とその進歩
座長：木島 貴志（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）

岡田 守人（広島大学原爆放射線医科学研究所腫瘍
外科）

WS12-1 悪性胸膜中皮腫における基礎研究の進歩
関戸 好孝（愛知県がんセンター研究所分子腫

瘍学分野／名古屋大学大学院医学
系研究科がん分子病因学分野）

WS12-2 悪性胸膜中皮腫と良性中皮過形成の鑑別におけ
るNF2 FISH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／福岡大学医学部呼
吸器内科）

WS12-3 集学的治療における根治手術の意義 手術は中
皮腫の長期予後を延長するか？
橋本 昌樹（兵庫医科大学呼吸器外科）

WS12-4 悪性胸膜中皮腫に対するオプジーボの使用経験
宮田 義浩（広島大学腫瘍外科）

WS12-5 当院における悪性胸膜中皮腫に対するニボルマ
ブ投与症例の検討
横井 崇（兵庫医科大学内科学講座呼吸器

科／兵庫医科大学胸部腫瘍学特定
講座）

10：00～11：35
10：00～11：35

ワークショップ 13
Workshop 13 p582

胸腺腫における最新の研究と治療―再発治療も含めて
Recent research ＆ therapeutic topics in thymoma and
thymic cancer
座長：奥村明之進（独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医

療センター）
高尾 仁二（三重大学大学院医学系研究科胸部心臓血

管外科学）
Chairs：Meinoshin Okumura（National Hospital

Oranization Osaka
Toneyama Medical Center）

Motoshi Takao（Dept. of Thoracic ＆
Cardiovascular Surgery, Mie
University Graduate School of
Medicine）

WS13-1 Future perspectives of thymoma treatments
Heather A. Wakelee（Department of Medicine,

Division of Oncology,
Stanford University,
United States of America）
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WS13-2 新たな胸腺扁平上皮癌特異的マーカーPRAME
の有用性と臨床応用に向けて
谷口 洋平（関西医科大学呼吸器外科）
Cancer-testis antigen preferentially expressed
antigen in melanoma is a useful diagnostic
marker and potential target for antigen-specific
immunotherapy for thymic squamous cell
carcinoma
Yohei Taniguchi（Kansai Medical University,

Department of Thoracic
Surgery）

WS13-3 胸腺上皮性腫瘍における免疫治療の可能性
山本 陽子
（大阪大学大学院医学系研究科呼吸器外科学／大
阪大学大学院医学系研究科臨床腫瘍免疫学）
Immunotherapeutic potential of CD4 and CD8
single-positive T cells in thymic epithelial
tumors
Yoko Yamamoto（Osaka University Graduate

School of Medicine,
Department of General
Thoracic Surgery）

WS13-4 進行胸腺腫に対する腫瘍減量手術を組み入れた
集学的治療の現状
新谷 康（大阪大学医学系研究科呼吸器外科

学）
The role of debulking surgery in multidisciplinary
treatment for advanced thymoma
Yasushi Shintani（Osaka University Graduate

School of Medicine,
Department of General
Thoracic Surgery）

WS13-5 切除不能または再発胸腺癌に対するレンバチニ
ブの多施設共同第 II 相試験
仁保 誠治（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
Durable anti-tumor activity of the multi-targeted
inhibitor lenvatinib in patients with advanced or
metastatic thymic carcinoma；Preliminary
results from a multicenter phase II（REMORA）
trial
Seiji Niho（Department of Thoracic Oncology,

National Cancer Center Hospital
East）

WS13-6 既治療進行胸腺腫・胸腺癌に対するS-1 療法の
多施設第 II 相臨床試験（NJLCG1203）
中川 拓（大曲厚生医療センター呼吸器外科）
Phase II study of S-1 in patients with previously-
treated invasive thymoma and thymic
carcinoma：North Japan Lung Cancer Study
Group Trial 1203
Taku Nakagawa（Omagari Kosei Medical

Center, Department of
Thoracic Surgery）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 16
Latest Treatment Strategy for Lung Cancer
座長：川口 知哉（大阪市立大学大学院医学研究科呼吸器内

科学教授）

LS-16 David R. Gandara（UC Davis Health
Comprehensive Cancer
Center）

三浦 理（新潟県立がんセンター新潟病院内
科部長）

共催：中外製薬株式会社

16：50～17：40 スイーツセミナー 2
歴史から紐解く単孔式VATS―日本が誇る肺癌手術手技
の継承―
座長・兼特別発言：岩﨑 正之（東海大学医学部呼吸器外

科）

SW-2 須田 隆（藤田医科大学病院呼吸器外科）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

18：10～19：00 イブニングセミナー 5
Prospects for Cure in the I-O era
座長：中川 和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門主任

教授）

ES-5 David Paul Carbone（Professor of Medicine,
Ohio State University）

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
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12 月 7日（土） 第 9会場（大阪国際会議場 12F 特別会議場）
7：40～8：20 モーニングセミナー 2
座長：駄賀 晴子（大阪市立総合医療センター腫瘍内科）

MS-2 免疫チェックポイント阻害剤による内分泌有害
事象のマネジメント―名古屋大学医学部附属病
院での取組み―
岩間信太郎（名古屋大学医学部附属病院糖尿

病・内分泌内科）
共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会

社

8：30～9：00 教育講演 7
座長：池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）

EL7 肺癌の病理組織診断 update
演者：南 優子（茨城東病院胸部疾患・療育医療セ

ンター病理診断科）

9：00～9：30 教育講演 8
座長：永安 武（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腫瘍

外科学）

EL8 縮小手術の理論と実際
演者：渡辺 俊一（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）

9：30～10：00 教育講演 9
座長：嶋田 善久（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）

EL9 進行肺癌に対する外科治療，拡大手術
演者：伊達 洋至（京都大学大学院医学研究科呼吸器

外科学）

10：00～10：30 教育講演 10
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）

EL10 肺癌の周術期治療：現状と展望
演者：嶋田 善久（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）

10：30～11：00 教育講演 11
座長：角 美奈子（がん研究会有明病院放射線治療科）

EL11 放射線治療 update
演者：松尾 幸憲（京都大学・放射線治療科放射線腫

瘍学・画像応用治療学）

11：00～11：30 教育講演 12
座長：武田 真幸（近畿大学医学部腫瘍内科）

EL12 実用化されたがんゲノム診断の現状
演者：角南久仁子（国立がん研究センター中央病院病

理・臨床検査科）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 17
How to make the optimal use of EGFR TKIs for patients
with EGFR+NSCLC
座長：瀬戸 貴司（国立病院機構九州がんセンター呼吸器腫

瘍科）

LS-17 Keunchil Park（Samsung Medical Center,
Sungkyunkwan University
School of Medicine, Korea）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

15：40～17：40 Workshop 14 p583
Novel concept and novel strategies of immunotherapy
Chairs：Mitsuhiro Takenoyama（National Hospital

Organization Kyushu
Cancer Center,
Department of Thoracic
Oncology）

Solange Peters（Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois（CHUV）Oncology
Department, Switzerland）

WS14-1 Recent advances in immunooncology and novel
targets for immunotherapy
Solange Peters（Oncology Department,

Lausanne University,
Switzerland）

WS14-2 Development of next-generation CAR-T cell
technologies for solid tumors
Koji Tamada（Department of Immunology,

Yamaguchi University Graduate
School of Medicine, Japan）
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WS14-3 Novel Biomarkers for Checkpoint
Immunotherapy
David R Gandara（University of California,

Davis Comprehensive
Cancer Center Sacramento,
CA）

WS14-4 CAR T-cell therapy for mesothelioma
Prasad S Adusumilli（Memorial Sloan Kettering

Cancer Center, New
York, USA）

18：10～19：00 イブニングセミナー 6
肺癌におけるがんゲノム医療の現状と課題
座長：後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器内科

長）

ES-6 畑中 豊（北海道大学病院ゲノム・コンパニ
オン診断研究部門特任准教授）

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

12 月 7日（土） 第 10会場（大阪国際会議場 12F 1202）
8：30～9：50 International Session 7 p635
Prognostic factors
Chairs：Makoto Suzuki（Kumamoto University, Japan）

Masanori Tsuchida（Division of Thoracic and
Cardiovascular Surgery,
Niigata University Graduate
School of Medical and Dental
Sciences, Japan）

IS7-1 CT-histogram approach to predict lymph node
metastasis in patients with c-stage IA lung
cancer
Yoshihisa Shimada（Department of Surgery,

