第 61 回日本肺癌学会学術集会
日

程

第2日
（11 月 13 日

金曜日）

11 月 13 日（金） 第 1 会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス（ABC））
8：30〜10：30 International Symposium

プ
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ム

第
2
日
目

p454

10：40〜11：20 一般演題（口演） 21

ALK and novel targets of NSCLC：Whatʼs next？

並存疾患合併肺癌

座長：光冨

座長：松永

西岡

ISY-1

徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科部
門）
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）
KRAS：a promising target in NSCLC

白石

O21-1

James Chih-Hsin Yang（Distinguished professor

高橋
O21-2

鮎子（倉敷中央病院呼吸器外科）

低肺機能 COPD 合併肺癌症例をいかに手術に繋
げるか―術前 3 剤吸入療法有用性の検討

University

安田
O21-3

学（飯塚病院呼吸器外科）

肺癌診断時の新規静脈血栓塞栓症合併に関する

National Taiwan

リスクアセスメントモデルの作成〜Rising-VTE/

University Cancer

NEJ037 から〜

Center）

津端由佳里（島根大学医学部内科学講座呼吸

ALK rearranged NSCLC；whatʼs the best

器・臨床腫瘍学）
O21-4

sequence?

冠動脈疾患合併肺癌患者に対する 3-port 胸腔鏡
下手術の治療成績

Eiji Iwama（Research Institute for Disease of

長野

the Chest, Kyushu University）
ISY-3

慢性閉塞性肺疾患合併非小細胞肺癌手術におけ

National Taiwan
Superintendent,

ISY-2

和人（山口大学大学院医学系研究科呼吸器・感
染症内科学講座）
武史（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小
児外科教室）

る術前評価，周術期管理および治療成績

and Director, Graduate
Institute of Oncology,

p555

ALK rearranged NSCLC；prediction and

O21-5

匡晃（虎の門病院呼吸器センター外科）

慢性血液透析患者に対する肺癌手術症例の臨床

simulation of theresistance mutations and

像

therapeutic strategies

池

晃弘（大阪急性期・総合医療センター）

Ryohei Katayama（Div. of Experimental
Chemotherapy, Cancer

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 9

Chemotherapy Center,

希少ドライバー遺伝子陽性肺癌の新たな選択肢〜個別

Japanese Foundation for

化医療の現状と今後の方向性〜

Cancer Research／

座長：西尾

和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）

Department of Medical
Genome Science, Graduate

ISY-4

LS9-1

MET 遺伝子変異陽性肺癌の病態と MET-TKI に

School of Frontier Science,

対する感受性と耐性機序

The University of Tokyo）

藤野

BRAF, RET, MET, NTRK or HER2 altered

智大（近畿大学医学部外科学教室呼吸器
外科部門）

NSCLC

LS9-2

David Planchard（Institut Gustave Roussy -

MET 遺伝子変異陽性肺癌に対する治療
Capmatinib の臨床成績

Department of medical

西尾

oncology - Thoracic Group -

誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

Villejuif - France）
ISY-5

Treatment of targeted therapy induced drug

13：30〜14：00 理事長講演

persistent disease

座長：光冨

Pasi A. Jänne（Lowe Center for Thoracic

p436

徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科部
門）

Oncology, Dana Farber Cancer
Institute／Harvard Medical

CR

School）

日本肺癌学会の 2 年の総括と課題
弦間

昭彦（日本肺癌学会理事長/日本医科大
学）
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14：00〜14：30 会長講演
座長：弦間

p438

PS-4

切除不能未治療悪性胸膜中皮腫に対するシスプ
ラチン，ペメトレキセド，ニボルマブ第 2 相試

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）

験（医師主導治験）
上月

PL

稔幸（国立病院機構四国がんセンター）

進行肺癌の治癒を目指して
木浦

勝行（岡山大学病院呼吸器・アレルギー
内科）

14：30〜15：30 Plenary Session
座長：木浦
PS-1

p448

勝行（岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科）
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセ
較第 III 相試験（J-AXEL）
米嶋

座長：瀧川奈義夫（川崎医科大学総合医療センター総合内科
学 4）
小倉 高志（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸
器内科）
WS8-1
WS8-2

康臣（九州大学）

間質性肺炎合併肺癌の特徴
岸

一馬（東邦大学医療センター大森病院）

間質性肺炎合併肺癌における急性増悪リスク管
理とマネージメント

Amivantamab（JNJ-61186372）
, an EGFR-MET

井上

bispecific antibody, for EGFR Exon20ins-

義一（国立病院機構近畿中央呼吸器セン
ター）

mutated NSCLC
Koichi Goto（National Cancer Center Hospital
East, Kashiwa, Japan）
PS-3

First-line nivolumab
（NIVO）
+ ipilimumab
（IPI）

WS8-3

間質性肺炎合併肺癌に対する外科的治療
山本

WS8-4

寛斉（岡山大学病院呼吸器外科）

間質性肺炎合併肺癌に対する薬物療法
藤本

in advanced NSCLC：CheckMate 227 Asian

大智（和歌山県立医科大学附属病院呼吸
器内科/腫瘍内科）

subanalysis

WS8-5

Makoto Nishio（Cancer Institute Hospital of

間質性肺炎合併肺癌の治療関連急性増悪に対す
る抗線維化薬の可能性

Japanese Foundation for

大坪

Cancer Research, Tokyo,

孝平（北九州市立医療センター呼吸器内
科）

Japan）

11 月 13 日（金）第 2 会場（ホテルグランヴィア岡山
8：30〜10：30 シンポジウム 5

p460

S5-4

S5-1

修二（東京女子医科大学画像診断学・核医学）
昌彦（国立がん研究センター中央病院放射線診
断科）

フェニックス（D））

崇義（川崎医科大学総合放射線医学）

10：40〜11：28 一般演題（口演） 22

p556

術後合併症
座長：市村
関根

胸部デジタル動態撮影の診断的価値

4F

PET を用いた画像診断
新家

肺癌の画像診断 限界と新たな可能性
座長：坂井
楠本

p481

間質性肺炎合併肺癌：To treat, or not to treat？

タキセルと nab -パクリタキセルのランダム化比

PS-2

16：10〜17：50 ワークショップ 8

長谷部光泉（東海大学医学部専門診療学系画像

秀夫（日立製作所日立総合病院呼吸器外科）
康雄（東京女子医科大学八千代医療センター呼
吸器外科）

診断学領域（付属八王子病院））
S5-2

CT を用いた肺癌の最新診療
大野

O22-1

良治（藤田医科大学医学部放射線医学教
室／藤田医科大学医学部先端画像
診断共同研究講座）

S5-3

原発性肺癌の周術期における下肢静脈超音波検
査および D-dimer の有用性の検討
山口

O22-2

大輔（松阪市民病院呼吸器外科）

当科における周術期 DVT/PTE プロトコールの

肺癌診療における MRI の役割：到達点と新たな

有用性の検討

可能性

小池

藪内

英剛（九州大学大学院医学研究院保健学
部門）
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幸恵（信州大学医学部外科学教室呼吸器
外科学分野）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

O22-3

O22-4

肺切除後管理におけるデジタル胸腔ドレーンシ

16：10〜17：50 シンポジウム 6

ステム（Thopaz ）の有用性の検討

局所進行肺癌 最新の治療と新たな可能性

濱田

座長：礒部

洋輔（虎の門病院呼吸器センター外科）

肺癌手術症例における合併症予測因子としての
大泉

BMI の意義

p461

威（島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床
腫瘍学）
聡史（北海道がんセンター呼吸器内科）

水口真二郎（大阪市立総合医療センター）
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

O22-5

松永
O22-6

S6-1

右肺下葉切除後気管支断端ろうのリスク因子

堀之内秀仁（国立がん研究センター中央病院）

健志（順天堂大学呼吸器外科）

肺葉切除術後肺瘻に対する OK-432 胸膜癒着療

S6-2

局所進行肺癌に対する陽子線治療の可能性
原田

法後の合併症の検討
大岩

局所進行肺癌のエビデンス Whatʼs next？

英幸（静岡がんセンター放射線・陽子線
治療センター）

宏聡（国立がん研究センター東病院呼吸
S6-3

器外科）

N2 肺癌に対する外科治療
山根

正修（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）

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 10
S6-4

がん免疫療法 up to date

局所進行肺癌化学放射線療法後の放射線肺臓
炎：免疫療法併用・高精度放射線療法の時代に

座長：瀧川奈義夫（川崎医科大学総合内科学 4）

辻野佳世子（兵庫県立がんセンター放射線治療
LS10

玉田

科）

耕治（山口大学大学院医学系研究科免疫
学講座）
共催：MSD 株式会社

11 月 13 日（金） 第 3 会場（ホテルグランヴィア岡山
S7-2

7：30〜8：20 モーニングセミナー 1

身体症状の緩和

ICI＋化学療法時代の幕開け〜最適な副作用マネジメン

か

トを添えて〜

柏木

座長：佐々木治一郎（北里大学医学部附属新世紀医療開発セ
ンター）

S7-3

治療中の症状にどう対応する

秀行（飯塚病院連携医療・緩和ケア科）

精神症状の緩和

抑うつを中心に

社会的苦痛の緩和―肺癌患者の就労支援につい

免疫チェックポイント阻害剤とがん化学療法を

て

用いた治療戦略

高橋

釼持

クリスタル）

井上真一郎（岡山大学病院精神科神経科）
S7-4

MS1-1

3F

都（国立がん研究センターがんサバイ
バーシップ支援部）

広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
内科/ゲノム医療支援室）

MS1-2

10：40〜11：28 一般演題（口演） 23

ントについて

高齢者

津端由佳里（島根大学医学部内科学講座呼吸

座長：成田久仁夫（豊橋市民病院呼吸器外科）
山﨑
章（鳥取大学医学部呼吸器内科・膠原病内科
学）

器・臨床腫瘍学）
共催：協和キリン株式会社

8：30〜10：30 シンポジウム 7

p462

O23-1

高齢肺がん患者の評価方法・治療の進め方
水谷

肺癌緩和ケアの新時代〜長期治療の中での緩和〜
座長：片山
澤

O23-2

英樹（岡山大学病院緩和支持医療科）
祥幸（岐阜市民病院がんセンター）
患者の立場から

長期にわたる治療が与える患

者の苦痛
松本

友紀（杏林大学医学部腫瘍内科学）

術後合併症と PS の術後経時的変遷からみた 85
歳以上の胸部悪性腫瘍手術の妥当性
徳重

S7-1

p558

実臨床における治療戦略および副作用マネジメ

陽子（NPO 法人愛媛がんサポートおれん
じの会）
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康介（神戸市立西神戸医療センター呼吸
器外科）

O23-3

高齢者肺癌肺葉切除症例における術後予測％1

15：40〜17：40 ワークショップ 9

秒量と術後合併症の検討

扁平上皮癌の治療戦略を考える

野村幸太郎（国立がん研究センター東病院呼吸

座長：岡本
葉

器外科）
O23-4

85 歳以上の超高齢者肺癌に対する手術は妥当

p482

浩明（横浜市立市民病院呼吸器内科）
清隆（国立がん研究センター東病院呼吸器内
科）

か？
石橋

史博（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

WS9-1

病態外科学）
O23-5

腺癌と扁平上皮癌は何が違うのか？
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）

高齢者患者における肺癌手術の現状と周術期リ
WS9-2

スク因子の検討
羽切
O23-6

肺扁平上皮癌における分子標的治療薬の位置付
け

周平（名古屋第二赤十字病院呼吸器外科）

吉岡

80 歳以上の高齢者肺癌手術症例におけるアプ

弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍
内科）

ローチ法の検討
浅野

久敏（東京慈恵会医科大学葛飾医療セン

WS9-3

肺扁平上皮癌に対する薬物療法―化学療法と免
疫チェックポイント阻害薬の力―

ター外科）

加藤

晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内
科）

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 11
Have You MET？〜エクソン 14 スキッピング変異陽性

WS9-4

平上皮癌の喫煙量に関わらない治療標的遺伝子

患者さんに正しく薬を届ける為に〜
座長：関

RNA シークエンスと TCGA データによる肺扁
の網羅的解析

順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科）

原武
LS11

加藤

晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内
科）

直紀（九州大学大学院消化器・総合外科
学）

WS9-5

NFE2L2 遺伝子変異を有する肺扁平上皮癌の臨
床病理学的特徴

共催：メルクバイオファーマ株式会社

泉

大樹（国立がん研究センター東病院呼吸
器内科）

18：00〜18：50 イブニングセミナー 3
肺扁平上皮がんの薬物治療の進歩
座長：髙山

ES3

浩一（京都府立医科大学大学院医学研究科呼吸
器内科学）
関

順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内
科）
共催：日本化薬株式会社

11 月 13 日（金） 第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山
8：30〜10：30 ワークショップ 10

p483

WS10-2

高分化腺癌―いつ切るの？
Well Differentiated Adenocarcinoma - When to

諏澤

憲（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）

excise？
徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）
勝行（岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科）

WS10-3

速やかな切除が必要とされるべき，
すりガラス影
を有する小型腺癌の臨床的特徴
四倉

WS10-1

パール）

すりガラス成分を有する小型肺癌に対する治療
の至適介入時期

座長：池田
木浦

3F

腺癌高悪性度因子の術前予測―長期フォロー後
切除例の検討から―
江口

隆（信州大学呼吸器外科）
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正也（国立がん研究センター中央病院呼
吸器外科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

