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12 月 8日（日） 第 1会場（大阪国際会議場 5F 大ホール）
8：30～10：00 Symposium 10 p556
ALK-TKIs Up-to-date
Chairs：Akira Inoue（Department of Palliative Medicine,

Tohoku University School of
Medicine）

Kazuo Kasahara（Department of Respiratory
Medicine, Kanazawa
University）

S10-1 Is Alectinib best for NSCLC with ALK fusion
Caicun Zhou（Tongji University School of

Medicine, China）
S10-2 Evidence of brigatinib in NSCLC with ALK

fusion
Miyako Satouchi（Department of enter, Japan）

S10-3 How（or when）. should we use lorlatinib
Sai-Hong. Ignatius Ou（Department of Medicine,

Division of Hematology-
Oncology, University of
California Irvine School
of Medicie, United States
of America／Chao
Family Comprehensive
Cancer Center, Orange,
California, United States
of America）

S10-4 Molecular basis of acquired resistance to ALK-
TKIs
Ryohei Katayama（Div. of Experimental

Chemotherapy, Cancer
Chemotherapy Center,
Japanese Foundation for
Cancer Research, Japan）

10：00～11：30 Symposium 11 p557
Novel drivers and novel agents in NSCLCs
Chairs：Isamu Okamoto（Research Institute for Diseases

of the Chest, Graduate School of
Medical Sciences, Kyushu
University）

Yasuhiko Nishioka（Department of Respiratory
Medicine and Rheumatology,
Graduate School of
Biomedical Sciences,
Tokushima University）

S11-1 Drugs which target RET fusions
Keunchil Park（Division of Hem/Onc, Samsung

Medical Center,
SUngkyunkwan University
School of Medicine, Republic of
Korea）

S11-2 Targeting HER2 in lung cancers
Hidehito Horinouchi（Department of Thoracic

Oncology, National
Cancer Center Hospital）

S11-3 How to target MET-driven lung cancers
Thanyanan Reungwetwattana
（Division of Medical Oncology, Department of
Medicine Faculty of Medicine, Ramathibodi
Hospital, Mahidol University, Thailand）

S11-4 Promising novel agents for novel drivers
James Chih-Hsin Yang（Department of

Oncology, National
Taiwan University
Hospital, Taiwan／
Graduate Institute of
Oncology, National
Taiwan University,
Taiwan）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 19
最新ガイドラインから肺癌化学療法を深く考える
座長：髙橋 和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科

学教授）

LS-19 ドライバー遺伝子変異/転座陽性例の治療戦略
後藤 悌（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
ドライバー遺伝子変異/転座陰性例の治療戦略
大泉 聡史（北海道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
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14：00～16：00 Symposium 12 p558
Novel biomarkers for immunotherapies
Chairs：Martin Reck（LungenClinic, Airway Research

Center North, German Center of
Lung Research, Germany）

Kazuhiko Nakagawa（Department of Medical
Oncology, Kindai University,
Faculty of Medicine）

S12-1 CD4+ T-cell immunity in the peripheral blood
correlates with anti-PD-1 antibody therapy
response
Hiroshi Kagamu（Division of Respiratory

Medicine, Saitama Medical
University International
Medical Center, Japan）

S12-2 The role of soluble immune-checkpoint factors
in advanced NSCLC
Hidetoshi Hayashi（Department of Medical

Oncology, Kindai
University）

S12-3 Expression of CD73/NT5E is directly regulated
by the EGFR pathway in lung adenocarcinoma
Sebastian Griesing（Graduate Institute of

Oncology, National Taiwan
University College of
Medicine, Taiwan）

S12-4 Tumor Mutational Burden and Blood TMB
Keynote Speaker 1：Marina Chiara Garassino（IRCCS National

Cancer Institute
（INT）Milan, Italy）

S12-5 Predictive biomarkers for hyper progressive
disease

Keynote Speaker 2：Johan Vansteenkiste（University Hospitals
Leuven in Belgium,
Belgium）

12 月 8日（日） 第 2会場（大阪国際会議場 5F 小ホール）
8：30～9：30 禁煙ワークショップ p614
座長：樋田 豊明（愛知県がんセンター（たばこ対策委員会

委員長））

NSW メディアが伝えない！新型タバコのリスク
田淵 貴大（大阪国際がんセンターがん対策セ

ンター）

9：30～10：30 特別企画 p608
癌患者の就労プリセプターシップ企画
座長：原田 堅（東海大学医学部付属八王子病院放射線

治療科）
小澤 雄一（和歌山歌山県立医科大学内科学第三講

座）

SP-1 医師から提案する，就労を意識した肺がんのマ
ネージメント
池田 慧（神奈川県立循環器呼吸器病セン

ター呼吸器内科）
SP-2 患者さんとともに考える“続けられる治療”―

生命も仕事もあきらめない―
中島 千穂（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫

瘍内科）
SP-3 肺癌治療と就労の両立に関するアンケート 患

者の視点から
演者・パネリスト：長谷川一男（NPO法人肺がん患者の会ワンステ

ップ／日本肺がん患者連絡会）
パネリスト：清水奈緒美（神奈川県立がんセンター看護局相

談支援担当科）
関 孝子（NPO法人がんと共に生きる特定社

会保険労務士）
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10：30～11：30 Adi Gazdar Memorial Symposium p534
座長：杉尾 賢二（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学講

座）
豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科呼

吸器・内分泌外科）
Chairs：Kenji Sugio（Department of Thoracic and Breast

Surgery, Oita University）
Shinichi Toyooka（Department of General

Thoracic Surgery and Breast
and Endocrinological Surgery,
Okayama University, Graduate
School of Medicine, Dentistry
and Pharmaceutical Sciences）

1）Opening remarks
光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）
Tetsuya Mitsudomi（Division of Thoracic

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

2）Remembering Dr. Adi Gazdar
3）Achievement of Dr. Gazdar

MEM-S-1 Preneoplastic lesions of lung cancer
杉尾 賢二（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科

学講座）
Kenji Sugio（Department of Thoracic and

Breast Surgery, Oita University）
MEM-S-2 Epigenetic alteration in cancers

豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科呼吸器・内分泌外科）

Shinichi Toyooka（Department of General
Thoracic Surgery and Breast
and Endocrinological
Surgery, Okayama
University, Graduate School
of Medicine, Dentistry and
Pharmaceutical Sciences）

MEM-S-3 EGFR mutation
重松 久之（愛媛大学大学院医学系研究科心臓

血管・呼吸器外科学）
Hisayuki Shigematsu（Department of Thoracic

Surgery, Ehime
University Graduate
School of Medicine）

MEM-S-4 Gene copy number gain ＆ Mutant allele
specific imbalance
宗 淳一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）
Junichi Soh（Division of Thoracic Surgery,

Department of Surgery, KINDAI
University, Faculty of Medicine）

MEM-S-5 Neuroendocrine tumors～Things I’ve learned
from Dr. Gazdar～
春木 朋広（鳥取大学医学部胸部外科）
Tomohiro Haruki（Division of General Thoracic

Surgery, Tottori University
Hospital）

4）Dr. Gazdar’s contributions to lung cancer
research＆Closing remarks
Fred R. Hirsch（Mount Sinai Cancer, Mount

Sinai Health System, The Icahn
School of Medicine, Tisch
Cancer Institute）

14：00～15：50
14：00～15：50

シンポジウム 13
Symposium 13 p559

近未来の病理診断
Future of pathological diagnosis of lung cancers
座長：田口 健一（九州がんセンター病理診断科）

野口 雅之（筑波大学医療医学系診断病理学研究室）
Chairs：Kenichi Taguchi（Department of Pathology,

National HHO Kyushu Cancer
Center）

Masayuki Noguchi（Department of Pathology,
Faculty of Medicine,
University of Tsukuba）

S13-1 チーム医療の中で病理医の役割
谷田部 恭（国立がん研究センター中央病院）
The roles of pathologists in multidisciplinary
team
Yasushi Yatabe（Dept of Diagnostic Pathology,

National Cancer Center
Hospital）

S13-2 Digital Spatial Profiling Technology を用いての
肺原発Carcinosarcoma の検討
清水 重喜（近畿大学病院病理診断科）
Examination of Primary Lung Carcinosarcoma
using Digital Spatial Profiling Technology
Shigeki Shimizu（Department of Pathology,

Kindai University Hospital）
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S13-3 The advance of digital pathology and artificial
intelligence in the field of lung cancer
Junya Fukuoka（Department of Pathology,

Nagasaki University Graduate
School of Biomedical Sciences,
Japan／Department of
Pathology, Kameda Medical
Center, Japan）

S13-4 人工知能と肺癌病理診断
吉澤 明彦（京都大学大学院医学研究科附属総

合解剖センター）
Artificial Intelligence and Diagnostic Pathology
of Lung Cancer
Akihiko Yoshizawa（Center for Anatomical,

Pathological, and Forensic
Medical Researches,
Graduate school of
Medicine, Kyoto
University）

S13-5 New Technology and Future Perspectives
Keynote Speaker：Fred R. Hirsch（Tisch Cancer Institute, Mount

Sinai Health System, NYC, NY,
United States of America）

12 月 8日（日） 第 3会場（大阪国際会議場 10F 1003）
8：30～9：50 ワークショップ 15 p584
小型肺がんに対する局所治療戦略と長期予後
座長：池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）

永田 靖（広島大学大学院医系化学研究科放射線
腫瘍学）

WS15-1 薄切 CTに基づく cT1N0 肺癌に対する肺葉切除
後の長期成績―JCOG0201 研究における 10年
フォローの分析―
伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
WS15-2 上皮内腺癌, 微少浸潤腺癌切除後長期予後の検討

四倉 正也（国立がん研究センター中央病院呼
吸器外科）

WS15-3 術中での肺内小結節の同定法
佐藤 寿彦（福岡大学医学部呼吸器乳腺内分泌

小児外科）
WS15-4 小型肺癌に対する定位放射線治療のエビデンス

木村 智樹（広島大学病院放射線治療科）
WS15-5 T1N0M0 原発性肺癌に対する凍結治療の合併症

と治療成績
野守 裕明（柏厚生総合病院）

9：50～11：30 ワークショップ 16 p586
サルベージ治療・オリゴ再発に対する局所治療戦略
座長：近藤 晴彦（杏林大学医学部付属病院呼吸器・甲状

腺外科）
澁谷 景子（大阪市立大学大学院医学研究科放射線

腫瘍学）

WS16-1 肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性
を検討する多施設共同後ろ向き研究
清水 公裕（信州大学医学部外科学教室呼吸器

外科学分野／群馬大学大学院総合
外科学講座）

WS16-2 非小細胞肺癌完全切除後の根治可能な再発の検
討
松隈 治久（栃木県立がんセンター呼吸器外科）

WS16-3 術前化学放射線療法後手術を行った局所進行肺
癌術後再発症例の臨床経過
諏澤 憲（岡山大学病院呼吸器外科）

WS16-4 非小細胞肺癌術後オリゴリンパ節再発病変に対
する外科的切除意義
渡邊 敬夫（順天堂大学医学部呼吸器外科）

WS16-5 縦隔肺門リンパ節（Oligo-recurrence）に対する
SBRTの経験
青木 秀梨（東京大学医学部附属病院放射線科）

WS16-6 非小細胞肺癌の照射野内オリゴ再発に対する外
部加温による温熱療法を併用した救済的放射線
再照射の長期成績
大栗 隆行（産業医科大学病院放射線治療科）
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WS16-7 ガンマナイフ治療を施行した肺腺癌脳転移患者
に TKI が与える影響 JLGK0901 サブセット解
析
芹澤 徹（築地神経科クリニック東京ガンマ

ユニットセンター）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 20
肺癌治療 2019～総括と今後と展望～
座長：杉尾 賢二（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学講座

教授）

LS-20 山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・
腫瘍内科教授）

共催：MSD株式会社/大鵬薬品工業株式会社

14：00～15：50 シンポジウム 14 p560
間質性肺炎合併肺癌に対する治療とその対策
座長：伊達 洋至（京都大学医学部附属病院呼吸器外科）

弦間 昭彦（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器
内科学分野）

S14-1 間質性肺炎の病理学的分類と間質性肺炎合併肺
癌の病理学的特徴
笠井 孝彦（国立病院機構近畿中央呼吸器セン

ター病理診断科）
S14-2 間質性肺炎の画像所見と急性増悪リスク評価

上甲 剛（関西労災病院放射線科）
S14-3 間質性肺炎合併肺癌に対する外科診療

伊豫田 明（東邦大学医学部外科学講座呼吸器
外科学分野）

S14-4 間質性肺炎合併肺癌に対する放射線治療―現状
と課題―
大熊 加惠（国立がん研究センター中央病院放

射線治療科）
S14-5 間質性肺炎合併肺癌に対する薬物療法

大坪 孝平（北九州市立医療センター呼吸器内
科）

12 月 8日（日） 第 4会場（大阪国際会議場 10F 1001＋1002）
8：30～9：10 一般演題（口演） 47 p720
EGFR肺癌―臨床試験
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）