Tokyo Medical University,
Japan）

IS7-2 Predictors of lymphovascular invasion in small-
sized radiologically pure solid lung
adenocarcinoma
Tetsuzo Tagawa（Department of Surgery and

Science, Kyushu University,
Japan）

IS7-3 The Importance of Lymphatic and Vascular
invasion in Resected Stage I Non-Small Cell
Lung Carcinoma
Akif Turna（Department of Thoracic Surgery,

Istanbul University-Cerrahpasa,
Cerrahpasa Medical School,
Istanbul, Turkey）

IS7-4 Patterns and risk factors of lymph node
metastasis in pathologic stage T1 non-small cell
lung cancer
Ye Yuan（Department of Thoracic Surgery,

Shanghai Jiao Tong University
School of Medicine affiliated Ruijin
Hospital, China）

IS7-5 Clinical significance of extracellular water to
total body water ratio in treatment for lung
cancer
Yoshimi Noda（Department of Thoracic

Oncology, Osaka Habikino
Medical Center, Japan）

IS7-6 Impact of pulmonary diseases on survival in
early-stage lung cancer treated with
radiotherapy
Hakyoung Kim（Departments of Radiation

Oncology, Korea University
Guro Hospital, Republic of
Korea）

IS7-7 Safety of cancer treatment after radiation
pneumonitis in Stage 3 NSCLC
Yuki Yoshimatsu（Department of Respiratory

Medicine, Iizuka Hospital,
Japan）

IS7-8 Prognostic significance of Osteopontin
expression in patients with resected lung
adenocarcinoma
Jung-Jyh Hung（Department of Surgery, Taipei

Veterans General Hospital,
Taipei, Taiwan／National
Yang-Ming University, Taipei,
Taiwan.）



第
2
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 120―

9：50～10：50 International Session 8 p637
Efforts to improve surgical outcomes 1
Chairs：Tatsuro Okamoto（Department of Thoracic and

Breast Surgery, Oita University
Faculty of Medicine, Japan）

Masahiro Tuboi（National Cancer Center Hospital
East, Japan）

IS8-1 Lobectomy vs. lingulectomy and
trisegmentectomy for lung cancer in left upper
lobe
Miao Lin（Department of Thoracic Surgery,

Zhongshan Hospital, Fudan
University, China）

IS8-2 STAS, spread through air spaces and its clinical
implications
Prasad S Adusumilli（Memorial Sloan Kettering

Cancer Center, New
York, USA）

IS8-3 Sleeve lobectomy for centrally located non-
small cell lung cancer
Chenlei Zhang（Department of Thoracic

Surgery, Liaoning Cancer
Hospital ＆ Institute, Cancer
Hospital of China Medical
University, China）

IS8-4 Comparison of sleeve lobectomy by uniportal
VATS and thoracotomy for NSCLC treatment
Yayi He（Department of Oncology, Shanghai

Pulmonary Hospital, China）
IS8-5 Does Radiotherapy make VATS impossible

Abed Elfattah F. A. Atieh（The Thorax Centre,
St. Bartholomew’s
Hospital, Barts
Health NHS Trust,
London, United
Kingdom）

IS8-6 A case of pulmonary resection after
pembrolizumab in a patient with advanced lung
adenocarcinoma
Shinkichi Takamori（Department of Thoracic

Oncology, National
Hospital Organization
Kyushu Cancer Center,
Japan）

10：50～11：40 International Session 9 p639
Efforts to improve surgical outcomes 2
Chairs：Masami Sato（Kagoshima University, Japan）

Hiroyuki Suzuki（Chest Surgery, Fukushima
Medical University, Japan）

IS9-1 Surgical risks and long-term outcomes of
lobectomy in NSCLC patients with autoimmune
diseases
Shota Fukuda（Division of Thoracic Surgery,

Department of Surgery, Kindai
University Faculty of Medicine）

IS9-2 Continuous follow-up on self-reported cough
after lung cancer surgery via a mobile-based
platform
Xinghua Cheng（Department of Oncology,

Shanghai Lung Cancer Center,
Shanghai Chest Hospital,
China）

IS9-3 Nursing Experience in Bronchopleural Fistula
after Video-assisted Thoracic Surgery
Bei Chen（Department of Thoracic Surgery,

Shanghai Pulmonary Hospital, Tongji
University, China）

IS9-4 Frequency of distal deep vein thrombosis during
the early period in patients after thoracic surgery
Yuping Li（Shanghai Pulmonary Hospital,

China）
IS9-5 pStage IA NSCLCs with GGO：are they

candidates for Tegafur/Uracil adjuvant
chemotherapy?
Kenichi Suda（Department of Surgery, Kindai

University Faculty of Medicine,
Japan）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 18
気管支断端瘻を再考する
Reconsidering the bronchopleural fistula
座長：千田 雅之（獨協医科大学呼吸器外科）

LS-18 遠藤 俊輔（自治医科大学外科学講座呼吸器外
科学部門）

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
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15：40～16：40 International Session 10 p641
Minimally invasie surgery
Chairs：Yoshimasa Maniwa（Division of General Thoracic

Surgery, Kobe University
Graduate School of
Medicine, Japan）

Yukio Sato（Department of Thoracic Surgery,
University of Tsukuba, Japan）

IS10-1 Robotic Anatomical Segmentectomy：An
Analysis of the Learning Curve
Yajie Zhang（Department of Thoracic Surgery,

Ruijin Hospital Affiliated to
Shanghai Jiaotong University
School of Medicine, China）

IS10-2 Robotic Versus Thoracoscopic Segmentectomy
for Early-Stage NSCLC：A Propensity Score-
Matched Study
Yajie Zhang（Department of Thoracic Surgery,

Ruijin Hospital Affiliated to
Shanghai Jiaotong University
School of Medicine, China）

IS10-3 Evaluation of efficacy and safety of uniportal
segmentectomy in the treatment of lung cancer
Chenlei Zhang（Department of Thoracic

Surgery, Liaoning Cancer
Hospital ＆ Institue, Cancer
Hospital of China Medical
University, China）

IS10-4 Long-term survival outcomes of non-intubated
video-assisted thoracic surgery for NSCLC
Hengrui Liang（Department of Thoracic

Surgery, the First Affiliated
Hospital of Guangzhou Medical
University, State Key
Laboratory of Respiratory
Disease, National Clinical
Research Center for
Respiratory Disease,
Guangzhou Institute of
Respiratory Health, Guangzhou,
China）

IS10-5 Tubeless Thoracoscopic Resection of Early
Lung Cancer：Experience with Neoveil™
（Polyglycolic Acid）
Ke-Cheng Chen（Department of Surgery,

National Taiwan University
Hospital, Taiwan）

IS10-6 Minimally Invasive Thymectomy for Early-stage
Thymomas：Modified Subxiphoid VS.
Unilateral Approach
Hao Wang（Department of Thoracic Surgery,

Zhongshan Hospital, Fudan
University, Shanghai, China）

16：40～17：50 International Session 11 p642
Novel therapeutic approach
Chairs：Fumihiro Tanaka（Second Department of Surgery,

University of Occpational and
Envirnment Health, Japan,
School of Medicine, Japan）

Nobuyuki Yamamoto（Internal Medicine III,
Wakayama Medical
University, Japan）

IS11-1 The prognostic impact of lymph node
metastasis in NSCLC patients with distant
organ metastasis
Jie Yang（Department of Thoracic Surgery,

Shanghai Pulmonary Hospital, Tongji
University School of Medicine,
Shanghai, China）

IS11-2 Primary tumor resection among metastatic
NSCLC patients：A individualized predictive
model
Hengrui Liang（Department of Thoracic

Surgery, the First Affiliated
Hospital of Guangzhou Medical
University, State Key
Laboratory of Respiratory
Disease, National Clinical
Research Center for
Respiratory Disease,
Guangzhou Institute of
Respiratory Health, Guangzhou,
China）

IS11-3 Does lymph node dissection matter in primary
tumor resection for stage IV NSCLC？
Shuben Li（Department of Thoracic Surgery,

the First Affiliated Hospital of
Guangzhou Medical University,
State Key Laboratory of
Respiratory Disease, National
Clinical Research Center for
Respiratory Disease, Guangzhou
Institute of Respiratory Health,
Guangzhou, China）



第
2
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 122―

IS11-4 Clinical features of lung cancer patients with
uncontrolled brain metastases（ROOT-Brain）
Hyun Ae Jung（Division of Hematology-