WS10-4

画像所見で術前に非浸潤癌をどこまで検出でき

IS1-4

るのか?
坂入

Machine learning-based histological
classification of lung squamous cell carcinoma

祐一（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

Yutaro Koike（Department of Thoracic

病態外科学）
WS10-5

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

Surgery, National Cancer Center

高齢者における早期肺癌の治療戦略

Hospital East, Kashiwa, Chiba,

三好

Japan／Division of Pathology,

智裕（国立がん研究センター東病院呼吸
器外科）

WS10-6

Exploratory Oncology Research

Well differentiated adenocarcinoma, when to

＆ Clinical Trial Center, National

excise? The ground glass opacity less than 3cm

Cancer Center, Kashiwa, Chiba,

Eric Lim（Department of Thoracic Surgery,

Japan／Department of

Royal Brompton Hospital）

Pathology and Clinical
Laboratories, National Cancer

10：40〜11：30 International Session 1

p516

Center Hospital East, Kashiwa,
Japan.）

NSCLC：Early stage
座長：中田
宗

昌男（川崎医科大学呼吸器外科学）
淳一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外科部
門）

IS1-5

The Incidence of Pulmonary Nodules and Lung
Cancer Detected by Thoracic CT Scan in
Different Age
Caichen Li（Department of Thoracic Oncology

IS1-1

How long preoperative smoking cessation can

and Surgery, China State Key

improve postoperative survival in stage I

Laboratory of Respiratory Disease

NSCLC

＆ National Clinical Research

Tomonari Kinoshita（Department of Thoracic

Center for Respiratory Disease, the

Surgery, Tokyo

First Affiliated Hospital of

Metropolitan Cancer and

Guangzhou Medical University,

Infectious Diseases Center

Guangzhou, China.）

Komagome Hospital）
IS1-2

Wedge Resection with Lobectomy versus

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 12

Lobectomy Only on Circulating Tumor Cells and

長期生存時代における ALK 肺がんの治療戦略と就労支

Survival.

援を考える

Ke Xu（the First Affiliated Hospital of

座長：里内美弥子（兵庫県立がんセンターゲノム医療臨床試
験センター/呼吸器内科）

Guangzhou Medical University）
IS1-3

Perioperative outcomes of uniportal VATS major
pulmonary resection using suction-guided

LS12-1

stapling

最新エビデンスを考察する，ALK 肺がんの治療戦
略

Hitoshi Igai（Department of General Thoracic

仁保

Surgery, Japanese Red Cross
Maebashi Hospital）

誠治（獨協医科大学呼吸器・アレルギー
内科）

LS12-2

当院の使用実績からみたロルラチニブ投与症例
のマネジメントの実際
栁谷

ディスカッション

典子（がん研究会有明病院呼吸器内科）

肺がん患者の就労支援について考える
共催：ファイザー株式会社

― 86 ―

15：40〜16：30 International Session 2

p520

16：50〜17：50 スポンサードシンポジウム

Immunotherapy

Precision Medicine 時代における学校でのがん教育の意

座長：藤本
笠原

義〜2021 年からのがん教育全面実施を踏まえて〜

IS2-1

伸一（岡山ろうさい病院腫瘍内科）
寿郎（金沢大学附属病院呼吸器内科）

座長：加藤

俊介（順天堂大学大学院医学研究科臨床腫瘍
学）

Predictive impact of primary tumor-bearing lobe
in NSCLC patients treated with anti-PD-1

SDS-1

オープニングリマークス「がん教育の意義〜患者

therapy

の立場から〜」

Shinkichi Takamori（Department of Thoracic

長谷川一男（NPO 法人肺がん患者の会ワンステ

Oncology, National

ップ）

Hospital Organization

SDS-2

Kyushu Cancer Center）
IS2-2

なぜ今，
がん教育？〜がん教育の重要性と現状の
課題〜

Correlation between baseline CRP and the

若尾

efficacy of ICI in poor PS patients with NSCLC
Junji Koyama（Department of Respiratory

IS2-3

文彦（国立がん研究センターがん対策情
報センター）

SDS-3

がん専門医が学校におけるがん教育に取り組む

Medicine, Nagoya University

意義〜外部講師の経験を踏まえて〜

Graduate School of Medicine）

藤阪

Clinical predictive factors of atezolizumab

保仁（大阪医科大学附属病院呼吸器内
科・呼吸器腫瘍内科）

monotherapy in pretreated non-small cell lung

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

cancer
Taira Ninomaru（Department of thoracic

IS2-4

18：00〜18：50 イブニングセミナー 4

oncology, Kobe minimally

がんゲノム医療〜保険収載 1 年を経て認識された課題

invasive cancer center）

と将来展望〜

Does the histological differentiation of NSCLC

座長：津端由佳里（島根大学呼吸器臨床腫瘍学）

affect the efficacy of immune checkpoint
inhibitors？

ES4

Sho Hori（Department of Respiratory Medicine,
Nagoya University Graduate School
of Medicine）
IS2-5

Downregulation of CYLD promotes IFN-gamma
mediated PD-L1 expression in thymic epithelial
tumors
Shigeki Umemura（Department of Oncology,
Lombardi Comprehensive
Cancer Center, Georgetown
University／Department of
Thoracic Oncology, National
Cancer Center Hospital
East）
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池田

貞勝（東京医科歯科大学がん先端治療部）

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社/
アクトメッド株式会社

プ
ロ
グ
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第
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目

11 月 13 日（金） 第 5 会場（ANA クラウンプラザホテル

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

1F

7：30〜8：20 モーニングセミナー 2

9：18〜10：06 一般演題（口演） 25

保険収載 1 年後のがんゲノム医療の現状

分子標的治療 2 臨床研究 2

座長：今村

座長：釼持
國頭

MS2

文生（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪
国際がんセンター）
豊岡

伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究

O25-1

曲水）
p561

広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科）
英夫（日本赤十字社医療センター化学療法科）
Tepotinib in Japanese patients with NSCLC
harboring MET exon 14（MET ex14）skipping

科呼吸器・乳腺内分泌外科学）
共催：中外製薬株式会社

Hiroshi Sakai（Department of Respiratory
Medicine, Saitama Cancer

8：30〜9：18 一般演題（口演） 24

p559

Center, Kitaadachi-gun, Japan）
O25-2

分子標的治療 1 臨床研究 1

A phase II and biomarker study of alectinib
combined with bevacizumab in ALK-positive

座長：久山 彰一（岩国医療センター呼吸器内科）
佐々木信一（順天堂大学医学部附属浦安病院呼吸器内
科）

NSCLC
渡部

聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・
感染症内科）

O24-1

O24-2

EGFR 遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対す

O25-3

クチニブ耐性後のクリゾチニブの有効性を検討

1632 試験

する第 II 相試験

別所

別所

昭宏（岡山赤十字病院呼吸器内科）

肺癌治療研究会）
O25-4

療法の第 II 相試験
宮田

Brigatinib in Japanese ALK+ NSCLC patients
previously treated with ALK TKI：J-ALTA

義浩（広島大学）

豊澤

80 歳以上の超高齢者に対するオシメルチニブの

O25-5

亮（九州がんセンター）

EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺がんの腫瘍内

後方視的検討

AXL 発現と EGFR-TKI 初回治療効果に関する多

村上

施設共同後方視的検討

裕亮（NHO 南和歌山医療センター呼吸器
科）

O24-4

昭宏（岡山赤十字病院呼吸器内科／岡山

T790M/EGFR 変異陽性非小細胞肺癌に対するオ
シメルチニブ対オシメルチニブ＋プラチナ併用

O24-3

ALK 融合遺伝子陽性非小細胞肺癌におけるアレ

る低用量アファチニブの第 II 相試験：TORG

吉村

多剤併用（Polypharmacy）が EGFR-TKI の投与

O25-6

を受ける高齢進行非小細胞肺癌患者の臨床経過

る Osimertinib の第 II 相試験：OCEAN study

に与える影響
松尾

彰紘（京都府立医科大学呼吸器内科）

脳転移（放射線未治療）のある NSCLC に対す
（LOGIK1603/WJOG9116L）

拓馬（がん・感染症センター都立駒込病

伊藤健太郎（松阪市民病院呼吸器病センター呼

院薬剤科）
O24-5

吸器内科）

第 1-2 世代 EGFR-TKI 有害事象中止後に投与さ
れたオシメルチニブの有効性に関する検討

10：06〜10：54 一般演題（口演） 26

加藤

分子標的治療 3 臨床研究 3

俊夫（愛知医科大学呼吸器・アレルギー
内科）

O24-6

Co-occurent mutation が EGFR-TKI の効果に及

座長：内野
笹田

p563

順治（京都府立医科大学呼吸器内科）
真滋（東京都済生会中央病院呼吸器内科）

ぼす影響
國政

啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科） O26-1

EGFR 遺伝子変異は BSC 患者の予後因子となる
のか？―EGFR 遺伝子変異陽性 NSCLC におけ
る検討―
益田

O26-2

武（広島大学病院呼吸器内科）

髄膜癌腫症を伴う EGFR 遺伝子変異陽性非小細
胞肺癌に対する EGFR-TKI-Rechallenge の検討
宮脇

太一（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
内科）

― 88 ―

O26-3

高齢者未治療 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 13

癌に対するオシメルチニブの有効性・安全性に

非小細胞肺癌 2020〜最適な 1 次治療を考える〜

関する後ろ向き検討

座長：山本

山本
O26-4

岳（北海道大学病院内科 1）

信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫瘍内
科）

非小細胞肺癌 EGFR 遺伝子検査法における
uncommon mutation 検出率比較の後ろ向き観察

LS13

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）

研究
今井

共催：大鵬薬品工業株式会社

咲（国立病院機構近畿中央呼吸器セン
ター肺がん研究部）

O26-5

O26-6

Erlotinib の髄液移行に与える Bevacizumab の効

15：40〜16：28 一般演題（口演） 28

果についての検討

分子標的治療 6 臨床的検討

熊谷

座長：堀尾
藤田

融（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

EGFR T790M 変異陽性肺癌の治療成績
井上

10：54〜11：42 一般演題（口演） 27

胸部悪性腫瘍におけるがんゲノムプロファイリ
ング検査（CGP）の実施可能性の検討

p565

水野

分子標的治療 4 CDX，LB，バイオマーカー

佐藤

芳嗣（愛知県がんセンター外来部）
昌樹（福岡大学医学部呼吸器内科学）

政昭（下関市立市民病院呼吸器外科）
O28-1

座長：立原

p566

素子（神戸大学大学院医学研究科呼吸器内科学
分野）
浩昭（筑波大学附属病院水戸地域医療教育セン
ター呼吸器内科）

O28-2

孝昭（国立がん研究センター中央病院）

実臨床における次世代シークエンサー（NGS）
の解析―オンコマイン TM Dx Target Test マル
チ CDx システム検査―
新井

良（獨協医科大学呼吸器・アレルギー
内科）

O27-1

ctDNA を用いた網羅的遺伝子解析によるアファ

O28-3

チニブ長期奏効予測因子の検討
中村

長期生存を得た Oncologic Emergency NSCLC

朝美（佐賀大学医学部附属病院血液・呼

3 例の検討

吸器・腫瘍内科）
O27-2

EUS-B-FNA でドライバー遺伝子変異を検出し

中嶋

康貴（市立敦賀病院呼吸器内科／福井赤

EGFR 遺伝子変異陽性 NSCLC におけるコバス

十字病院呼吸器内科／福井大学医

リキッドバイオプシー陽性率と増悪形式の検討
伊藤

宗洋（国立がん研究センター中央病院呼

学部附属病院第 3 内科）
O28-4

吸器内科）
O27-3

afatinib 耐性転移巣を形成した一症例

初回 Osimertinib 開始前の血漿中 TP53 変異は
negative biomarker の可能性がある
内堀

O27-4

EGFR C797S, SMARCA4 R1192C クローンが
國政

O28-5

健（がん研究会有明病院呼吸器内科）

啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

血管新生阻害剤を含む全身化学療法は脳転移の
定位照射後放射線壊死に対しても有効である

当院におけるオンコマイン DxTT と PNA-LNA

赤羽 敦也（NTT 東日本関東病院ガンマナイフ

PCR clamp 法による EGFR 遺伝子変異解析成功
率の比較
坂口
O27-5

センター）
O28-6

直（松阪市民病院呼吸器センター）

Osimertinib の左室駆出率の経時的低下と致死的
心不全をきたした症例の検討

オンコマイン Target Test マルチ CDx システム

國政

啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

とコバス EGFR 変異キットの CDX としての
feasibility の比較
有安
O27-6

16：28〜17：16 一般演題（口演） 29

亮（がん研有明病院呼吸器内科）

気管支鏡検体を用いたオンコマイン Dx Target
Test マルチ CDx システムの解析成功割合向上

p568

分子標的治療 5 トランスレーショナル研究
座長：大野
塩澤

康（岐阜大学病院呼吸器内科）
利博（筑波大学附属病院呼吸器内科）

への取り組み
村上

修司（神奈川県立がんセンター呼吸器科）

O29-1

shoc2 肺癌
寺井

秀樹（慶應義塾大学病院臨床研究推進セ
ンター／慶應義塾大学医学部呼吸
器内科）
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目