O47-1 Frailty を有する EGFR遺伝子変異陽性NSCLC
に対する低用量 erlotinib の第 2相試験：TORG
1425
田中 洋史（新潟県立がんセンター新潟病院内

科／胸部腫瘍臨床研究機構
（TORG））

O47-2 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者に対す
る低用量アファチニブ維持療法を検討する第 II
相試験（NJLCG1601）
齊藤 良太（東北大学病院呼吸器内科）

O47-3 EGFR変異陽性進行非小細胞肺癌に対する低用
量Afatinib の第 II 相試験：OS updat
今北 卓間（兵庫県立尼崎総合医療センター呼

吸器内科）

O47-4 EGFR陽性非小細胞肺癌に対するアファチニブ/
ベバシズマブ併用療法第 I 相試験：OLCSG1404
2 年後解析
野上 尚之（四国がんセンター呼吸器内科）

O47-5 EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌に対するオシメル
チニブ＋ラムシルマブの第 I 相試験（医師主導治
験）
小澤 雄一（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）

9：10～9：50 一般演題（口演） 48 p721
EGFR肺癌―オシメルチニブ
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）

O48-1 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌おける再生
検とオシメルチニブ導入率およびその予後の検
討
二ノ丸 平（神戸低侵襲がん医療センター）

O48-2 EGFR陽性非小細胞肺癌における転移巣とオシ
メルチニブの治療効果に関する検討
植松 慎矢（がん研究会有明病院呼吸器内科）
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O48-3 オシメルチニブによる薬剤性肺障害（ILD）治療
後のEGFR遺伝子変異陽性肺がんに対する治療
選択の当院での経験
近森 研一（独立行政法人国立病院機構山口宇

部医療センター）
O48-4 オシメルチニブによる間質性肺疾患の臨床経過

と再投与に関する後方視的解析
児玉 裕章（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
O48-5 Osimertinib によると考えられる心毒性に関する

検討
國政 啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 49 p722
EGFR肺癌―TKI 治療効果と耐性
座長：山田 忠明（京都府立医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科学）

O49-1 EGFR変異肺癌（EGFR+）におけるHER2 発現
と EGFR-TKI の治療効果：HER2-CS study サブ
セット解析
青江 啓介（国立病院機構山口宇部医療セン

ター腫瘍内科）
O49-2 EGFR変異陽性肺癌におけるHER3 リガンド・

ヘレグリン発現とEGFR-TKI の治療効果との関
係
米阪 仁雄（近畿大学医学部腫瘍内科）

O49-3 T790M陽性率のシュミレーションによる
EGFR-TKI シークエンスの考察
原武 直紀（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

O49-4 Impact of Co-Mutations in EGFR-Mutated
NSCLC Before EGFR-TKIs on T790M Mutation
Status After TKIs
武田 真幸（近畿大学医学部腫瘍内科）

O49-5 EGFR遺伝子変異陽性肺癌に対する初回チロシ
ンキナーゼ阻害薬（TKI）増悪後の診断と治療
竹田雄一郎（国立国際医療研究センター病院）

10：30～11：02 一般演題（口演） 50 p724
EGFR肺癌―Liquid
座長：猶木 克彦（北里大学医学部呼吸器内科）

O50-1 EGFR-TKI 治療における前向きリキッドバイオ
プシー研究
大坪 孝平（北九州市立医療センター呼吸器内

科）

O50-2 リキッドバイオプシーに基づいたEGFR阻害薬
の治療効果・耐性機序の予測に関する検討
野崎 要（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
O50-3 liquid における PNA-LNA-dual-PCR 法による

driver mutation（Ex19・del/L858R），獲得耐性 T
790M検出の可能性
藤田 一喬（筑波大学人間総合科学研究科／自

治医科大学呼吸器内科学部門）
O50-4 EGFRリキッド―EGFR変異解析プログラム

加藤 菊也（奈良先端科学技術大学院大学バイ
オサイエンス領域）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 21
がんゲノム医療とNTRK融合遺伝子陽性固形癌に対す
る個別化医療
座長：山本 昇（国立がん研究センター中央病院先端医療

科科長・副院長）

LS-21 駄賀 晴子（大阪市立総合医療センター腫瘍内
科部長臨床腫瘍センター長）

金 永学（京都大学大学院医学研究科呼吸器
内科学助教）

共催：中外製薬株式会社

14：00～14：40 一般演題（口演） 51 p725
腫瘍免疫と微小環境
座長：坂下 博之（横須賀共済病院化学療法科）

O51-1 肺腺癌の組織亜型とPD-L1 の発現に関する検討
宮本 光（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

O51-2 肺多形癌におけるPD-L1 発現状況の検討
奥 結華（九州大学大学院消化器・総合外科

学）
O51-3 局所放射線療法後の腫瘍免疫応答と免疫調節薬

併用による相乗効果
村上 順一（山口大学医学部器官病態外科）

O51-4 進行肺癌薬物療法経過中における血漿中
DAMPs 分子の検討
井上 博之（九州大学医学部呼吸器科／九州大

学病院ARO次世代医療センター）
O51-5 IL-33 による腫瘍微小環境の修飾と抗腫瘍効果の

解析
菅 泰彦（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器・免疫内科学）
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12 月 8日（日） 第 5会場（大阪国際会議場 10F 1004＋1005）
8：30～10：30 メディカルスタッフシンポジウム 3 p604
メディカルスタッフができる肺がん患者意思決定支援
と成功の秘訣
座長：中川 和彦（近畿大学医学部腫瘍内科）

MSS3-1 文理融合・多職種による癌患者の意思決定支援
堀 謙輔（独立行政法人労働者健康安全機構

関西ろうさい病院）
2）ケーススタディ

ファシリテーター：澤 祥幸（岐阜市民病院呼吸器内科）
MSS3-2 メディカルスタッフができる肺がん患者意思決

定支援と成功の秘訣
ケースプレゼンテーション：善家 義貴（国立がん研究センター東病院）
MSS3-3-1 ①医師

瀬戸 貴司（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）
MSS3-3-2 ②看護師

小山富美子（神戸市看護大学療養生活看護学領
域慢性病看護学分野）

MSS3-3-3 ④MSW
柏倉 剛彦（聖路加国際病院社会福祉士）

MSS3-3-4 薬剤師による患者意思決定支援
輪湖 哲也（日本医科大学付属病院薬剤部）

MSS3-3-5 肺がん患者の意思決定の実例（小細胞肺がん患
者）
田中 勇（肺がん患者会ライオンハート岡山）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 22
最新の肺癌治療戦略 2019～いま気管支鏡で出来るこ
と～
座長：川村 雅文（帝京大学医学部外科学講座）

LS-22 EBUS-TBNAの現状と展望～BF-UC290F の使
用経験から～
藤野 孝介（熊本大学医学部付属病院呼吸器外

科）
実地診療における気管支鏡検査の運用と課題～
コンパニオン診断から遺伝子パネル検査へ～
出雲 雄大（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）
共催：オリンパス株式会社

14：00～15：00 ワークショップ 17 p587
実臨床におけるEGFR-TKI の使い分けとシーケンス
座長：仁保 誠治（国立がん研究センター東病院呼吸器内

科）
吉岡 弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）

WS17-1 EGFR-TKI 治療効果と網羅的遺伝子変異Profile
との相関に関する検討
後藤太一郎（山梨県立中央病院呼吸器外科）

WS17-2 EGFR-TKI 治療シークエンスと予後―大阪府が
ん登録とがん診療拠点病院DPCデータによる
多施設研究
佐藤 亮（大阪国際がんセンター）

WS17-3 EGFR/HER2 exon20 挿入変異陽性肺癌に対す
る既存の薬物療法の効果
宇田川 響（国立がん研究センター東病院）

WS17-4 臨床経過・再生検法での T790M検出頻度の後方
視的検討および高感度NGSを使用した当科の
取り組み
森川 慶（聖マリアンナ医科大学病院）

WS17-5 抗 PD-1 抗体投与後のオシメルチニブで重篤な
肝障害が有意に増加する
山口 央（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器内科）

15：00～15：40 一般演題（口演） 52 p726
EGFR肺癌―その他
座長：酒井 洋（埼玉県立がんセンター呼吸器内科）

O52-1 pN1-2 肺腺癌根治切除例におけるEGFR変異有
無による予後および再発形式の検討
雨宮 亮介（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）
O52-2 当院におけるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺

がん（NSCLC）で 2年以上生存例の後ろ向き検
討
徳田麻佑子（宝塚市立病院腫瘍内科・呼吸器内

科）
O52-3 EGFR uncommon mutation を有する非小細胞肺

癌診療に関する茨城県内多施設調査研究
山田 豊（茨城県立中央病院呼吸器内科）

O52-4 癌性胸膜炎を合併したEGFR遺伝子変異陽性未
治療肺腺癌に対する胸膜癒着術の意義
柏原 光介（熊本地域医療センター呼吸器内科）

O52-5 エルロチニブ投与時のミノサイクリン併用の有
用性を検討するランダム化比較試験
豊澤 亮（NHO九州がんセンター）
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12 月 8日（日） 第 6会場（大阪国際会議場 10F 1006＋1007）
8：30～9：10 一般演題（口演） 53 p727
高齢者肺癌―外科治療 1
座長：森 毅（熊本赤十字病院外科）

O53-1 80 歳以上高齢者肺癌に対する胸腔鏡下肺切除に
おける術後合併症のリスク評価
光星 翔太（東京女子医科大学呼吸器外科）

O53-2 高齢者に対する肺癌治療
松浦奈都美（前橋赤十字病院呼吸器外科）

O53-3 80 歳以上の高齢者肺癌手術 120 例の検討
渡邉 文亮（NHO三重中央医療センター呼吸器

外科）
O53-4 高齢者に対する肺癌手術療法は果たして理にか

なった治療法といえるか？
佐野 由文（愛媛大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター）
O53-5 高齢者の臨床病期 1期非小細胞肺癌に対する縦

隔リンパ節郭清に関する検討
川崎 成章（大垣市民病院呼吸器外科）

9：10～9：50 一般演題（口演） 54 p728
高齢者肺癌―外科治療 2
座長：南谷 佳弘（秋田大学大学院医学系研究科胸部外科

学講座）

O54-1 80 歳以上高齢者の原発性肺癌に対する外科的治
療
石橋 洋則（東京医科歯科大学呼吸器外科）

O54-2 高齢者肺癌の手術成績から考える人生 100 年時
代の肺癌治療
日野 春秋（関西医科大学附属病院呼吸器外科）

O54-3 高齢者肺癌手術例の検討
岩田 剛和（千葉県がんセンター呼吸器外科）

O54-4 80 歳以上の pN0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）

O54-5 85 歳以上の高齢者に対する肺癌手術症例の検討
高瀬 貴章（国立病院機構渋川医療センター）

9：50～10：30 一般演題（口演） 55 p730
高齢者肺癌の全身療法
座長：別所 昭宏（岡山赤十字病院呼吸器内科）

O55-1 人生 100 年時代の，地域で考える肺がん治療：道
南の中核病院より
角 俊行（函館五稜郭病院呼吸器内科）

O55-2 高齢者の局所進行非小細胞肺癌に対する
CBDCA＋nab-PTX と胸部放射線同時併用療法
の第 I 相試験
久松 靖史（大分県立病院）

O55-3 70 才以上高齢者進行非小細胞肺癌における化学
療法に対する脆弱性予測に関する検討
安宅 信二（NHO近畿中央呼吸器センター内

科）
O55-4 再発時 80 歳以上の再発非小細胞肺癌に対する治

療成績～高齢者再発肺癌の治療を見直す～
最相 晋輔（川崎医科大学附属病院呼吸器外科）

O55-5 EGFR遺伝子変異陽性高齢者肺癌患者における
一次治療としてのOsimertinib の忍容性・有効
性の検討
酒井 徹也（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）

10：30～11：02 一般演題（口演） 56 p731
高齢者肺癌―免疫治療
座長：久保田 馨（日本医科大学呼吸器内科）

O56-1 75 歳以上非小細胞肺がん患者に対する免疫チェ
ックポイント阻害薬の有効性および安全性に関
する後方視的検討
児嶋 隆（久留米大学内科学講座呼吸器神経

膠原病内科）
O56-2 高齢者進行再発非小細胞肺癌に対する抗PD-1/

PD-L1 抗体の有効性と安全性の検討
清水 理光（日本医科大学付属病院呼吸器内科）

O56-3 高齢者非小細胞肺癌に対する Immune
checkpoint inhibitor の有効性に関するメタ解析
安藤 浩一（昭和大学医学部内科学講座呼吸