Oncology, Department of
Medicine, Samsung Medical
Center, Sungkyunkwan
University School of Medicine,
Seoul, Republic of Korea）

IS11-5 The impact of systemic treatment on brain
metastasis in patients with non-small-cell lung
cancer
YOON HO KO（Division of Oncology,

Department of Internal
Medicine, Eunpyeong St.
Mary’s Hospital, College of
Medicine, The Catholic
University of Korea, Seoul,
Republic of Korea）

IS11-6 Impact of craniotomy in non-small cell lung
cancer with brain metastases
ChiaTe Yen（Department of Pulmonary

medicine, Mackay memorial
hospital, Taiwan）

IS11-7 Microrna in extracellular vesicles may mediate
drug efficiency in heterogeneous EGFR-mutant
NSCLC
Chien-Chung Lin（Department of Internal

Medicine, College of
Medicine, National Cheng
Kung University, Tainan,
Taiwan／Department of
Biochemistry and Molecular
Biology, College of Medicine,
National Cheng Kung
University, Tainan, Taiwan）

12 月 7日（土） ポスター会場（大阪国際会議場 3F イベントホール）
14：40～15：40 一般演題（ポスター） 14 p828
検診/早期発見 2

P14-1 アスベスト曝露歴のある肺癌切除症例 153 例の
検討
古賀 大靖（横浜市立大学外科治療学／横須賀

共済病院呼吸器外科）
P14-2 マイクロ RNAおよび糖タンパク質による早期肺

癌検出法の開発
山崎 宏司（国立病院機構九州医療センター呼

吸器外科）
P14-3 対側気胸時に存在を疑われ，経過観察後に切除を

行った若年者ブラ壁発生肺癌の 1例
伊東 真哉（宇治徳州会病院呼吸器外科）

P14-4 自然気胸を契機に発見された原発性肺癌の 1切
除例
新関 浩人（北見赤十字病院外科）

P14-5 気胸手術標本から偶然発見された肺がんの 1例
軽部 隆介（堺市立総合医療センター呼吸器外

科）
P14-6 気胸手術で偶然発見された肺癌の 2切除例

小原 聖勇（自衛隊中央病院呼吸器外科／KKR
三宿病院）

P14-7 気胸を契機に発見されたHepatoid
Adenocarcinoma を有する肺腺癌の 1手術例
小濱 拓也（神戸赤十字病院呼吸器外科）

P14-8 自然気胸術後に偶発的に病理診断され，根治切除
を行った肺癌の 1例
坂梨 渓太（宮崎県立宮崎病院外科）

P14-9 自然気胸の治療時に発見された若年者肺癌の 1
例
小池 幸恵（長野市民病院呼吸器外科）

P14-10 気胸を契機に診断された原発性肺癌癌性胸膜炎
の 1切除例
池谷 美穂（国立病院機構渋川医療センター呼

吸器外科）
P14-11 気胸切除ブラ内に肺癌を認めたが追加切除を行

うことなく，長期無再発生存した 2症例
窪倉 浩俊（日本医科大学武蔵小杉病院呼吸器

外科）
P14-12 自然消褪の後に再増大した肺腺癌の一例

中道 徹（兵庫医科大学呼吸器外科）
P14-13 間質性肺炎診断目的に施行した部分切除術の組

織片から診断し得た肺扁平上皮癌の一例
川口 瑛久（松阪市民病院呼吸器センター呼吸

器外科）
P14-14 膠原病肺に合併する肺癌に関する検討

土肥良一郎（長崎大学大学院腫瘍外科）
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14：40～15：40 一般演題（ポスター） 15 p832
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）

P15-1 第 8 版 stage 分類における術後補助化学療法
（UFT）治療例の予後因子の検討
吉田 周平（金沢大学先進総合外科）

P15-2 臨床病期 0－I 期非小細胞肺癌葉切除例における
予後因子としての運動負荷心電図と予後栄養指
数（PNI
鈴木 克幸（山形県立中央病院呼吸器外科）

P15-3 若年者肺腺癌における臨床病理学的因子と予後
の検討～49歳以下と 50歳以上の肺腺癌の比較
より～
松居 真司（鳥取大学医学部胸部外科）

P15-4 葉間 PL3 での手術方法について
角岡 信男（仙台厚生病院呼吸器外科）

P15-5 演題取下げ
P15-6 早期肺腺癌におけるPD-L1 および PD-L2 発現

解析
新地 祐介（熊本大学大学院生命科学研究部呼

吸器外科学講座／熊本大学大学院
生命科学研究部細胞病理学講座）

P15-7 術後 UFT療法の再検討～効果が発揮される条件
は何か
二反田博之（埼玉医科大学国際医療センター）

P15-8 当院における非小細胞肺癌完全切除後の早期再
発症例についての検討
齋藤 優雅（船橋市立医療センター呼吸器外科）

P15-9 病理病期 IA 期非小細胞肺癌根治切除後の再発例
の臨床病理学的検討
竹ヶ原京志郎（日本医科大学付属病院呼吸器外

科）
P15-10 小型肺癌における臨床 T因子にCT上スリガラ

ス（GGO）成分が考慮されないことは妥当か？
佐野 史歩（山口大学大学院器官病態外科学・

呼吸器外科）
P15-11 術前 CTで充実成分を含むAdenocarcinoma in

situ 症例の検討
菅野 健児（横浜南共済病院呼吸器外科）

P15-12 当院における肺多形癌手術例の検討
阿南健太郎（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科）

P15-13 当院におけるカートリッジ洗浄液による術中断
端洗浄細胞診の有効性
水野 潔道（浜松医科大学医学部附属病院第一

外科）

P15-14 非触知肺病変の切除法；VATSでの術式と術中
CTの可能性について
呉 哲彦（香川大学医学部呼吸器乳腺内分泌

外科）
P15-15 小型肺癌に対する胸腔鏡手術の治療成績～根治

性と侵襲性を考慮した術式選択～
中尾 将之（（公財）がん研有明病院呼吸器セン

ター外科）
P15-16 小型肺癌に対する 3-port 胸腔鏡下縮小手術の治

療成績
鈴木聡一郎（虎の門病院呼吸器センター外科）

P15-17 演題取下げ
P15-18 ハイブリッド手術室での術中マーキングを利用

した触知困難肺病変に対する肺切除術 36例の検
討
川名 伸一（香川県立中央病院呼吸器外科）

P15-19 胸腔鏡下肺部分切除術後の胸腔ドレーン非留置
症例についての検討
福井 崇将（天理よろづ相談所病院呼吸器外科）

P15-20 単孔式肺葉切除は呼吸器外科医不足を解消する
か？
森 毅（熊本赤十字病院呼吸器外科）

P15-21 膜構造を意識した en bloc リンパ節郭清（左上葉
切除編）
横枕 直哉（鹿児島大学呼吸器外科）

P15-22 当院における浸潤性粘液性肺腺癌切除例の検討
中園 千晶（京都第一赤十字病院呼吸器外科）

P15-23 当院におけるロボット支援下肺葉切除術の初期
経験
長谷龍之介（製鉄記念室蘭病院外科・呼吸器外

科）
P15-24 ロボット支援下肺葉切除術の導入期におけるピ

ットフォールと対策
川角 佑太（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P15-25 当院におけるロボット支援肺葉切除の導入と初
期経験
飯村 泰昭（市立釧路総合病院）

P15-26 Anterior fissureless technique を用いた右肺上葉
切除術におけるロボット支援下手術と胸腔鏡下
手術の比較
豊川 剛二（国立病院機構九州医療センター呼

吸器外科）
P15-27 ロボット支援下肺切除術で予期せぬ術後出血を

来し再開胸に至った 1例
高野 貴弘（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P15-28 腫瘍径 2cm以下の小型肺癌に対する縮小手術の
成績
五明田 匡（京都桂病院呼吸器センター呼吸器

外科）
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P15-29 腫瘍径 2cm以上の原発性肺癌に対する消極的縮
小手術の再発，予後の検討
長田 駿一（神戸市立西神戸医療センター呼吸

