
第 61 回日本肺癌学会学術集会

日　　程

第 1日
（11 月 12 日　木曜日）
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11 月 12 日（木） 第 1会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス（ABC））
9：00～11：00 シンポジウム 1 p456
遺伝子パネル検査によって肺がん診療はどう変わった
か？
座長：豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸

器・乳腺内分泌外科学）
秋田 弘俊（北海道大学大学院医学研究院腫瘍内科学

教室）

S1-1 遺伝子パネル検査によって肺がん診療はどうか
わったか？ 臨床医の立場から
里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

S1-2 がん遺伝子パネル検査に基づく新たな治療選択
肢としての患者申出療養試験
角南久仁子（国立がん研究センター中央病院臨

床検査科）
S1-3 LC-SCRUM-Asia における遺伝子パネル検査の

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）
S1-4 遺伝子パネル検査前後の肺癌診療―病理の立場

から―
羽場 礼次（香川大学医学部附属病院病理診断

科・病理部）
S1-5 バイオインフォマティシャンの立場から肺がん

診療における遺伝子パネル検査の利活用方法に
ついて
冨田 秀太（岡山大学病院ゲノム医療総合推進

センター）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 1
EGFRm+ NSCLC：recent updates and optimal
treatment strategy
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）

LS1 David Planchard（INSTITUTE GUSTAVE
ROUSSY, Department of
Medical Oncology, Thoracic
Group, Villejuif -France）
共催：アストラゼネカ株式会社

13：20～13：50 篠井・河合賞受賞記念講演 p440
座長：弦間 昭彦（日本肺癌学会理事長/日本医科大学大学

院医学研究科呼吸器内科学分野）

ML 肺がんの治療抵抗性因子の探索と根治を目指し
た新規治療法の開発
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）

14：00～15：00 High-lighted Session p450
座長：前門戸 任（岩手医科大学呼吸器内科）

HL-1 Adjuvant osimertinib therapy in stage IB-IIIA
EGFR mutation positive（EGFRm）NSCLC after
tumour resection：ADAURA
Masahiro Tsuboi（Department of Thoracic

Surgery and Oncology,
National Cancer Center
Hospital East, Kashiwa,
Japan）

HL-2 First-line Nivolumab + Ipilimumab +
Chemotherapy in Advanced NSCLC：
CheckMate 9LA Asian Patients
Hiroshi Sakai（Saitama Cancer Center, Saitama,

Japan）
HL-3 Selpercatinib（LOXO-292）in Patients with RET -

Fusion+ Non-Small-Cell Lung Cancer
Koichi Goto（National Cancer Center Hospital

East, Kashiwa, Japan）
HL-4 Trastuzumab deruxtecan（T-DXd）in HER2-

mutated metastatic NSCLC：interim results of
DESTINY-Lung01
Yasushi Goto（National Cancer Center Hospital,

Tokyo, Japan）

15：10～17：10 ワークショップ 1 p472
リキッドバイオプシーの可能性
座長：大江裕一郎（国立がん研究センター中央病院呼吸器内

科）
萩原 弘一（自治医科大学内科学講座呼吸器内科学部

門）

WS1-1 EGFR変異陽性肺癌におけるリキッドバイオプ
シーの有用性
西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学）

WS1-2 ALK 陽性肺癌における有用性
後藤 悌（国立がん研究センター中央病院）
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WS1-3 免疫チェックポイント阻害薬における有用性
洪 泰浩（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）

WS1-4 リキッドバイオプシーの有効性に関する前向き
観察研究（LC-SCRUM-Liquid）
善家 義貴（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）

11 月 12 日（木）第 2会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス（D））
9：00～11：00 ワークショップ 2（低線量CT肺がん

検診国際ワークショップ企画）
International Workshop on Low-dose
CT Scan for Lung Cancer p473

肺がん死亡率減少を目指して～肺がん検診 次のステ
ップへ
～Aiming to Reduce Lung Cancer Mortality - Lung
Cancer Screening；What’s Next？
座長：祖父江友孝（大阪大学大学院医学系研究科社会医学講

座環境医学）
関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科）

WS2-1 わが国の肺がん検診の現状
中山 富雄（国立がん研究センター社会と健康

研究センター）
WS2-2 わが国の先駆的低線量CT検診―長野県におけ

る歩み―
丸山雄一郎（JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療

センター放射線科）
WS2-3 日本における低線量CT検診の有効性評価―日

立コホート研究―
名和 健（なわ内科・呼吸器クリニック）

WS2-4 NELSON Study
Harry J de Koning（Department of Public

Health, Erasmus MC
University Medical Centre）

WS2-5 Japanese CT Screening Trial―The JECS Study
佐川 元保（東北医科薬科大学医学部光学診療

部）

15：10～16：40 ワークショップ 3 p474
肺がん診断と治療の最前線
座長：金澤 右（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科放射

線医学）
坂 英雄（国立病院機構名古屋医療センター呼吸器

内科・腫瘍内科）

WS3-1 クライオバイオプシー検体のNGSと適応
丹羽 崇（神奈川県立循環器呼吸器病セン

ター呼吸器内科）

WS3-2 CT ガイド下肺生検
平木 隆夫（岡山大学医学部放射線医学講座）

WS3-3 CT ガイド下肺アブレーション
松井 裕輔（岡山大学放射線科）

WS3-4 肺がんによる上大静脈症候群に対するステント
留置
菅原 俊祐（国立がんセンター中央病院放射線

診断科）
WS3-5 肺がん治療での硬性気管支鏡による挑戦

高濱 誠（大阪市立総合医療センター呼吸器
外科）

WS3-6 NGSに耐え得る気管支鏡生検の手法
出雲 雄大（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）

16：40～17：10 肺癌登録合同委員会報告 p514
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫瘍内

科）

学_肺癌登録 肺癌登録事業の年次報告：新たな事業について
鈴木 秀海（全国肺癌登録合同委員会）
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11 月 12 日（木） 第 3会場（ホテルグランヴィア岡山 3F クリスタル）
9：00～11：00 シンポジウム 2 p457
進行胸部悪性腫瘍に対する拡大手術：どこまで切れる
の？（ビデオシンポジウム）
座長：伊達 洋至（京都大学大学院医学研究科呼吸器外科

学）
鈴木 健司（順天堂大学附属順天堂医院呼吸器外科）

S2-1 肺門部進行肺癌に対する複雑気管支形成術
月岡 卓馬（大阪市立大学医学部呼吸器外科）

S2-2 Sleeve pneumonectomy 治療成績―化学放射線
療法施行例や salvage surgery を含めて―
内田 真介（順天堂大学医学部呼吸器外科）

S2-3 当院における気管または分岐部切除
石橋 洋則（東京医科歯科大学附属病院呼吸器

外科）
S2-4 どこまで肺動脈は再建可能か?広範囲な肺動脈

浸潤肺がんに対する自家組織による肺動脈再建，
全摘回避の手技
渡辺 俊一（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）
S2-5 胸部大動脈合併切除・再建を要する胸部悪性腫

瘍に対する治療戦略（部分体外循環下の total
debranch 再建法）
舟木壮一郎（大阪大学医学部呼吸器外科）

S2-6 大血管浸潤を疑う胸腺上皮性腫瘍はどこまで切
除可能か
松本 勲（金沢大学呼吸器外科）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 2
肺がん個別化医療の現状と未来
座長：樋田 豊明（愛知県がんセンター呼吸器内科部）

LS2-1 希少肺癌の治療戦略
大橋 圭明（岡山大学病院呼吸器・アレルギー

内科）
LS2-2 肺癌薬物療法の次なるターゲット

後藤 悌（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）

共催：ノバルティスファーマ株式会社

15：10～17：10 学術委員会企画シンポジウム 1 p504
AI がひらく肺癌診療・研究の未来
座長：西岡 安彦（徳島大学大学院医歯薬学研究部呼吸器・

膠原病内科学分野）
鈴木 弘行（福島県立医科大学附属病院呼吸器外科）

学S1-1 AI はどこからきてどこにむかうか
松原 仁（東京大学大学院情報理工学系研究

科）
学S1-2 AI・機械学習による疾患層別化と予測

川上 英良（千葉大学大学院医学研究院）
学S1-3 肺癌検診におけるAI 技術の導入

樋口 光徳（福島県立医科大学会津医療セン
ター呼吸器外科）

学S1-4 病理診断：AI を活用した肺癌病理診断
北村 由香（株式会社N Lab）

学S1-5 AI システムによる内視鏡外科手術支援
徳安 達士（福岡工業大学情報工学部情報シス

テム工学科）
学S1-6 個別化医療：ビッグデータを用いたゲノム個別

化医療の可能性
岡田 随象（大阪大学大学院医学系研究科）

17：20～18：10 イブニングセミナー 1
New standard for the treatment of SCLC
座長：上月 稔幸（国立病院機構四国がんセンター呼吸器内

科臨床研究センター）

ES1 金 永学（京都大学大学院医学研究科呼吸器
内科学）

共催：中外製薬株式会社
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11 月 12 日（木） 第 4会場（ホテルグランヴィア岡山 3F パール）
9：00～11：00 ワークショップ 4 p475
肺小細胞癌を含む神経内分泌腫瘍の実臨床での経験と
エビデンスの融合
座長：笠原 寿郎（金沢大学附属病院呼吸器内科）

佐々木高明（旭川医科大学呼吸器センター）

WS4-1 肺カルチノイドの治療：当科手術例の検討およ
び術後再発治療
吉井 直子（聖隷三方原病院呼吸器センター外

科）
WS4-2 実臨床下における進展型小細胞肺癌に対するカ

ルボプラチン＋エトポシド＋アテゾリズマブの
治療成績
金村 宙昌（近畿大学病院腫瘍内科）

WS4-3 LD-small の最新の臨床試験とエビデンス
駄賀 晴子（大阪市立総合医療センター）

WS4-4 進展型小細胞肺癌に対する化学療法の最新のエ
ビデンス
釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
WS4-5 小細胞肺癌をはじめとする肺神経内分泌腫瘍に