器・アレルギー内科学部門／昭和
大学歯科病院内科クリニック）

O56-4 高齢非小細胞肺癌症例における抗PD-1 抗体の
有効性と免疫老化（Immunosenescence）の関
連
田中 知宏（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）



第
3
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 144―

11：45～12：35 ランチョンセミナー 23
徹底討論：ファーストライン治療はどう変わる？
～次世代型ボーダレスコミュニケーションタイム～
座長：礒部 威（島根大学医学部内科学講座呼吸器臨床腫

瘍学）

LS-23 三浦 理（新潟県立がんセンター新潟病院内
科：呼吸器）

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）

田中希宇人（川崎市立川崎病院呼吸器内科）
赤松 弘朗（和歌山県立医科大学医学部内科学

第三講座）
共催：株式会社ケアネット

14：00～15：15 ワークショップ 18 p589
放射線治療：Up-to-date
座長：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）
石川 仁（筑波大学医学医療系放射線腫瘍学）

WS18-1 肺腫瘍に対する動体追尾定位放射線治療の治療
成績
待鳥裕美子（がん・感染症センター東京都立駒

込病院放射線診療科）
WS18-2 肺門部肺癌 50例に対する重粒子線治療の成績

中嶋 美緒（国立研究開発法人量子科学技術研
究開発機構QST病院）

WS18-3 局所進行非小細胞肺癌に対する強度変調回転照
射の使用による肺線量及び放射線肺臓炎への影
響
今野 伸樹（広島大学放射線腫瘍学）

WS18-4 EGFR変異陽性局所進行肺癌に対するGefitinib
導入療法と逐次化学放射線療法の第 II 相試験
LOGIK0902/OLCSG0905
佐伯 祥（熊本大学病院呼吸器内科）

WS18-5 局所進行非扁平上皮NSCLCに対するCDDP+
S-1+TRT と CDDP+PEM+TRT の無作為化第 II
相試験（SPECTRA）
吉田 達哉（国立がん研究センター中央病院）

15：15～15：55 一般演題（口演） 57 p732
早期肺癌―放射線治療
座長：齋藤 淳一（富山大学医学薬学研究部（医学）放射

線診断・治療学）

O57-1 原発性肺癌に対するサイバーナイフの有用性の
検討
井上 啓爾（長崎みなとメディカルセンター呼

吸器外科）
O57-2 中枢型 I 期非小細胞肺癌に対する放射線治療

小宮山貴史（山梨大学病院放射線治療科）
O57-3 Failure pattern according to the status of EGFR

gene after proton beam therapy for T1-3N0M0
NSCLC
中村 匡希（国立がん研究センター東病院放射

線治療科）
O57-4 すりガラス成分優位の非小細胞肺癌に対する炭

素線と縮小手術成績の比較
溝渕 輝明（千葉県済生会習志野病院呼吸器外

科／千葉大学呼吸器外科）
O57-5 画像的浸潤癌 I 期非小細胞肺癌に対する肺部分

切除と陽子線治療の検討
大岩 宏聡（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）



第
3
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 145―

12 月 8日（日） 第 7会場（大阪国際会議場 10F 1008）
8：30～11：30 肺がん検診読影セミナー 2019 p610

8：35～9：20
講演「胸部単純X線写真：読影のための基本と reading error
を少なくするためのコツ」
座長：村田喜代史（洛西ニュータウン病院放射線科）
検診 1 高橋 雅士（友仁山崎病院）

9：20～9：45
特別報告「肺がん検診のための胸部X線読影演習システムの
現状と今後の利活用」
座長：佐川 元保（東北医科薬科大学医学部光学診療部）
検診 2 小林 健（石川県立中央病院放射線診断科）

9：50～10：40
演習 1：「アンサーパッドを用いた肺がん検診のための胸部単
純X線写真読影演習」
座長：室田真希子（香川大学医学部放射線医学講座）
検診 3 竹中 大祐（兵庫県立がんセンター放射線診断

科）

10：40～11：30
演習 2：「アンサーパッドを用いた低線量肺がんCT検診画像
読影演習」
座長：室田真希子（香川大学医学部放射線医学講座）
検診 4 丸山雄一郎（浅間南麓こもろ医療センター放射

線科）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 24
The future of lung cancer surgery～3 years game plan～
座長：中村 廣繁（鳥取大学医学部胸部外科学分野）
Chair：Hiroshige Nakamura（Faculty of Medicine Tottori

University）

LS-24 鈴木 健司（順天堂大学呼吸器外科）
Kenji Suzuki（Juntendo University）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会

社

14：00～15：00 ワークショップ 19 p590
早期社会復帰を目指したチーム医療の取り組み
座長：岡本 龍郎（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科）

吉開千奈美（近畿大学病院 95病棟看護師長）

WS19-1 がん治療と就労の両立に向けた組織的取り組み
田中 文啓（産業医科大学第 2外科／産業医科

大学病院就学・就労支援センター）

WS19-2 肺癌術後患者さんの円滑な社会復帰を目指した
退院支援の取り組み
濱川 杏奈（関西医科大学附属病院 7N病棟）

WS19-3 肺悪性手術後の復職時期についての前向き研究
山岡 綾子（兵庫医科大学病院看護部）

WS19-4 胸部手術患者における早期社会復帰を目指した
訪問看護ステーションとの連携
武本 智樹（近畿大学医学部付属病院外科学教

室呼吸器外科）

15：00～15：40 一般演題（口演） 58 p733
生検
座長：笹田 真滋（東京都済生会中央病院呼吸器内科）

O58-1 短径 10mm未満の肺門・縦隔リンパ節に対する
選択的EBUS-TBNAの有用性の検討
田宮裕太郎（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
O58-2 EBUS-TBNAにおけるコバルトクロム製生検針

での穿刺毎の採取検体の検討
内村 圭吾（産業医科大学呼吸器内科学／春日

部市立医療センター内科）
O58-3 EBUS-GS 併用経気管支生検は次世代シークエ

ンスに良質な検体を提供できるか
相馬 智英（藤田医科大学呼吸器内科学 I）

O58-4 肺癌に対するCTガイド下経皮肺生検後の再発
形式・予後に関する検討
石田 裕人（大阪大学呼吸器外科学）

O58-5 共焦点レーザー内視鏡による肺癌の術中胸膜浸
潤診断の可能性
澤田 徹（国立病院機構東徳島医療センター

外科）
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12 月 8日（日） 第 8会場（大阪国際会議場 10F 1009）
8：30～9：34 一般演題（口演） 59 p734
ステージ分類一般
座長：岩田 尚（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セン

ター呼吸器外科）

O59-1 A Japanese Lung Cancer Registry Study of
Medically Treated Patients
関根 郁夫（筑波大学医学医療系臨床腫瘍学）

O59-2 肺癌手術症例における第 8版 Stage 分類と無再
発生存率の相関
高橋 守（京都桂病院呼吸器外科）

O59-3 当科の非小細胞肺癌切除例における第 8版
stage 分類～妥当性と追加要素の検討～
渡邊 拓弥（聖隷三方原病院呼吸器センター外

科）
O59-4 呼吸器外科医からみた第 8版 Stage 分類

松岡峻一郎（信州大学医学部附属病院呼吸器外
科）

O59-5 第 8 版臨床病期 I 期非小細胞肺癌における再発
高リスク・低リスク分類
津谷 康大（広島大学腫瘍外科）

O59-6 術中微量胸水を認め術後悪性胸水と診断された
非小細胞肺癌切除例の検討
松本 瞭（大津赤十字病院呼吸器科）

O59-7 LA-NSCLCに対する根治的CRT後の治療成
績：TNM分類第 7版と第 8版の比較
光吉 隆真（神戸市立医療センター中央市民病

院放射線治療科）
O59-8 Conditional survival rate からみた肺がん-術後い

つ「治った」といえるのか？-
秦 一倫（順天堂大学呼吸器外科学講座）

9：34～10：22 一般演題（口演） 60 p737
ステージ分類―T因子
座長：村川 知弘（関西医科大学附属病院呼吸器外科）

O60-1 cTis-1mi 肺癌に対する肺切除の現状と課題
水野 鉄也（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O60-2 GGOを伴う非小細胞肺癌 c-StageΙAは本当に

早期か？
佐藤 大輔（日本大学医学部附属板橋病院）

O60-3 すりガラス影を呈する浸潤癌―リンパ管浸潤の
観点から―
設楽 将之（鈴鹿中央総合病院呼吸器外科）

O60-4 CT 上の充実成分サイズに基づいたStage I 肺腺
癌の予後：カットオフ値 0.5cmと 0.8cmの比較
梁川 雅弘（大阪大学大学院医学系研究科放射

線統合医学講座放射線医学教室）
O60-5 2 cm以下の小型肺癌における予後予測因子

中村 玉美（山口大学大学院医学系研究科器官
病態外科学呼吸器外科）

O60-6 臨床病期に胸膜因子をどう反映させるか？―臨
床病期 I 期肺癌での検討―
田中 俊樹（山口大学大学院器官病態外科学呼

吸器外科）

10：22～11：02 一般演題（口演） 61 p738
ステージ分類―N因子
座長：臼田 実男（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器

外科学）

O61-1 充実型を呈する臨床病期 IA 期非小細胞肺癌切除
例の予後及びリンパ節転移予測に関する検討
菅野 千晶（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

学）
O61-2 現行 pN1 肺癌におけるリンパ節転移個数の重要

性
勝又 信哉（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）
O61-3 非小細胞肺癌N1/N2 症例におけるリンパ節転移

個数での予後解析
江里口大介（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
O61-4 臨床的N0-1 かつ病理学的N2非小細胞肺癌切除

例におけるリンパ節再発形式の検討
中川加寿夫（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）
O61-5 完全切除した非小細肺癌 unsuspected N2 の局

所再発予測因子の検討
早川 貴光（静岡県立静岡がんセンター）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 25
癌と免疫の理解から進化する肺がん薬物療法
座長：酒井 洋（埼玉県立がんセンター呼吸器内科科長兼

部長）

LS-25 各務 博（埼玉医科大学国際医療センター呼
吸器内科教授）

共催：小野薬品工業株式会社/ブリストル・マイ
ヤーズスクイブ株式会社
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14：00～14：40 一般演題（口演） 62 p740
局所進行肺癌―外科治療
座長：棚橋 雅幸（聖隷三方原病院呼吸器センター外科）

O62-1 臨床病期 III 期非小細胞肺癌患者における標準治
療の実態調査（SOLUTION study）
村上 晴泰（静岡県立静岡がんセンター）

O62-2 肺尖部胸壁浸潤肺癌（SST）に対する集学的治
療成績
原田 匡彦（がん・感染症センター都立駒込病

院）
O62-3 胸壁浸潤非小細胞肺癌に対する治療成績

鈴木恵理子（聖隷三方原病院呼吸器センター外
科）

O62-4 縦隔リンパ節転移を伴う cN2/III 期非小細胞肺
癌手術症例の検討
藤原 大樹（国保直営総合病院君津中央病院呼

吸器外科）
O62-5 術前化学放射線療法の病理学的治療効果予測と

治療前後PET-CT SUV値の関連 単施設後ろ向
き観察研究
田中 悠（亀田総合病院呼吸器内科）

14：40～15：20 一般演題（口演） 63 p741
オリゴ再発・サルベージ治療
座長：井上 匡美（京都府立医科大学呼吸器外科学）

O63-1 初回治療後の病勢増悪形式に基づいた非小細胞
肺癌におけるOligometastasis の転移個数の検
討
宮脇 太一（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）

O63-2 原発性肺癌術後オリゴメタスタシスに対する治
療
舟木壮一郎（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器外科学）
O63-3 肺癌術後 oligorecurrence に対する局所治療成績

齋藤 大輔（金沢大学先進総合外科）
O63-4 非小細胞肺癌術後の肺門縦隔リンパ節転移再発

症例の予後に関する検討
雪上 晴弘（刈谷豊田総合病院呼吸器外科）

O63-5 縦隔肺門リンパ節に対する定位放射線治療の経
験
青木 秀梨（東京大学医学部附属病院放射線科）

15：20～16：00 一般演題（口演） 64 p742
外科医のチャレンジ
座長：浦本 秀隆（金沢医科大学呼吸器外科）

O64-1 肺門部浸潤肺癌手術例の検討-多施設共同データ
結果
山下 素弘（NHO四国がんセンター）

O64-2 局所進行肺癌に対する鏡視下アプローチを併用
した拡大手術
須田 一晴（杏林大学外科（呼吸器・甲状腺））

O64-3 原発性肺癌に対する右下葉スリーブ切除術の意
義
月岡 卓馬（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