器外科）
P15-30 ICG蛍光ナビゲーションを用いた肺区域切除の

短期成績―従来法と比較して
檜山 紀子（NTT東日本関東病院呼吸器外科）

P15-31 消極的縮小手術（非解剖学的肺切除）を行った
原発性非小細胞肺癌の治療成績
上吉原光宏（前橋赤十字病院呼吸器病センター

呼吸器外科）
P15-32 臨床腫瘍径 2cm超の非小細胞肺癌における外科

的切除マージンの指針
鈴木 繁紀（相模原協同病院呼吸器外科）

P15-33 テガフール・ウラシルの適応病変を再考する―
当院における使用経験を通じて―
石川 祐也（NHO姫路医療センター呼吸器外

科）
P15-34 Ι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QST病

院）
P15-35 当院における術後補助化学療法でのシスプラチ

ン＋ビノレルビン投与例の臨床的検討
杉本 英司（愛媛大学大学院医学系研究科循環

器・呼吸器・腎高血圧内科学）
P15-36 当院における原発性肺癌に対する縮小手術症例

の検討
安達 剛弘（愛媛県立中央病院呼吸器外科）

P15-37 当科における若年者肺癌手術症例の検討
篠原 博彦（長岡赤十字病院呼吸器外科）

P15-38 当院における 40歳未満の若年者肺癌手術例の検
討
宇山 攻（徳島市民病院呼吸器外科）

P15-39 若年者肺癌（40歳以下）手術症例の検討
榎本 豊（日本医科大学付属病院呼吸器外科）

P15-40 40 歳未満若年者肺癌切除例の検討
佐野 功（日本赤十字社長崎原爆病院呼吸器

外科）
P15-41 放射線肺臓炎における気腫性病変のリスク評価

と高吸収域DVHパラメータの汎用性
内田 泰樹（滋賀医科大学呼吸器内科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 16 p842
多発肺癌

P16-1 演題取下げ
P16-2 当院における異時性多発肺癌の治療成績と予後

因子の検討
清水 大（岡山済生会総合病院呼吸器外科）

P16-3 計画的両側同時肺癌手術例の検討
青木 正（新潟県立がんセンター新潟病院呼

吸器外科）
P16-4 多発肺癌に対する再手術症例の検討

杉本龍士郎（愛媛大学大学院医学研究科心臓血
管・呼吸器外科学）

P16-5 同時多発結節に対する一期的完全切除例と二期
的完全切除例の臨床病理学的因子と予後の比較
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）
P16-6 当科における同時性多発肺癌手術症例の検討

阿部 昌宏（国立病院機構帯広病院）
P16-7 異時性肺癌に対する手術症例の検討

田嶋 公平（桐生厚生総合病院呼吸器外科）
P16-8 肺癌術後フォロー中における重複癌検出の問題

点
田中司玄文（伊勢崎市民病院外科）

P16-9 組織型の異なる多発肺癌と進行肺癌との鑑別が
困難であった Large cell neuroendocrine
carcinoma の 1例
山田 英司（福山市民病院呼吸器外科）

P16-10 演題取下げ
P16-11 気管支鏡下生検後に自然退縮を認めた肺門部扁

平上皮癌の 1例
吉川 武志（香川労災病院外科／香川県立中央

病院呼吸器外科）
P16-12 原発性肺癌切除後，断端再発との鑑別を要した異

時性多発肺癌の 2例
橋本久実子（豊橋市民病院呼吸器外科）

P16-13 術前に同時性 7重肺癌と診断し，右肺上葉切除を
行った 1例
長山 和弘（東京大学呼吸器外科）

P16-14 原発不明縦隔リンパ節小細胞癌と扁平上皮癌の
異時性多発癌の一例
水野幸太郎（名古屋市立東部医療センター呼吸

器外科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 17 p846
周術期管理

P17-1 肺葉切除への耐術能を有しない臨床病期 1A期
非小細胞肺癌に対する局所治療戦略と治療成績
の検討
狩野 孝（大阪大学呼吸器外科）

P17-2 切除可能肺癌合併COPDの周術期における長時
間作用性β2刺激薬/長時間作用性抗コリン薬配
合吸入剤効果の検討
田宮 暢代（京都府立医科大学呼吸器内科／洛

和会音羽病院呼吸器内科）
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P17-3 重症大動脈弁狭窄症を伴う肺癌手術例の検討
小松 弘明（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

P17-4 血液透析患者における肺癌手術症例に対する臨
床的特徴
松本 寛樹（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
P17-5 当院における低肺機能肺癌に対する手術例の検

討
林 達朗（国立病院機構福山医療センター）

P17-6 和漢診療学を用いた肺癌管理
宮本 信宏（島根大学医学部循環器・呼吸器外

科）
P17-7 DOAC内服既往のある循環器合併原発性肺癌の

周術期に関する検討
真栄城兼誉（那覇市立病院外科）

P17-8 抗血栓療法中の原発性肺癌症例に対する周術期
治療についての検討
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）
P17-9 腎移植後肺癌手術症例の検討

高田 まり（名古屋第二赤十字病院呼吸器外科）
P17-10 未治療COPD合併肺癌手術症例に対する術前チ

オトロピウム/オロダテロール配合剤投与の効果
三友 英紀（東北医科薬科大学呼吸器外科）

P17-11 血栓症を発症した肺癌患者のリスク評価に関す
る検討
梅田 隆志（福島県立医科大学医学部呼吸器内

科学講座）
P17-12 閉塞性換気障害合併肺癌患者 術後心肺合併症

リスク因子の検討
寛島 隆史（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

P17-13 胸部大動脈置換術後の肺癌に対して切除術を施
行した 8例の検討
林 一喜（滋賀医科大学医学部呼吸器外科）

P17-14 肺癌治療中の結核発症
田村 厚久（国立病院機構東京病院呼吸器セン

ター内科）
P17-15 間質性肺炎合併肺癌患者における術後急性増悪

の危険因子についての検討
小室 裕康（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）
P17-16 肺癌治療中に合併した膿胸症例の検討

平井 文彦（国立病院機構福岡病院外科）
P17-17 4D flow MRI を用いた左房内血流解析による肺

静脈断端血栓が危惧される術式の検討
梅原 正（鹿児島大学呼吸器外科）

P17-18 当院における肺癌術後乳び胸の検討
小山 孝彦（独立行政法人国立病院機構東京医

療センター呼吸器外科）

P17-19 ステロイド吸入症例における肺切除の周術期合
併症の検討
竹田 哲（信州大学呼吸器外科）

P17-20 肺癌術後間質性肺炎急性増悪を認めた 5症例の
検討
星 史彦（青森県立中央病院呼吸器外科）

P17-21 肺癌術後乳び胸に対する当院での工夫
白鳥 琢也（滋賀医科大学医学部附属病院呼吸

器外科）
P17-22 当科における肺癌術後気管支断端瘻治療の検討

中村 勝也（JCHO九州病院外科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 18 p851
高齢者肺癌

P18-1 手術を施行した 90歳以上超高齢者肺癌の 2例
宗 哲哉（新小文字病院呼吸器外科）

P18-2 85 歳以上の超高齢者に対する肺癌手術の術後合
併症の危険因子および長期成績の検討
高森 聡（山形大学医学部第二外科）

P18-3 高齢者早期非小細胞肺癌症例におけるリンパ節
郭清を伴わない楔状切除の位置付け
見前 隆洋（広島大学腫瘍外科）

P18-4 80 歳以上の高齢肺癌患者における手術症例の検
討
竹中 賢（市立伊丹病院呼吸器外科）

P18-5 85 歳以上の肺癌外科治療の妥当性の検討
徳重 康介（神戸市立西神戸医療センター）

P18-6 80 歳以上の臨床病期 I 期非小細胞肺癌に対する
肺葉切除施行例の検討
近藤 正道（国立病院機構嬉野医療センター外

科）
P18-7 高齢者肺癌切除例における予後因子と術後合併

症のリスク因子
富沢 健二（和泉市立総合医療センター呼吸器

外科）
P18-8 80 歳以上の臨床病期 I 期非小細胞肺癌に対する

肺部分切除術の手術成績
揖斐 孝之（埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター呼吸器外科）
P18-9 認知機能障害のある肺癌手術症例

日野 春秋（関西医科大学附属病院呼吸器外科）
P18-10 人生 100 年時代の肺がん治療―外科医の立場か

ら―
宗 淳一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）
P18-11 当科肺癌手術患者の傾向変化に関する後方視的

検討
井上 英俊（大阪市立大学医学部呼吸器外科）
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P18-12 超高齢者非小細胞肺癌の化学放射線療法の安全
性と有効性
齋藤アンネ優子（順天堂大学放射線治療学講座）

P18-13 75 歳以上の未治療進行非小細胞肺癌に対するS-
1+カルボプラチン療法の第 I 相臨床試験
山田 豊（茨城県立中央病院呼吸器内科）

P18-14 当院における高齢者NSCLCに対する化学療法
の検討
木畑佳代子（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