対する治療～肺癌診療ガイドラインにおける治
療推奨を踏まえて
森瀬 昌宏（名古屋大学大学院医学系研究科呼

吸器内科学）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 3
がんゲノム医療の現状と課題―新たなパネル検査の紹
介―
座長：豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸

器・乳腺内分泌外科学）

LS3 遠西 大輔（岡山大学病院ゲノム医療総合推進
センター）

共催：イルミナ株式会社

15：10～16：40 禁煙ワークショップ p512
禁煙を通して肺がん撲滅をめざす
座長：西井 研治（岡山県健康づくり財団附属病院）

國近 尚美（山口赤十字病院内科）

NSW-1 呼吸器内科医はなぜ・どうやって患者に禁煙を
すすめているのか
川井 治之（岡山済生会総合病院）

NSW-2 チーム医療としての禁煙支援―看護師の役割―
園田 由美（川崎医療福祉大学）

NSW-3 患者による禁煙支援―結心プロジェクト―
田中 勇（ライオンハート岡山）

NSW-4 禁煙を通して肺がん撲滅をめざす
田淵 貴大（大阪国際がんセンターがん対策セ

ンター疫学統計部）

17：20～18：10 イブニングセミナー 2
NGS遺伝子パネル解析による肺がん個別化精密医療に
向けた取り組み
座長：加藤 菊也（奈良先端科学技術大学院大学先端科学技

術研究科）

ES2-1 オープニングリマークス「肺癌コンパクトパネル
の開発背景」
加藤 菊也（奈良先端科学技術大学院大学先端

科学技術研究科）
ES2-2 細胞診検体を利用したコンパクトパネル検査の

実装に向けて
森川 慶（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

共催：株式会社ＤＮＡチップ研究所

11 月 12 日（木） 第 5会場（ANAクラウンプラザホテル 1F 曲水）
9：00～11：00 ワークショップ 5 p477
肺がん患者におけるACPを考える
座長：井上 彰（東北大学大学院医学系研究科緩和医療学

分野）
高下 典子（岡山大学病院看護部腫瘍センター）

WS5-1 終末期の意思決定支援を考える―EOLDと ACP
木澤 義之（神戸大学医学部緩和支持治療科）

WS5-2 Advance care Planning：緩和ケア病棟における
ACPの実際
山根 弘路（川崎医科大学総合内科学 4）

WS5-3 地域がん診療連携拠点病院における肺がん患者
のACPの現状と課題
福井由紀子（姫路赤十字病院）
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WS5-4 肺がん患者におけるACP導入後の良い点と困難
な点の検討
近松 あや（国立病院機構九州がんセンター）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 4
ドライバー遺伝子変異陰性だった・・・（涙）
いやいや，案ずるなかれ！
～ドライバー遺伝子変異陰性NSCLCの
最適な治療シークエンスを考える～
座長：村上 晴泰（静岡県立静岡がんセンター化学療法セン

ター・呼吸器内科）

LS4 秦 明登（神戸低侵襲がん医療センター呼吸
器腫瘍内科）
共催：日本イーライリリー株式会社

15：10～17：10 シンポジウム 3 p458
肺癌治療にAI やビッグデータ解析の力により，新しい
早期診断や臨床研究の形を学ぶ
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）
中村 健一（国立がん研究センター中央病院臨床研究

支援部門）

S3-1 肺癌画像診断におけるAI 活用
野村 行弘（東京大学医学部附属病院コンピ

ュータ画像診断学/予防医学講座）
S3-2 医療リアルワールドデータベースの構築と臨床

研究の実際
川上 浩司（京都大学大学院医学研究科薬剤疫

学）
S3-3 ビッグデータ時代における疾患レジストリの在

り方を考える
徳増 裕宣（倉敷中央病院臨床研究センター／

リアルワールドデータ株式会社）
S3-4 レジストリデータを用いた肺癌に対する新薬の

開発と承認審査
野中 孝浩（独立行政法人医薬品医療機器総合

機構医療情報活用部疫学課）

11 月 12 日（木） 第 6会場（岡山コンベンションセンター 2F レセプションホール）
9：00～11：00 ワークショップ 6 p478
ドライバー変異を有する肺癌を ICI でいかに治療するか
座長：金 永学（京都大学医学部呼吸器内科）

別所 昭宏（岡山赤十字病院呼吸器内科）

WS6-1 ドライバー遺伝子変異を有する肺がんの腫瘍免
疫環境～基礎的な立場から～
小山 正平（国立がん研究センター先端医療開

発センター免疫トランスレーショ
ナルリサーチ分野／大阪大学大学
院医学系研究科呼吸器免疫内科学）

WS6-2 BRAF 遺伝子変異陽性肺癌に対する免疫チェッ
クポイント阻害薬の治療効果
酒井 徹也（国立がん研究センター東病院）

WS6-3 KRAS変異陽性肺癌に対する免疫チェックポイ
ント阻害薬の治療効果の検討
田宮裕太郎（国立がん研究センター東病院）

WS6-4 ドライバー変異陽性肺がんに対し化学療法＋免
疫チェックポイント阻害剤併用療法は有効か？
上月 稔幸（国立病院機構四国がんセンター呼

吸器内科）

WS6-5 ドライバー変異陽性非小細胞肺がんに対する新
規治療戦略
林 秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 5
「今キイトルーダの使い方をもう一度考えてみよう」
座長：久保田 馨（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器内

科学分野）

LS5 大泉 聡史（独立行政法人国立病院機構北海道
がんセンター呼吸器内科）

共催：MSD株式会社

15：10～17：10 シンポジウム 4 p459
さまざまな遠隔転移に対する最新アプローチ
座長：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）

澁谷 景子（大阪市立大学放射線治療科）

S4-1 非小細胞肺癌脳転移に対する治療アプローチ
井内 俊彦（千葉県がんセンター脳神経外科）

S4-2 肺がん骨転移の治療戦略
中田 英二（岡山大学病院整形外科）
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S4-3 肝転移のマネジメント
軒原 浩（徳島大学大学院医歯薬学研究部呼

吸器・膠原病内科学分野）

S4-4 Oligometastases 発祥の背景から現在の分類お
よび展望まで
新部 譲（久留米大学医学部公衆衛生学講

座／Oligometastases 研究所）

11 月 12 日（木）第 7会場（岡山コンベンションセンター 3F コンベンションホール）
9：00～11：00 緊急企画 p442
COVID-19 流行下の肺癌治療
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）

緊急 1 COVID-19 がもたらした苦悩・葛藤と新たな光
（現場医師の立場から）
古屋 直樹（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

緊急 2 COVID-19 パンデミックにおける肺がん診療―
Expert Opinion 作成について内科の立場から
滝口 裕一（千葉大学医学部腫瘍内科）

緊急 3 COVID-19 流行下の肺癌治療（外科）
池田 徳彦（東京医科大学呼吸器甲状腺外科）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 6
NSCLC治療における免疫チェックポイント阻害剤～私
の処方～
座長：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）

LS6 倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍
内科）

共催：小野薬品工業株式会社

15：10～17：10 ワークショップ 7 p479
高齢肺癌患者の抱える問題にどう取り組むべきか？
座長：服部 登（広島大学大学院医系科学研究科分子内科

学）
安藤 雄一（名古屋大学医学部附属病院化学療法部）

WS7-1 高齢肺がん患者のリスクアセスメントの実際と
将来展望
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）
WS7-2 高齢肺癌患者における認知症合併への対応

阿部 康二（岡山大学脳神経内科）
WS7-3 ポリファーマシーに対する取り組み

佐々木哲哉（昭和大学病院臨床試験支援セン
ター）

WS7-4 サルコペニアは高齢者肺癌手術における合併症
リスクおよび予後不良因子である
川口 庸（滋賀医科大学呼吸器外科）

WS7-5 高齢肺癌患者を地域で役割分担して診るための
包括的な取り組み
鳥羽 博明（徳島大学大学院胸部内分泌腫瘍外

科）
WS7-6 超高齢者の肺癌治療を考える

久保 寿夫（岡山大学病院腫瘍センター）

11 月 12 日（木） 第 8会場（岡山コンベンションセンター 3F 301 会議室）
9：00～9：40 一般演題（口演） 1 p528
生物学 /基礎 /トランスレーショナル研究 1
座長：中山 治彦（神奈川県立がんセンター呼吸器外科）

福田 実（長崎大学病院がん診療センター）

O1-1 肺癌術後予後に相関する遺伝子変異プロファイ
ルの解析
後藤太一郎（山梨県立中央病院呼吸器外科）

O1-2 走査分子計数法を用いたmiR 200c-3p による肺
癌リンパ節転移高感度検出
佐田 諭己（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）

O1-3 摘出肺 ex-vivo BAL モデルを用いた遺伝子学的
肺癌診断法の開発
大竹宗太郎（山梨県立中央病院呼吸器外科）

O1-4 Egfr 改変肺癌マウスモデルを用いたAd-SGE-
REIC の抗腫瘍効果の検討
中須賀崇匡（岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科血液・腫瘍・呼吸器内科学）
O1-5 特発性肺線維症合併肺癌の悪性化とPeriostin と

の関連
大和 寛幸（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器外科学）
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9：40～10：28 一般演題（口演） 2 p529
生物学 /基礎 /トランスレーショナル研究 2
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）
木村 智樹（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内

科）

O2-1 デジタル PCRによる肺癌に関与するマイクロバ
イオームの探索
清水 理光（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科学分野）
O2-2 病理病期 I 期肺腺癌における充実型増殖の遺伝

