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第 3日
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11 月 14 日（土） 第 1会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス（ABC））
9：00～10：00 ワークショップ 15 p489
免疫チェックポイント阻害薬：Next to IO/Chemo
combo
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）

野上 尚之（愛媛大学医学部地域胸部疾患治療学講
座）

WS15-1 CTLA-4 阻害薬を用いた併用療法の治療戦略
水谷 英明（埼玉県立がんセンター）

WS15-2 高齢者に対する併用療法の治療戦略
小暮 啓人（国立病院機構名古屋医療センター

呼吸器内科・腫瘍内科）
WS15-3 ICI と BEV併用の有用性

白石 祥理（九州大学病院呼吸器科）

10：40～11：20 一般演題（口演） 56 p605
その他/手術における工夫
座長：井上 匡美（京都府立医科大学呼吸器外科学）

花岡 伸治（大阪医科大学附属病院呼吸器外科）

O56-1 単孔式 VATSにおけるリンパ節郭清の工夫
栃井 祥子（藤田医科大学岡崎医療センター）

O56-2 ICGを使用した肺区域間同定法の当院での使用
経験
後藤 真輝（名古屋大学医学部呼吸器外科）

O56-3 胸腔内に広背筋を充填する際の経路についての
検討：どの肋間を経由させるべきか？
竹田 哲（信州大学呼吸器外科）

O56-4 進行胸部悪性腫瘍手術での体外循環利用の準備
と工夫
大塚 崇（東京慈恵会医科大学呼吸器外科）

O56-5 局所進行悪性気管腫瘍に対する気管切除範囲の
限界について再考する
松岡峻一郎（信州大学呼吸器外科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 18
IMFINZI in ES-SCLC
座長：大泉 聡史（北海道がんセンター呼吸器内科）

LS18 Marina Garassino（Head of the Simple
Structure of Thoracic-
Pulmonary Medical
Oncology at the Fondazione
IRCCS, National Institute of
Cancer Milan, Italy）

共催：アストラゼネカ株式会社

13：20～15：20 ワークショップ 16 p490
肺癌治療も進展し，長期生存を期待できる時代になっ
た．人生 100 年時代，どこまで治療が必要なのだろうか
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫瘍内

科）
井上 彰（東北大学大学院医学系研究科緩和医療学

分野）

WS16-1 高齢者に対する原発性肺癌切除術の手術適応～
手術可能な高齢者とは？～
園部 誠（大阪赤十字病院呼吸器外科）

WS16-2 非小細胞肺癌 ICI 治療はいつまで継続すべきか
葉 清隆（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
WS16-3 高齢者肺癌に対する陽子線治療

石川 仁（量子科学技術研究開発機構QST病
院）

WS16-4 小細胞肺癌の根治的治療は何歳まで必要か
三浦 理（新潟県立がんセンター新潟病院）

WS16-5 To treat, or not to treat
Misako Nagasaka（Department of Oncology,

Karmanos Cancer Institute
Wayne State University）
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11 月 14 日（土）第 2会場（ホテルグランヴィア岡山 4F フェニックス（D））
8：30～10：30 シンポジウム 9 p465
肺癌診療ガイドライン（薬物）：過去 10年の軌跡とこれ
からの未来
座長：滝口 裕一（千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学）

樋田 豊明（愛知県がんセンター呼吸器内科）

S9-1 肺癌診療ガイドラインの歴史
瀬戸 貴司（九州がんセンター呼吸器腫瘍科／

株式会社 PREMIA）
S9-2 ガイドラインは誰のものか？：アンケート結果

報告
野崎 要（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
S9-3 ガイドラインに求めるもの 患者側の視点

長谷川一男（NPO法人肺がん患者の会ワンステ
ップ）

S9-4 ガイドラインに求めるもの：統計家の視点
森田 智視（京都大学大学院医学研究科）

S9-5 ガイドラインに求めるもの：現場の視点
守田 亮（秋田厚生医療センター）

S9-6 ガイドラインに求めるもの：作成側の視点
二宮貴一朗（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）

10：40～11：28 一般演題（口演） 57 p606
病理 1
座長：大林 千穂（奈良県立医科大学病理診断学講座）

元井 紀子（国立がん研究センター中央病院病理診断
科）

O57-1 肺腺癌におけるリン酸化ECT2 の臨床病理学的
因子
村田 佳彦（筑波大学附属病院病理部）

O57-2 CD133，GLUT-1 発現：micropapillary/solid 陽
性肺腺癌の予後不良因子
宮田 亮（京都大学医学部附属病院呼吸器外

科／日本赤十字社和歌山医療セン
ター呼吸器外科）

O57-3 非小細胞肺癌における腫瘍細胞と腫瘍浸潤免疫
細胞のPD-L1 発現と腫瘍増殖能についての検討
住友 亮太（北野病院呼吸器外科）

O57-4 非小細胞肺癌における機械学習アルゴリズムを
用いたCD8陽性腫瘍内浸潤リンパ球の評価と予
後との関連性
寺田 志洋（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）

O57-5 ICI 治療効果予測因子としての形態学的バイオ
マーカーの有用性
元井 紀子（国立がん研究センター中央病院病

理診断科）
O57-6 術前治療後の非小細胞肺癌切除症例における腫

瘍残存率と腫瘍免疫微小環境の検討
星野 浩延（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科／国立がん研究センター先
端医療開発センター）

13：20～15：20 ワークショップ 17 p491
ハイリスク症例をいかに手術に繋げるか？
座長：千田 雅之（獨協医科大学呼吸器外科）

杉尾 賢二（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学講
座）

WS17-1 低肺機能肺癌手術症例における術前吸入薬と術
後合併症に関する臨床研究
新谷 康（大阪大学医学系研究科呼吸器外科

学）
WS17-2 術後アジスロマイシン単回経口投与は肺癌術後

呼吸器感染予防に寄与するか．―傾向スコアを用
いた解析
下村 雅律（京都府立医科大学呼吸器外科）

WS17-3 導入放射線化学療法後の局所進行非小細胞肺癌
に対する手術後に反回神経麻痺を発症した症例
の検討
杉本誠一郎（岡山大学病院臓器移植医療セン

ター）
WS17-4 間質性肺炎合併肺癌術後の晩期（術後 31日以

降）急性増悪は予測できるのか？
市之川英臣（順天堂大学医学部附属順天堂医院

呼吸器外科）
WS17-5 虚血性心疾患治療歴を有する肺癌手術の周術期

抗血栓薬管理
吉田 周平（金沢大学呼吸器外科）
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11 月 14 日（土） 第 3会場（ホテルグランヴィア岡山 3F クリスタル）
7：30～8：20 モーニングセミナー 3
EGFR遺伝子変異陽性/陰性別の 2次治療戦略を考える
座長：釼持 広知（静岡県立静岡がんセンターゲノム医療推