内科・内科学第一講座）
P18-15 当センターにおける 80歳以上高齢者非小細胞肺

癌症例におけるがん薬物療法の検討
島有美子（大阪はびきの医療センター肺腫瘍

内科）
P18-16 80 歳以上小細胞肺癌の臨床的検討

栗島 浩一（筑波メディカルセンター病院呼吸
器内科）

P18-17 ハイリスク小細胞肺癌患者における治療奏功と
予後に対するレトロスペクティブ解析
中谷 直喜（上尾中央総合病院腫瘍内科）

P18-18 80 歳以上の非小細胞肺癌における ICI の有効性
と安全性
近石 泰弘（下関市立市民病院呼吸器外科）

P18-19 高齢者に対する免疫チェックポイント阻害剤と
殺細胞性抗癌剤の併用療法の使用経験
三崎 伯幸（高松市立みんなの病院呼吸器外科）

P18-20 高齢者非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイ
ント阻害剤の臨床的検討
小林 史（杏林大学医学部付属病院呼吸器内

科）
P18-21 高齢者進行非小細胞肺がんに対するPD-1/PD-L

1 抗体の有効性・安全性の検討
辻 博行（大阪医科大学附属病院）

P18-22 高齢者非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイ
ント阻害薬の有効性と安全性についての検討
矢内 正晶（鳥取大学医学部附属病院呼吸器・

膠原病内科）
P18-23 当院における高齢者進行非小細胞肺がんに対す

る免疫チェックポイント阻害薬使用症例の検討
岡田 俊明（独立行政法人国立病院機構福山医

療センター）
P18-24 85 歳以上の超高齢肺がん患者におけるEGFR-

TKI の有効性と安全性
内山 翔太（東京慈恵会医科大学附属第三病院

呼吸器内科）
P18-25 当院における高齢者の肺癌診療についての検討

発 忠信（宝塚市立病院腫瘍内科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 19 p857
非小細胞肺癌：局所進行（III 期）

P19-1 cN2III 期非小細胞肺癌の手術適応に関する検討
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）
P19-2 術前 CEA高値の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）
P19-3 COPDを合併した切除不能局所進行非小細胞肺

癌における，化学放射線療法の有効性と安全性に
関する検討
塩澤 利博（筑波大学医学医療系呼吸器内科）

P19-4 胸壁浸潤癌に対する胸腔鏡併用術式―当科での
取り組み―
萩原 優（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

学分野）
P19-5 肺門アプローチで右下葉切除術を施行した粘液

性腺癌の 1例
かん 秋明（春日部市立医療センター呼吸器セ

ンター）
P19-6 当院における椎体浸潤を伴う局所進行肺癌切除

症例の検討
松田 康平（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P19-7 巨大肺癌（7cmを超える）手術症例の検討

松本 真介（岐阜県総合医療センター呼吸器外
科）

P19-8 当科における原発性肺癌に対する肺全摘症例の
検討
田中 健祐（九州大学大学院消化器・総合外科）

P19-9 市中病院における，II-III 期非小細胞肺癌術後補助
化学療法の現状と治療成績
園部 誠（大阪赤十字病院呼吸器外科）

P19-10 術前化学療法の治療成績
波戸岡俊三（一宮西病院呼吸器外科）

P19-11 当科での肺癌 2，3期完全切除例に対する術後補
助化学療法の検討
吉田 千尋（香川大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P19-12 根治的化学放射線治療後の維持療法としてのデ

ュルバルマブ投与例の検討
三村 千尋（神戸大学医学部附属病院呼吸器内

科）
P19-13 局所進行非小細胞肺癌に対する IMRTを用いた

化学放射線療法後の durvalumab 投与の肺の安
全性に関する初期経験
馬屋原 博（神戸低侵襲がん医療センター放射

線治療科）



第
2
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 127―

P19-14 切除不能局所進行非小細胞肺癌への根治的化学
放射線療法後の durvalumab 維持免疫療法の副
作用と効果の検討
山口 曜（国立国際医療研究センター病院）

P19-15 デュルバルマブ投与例における肺障害について
の臨床的検討
杉本 武哉（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
P19-16 当科におけるDurvalumab 投与後の放射線肺炎

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・膠原病内科分
野）

P19-17 局所進行非小細胞肺癌に対する根治的化学放射
線療法における再発様式と予後の検討
大矢 由子（愛知県がんセンター呼吸器内科部）

P19-18 局所進行非小細胞肺癌に対する隔週CBDCA+
nabPTX+胸部放射線併療法の第 II 相試験（中間
報告，安全性部分）
田中 寿志（弘前大学医学部附属病院呼吸器内

科）
P19-19 当院における切除不能 III 期非小細胞肺癌に対す

る同時化学放射線療法後のDurvalumab 使用経
験例
齊藤 亮平（仙台厚生病院呼吸器内科）

P19-20 当院における非小細胞肺癌に対するデュルバル
マブ投与症例の検討
柴田 英輔（兵庫医科大学内科学講座呼吸器

科／兵庫医科大学胸部腫瘍学特定
講座）

P19-21 切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する化学放
射線療法後のDurvalumab 使用経験及び過去 4
年との比較
河合 治（独立行政法人国立病院機構神奈川

病院）
P19-22 局所進行非小細胞肺癌に対して同時併用化学陽

子線治療後のDurvalumab の適応の検討
吉原 実鈴（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）
P19-23 局所進行非小細胞肺癌に対するDurvalumab 投

与例の検討
兼松 貴則（松山赤十字病院呼吸器センター）

P19-24 当院におけるDurvalumab の使用経験の検討
甲原 雄平（日本生命病院総合内科）

P19-25 切除不能局所進行 III 期非小細胞肺癌に対する根
治的化学放射線療法後の放射線肺臓炎に関する
後方視的研究
坂口 直（松阪市民病院呼吸器センター／聖

マリアンナ医科大学病院呼吸器内
科）

P19-26 局所進行非小細胞肺癌患者に対する化学放射線
療法における放射線肺臓炎の予測因子及び予後
との関連について
秋田 貴博（弘前大学医学部呼吸器内科）

P19-27 デュルバルマブ維持療法が根治的化学放射線療
法の治療経過・レジメン選択に与えた影響に関
する検討
小林 美郷（島根大学医学部内科学講座呼吸

器・臨床腫瘍学）
P19-28 局所進行期非小細胞肺癌における，根治的化学放

射線療法後のデュルバルマブ維持療法の検討
庄子 聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器感

染症内科）
P19-29 Durvalumab を投与した 12症例と肺臓炎の検討

新津 敬之（大阪急性期総合医療センター呼吸
器内科）

P19-30 切除不能局所進行非小細胞肺癌の化学放射線療
法後デュルバルマブ療法への移行困難因子の検
討
西野 和美（大阪国際がんセンター）

P19-31 当センターでの局所進行非小細胞肺癌患者にお
ける治療選択と結果に及ぼす要因についての検
討
田中 智（大阪府立急性期総合医療センター

呼吸器内科）
P19-32 化学放射線治療後の durvalumab の使用経験

渡邉 裕文（静岡県立総合病院呼吸器内科）
P19-33 当科にて durvalumab を投与した肺癌 4症例の

検討
平井健一郎（大原綜合病院呼吸器内科／福島県

立医科大学医学部呼吸器内科学講
座）

P19-34 局所進行非小細胞肺癌に対するデュルバルマブ
投与と放射線性肺臓炎を含む間質性肺疾患の関
連の検討
北台 留衣（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器内科）
P19-35 当科におけるデュルバルマブ維持療法の治療経

験
本津 茂人（奈良県立医科大学呼吸器内科学講

座）
P19-36 手術不能 3期非小細胞肺癌に対する実臨床での

課題
矢澤 克昭（青梅市立総合病院呼吸器内科）

P19-37 放射線肺臓炎に対する durvalumab の影響
齊藤 健也（自治医科大学内科学講座呼吸器内

科学部門）
P19-38 当院における局所進行非小細胞肺癌に対する

Durvalumab の治療成績
山浦 匠（竹田綜合病院呼吸器外科）
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P19-39 IIIA 期肺癌に対する外科治療の役割
平塚 昌文（佐賀大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P19-40 EGFR-TKI の実臨床における使用状況と成績

宮脇美千代（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科）
P19-41 ALK 融合遺伝子陽性の局所進行非小細胞肺癌に