子発現解析
城所 嘉輝（鳥取大学医学部呼吸器・乳腺内分

泌外科分野）
O2-3 SHP2 阻害剤は遺伝子変異陽性肺癌細胞株にお

ける分子標的薬の効果を増強する
狩野 裕久（岡山大学大学院血液・腫瘍・呼吸

器内科学）
O2-4 悪性中皮腫におけるROR1 標的治療の基礎的検

討
三宅 規子（川崎医科大学総合医療センター研

究ユニット）
O2-5 ニボルマブ治療を受けた非小細胞肺癌患者にお

けるPD-L1 陽性血中循環腫瘍細胞（CTC）の臨
床的意義の長期的評価
佐藤 孝一（和歌山県立医科大学第三内科）

O2-6 PAI-1 は EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌のEGFR
チロシンキナーゼ阻害薬に対する耐性獲得に関
与する
徳毛健太郎（広島大学病院呼吸器内科）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 7
石綿による肺がん―石綿ばく露を示す医学的指標の重
要性―
座長：三浦溥太郎（公益社団法人地域医療振興協会横須賀市

立うわまち病院呼吸器科）

LS7 由佐 俊和（独立行政法人労働者健康安全機構
千葉労災病院健診部）

共催：独立行政法人環境再生保全機構

15：10～15：50 一般演題（口演） 3 p530
生物学 /基礎 /トランスレーショナル研究 3
座長：片山 量平（がん研究会がん化学療法センター基礎研

究部）
木下 一郎（北海道大学病院がん遺伝子診断部）

O3-1 終末期肺がん患者予後に影響する血清炎症性
マーカーの検討と新たな予後予測指標の提案
山根 弘路（川崎医科大学総合内科学 4）

O3-2 肺扁平上皮癌切除症例における腫瘍内浸潤リン
パ球に着目した臨床病理学的検討
市来 嘉伸（国立病院機構埼玉病院呼吸器外科）

O3-3 Egfr 改変肺癌マウスモデルを用いたEGFR-
TKI，抗 VEGFR-2 抗体と抗 PD-1 抗体併用療法
の検討
西井 和也（岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科血液・腫瘍・呼吸器内科学）
O3-4 肺腺癌 183 例における癌幹細胞マーカー

Aldehyde dehydrogenase 1（ALDH1）発現の意
義
小山倫太郎（産業医科大学医学部第二外科学）

O3-5 演題取下げ

15：50～16：30 一般演題（口演） 4 p532
生物学 /基礎 /トランスレーショナル研究 4
座長：大崎 能伸（旭川医科大学呼吸器センター/医療法人

社団慶友会吉田病院）
北口 聡一（広島市立安佐市民病院腫瘍内科・呼吸器

内科）

O4-1 患者由来肺癌オルガノイドの樹立と個別化医療
への応用
深澤 拓也（川崎医科大学総合外科学）

O4-2 肺癌用高感度遺伝子検査パネル開発の現状
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）
O4-3 EGFR変異の頻度は母系の起源の違いにより異

なる：ミトコンドリアDNA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）
O4-4 Combined analysis of serum proteins in

advanced NSCLC treated with immune
checkpoint inhibitors
小柳 潤（和歌山県立医大第三内科）

O4-5 間質性肺炎合併肺癌における化学療法による間
質性肺炎急性増悪発症予測としての血中
HMGB1・sRAGEの有用性
中尾 聡志（広島大学病院呼吸器内科）
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16：30～17：10 一般演題（口演） 5 p533
生物学 /基礎 /トランスレーショナル研究 5
座長：清家 正博（日本医科大学付属病院呼吸器内科）

坂下 博之（横須賀共済病院化学療法科）

O5-1 脱細胞化肺骨格を用いた再生肺の ex vivo 肺癌モ
デル創出
溝口 聡（長崎大学大学院腫瘍外科）

O5-2 KRAS G12C阻害剤の感受性ならびに耐性二次
変異の検索
古賀 教将（近畿大学呼吸器外科）

O5-3 EGFR遺伝子変異陽性肺癌細胞株における
osimertinib と pemetrexed の併用効果と分子メ
カニズムの検討
高野 夏希（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科学分野）

O5-4 非小細胞肺癌領域における新規医薬品に基づく
医薬品開発に係る臨床試験デザインについての
検討
加藤 有加（岡山大学病院新医療研究開発セン

ター臨床研究部）
O5-5 インスリン様成長因子 1受容体活性化はEGFR

T790M変異陽性非小細胞肺癌における
osimertinib 耐性に寄与する
早川 乃介（順天堂大学大学院医学研究科呼吸

器内科）

11 月 12 日（木） 第 9会場（岡山コンベンションセンター 4F 405 会議室）
9：00～9：48 一般演題（口演） 6 p534
診断学 /病期診断 1
座長：伊豫田 明（東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学

分野）
臼田 実男（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器外

科学分野）

O6-1 非小細胞肺癌根治切除術後の再発時期・形式の
検討
工藤 勇人（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

学分野）
O6-2 当院手術症例のリンパ節転移陽性例の検討

安部 美幸（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科）
O6-3 AI を用いた縦隔リンパ節予測の検討

河口 洋平（がん研究会有明病院呼吸器セン
ター外科）

O6-4 超高精細CT（0.25mm厚，2048 マトリックス）
を用いた肺腺癌の形態学的評価：病理学的浸潤
成分の予測
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）
O6-5 AI による肺腺癌の胸膜浸潤予測モデルの構築

大村兼志郎（がん研有明病院呼吸器センター外
科）

O6-6 扁平上皮癌術後予後予測における FDG-PET 視
覚的評価の有用性
田根 慎也（兵庫県立がんセンター呼吸器外科）

9：48～10：28 一般演題（口演） 7 p536
診断学 /病期診断 2
座長：山下 素弘（国立病院機構四国がんセンター胸部外

科）
内田 修（河北総合病院呼吸器外科）

O7-1 容量解析アプリケーションSynapse Vincent を
用いた病理学的浸潤の予測
水野 鉄也（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O7-2 cN0-pN1/2 肺癌のDeep Learning を用いたリン

パ節転移予測
牧野洋二郎（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

学分野）
O7-3 小型肺腺癌浸潤径のCT評価についての検討

松井由紀子（千葉県がんセンター呼吸器外科）
O7-4 4D flow MRI を用いた左上葉切除後の左房内血

栓合併症例の血流解析
松本 充生（日本医科大学付属病院呼吸器外科）

O7-5 臨床病期 I 期原発性肺癌手術症例におけるSUV
max の臨床的意義
日野 春秋（関西医科大学附属病院呼吸器外科）
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10：28～11：08 一般演題（口演） 8 p537
診断学 /病期診断 3
座長：浦本 秀隆（金沢医科大学呼吸器外科）

大泉 弘幸（山形大学医学部外科学第 2講座）

O8-1 画像的上皮内癌における充実成分体積の検討
高橋 俊博（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O8-2 Thin-slice CT による癌性リンパ管症の定量的評

価
竹中 大祐（兵庫県立がんセンター放射線診断

科）
O8-3 小型末梢肺癌診断率向上のためのCone-beam

CT併用極細径気管支鏡下生検
河北 直也（徳島大学大学院胸部・内分泌・腫

瘍外科）
O8-4 術中リンパ節評価の検討

今野 隼人（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
外科）

O8-5 カテーテルスプレー法で喉頭麻酔を行ったフェ
ンタニルとミダゾラム併用下の気管支鏡検査の
苦痛度評価
南 大輔（独立行政法人国立病院機構岡山医

療センター呼吸器内科）

15：10～15：58 一般演題（口演） 9 p538
診断学 /病期診断 4
座長：寺田 泰二（京都桂病院呼吸器センター呼吸器外科）

大浦 裕之（岩手県立中央病院呼吸器外科）

O9-1 当院におけるオンコマインDxによるコンパニ
オン診断の実状
濱井 宏介（県立広島病院呼吸器内科）

O9-2 多発肺癌における原発/転移の分子病態学的判別
法
笹沼 玄信（山梨県立中央病院呼吸器外科）

O9-3 気管支鏡検査で得た細胞診検体によるEGFR遺
伝子検査の精度の検討
吉田 寛（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O9-4 当院におけるオンコマイン TM Dx Target Test
CDx システム実施症例の検討
渡辺 恭孝（埼玉県立がんセンター呼吸器内科）

O9-5 肺癌に対する胸腔内洗浄細胞診の術中迅速細胞
診断の是非
荒木 邦夫（国立病院機構松江医療センター呼

吸器外科）
O9-6 オンコマインDx Target Test 検査成功例からみ

た解析精度を上げるための示唆
榊原 里江（東京医科歯科大学医学部附属病院

呼吸器内科）

15：58～16：38 一般演題（口演） 10 p540
診断学 /病期診断 5
座長：大久保憲一（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究

科呼吸器外科学）
大出 泰久（静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科）

O10-1 気管支鏡検体等の細胞診検体を使用した肺癌コ
ンパクトパネルの有用性
森川 慶（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

O10-2 畜痰検体を用いた droplet digital PCR による原
発性肺腺癌EGFR遺伝子変異解析
伊坂 哲哉（横浜市立大学外科治療学教室）

O10-3 80 代高齢者肺癌の術後合併症に関するリスク評
価
二反田博之（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器外科）
O10-4 超高齢者肺癌に対する気管支鏡検査の臨床的有

用性・妥当性の検討
前田 真吾（藤田医科大学呼吸器内科学 I）

O10-5 AI による肺腺癌EGFR遺伝子変異予測モデルの
構築
一瀬 淳二（がん研有明病院呼吸器センター外

科）
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11 月 12 日（木）第 10会場（岡山コンベンションセンター 4F 407 会議室）
9：00～9：40 一般演題（口演） 11 p541
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）1
座長：大塚 崇（東京慈恵会医科大学呼吸器外科）