O64-4 肺膿瘍合併肺癌手術例の検討
松本 和久（倉敷中央病院呼吸器外科）

O64-5 肺部分切除の切除部位をCTに描く方法
小林 尚寛（筑波大学呼吸器外科）

12 月 8日（日） 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 3
肺癌診療どの検査を使う？ 個別CDx, マルチCDx, ゲ
ノムパネル検査それぞれの利点と課題の整理
座長：西野 和美（大阪国際がんセンター呼吸器内科副部

長）

MS-3 高濱 隆幸（近畿大学奈良病院腫瘍内科）
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 13
座長：堀之内秀仁（国立がん研究センター中央病院呼吸器内

科）

EL13 細胞障害性化学療法の基本
演者：吉岡 弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

内科）
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9：00～9：30 教育講演 14
座長：堀之内秀仁（国立がん研究センター中央病院呼吸器内科）

EL14 分子標的治療
演者：岡本 勇（九州大学呼吸器科）

9：30～10：00 教育講演 15
座長：北川智余恵（国立病院機構名古屋医療センター臨床腫

瘍科/呼吸器科）

EL15 がん免疫療法の基本
演者：東 公一（久留米大学内科学講座呼吸器神経

膠原病部門）

10：00～10：30 教育講演 16
座長：北川智余恵（国立病院機構名古屋医療センター臨床腫

瘍科/呼吸器科）

EL16 肺癌薬物療法の副作用対策
演者：加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内

科）

10：30～11：00 教育講演 17
座長：大橋 圭明（岡山大学大学病院呼吸器・アレルギー内科）

EL17 緩和医療
演者：井上 彰（東北大学医学部緩和医療学分野）

11：45～12：35 ランチョンセミナー 26
こんな時どうする？困難手術症例ファイル～Zero
complications を追求した手術のコツとテクニック～
座長・特別発言：伊達 洋至（京都大学大学院医学研究科呼

吸器外科学）

LS-26 渡辺 俊一（国立がん研究センター中央病院呼
吸器外科）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

14：00～14：40 一般演題（口演） 65 p744
単孔式胸腔鏡手術
座長：大泉 弘幸（山形大学医学部外科学第 2講座）

O65-1 臨床病期 I 期原発性肺癌に対するUniportal
VATS 導入後の周術期成績
石黒 太志（大垣市民病院呼吸器外科）

O65-2 早期非小細胞肺癌に対する単孔式胸腔鏡下肺葉
切除の妥当性と展望について
平井 恭二（日本医科大学千葉北総病院呼吸器

外科）
O65-3 低侵襲手術としての単孔式胸腔鏡下肺区域切除

のコツ
井貝 仁（前橋赤十字病院呼吸器外科）

O65-4 単孔式胸腔鏡下右S9区域切除術における工夫
本山 秀樹（神戸市立西神戸医療センター）

O65-5 単孔式胸腔鏡下に切除した胸郭内進展腕神経叢
原発神経鞘腫
豊田 行英（都立墨東病院呼吸器外科）

14：40～15：20 一般演題（口演） 66 p745
ロボット支援下手術
座長：鈴木 健司（順天堂大学附属順天堂医院呼吸器外科）

O66-1 ロボット支援下肺葉切除術における助手の役
割～緊急時対応と手術時間短縮にむけて
戸田 道仁（関西労災病院呼吸器外科）

O66-2 腹臥位による後方アプローチ併用ロボット支援
下ダンベル型神経鞘腫摘出術
岡崎 幹生（岡山大学呼吸器・乳腺内分泌外科）

O66-3 胸腺腫・胸腺癌の治療成績
船井 和仁（浜松医科大学外科学第一講座）

O66-4 巨大前縦隔腫瘍に対するロボット支援胸腔鏡下
手術～剣状突起下アプローチの有用性～
奥田 勝裕（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍・免疫外科学）
O66-5 ロボット支援下右下葉切除後気管支断端瘻に対

し大網・EWS充填術を一期的に行い治癒した 1
例
石川 善啓（横浜市立大学附属病院呼吸器外科）

15：20～16：00 一般演題（口演） 67 p746
術後補助療法
座長：山口 正史（国立病院機構九州がんセンター呼吸器

腫瘍科）

O67-1 IB 期肺腺癌に対するUFTによる術後補助化学
療法の有効性は脈管侵襲の有無によって異なる
か
島 譲司（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
O67-2 第 8 版 TNM分類に基づく肺腺癌 pN0症例に対

する術後補助化学療法の成績
北村 嘉隆（兵庫県立がんセンター呼吸器グ

ループ）



第
3
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 149―

O67-3 TNM第 8版 IIA 期に対する術後補助化学療法の
検討
今野 隼人（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O67-4 非小細胞肺癌 II/IIIA 期における術後CBDCA+

S-1 と S-1 維持の忍容性試験SLCG1001；長期
予後と分子マーカーの解析
吉岡 弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

内科）

O67-5 肺がんで 100 歳まで生きるライフバランス―ビ
タミンDサプリメント治療―
秋葉 直志（東京慈恵会医科大学附属柏病院院

長）

12 月 8日（日） 第 10会場（大阪国際会議場 12F 1202）
8：30～9：30 International Session 12 p646
Immune biomarker and tumor microenvironment
Chairs：Yosuke Togashi（Chiba Cancer Center Research

Institute, CCCRI, Japan）
Toshiro Niki（Department of Pathology, Jichi

Medical University）

IS12-1 PD-L1 expression prevalence using IHC 22C3
in NSCLC specimens with short-duration
formalin fixation
Keiichi Ota（Research Institute for Diseases of

the Chest Graduate School of
Medical Sciences Kyushu
University, Japan／National
Hospital Organization
Fukuokahigashi Medical Center,
Japan）

IS12-2 TMB analysis in East Asian Lung Cancer
Patients with No TKI-Related Driver Gene
Mutations
Yayi He（Shanghai Pulmonary Hospital, China）

IS12-3 Clinical relevance of immune marker profiling in
non-small cell lung cancer patients
Bo Mi Ku（Research Institute for Future

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

IS12-4 Expression of carbonic anhydrase-9 associated
with T cell activity in early-stage lung cancer
Chung-Yu Chen（Department of Internal

Medicine, National Taiwan
University Hospital Yunlin
Branch, Taiwan／Division of
Pulmonary and Critical Care
Medicine, Department of
Internal Medicine, National
Taiwan University Hospital,
and College of Medicine,
National Taiwan University,
Taiwan）

IS12-5 IL-38 promotes tumor progression through
regulation of TILs in mouse lung cancer model
Fumihiko Kinoshita（Department of Surgery

and Science, Graduate
School of Medical Sciences,
Kyushu University,
Japan）

IS12-6 Reciprocal change in glucose metabolism of
cancer and immune cells is mediated by
different GLUTs
Kwon Joong Na（Department of Thoracic and

Cardiovascular Surgery, Seoul
National University Hospital,
Republic of Korea）
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9：30～10：30 International Session 13 p649
Immunotherapy
Chairs：Marina Chiara Garassino（IRCCS National Cancer

Institute（INT）Milan,
Italy）

Nobuhiko Seki（Department of Internal Medicine,
Teikyo University School of
Medicine, Japan）

IS13-1 Clinical impact of skeletal muscle area in
patients with NSCLC treated with anti-PD-1
inhibitors
Kazuki Takada（Department of Surgery and

Science, Graduate School of
Medical Sciences, Kyushu
University, Japan）

IS13-2 Hepatitis B or transaminase increase associate
with poor response to anti-PD-1 inhibitor in
NSCLC
Yiwei Liu（Department of Medical Oncology,

Shanghai Pulmonary Hospital,
Tongji University, China）

IS13-3 Serum baseline perforin levels with anti-PD-1
antibody therapies in non-small cell lung cancer
Takayo Ota（Department of Medical Oncology,

Izumi City General Hospital,
Japan）

IS13-4 Withdrawal
IS13-5 Association of baseline pulmonary fibrosis with

the outcome of PD-1 inhibitor in patients with
NSCLC
Shiqi Mao（Department of Medical Oncology,

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

IS13-6 Immune checkpoint inhibitor rechallenge in
patients with advanced non-small cell lung
cancer
Akira Kisohara（Respiratory Department,

Kasukabe Medical Center,
Japan）

10：30～11：30 International Session 14 p651
Novel therapeutic targets
Chairs：Ryohei Katayama（Div. of Experimental

Chemotherapy, Cancer
Chemotherapy Center,
Japanese Foundation for
Cancer Research, Japan）

Atsushi Osoegawa（Kyushu University, Graduate
School of Medical Sciences,
Department of Surgery and
Science, Japan）

IS14-1 A novel role for ECT2 in modulating spreading
and adhesive behavior of lung adenocarcinoma
cells
Zeinab Kosibaty（Department of pathology,

University of Tsukuba,
Ibaraki, Japan）

IS14-2 KLF4 Suppresses Migration and Invasion of
Non-Small Cell Lung Cancer
Yanping Wu（Department of Geriatrics, Peking

University First Hospital, China）
IS14-3 The study of Rac3 molecular mechanism

through ERK signaling pathway in lung
adenocarcinoma
Jinghan Li（Department of Thoracic Surgery,

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

IS14-4 Genetic mutations associated with lung cancer
metastasis to the brain
Chunxia Su（Department of Medical Oncology,

Shanghai Pulmonary Hospital ＆
Thoracic Cancer Institute, Tongji
University School of Medicine,
Shanghai, China）

IS14-5 A specific missense mutation in GTF2I occurs
exclusively in thymomas
Taichiro Goto（Department of General Thoracic

Surgery, Yamanashi Prefectural
Central Hospital, Japan）

IS14-6 Overexpression of HER2 in ALK-positive non-
small cell lung cancer cell lines resistant to
pemetrexed, association with a pemetrexed
resistance mechanism and a possible target for
subsequent therapy
Kuijin Kim（Medical Research Collaborating

Center, Seoul National University
Bundang Hospital, Seongnam,
Republic of Korea）
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11：45～12：35 ランチョンセミナー 27
転移性脳腫瘍の治療戦略とあらたなリニアックベース
定位放射線治療ワークフローソリューションHyperArc™
Treatment strategy for metastatic brain tumors with
HyperArc™：new linac-based stereotactic
radiotherapy workflow solution
座長：小久保雅樹（神戸市立医療センター中央市民病院放射

線治療科）
Chair：Masaki Kokubo（Department of Radiation

Oncology, Kobe City Medical
Center General Hospital）

LS-27 木下 学（大阪大学大学院医学系研究科脳神
経外科）

Manabu Kinoshita（Department of
Neurosurgery, Osaka
University Graduate School
of Medicine）

手島 昭樹（大阪国際がんセンター放射線腫瘍
科）

Teruki Teshima（Department of Radiation
Oncology, Osaka International
Cancer Institute）

指定発言

Designated remark

：

：

吉田 達哉（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）

Tatsuya Yoshida（Department of Thoracic
Oncology, National Cancer
Center Hospital）

共催：株式会社バリアンメディカルシステムズ

14：00～15：00 International Session 15 p655
Drug resistance
Chairs：Kenichi Suda（Division of Thoracic Surgery,

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

Shigeki Nanjo（Division of Hematology/Oncology,
University of Califonia San
Francisco, United States of
America）

IS15-1 Withdrawal
IS15-2 Mechanisms of acquired resistance to

osimertinib in adv. NSCLC with EGFR T790M
mutation（LOGIK1607）
Atsushi Osoegawa（Department of Surgery and

Science, Graduate School of
Medical Sciences, Kyushu
University, Japan）

IS15-3 Early detection of EGFR inhibitor resistance
mechanisms by circulating tumor DNA profiling
Bo Mi Ku（Research Institute for Future

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

IS15-4 Enhancing Apoptosis to Prevent Osimertinib
Resistance in EGFR -Mutant Lung Cancer
Kosuke Tanaka（Human Oncology and

Pathogenesis Program,
Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center, United States
of America／Overseas
research fellow, Japan Society
for the Promotion of Science,
Japan）

IS15-5 Clusterin Confers Gefitinib Resistance in
NSCLC via upregulation of YAP
Wei Guo（Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, China）
IS15-6 Acquired resistance mechanism of osimertinib

in NSCLC with EGFR exon 20 insertion
mutations
Yusoo Lee（Seoul National University Cancer

Research Institute, Republic of
Korea）

15：00～15：40 International Session 16 p657
Novel therapeutic approach
Chairs：Ryuji Hayashi（Clinical Oncology Toyama

University Hosptal, Japan）
Keunchil Park（Samsung Medical Center,

Sungkyunkwan University School
of Medicine, Republic of Korea）

IS16-1 P II trial of weekly nab-paclitaxel in the salvage
setting for advanced NSCLC：NICE Salvage
study
Akito Hata（Kobe Minimally Invasive Cancer