対する術前セリチニブの第 II 相試験：SAKULA
試験
榊原 純（北海道大学病院内科 I）

P19-42 CT にて診断されるSingle station N2 非小細胞
肺癌に対する外科治療の妥当性の検討
阿部 二郎（宮城県立がんセンター呼吸器外

科／JNETS（東北呼吸器外科臨床
研究グループ））

P19-43 切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する同時放
射線化学療法後の 2次治療の検討
海老 規之（飯塚病院呼吸器腫瘍内科）

P19-44 最大腫瘍径 7cmを超える大型肺癌の検討～T4
で良いのか～
坪内 秀樹（名古屋大学呼吸器外科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 20 p868
診断学/病期診断 2

P20-1 定量的三次元CT解析から上皮内癌，微小浸潤癌
を予測できるか
吉田 光輝（徳島大学胸部・内分泌・腫瘍外科）

P20-2 GGO成分の有無およびC/T ratio からみた
TNM第 8版 T因子の妥当性と適正化
尾林 海（群馬大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P20-3 長期の画像変化が評価できた右下葉肺癌術後に

出現した ciliated muconodular papillary tumor
（CMPT）の 1例
松島 遼平（熊本赤十字病院呼吸器外科）

P20-4 肺癌の再生検の多施設共同前向き観察研究：肺
癌診断コンソーシアムにおける活動
伊藤 祐輝（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
P20-5 関節リウマチ加療中に認めたすりガラス陰影を

伴う小結節が進行癌であった 1例
林 直宏（国立病院機構岡山医療センター呼

吸器外科）
P20-6 臨床的 AIS およびMIA 症例における浸潤性腺癌

の予測因子の検討
小山 力（信州大学呼吸器外科）

P20-7 当院における肺癌遠隔転移疑い症例に対する鎖
骨上窩リンパ節生検の検討
佐藤 開仁（山形大学医学部外科学第二講座）

P20-8 肺腫瘤性病変に対する胸腔鏡下術中迅速穿刺吸
引細胞診の役割
三竿 貴彦（香川県立中央病院呼吸器外科）

P20-9 開胸時洗浄細胞診陽性肺癌手術症例の検討
井上 達哉（日本医科大学付属病院呼吸器外科）

P20-10 当院における開胸時および閉胸前胸腔内洗浄細
胞診の予後との関連性の検討
堀 晋一朗（佐賀大学医学部胸部・心臓血管外

科）
P20-11 蛍光顕微鏡を用いた肺腺癌浸潤診断についての

検討
滝沢 宏光（徳島大学大学院胸部・内分泌・腫

瘍外科）
P20-12 腸型肺腺癌の切除例 5例の検討

藤本 周祐（倉敷中央病院呼吸器外科）
P20-13 術前・術中診断に苦慮し，胸腔鏡下肺葉切除術後

病理で判明した孤立性結節性肺アミロイドーシ
スの 1例
吉岡 正一（済生会熊本病院呼吸器外科）

P20-14 肺門部 pN1 非小細胞肺癌切除症例の検討
坂田 省三（日本大学医学部呼吸器外科）

P20-15 次世代シーケンサー（NGS）による肺癌ゲノム
解析を行った 2例の検討
松本 卓子（東京女子医科大学呼吸器外科）

P20-16 LAMP法による肺癌EGFR遺伝子変異検査の検
討
堀内 翔（埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター呼吸器外科）
P20-17 診断および治療方針決定に難渋したリンパ上皮

腫様癌の 1例
山下 直樹（新小文字病院呼吸器外科）

P20-18 臨床病理学的に原発性肺癌との鑑別が困難な
Mixed squamous cell and glandular papilloma
の一例
松本耕太郎（国家公務員共済組合連合会浜の町

病院呼吸器外科）
P20-19 肺癌または血管肉腫との鑑別に難渋した，胸部大

動脈解離の症例
岩井 俊（金沢医科大学呼吸器外科）

P20-20 術前 3D-CT angiography により安全に完全鏡視
下切除し得た右上肺静脈（V2）の破格を伴った右
上葉肺癌の 1例
石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P20-21 肺癌手術症例における胸水洗浄細胞診の臨床的
検討
遠藤 克彦（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍免疫外科学分野）
P20-22 肺癌予後因子としてのAdvanced Lung Cancer

Inflammation Index
西平 守道（獨協医科大学呼吸器外科）
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P20-23 当院における開胸時胸腔洗浄細胞診（PLC-pre）
陽性症例の検討
大野 貴志（鳥取県立厚生病院胸部外科）

P20-24 当科で施行した開胸時PLC症例の検討
池田 敏裕（香川大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P20-25 cN0-1 非小細胞肺癌における原発巣の画像所見

からの occult N2 予測
小澤 広輝（がん研究会有明病院呼吸器外科）

P20-26 サクションボール・コアギュレーターを使用し
た縦隔鏡検査
深田 武久（兵庫県立尼崎総合医療センター呼

吸器外科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 21 p875
病理 1

P21-1 LCNEC，腺扁平上皮癌，肉腫様癌の手術例の比
較
川瀬 晃和（浜松医科大学外科学第一講座）

P21-2 当院で経験した類基底細胞型扁平上皮癌 16例の
臨床的検討
大岩 綾香（国立病院機構三重中央医療セン

ター呼吸器内科）
P21-3 肝転移巣の破裂をきたしたHCG産生肺癌の 1

例
井上 雄太（国立病院機構東京病院呼吸器セン

ター外科）
P21-4 胸膜原発脱分化型脂肪肉腫の 1切除例

岩田 輝男（飯塚病院呼吸器外科）
P21-5 原発巣に微小乳頭型腺癌成分をわずかに含む pT

1miN2M0 肺腺癌の一例
阪本 仁（島根県立中央病院呼吸器外科）

P21-6 術前悪性腫瘍が疑われ手術を施行した硬化性肺
胞上皮腫の一例
三好 孝典（友愛記念病院呼吸器外科）

P21-7 左肺下葉に発生したPulmonary myxoid sarcoma
with EWSR1-CREB1 rearrangement の 1 例
上垣内 篤（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）
P21-8 腸型肺腺癌の 1切除例

新里 稔（横須賀市立うわまち病院呼吸器外
科）

P21-9 肺原発リンパ上皮腫様癌が疑われた未分化癌の
1例
石橋 史博（千葉県済生会習志野病院呼吸器外

科）
P21-10 壊死性サルコイド肉芽腫症の 1切除例

石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P21-11 肺癌との鑑別を要し手術を行った線毛性粘液結
節性乳頭状腫瘍（CMPT）の 1例
大野 貴志（鳥取県立厚生病院胸部外科）

P21-12 定型カルチノイドを伴うびまん性特発性肺神経
内分泌過形成の 1例
富岡 泰章（岡山大学病院呼吸器外科）

P21-13 肺癌との鑑別が困難であった肺結節性リンパ過
形成の 1例
富岡 泰章（岡山大学病院呼吸器外科）

P21-14 気腫合併肺線維症に併発した扁平上皮癌の切除
標本中に偶然発見された腸型腺癌の 1例
田尾 裕之（姫路赤十字病院呼吸器外科）

P21-15 比較的稀な組織型（コロイド腺癌）を含む原発
性肺三重癌の一切除例
小島 哲弥（KKR札幌医療センター腫瘍内科）

P21-16 GATA3，TTF-1 陽性，PAX8 陰性であった原発不
明の縦隔リンパ節癌の 1例
杉浦八十生（独立行政法人国立病院機構神奈川

病院）
P21-17 扁平上皮癌切除後に対側肺に発生した異時性粘

表皮癌の 1例
石川 慶大（小樽協会病院外科・呼吸器外科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 22 p880
その他の胸部腫瘍

P22-1 当院における後縦隔腫瘍手術症例の検討
片桐 忍（佐久総合病院佐久医療センター呼

吸器外科）
P22-2 心タンポナーデで発症した線維形成性小円形細

胞腫瘍の 1例
大貫雄一郎（山梨大学医学部第二外科）

P22-3 大脳鎌原発のSFTが術後再発を繰り返し右第 3
肋骨に転移した 1例
田中 秀和（熊本大学病院呼吸器外科）

P22-4 術前診断に難渋した縦隔静脈洞血管腫の一例
三好 圭（九州大学医学部臨床・腫瘍外科）

P22-5 術前に胸腺腫との鑑別が困難であった縦隔原発
海綿状血管腫の 1切除例
尾立 西市（九州労災病院外科）

P22-6 前縦隔に広範囲に石灰化を認めた low-grade B-
cell lymphoma の 1例
井澤 良介（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）
P22-7 長期経過観察中に急速な増大傾向を示した胸腔