大政 貢（神戸市立西神戸医療センター呼吸器外
科）

O11-1 非小細胞肺癌切除例の術前Body Mass Index と
予後との関連に関する検討～第 7次肺癌登録事
業データを用いて～
福本 紘一（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

O11-2 ICG蛍光法による隣接区域に及ぶリンパ流の検
討
武田 亜矢（鹿児島大学大学院医歯学総合研究

科呼吸器外科学分野）
O11-3 “リンパ行性転移親和型肺癌（Ly+pN+）”の臨床

病理学的特徴
佐藤 知（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

学）
O11-4 高分化腺癌に対する手術適応

小森 和幸（防衛医科大学校呼吸器外科）
O11-5 アダプター蛋白XB130 は I 期肺腺癌の予後因子

となり得る
高嶋 美佳（徳島大学大学院胸部・内分泌・腫

瘍外科）

9：40～10：20 一般演題（口演） 12 p542
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）2
座長：大平 達夫（東京医科大学病院呼吸器外科）

岡部 和倫（ベルランド総合病院呼吸器外科）

O12-1 切除可能 cI-IIIA 期肺扁平上皮癌における術後再
発リスクの層別化と治療戦略
松本 大資（徳島大学大学院胸部・内分泌・腫

瘍外科）
O12-2 根治切除を行った cN1非小細胞肺癌 59例の後

方視的検討
瀬戸 克年（東京医科歯科大学呼吸器外科）

O12-3 病変全体径が 2cmを超える病理病期 2A以下（第
8版）肺腺癌の術後補助化学療法の有用性の検討
大野 貴志（鳥取県立厚生病院胸部外科）

O12-4 術前経過観察期間と予後との関連
中西 崇雄（神戸市立西神戸医療センター呼吸

器外科）
O12-5 肺腺癌における臨床持続的増加因子の臨床的含

意：クラスター循環腫瘍細胞を介した評価
澤端 章好（奈良県立医科大学附属病院呼吸器

外科／星ヶ丘医療センター呼吸器
外科）

10：20～11：00 一般演題（口演） 13 p544
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）3
座長：宮原 亮（京都市立病院呼吸器外科）

O13-1 GGO病変における術前CT値と術後病理学的悪
性所見との関連性-CT値は切除適応の指標とな
りうるか
高田 宗尚（金沢大学呼吸器外科）

O13-2 Multiple staining（ICG＆indigocarmine 併用注
入）を用いた蛍光ガイド下肺切除術
太枝 帆高（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
O13-3 TNM分類第 8版における cT1 肺扁平上皮癌で

SUVmax 値は ly+，v+，N+の予測に有用である
中橋 健太（仙台厚生病院呼吸器外科）

O13-4 蛍光顕微鏡を用いた小型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）
O13-5 病理学的腫瘍径 3cm以上かつ浸潤径 0.5cm以下

の肺腺癌切除症例の検討
志満 敏行（がん・感染症センター都立駒込病

院外科呼吸器）

11：30～12：20 ランチョンセミナー 8
最新エビデンスから考えるEGFR uncommon mutation
座長：仁保 誠治（獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科）

LS8 葉 清隆（国立がん研究センター東病院呼吸
器内科）
共催：ヤンセンファーマ株式会社

15：10～15：50 一般演題（口演） 14 p545
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）4
座長：岡本 龍郎（国立病院機構九州がんセンター呼吸器腫

瘍科）
山下 芳典（国立病院機構呉医療センター･中国がん

センター臨床研究部・呼吸器外科）

O14-1 多発肺がんにおける遺伝子変異プロファイルと
環境因子の関係
泉 源浩（大阪市立大学大学院医学研究科呼

吸器内科学／和歌山県立医科大学
内科学第三講座）

O14-2 多発 GGN病変に対する再手術例の検討
加地 政秀（淀川キリスト教病院呼吸器外科）
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O14-3 異なる EGFR遺伝子変異を持った同時性多発肺
癌の一切除例
楠本 英則（近畿大学奈良病院呼吸器外科）

O14-4 異なる組織型を呈した同時 3重肺癌の 1手術例
川端俊太郎（日立総合病院呼吸器外科）

O14-5 異時性多発肺癌に対する治療戦略
鈴木 健人（日本医科大学付属病院呼吸器外科）

15：50～16：30 一般演題（口演） 15 p547
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）5
座長：奥村明之進（国立病院機構大阪刀根山医療センター呼

吸器外科）
奥村 典仁（倉敷中央病院呼吸器外科）

O15-1 85 歳以上高齢者肺癌手術の問題と課題につい
て―多施設共同研究の結果から―
葉山 牧夫（岡山赤十字病院呼吸器外科／岡山

大学呼吸器外科研究会（OUTSSG））
O15-2 高齢肺癌手術患者の治療成績は何をエンドポイ

ントとして評価すべきか？
武井 秀史（昭和大学呼吸器外科）

O15-3 Propensity score-weighted analysis を用いた I
期 NSCLC高齢患者における治療成績の検討
岸 徳子（京都大学大学院医学研究科放射線

治療学・画像応用治療学教室）
O15-4 80 歳以上の非小細胞肺癌症例に対する縦隔リン

パ節廓清は必要か
馬庭 知弘（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

O15-5 高齢者肺癌における縦隔リンパ節郭清の有無に
よる予後および合併症の検討
勝又 信哉（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）

16：30～17：10 一般演題（口演） 16 p548
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）6
座長：加賀基知三（北海道大学大学院医学研究院循環器・呼

吸器外科学教室）
宗 淳一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科部

門）

O16-1 早期原発性肺癌を有する高齢者に対するSBRT
後の非肺癌死予測モデルの確立と妥当性評価
花澤 豪樹（京都大学医学部附属病院放射線治

療科）
O16-2 75 歳以上高齢者肺癌症例における呼吸器合併症

の危険因子と予後への影響
岡田 悟（京都府立医科大学呼吸器外科学）

O16-3 高齢の原発性肺癌患者に対する手術成績の検討
菅野 千晶（船橋市立医療センター呼吸器外

科／東京医科大学呼吸器・甲状腺
外科学分野）

O16-4 85 歳以上の超高齢者肺癌症例に対する手術の妥
当性～周術期成績と予後の検討～
北村 嘉隆（兵庫県立がんセンター呼吸器外科）

O16-5 高齢者（75 歳以上）と非高齢者（74歳以下）に
おける肺癌術後QOL予測因子に関する検討
市村 秀夫（日立製作所日立総合病院呼吸器外

科／筑波大学呼吸器外科）

11 月 12 日（木） 第 11会場（岡山県医師会館 2F 三木記念ホール）
9：00～9：48 一般演題（口演） 17 p549
検診 /早期発見 /診断学 /病期診断
座長：猶木 克彦（北里大学医学部呼吸器内科学）

熊谷 融（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

O17-1 当院におけるAYA世代の肺癌の治療成績
千馬 謙亮（聖隷三方原病院呼吸器センター外

科）
O17-2 オンコマインDx Target Test マルチCDx シス

テム導入におけるCancer Board での取り組み
大熊遼太朗（昭和大学病院腫瘍内科）

O17-3 非小細胞肺癌の細胞診検体を用いたオンコマイ
ンDx Target Test マルチCDx システムの有用
性に関する検討
水崎 俊（北九州市立医療センター呼吸器内

科）
O17-4 FDG-PET/CT 高集積を伴う肺腺癌における予後

因子としてのGround-glass opacity の意義
服部 有俊（順天堂大学呼吸器外科）

O17-5 非小細胞肺癌における解剖学的位置と転移リン
パ節個数によるN分類
島 譲司（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）
O17-6 原発性肺腺癌 occult N2 症例に対する FDG-PET

を用いた糖代謝因子の臨床的意義
西久保愛実（兵庫県立がんセンター呼吸器外科）
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9：48～10：36 一般演題（口演） 18 p551
非小細胞肺癌 局所進行，再発 新規アプローチ
座長：浅野 文祐（岐阜県総合医療センター呼吸器内科）

栗島 浩一（筑波メディカルセンター病院呼吸器内
科）

O18-1 MR拡散強調画像による肺癌切除例での suture
recurrence と suture granuloma との鑑別診断
薄田 勝男（金沢医科大学呼吸器外科学）

O18-2 非小細胞肺癌 孤立性リンパ節再発に対する重
粒子線治療成績
岡野奈緒子（群馬大学重粒子線医学センター）

O18-3 免疫チェックポイント阻害薬治療後にSalvage
局所治療を施行した進行肺癌の 3例
多田 周（函館五稜郭病院肺がん・呼吸器病

センター呼吸器外科）
O18-4 非小細胞肺癌術後局所再発症例に対する根治的

化学放射線療法後のデュルバルマブ療法
小副川 敦（九州大学大学院消化器・総合外科）

O18-5 III 期非小細胞肺癌に対するVMATを用いた寡分
割放射線治療
島本 茂利（大阪急性期・総合医療センター放

射線治療科）
O18-6 局所進行非小細胞肺癌に対する IMRTを用いた

同時化学放射線療法の実施可能性試験
中松 清志（近畿大学病院）

15：10～15：58 一般演題（口演） 19 p552
間質性肺炎合併肺癌
座長：横山 彰仁（高知大学医学部呼吸器・アレルギー内科

学）
清水 淳三（北陸中央病院呼吸器外科）

O19-1 間質性肺炎合併肺癌の手術に対する当院の取り
組み
鳥越英次郎（独立行政法人国立病院機構岡山医

療センター呼吸器外科）
O19-2 当院における間質性肺炎合併肺癌症例の急性増

悪リスクの検討
金本 徳之（帝京大学医学部外科）

O19-3 間質性肺炎合併肺癌におけるリスク分類別の急
性増悪と予後に関する検討
小林 萌（北野病院呼吸器外科）

O19-4 間質性肺炎合併肺癌における発生部位による検
討
宮脇美千代（大分大学医学部附属病院呼吸器外

科）

O19-5 肺癌化学療法における増悪リスク因子としての
軽度間質性陰影に関する研究
梅田 隆志（福島県立医科大学呼吸器内科学講

座）
O19-6 特発性肺線維症合併肺癌に対する周術期のシベ

レスタットナトリウムとピルフェニドン併用療
法の検討
新納 英樹（富山県立中央病院呼吸器外科）

15：58～16：46 一般演題（口演） 20 p554
その他/予後因子
座長：飯笹 俊彦（千葉県がんセンター呼吸器外科）

白石 裕治（公益財団法人結核予防会複十字病院呼吸
器外科）

O20-1 非小細胞肺癌 pN1/N2 症例におけるリンパ節転
移個数と予後の検討
芳野 充（千葉県がんセンター呼吸器外科）

O20-2 高齢者肺癌手術症例における予後と周術期の
prognostic nutritional index に関する検討
鈴木 潤（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）
O20-3 術後 2年以内に遠隔再発した肺癌症例の検討