O29-2

O29-3

気管支擦過ブラシ洗浄液による HER2 エクソン

た ALK-TKI 初期治療抵抗性の解明

佐々木高明（旭川医科大学病院呼吸器センター）

谷村

O29-4

恵子（京都府立医科大学大学院医学研究
科呼吸器内科学）

Pemetrexed 耐性による新たな第 3 世代 EGFR越智

第
2
日
目

ALK 融合遺伝子陽性肺がんの HER3 活性を介し

20 挿入変異の検索

TKI 耐性機序とその克服

プ
ロ
グ
ラ
ム

O29-5

O29-6

宣昭（川崎医科大学総合内科学 4）

YAP1 は抗 Apoptosis 因子 Mcl-1 と Bcl-xL の発
現調節を介して，ALK 陽性肺癌細胞の初期生存を

EGFR 阻害薬で治療された腫瘍における T790M

仲介する

耐性変異および活性型変異のシスおよびトラン

辻

貴宏（京都大学大学院医学研究科呼吸器
内科学／名古屋大学大学院医学研

ス頻度
平野

究科分子細胞学／神戸大学大学院

邦夫（岩手医科大学内科学講座呼吸器・

医学研究科システム生理学）

アレルギー・膠原病内科分野）

11 月 13 日（金） 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）
8：30〜9：35 ワークショップ 11

p485

EN1-2

1L Pembrolizumab + Chemotherapy With/

胸膜中皮腫の診療 uptodate

Without Lenvatinib for Metastatic NSCLC：

座長：木島
岡田

LEAP-006 Safety Part 1

貴志（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）
守人（広島大学原爆放射線医科学研究所腫瘍外
科）

Makoto Nishio（Department of Thoracic
Medical Oncology, The Cancer
Institute Hospital of Japanese

WS11-1

悪性胸膜中皮腫における基礎研究 Up-to-date
関戸

Foundation for Cancer

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

Research, Tokyo, Japan）
EN1-3

兼研究科がん分子病因学分野）
WS11-2
WS11-3

in MPM

橋本

Hidetoshi Hayashi（Department of Medical

昌樹（兵庫医科大学呼吸器外科）

悪性胸膜中皮腫に対するニボルマブの使用経験

EN1-1

Oncology, Kindai

伸一（岡山労災病院腫瘍内科）

University）

実臨床における悪性胸膜中皮腫に対するニボル

EN1-4

Activity of larotrectinib in TRK fusion lung

マブの有効性と安全性

cancer

横井

Yuichi Ando（Nagoya University Hospital,

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

Department of Clinical Oncology

講座）

and Chemotherapy）

10：30〜11：30 アンコールセッション 1
座長：高橋

Trial：a Japanese Phase 2 Study of Nivolumab

胸膜中皮腫に対する手術の現状と今後の展望

藤本
WS11-4

Three-year Follow-up Results of the MERIT

p498

和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科
学）
Final Analysis of KEYNOTE-189：1L
Chemotherapy With or Without Pembrolizumab

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 14
Treatment strategy for EGFR+ NSCLC
座長：笠原
LS14

for Nonsquamous NSCLC
Takayasu Kurata（Kansai Medical University
Hospital）
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寿郎（金沢大学附属病院呼吸器内科）
James Chih-Hsin Yang（National Taiwan
University Cancer
Center, Taipei, Taiwan）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

15：40〜17：10 シンポジウム 8

p463

S8-2

ロボット支援手術におけるリンパ節郭清の視野
展開―改善すべき展開と良好な展開の比較―

最新低侵襲手術におけるリンパ節郭清手技：単孔式

福井麻里子（順天堂大学呼吸器外科）

VATS vs ロボット支援手術
座長：中村
岩崎

廣繁（鳥取大学医学部呼吸器・乳腺内分泌外科
学分野）
正之（東海大学医学部付属病院呼吸器外科）

S8-3

RATS におけるリンパ節郭清手技

S8-4

Uniportal VATS（単孔式胸腔鏡手術）による肺

岡﨑

幹生（岡山大学病院呼吸器外科）

葉切除術，縦隔リンパ節郭清の術後成績
S8-1

肺癌ロボット手術におけるリンパ節郭清〜革新
的技術による良質なリンパ節郭清がもたらすも

石黒
S8-5

太志（大垣市民病院呼吸器外科）

肺癌に対するロボット支援下および単孔式リン

のを考察する〜

パ節郭清

春木

須田

朋広（鳥取大学医学部呼吸器外科）

隆（藤田医科大学岡崎医療センター）

11 月 13 日（金）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）
8：30〜10：00 ワークショップ 12

p486

10：00〜11：40 ワークショップ 13

p488

免疫チェックポイント阻害薬の基礎

Driver 肺癌に対する治療戦略：耐性克服か耐性予防か

座長：玉田
吉野

Treatment Strategy of Oncogenic Driven Lung

WS12-1

耕治（山口大学大学院医学系研究科免疫学）
一郎（千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外
科学）

Cancer：To overcome or to prevent resistance？
座長：髙山

癌の免疫逃避機構を標的とした新しい治療法の

矢野

浩一（京都府立医科大学大学院医学研究科呼吸
器内科学）
聖二（金沢大学がん進展制御研究所腫瘍内科）

研究と開発
北野

滋久（がん研究会有明病院先端医療開発

WS13-1

センターがん免疫治療開発部）
WS12-2

Overview of drug resistance to TKIs
Susumu Kobayashi（Exploratory Oncology

T 細胞ミトコンドリア活性化剤による PD-1 阻

Research ＆ Clinical Trial

害がん免疫併用治療の臨床開発

Center, National Cancer

茶本

Center／Beth Israel

健司（京都大学大学院医学研究科免疫ゲ
ノム医学講座／京都大学大学院医

Deaconess Medical

学研究科附属がん免疫総合研究セ
ンター）
WS12-3

Center）
WS13-2

抗原特異的 CD8T 細胞の疲弊化誘導における各

けて

免疫チェックポイント分子の役割解明

安田

矢島

俊樹（群馬大学大学院先端腫瘍免疫治療

WS13-3

学／群馬大学大学院総合外科）
WS12-4

非小細胞肺癌術後再発に対する免疫チェックポ
若洲

WS12-6

浩之（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

Driver 遺伝子変異肺がんにおける初期治療抵抗
性機構の解明
山田

イント阻害薬療法と三次リンパ様構造の関係
WS12-5

EGFR-TKI 耐性化機構の多様性とその克服に向

忠明（京都府立医科大学大学院医学研究
科呼吸器内科学）

翔（九州大学病消化器・総合外科）

WS13-4

Intratumoral heterogeneity in drived lung

末梢血から探る，肺癌局所の免疫環境

adenocarcinoma

武藤

Tony Mok（Chinese University of Hong Kong）

哲史（福島県立医科大学呼吸器外科）

Serum exosomal PD-L1 and tumor-infiltrating
CD8+ T cell for predicting anti-PD-1 response in
NSCLC
Yoshihisa Shimada（Department of Thoracic
Surgery, Tokyo Medical
University）
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目

WS14-2

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 15

朝比奈

「肺癌に対するロボット支援下手術との共存」〜合併症
WS14-3

ゼロを目指した新たな知見〜
座長/特別発言：鈴木

EGFR-TKI と化学療法の併用
肇（北海道大学病院内科 I）

EGFR-TKI と血管新生阻害薬の併用

今後の展

望

健司（順天堂大学医学部呼吸器外科
学講座）

市原

英基（岡山大学病院呼吸器・アレルギー
内科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

LS15

文

敏景（がん研有明病院呼吸器センター外

WS14-4

EGFR 遺伝子変異陽性肺癌における免疫チェッ
クポイント阻害剤

科）

渡部

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・
感染症内科・腫瘍センター）

15：40〜17：15 ワークショップ 14

p488

EGFR 遺伝子陽性肺癌の治療戦略：最強な治療法は何

18：00〜18：50 イブニングセミナー 5

か

リキッドバイオプシーによる癌遺伝子解析と臨床的応

座長：中川 和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門）
前門戸 任（岩手医科大学呼吸器・アレルギー・膠原
病内科）

用：その原理と限界を踏まえて

WS14-1

ES5

EGFR 遺伝子陽性肺癌の治療戦略：最強な治療

座長：後藤

功一（国立がん研究センター東病院呼吸器内
科）
洪

法は何か〜ベストシークエンス（TKI 単剤療法の

腫瘍内科（内科学第三講座））

可能性）について〜
秦

泰浩（和歌山県立医科大学呼吸器内科・
共催：ガーダントヘルスジャパン株式会社

明登（神戸低侵襲がん医療センター呼吸
器腫瘍内科）

11 月 13 日（金） 第 8 会場（岡山コンベンションセンター
8：30〜9：18 一般演題（口演） 30

p570

O30-5

3F

301 会議室）

局所進行肺癌での導入療法後肺全摘の妥当性に

非小細胞肺癌：局所進行（III 期）1

ついて；通常肺全摘との比較から

座長：中島
先山

呉

淳（東京大学医学部附属病院呼吸器外科）
正二（国立病院機構高知病院呼吸器外科）

外科）
O30-6

O30-1

哲彦（香川大学医学部呼吸器乳腺内分泌

非小細胞肺癌に対する肺全摘術後合併症予測因

pathological N2 肺癌に対する完全鏡視下手術成

子及び予後因子の検討

績の検討

渡邊

黒田紗菜恵（神戸大学大学院医学研究科外科学

敬夫（順天堂大学医学部呼吸器外科学講
座）

講座呼吸器外科学分野）
O30-2

術前画像で肺門リンパ節転移を伴う cN2-pN2 非

9：18〜9：58 一般演題（口演） 31

小細胞肺癌に対する upfront surgery の治療成績

非小細胞肺癌：局所進行（III 期）2

早川

座長：中西

貴光（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

良一（名古屋市立大学大学院医学研究科病態外
科学講座腫瘍・免疫外科学分野）
宮脇美千代（大分大学医学部呼吸器外科）

外科）
O30-3

p571

cN2 StageIII 期非小細胞肺癌の術前化学/化学放
射線療法後の手術成績
仲西

O30-4

O31-1

慶太（名古屋大学呼吸器外科）

肺癌術前化学放射線療法における術後呼吸器有

分島

害事象に関する DVH を用いたリスク因子の再
O31-2

現性の検討
高橋

肋骨切除を伴う胸壁浸潤肺癌の外科治療成績か
ら術前化学放射線療法の意義を考える

重雄（香川大学医学部附属病院放射線治

集学的治療成績
棚橋

療科）

良（東京医科歯科大学呼吸器外科）

隣接臓器浸潤 T4 肺癌に対する外科治療を含む
雅幸（聖隷三方原病院呼吸器センター外
科）
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O31-3

Horner 徴候と腕神経症状を呈した狭義の肺尖部

10：38〜11：26 一般演題（口演） 33

胸壁浸潤肺癌（SST）に対する導入化学放射線療

非小細胞肺癌：局所進行（III 期）4

法後の手術

座長：村山

原田

匡彦（がん・感染症センター都立駒込病
勝井

院）
O31-4

局所進行左上葉肺がんに対する上縦隔郭清（温故

p574

貞之（琉球大学大学院医学研究科放射線診断治
療学講座）
邦彰（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科陽子
線治療学講座）

知新）
長阪

智（国立国際医療研究センター病院呼

O33-1

＋durvalumab における放射線肺臓炎を予測する

吸器外科）
O31-5

因子

当院における局所進行肺癌に対する Extended

馬屋原

sleeve lobectomy の治療成績
足立

局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法

博（神戸低侵襲がん医療センター放射
線治療科）

広幸（神奈川県立がんセンター呼吸器外
O33-2

科／横浜市立大学外科治療学）

NSCLC に対する化学放射線療法とデュルバル
マブ地固め療法における間質性肺疾患発症頻度

9：58〜10：38 一般演題（口演） 32
非小細胞肺癌：局所進行（III 期）3
座長：永安
松浦

とリスク因子の検討

p572

武（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腫瘍
外科学）
求樹（広島市立広島市民病院呼吸器外科）

大道和佳子（広島大学病院呼吸器内科）
O33-3

河村
O33-4

O32-1

O32-2

O32-3

III 期非小細胞肺癌 CRT 後デュルバルマブ施行
中のすりガラス陰影を伴う肺臓炎の解析

個別化療法時代における縦隔リンパ節転移陽性

対するイミフィンジの安全性，有効性を検討する

非小細胞肺癌切除例の臨床病理学的特徴

多施設前向き観察研究

高持

田宮

一矢（順天堂大学呼吸器外科）

肺癌の術後補助化学療法における炎症マーカー

O33-5

局所進行非小細胞肺癌化学放射線療法後の

の意義
木下

的研究

郁彦（九州大学消化器・総合外科学）

原田大二郎（四国がんセンター呼吸器内科）

プラチナ製剤使用困難な非小細胞肺がん患者に
O33-6

非小細胞肺癌化学放射線療法後のデュルバルマ

討

ブの予後に関する検討

齋藤アンネ優子（順天堂大学医学部放射線治療

小野

哲（静岡県立静岡がんセンター呼吸器
内科）

学講座）

O32-5

基裕（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

Durvalumab の有効性と肺臓炎に関する後方視

対する TS-1 併用化学放射線療法の有効性の検

O32-4

光栄（京都医療センター放射線治療科）

CRT 後に Grade1 放射線肺障害を有する患者に

III 期非小細胞肺癌高齢者および PS2 に対する低
用量 CBDCA と胸部放射線同時併用療法後

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 16

Durvalmab 療法第 II 相試験

最新の肺癌治療戦略 2020〜いま気管支鏡で出来るこ

毛利

と〜

篤人（埼玉医科大学国際医療センター）

RWE of long-term safety and efficacy of

座長：中西

durvalumab in unresectable stage III NSCLC

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）

（AYAME study）
Kiichiro Ninomiya（Okayama Univ）

LS16-1

今林

達哉（がん研究センター中央病院内視鏡

LS16-2

姫路

大輔（宮崎県立宮崎病院内科）

科呼吸器内視鏡）
共催：オリンパス株式会社
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15：40〜16：28 一般演題（口演） 34

p575

O35-5

ドライバー遺伝子異常を有する II/III 期非小細胞
肺癌（NSCLC）の国内の治療の現状

非小細胞肺癌：局所進行（III 期）5
座長：長谷川誠紀（兵庫医科大学呼吸器外科）
佐藤 雅美（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸
器外科学分野）