進部ゲノム医療支援室兼呼吸器内科）

MS3 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）
共催：日本イーライリリー株式会社

8：40～10：00 学術委員会企画シンポジウム 2 p505
肺がんのバイオマーカー：現在地と未来図
座長：関根 郁夫（筑波大学附属病院腫瘍内科）

矢野 聖二（金沢大学がん進展制御研究所腫瘍内科）

学S2-1 肺癌におけるリキッドバイオプシー（EGFRを中
心に）
松本 慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
学S2-2 実臨床で使用可能となった希少遺伝子変異陽性

NSCLC～Current knowledge and what’s next
step?～
林 秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科）

学S2-3 開発中の分子標的薬のバイオマーカー
竹内 伸司（金沢大学附属病院がんセンター／

金沢大学がん進展制御研究所腫瘍
内科）

学S2-4 免疫チェックポイント阻害薬のバイオマーカー
各務 博（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器内科）

10：30～11：30 アンコールセッション 2 p500
座長：山本 昇（国立がん研究センター中央病院先端医療

科）

EN2-1 高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対する IP
療法と EP療法のランダム化比較試験：JCOG
1205/1206
増田 健（国立がん研究センター中央病院／

JCOG肺がん内科グループ）
EN2-2 Deciphering the Heterogeneous Clinical Stage

III NSCLC：Real World Analysis of 744 Patients
堀之内秀仁（国立がん研究センター中央病院）

EN2-3 Study Investigating Treatment Reality of Stage
III NSCLC―The Border of Resectable/
Unresectable―
坪井 正博（国立がん研究センター東病院）

EN2-4 RELAY study of erlotinib（ERL）+ ramucirumab
（RAM）or placebo（PL）in EGFR -mutated
metastatic NSCLC：Biomarker analysis using
circulating tumor DNA（ctDNA）in Japanese
patients（pts）
Kazuto NISHIO（Department of Genome

Biology, Kindai University
Faculty of Medicine, Osaka,
Japan）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 19
特発性肺線維症の分子病態から考える治療戦略
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）

LS19 石川 暢久（県立広島病院呼吸器センター/呼吸
器内科）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

13：20～14：40 ワークショップ 18 p493
Patient-Reported Outcome：PROの未来
座長：宮崎貴久子（京都大学大学院医学研究科健康情報学）

川口 崇（東京薬科大学医療実務薬学教室）

WS18-1 PRO-CTCAEの有益性と課題
山口 拓洋（東北大学大学院医学系研究科医学

統計学分野／東北大学病院臨床試
験データセンター）

WS18-2 PROの未来：患者の立場から
長谷川一男（NPO法人肺がん患者の会ワンステ

ップ）
WS18-3 医療研究開発における患者・市民参画（PPI：

Patient and Public Involvement）―AMEDにお
ける取組―
勝井 恵子（国立研究開発法人日本医療研究開

発機構（AMED））
WS18-4 PROの未来：腫瘍内科の立場から

堀江 良樹（聖マリアンナ医科大学）
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11 月 14 日（土） 第 4会場（ホテルグランヴィア岡山 3F パール）
8：30～11：30 肺がん検診セミナー p508
8：35～9：15
（1）講演 1「肺がん検診の精度管理の重要性」
座長：佐川 元保（東北医科薬科大学医学部光学診療部）
検診 1 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）

9：15～9：55
（2）講演 2「胸部単純X線画像読影のコツ」
座長：芦澤 和人（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床

腫瘍学）
検診 2 加藤 勝也（川崎医科大学総合医療センター放

射線科）

（3）アンサーパッドを用いた読影演習
座長：小林 健（石川県立中央病院放射線診断科）
9：55～10：40
胸部単純 X線写真
検診 3 室田真希子（香川大学医学部放射線医学講座）

10：40～11：25
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
検診 4 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）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 20
NGS導入から 1年，ドライバー遺伝子診断のNext Step
を考える～これから何が必要か？～
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）

LS20-1 田宮 基裕（大阪国際がんセンター呼吸器内科）
LS20-2 野崎 要（国立がん研究センター東病院呼吸

器内科）
共催：ファイザー株式会社

13：20～14：00 International Session 3 p523
Translational Research, Risk factor
座長：林 秀敏（近畿大学医学部腫瘍内科）

大橋 圭明（岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科）

IS3-1 Withdrawal
IS3-2 Inter- and intra-tumor heterogeneity of EGFR

compound mutations in lung adenocarcinoma
Kenichi Suda（Division of Thoracic Surgery,

Department of Surgery, Kindai
University Faculty of Medicine）

IS3-3 Intratumor heterogeneity of pulmonary
sarcomatoid carcinoma in integrin-linked kinase
pathway
Kyoshiro Takegahara（Department of Genome

Biology, Kindai
University Faculty of
Medicine／Department
of Thoracic Surgery,
Kindai University
Faculty of Medicine）

IS3-4 Family socioeconomic position and lung cancer
risk：a meta-analysis plus Mendelian
randomization
Runchen Wang（Nanshan School, Guangzhou

Medical University,
Guangzhou 510000, China／
Department of Respiratory
Disease, The State Key
Laboratory of Respiratory
Disease, China Clinical
Research Centre for
Respiratory Disease,
Guangzhou Institute of
Respiratory Disease, First
Affiliated Hospital of
Guangzhou Medical
University, 151 Yanjiang Rd,
Guangzhou 510120, Guangdong
Province, China）

14：10～14：50 International Session 4 p525
Neuroendocrine tumor, Others
座長：小笹 裕晃（京都大学病院呼吸器内科）

後藤 悌（がんセンター中央病院呼吸器内科）

IS4-1 SRS for SCLC Patients with Brain
Metastases：A International Multi-Institution
Study
Masaaki Yamamoto（Katsuta Hospital Mito

GammaHouse）
IS4-2 Long-term surgical outcomes of pulmonary

neuroendocrine tumors.
Tatsuro Okamoto（Department of Thoracic

Oncology, National Hospital
Organization Kyushu
Cancer Center）
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IS4-3 Expression of variant ligand and receptor of
Ghrelin system is related to tumorigenesis of
thymoma
Bilguun Tegshee（Department of Oncological

Medical Services, Graduate
School of Biomedical
Sciences, Tokushima
University, Tokushima 770-
8509）

IS4-4 Withdrawal

11 月 14 日（土） 第 5会場（ANAクラウンプラザホテル 1F 曲水）
8：30～10：30 特別企画 p444
“チーム”で取り組む「がん教育」
座長：西森 久和（岡山大学病院血液・腫瘍内科）