内腫瘍の 1例
久保友次郎（広島市立広島市民病院）

P22-8 術前 CTで胸腺腫瘍と鑑別を要した臓側胸膜由
来孤立性線維性腫瘍の一例
武井 健介（静岡赤十字病院呼吸器外科）



第
2
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 130―

P22-9 胸腔内原発滑膜肉腫の一例
冨田栄美子（宝塚市立病院呼吸器外科）

P22-10 脂肪肉腫との鑑別が困難であった胸壁発生血管
脂肪腫の 1切除例
塚原 悠（国立病院機構災害医療センター呼

吸器外科／山梨大学第二外科）
P22-11 縦隔原発の性腺外胚細胞腫瘍の 3例

小野沙和奈（佐世保市総合医療センター呼吸器
内科）

P22-12 術前 PET検査が有用であった胸腺非定型カルチ
ノイドの 1切除例
安川 元章（奈良県立医科大学胸部・心臓血管

外科）
P22-13 直腸癌に対する術前化学放射線療法施行例に発

生した縦隔神経内分泌癌重複の 1例
桑原 元尚（高木病院呼吸器センター）

P22-14 肺癌の肺内転移との鑑別が困難であった肺
MALT リンパ腫の 1例
正村 裕紀（JCHO北海道病院外科）

P22-15 肺炎症性筋線維芽細胞腫の 1例
若月 悠佑（福井赤十字病院呼吸器外科）

P22-16 関節リウマチに続発した多房性胸腺嚢胞合併胸
腺癌の 1切除例
光井 卓（神戸大学大学院医学研究科外科学

講座呼吸器外科分野）
P22-17 肺原発の炎症性筋線維芽細胞腫の 1切除例

神谷 一徳（筑波メディカルセンター病院呼吸
器外科）

P22-18 増大傾向を認めた後縦隔発生ミュラー管嚢胞の
1切除例
中村 速（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／神戸大学
大学院医学研究科外科学講座国際
がん医療・研究推進分野）

P22-19 自己抗体陽性の縦隔腫瘍で，術後胸腺過形成と病
理診断された 1例
平山 伸（羽生総合病院呼吸器外科）

P22-20 気管支鏡では診断にいたらず，急速に増大した
SMARCA4 欠損肺腫瘍の一切除例
佐藤 寿高（KKR札幌医療センター呼吸器内

科）
P22-21 ADA高値を示し，結核性胸膜炎との鑑別が必要

であったHHV8-negative effusion-based
lymphoma の 1例
佐野安希子（近畿大学医学部呼吸器・アレル

ギー内科）
P22-22 気管支鏡検査で疑われた肺MALT リンパ腫の 1

例
山木 実（JA尾道総合病院呼吸器外科）

P22-23 びまん性肺胞出血を伴う肺血管肉腫の 1症例
西川 裕作（近畿大学病院呼吸器・アレルギー

内科）
P22-24 空洞壁に発生した肺過誤腫の 1手術例

大島 祐貴（独立行政法人国立病院機構松江医
療センター呼吸器外科）

P22-25 術前診断困難であった縦隔リンパ節転移陽性硬
化性肺胞上皮腫の 1切除例
藤原和歌子（鳥取県立中央病院呼吸器乳腺内分

泌外科）
P22-26 胸腺非定型カルチノイドの 1切除例

藤田 康博（九州労災病院）
P22-27 高齢者に発生した前縦隔海綿状血管腫に対する

CO2送気を併用した剣状突起下アプローチによ
る 1切除例
樫原 正樹（久留米大学医学部外科学）

P22-28 当センターで手術を行った胸腔内原発の孤立性
線維性腫瘍（SFT）の 10 症例
大村 彰勲（大阪国際がんセンター）

P22-29 胸腔鏡下に切除した左横隔膜気管支原性嚢胞の
1手術例
増田 達也（市立四日市病院呼吸器外科）

P22-30 当院で経験した肺原発MALT リンパ腫の 4手術
例
西澤 夏將（飯塚病院呼吸器外科）

P22-31 肺原発癌肉腫の 2切除例の検討
栗原 泰幸（埼玉県立がんセンター胸部外科）

P22-32 SIADHを合併した成人における前縦隔神経芽腫
の 1例
森野 茂行（佐世保市総合医療センター）

P22-33 胸腔鏡下肺尖部縦隔腫瘍切除術におけるバルー
ンカテーテルを用いた止血法
梅田 幸生（岐阜県総合医療センター呼吸器外

科）
P22-34 嚢胞性胸腺腫（type A）に冠動脈肺動脈瘻と冠動

脈瘤を合併した 1手術例
岡村 純子（日立製作所日立総合病院呼吸器外

科）
P22-35 硬性鏡にて気道確保後に気管切除・再建を行っ

た気管癌 1例
小林 正嗣（東京医科歯科大学呼吸器外科）

P22-36 急速な増大を来し気管を圧迫した巨大頸部縦隔
奇形腫の 1例
古堅 智則（琉球大学大学院胸部心臓血管外科

学講座）
P22-37 巨大な繊維肉腫の 1例

扇玉 秀順（大分県立病院呼吸器外科）
P22-38 Good 症候群に対する外科治療

植松 靖文（千葉大学医学部付属病院呼吸器外
科）
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P22-39 急速な増大を示し，腫瘍局在の鑑別と治療方針決
定に難渋した小細胞癌の 1例
小林 敬祐（日立製作所日立総合病院呼吸器外

科）
P22-40 胸部痛を主訴に発見された縦隔原発卵黄嚢腫瘍

の 1例
門磨 聖子（静岡県立総合病院呼吸器外科）

P22-41 短期間で急速な進行を認めた肺癌肉腫の一例
坂倉 康正（国立病院機構三重中央医療セン

ター呼吸器内科）
P22-42 増大傾向を認めた右胸郭出口に発生した神経鞘

腫の 1手術例
古田ちひろ（愛知医科大学病院呼吸器外科）

P22-43 短期間に再発を来した胸膜孤立性線維性腫瘍
（SFT）の 2例の検討
奥村 好邦（市立伊丹病院呼吸器外科）

P22-44 後縦隔に発生した骨髄脂肪腫の 1例
下山 武彦（横浜市立みなと赤十字病院呼吸器

外科）
P22-45 当院における気管腺様嚢胞癌 3例の検討

加藤 康孝（愛知医科大学病院呼吸器・アレル
ギー内科）

P22-46 希少肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬
の治療効果についての検討
吉田 寛（がん研究会有明病院）

P22-47 胸腺発生MALT リンパ腫の 1例
桐山 亮太（岡崎市民病院）

P22-48 二度の手術で寛解が得られた巨大な胸腔内粘液
線維肉腫の一例
今村奈緒子（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分

泌・小児外科）
P22-49 中縦隔原発の傍神経節細胞腫の 1切除例

三浦健太郎（長野赤十字病院呼吸器外科）
P22-50 肺線毛性粘液結節性乳頭上皮腫瘍（CMPT）の

4例
山田 響子（信州大学医学部附属病院）

P22-51 肺癌との鑑別を要した結節性リンパ組織過形成
の一例
市原 智史（山梨大学医学部第 2外科）

P22-52 低血糖発作を契機に発見された高分子 IGF-II 産
生胸腔内巨大孤立性線維性腫瘍の一切除例
小野祥太郎（東京医科大学茨城医療センター呼

吸器外科）
P22-53 大部分が嚢胞変性した左横隔神経鞘腫の 1例

庄村 心（三重県立総合医療センター呼吸器
外科）

P22-54 卵巣癌胸腺転移の一切除例
松本 和也（市立岸和田市民病院呼吸器外科）

P22-55 原発不明肺門・縦隔リンパ節癌 5例の検討
前田 智早（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P22-56 診断に難渋した肺原発筋上皮腫の 1例

大隈 宏通（社会医療法人愛仁会高槻病院）
P22-57 喀血を主訴に受診し，多発肺結節を呈した結節性

リンパ増殖症の 1例
福谷衣里子（地域医療機能推進機構中京病院呼

吸器内科）
P22-58 当院における孤立性肺毛細血管腫 7例の臨床病

理学的検討
福本 侑麻（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）
P22-59 気管腫瘍に対する外科治療の検討