善家
O35-6

義貴（国立がん研究センター東病院）

EGFR 陽性の切除不能・局所進行 NSCLC に対
するゲフィチニブ＋胸部放射線同時併用の第 II
相試験（WJOG6911L）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

O34-1

前方アプローチによる左椎骨動脈および左鎖骨

座／静岡県立静岡がんセンター呼
吸器内科）

教久（千葉大学大学院医学研究院呼吸器
病態外科学）

18：00〜18：50 イブニングセミナー 6

肺尖部胸壁浸潤癌に対する胸壁合併切除の工夫

肺癌ゲノム医療における遺伝子パネル検査の現状と展

牧

望

佑歩（国立病院機構四国がんセンター呼
吸器外科）

O34-3

座長：加藤

常塚
O34-4

ES6

宣男（石川県立中央病院呼吸器外科）

O34-5

由美（ベルランド総合病院呼吸器外科）

胸壁合併切除症例に対するチタンプレートを用
いた胸壁再建
中島

O34-6

康裕（東京医科歯科大学呼吸器外科）

扁平上皮癌における気管支・肺動脈形成術の意
義
矢澤

友弘（前橋赤十字病院呼吸器病センター
呼吸器外科）

16：28〜17：16 一般演題（口演） 35

p577

非小細胞肺癌：局所進行（III 期）6
座長：永田
西村

靖（広島大学大学院医系科学研究科放射線腫
瘍学）
恭昌（近畿大学医学部放射線医学教室放射線腫
瘍学部門）
局所進行非小細胞肺癌患者における化学放射線
療法後の早期増悪および長期生存に関わる因子
の検討
山本

浩貴（北里大学病院呼吸器内科）

III 期非小細胞肺癌に対する化学放射線療法後の
放射線肺臓炎の検討
勝井

邦彰（岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科陽子線治療学）

O35-3

実臨床下での手術不能局所進行 NSCLC に対す
る化学放射線照射症例の検討
二木麻衣子（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）

O35-4

BIM 遺伝子欠失多型を有する非小細胞肺癌患者
では化学放射線療法の効果が減弱する
若林

松本

慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸
器内科）

大動脈に浸潤を認めた左上葉肺癌の一症例
松田

O35-2

晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

緊急的に右上葉切除・分岐部形成術を施行した
肺癌の 1 例

O35-1

弘朗（和歌山県立医科大学内科学第 3 講

一切除例
田中
O34-2

赤松

下動脈合併切除・再建を施行した縦隔型肺癌の

優（広島大学病院呼吸器内科）
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共催：中外製薬株式会社

11 月 13 日（金） 第 9 会場（岡山コンベンションセンター
8：30〜9：18 一般演題（口演） 36

p578

O37-3

栗林

アファチニブ耐性後におけるオシメルチニブの

信二（国立病院機構近畿中央呼吸器センター臨
床研究センター）
康造（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）

梁田
O37-4

コミチニブ療法の検討
寿志（弘前大学医学部附属病院呼吸器内

EGFR-TKI 増悪後の EGFR T790M 陽性進行肺腺
癌に対するオシメルチニブ+/-ベバシズマブの第

科・感染症科）
O37-5

EGFR 遺伝子変異陽性進行肺癌に対する治療状

2 相試験（WJOG8715L）

況に関する前向きレジストリ研究

赤松

西井

弘朗（和歌山県立医科大学内科学第 3 講
座）

O36-2

啓（旭川医科大学病院呼吸器センター）

当院における EGFR-TKI 既治療症例に対するダ
田中

O36-1

O37-6

和也（CS-Lung-003 研究グループ）

EGFR 変異陽性肺癌術後再発症例の予後因子に

脳転移を有する EGFR 遺伝子変異陽性肺癌に対

関する検討

する EGFR-TKI とラムシルマブ併用の第 I 相試

大島

祐貴（鳥取大学医学部付属病院呼吸器外

験（医師主導治験）
中谷

科）

有貴（大阪市立総合医療センター腫瘍内
科）

O36-3

10：06〜10：54 一般演題（口演） 38

EGFR-TKI 抵抗性の T790M 変異陽性，PS 不良

IV 期 NSCLC：維持療法・2nd line

の非小細胞肺癌に対するオシメルチニブの第 II

座長：石川
高田

相臨床試験（NEJ032B）
吉岡

暢久（県立広島病院呼吸器内科）
一郎（福山市民病院内科）

O38-1

進行非小細胞肺癌における CBDCA+PEM+BEV

PS 不良 EGFR 遺伝子 T790M 変異陽性肺癌に対

療法後の BEV，
PEM，PEM+BEV 維持療法を比

するオシメルチニブ単剤療法の第 II 相試験

較したランダム化第 II 相試験

小澤

金田

雄一（和歌山県立医科大学内科学第三講

俊彦（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

座）
O36-5

内科／神戸市立医療センター西市

進行期 EGFR 遺伝子変異陽性肺腺癌に対する

民病院呼吸器内科／倉敷中央病院

afatinib または osimertinib を 1 次治療とした第
2 相試験
森川
O36-6

p581

弘鎮（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍
内科）

O36-4

405 会議室）

治療効果に関する検討

IV 期 NSCLC：EGFR1
座長：安宅

4F

呼吸器内科）
O38-2

慶（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

非小細胞肺癌患者を対象としたドセタキセル，ラ
ムシルマブとペグフィルグラスチム併用療法の

EGFR-TKI 治療後 CNS PD もしくはプラチナ治

第 II 相試験

療既治療（T790M-）EGFR+NSCLC に対するオ

笠原

シメルチニブの第 2 相試験
武田

礼光（群馬大学医学部附属病院先端医療
開発センター）

真幸（近畿大学）

O38-3

ドセタキセルとラムシルマブ併用療法の実臨床
における有効性と安全性の検討

9：18〜10：06 一般演題（口演） 37

p580

IV 期 NSCLC：EGFR2
座長：平島
小泉

水谷
O38-4

智徳（大阪はびきの医療センター肺腫瘍内科）
知展（信州大学医学部包括的がん治療学講座）

EGFR 陽性肺癌における 1 次治療 Osimertinib
後の治療内容の検討
坂本

O38-5
O37-1

博昭（がん研究会有明病院呼吸器内科）

ドライバー変異陰性非小細胞肺癌に対する免疫

EGFR 遺伝子変異陽性 NSCLC 患者における

チェックポイント阻害剤の実態調査

BSC の場合の予後と BSC に対する EGFR-TKI

上月

治療の予後延長効果の検討
益田
O37-2

英明（埼玉県立がんセンター）

稔幸（CS-Lung-003 研究グループ／国立
病院機構四国がんセンター）

武（広島大学病院呼吸器内科）

O38-6

late line におけるカルボプラチン+パクタリキセ

EGFR 遺伝子変異陽性肺がんに対する初回第 1/

ル+ベバシズマブの有用性についての検討

2 世代 EGFR-TKI 治療からの治療成績

杉坂

中村

敦（仙台厚生病院呼吸器内科）
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淳（仙台厚生病院呼吸器内科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

10：54〜11：34 一般演題（口演） 39

p583

O41-2

長期生存を得た多発限局型腫瘤を呈する悪性胸
膜中皮腫症例の治療について

IV 期 NSCLC：合併症
座長：服部
富井

剛弘（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）
啓介（神戸市立医療センター中央市民病院呼吸
器内科）

田中
O41-3

明彦（市立札幌病院呼吸器外科）

縦隔リンパ節転移と併存疾患を伴う進行悪性胸
膜中皮腫に対する右胸膜外肺全摘術
岡部

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

O39-1

O39-2

ロリズマブ単剤治療においては間質性肺炎の合

16：36〜17：24 一般演題（口演） 42

併は予後に影響しない

肺癌術後評価

山口

座長：岩田

央（埼玉医科大学国際医療センター）

間質性肺炎を合併した進行・再発非小細胞肺癌
高見

に対するアテゾリズマブの第 II 相試験；TORG
1936/AMBITIOUS 試験
池田

O42-1

ハイリスク I 期肺癌症例の手術成績の後方視的
土肥良一郎（長崎大学大学院腫瘍外科学）

薬物治療による肺臓炎の臨床像及び予後の検討
太一（国立病院機構九州がんセンター呼

O42-2

手術療法施行した肺がん患者における patient
reported quality of life（PRQOL）の評価

吸器腫瘍科）
O39-4

尚（岐阜大学医学部附属病院呼吸器センター
呼吸器外科）
康二（国立病院機構大阪医療センター呼吸器外
科）

検討

究機構（TORG）
）
松原

張

プラチナ+PEM+Pembrolizumab による薬剤性

林婉（徳島大学大学院医歯薬学研究部臨
床腫瘍医療学分野）

肺炎発症と肺野 CT の線維化所見の関連性
山口
O39-5

哲平（愛知県がんセンター呼吸器内科部） O42-3

肺癌術後呼吸機能の長期的予後についての検討
小野寺

切除不能肺癌に合併した続発性気胸の検討
萱谷

p586

慧（神奈川県立循環器呼吸器病セン
ター呼吸器内科／胸部腫瘍臨床研

O39-3

和倫（山口宇部医療センター呼吸器外科）

PD-L1 高発現の未治療 NSCLC に対するペムブ

O42-4

紘枝（岡山赤十字病院呼吸器内科）

賢（仙台医療センター呼吸器外科）

呼吸筋力測定器 IOP-01 を用いた肺切除術後の
経日的呼吸筋力の変化について

15：40〜16：12 一般演題（口演） 40

O42-5

胸膜中皮腫 1
座長：橋本
立花

大塩

p584

直純（名古屋大学医学部附属病院呼吸器内科）
功（日本生命済生会日本生命病院総合内科）

富岡

胸膜肥厚を伴わない（いわゆる Radiological
T0）悪性胸膜中皮腫切除例における成績

飯田

O40-3
O40-4

康裕（東京医科歯科大学呼吸器外科）

悪性胸膜中皮腫の骨転移に関する検討
石垣

裕敏（兵庫医科大学呼吸器・血液内科学）

微小環境中の腫瘍関連マクロファージにおける
インフラマソームが悪性胸膜中皮腫の進展に及
ぼす役割
堀尾

大介（兵庫医科大学内科学講座呼吸器科）

16：12〜16：36 一般演題（口演） 41

p585

胸膜中皮腫 2
座長：玄馬
佐野

O41-1

顕一（中国中央病院呼吸器内科）
由文（愛媛大学大学院医学系研究科心臓血管・
呼吸器外科学）
当院の悪性胸膜中皮腫に対する治療成績
宮崎

智彦（国保直営総合病院君津中央病院呼
吸器外科）

晃史（兵庫医科大学呼吸器外科）

胸膜中皮腫における新たな T 因子評価法の模索
中島

泰章（岡山大学病院呼吸器外科）

非小細胞肺癌術後脳転移リスクスコアの開発と
検証

中村
O40-2

非小細胞肺癌手術症例と末梢血リンパ球/単球比
とその継時的変化の関連の検討

O42-6
O40-1

恭彦（滋賀医科大学呼吸器外科）

拓郎（長崎大学大学院腫瘍外科）
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11 月 13 日
（金）第 10 会場（岡山コンベンションセンター
8：30〜9：10 一般演題（口演） 43