Center, Japan）
IS16-2 Withdrawal
IS16-3 Biomarker-Driven Phase II Umbrella Trial Study

for Relapsed Small Cell Lung Cancer
Sehhoon Park（Division of Hematology-

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

IS16-4 Withdrawal
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12 月 8日（日） ポスター会場（大阪国際会議場 3F イベントホール）
12：50～13：50 一般演題（ポスター） 24 p908
生物学/基礎/トランスレーショナル研究 2

P24-1 肺がん患者における血漿遊離DNAの生物学的
特性の検討
安部 友範（佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫

瘍内科）
P24-2 DLL3 を標的とした小細胞肺癌に対する近赤外線

光免疫療法の開発
磯部 好孝（名古屋大学大学院医学系研究科呼

吸器内科学）
P24-3 シスプラチン耐性肺癌の治療標的としての免疫

プロテアソームの検討
庄司 哲明（北海道大学大学院医学研究院呼吸

器内科学教室）
P24-4 EGFR遺伝子変異陽性肺がんモデルマウスに対

するヒメマツタケの免疫系への関与
藤原研太郎（松坂市民病院呼吸器センター）

P24-5 抗 PD-1 抗体結合モニタリングを用いた肺癌治
療・有害事象の臨床経過の検討
内藤祐二朗（大阪大学大学院医学系研究科）

P24-6 免疫療法におけるバイオマーカーとしてのmiR
200b の検討
片倉 誠悟（横浜市立大学大学院医学研究科呼

吸器病学）
P24-7 OCT6 の遺伝子多型は進行期非小細胞肺癌に対

する白金製剤併用化学療法の効果を予測する
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）
P24-8 アムルビシン単剤療法が行われた再発小細胞肺

癌において Topoisomerase-II 高発現は予後良好
因子である
三浦 陽介（群馬大学大学院呼吸器・アレル

ギー内科）
P24-9 小細胞肺癌およびNeuroendocrine feature を伴

う非小細胞肺癌におけるDLL3，ASCL1 の発現の
検討
寺岡 俊輔（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
P24-10 EGFR遺伝子変異陽性肺癌モデルマウスにおけ

る腫瘍形成メカニズムの解明
藤原 拓海（三重大学医学部附属病院呼吸器内

科）
P24-11 Isolation of rare lung cancer cells for molecular

analyses using microfluidic chip type cell sorter
佐藤 孝一（和歌山県立医科大学第三内科）

P24-12 EGFR遺伝子変異＋Kras 遺伝子を併せ持つ
Double driver mutation 症例の臨床像の検討
阿部 二郎（宮城県立がんセンター呼吸器外科）

P24-13 非小細胞肺癌に対する温熱効果を有する至適抗
癌剤の検討
佐々木正人（福井大学医学部器官制御医学講座

外科学 2）
P24-14 Phase1 Study Results of Telisotuzumab Vedotin

in Japanese Patients with Advanced Solid
Tumors
Noboru Yamamoto（National Cancer Center

Hospital, Tokyo, Japan）
P24-15 Rapid progressive multiple clonal driver lung

adenocarcinoma の一例
國政 啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

P24-16 術前画像での腫瘍内空洞所見は多形癌術後の予
後不良因子である
宍戸 裕（神戸市立医療センター中央市民病

院呼吸器外科）
P24-17 腫瘍マーカーの診断および予後予測としての重

要性
井上 政昭（下関市立市民病院呼吸浮外科）

P24-18 過去 10 年間における肺癌切除例の患者背景と治
療内容の変遷と予後解析：術後合併症の予後へ
の影響
本野 望（金沢医科大学呼吸器外科学）

P24-19 非小細胞肺癌における血清プロカルシトニン値
との関連性の検討
梶川 茂久（愛知医科大学病院呼吸器・アレル

ギー内科）
P24-20 再発時期からみた非小細胞肺癌術後再発症例の

検討
重松 久之（愛媛大学医学部心臓血管・呼吸器

外科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 25 p914
病理 2

P25-1 肺嚢胞壁に発生した高悪性度胎児型腺癌：症例
報告
石田 博徳（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器外科）
P25-2 右上葉肺癌の精査中に発見された右肺中葉低形

成にカルチノイドが合併した 1切除例
別府 徹郎（金沢医科大学臨床研修センター）

P25-3 GGNを呈する末梢肺腺癌におけるVEGFの発
現の検討
熊谷 融（大阪国際がんセンター呼吸器内科）
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P25-4 混合型高悪性度肺神経内分泌腫瘍における
Stathmin 1（STMN1）免疫染色の有用性
後藤 優典（群馬大学医学部付属病院病理部・

病理診断科）
P25-5 PD-L1 発現率と検体固定液についての検討

森田 充紀（神戸市立医療センター西市民病院
呼吸器内科）

P25-6 PD-L1 検査（22C3）実施状況とPD-L1 発現状況
の検討
知花 賢治（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科）

P25-7 胸膜外浸潤部で異なる免疫形質を示した類基底
扁平上皮癌の 1例
竹ヶ原京志郎（公益財団法人がん研究会がん研

究所病理部）
P25-8 深層学習を用いた肺癌病理画像診断

竹下 純平（関西電力病院腫瘍内科）
P25-9 当院における浸潤性粘液腺癌 20症例の検討

中川 雅登（市立長浜病院呼吸器内科）
P25-10 喀痰 LBC検体を用いた肺腺癌におけるEGFR

遺伝子変異検出感度の基礎的検討
藤井 智美（奈良県立医科大学医学部病理診断

学講座）
P25-11 混合型小細胞肺癌における組織学的多様性に関

する臨床病理学的検討
飯田 由子（日本大学医学部内科学系呼吸器内

科分野／赤羽中央総合病院）
P25-12 左肺腺癌に線毛性粘液結節性乳頭状腫瘍を合併

した一例
鈴木 智詞（大阪市立総合医療センター）

P25-13 末梢小型扁平上皮癌における増殖パターンの生
物学的違いの検討
大森 智一（東京医科大学八王子医療センター

呼吸器外科）
P25-14 肺腺癌切除症例における一塩基多型からみた喫

煙暴露の免疫微小環境への影響
佐藤 佳（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）
P25-15 肺腺癌各亜型の腫瘍細胞PD-L1 発現の完全切除

後再発における意義
齊藤 朋人（関西医科大学医学部呼吸器外科学

講座）
P25-16 肺多形癌切除症例の臨床病理学的特徴と完全切

除後再発の解析
齊藤 朋人（関西医科大学医学部呼吸器外科学

講座）
P25-17 非小細胞肺癌術中胸腔細胞診と予後の関連につ

いて
垣花 昌俊（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

学分野）

P25-18 喫煙関連肺癌の進展におけるMacrophage
migration inhibitory factor（MIF）の役割
後藤 明輝（秋田大学大学院医学系研究科器官

病態学講座）
P25-19 がんパネルシーケンスにおける病理所見と遺伝

子変異頻度から判定した腫瘍細胞核含有量の比
較
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）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 26 p918
胸腺腫/胸腺癌

P26-1 Micronodular thymic carcinoma with lymphoid
hyperplasia 二例の免疫組織学的検索
石原 駿太（京都府立医科大学呼吸器外科学）

P26-2 当科における胸腺腫術後症例の検討
伊藤 龍一（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

P26-3 胸腺腫術後再発症例の後方視的検討
山本 裕崇（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）
P26-4 重症筋無力症合併胸腺腫患者における術後急性

増悪発症因子の検討
政井 恭兵（慶應義塾大学外科学（呼吸器））

P26-5 微小胸腺腫を合併した多房性胸腺嚢胞の 1切除
例
高田 昌彦（北播磨総合医療センター呼吸器外

科）
P26-6 CT ガイド下生検針穿刺経路に再発した胸腺腫の

一例
上島 康生（京都第一赤十字病院呼吸器外科）

P26-7 PET にて特徴的な所見を示した胸腺癌合併胸腺
腫の一例
徳重 康介（神戸市立西神戸医療センター）

P26-8 多房性腫瘤の形態を呈したMicronodular
thymoma with lymphoid stoma の 1例
梁 泰基（大垣市民病院呼吸器外科）

P26-9 拡大胸腺摘出術で寛解となった胸腺腫合併赤芽
球癆の 1例
橋本 博史（防衛医科大学校・呼吸器外科）

P26-10 分類不能型免疫不全症に対する治療経過中に胸
腺腫を合併した症例
眞木 充（さいたま赤十字病院）

P26-11 胸腺腫に対する胸腔鏡下胸腺摘出術の手術成績
羽田 裕司（名古屋市立西部医療センター呼吸

器外科／名古屋市立大学大学院医
学研究科腫瘍・免疫外科学）

P26-12 Double seropositive である重症筋無力症を合併
した浸潤性胸腺腫の 1例
金田 真吏（三重大学医学部附属病院）
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P26-13 術前ステロイドパルス療法により創の縮小と肺
切除を回避し得た局所進行胸腺腫の 1例
岩丸 有史（国家公務員共済組合連合会立川病

院）
P26-14 胸腺腫合併重症筋無力症術後再々々挿管を要し

た 1例
窪田 淳志（信州大学医学部付属病院呼吸器外

科）
P26-15 腫瘍摘除術後 13年で再発を来したと考えられた

胸腺腫の 1例
川端俊太郎（日立総合病院呼吸器外科）

P26-16 術前にステロイドパルス療法を行い完全切除が
可能となった胸腺腫の 1例
土井 健史（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）
P26-17 切除不能胸腺癌に対する初回化学療法としての

Cisplatin および Irinotecan 併用療法の後方視的
解析
福田 滉仁（都立駒込病院呼吸器内科）

P26-18 化学療法後にNeuroendocrine の成分を認めた
胸腺癌の 1例
久山 彰一（国立病院機構岩国医療センター）

P26-19 B リンパ球過形成を伴う小結節性胸腺腫瘍の 1
切除例
上山 廉起（岡山大学医学部）

P26-20 Micronodular thymoma with lymphoid stroma の
5症例
石川 将史（日本赤十字社和歌山医療センター）

P26-21 内部に広範な壊死をきたし，緊急に手術が必要と
なった胸腺癌の 1例
田中 宏樹（北播磨総合医療センター）

P26-22 胸腺腫術後 17年目に両側肺転移を来した 1例
福田 章浩（済生会野江病院呼吸器外科）

P26-23 リンパ性間質を伴う小結節性胸腺腫の 2手術例
喜田 裕介（高知医療センター呼吸器外科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 27 p924
小細胞肺癌/神経内分泌腫瘍 2

P27-1 pN0 であった肺大細胞神経内分泌癌切除例 37
例の検討
根本 大士（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
P27-2 TNM分類第 8版における高悪性度神経内分泌癌

手術症例の術後成績
前田 英之（東京女子医科大学呼吸器外科）

P27-3 小細胞肺癌手術症例の検討
森山 悟（トヨタ記念病院呼吸器外科）

P27-4 肺高悪性度神経内分泌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）
P27-5 非小細胞肺癌術後に小細胞肺癌を発症した異時

性肺癌の 2例
高砂敬一郎（伊那中央病院呼吸器外科）

P27-6 薄壁空洞発生から経時変化を観察できた肺大細
胞神経内分泌癌の 1切除例
田渕 拓也（国家公務員共済組合連合会浜の町

病院呼吸器外科）
P27-7 同一肺葉内に同時発生した混合型小細胞癌と扁

平上皮癌の症例
渡邊 創（東海大学医学部付属大磯病院呼吸

器外科）
P27-8 乳腺転移で発見された小細胞肺癌の 1例

野坂 祐仁（鳥取県立厚生病院胸部外科）
P27-9 Tumor spread through air spaces（STAS）を認

めた小細胞肺癌の 2切除例
岡崎 敏昌（大崎市民病院呼吸器外科）

P27-10 高齢者の肺 combined large-cell neuroendocrine
carcinoma 術後再発にアムルビシン単独投与が
著効した一例
伊坂 哲哉（横浜市立大学医学部外科治療学教

室）
P27-11 中枢性尿崩症を発症した小細胞肺癌の 1例

福永 亮朗（旭川赤十字病院）
P27-12 当院で経験した肺癌に伴う傍腫瘍神経症候群 4

例の報告
三登 峰代（独立行政法人国立病院機構呉医療

センター・中国がんセンター）
P27-13 放射線誘発肺癌 3例の臨床的検討

井上 幸久（平塚共済病院呼吸器内科）
P27-14 免疫チェックポイント阻害薬治療後に非小細胞

肺癌から小細胞癌に変化した一例
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）
P27-15 自己免疫性溶血性貧血と肺癌の合併の 2例

大沼 仁（結核予防会新山手病院呼吸器内科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 28 p928
症例報告（その他の胸部腫瘍）