中西 敦之（鳥取大学医学部附属病院呼吸器・
乳腺内分泌外科）

O20-4 非小細胞肺癌におけるPrognostic Nutrition
Index（PNI）の術後変化の意義
小野 雄生（九州大学大学院消化器・総合外科）

O20-5 当院における肺癌完全切除後再発症例の検討
古泉 貴久（西新潟中央病院肺がん治療セン

ター外科）
O20-6 術後胸膜癒着術としてOK-432 を使用した非小

細胞肺癌における予後の検討
池田 敏裕（香川大学医学部附属病院呼吸器・

乳腺内分泌外科学）
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11 月 12 日（木） ポスター会場（岡山シティミュージアム 4F 展示室，講義室）
一般演題（ポスター） 1 p643
生物学 /基礎 /トランスレーショナル研究

P1-1-1（A） Loop-mediated isothermal amplification method
による EGFR遺伝子変異の検出
齋藤 雄一（帝京大学医学部外科学講座／埼玉

県立循環器・呼吸器病センター呼
吸器外科）

P1-1-2（B） Wnt/β-catenin 経路活性化を介した LGR6 過剰
発現による肺癌の悪性形質獲得の分子制御機構
砂長 則明（群馬大学医学部呼吸器・アレル

ギー内科）
P1-1-3（C） 肺腺癌におけるパーキン関連遺伝子GPR37 の

予後予測バイオマーカーとしての意義
小齊 啓祐（九州大学別府病院外科）

P1-1-4（D） 質量分析を用いた肺扁平上皮癌再発予後因子の
探索
高梨 裕典（浜松医科大学外科学第一講座）

P1-1-5（E） 喫煙歴のない肺腺癌女性患者における腸内細菌
叢と腫瘍の進展・EGFR遺伝子変異との関連に
ついて
大歳 丈博（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）
P1-1-6（A） 患者由来ROS1 肺癌細胞株の樹立と crizotinib

耐性機序の検討
渡邉 洋美（岡山大学大学院血液・腫瘍・呼吸

器内科学）
P1-1-7（B） Egfr 改変肺癌マウスモデルを用いた persister が

ん細胞に対する根治的薬物療法の開発
大川 祥（岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科血液・腫瘍・呼吸器内科学）
P1-1-8（C） Preclinical activity of cabozantinib in non-small

cell lung carcinoma with RET-rearrangements
Takuo Hayashi（Juntendo University School of

Medicine, Department of
Human Pathology）

一般演題（ポスター） 2 p645
検診 /早期発見

P1-2-9（D） 当院における藤沢市肺癌検診で発見された転移
性肺癌症例の検討
江口 晃平（藤沢市民病院初期臨床研修医）

P1-2-10（E） 伊丹市，尼崎市境界に位置する近畿中央病院にお
ける胸膜悪性中皮腫の発生状況
圀屋 研斗（公立学校共済組合近畿中央病院呼

吸器内科）

P1-2-11（A） 三次市の低線量CT肺がん検診における検出肺
癌の病期分布から有効性を予測する
粟屋 禎一（市立三次中央病院）

P1-2-12（B） 肺癌症例における初診から治療に至るまでの期
間が予後に与える影響
三好 誠吾（愛媛大学大学院循環器・呼吸器・

腎高血圧内科学）
P1-2-13（C） 微小純すりガラス濃度結節（pure GGN）の放置

で至った進行肺癌～pure GGNの至適経過観
察～
原 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）
P1-2-14（D） CT follow 4 年目に急速に増大した原発性肺癌の

1例
赤山 幸一（市立三次中央病院呼吸器外科）

P1-2-15（E） 肺癌検診胸部X線検査における読影医師の読影
経験年数による読影精度についての検討
野津田泰嗣（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

科学分野）
P1-2-16（A） 学校検診で発見された若年ALK融合遺伝子陽性

肺癌の 1切除例
三澤 賢治（相澤病院呼吸器外科）

P1-2-17（B） 胸部 X線検査の判定基準に関する検診機関・読
影医の意識調査
三友 英紀（東北医科薬科大学呼吸器外科）

一般演題（ポスター） 3 p647
診断学 /病期診断

P1-3-18（C） 当院における過去 10年間の若年者肺癌手術症例
の検討
江場 俊介（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

科学分野）
P1-3-19（D） 胸腔鏡下肺生検によりリウマチ結節を診断しえ

た 1例
恩田 貴人（所沢中央病院）

P1-3-20（E） 標準化された癌性胸膜炎の局所麻酔下胸腔鏡検
査所見の記録について
山田 豊（茨城県立中央病院茨城県地域がん

センター呼吸器センター）
P1-3-21（A） 演題取下げ
P1-3-22（B） 右 B1+3 転位気管支を伴う転移性肺腫瘍に対し

て胸腔鏡補助下右上葉切除術を施行した一例
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）
P1-3-23（C） 肉腫様肺癌（多形癌）の 2例

何澤 信礼（関西医科大学放射線医学）
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P1-3-24（D） 局在診断が困難である喀痰細胞診陽性症例に対
する有効な一手はあるか？
小林 健一（中部労災病院呼吸器外科）

P1-3-25（E） 線量低減CTを用いた肺結節等の限局性陰影の
経過観察における線量低減効果と診断結果の検
討
潤間 隆宏（谷津保健病院呼吸器内科）

P1-3-26（A） 炎症を契機に急速な増大を示した肺嚢胞内腺扁
平上皮癌の一例
山田 英司（福山市民病院呼吸器外科）

P1-3-27（B） 胸部神経内分泌腫瘍に対するソマトスタチン受
容体シンチグラフィーの経験
清水 淳市（愛知県がんセンター）

P1-3-28（C） EBUS-TBNAリンパ節ステージングにおける 25
G針の有用性の検証
大久保 祐（国立がん研究センター中央病院内

視鏡科（呼吸器内視鏡）／同呼吸器
外科）

P1-3-29（D） 胸腔鏡下肺部分切除術により確定診断に至った
肺動脈内膜肉腫の一例
福田 祥大（和泉市立総合医療センター呼吸器

外科）
P1-3-30（E） 嚢胞変性をきたしている縦隔神経鞘腫をEBUS

TBNAにて術前診断し得た一例
伊志嶺朝彦（社会医療法人敬愛会中頭病院呼吸

器内科）
P1-3-31（A） 経気管支肺生検で病理学的に悪性所見が得られ

ず，気管支洗浄液からEGFR遺伝子変異を検出
した肺癌の検討
高田 健二（岡山大学病院呼吸器アレルギー内

科）
P1-3-32（B） 浸潤性粘液性腺癌と扁平上皮癌からなる肺衝突

癌の 1手術例
嶋田 喜文（富山大学呼吸循環総合外科）

P1-3-33（C） 食道癌根治術後に発生した異時性両側肺癌に対
する治療戦略
原 幹太朗（ベルランド総合病院呼吸器外科）

P1-3-34（D） 大腸癌との鑑別に苦慮した腸型肺腺癌の 1例
光井 卓（明石医療センター呼吸器外科）

P1-3-35（E） 術中迅速病理検査で悪性と診断された良性孤立
性肺結節の 2症例
片岡 瑛子（公立甲賀病院呼吸器外科）

P1-3-36（A） 肺原発滑膜肉腫の一切除例
辛島 高志（中津市民病院呼吸器外科／大分大

学医学部呼吸器・乳腺外科）
P1-3-37（B） EGFR V774M変異陽性が判明しオシメルチニブ

を使用した肺腺癌の 1例
下西 惇（国立病院機構四国がんセンター呼

吸器内科）

P1-3-38（C） 術前N3が疑われた原発性肺癌に対して一期的
に両側VATSを行い診断と治療に至った一例
藤田 朋宏（島根大学医学部付属病院呼吸器外

科）
P1-3-39（D） 巨大気腫性肺嚢胞により高度に圧排された肺に

存在した肺癌に対する治療戦略
川本 常喬（国立病院機構山口宇部医療セン

ター呼吸器外科）
P1-3-40（E） 肺癌の脳転移と考え定位放射線照射後，急速増大

をきたし開頭手術により膠芽腫の診断を得た 1
例
伊東 真哉（宇治徳州会病院呼吸器外科）

一般演題（ポスター） 4 p653
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）1

P1-4-41（A） 早期肺癌における免疫微小環境の評価
藤原研太郎（松阪市民病院呼吸器センター内科）

P1-4-42（B） 原発肺癌Stage IA/IB 患者における手術後の心
房細動発症の有無と 5年生存率の比較に関する
検討
稲川 清香（岐阜県総合医療センター呼吸器外