p588

O44-6

4F

407 会議室）

早期肺癌に対する単孔式胸腔鏡下肺葉切除にお

非小細胞肺癌：早期（I/II 期）7

けるリンパ節郭清の工夫について

座長：川村 雅文（帝京大学医学部外科学講座呼吸器外科）
小副川 敦（大分大学呼吸器・乳腺外科）

平井

O43-1

O43-2

外科）

高齢者肺癌患者の抱える問題にどう取り組むべ

9：58〜10：38 一般演題（口演） 45

きか？―手術，術後再発例に対する検討―

非小細胞肺癌：早期（I/II 期）9

中村

座長：櫻井
三村

雄介（池上総合病院呼吸器外科）

当院における 80 歳以上の StageIA 期高齢者肺
山本

裕崇（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ
O45-1

ンター呼吸器外科）

けるリンパ節郭清と手術関連因子の比較

粒子線治療の適応について

大瀬

美緒（国立研究開発法人量子科学技術研

O45-2

ハイリスク肺癌症例における呼吸同期 4D CT を

O45-3

ロボット支援下手術は低侵襲手術か
勇人（福島県立医科大学呼吸器外科）

ロボット支援下肺葉切除術における縦隔リンパ
節郭清

使った隣接臓器への癒着/浸潤評価
岡田

尚子（大阪大学呼吸器外科）

峯

究開発機構 QST 病院）

O43-5

単孔式とロボット支援下肺癌手術の導入期にお

間質性肺炎を合併した非小細胞肺癌に対する重
中嶋

O43-4

中村

悟（京都府立医科大学呼吸器外科学）

COPD および上部消化管手術後の低栄養が肺癌

O45-4

彰太（名古屋大学呼吸器外科）

最新低侵襲手術（単孔式 VATS, ロボット支援下

術後合併症や予後に及ぼす影響

手術）におけるリンパ節郭清の実際：従来の

濱中

VATS との比較

一敏（信州大学呼吸器外科）

田村

9：10〜9：58 一般演題（口演） 44

p589

O45-5

昌也（金沢大学呼吸器外科）

ロボット支援手術における fusion surgery につ

非小細胞肺癌：早期（I/II 期）8

いての検討

座長：近藤

酒井

三浦

p590

裕幸（日本大学医学部呼吸器外科学分野）
剛史（呉医療センター・中国がんセンター呼吸
器外科）

癌の検討

O43-3

恭二（日本医科大学千葉北総病院呼吸器

晴彦（杏林大学医学部外科学教室呼吸器・甲状
腺外科）
隆（国家公務員共済組合連合会新別府病院呼
吸器外科）

秀都（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）

10：38〜11：18 一般演題（口演） 46

p592

非小細胞肺癌：早期（I/II 期）10
O44-1

当科における単孔式胸腔鏡下肺区域切除の周術
期成績
古澤

O44-2

座長：佐治
川真田

慎也（前橋赤十字病院呼吸器外科）

単孔式胸腔鏡下右上縦隔郭清における術野展開

O46-1

の工夫
本山

秀樹（神戸市立西神戸医療センター呼吸

O46-2

康雄（東京女子医科大学八千代医療セン

金内
O46-3

ター呼吸器外科）
O44-4

航大（札幌医科大学附属病院呼吸器外科）

右肺癌における当科でのロボット支援下縦隔リ
ンパ節郭清の定型化

単孔式 VATS 下での ICG 蛍光ガイド下縮小手術
関根

当施設での RATS における工夫
鶴田

器外科）
O44-3

久（聖マリアンナ医科大学呼吸器外科）
修（尾道市立市民病院外科）

直樹（日本海総合病院呼吸器外科）

開胸術と同じ鋭的剥離を意識したロボット支援
下リンパ節郭清術の工夫

肺癌に対する単孔式 VATS において従来式

臼田

実男（日本医科大学大学院医学研究科呼

VATS あるいはロボット支援手術と同様のリン

吸器外科学分野）

パ節郭清を行う方法とは

O46-4

演題取下げ

佐野

O46-5

高い自由度の展開を活かした Solo surgery によ

由文（愛媛大学医学部附属病院呼吸器セ
ンター）

O44-5

るロボット支援下右上縦隔郭清術

当院における単孔式 VATS リンパ節郭清手技の
工夫
坂本

圭（さいたま市立病院呼吸器外科）
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山本

亜弥（関西労災病院呼吸器外科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

O48-4

12：10〜13：00 ランチョンセミナー 17

S1＋CDDP±Bevacizumab 導入療法後の S1±

腫瘍免疫から考える非小細胞肺癌における薬物療法

bevacizumab 維持療法の効果，安全性とバイオ

座長：田中

マーカーの探索的研究

洋史（新潟県立がんセンター新潟病院）

仲
LS17

野上

剛（国立国際医療研究センター病院呼
吸器内科）

尚之（愛媛大学大学院医学系研究科地域
胸部疾患治療学講座）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

共催：中外製薬株式会社

16：52〜17：24 一般演題（口演） 49

p595

細胞傷害性抗がん剤 2
15：40〜16：20 一般演題（口演） 47

p593

座長：古川

非小細胞肺癌：早期（I/II 期）11
座長：佐藤
神崎

藤原

幸夫（筑波大学医学医療系呼吸器外科学）
正人（東京女子医科大学病院呼吸器外科）
O49-1

O47-1

欣也（東京医科大学茨城医療センター呼吸器外
科）
慶一（岡山医療センター呼吸器内科）
高齢者肺癌手術症例における術後補助化学療法
の必要性についての検討

小型肺がんに対するバーチャル気管支鏡ナビ

土井

ゲーションを利用した術前気管支鏡下肺マッピ

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）

ング法の検討
八杉

昌幸（公立学校共済組合中国中央病院内
科）

O47-2

O49-2

演題取下げ

O49-3

Occult リンパ節転移肺癌に対する術後補助療法
の意義

小型高分化腺癌に対する治療戦略：JCOG1906

毛受

をみすえて
園川
O47-3

卓海（日本医科大学付属病院呼吸器外科）

O49-4

療法の有効性

末梢小型肺癌に対する PET/CT 値を指標とした

高橋

術式選択の妥当性
則竹
O47-4

暁史（京都大学医学研究科呼吸器外科）

非小細胞肺癌に対する実臨床での術後補助化学
守（京都桂病院）

統（国立がん研究センター東病院）

RFID マイクロチップを使用した術中微小肺癌同

18：00〜18：50 イブニングセミナー 7

定と胸腔鏡下肺部分切除

繰り返されるパラダイムシフト new era in NSCLC

宮原

座長：弦間

聡（福岡大学呼吸器乳腺内分泌小児外

昭彦（日本医科大学）

科）
O47-5

小型肺腺癌切除例における CT 画像所見と病理

ES7

肥塚

智（東邦大学医学部外科学講座呼吸器
外科学分野）

16：20〜16：52 一般演題（口演） 48

p594

細胞傷害性抗がん剤 1
座長：今泉 和良（藤田医科大学呼吸器内科学 I 講座）
小牟田 清（第二警察病院）
O48-1

高齢者既治療非小細胞肺癌に対する S-1 の効果
および安全性の検討
峯村

O48-2

浩之（福島県立医科大学）

PREDICT1：カルボプラチン＋ペメトレキセド
療法（CbP）の効果予測（CJLSG1201）
深津明日樹（安城更生病院）

O48-3

東

公一（久留米大学医学部呼吸器・神経・
膠原病内科（第一内科））

組織学的所見との関連の検討

PS 不良および胸水を有する進行非小細胞肺癌に
対するドセタキセル＋ラムシルマブ併用療法の
効果
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）
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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

11 月 13 日（金） 第 11 会場（岡山県医師会館
9：00〜9：48 一般演題（口演） 50

p596

O51-4

柴田

三木記念ホール）

緩和的放射線治療および免疫チェックポイント
阻害薬の使用時期と治療効果の関係

免疫治療 腫瘍微小環境
座長：青江

2F

啓介（国立病院機構山口宇部医療センター腫瘍
内科）
和彦（厚生連高岡病院腫瘍内科）

相子
O51-5

直人（横浜市立市民病院呼吸器内科）

非小細胞肺癌における胸部以外への放射線照射
歴と免疫チェックポイント阻害剤の治療効果の
関連性の検討

O50-1

IL-33 による腫瘍微小環境の修飾と抗腫瘍効果の

細川

忍（岡山赤十字病院呼吸器内科）

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）

O50-2

伊奈

O50-4

座長：川崎
西野
O52-1

非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻

討

害剤治療効果予測における血清炎症性マーカー

阿南健太郎（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科）

の役割

複合免疫療法後に病理学的完全寛解を得られた

高田
O52-2

討
松村

比との関係
松尾

毛利

器・神経・膠原病内科部門）
O52-3

篤人（埼玉医科大学国際医療センター呼

非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻
害剤単剤治療の効果予測因子の検討

吸器内科）

石川

周成（杏林大学医学部付属病院呼吸器内

PD−L1 陰性腫瘍に対する Atezolizumab 作用機
序解析と新たなバイオマーカーの探索
岩井

科）
O52-4

俊樹（中外製薬プロダクトリサーチ部）

PD-1 抗体長期投与例における NLR および
RDW の推移
小谷

9：48〜10：28 一般演題（口演） 51

昌広（鳥取大学医学部呼吸器・膠原病内

p598

免疫治療 臨床試験・放射線治療

科）
O52-5

史郎（名古屋第一赤十字病院呼吸器内科）
卓夫（岡山医療センター呼吸器内科）

肺癌に対する ICI の治療効果と末梢血好酸球の
関係
岡内眞一郎（水戸協同病院呼吸器内科）

O52-6
O51-1

規和（久留米大学医学部内科学講座呼吸

非小細胞性肺癌の免疫チェックポイント阻害薬
の効果に対する全身性ステロイドの影響

座長：野村
柴山

和樹（九州大学大学院消化器・総合外科）

非小細胞肺癌に対する抗 PD-1/PD-L1 抗体単剤
ならびに化学療法併用の効果と好中球リンパ球

勇輝（福島県立医科大学呼吸器外科学講
座）

O50-6

雅之（国立病院機構大牟田病院呼吸器科）
和美（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

拓摩（藤田医科大学呼吸器内科学 I）

非小細胞肺癌手術症例における PD-L1 発現の検

非小細胞肺癌における病理学的，免疫組織学的検

O50-5

p599

免疫治療 予後因子 1

肺癌転移縦隔リンパ節におけるリンパ球プロフ
ァイルの解析

O50-3

10：28〜11：16 一般演題（口演） 52

末梢血 PD-1 陽性 T リンパ球と免疫チェックポ

進行・再発非小細胞肺癌へのニボルマブ治療に

イント阻害剤の治療効果との関係

おける，効果と至適投与期間予測に関する観察研

猪又

峰彦（富山大学附属病院第一内科）

究（New Epoch）
池垣
O51-2

俊吉（兵庫県立尼崎総合医療センター）

15：40〜16：20 一般演題（口演） 53

p600

非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻

小細胞肺癌/神経内分泌腫瘍 トランスレーショナルリ

害薬と化学療法併用療法のレジメン選択につい

サーチ・症例報告

ての検討
宮寺

恵希（日本医科大学大学院医学研究科呼

座長：横山
山﨑

俊秀（倉敷中央病院呼吸器内科）
正弘（広島赤十字・原爆病院呼吸器科）

吸器内科学分野）
O51-3

Assessment of Nivolumab Dosing Schedule in

O53-1

進行/再発肺大細胞神経内分泌癌における末梢血

Combination with Ipilimumab for First-Line Non-

好中球/リンパ球比と予後および腫瘍免疫微小環

Small Cell Lung Cancer

境との関連

Mayu Osawa（Bristol-Myers Squibb K.K.）

白澤

昌之（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）
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プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

O53-2

進展期小細胞肺癌における修正 LIPI スコアによ

O54-4

る予後予測の可能性

テカンまたはアムルビシン維持療法を比較する

高倉

無作為化第 II 相試験

敏彰（国立病院機構南和歌山医療セン
ター呼吸器科）

O53-3

川嶋

肺高悪性度神経内分泌癌における Ki67 標識率と

O54-5

予後の検討
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

ED-SCLC を対象とした初回導入療法後イリノ

福本

庸介（仙台厚生病院呼吸器内科）

アムルビシン単剤療法における G-CSF 一次予防
的投与の必要性

侑麻（国立がん研究センター中央病院呼

福田

実（長崎大学病院がん診療センター／

吸器外科）
O53-4

呼吸器内科）

トポイソメラーゼ阻害薬耐性小細胞肺癌に対す
る ABC トランスポーター阻害薬の効果

17：00〜17：40 一般演題（口演） 55

大森美和子（日本医科大学大学院医学研究科呼

小細胞肺癌/神経内分泌腫瘍 周術期療法・脳転移

吸器内科学分野）
O53-5

IgG4 関連胸膜炎に併発した小細胞肺癌の 1 例
佐藤

座長：森高 智典（愛媛県立中央病院呼吸器内科）
武田 晃司（認定 NPO 法人西日本がん研究機構）

幸佑（坂総合病院呼吸器科）
O55-1

16：20〜17：00 一般演題（口演） 54

肺高悪性度神経内分泌癌切除症例の検討〜術式
選択と術後補助化学療法が予後に与える影響〜

p602

松居

小細胞肺癌/神経内分泌腫瘍 化学療法
座長：前田
小栗

忠士（山口宇部医療センター腫瘍内科）
鉄也（名古屋市立大学大学院医学研究科地域医
療教育研究センター）
当科において小細胞肺癌に対して CE 療法に

高悪性度神経内分泌肺癌に対する周術期化学療
法の現状

O55-3

atezolizumab の併用療法を施行した症例の検討
近石
O54-2

石田
O55-4

価

木畑佳代子（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

松尾

内科／関西医科大学内科学第一講
O54-3

大輔（大阪警察病院呼吸器外科）

限局期小細胞肺癌における予防的全脳照射の評

有効性と安全性の検討

座）

哲三（九州大学大学院消化器・総合外科）

当施設における肺高悪性度神経内分泌腫瘍手術
症例の検討

泰弘（下関市立市民病院呼吸器外科）

当院における CBDCA+VP-16+Atezolizumab の

真司（鳥取大学医学部呼吸器・乳腺内分
泌外科）

O55-2

田川
O54-1

幸憲（京都大学放射線腫瘍学・画像応用
治療学）

O55-5

小細胞・神経内分泌肺癌脳転移に対するガンマ

希少遺伝子変異をもつ小細胞肺癌に対する治療

ナイフ単独治療成績

法の確立：LC-SCRUM-Japan によるスクリー

芹澤

ニングと医師主導治験
池田

p603

徹（築地神経科クリニック東京ガンマ
ユニットセンター）

喬哉（国立がん研究センター東病院）

11 月 13 日（金） 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） 12

p694

P2-12-4（D） 転移性肺腫瘍が疑われた肺コロイド腺癌の 1 例
川岸耕太朗（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