P28-1 化学放射線療法を実施した原発不明縦隔リンパ
節癌 4例の長期予後
大西 涼子（国立病院機構長良医療センター呼

吸器内科）
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P28-2 高分化腺癌との鑑別を要したCiliated
muconodular papillary tumor（線毛性粘液結節性
乳頭状腫瘍）の 1切除例
有本 斉仁（獨協医科大学埼玉医療センター呼

吸器外科）
P28-3 FDG-PET の高集積を認めた肺原発炎症性筋線

維芽細胞腫瘍の 1例
重松 義紀（一宮西病院呼吸器外科）

P28-4 成人期に手術を行ったCongenital pulmonary
airway malformation（CPAM）の 2例
永田 秀樹（大阪はびきの医療センター呼吸器

外科）
P28-5 粟粒結核を疑う多発粒状陰影を呈した非感染性

疾患の 4例
佐藤 克明（和泉市立総合医療センター外科・

呼吸器外科）
P28-6 直腸癌の胸膜転移を疑った異物肉芽腫の 1例

竹中 裕史（大垣市民病院胸部外科）
P28-7 13 年間の経過観察後，切除生検にて診断した

Castleman 病の 1例
遠藤 哲哉（昭和大学医学部外科学講座呼吸器

外科学部門）
P28-8 リンパ増殖生疾患が疑われた若年者の 1手術例

岩丸 有史（国家公務員共済組合連合会立川病
院）

P28-9 術前に肺腺癌との鑑別が困難であった線毛性粘
液結節性乳頭状腫瘍の 1例
中野 祥子（独立行政法人国立病院機構渋川医

療センター放射線診断科）
P28-10 超音波気管支鏡ガイド下針生検で診断した肺原

発悪性黒色腫の一例
神宮 飛鳥（群馬大学医学部附属病院呼吸器・

アレルギー内科）
P28-11 同時多発していたと考えられた肺炎症性筋線維

芽細胞腫の一例
佐藤 未来（北海道社会事業協会小樽病院（小樽

協会病院）呼吸器内科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 29 p931
胸膜中皮腫

P29-1 当院で施行した悪性胸膜中皮腫手術症例の検討
中司 交明（長崎大学大学院医歯薬総合研究科

腫瘍外科学）
P29-2 術前化学療法後に根治術を施行した悪性胸膜中

皮腫患者の胸郭の大きさと予後の関係
黒田 鮎美（兵庫医科大学呼吸器外科）

P29-3 限局性悪性胸膜中皮腫の 1切除例
福嶋 恭啓（岐阜市民病院呼吸器外科）

P29-4 悪性胸膜中皮腫細胞株から分泌されるエクソ
ソーム内包マイクロRNAの役割
丈達 陽順（産業医科大学医学部呼吸器内科学）

P29-5 肺癌手術時に偶発的に発見された極初期悪性胸
膜中皮腫の一例
木村 望（坂総合病院呼吸器科）

P29-6 悪性胸膜中皮腫における生検検体と手術検体で
の組織型の検討
財前 圭晃（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／長崎
大学大学院医歯薬学総合研究科病
理学/病理診断科）

P29-7 Mesothelioma in situ の一症例
由佐城太郎（国保直営総合病院君津中央病院呼

吸器外科）
P29-8 免疫療法後に施行した放射線治療が著効した悪

性胸膜中皮腫の 1例
峯崎 大輔（大分赤十字病院呼吸器内科）

P29-9 悪性胸膜中皮腫に対する化学療法―透析症例に
おけるレジメン選択―
今村 信宏（鹿児島厚生連病院呼吸器外科）

P29-10 抗癌剤治療のみで長期生存を得ている 4期悪性
胸膜中皮腫の一例
福島 曜（一宮市立市民病院呼吸器内科）

P29-11 ニボルマブ投与により完全奏功し，肝機能障害の
ため中止後も無増悪で経過している悪性胸膜中
皮腫の 1例
北谷 新（鳥取県立厚生病院呼吸器内科）

P29-12 悪性胸膜中皮腫（MPM）に対するNivolumab
療法の検討
守屋 康充（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）
P29-13 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
登坂 瑞穂（草加市立病院）

P29-14 G-CSF 産生悪性胸膜中皮腫の 1例
大森 智一（東京医科大学八王子医療センター

呼吸器外科）
P29-15 集学的治療後に再発した悪性胸膜中皮腫に対し

てニボルマブが奏功した一例
松原 寛知（山梨大学医学部第二外科）

P29-16 ニボルマブが著効している肉腫型悪性胸膜中皮
腫の 1例
森田 克彦（地域医療推進機構下関医療セン

ター）
P29-17 当院における悪性胸膜中皮腫症例の検討

鈴木 浩介（昭和大学横浜市北部病院呼吸器セ
ンター）
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P29-18 胸膜肺全摘を含む集学的治療 5年後に胸壁再発
を切除した右悪性胸膜中皮腫の 1例
北野健太郎（東京大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P29-19 悪性胸膜腹膜中皮腫に対し，Nivolmab 加療中に

汎血球減少をきたした一例
河角 敬太（国立病院機構岩国医療センター）

P29-20 悪性胸膜中皮腫再発にニボルマブ投与が著効し
た一例
有賀 健仁（獨協医科大学病院呼吸器外科）

P29-21 悪性胸膜中皮腫に対する光免疫療法；ポドプラ
ニンを標的とした近赤外光線免疫療法
西永 侑子（名古屋大学大学院医学系研究科呼

吸器内科学）
P29-22 無治療にて自然軽快した悪性胸膜中皮腫の 1例

垣内 洋祐（独立行政法人国立病院機構熊本再
春医療センター）

P29-23 若年発症の悪性胸膜中皮腫に対して胸膜肺全摘
術を施行した一例
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）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 30 p937
免疫治療 3

P30-1 Pembrolizumab2 コース後に重症筋無力症を発
症した肺癌術後再発の 1例
飯島 岬（伊勢崎市民病院外科）

P30-2 右肺癌術後再発に対するPembrolizumab 投与
後，ACTH単独欠損症を発症した 1例
彦坂 雄（豊川市民病院呼吸器外科）

P30-3 肺腺癌におけるPD-L1 発現・EGFR変異の関連
およびEGFR変異陽性例における免疫チェック
ポイント阻害剤の効果
高橋 伸政（埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター）
P30-4 PD-L1 強陽性非小細胞肺癌患者に対する 1次治

療ペムブロリズマブの獲得耐性に関する検討
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）
P30-5 免疫チェックポイント阻害薬投与後に扁平上皮

癌へ形質転換した原発性肺腺癌の 1例
上妻 由佳（九州医療センター呼吸器外科）

P30-6 免疫チェックポイント阻害薬が著効した非小細
胞肺癌症例に対していつまで治療を継続すべき
か？
守屋真紀雄（公立学校共済組合北陸中央病院外

科）

P30-7 当院における免疫チェックポイント阻害剤の治
療成績
桂 正和（国立病院機構福岡病院外科）

P30-8 非小細胞肺癌術後再発症例に対する免疫チェッ
クポイント阻害剤の使用経験
岩代 望（国立病院機構函館病院呼吸器外科）

P30-9 当院における免疫チェックポイント阻害剤単剤
長期奏効症例の検討
三好 琴子（社会医療法人神鋼記念会神鋼記念

病院呼吸器センター）
P30-10 気腫合併肺癌におけるPD-L1 発現の検討

竹内 友恵（東海大学医学部内科学系呼吸器内
科学）

P30-11 免疫チェックポイント阻害薬単剤治療中におけ
る緊急入院に関する検討
嶋田 有里（神戸市立医療センター中央市民病

院呼吸器内科）
P30-12 当科における atezolizumab の使用経験

藤森 英希（石川県立中央病院呼吸器外科）
P30-13 当院の免疫チェックポイント阻害剤投与及び後

治療の検討
福山 誠一（国立病院機構別府医療センター呼

吸器外科）
P30-14 当院における進行・再発非小細胞肺癌に対する

免疫チェックポイント阻害薬単剤の治療成績
桝田 元（堺市立総合医療センター）

P30-15 免疫チェックポイント阻害剤に対してMixed
response を示した症例の検討
齋藤 春洋（神奈川県立がんセンター呼吸器内

科）
P30-16 肺腺癌に対して免疫チェックポイント阻害剤使

用後に発生した非細菌性血栓性心内膜炎の 1例
西村 正（国立病院機構三重中央医療セン

ター呼吸器内科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 31 p941
分子標的治療 2

P31-1 コンパニオン診断薬陰性EGFR遺伝子変異をも
つ非小細胞肺癌の検討
中嶋 英治（東京医科大学茨城医療センター呼

吸器外科）
P31-2 オシメルチニブが著効した stageIV 肺癌に対し

て胸腔鏡下左下葉切除を施行した 1例
大田 守雄（中頭病院呼吸器外科）

P31-3 EGFR変異はどんな人に多い？どんな腫瘍に多
い？ 喫煙歴の有無別の解析
上田 和弘（鹿児島大学大学院医歯学総合研究

科呼吸器外科学分野）
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P31-4 Osimertinib が著効した高齢者肺癌の 2例
國光 多望（富士吉田市立病院心臓血管外科呼

吸器外科）
P31-5 Gefitinib の長期使用症例に関する検討

岩浪 崇嗣（国家公務員共済組合連合会新小倉
病院呼吸器外科）

P31-6 肺癌術後再発症例に対し一次治療としてEGFR-
TKI を投与し長期奏功が得られた 4症例につい
ての検討
冨満 信二（社会医療法人天神会新古賀病院呼

吸器外科）
P31-7 肺癌術後多発脳転移に対してオシメルチニブが

奏功した高齢者腺癌の 1例
竹内 健（聖隷横浜病院呼吸器外科）

P31-8 薬剤性間質性肺炎発症後にステロイド内服下で
のオシメルチニブ再投与が可能であった術後再
発の 1例
松尾 翼（秋田大学医学部附属病院胸部外科

学講座）
P31-9 タグリッソ長期投与中に繰り返したQT延長を

隔日投与で制御した一例
吉山 康一（大分県済生会日田病院外科／久留

米大学医学部外科学講座）
P31-10 Osimertinib が著効した稀なEGFR遺伝子変異

陽性肺腺癌の 1例
高祖 英典（国立病院機構大分医療センター外

科・呼吸器外科）
P31-11 肺腺癌術後再発にEGFRチロシンキナーゼ阻害

薬を投与し小細胞癌化した 1例
福井 哲矢（福井赤十字病院呼吸器外科）

P31-12 EGFR-TKI 使用中に発症し，耐性化による増悪と
鑑別困難な transient multiple pulmonary
opacities の 3 例
毛受 暁史（京都大学医学研究科呼吸器外科）

P31-13 ALK 陽性大細胞型B細胞リンパ腫と診断された
嚢胞性縦隔腫瘍の一例
川角 佑太（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P31-14 気管分岐下リンパ節転移により嚥下障害を来し
たALK陽性肺癌の 1例
折野 公人（由利組合総合病院呼吸器外科）

P31-15 ALK 陽性肺癌気管浸潤に対してECMO下に気
道ステントを留置しAlectinib 治療が可能となっ
た 1例
北沢 伸祐（筑波大学呼吸器外科）

P31-16 原発性肺癌術後 5年目の胸膜転移に対して外科
的再生検が有用であった 1例
赤山 幸一（市立三次中央病院呼吸器外科）

P31-17 ROS1 融合遺伝子陽性肺腺癌の 1例
尾関 雄一（所沢明生病院呼吸器外科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 32 p945
症例報告（非小細胞肺癌：IV 期）2

P32-1 心嚢液貯留に対する胸腔鏡下心膜開窓術の有用
性
松田 英祐（済生会今治病院外科）

P32-2 左上下葉間に浸潤した肺癌に対し完全胸腔鏡下
左舌区下葉切除を施行した 1例
高崎 千尋（武蔵野赤十字病院呼吸器外科）

P32-3 ペメトレキセドの維持療法中に発症した薬剤性
肺障害の 2例
青島 宏枝（東京女子医科大学呼吸器外科）

P32-4 肺癌術後肝転移に対して局所治療が有効であっ
た 2症例
渋谷丈太郎（岩手県立胆沢病院呼吸器外科）

P32-5 高齢者血液透析患者の肺癌術後再発に対し薬物
療法が奏効した 1例
神保 充孝（済生会山口総合病院外科）

P32-6 ゲフィチニブ隔日投与により長期間の抗腫瘍効
果とADL維持を可能とした高齢者術後再発肺癌
の 1例
幸 大輔（名古屋市立西部医療センター呼吸

器外科）
P32-7 肺動脈内膜肉腫の 1治療経験

福市有希子（飯塚病院呼吸器外科）
P32-8 肺癌と乳癌の同時性進行重複癌に対する治療経

験
木村 正樹（筑波記念病院呼吸器外科）

P32-9 ペムブロリズマブ療法後，残存する肺腫瘤を切除
した同時性多発肺癌の一例
伊藤 知和（深谷赤十字病院呼吸器外科）

P32-10 キートルーダ投与後，間質性肺疾患合併，3年
後の原発巣を完全鏡視下に切除できた一例
古垣 浩一（社団シマダ嶋田病院呼吸器外科）

P32-11 免疫チェックポイント阻害剤治療後に小細胞肺
癌転化した肺扁平上皮癌の 1例
水内 寛（大分赤十字病院呼吸器外科）

P32-12 Atezolizumab 投与中止後，長期にわたり腫瘍が
縮小した一例
眞鍋 尭彦（産業医科大学医学部第二外科）

P32-13 4 期肺癌術後 7年経過で再発した下血を伴う多
発小腸転移に対してアテゾ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）
P32-14 術後早期に再発した肺多形癌に対してペムブロ