特別企画 1 岡山市におけるがん教育の取り組み
坂上 智美（岡山市保健福祉局保健福祉部保健

管理課）
特別企画 2 岡山県におけるがん教育の取り組み

大和 知矢（岡山県教育庁）
特別企画 3 学校でのがん教育の取り組みと現状

下山 晋（岡山県立新見高等学校）
特別企画 4 がんサバイバーによるがん教育の実践

山邊 裕子（岡山造血細胞移植患者会きぼう）
特別企画 5 医師によるがん教育の実践

西森 久和（岡山大学病院血液・腫瘍内科）
特別企画 6 呼吸器・がん薬物療法専門医が実践する禁煙教

育
二宮 崇（四国がんセンター呼吸器内科）

10：40～11：20 一般演題（口演） 58 p608
その他/症例検討
座長：糸井 和美（兵庫県立尼崎総合医療センター呼吸器外

科）
高尾 仁二（三重大学大学院医学系研究科胸部心臓血

管外科学）

O58-1 気管食道瘻に対する custom-made covered
metallic stent 留置の使用経験
新納 英樹（富山県立中央病院呼吸器外科）

O58-2 腸型肺腺癌の切除 1年後に肺内転移再発を認め
切除した 1例
川向 純（富山県立中央病院）

O58-3 集学的治療を行った肺紡錘細胞癌の 2例
大城 雄基（相模原協同病院）

O58-4 右 B1 の分岐異常を伴う肺癌に対して，胸腔鏡下
右上葉切除術を施行した 2例
大塚 将平（製鉄記念室蘭病院呼吸器外科）

O58-5 肺癌術後乳び胸に対しリンパ管造影を行った 4
例
永田 秀樹（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器外科学）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 21
新時代を迎える進行期肺癌薬物療法
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器センター/呼

吸器内科）

LS21 各務 博（埼玉医科大学国際医療センター呼
吸器内科）

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

13：20～15：00 ワークショップ 19 p494
メディカルスタッフのための退院支援
座長：千堂 年昭（岡山大学病院薬剤部）

祇園 由美（岡山大学病院看護部）

WS19-1 がん化学療法を受ける患者の退院支援（看護師の
役割）
岡本みどり（岡山赤十字病院）

WS19-2 「肺がん患者の退院支援民間病院でできるこ
と」～CNの立場から
葛貫 由香（医療法人社団武蔵野会新座志木中

央総合病院）
WS19-3 III 期肺がん患者の化学放射線治療後の退院支援

を振り返る
定塚 佳子（金沢大学附属病院）

WS19-4 肺がん患者さんのために病院薬剤師が関われる
入退院支援
蔵田 靖子（岡山大学病院薬剤部）

WS19-5 退院後患者さんが安全，安心な薬物治療を継続す
るために
下村 直樹（日本調剤柏の葉公園薬局）
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11 月 14 日（土） 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）
9：30～11：30 シンポジウム 10 p467
これからの病理診断
Perspective of Pathological Diagnoses
座長：谷田部 恭（国立がん研究センター中央病院病理診断

科）
里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

S10-1 Preoperative Chemotherapy Evaluation
Sanja Dacic（Department of Pathology,

University of Pittsburgh Medical
Center）

S10-2 PD-L1 判定の現状とこれから―TMBに代わるの
か？
林 雄一郎（国際医療福祉大学成田病院病理診

断科）
S10-3 肺癌病理領域における人工知能の進歩：次のス

テップへ
吉澤 明彦（京都大学医学部附属病院病理診断

科）
S10-4 成功するオンコマインの病理検体とは？

二宮 浩範（公益財団法人がん研究会有明病院
病理部）

S10-5 エキスパートパネルにおける病理医
牛久 綾（東京大学大学院医学系研究科統合

ゲノム学分野／東京大学医学部附
属病院病理部）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 22
肺癌診療におけるオンコマインDx Target Test マルチ
CDx システムを用いた遺伝子パネル検査の有用性
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）

LS22 大坪 孝平（北九州市立病院機構北九州市立医
療センター呼吸器内科）

共催：サーモフィッシャーサイエンティフィッ
ク

13：20～15：20 シンポジウム 11 p468
新しいWHO分類：何が変わったか？
The 2020 WHO Classification of Thoracic Tumors：
What’s new？
座長：野口 雅之（筑波大学医学医療系診断病理学）

淺村 尚生（慶應義塾大学呼吸器外科）

S11-1 Overview of 2020 WHO Classification for
thoracic tumours
Ming S. Tsao（Department of Pathology,

Princess Margaret Cancer
Centre and University of
Toronto）

S11-2 肺腺癌・扁平上皮癌
谷田部 恭（国立がん研究センター中央病院）

S11-3 肺神経内分泌腫瘍・その他
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）
S11-4 胸腺上皮性腫瘍

松野 吉宏（北海道大学病院病理診断科）
S11-5 Mesothelioma

Kenzo Hiroshima（Department of Biochemistry
and Genetics, Chiba
University Graduate School
of Medicine／Tokyo
Women’s Medical University,
Yachiyo Medical Center／
Sodegaura Satsukidai
Hospital）
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11 月 14 日（土）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）
8：30～10：30 シンポジウム 12 p470
がん医薬品の高騰化と今後の医療保険制度の行く末
座長：後藤 悌（国立がん研究センター中央病院呼吸器内

科）
天野 慎介（グループ・ネクサス・ジャパン/全国が

ん患者団体連合会）

S12-1 費用対効果評価の政策応用の現状
福田 敬（国立保健医療科学院保健医療経済

評価研究センター）
S12-2 製薬業界から見る費用対効果評価の制度化及び

今後の課題について
赤名 正臣（日本製薬工業協会／エーザイ株式

会社）
S12-3 臨床医が考える最適な治療とは

後藤 悌（国立がん研究センター中央病院）
S12-4 経済学者から見た医療保険制度のあり方

鈴木 亘（学習院大学経済学部）

10：40～11：20 一般演題（口演） 59 p609
手術・インターベンション
座長：姫路 大輔（宮崎県立宮崎病院内科）

高橋 豊（神戸市立医療センター中央市民病院呼吸
器外科）

O59-1 未診断気管腫瘍に対する硬性気管支鏡による
Initial treatment
高濱 誠（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）
O59-2 悪性腫瘍に対する気道インターベンションの検

討
高畠 弘幸（近畿大学医学部奈良病院呼吸器外

科）
O59-3 当科におけるダビンチXi を用いたロボット支援

リンパ節郭清手技の工夫と問題点
小田 誠（新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科）

O59-4 当院で施行したロボット支援下肺葉切除術 85例
の検討
中村 速（神戸大学大学院医学研究科外科学

講座呼吸器外科学分野）
O59-5 ロボット支援下 fissureless lobectomy に関する

検討
岩田 隆（関西労災病院呼吸器外科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 23
エキスパートに聞く！ 意外と知らないExon19 欠失変
異と L858R 変異の違い
座長：田村 友秀（聖路加国際病院呼吸器センター）

中川 和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門）

LS23-1 やさしい分子生物学的違いの見方
西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）

LS23-2 学べる臨床試験の解釈
山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
共催：日本イーライリリー株式会社

13：20～14：55 ワークショップ 20 p495
PS 不良患者に対する薬物療法 to treat or not to treat
座長：高橋 和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科

学）
海老 規之（飯塚病院呼吸器腫瘍内科）

WS20-1 PS 不良症例に対する薬物療法～細胞障害性抗が
ん剤の観点から～
市川 靖子（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