非小細胞肺癌：早期（I/II 期）2

器外科学講座）
P2-12-1（A） 当科における超高齢者肺癌に対する Uniportal

P2-12-5（E） 分葉不全症例に行ったリピオドールマーキング
2 例〜適応と有用性に関する考察〜

VATS
竹内

高塚

健（聖隷横浜病院呼吸器外科）

吸器内科）

P2-12-2（B） 縦隔・葉間面型舌区肺動脈を有する完全鏡視下

P2-12-6（A） 肺門背側アプローチでの胸腔鏡下右下葉 S9+10

上大区切除の 1 例
深田

沙紀（京都第二赤十字病院呼吸器外科，呼

切除

武久（兵庫県立尼崎総合医療センター呼

伊藤

吸器外科）
P2-12-3（C） 鏡視下肺葉切除後，肺を体外に摘出する際に出血

祥隆（新松戸中央総合病院呼吸器外科）

P2-12-7（B） 術前 3D-CT で V2 走行異常を正確に把握できた

を来した 1 手術例

右上葉肺癌の一切除例

徳永

大久保友人（坂出市立病院呼吸器外科）

義昌（高知医療センター呼吸器外科）
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P2-12-8（C） 同側他肺葉に部分肺静脈還流異常を合併した肺
癌切除経験
伊東

一般演題（ポスター） 13

p700

非小細胞肺癌：局所進行（III 期）2

万里（日本海総合病院呼吸器外科）

P2-12-9（D） 分葉不良な葉間境界付近に位置したため胸腔鏡

P2-13-21（A） 導入化学療法により同時化学放射線療法及びデ

下上葉切除+S5 区域切除を要した転位気管支を

ュルバルマブ投与が可能となった非小細胞肺癌

有する右上葉肺癌

の4例

岡崎

古川

智（国立病院機構帯広病院呼吸器外科）

皓一（神戸大学医学部付属病院呼吸器内

P2-12-10（E） 気管支・肺静脈破格を伴う右中葉肺癌に対し，術
前 3D-CT シミュレーションが有用であった 1 例
諸鹿

科）
P2-13-22（B） 当院における切除不能局所進行非小細胞肺癌に

俊彦（福岡県済生会二日市病院呼吸器外

対する Durvalumab 使用経験及び過去 5 年との

科）

比較

P2-12-11（A） 完全胸腔鏡下手術の低侵襲性の証明とその定量

田地

広明（株式会社日立製作所日立総合病院

的評価についての検討

呼吸器内科）

野津田泰嗣（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

P2-13-23（C） 当院におけるデュルバルマブ投与例の後方視的

科学分野）

検討

P2-12-12（B） 非小細胞肺癌に対する肺葉切除術の各種アプ

山本

美暁（東京都立多摩総合医療センター呼

ローチ式に関する検討―術後仏痛に着目して―

吸器・腫瘍内科）
太郎（九州大学大学院消化器・総合外科） P2-13-24（D） 非小細胞肺癌に対する強度変調放射線治療と放
P2-12-13（C） 当科でのロボット支援下内視鏡手術の周術期成
射線肺臓炎の関連の検討
績
北台 留衣（がん・感染症センター東京都立駒
大場

川角

佑太（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P2-12-14（D） 当院における Si から Xi に至るロボット肺葉切

込病院呼吸器内科）
P2-13-25（E） 当院における局所進行非小細胞肺癌に対する化

除術の導入経験

学放射線療法後の Durvalumab の使用経験

石川

津谷あす香（和泉市立総合医療センター腫瘍内

善啓（横浜市立大学附属病院呼吸器外科）

P2-12-15（E） 当院でのロボット支援下肺葉切除術の初期導入
の検討〜ラーニングカーブカーブを参考に〜
渡辺

科）
P2-13-26（A） 化学放射線療法後にカテーテルアブレーション

光（日本海総合病院呼吸器外科）

治療を要する不整脈を発症した 1 例

P2-12-16（A） 早期肺癌に対する胸腔鏡下右 S6b+c+S8a+S9a
複合区域切除
平野

永田

豊（公立学校共済組合中国中央病院）

治療成績

P2-12-17（B） 気管支鏡検査後 1 ヶ月の経過で急速に増大した
左上葉肺腺癌の 1 切除例
下治

山浦

正樹（近畿大学医学部外科学講座呼吸器
ター呼吸器外科）

る化学放射線治療の検討
大川

宙太（武蔵野赤十字病院呼吸器科）

P2-13-29（D） 高齢者肺癌に対し化学放射線療法後に地固め免

P2-12-18（C） 原発性肺癌に対する肺部分切除後の術後成績に

疫療法を施行した 3 例についての検討

関する検討

高木

杉本龍士郎（愛媛大学大学院医学研究科心臓血

順平（市立長浜病院呼吸器内科）

P2-13-30（E） 肺癌の腫瘍穿破に伴う有瘻性膿胸に対し EWS

管・呼吸器外科学）

による気管支充填術が有効であった 1 例

P2-12-19（D） 非小細胞肺癌に対する縮小手術 10 年経過後の予

中川

後の検討

隆行（国立病院機構茨城東病院呼吸器外
科）

誠（山形県立中央病院呼吸器外科）

P2-13-31（A） 術前化学放射線療法にて病理学的 CR を得た局

P2-12-20（E） 微小浸潤性腺癌（cT1mi）
と判断し肺切除術を行

所進行非小細胞肺癌の 2 切除例

った症例の検討
林

匠（竹田綜合病院呼吸器外科）

P2-13-28（C） 当院における切除不能 3 期非小細胞肺癌に対す

外科部門／和泉市立総合医療セン

遠藤

和也（公立館林厚生病院放射線治療科）

P2-13-27（B） 局所進行非小細胞肺癌に対する Durvalumab の

荒井

直宏（国立病院機構岡山医療センター呼
吸器外科）

宏雅（神奈川県立循環器呼吸器病セン
ター呼吸器外科）

P2-13-32（B） Durvalumab 投与後の肺壊死を伴う難治性気胸
に対し手術を施行した 1 例
菅野

― 101 ―

健児（横浜南共済病院呼吸器外科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

P2-13-33（C） 局所進行 NSCLC に対する CDDP+S-1 化学放
射線治療後の Durvalumab 維持療法：Trial in

した肺扁平上皮癌の 1 例

Progress（Samurai Group）

坂本

丹澤

第
2
日
目

奈穂（順天堂大学医学部附属順天堂医院

盛（帝京大学）

呼吸器内科）

P2-13-34（D） CCRT＋デュルバルマブ施行後の再発形式と 2

プ
ロ
グ
ラ
ム

P2-14-44（D） デノスマブ単独投与が多発肺病変に対して奏功

P2-14-45（E） 当院におけるドセタキセル，ラムシルマブ併用療

次治療の有効性と安全性についての後方視的検

法の検討

討

連を踏まえて

川合

祥子（がん・感染症センター都立駒込病

岡野

免疫チェックポイント阻害薬との関

智仁（三重大学医学部附属病院呼吸器内

院呼吸器内科）

科学講座）

P2-13-35（E） ALK 陽性の肺多形癌の一切除例

P2-14-46（A） Indirect analysis of first-line tyrosine kinase

島松晋一郎（北九州市立病院機構北九州市立医

inhibitors for EGFR+ NSCLC in Japanese

療センター呼吸器外科）

patients
Kazuhiko Nakagawa（Department of Medical

一般演題（ポスター） 14

p703

Oncology, Kindai
University Faculty of

非小細胞肺癌：進行期（IV 期）2

Medicine）
P2-14-36（A） アテゾリズマブ＋カルボプラチン＋パクリタキ

P2-14-47（B） 一次治療と T790M 陽性例におけるオシメルチニ
ブの有効性と安全性の検討

セル＋ベバシズマブ 4 剤併用療法中に肺血栓塞

中安

栓症を来した一例
中川

夏樹（公立学校共済組合関東中央病院呼

弘征（静岡県立総合病院呼吸器内科）

P2-14-48（C） EGFR Exon 20 insertion 陽性の肺多形癌に
Osimertinib を導入した一例

吸器内科）

佐藤

P2-14-37（B） 当院における非小細胞肺がんに対する化学療法

祐麻（王子総合病院呼吸器内科）

＋免疫チェックポイント阻害剤（ICI）併用療法

P2-14-49（D） 演題取下げ

の臨床的検討

P2-14-50（E） EGFR Exon20 挿入変異陽性 NSCLC の臨床的特

田中

徴と治療成績

奨（長岡赤十字病院呼吸器内科）

森田

P2-14-38（C） ペムブロリズマブ単剤療法の効果と安全性の検

智枝（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科／国立国際医療研究セン

討
植松

ター病院呼吸器内科）

真生（がん・感染症センター東京都立駒

P2-14-51（A） EGFR uncommon mutation に対する第 2 世代

込病院呼吸器内科）

EGFR TKI 治療成績に関する検討

P2-14-39（D） PD-L1 高発現進行非小細胞肺癌におけるペムブ

近藤

ロリズマブ単剤と複合免疫療法の効果に関する

機構神奈川県立がんセンター呼吸

後方視的検討
福島

哲郎（地方独立行政法人神奈川県立病院
器内科）

光基（長崎大学病院呼吸器内科）

P2-14-40（E） 当院における非小細胞肺癌に対する細胞障害性

P2-14-52（B） Pembrolizumab 投与後に再生不良性貧血を来た

抗癌剤・免疫チェックポイント阻害剤併用症例

した IV 期肺腺癌の一例

の検討

合田

青柳

P2-14-53（C） ニボルマブ投与後に肺血管微小腫瘍塞栓症を発

貴之（大阪赤十字病院呼吸器内科）

症した扁平上皮癌の 1 剖検例

P2-14-41（A） ペムブロリズマブが著効した口腔内転移・胸膜

次富

播種を伴う肺多形癌の 1 例
山木

P2-14-54（D） 化学療法と Pembrolizumab 併用時ステロイドを
控えると皮疹が増強する

制に成功した IV 期低分化肺腺癌の 1 例．
（ABCP

兼松

療法の経験）

貴則（松山赤十字病院呼吸器センター）

P2-14-55（E） 免疫関連有害事象発症における殺細胞性抗癌剤

直己（砂川市立病院呼吸器内科）

P2-14-43（C） 免疫チェックポイント阻害剤の前治療後に血管

併用の影響について
佐多

新生阻害剤での治療により長期生存した症例
間中

亮輔（聖路加国際病院呼吸器センター呼
吸器内科）

実（JA 尾道総合病院呼吸器外科）

P2-14-42（B） 腹膜播種を CART 療法で凌ぎ ABCP 療法で癌抑

渡部

志穂（京都第一赤十字病院呼吸器内科）

将史（自治医科大学内科学講座呼吸器内
科学部門）

博也（相模原協同病院呼吸器科）
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P2-14-56（A） アファチニブ投与中に白質脳症並びに癌性髄膜

P2-15-66（A） 肺癌肝転移と鑑別が困難であった肝内胆管癌の

炎を来たしエルロチニブで改善した肺腺癌の一

2例

例
三登

後藤まどか（名古屋第一赤十字病院）
峰代（独立行政法人国立病院機構呉医療

P2-15-67（B） 肺癌術後単発肝転移を疑い肝切除にて慢性炎症

センター・中国がんセンター呼吸

性線維化と診断された 1 例

器内科）

中西

崇雄（神戸市立西神戸医療センター呼吸
器外科）

P2-14-57（B） 1L Pembrolizumab+Carbo+Taxane With/
Without Maintenance Olaparib in Squamous