科）
P1-4-43（C） 左上葉肺癌に対する肺葉切除術と区域切除術の

比較
松本 光善（岐阜大学医学部付属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）
P1-4-44（D） 10 年以上増大を認めなかった病変と緩徐ながら

増大傾向を認めた病変が，いずれも上皮内腺癌で
あった 1例
小林 敬祐（日立製作所日立総合病院呼吸器外

科）
P1-4-45（E） 胸壁浸潤を伴う両側同時性多発肺癌に対して二

期的手術を施行した 1例
北村 将司（医仁会武田総合病院呼吸器外科）

P1-4-46（A） 同側異時性多発肺癌に対し残肺亜区域切除術を
行った一例
池谷 美穂（国立病院機構渋川医療センター）

P1-4-47（B） 摘出検体内に衝突癌を含む 7つの同時多発肺癌
を認めた 1例
檜山 紀子（NTT東日本関東病院呼吸器外科）

P1-4-48（C） 胸壁に強い浸潤傾向を示した小型肺癌の一例
大高 和人（国立病院機構函館病院外科）

P1-4-49（D） 気腫合併肺線維症（CPFE）患者に発症した高悪
性度胎児型腺癌（H-FLAC）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）
P1-4-50（E） 肺類基底細胞型扁平上皮癌の 1切除例

松岡 篤志（独立行政法人国立病院機構岡山医
療センター呼吸器外科）
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P1-4-51（A） ヒトパピローマウイルス（HPV）の関与が疑わ
れた肺門部肺癌の一手術例
菊西 啓雄（神奈川県立循環器呼吸器病セン

ター呼吸器外科）
P1-4-52（B） 同時性肺三重複癌に対して完全鏡視下右肺二葉

切除術を施行した超高齢者肺癌の一例
濱武 大輔（国立病院機構福岡東医療センター

呼吸器外科）
P1-4-53（C） 85 歳以上の超高齢者肺癌に対する外科治療の妥

当性の検討
桂 正和（日本赤十字社松山赤十字病院呼吸

器外科）
P1-4-54（D） 肺扁平上皮癌切除術後早期に発症し急激に増悪

した抗アクアポリン 4抗体陽性傍腫瘍性視神経
脊髄炎の一例
江場 俊介（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

科学分野）
P1-4-55（E） PCI に引き続く，DAPTの後，アスピリン単剤

継続下に手術を行った原発性肺癌の 1例
米井 彰洋（宮崎善仁会病院呼吸器外科）

P1-4-56（A） 肺生検後に肺膿瘍，膿胸を合併した原発性肺癌に
対し肺癌根治切除術を施行し得た 4例
中園 千晶（京都第一赤十字病院呼吸器外科）

P1-4-57（B） 根治的外科切除を施行し介護老人福祉施設への
入所が可能となった認知症を合併した原発性肺
癌の一例
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）
P1-4-58（C） 自己免疫性肺胞蛋白症に合併した肺腺扁平上皮

癌の一切除例
眞鍋 尭彦（小倉記念病院呼吸器外科）

P1-4-59（D） 超低拡散能（％DLCO’ 21％）在宅酸素導入済みの
NSCLC患者に対して胸腔鏡下左S6＋10 区域切
除が有用であった 1例
大月 康弘（香川大学医学部附属病院呼吸器乳

腺内分泌外科）
P1-4-60（E） 間質性肺炎合併肺癌術後に発症した緊張性縦隔

気腫で心肺停止に到った 1例
荒川 智嗣（東京慈恵会医科大学葛飾医療セン

ター呼吸器外科）

一般演題（ポスター） 5 p658
非小細胞肺癌：局所進行（III 期）1

P1-5-61（A） 肺癌術後腎転移判明後長期生存の 1例
和泉 宏幸（松下記念病院外科）

P1-5-62（B） 集学的治療が行われた局所進行肺癌患者におけ
る末梢血好中球/リンパ球比（NLR）の予後的意
義について
津高 慎平（岡山大学病院呼吸器外科）

P1-5-63（C） 非小細胞肺癌におけるOccult N2 を示唆する術
前CT画像因子の検討
小野沢博登（神奈川県立がんセンター）

P1-5-64（D） 縦隔リンパ節に腺癌の転移を認めた扁平上皮癌
の 2手術例
中西 崇雄（神戸市立西神戸医療センター呼吸

器外科）
P1-5-65（E） 肺癌肉腫の 1切除例

房本 安矢（公立那賀病院乳腺呼吸器外科）
P1-5-66（A） 胸壁浸潤を伴った高悪性度胎児性肺腺癌の 1例

天白 宏典（安城更生病院呼吸器外科）
P1-5-67（B） 胸壁合併肺葉切除後再発にPembrolizumab 療法

が奏功した肉腫様成分を含んだ肺多形癌の 1例
山岡 賢俊（福岡和白病院呼吸器外科）

P1-5-68（C） 胸骨正中アプローチで気管支処理を行った左肺
全摘の 1例
深井 隆太（湘南鎌倉総合病院呼吸器外科）

P1-5-69（D） 椎骨合併切除を伴った局所進行肺癌 6例の経験
三浦 隼（神奈川県立がんセンター）

P1-5-70（E） プラチナ製剤併用療法+PD-1 阻害剤治療後に外
科切除を行った左下葉肺腺癌の 1例
谷口 春樹（浦添総合病院呼吸器センター外科）

P1-5-71（A） 胸壁浸潤を伴う肺癌の術後に肺塞栓を発症した
一例
林 栄一（彦根市立病院呼吸器外科）

P1-5-72（B） 左上肺静脈をできる限り短く切離したにもかか
わらずに生じた，上葉切除後の左房内血栓の 1
例
岩丸 有史（立川病院呼吸器外科）

P1-5-73（C） 局所進行非小細胞肺癌の化学放射線治療後の
durvalumab 治療と肺臓炎についての検討
北口 聡一（広島市立安佐市民病院呼吸器内

科／広島市立安佐市民病院腫瘍内
科）

P1-5-74（D） 実臨床でのDurvalumab 投与可否のDecision
Making Factor に関する検討
上浪 健（NHO大阪刀根山医療センター呼吸

器腫瘍内科）
P1-5-75（E） 局所進行肺癌に対する放射線化学療法での高気

圧酸素治療併用の有用性の検討
高仲 強（厚生連高岡病院放射線治療科）

一般演題（ポスター） 6 p662
非小細胞肺癌：進行期（IV 期）1

P1-6-76（A） 色素性乾皮症に合併した肺腺癌の 1例
松本 正孝（北播磨総合医療センター呼吸器内

科）
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P1-6-77（B） BRAF 陽性肺腺癌に対して免疫チェックポイン
ト阻害薬投与後にダブラフェニブ・トラメチニ
ブを投与した一例
掛下 和幸（金沢大学附属病院呼吸器内科）

P1-6-78（C） FoundationOne CDx にて EGFR遺伝子変異陽
性を認めた 1症例
横井 崇（兵庫医科大学呼吸器・血液内科

学／兵庫医科大学胸部腫瘍学特定
講座）

P1-6-79（D） Stage4 期肺腺癌症例に対し，化学療法施行中に
Cancer-associated thrombosis を発症した一例
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）
P1-6-80（E） 非小細胞肺癌術後再発を再発形式により staging

する臨床的意義に関する検討
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）
P1-6-81（A） PD-1 阻害剤で治療された進行非小細胞肺癌の生

存転帰に対するPD-L1 SNPs の臨床的意義
吉田 博徳（京都大学医学部附属病院）

P1-6-82（B） 肺癌腹膜播種症例の臨床的検討
堀口 智也（藤田医科大学医学部呼吸器内科学

I）
P1-6-83（C） 肺癌胸膜播種と鑑別を要した白血病結節を伴う

原発性肺癌の 1切除例
橋本 聖史（金沢大学呼吸器外科）

P1-6-84（D） Fanconi 貧血に 3次癌として非小細胞肺癌を発
症した一例
柳沢 克也（南長野医療センター篠ノ井総合病

院呼吸器内科）
P1-6-85（E） 免疫チェックポイント阻害薬併用化学療法に対

する治療反応性が部位により大きく異なった非
小細胞肺癌の 1例
田村 智宏（茨城県立中央病院・茨城県地域が

んセンター呼吸器センター／筑波
大学呼吸器内科）

P1-6-86（A） EGFR遺伝子変異陽性患者における cfDNA中遺
伝子変異プロファイルの経時的変化
寺田 七朗（金沢大学附属病院呼吸器内科）

P1-6-87（B） 当院における高齢者に対してのPembrolizumab
と化学療法の併用療法に関して
福田 泰（公益財団法人大原記念倉敷中央医

療機構倉敷中央病院）
P1-6-88（C） Goddard score を用いた気腫合併肺癌の解析

峯 慧輔（長崎医療センター呼吸器内科）
P1-6-89（D） 非小細胞肺癌における腹膜癌腫症の臨床的特徴

と転帰
篠崎 太郎（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

P1-6-90（E） 右中葉肺癌術後遠隔期気管支断端再発で 5年生
存した 1例
伊藤 淳（都立墨東病院検査科）

P1-6-91（A） 大細胞性肺癌術後早期の多発骨転移にペムブロ
リズマブが著効した一例
荻窪まどか（横浜市立大学医学部附属病院呼吸

器外科）
P1-6-92（B） 肺腺癌の化学放射線療法後 7年を経過し放射線

照射野に肺小細胞癌を発症した 1例
板東 彬人（黒部市民病院臨床研修センター）

P1-6-93（C） 進行肺癌気道閉塞に対して硬性鏡下気管ステン
ト留置し化学療法後に抜去し得た 2例
東山 智彦（大阪市立総合医療センター）

P1-6-94（D） 非小細胞肺癌術後脳転移に対して，外科的摘出術
を施行した 2例
高砂敬一郎（伊那中央病院呼吸器外科）

P1-6-95（E） EGFR遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌の脳転移に
対してオシメルチニブが奏効した一例
藤田 俊（県立広島病院）