科／久留米大学医学部呼吸器・神
経・膠原病内科）

WS20-2 PS 不良患者に対する薬物療法（EGFR-TKI）
村上 晴泰（静岡県内静岡がんセンター呼吸器

内科）
WS20-3 PS 不良のドライバー遺伝子異常陽性症例に対す

る薬物療法（EGFR遺伝子変異以外）
岩間 映二（九州大学胸部疾患研究施設）

WS20-4 免疫チェックポイント阻害剤はPSを考慮して
投与すべきか？
解良 恭一（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器内科）
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11 月 14 日（土） 第 8会場（岡山コンベンションセンター 3F 301 会議室）
8：30～9：10 一般演題（口演） 60 p610
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）12
座長：鈴木 実（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器外

科学分野）
黄 政龍（北野病院呼吸器外科）

O60-1 高分化腺癌に対する手術成績と手術適応に関す
る考察
松浦奈都美（前橋赤十字病院呼吸器外科）

O60-2 肺癌肺切除 5年後の肺機能からみた縮小手術の
肺機能温存効果
片岡 正文（岡山済生会総合病院外科）

O60-3 臨床病期 I 期肺扁平上皮癌における画像的特徴
と治療成績の検討
宗 淳一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器

外科部門）
O60-4 肺癌切除例における術中捺印細胞診Group 分類

は肺胞腔内腫瘍散布像（STAS）の術中予測因子
となり得るか？
木村 亨（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

O60-5 T 因子，腫瘍形態からみた小型肺腺癌の至適治療
に関する検討
竹中 朋祐（九州大学大学院消化器・総合外科）

9：10～9：50 一般演題（口演） 61 p611
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）13
座長：竹之山光広（松山赤十字病院呼吸器センター呼吸器外

科）
杉本誠一郎（岡山大学病院臓器移植医療センター）

O61-1 すりガラス成分を有する肺腺癌における術前経
過観察期間の関与
塩野 知志（山形県立中央病院呼吸器外科）

O61-2 cN0 左上葉原発肺癌に対する区域切除術の根治
性―肺葉切除は本当に必要か？
永島 宗晃（群馬大学附属病院外科診療セン

ター呼吸器外科）
O61-3 当科原発性肺癌縮小切除における再発状況の検

討
奥 結華（九州大学消化器・総合外科学大学

院）
O61-4 Non grasping technique を用いた単孔式胸腔鏡

下リンパ節郭清の定型化
井貝 仁（前橋赤十字病院呼吸器外科）

O61-5 肺癌に対する区域切除～本邦と high-volume 施
設における現状～
中川加寿夫（国立がん研究センター中央病院呼

吸器外科）

9：50～10：30 一般演題（口演） 62 p613
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）14
座長：竹尾 貞徳（国立病院機構九州医療センター呼吸器セ

ンター外科部門）
齊藤 元（岩手医科大学呼吸器外科学講座）

O62-1 術後病理病期 0期肺癌 11 症例の検討
窪倉 浩俊（日本医科大学武蔵小杉病院呼吸器

外科）
O62-2 赤外光胸腔鏡下区域切除術で持続静脈投与法の

インドシアニングリーン投与量の試行
三崎 伯幸（香川大学医学部呼吸器乳腺内分泌

外科）
O62-3 演題取下げ
O62-4 早期肺癌の手術時期―至適フォローアップ期間

の検討―
高崎 千尋（武蔵野赤十字病院呼吸器外科）

O62-5 I 期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の成績：
単施設前向き研究
久保 亘輝（群馬大学重粒子線医学センター）

10：30～11：10 一般演題（口演） 63 p614
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）15
座長：土田 敬明（国立がん研究センター中央病院内視鏡

科）
坂尾 幸則（帝京大学医学部外科学講座（呼吸器外

科））

O63-1 糖尿病合併肺癌切除症例におけるDPP-4 阻害剤
の意義：傾向スコアを用いた解析
山田 義人（京都大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O63-2 肺腺癌に対する浸潤径に基づいた術後補助化学

療法に関する多施設共同後ろ向き観察研究
窪内 康晃（鳥取大学医学部呼吸器・乳腺内分

泌外科）
O63-3 肺切除ハイリスク症例における 6分間歩行距離

を用いた周術期評価の検討
寛島 隆史（大阪国際がんセンター呼吸器外科）

O63-4 胸腔鏡下肺癌手術における術前禁煙期間と術後
肺合併症発症率の関係
山道 尭（がん研究会有明病院呼吸器セン

ター外科）
O63-5 臨床病期 I 期原発性肺癌に対する肺部分切除後

の術後合併症と予後の検討
白橋 幸洋（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）
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12：00～12：50 ランチョンセミナー 24
肺癌の初回治療 2020～拡がる選択肢を理解する～
座長：岡本 勇（九州大学病院呼吸器科）

LS24 堀之内秀仁（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）

共催：MSD株式会社

13：10～13：50 一般演題（口演） 64 p615
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）16
座長：坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器外

科）
山本 寛斉（岡山大学病院呼吸器外科）

O64-1 右上中下葉同時多発肺癌に対して一期的に胸腔
鏡下手術を施行した 1例
油原 信二（新東京病院呼吸器外科）

O64-2 異時性多発肺腺癌に対し 3回の解剖学的肺切除
を施行した 1例
嘉数 修（中頭病院呼吸器外科）

O64-3 遊離腹直筋皮弁の充填により治癒した気管支瘻
を伴う開創術後膿胸の 1例
清水奈保子（神戸大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O64-4 Outcomes in surgically resected RET- and ROS

1-rearranged NSCLC
松浦 陽介（がん研有明病院呼吸器外科）

O64-5 肺扁平上皮癌の中枢型と末梢型の変遷と臨床的
特徴の比較
桜田 晃（東北大学加齢医学研究所呼吸器外

科学分野／東北大学病院呼吸器外
科）

13：50～14：30 一般演題（口演） 65 p616
転移性肺腫瘍 1
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）
重光希公生（大垣市民病院呼吸器外科）

O65-1 原発性肺癌と大腸癌肺転移の術前鑑別診断予測
スコアの有用性
大瀧 容一（群馬大学総合外科学講座呼吸器外

科）
O65-2 浸潤性粘液性腺癌との鑑別を要する膵癌肺転移

症例の検討
平岩 七望（呉医療センター・中国がんセン

ター呼吸器外科）

O65-3 他臓器癌孤立性肺転移/原発性肺癌の分子病態学
的判別法
樋口 留美（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター呼吸器外科）
O65-4 術後 15 年より異時性肺転移を繰り返した髄膜腫

の 1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／神戸大学
医学部附属病院国際がん医療・研
究センター呼吸器外科）