P2-15-68（C） 右上葉多発肺癌に対する体幹部定位放射線治療

NSCLC：KEYLYNK-008

後に局所再発を認め salvage surgery を施行した

Terufumi Kato（Kanagawa Cancer Center,

1例

Department of Thoracic

大橋

拓矢（和歌山県立医科大学外科学第一講

Oncology）

座）

P2-14-58（C） 皮膚転移発症後 10 年以上生存している CA19-9

P2-15-69（D） 切除 III 期 N2 非小細胞肺癌に対し化学療法施行

産生肺癌の一例

後，サルベージ手術を施行した 1 例

杉村

堀

悟（岡山協立病院内科）

晋一朗（佐賀大学医学部胸部・心臓血管外
科）

P2-14-59（D） PDL-1 陰性非小細胞肺癌における抗 PD-1 抗体
の治療効果予測因子の検討

P2-15-70（E） 定位放射線照射後に急速に増大した肺癌の一例

下田由季子（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）

遠藤

秀紀（佐久医療センター）

P2-15-71（A） 非小細胞肺癌完全切除後脳転移初発再発症例の
検討

P2-14-60（E） Pembrolizumab + lenvatinib in metastatic

川真田

NSCLC after chemotherapy and

修（尾道市立市民病院外科）

P2-15-72（B） 当院における肺がん他臓器オリゴメタ切除症例

immunotherapy：LEAP-008 trial

の検討

Makoto Nishio（The Cancer Institute Hospital,
Japanese Foundation for

上田

Cancer Research, Department
of Thoracic Medical Oncology）

和典（国立病院機構仙台医療センター呼
吸器外科）

P2-15-73（C） ALK 融合遺伝子陽性肺腺癌に対して分子標的薬
治療後にサルベージ手術を施行した 2 症例

P2-14-61（A） 1L Pembrolizumab Plus Pemetrexed/Platinum

野津田泰嗣（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

and Maintenance Olaparib in Nonsquamous

科学分野）

NSCLC：KEYLYNK-006
Terufumi Kato（Kanagawa Cancer Center,

P2-15-74（D） 非小細胞肺癌切除術の治療成績の指標としての

Department of Thoracic

Time to incurable recurrence

Oncology）

松隈

P2-14-62（B） 1L Pembrolizumab With/Without Lenvatinib in

治久（栃木県立がんセンター呼吸器外科）

P2-15-75（E） サルベージ手術を施行し長期生存が得られた IV

Metastatic NSCLC：Phase 3, Randomized,

期肺原発悪性黒色腫の一例

LEAP-007 Trial

片山

Kaoru Kubota（Nippon Medical School,

達也（県立広島病院呼吸器外科）

P2-15-76（A） 原発性非小細胞肺癌術後に患側側胸部の皮下転

Graduate School of Medicine）

移を切除した症例
加藤

P2-14-63（C） 心筋転移，心膜転移を認め急速に進行した肺扁平

暢介（静岡市立清水病院呼吸器外科／東

上皮癌の一例

海大学医学部外科学系呼吸器外科

葉山

学）

奈美（船橋市立医療センター呼吸器内科）

P2-14-64（D） 左外転神経麻痺を契機に判明した肺腺癌および
癌性髄膜炎の 1 例

一般演題（ポスター） 16

浅野

分子標的治療 2

俊明（一般社団法人日本海員掖済会名古

p715

屋掖済会病院呼吸器内科）
P2-16-77（B） 重篤な皮疹出現後にステロイド内服併用アファ

一般演題（ポスター） 15

p711

非小細胞肺癌：オリゴ再発・サルベージ

星

P2-15-65（E） 非小細胞肺癌切除後再発症例の治療選択と予後
井上

チニブ再投与が著効した肺癌術後再発の一例

英俊（大阪市立大学医学部呼吸器外科）
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史彦（青森県立中央病院呼吸器外科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

P2-16-78（C） EGFR 遺伝子変異陽性肺腺癌の長期生存例 20 例

P2-16-91（A） 当院での一次治療としてのオシメルチニブの使

の検討
香川

用経験の検討
友祐（名古屋市立大学大学院医学研究科
呼吸器・アレルギー内科学）

山本

癌性髄膜炎に再々投与し有効であった EGFR 変

P2-16-79（D） Dacomitinib で EGFR チロシンキナーゼ阻害剤

異陽性肺腺癌の一例

rechallenge を行った EGFR uncommon
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

平野

mutation 陽性進行肺腺癌の一例
森田

実央（横須賀共済病院呼吸器内科）

P2-16-92（B） 頭蓋外病変の増悪で終了したオシメルチニブを

絢子（岡山赤十字病院呼吸器内科）

聡（船橋市立医療センター腫瘍内科）

P2-16-93（C） 当院で初回治療としてオシメルチニブを投与し
た EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者の検

P2-16-80（E） Uncommon EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌
患者における治療・予後についての検討

討

金津

阿部

正樹（NHO 大阪刀根山医療センター呼吸

瞳（順天堂大学医学部附属順天堂医院
呼吸器内科）

器腫瘍内科）
P2-16-81（A） 薬剤性うっ血性心不全に対しオシメルチニブ減

P2-16-94（D） EGFR 遺伝子変異陽性進行肺癌における EGFR-

量により治療継続可能であった 2 例

TKI の治療効果に関する後方視的検討

橋本

本田

雅之（NHO 京都医療センター呼吸器外
科）

P2-16-95（E） EGFR 遺伝子変異と ROS1 融合遺伝子が同時陽
性を示した肺腺癌の 1 例

P2-16-82（B） Osimertinib による治療経過中に重篤な心筋症を

村瀬

発症し治療により著明に改善を認めた肺腺癌の
1例
岩崎

徳鷹（長崎大学病院呼吸器内科）

裕哉（金沢大学附属病院）

P2-16-96（A） オシメルチニブでの一次治療により心機能低下
一彦（金沢大学附属病院呼吸器内科）

を来した 2 症例
日下

P2-16-83（C） 5 次治療で使用したオシメルチニブが長期奏功

圭（国立病院機構東京病院呼吸器セン
ター）

（約 3 年半以上）を示している T790M 変異肺腺
癌の 2 症例
森川

明男（昭和伊南総合病院外科）

一般演題（ポスター） 17

P2-16-84（D） 進行 EGFR 遺伝子変異/ALK 融合遺伝子陽性

p720

免疫治療 2

NSCLC における，
治療開始後 5 年以降の経過の
検討
嶋村

P2-17-97（B） 免疫チェックポイント阻害剤の効果予測におけ
尚子（順天堂大学大学院医学研究科呼吸

る腫瘍微小環境と VEGF 発現の意義

器内科）

野島

P2-16-85（E） 肺癌術後再発に対するオシメルチニブ投与後に

雄史（川崎医科大学附属病院呼吸器外科）

P2-17-98（C） 免疫チェックポイント阻害薬のリチャレンジは

胸膜炎を認めた 1 例

有効か

岩代

佐々木高信（東北医科薬科大学呼吸器外科）

望（独立行政法人国立病院機構函館病
院呼吸器外科）

P2-17-99（D） 非小細胞肺癌切除術後再発に対する免疫チェッ

P2-16-86（A） 気管支肺胞洗浄液（BALF）
で好酸球性肺炎パター

クポイント阻害薬の使用経験

ンを示す osimertinib による薬剤性肺障害につい
て
中澤

松本

P2-17-100（E） 術後 6 ヶ月目に胆嚢転移再発を認めた肺腺癌の
健介（筑波大学医学医療系呼吸器内科）

一例

P2-16-87（B） 肺腺癌術後再発に対する 1 次治療オシメルチニ
ブ投与中にうっ血性心不全を発症した 1 例
岡村

小野

純子（日立製作所日立総合病院呼吸器外

装置 HISCL による血清抗体測定法の開発と実
用化検証

P2-16-88（C） 75 歳以上の高齢者における osimertinib の安全
性に関する検討

阪井裕美子（シスメックス株式会社）
P2-17-102（B） 免疫チェックポイント阻害剤と化学療法の併用

由佳（九州医療センター呼吸器外科）

治療における Mixed response の検討

P2-16-89（D） ゲフィチニブ開始から約 2 年半後に薬剤性肺障
害を来した一例

齋藤

春洋（神奈川県立がんセンター呼吸器内
科）

中井知帆香（金沢大学附属病院呼吸器内科）
P2-16-90（E） EGFR-TKI による肺障害を発症した後に EGFRTKI を再度導入した症例の予後―Case Series―
赤崎

裕也（九州大学大学院消化器・総合外科）

P2-17-101（A） がん免疫療法効果予測に向けた全自動免疫測定

科）

上妻

瞭（大津赤十字病院呼吸器外科）

恭太（金沢大学附属病院呼吸器内科）
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P2-17-103（C） 免疫チェックポイント阻害剤の単剤療法により

P2-17-117（B） 全身性エリテマトーデスを合併した進行非小細

2 年間以上の無増悪生存を得た非小細胞肺癌症

胞肺癌に対して免疫チェックポイント阻害剤を

例の検討

投与した一例

新屋

塩澤

智之（国立病院機構金沢医療センター呼
吸器内科）

P2-17-118（C） PS 不良かつ急速に増大する肺癌に
Pembrolizumab が有効だった一例

P2-17-104（D） 同時多発肺腺癌の組織亜型における PD-L1 発現

吉山

の検討
宮澤

利博（筑波大学医学医療系呼吸器内科）

康一（久留米大学医学部外科／大分県済
生会日田病院外科）

知行（聖マリアンナ医科大学呼吸器外科）

P2-17-105（E） NLR と AGR を用いた NSCLC に対する immune

P2-17-119（D） 間質性肺炎の合併は免疫チェックポイント阻害

checkpoint inhibitor の効果予測因子の検討
中西

薬治療において予後不良因子とならない

雄（広島大学病院呼吸器内科）

田坂

P2-17-106（A） 既治療非小細胞肺癌における Atezolizumab 単剤

有理（東京医科歯科大学呼吸器内科）

P2-17-120（E） 骨髄異形成症候群合併の肺腺癌に対して

の効果予測因子に関する多施設共同後方視的検

Pembrolizumab 投与後に著明な汎血球減少に至

討

った一例

片山

勇輝（京都府立医科大学附属病院呼吸器
内科）

武井

健介（静岡赤十字病院呼吸器外科）

P2-17-121（A） 演題取下げ

P2-17-107（B） IO＋化学療法と IO 単剤療法の比較
佐々木高信（東北医科薬科大学呼吸器外科）

一般演題（ポスター） 18

P2-17-108（C） 非小細胞肺癌患者での免疫チェックポイント阻

p726

小細胞肺癌 / 神経内分泌腫瘍 2

害剤の治療効果と腸内細菌叢との関連
矢野

幸洋（国立病院機構大阪刀根山医療セン

P2-18-122（B） IVB 期 LCNEC に対し化学療法と免疫療法の併

ター呼吸器腫瘍内科）

用後にサルベージ手術を施行し無再発生存中の

P2-17-109（D） 非小細胞肺癌患者に対して Pembrolizumab 単剤

1例

投与が長期奏効した症例の検討
塚本

石田

香純（青梅市立総合病院呼吸器内科）

科）

P2-17-110（E） 抗がん抗原抗体を用いた免疫チェックポイント

P2-18-123（C） 当院における小細胞肺癌に対する免疫チェック

阻害薬の効果予測法の開発
渡邉

ポイント阻害剤併用化学療法の使用経験

洋美（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）

荒井

ト阻害剤併用療法の適格性に関する検討

P2-17-112（B） 進行非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイン
ト阻害薬治療後，奏効中に異時重複癌を発症した