P1-6-96（A） 演題取下げ
P1-6-97（B） 演題取下げ
P1-6-98（C） 進行非小細胞肺癌に対する免疫療法チェックポ

イント阻害剤と化学療法併用の検討
秋田 貴博（弘前大学医学部呼吸器感染症内

科・感染症科）
P1-6-99（D） 嚥下困難を契機に発見された気管支上皮原発腺

癌に対し化学療法が有効であった一例
河角 敬太（独立行政法人国立病院機構岩国医

療センター）
P1-6-100（E） 免疫チェックポイント阻害剤投与前の抗甲状腺

抗体が免疫関連有害事象（irAE）や治療効果に及
ぼす影響の検討
岡田あすか（大阪市立総合医療センター腫瘍内

科）

一般演題（ポスター） 7 p668
分子標的治療 1

P1-7-101（A） BRAF 遺伝子変異陽性の Invasive Mucinous
Adenocarcinoma の 1例
かん 秋明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P1-7-102（B） 当院で経験したROS1 融合遺伝子陽性肺腺癌の

2例
竹内 健（聖隷横浜病院呼吸器外科）

P1-7-103（C） EGFR遺伝子変異陽性肺癌における循環腫瘍細
胞中のBIM-RNA発現の検討
磯部 和順（東邦大学医学部内科学講座呼吸器

内科学分野）
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P1-7-104（D） ミノサイクリンの長期投与にて気管軟骨の黒色
化を来したEGFR陽性肺腺癌の 1例
大西 涼子（国立病院機構長良医療センター呼

吸器内科）
P1-7-105（E） 非扁平上皮非小細胞肺癌症例に対する遺伝子検

査と標的治療の実態
阪本 智宏（鳥取大学医学部呼吸器・膠原病内

科学分野）
P1-7-106（A） 胸水セルブロック検体からBRAF V600E 遺伝子

変異陽性を検出した肺腺癌の 1例
稲葉 敦（東京逓信病院呼吸器内科）

P1-7-107（B） 当院における非小細胞肺癌患者に対するEGFR
遺伝子変異検査の実態
岡部 福子（国立病院機構大阪刀根山医療セン

ター呼吸器腫瘍内科）
P1-7-108（C） 第 1世代 EGFR-TKI 耐性例に対する afatinib の

効果と高感度PNA-LNA PCR clamp 法による血
漿EGFR変異との関連性
渡邉 香奈（宮城県立がんセンター呼吸器内科）

P1-7-109（D） Dabrafenib Trametinib 併用療法が奏効した高齢
者のBRAF V600E 遺伝子変異陽性肺癌の一例
佐藤 和也（長崎大学病院呼吸器内科）

P1-7-110（E） 75 歳以上 EGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮癌に
対する，一次治療としてのオシメルチニブの有効
性・安全性
吉峯 晃平（飯塚病院呼吸器内科）

P1-7-111（A） クリゾチニブの滅感作療法により再投与が可能
であったROS1 転座陽性肺腺癌の 1例
宇山 攻（徳島市民病院外科）

P1-7-112（B） 脳転移を認めた肺腺癌症例に対するアレクチニ
ブ使用後の胸腔鏡下右上葉切除術
山本 耕三（高邦会高木病院呼吸器外科）

P1-7-113（C） 意識障害のある癌性髄膜炎に対し，胃管から
Osimertinib を投与し有効性を認めたEGFR遺
伝子変異陽性肺癌の一例
泉野 弘樹（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）

P1-7-114（D） EGFR陽性非小細胞肺癌における一次治療はオ
シメルチニブかアファチニブか
三枝 美香（静岡県立総合病院呼吸器内科）

P1-7-115（E） 当院におけるアファチニブの非喫煙者と喫煙者
の治療効果検討
青山 崇（福岡大学病院呼吸器内科）

P1-7-116（A） 当院における T790M陰性・不明例のEGFR陽
性肺腺癌の 2次治療内容の検討
西村 正（国立病院機構三重中央医療セン

ター呼吸器内科）

P1-7-117（B） オシメルチニブにより膨疹を生じたが減感作療
法による再投与が長期奏効したEGFR T790M変
異陽性肺腺癌の一例
藤本 聡子（岩国医療センター呼吸器内科）

P1-7-118（C） 高齢者 EGFR陽性進行期非小細胞肺癌に対する
エルロチニブとベバシズマブ併用療法
青島洋一郎（浜松医科大学第二内科）

P1-7-119（D） 当院におけるEGFR遺伝子変異肺癌のEGFR-
TKI リチャレンジに関する検討
森本 健司（京都府立医科大学呼吸器内科）

一般演題（ポスター） 8 p673
免疫治療 1

P1-8-120（E） 当院におけるデュルバルマブ使用 22例の検討
志津 匡人（岐阜県立多治見病院呼吸器内科）

P1-8-121（A） 根治的化学放射線療法後のデュルバルマブ投与
症例における肺臓炎についての検討
武藤 豊（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）
P1-8-122（B） 放射線治療抵抗性脳転移に対して免疫チェック

ポイント阻害剤が著効した肺腺癌の一例
赤羽 敦也（NTT東日本関東病院ガンマナイフ

センター）
P1-8-123（C） III 期非小細胞肺癌に対し化学放射線療法後に

Durvalumab 治療を行った 9例の検討
石田 輝明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P1-8-124（D） 肺多形癌術後再発にPembrolizumab が奏功した

1例
八巻 英（国立病院機構渋川医療センター）

P1-8-125（E） 当院におけるPembrolizumab 長期投与症例の成
績
新居 和人（高松市立みんなの病院呼吸器外科）

P1-8-126（A） PD-L1 高発現非小細胞肺癌に対しペムブロリズ
マブ単剤療法とペムブロリズマブ＋プラチナ併
用療法の比較検討
福代 有希（広島市立広島市民病院呼吸器腫瘍

内科）
P1-8-127（B） 当院におけるペムブロリズマブ投与症例の検討

かん 秋明（春日部市立医療センター呼吸器外
科）

P1-8-128（C） 進行非小細胞肺癌への免疫チェックポイント阻
害剤＋化学療法併用療法における LIPI，PNI によ
る予後予測
田中 理美（京都府立医科大学呼吸器内科）

P1-8-129（D） 当科における細胞障害性抗癌剤と免疫チェック
ポイント阻害剤併用療法の使用経験
井形 文保（福岡大学医学部呼吸器内科）
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P1-8-130（E） Pembrolizumab 使用後の腸管病変を伴う重症
Stevens Johnson 症候群の一例
冨山 史子（青森県立中央病院呼吸器外科）

P1-8-131（A） 複合免疫療法を導入した進行・再発非小細胞肺
癌 29例の検討
小倉 由莉（京都第二赤十字病院呼吸器内科）

P1-8-132（B） 当院における非小細胞肺癌に対する化学療法併
用免疫チェックポイント阻害薬の臨床的検討
黄 英哲（東京女子医大八千代医療センター

呼吸器外科）
P1-8-133（C） 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌に対するプ

ラチナ製剤併用療法＋ペムブロリズマブの臨床
的検討
佐藤 太郎（がん・感染症センター東京都立駒

込病院呼吸器内科）
P1-8-134（D） PS良好 PD-L1 高発現NSCLCに対する

Pembrolizumab 療法とプラチナ製剤併用+
Pembrolizumab 療法の有効性の検討
岸野 康成（昭和大学病院呼吸器・アレルギー

内科）
P1-8-135（E） 体液貯留に対してペムブロリズマブが奏功した

が急激な転帰をとった IV 期肺癌の 1例
國光 多望（富士吉田市立病院心臓血管外科呼

吸器外科）
P1-8-136（A） 実地臨床におけるPD-L1 高発現非小細胞肺癌の

一次治療における ICI 単剤と併用療法の比較
藤本 一志（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）
P1-8-137（B） 2 次治療以降におけるアテゾリズマブ単剤療法

の薬剤性肺障害リスクについての検討
小宮 一利（国立病院機構嬉野医療センター呼

吸器内科／佐賀大学医学部血液・
呼吸器・腫瘍内科）

P1-8-138（C） 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻
害薬の再投与についての検討
矢内 正晶（鳥取大学医学部附属病院呼吸器・

膠原病内科）
P1-8-139（D） 非小細胞肺癌に対するAtezolizumab 単剤療法の

検討
朝田 和博（静岡県立総合病院呼吸器内科）

P1-8-140（E） 当院におけるニボルマブ投与症例の検討
かん 秋明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P1-8-141（A） Pembrolizumab 投与直後スリガラス影を呈した

後に両側肺転移巣がほぼ消失した，肺癌術後多発
肺転移の一例
長門 芳（千葉県済生会習志野病院呼吸器外

科）

P1-8-142（B） ニボルマブで治療した原発性肺癌におけるCAR
とmGPSの予後予測因子としての検討
吉田 月久（松山赤十字病院呼吸器センター）

P1-8-143（C） Pembrolizumab 単剤治療奏功後PD症例の二次
治療に，PPP療法（KN-189）が著効した一例
渡部 直己（砂川市立病院）

P1-8-144（D） 12 次化学療法でニボルマブが奏効し，間質性肺
炎，劇症 1型糖尿病，劇症肝炎を発症した
LCNECの一例
田中 洋史（新潟県立がんセンター新潟病院内