O65-5 胸腔鏡下肺部分切除術におけるインターシード
の使用経験
法華 大助（神戸大学医学部附属病院呼吸器外

科／神戸大学医学部附属病院国際
がん医療・研究センター呼吸器外
科）

14：30～15：02 一般演題（口演） 66 p618
転移性肺腫瘍 2
座長：青江 基（香川県立中央病院呼吸器外科）

澁谷 潔（千葉大学医学部附属病院成田赤十字病院
肺がん治療センター呼吸器外科）

O66-1 当院における腎癌の肺転移に対する外科的治療
成績の検討
調枝 治樹（岩国医療センター胸部外科）

O66-2 腎癌肺転移切除症例の検討
佐藤 澄（大阪医科大学胸部外科）

O66-3 骨肉腫および軟部肉腫肺転移切除における Time
to incurable recurrence の有効性の検討
蓮実 健太（栃木県立がんセンター呼吸器外科）

O66-4 骨軟部肉腫肺転移の切除症例の検討
三浦健太郎（信州大学医学部呼吸器外科）
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11 月 14 日（土） 第 9会場（岡山コンベンションセンター 4F 405 会議室）
8：30～9：10 一般演題（口演） 67 p619
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 1 がん関連遺伝子，病
理
座長：伊藤以知郎（長野赤十字病院病理診断科・病理部）

酒井 康裕（関西医科大学総合医療センター病理診断
科）

O67-1 胸腺腫特異的な GTF2I ミスセンス変異の解析
樋口 留美（山梨県立中央病院肺がん・呼吸器

病センター呼吸器外科）
O67-2 胸腺上皮性腫瘍の悪性度とGAD1遺伝子の

DNAメチル化と発現
副島 志帆（徳島大学大学院医歯薬研究部臨床

腫瘍医療学）
O67-3 次世代シークエンサーを用いた胸腺上皮系腫瘍

の遺伝子異常の解析
行徳 宏（長崎大学病院呼吸器内科）

O67-4 肺多形癌におけるPD-L1，MET，EMT関連
分子の発現および予後に関する病理学的検討
久金 翔（日本医科大学大学院医学研究科呼

吸器内科学分野）
O67-5 胸腔内MALT リンパ腫 7切除例の臨床病理学的

検討
岡 直幸（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））

9：10～9：42 一般演題（口演） 68 p620
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 2 化学療法，集学的治
療
座長：亀井 治人（NHO山口宇部医療センター呼吸器内

科）
畝川 芳彦（埼玉医科大学国際医療センター包括的が

んセンター）

O68-1 肺原発肉腫様癌における化学療法の有効性およ
び安全性の検討（HOT1201/NEJ024）
大泉 聡史（北海道肺癌臨床研究会／北東日本

研究機構）
O68-2 胸腺癌化学療法中に皮膚筋炎を発症した 1例

野海 拓（岡山済生会総合病院内科）
O68-3 胸腺癌手術症例 10例の検討―非完全切除例に対

する再発巣切除の意義について―
高瀬 貴章（渋川医療センター呼吸器外科）

O68-4 胸腺癌手術症例の治療成績
鈴木 幹人（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）

9：42～10：30 一般演題（口演） 69 p621
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 3 手術 1
座長：眞庭 謙昌（神戸大学大学院医学研究科外科学講座呼

吸器外科学分野）
澤端 章好（奈良県立医科大学胸部心臓血管外科学講

座呼吸器外科）

O69-1 肺 MALT リンパ腫 5手術例の検討
萩原 清彦（岐阜大学医学部附属病院呼吸器外

科）
O69-2 体外循環・大血管置換を必要とした進行胸部悪

性腫瘍手術の検討
田中 雄悟（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）
O69-3 胸部悪性腫瘍に対する血行再建術

坪地 宏嘉（自治医科大学呼吸器外科）
O69-4 進行胸腺上皮性腫瘍例に対する拡大手術

中村 彰太（名古屋大学呼吸器外科）
O69-5 隣接臓器合併切除を要する前縦隔腫瘍摘出術―

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）
O69-6 周囲臓器浸潤を伴う胸腺悪性腫瘍に対する 3-

port 胸腔鏡下で行う胸腺全摘＋周囲臓器合併切
除術
藤森 賢（虎の門病院呼吸器センター外科）

10：30～11：02 一般演題（口演） 70 p623
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 4 手術 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）
澤藤 誠（川崎市立川崎病院呼吸器外科）

O70-1 剣状突起下アプローチで行ったロボット支援胸
腔鏡下胸腺摘出術の一例
立松 勉（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍免疫外科）
O70-2 Da Vinci Xi によるロボット支援下縦隔腫瘍切除

術の手術成績
平井 有紀（千葉大学大学院医学研究院呼吸器

病態外科学）
O70-3 剣状突起下アプローチによるロボット支援下胸

腺摘出術
沼波 宏樹（愛知医科大学呼吸器外科）

O70-4 進行前縦隔腫瘍に対する低侵襲手術の可能性
須田 隆（藤田医科大学岡崎医療センター）
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13：10～13：58 一般演題（口演） 71 p624
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 5 手術 3
座長：矢野篤次郎（国立病院機構別府医療センター呼吸器外

科）
塩野 知志（山形県立中央病院呼吸器外科）

O71-1 胸腺腫瘍術後に上大静脈再建血管が完全閉塞し
た 2例
箕輪 和陽（横浜市立大学附属病院呼吸器外科）

O71-2 拡大胸腺摘出術後 6日目に縦隔炎を発症し
Good 症候群と診断された 1例
酒井 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）
O71-3 診断と治療に苦慮した前縦隔粘液線維肉腫の経

験
吉田 光輝（徳島大学病院胸部内分泌腫瘍外科）

O71-4 広範囲の胸膜病変，肝浸潤を伴う浸潤型胸腺腫に
対する胸腺摘除，胸膜肺全摘，肝部分切除術
矢野 智紀（愛知医科大学呼吸器外科）

O71-5 縦隔肉腫に対して人工心肺下に右肺全摘，左房・
右房・心房中隔合併切除再建，肺動脈幹形成を行
った 1切除例
青景 圭樹（国立がん研究センター東病院呼吸

器外科）
O71-6 胸膜原発孤立性線維性腫瘍（solitary fibrous

tumor）14 切除例の検討
岡田春太郎（京都桂病院呼吸器センター呼吸器

外科）

13：58～14：46 一般演題（口演） 72 p625
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 6 臨床外科からの検討
座長：村川 知弘（関西医科大学附属病院呼吸器外科）

塩野 裕之（近畿大学奈良病院呼吸器外科）

O72-1 FDG高集積を示した局所進行胸腺腫に対し
Upfront Surgery を行った一例
亀山 堅司（京都府立医科大学呼吸器外科学）

O72-2 演題取下げ
O72-3 胸腺原発mucinous adenocarcinoma の 1切除例

吉田 康浩（福岡大学筑紫病院外科）
O72-4 縦隔原発Nuclear protein in testis（NUT）

carcinoma の 1例
鈴木 浩介（昭和大学横浜市北部病院呼吸器セ

ンター）
O72-5 胸腺腫と胸腺癌の鑑別におけるSUVmax 値と最

大腫瘍径の関連性の検討
狩野 孝（大阪大学医学部呼吸器外科）

O72-6 Mediastinal fat necrosis の 2 切除例；画像所見
における縦隔脂肪肉腫との鑑別診断
横田 圭右（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍・免疫外科）