リズマブが奏功した 1例
小林 哲也（佐野厚生総合病院呼吸器外科）
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P32-15 術後再発非小細胞肺癌に対するNivolumab 投与
でCRが得られている症例
柳澤 純（福岡徳洲会病院外科）

P32-16 地域の中核病院における進行非小細胞肺がんに
対する化学療法の変遷
西條 天基（戸田中央総合病院一般内科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 33 p949
症例報告（早期：I/II 期）

P33-1 高悪性度胎児癌型肺腺癌の 2切除例
小川 正男（独立行政法人国立病院機構浜田医

療センター呼吸器外科）
P33-2 肺分画症を合併した上皮内腺癌の一例

村井 翔（国立病院機構仙台医療センター呼
吸器外科）

P33-3 肺癌術後化学療法中に敗血症を発症し副腎不全
に至った脾臓低形成の 1剖検例
関川 元基（製鉄記念室蘭病院呼吸器内科）

P33-4 蒸留水による胸腔洗浄中に心停止をきたした一
例
吉田 月久（松山赤十字病院呼吸器センター）

P33-5 気管支・肺血管分岐異常を伴う右上葉肺癌の 1
切除例
伊崎 悠（広島大学病院呼吸器外科）

P33-6 原発性肺癌治療後に血液疾患を発症した 2例
山田 典子（千葉西総合病院）

P33-7 肺癌の術後肺瘻から混合感染を伴う有瘻性膿胸
を引き起こし集学的治療にて軽快した一例
渡部 健二（松山赤十字病院呼吸器センター）

P33-8 左下葉切除後左上葉原発性肺癌に対し，胸腔鏡下
左肺上大区区域切除術を施行した 1例
多田 周（札幌医科大学医学部呼吸器外科）

P33-9 再手術で止血した肺切除術後奇静脈出血の一例
深田 武久（兵庫県立尼崎総合医療センター呼

吸器外科）
P33-10 特異な経過を辿ったMicropapillary 肺腺癌の 1

例
氏家 裕征（岩国医療センター）

P33-11 多数併存疾患を持つ中枢型肺癌患者に対して右
S6スリーブ区域切除を行い完全切除し得た 1例
簡野 泰成（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）
P33-12 慎重な周術期管理を要した本態性血小板血症併

存肺癌に対する 1手術例
佐川 智紀（広島市立広島市民病院呼吸器外科）

P33-13 左肺上区切除術後の有瘻性膿胸に対して開窓術
施行し良好な経過を得た 1例
北村 将司（医仁会武田総合病院呼吸器外科）

P33-14 肺癌術後UFT補助療法にて重篤な薬剤性肝障害
をきたした一例
池 晃弘（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

P33-15 Uracil/Tegafur（UFT）内服により薬物性肝障
害およびDICを発症した 1例
岩崎 雅（綾部市立病院呼吸器外科）

P33-16 未成年に発生した粘表皮癌の 1切除例
松岡 英仁（兵庫県立淡路医療センター呼吸器

外科）
P33-17 CT で充実型結節として認められた微小浸潤性腺

癌の 1切除例
下治 正樹（和泉市立総合医療センター呼吸器

外科）
P33-18 PET 検査で異常を指摘しえなかった 40歳代肺

癌の 2例
東条 尚（済生会中和病院呼吸器外科）

P33-19 咳嗽を主訴とし，二次的な異常陰影を指摘された
気管支原発の扁平上皮癌の 2例
林 栄一（彦根市立病院呼吸器外科）

P33-20 著明に肺動脈内に進展した小型肺腺癌の 1例
喜多 秀文（所沢中央病院呼吸器外科）

P33-21 肺原発悪性黒色腫の一切除例
枝川 真（広島赤十字・原爆病院外科）

P33-22 微小髄膜細胞様結節を合併した若年者肺癌の一
例
町田雄一郎（金沢医科大学氷見市民病院胸部心

臓血管外科）
P33-23 気管支内腔をポリープ状に進展した右肺上葉多

形癌の 1例
武村真理子（武蔵野赤十字病院呼吸器外科）

P33-24 気管支異物に対して肺葉切除を行い偶然上皮内
腺癌が見つかった 1例
山本 清成（徳島市民病院外科）

P33-25 Paraneoplastic syndrome として膜性腎症を合
併したPrimary double cancer の 1 例
深見 朋世（中頭病院呼吸器外科）

P33-26 発熱で救急受診し巨大のう胞内感染を疑った肺
腺癌の 1切除例
時津 浩輔（市立ひらかた病院呼吸器外科）

P33-27 安全な周術期管理を行えた脊髄小脳変性症を合
併した肺癌の 1手術例
米井 彰洋（宮崎善仁会病院呼吸器外科）

P33-28 腸型肺腺癌の 1切除例
蒔本 好史（聖マリア病院呼吸器外科）

P33-29 肺静脈破格を伴った肺癌手術症例
岩浪 崇嗣（国家公務員共済組合連合会新小倉

病院呼吸器外科）
P33-30 Multifocal micronodular pneumocyte

hyperplasia に合併した早期肺癌の 1例
調枝 治樹（岩国医療センター胸部外科）
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P33-31 同一病巣内に IgG4 関連肺疾患との混在が見られ
た原発性肺癌の一切除例
橋口 俊洋（久留米大学医学部外科学講座）

P33-32 部分肺静脈還流異常症を伴う右上葉切除の 1例
池田 敏裕（香川大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P33-33 術前両側上葉多発GGOを認め，術後病理結果で

上縦隔リンパ節転移陽性であった一例
松石健太郎（済生会熊本病院呼吸器外科）

P33-34 左 B1+2 転位気管支を伴う左上葉肺癌の 2切除
例
中岡浩二郎（土浦協同病院呼吸器外科）

P33-35 非切除予定肺葉に部分肺静脈還流異常症を有す
る肺癌の 1手術例
樽川 智人（松阪市民病院呼吸器外科）

P33-36 GGN病変に対し 10年間の経過観察後切除し浸
潤性粘液性腺癌と診断された 1例
山中 秀樹（りんくう総合医療センター呼吸器

外科）
P33-37 ステロイド治療による陰影の消退後に肺癌が顕

在化した器質化肺炎の 2例
中沢 舜（順天堂大学医学部附属練馬病院呼

吸器内科）
P33-38 肺腺癌に合併したmultiple minute pulmonary

meningothelial-like nodules（MMPMN）の 1手
術例
山本 沙希（藤枝市立総合病院）

P33-39 術後化学療法，免疫療法を施行した後，
Trousseau 症候群を発症した肺腺癌の 1例
太枝 帆高（東京女子医科大学八千代医療セン

ター）
P33-40 先天性血管異常を合併した原発性肺癌の 4例

中嶋 朔生（山口県立医療センター）
P33-41 肺門部形成を伴う左上葉肺癌術後 7年に出現し

た対側第二癌に対し肺葉切除を施行した 1例
越智 敬大（国立病院機構千葉医療センター）

P33-42 自己免疫性肝炎の治療中に自然退縮した肺癌の
1例
福嶋 恭啓（岐阜市民病院呼吸器外科）

P33-43 肺癌肺葉切除，区域切除症例における早期退院を
目指したチーム医療の取り組み
小田 誠（新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 34 p960
症例報告（術後合併症）

P34-1 突然の気漏増加を来した肺葉切除後残存肺の嚢
胞性変化の 1例
平井 裕也（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）

P34-2 右 S3 区域切除後にリンパ節転移を認め，葉切除
を追加した異型カルチノイドの一例
内田 嚴（山梨大学医学部第二外科）

P34-3 右肺下葉切除後早期気管支断端瘻に対する一期
的手術の有効性について
田中 明彦（市立札幌病院呼吸器外科）

P34-4 左肺上葉切除後の肺静脈断端血栓～当院におけ
る血栓形成の頻度と経過～
小野里良一（群馬県立がんセンター呼吸器外科）

P34-5 気道ステント留置後に手術を施行した右上葉肺
門部扁平上皮癌の 1例
北原 直人（大阪はびきの医療センター呼吸器

外科）
P34-6 右上葉切除後膿胸に対し，有茎広背筋及び腹直筋

弁充填と局所陰圧閉鎖療法で治癒し得た一例
野亦 悠史（豊橋市民病院呼吸器外科）

P34-7 肺癌手術時に肋間開胸操作により翼状肩甲を呈
した一例
磯野 友美（近畿大学奈良病院）

P34-8 肺癌術後に脊髄 塞を発症した 1例
小野寺 賢（仙台医療センター呼吸器外科）

P34-9 肺瘻からの吸引性肺炎が懸念され，治療に難渋し
た術後遅発性肺瘻の一例
藤元静太郎（九州大学病院臨床・腫瘍外科）

P34-10 術後気管支瘻をタコシール貼付で閉鎖し得た 1
例
内田 祐良（久留米総合病院外科／久留米大学

医学部外科学講座）
P34-11 肺癌術後乳び胸治癒後に遅発性に乳び胸の再発

を認めた 1例
標 玲央名（市立大津市民病院呼吸器外科）

P34-12 右上葉肺癌術後乳糜胸に対しリンパ管造影が有
効であった 1例
徳永 義昌（高知医療センター呼吸器外科）

P34-13 腹膜透析後に横隔膜交通症と診断され胸腔鏡下
横隔膜瘻孔閉鎖術にて軽快した 1症例
我喜屋 亮（豊見城中央病院外科）

P34-14 EWS充填とアロンアルファArrr の併用が奏効
した難治性有瘻性膿胸の 1例
井本 智博（相模原協同病院呼吸器外科）

P34-15 進行肺癌に対して非標準治療として放射線治療
後に胸壁壊死，膿胸を起こした 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）
P34-16 持続陽圧呼吸療法（CPAP）と間質性肺炎，ステ

ロイド療法が誘因と考えられた肺癌術後肺気瘤
の 1切除例
藤林 祐介（兵庫県立がんセンター呼吸器外科）
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12：50～13：50 一般演題（ポスター） 35 p964
症例報告（局所進行：III 期）

P35-1 左肺癌の経過中に自然左全肺捻転を来した 1剖
検例
土井田 務（関西労災病院呼吸器外科）

P35-2 同一肺葉内に多発結節影を認めた原発性肺癌に
対して肺葉切除を行った 2例
田村 創（千葉大学医学部附属病院成田赤十

字病院肺癌治療センター）
P35-3 甲状腺癌を合併した肺尖部胸壁浸潤肺癌の 1例

長 靖（札幌南三条病院呼吸器外科）
P35-4 低肺機能の肺癌患者に対し胸腔鏡下左上葉切除

術後にHOT導入を回避できた 1例
嘉数 修（中頭病院呼吸器外科）

P35-5 両側下肺気管支拡張症と中葉低形成を合併した
右上葉のN2多形肺癌に手術を先行した 1例
山本 耕三（高邦会高木病院呼吸器外科）

P35-6 Resectability の判断に苦慮しながら肺全摘術を
施行した左巨大SCCの 1例
清水 淳三（北陸中央病院呼吸器外科）

P35-7 乳び胸を合併した原発性肺癌の 2症例
新垣 若子（琉球大学大学院医学研究科感染

症・呼吸器・消化器内科学）
P35-8 Stage3B 肺癌に放射線化学療法施行 15年後，胸

骨骨髄炎から気管皮膚瘻，気管離断，腕頭動脈破
綻を来した 1例
藤田 顕弘（山口大学大学院器官病態外科学呼

吸器外科）
P35-9 縦隔リンパ節転移を認めた多発GGNの 1切除

例
本多 陽平（下関市立市民病院呼吸器外科）

P35-10 椎体浸潤肺癌に対する椎体合併右上葉切除術の
1例
黒田紗菜恵（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）
P35-11 閉塞性肺炎を伴う肺壊死により重篤化した右肺