科）

一般演題（ポスター） 9 p679
小細胞肺癌 /神経内分泌腫瘍 1

P1-9-145（E） 右肺中葉低形成に発生した定型カルチノイド 3
例の検討
三井 愛（北里大学医学部呼吸器外科学）

P1-9-146（A） 公開データを利用した肺神経内分泌腫瘍の体細
胞変異シグネチャー解析
竹下 純平（関西電力病院腫瘍内科）

P1-9-147（B） 複数の抗PD-L1 抗体を用いた小細胞肺がんの
PD-L1 発現に関する後方視的検討
吉村 彰紘（京都府立医科大学呼吸器内科）

P1-9-148（C） 小細胞肺癌に対する予後予測因子としての lung
immune prognostic index の有用性
曽根原 圭（信州大学医学部内科学第一教室）

P1-9-149（D） 当院における肺カルチノイド切除例の検討
西田 梨紗（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P1-9-150（E） 進展型小細胞肺癌の予後規定因子の検討

大塚 憲司（徳島大学病院呼吸器・膠原病内科）
P1-9-151（A） 傍腫瘍性辺縁系脳炎と鑑別を要した小細胞肺癌

髄膜癌腫症の一例
川地 紘通（香川労災病院内科）

P1-9-152（B） 両側副腎転移にて急激に異所性ACTH症候群を
発症した肺大細胞神経内分泌癌の 1例
渡邉 一彦（岡山済生会総合病院内科）

P1-9-153（C） 食道原発小細胞癌術後に肺転移および皮下転移
を来した 1例
松田 康彦（金沢大学附属病院呼吸器内科）

P1-9-154（D） T0 小細胞癌を含む異時性 3重複癌の 1例
上村 豪（南風病院呼吸器外科）

P1-9-155（E） 肺クリプトコッカス症を合併し異所性ACTH症
候群をきたした肺カルチノイドの 1切除例
山口 光（福島県立医科大学呼吸器外科）

P1-9-156（A） アレクチニブが奏功した combined small cell
lung carcinoma の一例
新津 敬之（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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P1-9-157（B） 標準治療無効でカルボプラチン＋nab-パクリタ
キセル＋ペムブロリズマブが奏功した小細胞肺
癌疑いの一例
貝塚 宣樹（けいゆう病院呼吸器内科）

P1-9-158（C） 非定型抗酸菌症肉芽腫に合併した tumorlet の 1
例
岡崎 敏昌（大崎市民病院呼吸器外科）

P1-9-159（D） Atezolizumab 併用化学療法を行った後期高齢者
進展型小細胞肺癌の一例
阿部 徹哉（信楽園病院呼吸器内科）

P1-9-160（E） 左上顎洞腫瘤を契機に発見された左心室内への
浸潤を伴う肺神経内分泌癌（小細胞癌）の集学
的治療の一例
平生 敦子（岡山大学病院血液・腫瘍・呼吸

器・アレルギー内科）
P1-9-161（A） 肺類基底細胞癌（Basaloid carcinoma of the

lung）の 2切除例の検討
宮原 尚文（佐賀大学医学部附属病院胸部・心

臓血管外科）
P1-9-162（B） Lambert-Eaton 筋無力症候群を先行発症し縦隔

リンパ節腫大のみを呈した小細胞癌の 1例
松村 考（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）
P1-9-163（C） 限局型小細胞肺癌に対し強度変調回転照射を用

いた化学放射線療法が奏功した 1例
吉田 匡宏（東邦大学医療センター大橋病院放

射線科）
P1-9-164（D） G-CSF 製剤の投与により薬剤性大型血管炎を繰

り返し発症した LCNECの一例
江上 正史（京都府立医科大学附属病院卒後臨

床研修センター）

一般演題（ポスター） 10 p684
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 1

P1-10-165（E） 診断に難渋した肺多形癌の 1剖検例
長久 裕太（製鉄記念室蘭病院呼吸器内科）

P1-10-166（A） 後縦隔腫瘍との鑑別が困難であった孤立性線維
性腫瘍の 1手術例
福嶋 恭啓（岐阜市民病院呼吸器外科）

P1-10-167（B） 増大を認めた胸腺腫瘍の 1切除例
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）
P1-10-168（C） 肺葉切除+心膜合併切除を要した縦隔高分化型

脂肪肉腫の一例
宮崎 柊子（国立国際医療研究センター病院呼

吸器外科）
P1-10-169（D） 演題取下げ

P1-10-170（E） 短期間に増大し心膜浸潤が認められた前縦隔原
発平滑筋肉腫の 1例
坂本 勇樹（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）
P1-10-171（A） 嚢胞性と充実性病変からなる，上縦隔発生だるま

型胸腺腫の 1手術例
高田 昌彦（北播磨総合医療センター呼吸器外

科）
P1-10-172（B） 充実性結節影を呈した孤立性肺血管腫の一切除

例
青野 泰正（倉敷中央病院呼吸器外科）

P1-10-173（C） 臨床病期 IV 期から自然退縮を経て完全切除し得
た胸腺癌の一例
福島 崇仁（国立病院機構災害医療センター呼

吸器外科）
P1-10-174（D） 術前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（CMPT）の 2例
後藤 希実（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）
P1-10-175（E） 経静脈的腫瘍生検で診断しえた上大静脈症候群

合併胸腺癌の 2例
荒木 太亮（信州大学医学部内科学第一教室）

P1-10-176（A） 肺癌術後経過観察中にみつかった胸腺癌の 1例
岡川武日児（岡崎市民病院呼吸器外科）

P1-10-177（B） 術後 21 年目に胸膜播種再発を認めた胸腺原発粘
表皮癌の 1例
松島 圭吾（北里大学医学部呼吸器外科学）

P1-10-178（C） 右腕頭静脈・横隔神経合併切除を要した縦隔原
発類上皮血管内皮腫の 1切除例
石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P1-10-179（D） シェーグレン症候群合併が示唆された胸腺原発
MALT リンパ腫の 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）
P1-10-180（E） 胸腺原発粘表皮癌の一例

角田 悟（武蔵野赤十字病院呼吸器外科）
P1-10-181（A） 重症筋無力症症状を伴わない抗アセチルコリン

受容体抗体陽性胸腺腫の 1切除例
川本 常喬（国立病院機構山口宇部医療セン

ター呼吸器外科）
P1-10-182（B） 被膜外への浸潤がなく増大した巨大胸腺腫の一

例
林 栄一（彦根市立病院呼吸器外科）

P1-10-183（C） 剣状突起下アプローチで手術を開始し術中に左
腕頭静脈浸潤が判明した胸腺癌に対する胸腔鏡
手術の 1例
吉川 真生（姫路赤十字病院呼吸器外科）

P1-10-184（D） 気管・気管支原発の上皮筋上皮癌の 2切除例
岩田 英明（聖マリアンナ医科大学呼吸器外科）
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一般演題（ポスター） 11 p689
その他 1

P1-11-185（E） 遺伝子プロファイリング検査を行った胸部悪性
腫瘍症例の検討
若狭 亮（京都府立医科大学大学院医学研究

科呼吸器内科学）
P1-11-186（A） 肺原発多形癌 37例の術後予後因子の検討

重信 敬夫（横浜市立市民病院呼吸器外科）
P1-11-187（B） 肺癌の予後因子の検討

巴山 紀子（江東病院呼吸器内科）
P1-11-188（C） 転移性肺腫瘍を疑い切除術を施行した肺大細胞

神経内分泌癌の 2例
水野幸太郎（名古屋市立東部医療センター呼吸

器外科）
P1-11-189（D） 高分化腺癌との鑑別を要した線毛性粘液結節性

乳頭状腫瘍の 1切除例
重松 義紀（一宮西病院呼吸器外科）

P1-11-190（E） CTガイド下肺生検により空気塞栓症（脳，心臓）
を発症した原発性肺癌の 1例
金田 好和（山口県立総合医療センター外科）

P1-11-191（A） 組織型の異なる同時・異時性多発肺癌 5例の検
討
平田 優介（埼玉医科大学総合医療センター呼

吸器内科）
P1-11-192（B） 両側同時性多発肺癌（腸型腺癌及び浸潤性粘液腺

癌）と診断された若年非喫煙女性の一例
内藤 潤（君津中央病院呼吸器外科）

P1-11-193（C） 診断に苦慮した悪性リンパ腫合併肺癌の 3症例
新垣 若子（琉球大学大学院感染症・呼吸器・

消化器内科学講座（第一内科））

P1-11-194（D） 原発巣不明肺悪性黒色腫の 1手術例
鈴木 仁之（三重県立総合医療センター呼吸器

外科）
P1-11-195（E） 開胸時洗浄細胞診陽性例における組織型別の検

討
石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P1-11-196（A） 当院における 80歳以上の高齢者肺癌手術症例の
検討
村上 裕亮（田附興風会医学研究所北野病院呼

吸器外科）
P1-11-197（B） 当院における高齢者肺癌手術症例についての検

討
坂田 省三（日本大学医学部呼吸器外科）

P1-11-198（C） 肺原発悪性黒色腫の 1例
近藤 晴香（愛媛県立中央病院呼吸器内科）

P1-11-199（D） 80 歳以上の高齢者に対する肺癌手術症例の検討
田嶋 公平（桐生厚生総合病院呼吸器外科）

P1-11-200（E） コントロール不能な肺がんは，間質性肺炎急性増
悪のリスクとなり得る
関根 朗雅（神奈川県立循環器呼吸器病セン

ター呼吸器内科）
P1-11-201（A） 未治療COPD合併肺癌手術症例に対するチオト

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

P1-11-202（B） 関節リウマチ合併肺癌の臨床的検討
中西 徳彦（愛媛県立中央病院呼吸器内科）

P1-11-203（C） 当院での精神疾患を有する肺癌患者で精神疾患
が治療選択と結果に及ぼす影響についての検討
田中 智（大阪急性期・総合医療センター呼

吸器内科）
P1-11-204（D） 気胸手術を契機として発見された肺癌の一例

長島 諒太（北見赤十字病院外科）