11 月 14 日（土）第 10会場（岡山コンベンションセンター 4F 407 会議室）
8：30～9：18 一般演題（口演） 73 p627
IV 期 NSCLC：高齢者・予後因子
座長：小谷 昌広（鳥取大学医学部呼吸器・膠原病内科学）

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）

O73-1 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
大崎 隆（NHO渋川医療センター呼吸器内

科）
O73-2 高齢者 EGFR陰性・進行期非小細胞肺がんの治

療選択における予後予測因子の探索
瀬戸友利恵（京都府立医科大学大学院医学研究

科呼吸器内科学）
O73-3 75 歳以上の進行非小細胞肺癌に対して免疫チェ

ックポイント阻害薬は有用か？
瀧川奈義夫（川崎医科大学総合内科学 4）

O73-4 EGFR遺伝子変異陽性, 85 歳以上超高齢進行非
小細胞肺癌患者の予後
柏原 光介（熊本地域医療センター呼吸器内科）

O73-5 非小細胞肺癌術後，再発後 2年以上生存例の特徴
川瀬 晃和（浜松医科大学外科学第一講座）

O73-6 長期完全寛解となった進行再発非小細胞癌症例
における治療中断後の経過報告
柳沼 裕嗣（赤穂中央病院呼吸器科）
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9：18～9：58 一般演題（口演） 74 p628
IV 期 NSCLC：転移
座長：進藤 丈（大垣市民病院呼吸器内科）

小林 哲（三重大学医学部附属病院呼吸器内科）

O74-1 全生存期間に基づくベバシズマブ治療と転移部
位の検討
佐藤 英臣（岩手医科大学呼吸器内科・アレル

ギー・膠原病内科）
O74-2 肺癌脳転移へのガンマナイフ治療の 1年後の新

病変出現率の変化の検討
中崎 清之（脳神経センター大田記念病院脳神

経外科）
O74-3 孤立性転移を有する非小細胞肺癌に対する原発

巣切除と転移巣局所治療の当院での成績
中嶋 隆（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）
O74-4 骨転移単独StageIV 非小細胞肺癌に対する肺原

発巣切除の有効性についての検討
高橋 有毅（北海道がんセンター）

O74-5 胸膜播種/悪性胸水を伴う非小細胞肺癌に対する
外科治療の意義
齋藤 大輔（金沢大学呼吸器外科）

9：58～10：38 一般演題（口演） 75 p629
IV 期 NSCLC：バイオマーカー
座長：金田 裕靖（大阪市立大学大学院医学研究科臨床腫瘍

学）
田端 雅弘（岡山大学病院腫瘍センター）

O75-1 肺癌におけるオンコマインDx Target Test マル
チCDx システムによる検査成功率をあげるため
に
塩田 哲広（滋賀県立総合病院呼吸器内科）

O75-2 EGFR遺伝子変異陽性肺癌症例における再生検
の状況
工藤健一郎（CS-Lung-003 研究グループ）

O75-3 EGFR T790M変異陽性肺癌患者におけるオシメ
ルチニブ治療と ctDNAモニタリング（WJOG
8815L）
岩間 映二（九州大学病院呼吸器科）

O75-4 抗 PD-1 抗体治療が著効したSubclonal EGFR
mutation を有する肺腺癌症例
國政 啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

O75-5 非小細胞肺がんの抗PD-1 抗体療法の効果をモ
ニタリングする血清バイオマーカー
黒瀬 浩史（川崎医科大学呼吸器内科）

10：38～11：18 一般演題（口演） 76 p631
IV 期 NSCLC：免疫療法
座長：細川 忍（岡山赤十字病院呼吸器内科）

近藤 征史（藤田医科大学呼吸器内科学 I）

O76-1 免疫チェックポイント阻害薬＋化学療法におけ
る治療効果予測因子の検討
大矢 由子（愛知県がんセンター呼吸器内科部）

O76-2 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＋化学療法同時併用療法の実臨床下初
期治療成績
柴田 和彦（厚生連高岡病院腫瘍内科）

O76-3 PD-L1 高発現非小細胞肺癌患者におけるペムブ
ロリズマブ単剤療法およびペムブロリズマブ併
用化学療法の検討
古田 恵（北海道大学病院内科 I）

O76-4 非小細胞肺癌（NSCLC）に対する殺細胞性抗癌
剤と抗PD-1/L1 併用療法（Chemo-PD1）の効果
と血漿VEGF-A の推移
戸塚 猛大（がん研究会有明病院呼吸器内科）

O76-5 免疫チェックポイント阻害薬既治療症例に対す
る免疫チェックポイント阻害薬再投与の検討
四十坊直貴（函館五稜郭病院呼吸器内科）

12：00～12：50 ランチョンセミナー 25
肺癌に対するサルベージ手術を安全に行うために
座長：清水 公裕（信州大学医学部外科学教室呼吸器外科学

分野）

LS25-1 朝倉 啓介（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸
器））

LS25-2 青景 圭樹（国立がん研究センター東病院呼吸
器外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会
社

13：10～13：58 一般演題（口演） 77 p632
病理 2
座長：後藤 明輝（秋田大学大学院医学系研究科器官病態学

講座）
横瀬 智之（神奈川県立がんセンター病理診断科）

O77-1 浸潤性粘液性肺腺癌切除例の予後因子―術前CT
におけるモザイク陰影の意義―
加勢田 馨（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
O77-2 当院における 80歳以上浸潤性肺腺癌優位亜型の

検討
児玉 渉（鳥取県立厚生病院胸部外科）
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O77-3 クライオバイオプシー後に結節が出現した 2例
の検討
小菅 淳（大阪はびきの医療センター呼吸器

外科）
O77-4 悪性腫瘍と鑑別を要した肺原発筋上皮性腫瘍の

1切除例
竹村 千尋（厚生連高岡病院胸部外科）

O77-5 MicroCT による肺扁平上皮癌およびカルチノイ
ド腫瘍のSTASの描出
井上 尚（獨協医科大学呼吸器外科／

Memorial Sloan Kettering Cancer
Center Dept of Pathology）

O77-6 2cm以下小型肺腺癌における高悪性度組織亜型
成分の有無の重要性
近藤 泰人（がん研有明病院呼吸器センター外

科）

13：58～14：46 一般演題（口演） 78 p634
病理 3
座長：福岡 順也（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療

科学専攻病理学分野）
松原 大祐（自治医科大学病理学講座）

O78-1 開胸時胸腔内洗浄細胞診（PLC-pre）陽性非小細
胞肺癌患者の予後因子に関する検討
古河 奈央（大阪市立総合医療センター呼吸器

外科）

O78-2 気管支鏡検査における迅速細胞診の精度管理に
ついての検討
森 智紀（三原市医師会病院臨床検査科）

O78-3 術前未確診肺癌に対する術中穿刺吸引細胞診の
有用性
小野 元嗣（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
O78-4 肺癌に対する胸腔鏡下肺葉切除時の標本回収袋