福田

テゾリズマブ併用療法についての検討
貴大（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）

P2-17-113（C） 高齢者に対する免疫チェックポイント阻害薬の

野溝

の生存期間の解析

斉藤漸太郎（独立行政法人国立病院機構京都医

古川

療センター呼吸器内科）

晴斐（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）

P2-17-114（D） Pembrolizumab に対して mixed response を呈

P2-18-127（B） 当院での小細胞肺癌に対する CBDCA+ETP+

した高齢者肺癌の 1 例

Atezolizumab の使用経験について

多望（富士吉田市立病院心臓血管外科呼
吸器外科）

望月

晶史（草加市立病院呼吸器内科）

P2-18-128（C） 既治療小細胞肺癌に対する Paclitaxel を含む化

P2-17-115（E） 超高齢非小細胞肺癌患者に対する

学療法の効果および安全性の後方視的検討

Pembrolizumab 単剤投与の使用経験

大柳

克昭（青梅市立総合病院呼吸器内科）

文義（自治医科大学附属さいたま医療セ
ンター総合医学第一講座呼吸器内

P2-17-116（A） シェーグレン症候群を有する非小細胞肺癌に対
して免疫チェックポイント阻害薬を安全に使用

科）
P2-18-129（D） 既治療高齢進展型小細胞肺癌患者へのアムルビ

できた一例
大坪

岳（高槻赤十字病院呼吸器センター）

P2-18-126（A） 当院で初回治療を行なった進展型小細胞肺がん

使用経験

矢澤

滉仁（東京都立駒込病院呼吸器内科）

P2-18-125（E） 当院におけるカルボプラチン＋エトポシド＋ア

2例

國光

大輔（済生会宇都宮病院呼吸器内科）

P2-18-124（D） 進展型小細胞肺癌における免疫チェックポイン

P2-17-111（A） 演題取下げ

福島

輝明（春日部市立医療センター呼吸器外

シン単剤療法の臨床効果についての検討

亜矢（新潟大学医歯学総合病院呼吸器感
染症内科）
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眞邉

英明（北里大学病院呼吸器内科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

P2-18-130（E） 当院における再発小細胞肺癌に対する CBDCA

P2-19-143（C） pT1 胸腺腫に対する 3-port 胸腔鏡下胸腺全摘術

＋nab-PTX 療法の使用経験

の治療成績の検討

伊藤

大塚

礼（株式会社日立製作所日立総合病院

礼央（国家公務員共済組合連合会虎の門

呼吸器内科）

病院呼吸器センター外科）

P2-18-131（A） 標準的抗癌剤使用後の小細胞肺癌化学療法の現

P2-19-144（D） 単房性胸腺嚢胞壁内に発生したと考えられた胸

況
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

栗島

腺腫の一手術例
浩一（筑波メディカルセンター病院呼吸
器内科）

寺内
切除

P2-18-132（B） 小細胞肺癌に対する 4 次治療の後方視的検討
頼

邦彦（市立奈良病院呼吸器外科）

P2-19-145（E） 大きな早期胸腺腫に対するロボット支援下胸腺
橋本

冠名（岡山大学病院呼吸器・アレルギー

浩平（足利赤十字病院呼吸器外科／がん
研有明病院呼吸器外科）

内科／岡山大学病院院内がん登録
室）

P2-19-146（A） 心膜再建を行ったロボット支援胸腺摘出術 3 例
の経験

P2-18-133（C） 小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ+カルボプ

吾妻

ラチン+エトポシド療法の検討
吉澤

孝浩（東邦大学医学部内科学講座呼吸器
内科学分野（大森））

軟部腫瘍の一例
清水奈保子（神戸大学大学院医学研究科外科学

P2-18-134（D） 小細胞肺癌に対するカルボプラチン/エトポシ

講座呼吸器外科学分野）

ド/アテゾリズマブ併用療法の使用経験
伊藤

高範（独立行政法人国立病院機構京都医

P2-19-148（C） Transmanubrial approach により摘出した肺尖

療センター）

部巨大神経鞘腫
伊達

P2-18-135（E） 血清 ProGRP 異常高値と肺門リンパ節転移をき
たした肺定型カルチノイドの 1 切除例
山田

楓（倉敷中央病院呼吸器外科）

法後胸腺全摘と冠動脈バイパス術を施行した一
例

Atezolizumab（CEA）療法の有効性と安全性に

杉田

関する後方視的研究
和彦（四国がんセンター呼吸器内科）

P2-19-150（E） 胸腺腫術後に Morvan 症候群を発症した 1 例
甲州

開（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

健太（日本海総合病院呼吸器外科）

P2-19-151（A） 術後胸腔内再発に対して放射線治療・逐次化学

病態外科学）

療法により長期生存が得られた胸腺癌の 1 例
高野

P2-18-138（C） 化学放射線治療完全奏効後の局所再発に対して

峻一（公立藤岡総合病院呼吸器内科／群
馬大学医学部附属病院呼吸器アレ

外科的治療を行った小細胞肺癌の 1 例
細谷

裕介（東京医科歯科大学附属病院呼吸器
外科）

P2-18-137（B） 当院における肺神経内分泌腫瘍手術症例の検討
西井

直希（長良医療センター呼吸器外科）

P2-19-149（D） 冠動脈狭窄を伴う局所進行胸腺癌に対し，
導入療

P2-18-136（A） 小細胞肺癌に対する Carboplatin+Etoposide+

佐伯

寛之（諏訪赤十字病院呼吸器外科）

P2-19-147（B） 診断に苦慮し，胸骨合併切除・再建を要した胸壁

ルギー内科）

真司（けいゆう病院内科）

P2-19-152（B） 当院における胸腺癌症例の検討

一般演題（ポスター） 19

p730

石川

将史（日本赤十字社和歌山医療センター
呼吸器外科）

胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 2

P2-19-153（C） 完全切除が困難と予測された胸腺腫に対して術
前ステロイドパルス療法を施行した 3 例

P2-19-139（D） 再生不良性貧血および Good 症候群を合併した

長野

浸潤性胸腺腫の 1 例
本間

吸器外科）

直健（独立行政法人国立病院機構北海道

P2-19-154（D） 2 度の手術を含む集学的治療を施行中に赤芽球

医療センター呼吸器外科）

癆を合併した胸腺腫の 1 例

P2-19-140（E） 単発肺転移が先に診断された胸腺腫の 1 手術例
遠藤

西川

克彦（名古屋市立大学大学院医学研究科

敏雄（井上病院）

P2-19-155（E） 術前化学療法によって完全切除可能となった右

腫瘍免疫外科）

胸壁原発巨大 Ewing 肉腫の一例

P2-19-141（A） 縦隔発生粘液線維肉腫の 1 切除例
塚原

裕充（藤田医科大学岡崎医療センター呼

悠（国立病院機構災害医療センター／

大坪

巧育（聖路加国際病院呼吸器外科）

山梨大学医学部附属病院第二外科） P2-19-156（A） 切除不能胸腺癌に対する化学療法の後方視的解
析
P2-19-142（B） 左下肺静脈に隣接した気管支嚢胞の 1 例
阪森 優一（京都大学医学部附属病院腫瘍内科）
齊藤 正男（市立島田市民病院呼吸器外科）
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P2-19-157（B） 異所性甲状腺腫との鑑別が困難であった異所性

P2-20-172（B） 左上下葉間に生じた転移性肺腫瘍に対し，
S5+S8

胸腺腫の 1 摘除例

区域切除にて切除を行なった 1 例

松岡

尾林

英仁（兵庫県立淡路医療センター呼吸器

海（群馬大学医学部附属病院呼吸器外

外科）

科）

P2-19-158（C） 胸膜原発 MALT リンパ腫の 2 例
田中

P2-20-173（C） 脳転移摘出 5 年後に原発性肺腺癌が診断された

宏樹（北播磨総合医療センター呼吸器外

1 切除例

科）

山田

明子（埼玉医科大学国際医療センター呼
吸器外科）

一般演題（ポスター） 20

p736

P2-20-174（D） 化学療法耐性の転移性縦隔肺門腫瘍に対する
NBCA を用いた気管支塞栓術による腫瘍縮小効

転移性肺腫瘍

果と予後の検討
野守

P2-20-159（D） 胆膵領域悪性腫瘍の肺転移における外科治療の

P2-20-175（E） CTNB 施行後に生検経路への胸壁播種および胸

可能性
海寳

裕明（柏厚生総合病院呼吸器外科）

膜播種が疑われた唾液腺基底細胞腺癌の 1 例

大輔（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

山田

病態外科学）

祐揮（社会福祉法人三井記念病院呼吸器
外科）

P2-20-160（E） 膵癌術後肺転移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

P2-20-176（A） 膵頭部癌根治術後，異時性の膵癌肺転移に対して
3 回の肺切除術を行い，12 年間の無再発生存を得

科）

ている 1 例

P2-20-161（A） 腺様嚢胞癌肺転移に対する surgical

古堅

management
藤井

学講座）

佑美（金沢大学呼吸器外科）

P2-20-162（B） 肝癌，膵癌切除後の転移性肺腫瘍に対する 3-port

P2-20-177（B） 肺・肋骨転移をきたした中頭蓋原発孤立性線維
性腫瘍の 1 例

胸腔鏡下肺切除術の有効性，予後因子の検討
赤埴

石田

未宝（虎の門病院呼吸器センター外科）

P2-20-163（C） 術後 23 年で乳癌肺転移をきたし，原発性肺癌と

松本

和也（市立岸和田市民病院呼吸器外科）

P2-20-179（D） 腎癌肺転移複数回手術の臨床的意義

響子（まつもと医療センター）

橋本章太郎（一般財団法人住友病院呼吸器外科）

P2-20-164（D） 転移性肺腫瘍との鑑別が困難であった肺類上皮

P2-20-180（E） 特異的な胸部 CT 所見を示し，気管支肺胞洗浄液

血管内皮腫の一例
井口

順造（市立四日市病院呼吸器外科）

P2-20-178（C） 胃癌肺転移の一切除例

の鑑別に苦慮した 1 例
山田

智則（琉球大学大学院胸部心臓血管外科

が肺胞出血パターンを呈した腎癌多発肺転移の

豪人（和歌山県立医科大学外科学第一講
座）

1例

P2-20-165（E） 同一区域内に肺転移巣を認めた同時性重複癌

金澤

潤（国立病院機構茨城東病院胸部疾
患・療育医療センター呼吸器内科）

（肺/甲状腺/大腸）の 1 手術例
伊東

P2-20-181（A） 肺転移巣の生検で診断し得た潜在性前立腺癌の

真哉（宇治徳洲会病院呼吸器外科）

1例

P2-20-166（A） 診断困難な肺悪性リンパ腫の外科的生検例
今村

野亦

由人（豊田厚生病院呼吸器外科）

P2-20-167（B） 他臓器原発癌多発肺転移加療中に出現した原発

悠史（豊橋市民病院呼吸器外科）

P2-20-182（B） 腎癌術後 24 年目と 34 年目に肺転移を来し二度

性肺癌の 2 例

肺切除した一例

下山

宇山

武彦（横浜市立みなと赤十字病院呼吸器

P2-20-183（C） 腎細胞癌術後 30 年以上経過して生じた晩期肺転

外科）

移の一切除例

P2-20-168（C） 術後 39 年目に再発した乳癌肺転移の 1 例
鉄本

攻（徳島市民病院）

福山

啓介（兵庫県立尼崎総合医療センター）

誠一（国立病院機構別府医療センター）

P2-20-169（D） 胃癌孤立性肺転移の 1 切除例
太田

一般演題（ポスター） 21

英樹（山形県立新庄病院外科）

P2-20-170（E） 子宮筋腫核出術後 17 年目に多発肺転移を呈した

p742

アドボカシー / 患者支援

Benign Metastasizing Leiomyoma の 1 例
梁

泰基（大垣市民病院呼吸器外科）

P2-21-184（D） 右中葉低形成に発生した原発性肺癌の 1 例

P2-20-171（A） 腎細胞癌に対する腎臓摘出後 14 年目に来した肺
転移の 1 切除例
多々川貴一（高松市立みんなの病院呼吸器外科）

― 107 ―

松岡

隆久（尼崎総合医療センター）

プ
ロ
グ
ラ
ム

第
2
日
目

P2-21-185（E） AYA 世代サポートチームと SNS のサポートで

P2-22-195（E） 未診断症例に対するロボット支援下手術の実際

COVID-19 危機の中，帰国できた急速進行性

橋本

雅之（NHO 京都医療センター呼吸器外

KRAS G12D 肺腺癌の一例
國政

科）

啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科） P2-22-196（A） 原発性肺癌に対するロボット手術の効率性につ
いて―手術室滞在時間の検討―

P2-21-186（A） 肺がん患者を対象とした遺伝子パネル検査の実

檜山

態調査
プ
ロ
グ
ラ
ム

長谷川一男（NPO 法人肺がん患者の会ワンステ

第
2
日
目

P2-22-197（B） 当院における術前 virtual-assisted lung mapping

ップ／日本肺がん患者連絡会）

（VAL-MAP）の経験
熊谷

一般演題（ポスター） 22

紀子（NTT 東日本関東病院呼吸器外科）

陽介（田附興風会医学研究所北野病院呼

p743

吸器外科）
P2-22-198（C） 隣接臓器に広範な浸潤をきたした胸壁デスモイ

その他 2

ドの 1 例
櫻井

P2-22-187（B） 当院における間質性肺炎合併肺癌手術症例の検

秀嵩（自治医科大学呼吸器外科）

P2-22-199（D） 肺動脈平滑筋肉腫の 1 切除例

討
松岡

鎌田

永（高知赤十字病院呼吸器外科）

P2-22-188（C） 当院における血液透析患者に対する肺癌手術症

悟史（岩手県立中央病院呼吸器外科）

P2-22-200（E） デジタル胸腔ドレナージシステムによる低陰圧

例の検討

への変更の実態

角岡

江里口大介（神奈川県立がんセンター呼吸器外

信男（仙台厚生病院呼吸器外科）

科）

P2-22-189（D） 間質性肺炎症例におけるニンテダニブの発がん

P2-22-201（A） 肺結核手術 44 年後の肺腫瘍に対して左残存肺全

抑制効果についての後方視的検討
西

摘術を行った 1 例

達也（岡山大学病院呼吸器・アレルギー

内田

内科）

講座呼吸器外科学分野）

P2-22-190（E） 肺炎を繰り返した気管支カルチノイドに対して

P2-22-202（B） 肺癌術後に脳伷塞を発症した症例の検討

気管支楔状切除を行った 1 例

上島

久保友次郎（広島市立広島市民病院呼吸器外科）
P2-22-191（A） 肺癌術後再発が疑われた IgG4 関連疾患心膜結節

福永

梨紗（名古屋市立大学大学院医学研究科

気管支断端瘻の 1 例
菅原

P2-22-192（B） 多房性胸腺嚢胞の 1 切除例

麟棋（国立病院機構仙台医療センター臨
床研修部）

安司（地域医療機能推進機構九州病院外

P2-22-205（E） 当院で肺切除術施行後に心房細動を発症した症

科）

例についての検討

P2-22-193（C） 椎弓切除後に胸腔鏡を併用して切除した胸椎ダ

藻利

ンベル腫瘍の 1 例
松尾

亮朗（旭川赤十字病院）

P2-22-204（D） 有茎筋弁充填，圧迫固定にて治癒し得た完全離開

腫瘍・免疫外科学）
生田

康生（京都第一赤十字病院呼吸器外科）

P2-22-203（C） 右下葉切除後に食道穿孔を合併した肺癌の 1 例

の1例
小田

孝宏（神戸大学大学院医学研究科外科学

優（愛媛大学大学院医学系研究科心臓
血管・呼吸器外科学）

草明（日本海総合病院呼吸器外科）

P2-22-194（D） 対面視野式ロボット支援下手術におけるリンパ

P2-22-206（A） 開窓術，胸郭成形術，気管支充填術で治癒した

節郭清術の実際〜開胸術や胸腔鏡手術と同等の

有瘻性膿胸の 1 例

郭清を目指して

松田

文

敏景（公益財団法人がん研究会有明病院
呼吸器外科）
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英祐（済生会今治病院外科）