癌に対し右肺全摘除術により救命し得た一例
中川 隆行（結核予防会複十字病院呼吸器外

科／国立病院機構茨城東病院呼吸
器外科）

P35-12 原発不明肺門リンパ節癌に対して右上葉スリー
ブ切除術を行った一例
松本 学（済生会中津病院呼吸器外科）

P35-13 胸骨正中切開アプローチにて切除し得た巨大コ
ロイド肺腺癌の 1切除例
中村 大輔（独立行政法人国立病院機構まつも

と医療センター呼吸器外科）

P35-14 化学放射線療法後のサルベージ右肺全摘後に有
瘻性膿胸を発症するもVAC療法を併用して根治
が得られた 1例
中井 健（倉敷中央病院呼吸器外科）

P35-15 右上葉切除後 17年目，中葉中枢に発生した肺癌
の 1手術例―安全性担保の工夫―
中島 由貴（埼玉県立がんセンター胸部外科）

P35-16 胸椎合併切除における胸管損傷の 1例
泉 信博（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

P35-17 肺腺癌の肺食道瘻に対して食道バイパス術を施
行し術後治療が奏効した一例
松原 泰輔（東京医科大学茨城医療センター呼

吸器外科）
P35-18 デュルバルマブ投与後に血小板減少症を発症し

た一例
田中 太郎（名古屋掖済会病院呼吸器内科）

P35-19 気管瘻を伴った進行肺癌による気道狭窄に対し
気道ステント留置により長期にわたり良好な
QOLを維持できた 1例
高嶋 美佳（徳島大学大学院胸部・内分泌・腫

瘍外科）
P35-20 肝機能異常によりクリゾチニブ投与中止後半年

以上も奏功を維持したROS1 遺伝子転座陽性肺
腺癌術後再発の一例
滝 雄史（JCHOうつのみや病院呼吸器外科）

P35-21 デュルバルマブ投与後に広範な肺壊死を生じた
一例
折中 雅美（地域医療機能推進機構中京病院呼

吸器内科）
P35-22 デュルバルマブ維持療法中にびまん性小結節影

を呈する器質化肺炎を生じた肺癌の 1例
鍋島 新志（広島赤十字・原爆病院呼吸器科）

P35-23 肺癌術後化学療法中に発症した壊死性虚血性大
腸炎の 1例
北村 将司（医仁会武田総合病院呼吸器外科）

P35-24 肺門，縦隔リンパ節転移を呈した T0肺腺癌の 2
手術例
片山 達也（県立広島病院呼吸器外科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 36 p970
オリゴ再発/サルベージ

P36-1 陽子線治療後の局所再発に対して手術を施行し
た症例
南谷 有香（JA愛知厚生連江南厚生病院呼吸器

内科）
P36-2 術前診断に苦慮した肺腺扁平上皮癌と腹壁転移

の 1切除例
西川 仁士（津山中央病院）



第
3
日
目

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 161―

P36-3 長期生存を得ている肺多型癌の 1例
田嶋 公平（桐生厚生総合病院呼吸器外科）

P36-4 肺腺癌術後に肋骨破壊を伴う壁側胸膜再発を来
した 1例
臼井 葉月（小樽協会病院外科・呼吸器外科）

P36-5 多形癌術後胸壁再発に対して外科的切除を施行
した 1例
金 泰雄（大阪府済生会中津病院呼吸器外科）

P36-6 集学的治療により長期生存が得られているス
テージ IVb 腺癌の 1例
山下 眞一（福岡大学筑紫病院呼吸器・乳腺セ

ンター）
P36-7 肺切除後異時性肺癌に対して，二期的に胸腔鏡手

術を施行しえた 9例の検討
森藤 良浩（唐津赤十字病院呼吸器外科）

P36-8 肺腺癌術後 8年目に孤発性胸膜転移を来した一
例
杉浦 裕典（大阪大学大学院医学系研究科外科

学講座呼吸器外科学）
P36-9 異時性に両側副腎オリゴ転移に放射線治療を行

った 1例
永田 和也（公立館林厚生病院放射線治療科）

P36-10 肺腺癌骨転移の治療後に放射線誘発性肉腫を発
症した 1例
桶屋こむぎ（黒部市民病院呼吸器内科）

P36-11 肺癌術後 oligo-recurrence metastasis に対する
局所治療の有用性の検討
小野沢博登（神奈川県立がんセンター呼吸器科）

P36-12 非小細胞肺癌術後の脳転移再発症例における臨
床像および治療戦略とその成績
池 晃弘（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

P36-13 原発性肺扁平上皮癌術後肝転移再発に対してペ
ンブロリズマブ投与後に肝切除を行った 1症例
岡部 まや（横浜市立大学医学部外科治療学教

室）
P36-14 TKI 加療後の Salvage surgery の検討

奥田 昌也（明和病院呼吸器外科）
P36-15 免疫チェックポイント阻害剤投与後に外科切除

を行った 2例
橋本 崇史（新別府病院呼吸器外科）

P36-16 cStage IVA 期肺癌に対し根治的化学療法施行後
#7リンパ節の急速増大のため救済手術を行った
肺大細胞癌の 1例
直海 晃（はるひ呼吸器病院）

P36-17 術後再発に対してEGFR-TKI とサルベージ手術
により長期生存が得られた肺癌の 2例
芳野 充（千葉県がんセンター呼吸器外科）

P36-18 局所進行非小細胞肺癌に対する放射線化学療法
＋Durvalumab 維持療法後にサルベージ手術を
施行し得た一例
北原 大和（済生会唐津病院外科）

P36-19 抗凝固療法，化学療法施行後に salvage surgery
を施行した Trousseau’s syndrome 合併肺腺癌の
一例
江間 俊哉（藤枝市立総合病院呼吸器外科）

P36-20 外腸骨リンパ節転移を伴う IV 期肺癌に対して手
術を含めた集学的治療により長期無再発生存を
得ている 1例
渋谷 幸見（杏林大学医学部外科学教室（呼吸

器・甲状腺））
P36-21 肺癌術後 5年で甲状腺単発転移を来した肺腺癌

の 1例
八巻 英（桐生厚生総合病院呼吸器外科）

P36-22 化学療法後，原発巣に対してサルベージ手術を施
行した IIIB 期切除不能肺癌の 1例
藏井 誠（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）
P36-23 肺腺癌術後の単発肝転移切除後にゲフィチニブ

の長期投与によって長期生存を得た一例
野海 拓（岡山済生会総合病院内科）

P36-24 免疫チェックポイント阻害薬による治療中オリ
ゴ再発を認めるも局所治療追加で寛解状態が維
持できている 3例
余田 誠（滋賀医科大学呼吸器外科）

P36-25 長期の EGFR-TKI 投与により段階的な扁平上皮
癌への形質転換を認めたEGFR変異陽性肺癌の
1例
春木 朋広（鳥取大学医学部胸部外科）

P36-26 エルロチニブが奏功したが獲得耐性化したため
サルベージ肺切除手術を 2回施行した再発肺癌
の 1例
北野健太郎（東京大学医学部附属病院呼吸器外

科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 37 p976
転移性肺腫瘍

P37-1 腎細胞癌肺転移に対する肺切除症例の検討
萩原 清彦（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター）
P37-2 乳癌肺転移に対する転移巣切除の有効性の検討

野津田泰嗣（東北大学加齢医学研究所呼吸器外
科学分野）

P37-3 膵癌からの転移性肺腫瘍 7例についての検討
山口 美保（東京都立多摩総合医療センター）

P37-4 腺様嚢胞癌肺転移 4症例の画像所見
斉藤 彰俊（山梨県立中央病院放射線診断科）
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P37-5 肺癌術後肺内転移再発に対する手術例の検討
西井 開（千葉県がんセンター呼吸器外科）

P37-6 当院における肺腫瘍血栓性微小血管症（PTTM）5
例の検討
大場 智広（さいたま赤十字病院呼吸器内科）

P37-7 乳癌の肺転移に対する肺葉切除は許されるか？
宮城 淳（沖縄赤十字病院呼吸器外科）

P37-8 尿膜管癌肺転移に対して外科切除を施行した 3
例の検討
壺井 貴朗（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
P37-9 膵癌肺転移に対し手術した 6症例の検討

境澤 隆夫（長野市民病院呼吸器外科）
P37-10 膵癌に対し膵切除後の患者に対する肺腫瘍切除

の検討
宮下 裕大（大阪大学呼吸器外科）

P37-11 比較的稀な経過をたどっている泌尿器癌肺転移
の 3例
河中 聡之（西宮市立中央病院外科）

12：50～13：50 一般演題（ポスター） 38 p979
症例報告（転移性肺腫瘍）

P38-1 特徴的な画像所見を認めた心臓原発血管肉腫肺
転移の 1例
上田 宰（金沢大学附属病院呼吸器内科）

P38-2 移動型CTと術中ナビゲーションシステムを用
いて切除できた触知困難微小転移性肺腫瘍の 1
例
上林明日翔（聖隷浜松病院）

P38-3 PSA が正常値を示した前立腺癌多発肺転移の一
例
冨田栄美子（宝塚市立病院呼吸器外科）

P38-4 乳癌術後 15 年目，検診胸部単純写真にて発見さ
れた胸膜播種再発の 1例
小来田佑哉（大阪刀根山医療センター）

P38-5 右上葉切除検体内に 3種類の腫瘍を認めた一例
青木 輝（済生会宇都宮病院呼吸器外科）

P38-6 10 年以上長期生存している尿膜管癌肺転移の一
例
田村 志宣（和歌山県立医科大学血液内科）

P38-7 長期生存が得られた肺動脈転移を伴った子宮肉
腫の 1切除例
河合 宏（藤田医科大学医学部呼吸器外科）

P38-8 診断に苦慮した両側多発肺平滑筋肉腫の 1例
竹内 真吾（日本医科大学多摩永山病院）

P38-9 肺腺癌術後 4年目にすりガラス状結節影として
肺内転移巣が出現し，その診断に遺伝子検査が参
考になった 1例
鈴木 啓史（大阪鉄道病院呼吸器外科）

P38-10 術中迅速診断で炎症性病変と診断された肺紡錘
細胞癌の一例
鈴木 光恵（横須賀共済病院呼吸器センター，呼

吸器外科）
P38-11 肺転移を来した耳下腺多型腺腫の 1例

石田 順造（市立四日市病院呼吸器外科）
P38-12 胸腔鏡下右肺S7+S9+S10複合区域切除術にて切

除し得た膵癌多発肺転移の一切除例
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）
P38-13 腎細胞癌術後 21年目に切除された転移性肺腫瘍

の 1例
竹村 千尋（厚生連高岡病院胸部外科）

P38-14 甲状腺癌術後 20年目にきたした肺転移の 1切除
例
一ノ瀬修二（船橋市立医療センター呼吸器外科）

P38-15 全面癒着が疑われたため肺部分切除術前に皮膚
マーキングを施行した 1例
古谷 竜男（京都府立医科大学呼吸器外科）

P38-16 大腸癌の血行性転移による右肺下葉の転移巣か
ら，リンパ行性に転移・再発を繰り返した 1例
川田 悠（春日部市立医療センター呼吸器セ

ンター）
P38-17 肺転移に対して集学的治療を行った皮膚原発悪

性神経鞘腫の 1例
坂口 泰人（市立岸和田市民病院呼吸器セン

ター）
P38-18 大腸癌肝転移再発治療後 16年目の肺単発転移再

発に対し外科的切除を施行し得た 1例
小森 和幸（防衛医科大学校病院呼吸器外科）

P38-19 脳転移，胸壁転移等の再発を認めるも集学的治療
を行い長期生存を得ている肺癌の 1例
西川 敏雄（井上病院）

P38-20 孤立性結節を呈した肺類上皮血管内皮腫の 1切
除例
井口 貴文（NHO姫路医療センター）

P38-21 胃癌術後 10 年で初再発が確認された右上葉限局
の転移移性肺腫瘍の 1切除例
大橋 千裕（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）
P38-22 子宮体癌術後 23年目に発見された転移性肺腫瘍

の 1切除例
吉津 晃（横浜市立市民病院呼吸器外科）

P38-23 後腹膜脂肪肉腫の単発肺転移に対する 1切除例
吉田 将和（川崎医科大学総合医療センター総

合外科）
P38-24 子宮筋腫術後に肺転移を生じた 2例

市川 靖久（名古屋第一赤十字病院）
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P38-25 腎癌術後 20 年目に発見され原発性肺癌・非結核
性抗酸菌感染症との鑑別困難であった腎癌肺転
移の 1手術例
渡邉 裕樹（JA愛知厚生連豊田厚生病院呼吸器

外科）
P38-26 肝細胞癌の胸膜転移の 1例

上村 亮介（兵庫県立淡路医療センター呼吸器
外科）

P38-27 演題取下げ
P38-28 十二指腸乳頭部癌・左乳癌術後の両側多発肺胸

膜結節に対し，胸膜生検により診断したMAC
症による胸膜炎
倉部亜由美（社会医療法人宏潤会大同病院）