洗浄細胞診に関する検討
岩本 直也（がん研究会有明病院呼吸センター

外科）
O78-5 Oncomine Dx Target Test 解析成否に関する要

因の検討
根本 大士（神奈川県立がんセンター呼吸器外

科）
O78-6 Oncomine TM DX Target Test CDx システムの

解析成功に関わる因子の検討
竹安 優貴（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）

11 月 14 日（土） 第 11会場（岡山県医師会館 2F 三木記念ホール）
9：00～9：40 一般演題（口演） 79 p635
免疫治療 予後因子 2・その他
座長：細見 幸生（がん・感染症センター都立駒込病院呼吸

器内科）
菅原 俊一（仙台厚生病院呼吸器内科）

O79-1 未治療進行非小細胞肺癌における化学療法の治
療効果と総腫瘍量の関連性
鈴木慎一郎（近畿大学医学部腫瘍内科）

O79-2 胸部 CTにおける肺野 low attenuation area の定
量評価と免役チェックポイント阻害薬の効果に
おける相関
野田 成美（大阪大学医学部附属病院呼吸器・

免疫内科）
O79-3 重複癌の既往と進行非小細胞肺癌に対する 1次

治療ペムブロリズマブ単剤療法の治療効果との
関連の検討
三浦 啓太（順天堂大学医学部附属順天堂医院

呼吸器内科）

O79-4 拡散強調MRI における非小細胞肺がんのADC
ヒストグラムの変化と免疫チェックポイント阻
害剤の有効性との関連
柄山 正人（浜松医科大学呼吸器内科）

O79-5 免疫チェックポイント阻害薬投与後に肺葉切除
術を施行した 2例
川名 伸一（国立病院機構四国がんセンター呼

吸器外科）

9：40～10：20 一般演題（口演） 80 p637
免疫治療 EGFR
座長：藤高 一慶（広島大学大学院医系科学研究科分子内科

学）
副島 研造（慶應義塾大学病院臨床研究推進セン

ター）

O80-1 EGFR遺伝子変異陽性肺癌における免疫チェッ
クポイント阻害薬単剤治療の検討
山本 輝人（静岡県立総合病院呼吸器内科）
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O80-2 免疫チェックポイント阻害薬が有効なEGFR遺
伝子変異陽性肺癌の特徴
市原 英基（岡山大学病院）

O80-3 EGFR遺伝子変異陽性肺癌に対する免疫チェッ
クポイント阻害剤の効果
高橋 伸政（埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター）
O80-4 喫煙歴を有するEGFR遺伝子変異陽非小細胞肺

癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の有効
性の検討
児玉 裕章（静岡県立静岡がんセンター）

O80-5 当科におけるEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺
癌に対するデュルバルマブ使用症例の後方視的
検討
辻 康介（北海道大学病院呼吸器内科）

10：20～11：00 一般演題（口演） 81 p638
免疫治療 ハイリスク症例
座長：各務 博（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内

科）
柏原 光介（熊本地域医療センター呼吸器内科）

O81-1 多剤併用（Polypharmacy）が免疫チェックポイ
ント阻害剤を投与した高齢の進行非小細胞肺癌
患者に与える影響
清水 彬弘（がん・感染症センター都立駒込病

院薬剤科）
O81-2 高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカ

ルボプラチン＋ペメトレキセド＋ペムブロリズ
マブ療法
西岡 直哉（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
O81-3 PD-L1 高発現非小細胞肺癌の脳転移症例に対す

るPembrolizumab 単剤療法の検討
和久田一茂（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

内科）
O81-4 PD-L1 高発現の進行期非小細胞肺癌における

PS不良例に対する免疫チェックポイント阻害薬
の効果の検討
伊藤 拓（船橋市立医療センター）

O81-5 免疫チェックポイント阻害薬治療中インフルエ
ンザワクチン接種の安全性を検討するための前
向き観察研究
近森 研一（NHO山口宇部医療センター／岡山

肺癌研究会（OLCSG））

13：10～13：58 一般演題（口演） 82 p639
免疫治療 副作用
座長：井上 考司（愛媛県立中央病院呼吸器内科）

高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科）

O82-1 免疫チェックポイント阻害剤による間質性肺疾
患の発症予測因子の検討
佐久間 翔（杏林大学医学部付属病院呼吸器内

科）
O82-2 免疫チェックポイント阻害剤使用時の薬剤性肺

障害に対する気管支肺胞洗浄の意義
濱井 宏介（県立広島病院呼吸器内科）

O82-3 非小細胞肺癌に対する ICI 含有レジメンによる
薬剤性肺障害の検討
佐藤 悠城（神戸市立医療センター中央市民病

院呼吸器内科）
O82-4 免疫関連有害事象（irAE）による有害事象中止後

の予後の検討
刀祢 麻里（日本赤十字社医療センター呼吸器

内科）
O82-5 免疫チェックポイント阻害薬による重症肝機能

障害を呈した 5症例の検討
鎌田 弘毅（函館五稜郭病院呼吸器内科）

O82-6 COVID-19 パンデミックにおける irAE 対策
野口 哲男（市立長浜病院呼吸器内科）

13：58～14：30 一般演題（口演） 83 p641
その他
座長：北川智余恵（国立病院機構名古屋医療センター腫瘍内

科/呼吸器科）
金地 伸拓（香川大学医学部血液・免疫・呼吸器内科

学）

O83-1 肺癌レジストリ（CS-Lung-003）研究デザイン
と現状
西井 和也（CS-Lung-003 研究グループ）

O83-2 日本肺癌学会による臨床試験データの統合と
データベース化 世界に対抗できるデータベー
ス構築を目指して
小澤 雄一（和歌山県立医科大学呼吸器内科・

腫瘍内科）
O83-3 胸部腫瘍に対するがん遺伝子プロファイリング

検査の現状と課題
中原 善朗（神奈川県立がんセンター呼吸器内

科）
O83-4 SYNAPSE VINCENT肺切除解析モードによる

気管支血管分岐異常評価の有用性
竹原 洋士（堺市立総合医療センター呼吸器外

科）
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14：30～15：02 一般演題（口演） 84 p642
患者支援・支持療法
座長：平木 章夫（水島第一病院）

藤田 次郎（琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸
器・消化器内科学講座（第一内科））

O84-1 禁煙外来に携わる非喫煙看護師のカウンセリン
グを経験しての思い
笹島 梨加（四国がんセンター）

O84-2 肺がん患者の診断時における健康の社会決定要
因に影響する因子の探索
葭 七海（県立尼崎総合医療センター呼吸器

内科）

O84-3 胸部悪性疾患におけるセカンドオピニオンの現
状
東山 量子（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
O84-4 肺癌化学療法時の低リスク群発熱性好中球減少