野田 大樹（大分大学呼吸器・乳腺外科）
P22-60 高頻度ジェット換気を用いた気管原発扁平上皮

癌に対する気管管状切除術の一例
宇山 攻（徳島市民病院呼吸器外科）

P22-61 前縦隔に発生した脱分化型脂肪肉腫の 1例
今井 諒（嬉野医療センター）

P22-62 反復する肺炎の病勢コントロール目的に切除し
た左下葉に肺MALT リンパ腫を認めた 1例
小菅 淳（大阪はびきの医療センター呼吸器

外科）
P22-63 術前診断が困難であった多房性胸腺嚢胞の 3切

除例
杉田 裕介（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）
P22-64 小腸型腺癌への悪性転化を伴った若年者縦隔成

熟奇形腫の 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）
P22-65 胸壁合併肺葉切除を行ったが極めて未分化のた

め確定診断が困難であった胸部悪性腫瘍の 1例
土井 貴司（大阪はびきの医療センター呼吸器

外科）

14：40～15：40 一般演題（ポスター） 23 p897
免疫治療 2

P23-1 非小細胞肺癌の骨格筋減少がニボルマブの臨床
効果に及ぼす影響
西岡 直哉（静岡県立静岡がんセンター）

P23-2 非小細胞肺癌患者における筋量と治療効果の関
係―免疫チェックポイント阻害剤と細胞障害性
抗癌剤との比較―
伊藤 真也（唐津赤十字病院リハビリテーショ

ン技術課）
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P23-3 免疫チェックポイント阻害剤の効果予測因子と
しての栄養評価法の有用性の検討
後藤 康洋（藤田医科大学呼吸器内科学 1）

P23-4 進行/再発非小細胞肺癌免疫チェックポイント阻
害剤投与症例における免疫栄養学的指数の意義
庄司 文裕（九州医療センター呼吸器外科）

P23-5 ペムブロリズマブが単一臓器で縮小，増悪を呈し
た非小細胞肺癌患者の予後の解析
曽根 崇（金沢大学附属病院呼吸器内科／恵

寿総合病院）
P23-6 ペムブロリズマブの治療を受けた患者の予後因

子としての転移巣の検討
曽根 崇（金沢大学附属病院呼吸器内科／恵

寿総合病院内科）
P23-7 当院におけるペンブロリズマブ単剤療法の治療

成績
大場 岳彦（青梅市立総合病院）

P23-8 複数のバイオマーカーを用いたNSCLCに対す
る immune checkpoint inhibitor の効果予測因子
の検討
中西 雄（広島大学病院呼吸器内科）

P23-9 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻
害剤治療例での好中球/リンパ球比の検討
藤下 卓才（松山赤十字病院呼吸器センター）

P23-10 免疫チェックポイント阻害剤治療効果予測スコ
アの試み
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）
P23-11 ペメトレキセド長期奏効維持肺腺癌症例におけ

る免疫活性制御能の検討
本村 宏明（順天堂大学大学院医学研究科呼吸

器内科学）
P23-12 PD-L1 強陽性非小細胞肺癌に対する 1次治療

Pembrolizumab 病勢進行後のPlatinum-doublet
投与症例の検討
松本 啓孝（兵庫県立尼崎総合医療センター呼

吸器内科）
P23-13 当院における免疫チェックポイント阻害薬

（ICI）＋化学療法の検討
橋本健太郎（滋賀県立総合病院呼吸器内科）

P23-14 当院におけるPembrolizumab と化学療法の併用
症例の検討
百目木 豊（仙台厚生病院呼吸器内科）

P23-15 PD-L1 50％以上非小細胞肺がんに対する初回
Pembrolizumab の実臨床における後方視的検討
水谷 英明（埼玉県立がんセンター）

P23-16 Pembrolizumab 投与中に免疫関連有害事象によ
る腎機能障害を発症した 4例
工藤沙也香（市立釧路総合病院呼吸器内科）

P23-17 当院におけるアテゾリズマブ＋カルボプラチン
＋パクリタキセル＋ベバシズマブの 4剤併用療
法の使用経験
中島 啓（亀田総合病院呼吸器内科）

P23-18 カルボプラチン＋nab パクリタキセル＋ペムブ
ロリズマブ投与後にショックとなった原発性肺
癌の 1例
太田 英樹（山形県立新庄病院外科）

P23-19 ニボルマブと局所放射線治療を併用して長期間
の病勢制御を得た症例
山口 光（福島県立医科大学呼吸器外科）

P23-20 肺癌術後再発に対し，ペンブロリズマブ加療中に
胆管炎を合併した 1例
土生 智大（香川県立中央病院呼吸器外科）

P23-21 当院における非小細胞肺癌に対する 2次治療以
降の免疫チェックポイント阻害薬治療に関する
検討
石井 達也（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

P23-22 再発・進行非小細胞肺癌に対する二次治療以降
の免疫チェックポイント阻害薬投与例の検討
桂田 直子（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）
P23-23 Atezolizumab 治療効果と宿主免疫指標との検討

松原 太一（国立病院機構九州がんセンター呼
吸器腫瘍科）

P23-24 演題取下げ
P23-25 PS 不良症例に対する免疫チェックポイント阻害

剤の治療効果と有害事象に関する検討
宮林 貴大（新潟市民病院呼吸器内科）

P23-26 当院での 2次治療以降におけるAtezolizumab
単剤治療の使用成績についての検討
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）
P23-27 当院において 2次治療以降で免疫チェックポイ

ント阻害薬を使用した症例の検討
今瀬 玲菜（横浜市立みなと赤十字病院呼吸器

内科）
P23-28 当院にて 2018 年度内に新規施行した免疫チェ

ックポイント阻害薬の検討
佐々木高信（東北医科薬科大学呼吸器外科）

P23-29 非小細胞肺癌治療における抗PD-1 阻害薬投与
後の atezolizumab の有効性，安全性の検討
上村 剛大（愛知県がんセンター呼吸器内科

部／名古屋市立大学病院呼吸器・
アレルギー内科）

P23-30 セカンドラインで免疫チェックポイント阻害薬
を投与した症例に関する検討
杉山 智英（栃木県立がんセンター呼吸器内科）
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P23-31 Nivolumab 投与後早期死亡例の後方視的検討
瀧上 理子（自治医科大学内科学講座呼吸器内

科学部門）
P23-32 当院における進行・再発非小細胞肺癌に対する

Nivolumab の使用経験
竹下友一郎（国際医療福祉大学熱海病院呼吸器

内科）
P23-33 PD-L1 強陽性非小細胞肺癌の 1次治療でペムブ

ロリズマブを投与した症例の後治療についての
検討
朝尾 哲彦（順天堂大学医学部呼吸器内科）

P23-34 当科における免疫チェックポイント阻害剤
（ICI）再投与の経験例
長島 広相（岩手医科大学附属病院呼吸器・ア

レルギー・膠原病内科）
P23-35 サルコペニアは，既治療非小細胞肺癌へのがん免

疫療法の効果予測因子ではない
南 誠剛（大阪警察病院呼吸器内科）

P23-36 抗 PD-1 抗体治療歴後にAtezolizumab を投与し
た進行非小細胞肺癌の検討
祢木 芳樹（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）

P23-37 当院におけるアテゾリズマブの使用経験および
免疫チェックポイント阻害剤のRe-challenge 施
行例の検討
箱崎 泰貴（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器内科）

P23-38 肺癌術後再発に対する免疫チェックポイント阻
害剤を用いた免疫治療の現状
飯田 智彦（国保直営総合病院君津中央病院呼

吸器外科）
P23-39 進行非小細胞肺がんにおける免疫チェックポイ

ント阻害剤再投与の有効性・安全性に関する後
方視的検討
片山 勇輝（京都府立医科大学附属病院呼吸器

内科）
P23-40 非小細胞肺癌術後再発症例の治療で免疫チェッ

クポイント阻害薬単剤を用いた 17症例の検討
野溝 岳（高槻赤十字病院呼吸器センター）

P23-41 当院におけるEGFR遺伝子変異陽性肺癌患者に
対する免疫チェックポイント阻害剤の後方視的
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）
P23-42 非小細胞肺癌術後再発に対し免疫チェックポイ

ント阻害薬を投与した症例の検討
松井由紀子（千葉県がんセンター呼吸器外科）

P23-43 非小細胞肺癌の術後再発におけるPD-L1 の発現
と抗PD-1 抗体薬の効果予測因子の検討
白井 俊（愛知県がんセンター呼吸器外科部）

P23-44 EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌におけ
る TKI 耐性後の免疫チェックポイント阻害薬の
後方視的検討
上浪 健（NHO大阪刀根山医療センター呼吸

器腫瘍内科）