症に対するシタフロキサシンの効果と安全性を
検討する II 相試験
藤田 昌樹（福岡大学病院呼吸器内科）

11 月 14 日（土） 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） 23 p748
病理

P3-23-1（A） 混合型小細胞肺癌における臨床病理学的特徴の
検討
飯田 由子（日本大学医学部内科学系呼吸器内

科学分野／赤羽中央総合病院）
P3-23-2（B） パゾパニブによる治療を行なったSMARCA4 遺

伝子変異陽性肺肉腫の一例
曽根 崇（金沢大学附属病院呼吸器内科）

P3-23-3（C） 当院における invasive mucinous
adenocarcinoma 症例の検討
渡邉 元嗣（岩国医療センター胸部外科）

P3-23-4（D） 当院の原発性肺癌切除例におけるSpread
Through Air Space と臨床的予測因子の検討
水野 潔道（浜松医科大学医学部付属病院）

P3-23-5（A） STAS陽性肺癌における画像所見の特徴
加耒佐和子（国立がん研究センター中央病院放

射線診断科）
P3-23-6（B） 浸潤性粘液性腺癌 14例の臨床病理学的検討

大杉 純（総合南東北病院）
P3-23-7（C） PD-L1 免疫染色のデジタル画像解析による TPS

自動計測の開発
齊賀 弘泰（日本電気株式会社デジタルヘルス

ケア事業開発室）
P3-23-8（D） 原発性肺癌と鑑別困難であった肺MALT リンパ

腫の 1例
清水 淳三（北陸中央病院呼吸器外科）

P3-23-9（A） 超多発肺腺癌の 2切除例
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）

P3-23-10（B） 異時性多発肺癌に対し 5回の手術施行し，長期生
存している 1例
深見 武史（国立病院機構東京病院呼吸器外科）

P3-23-11（C） A clinicopathological and molecular analysis of
bronchiolar adenoma
岸川さつき（順天堂大学人体病理病態学講座）

P3-23-12（D） 肋骨部分切除後 40年の経過を経て発生した肋骨
原発軟骨肉腫の 1例
太田 英樹（山形県立新庄病院外科）

P3-23-13（A） 当科における肺大細胞神経内分泌癌（LCNEC）
治療成績の検討
中村 勝也（独立行政法人地域医療機能推進機

構九州病院外科）
P3-23-14（B） 肺原発高悪性度胎児型腺癌の 1例

井野川英利（山口宇部医療センター呼吸器外科）
P3-23-15（C） 当院における腺扁平上皮癌切除例の 3例

本田 貴裕（北播磨総合医療センター呼吸器外
科）

P3-23-16（D） 高度肺線維を伴う高悪性度胎児型肺腺癌の一切
除例
田中 諒（大阪警察病院呼吸器外科）

P3-23-17（A） 平滑筋過形成を合併した肺海綿状血管腫の 1切
除例
伊部 崇史（国立病院機構高崎総合医療セン

ター呼吸器外科）
P3-23-18（B） 原発性非小細胞肺癌における開胸時胸腔洗浄細

胞診疑陽性例の検討
野田 大樹（大分大学呼吸器・乳腺外科）

P3-23-19（C） 末梢肺に発生した孤立性扁平上皮腺上皮性混合
型乳頭腫の一切除例
高坂 貴行（高崎総合医療センター呼吸器外科）
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P3-23-20（D） 胎児型腺癌の 1切除例
円谷 康佑（横須賀市立うわまち病院呼吸器外

科）
P3-23-21（A） 緩徐な増大傾向を示した肺原発髄膜腫の 1切除

例
末吉 国誉（聖路加国際病院呼吸器外科）

P3-23-22（B） 縦隔リンパ節再発に対し切除が有効であった
Lymphoepithelioma-like carcinoma の一例
清水 大貴（千葉県がんセンター呼吸器外科）

P3-23-23（C） 高悪性度胎児型腺癌の 1切除例
谷村 卓哉（淀川キリスト教病院呼吸器外科）

P3-23-24（D） 外科治療を行った腸型肺腺癌の 4例
中村 泰幸（札幌医科大学呼吸器外科）

P3-23-25（A） 比較的緩徐な増大を示した肺原発悪性黒色腫の
1例
設楽 将之（トヨタ記念病院呼吸器外科）

P3-23-26（B） 当院の肺癌病理組織におけるNGS（オンコマイ
ンDx Target Test マルチCDx システム）検査の
成功率に対する検討
西井 洋一（松阪市民病院呼吸器センター）

P3-23-27（C） 右上葉肺癌術後に生じた右中葉出血性肺 塞の
一例
眞木 充（さいたま赤十字病院呼吸器外科）

P3-23-28（D） IgG4 関連肺疾患に合併した肺腺癌の 1例
阪本 仁（島根県立中央病院呼吸器外科）

P3-23-29（A） 脊髄鉛筆状軟化により上行する脊髄障害をきた
した小細胞肺癌
中川 雅登（市立長浜病院呼吸器内科）

P3-23-30（B） 細胞診塗抹標本より回収した肺腺癌細胞から遺
伝子変異検出をし得た一例
藤井 智美（奈良県立医科大学医学部病理診断

学講座）
P3-23-31（C） 肺MAC症に合併した肺腫瘍の 2切除例

大田 守雄（中頭病院呼吸器外科）
P3-23-32（D） 左肺上葉扁平上皮内癌（Squamous cell

carcinoma in situ）の 1切除例
小山 力（諏訪赤十字病院呼吸器外科）

一般演題（ポスター） 24 p756
非小細胞肺癌：早期（I/II 期）3

P3-24-33（A） 術前血小板輸血を行った特発性血小板減少性紫
斑病合併肺癌に対する 1手術例
中尾聡一郎（神戸大学医学部付属病院呼吸器外

科）
P3-24-34（B） p-stage IA2-IB NSCLC症例に対する補助化学療

法としてのUFT療法に対して厳密な投与量は重
要か？
岡本 淳一（日本医科大学武蔵小杉病院／日本

医科大学呼吸器外科）

P3-24-35（C） ウロキナーゼ胸腔内投与後に肺瘻を併発した肺
癌術後膿胸の 1例
湯浅 樹（兵庫県立尼崎総合医療センター）

P3-24-36（D） 抗血小板薬継続下に行った胸腔鏡下肺葉切除術
直後に超遅発性ステント血栓症を発症した 1例
米井 彰洋（宮崎善仁会病院呼吸器外科）

P3-24-37（A） 肺癌術後有瘻性膿胸の検討
福井 哲矢（日本赤十字社和歌山医療センター

呼吸器外科）
P3-24-38（B） 胸腔鏡下左上葉切除後に発症した壊疽性膿皮症

の 1例
武藤 潤（製鉄記念室蘭病院外科）

P3-24-39（C） 左上葉切除後に左下肢急性動脈閉塞症を合併し
た 1例
岡田 諭志（淀川キリスト教病院呼吸器外科）

P3-24-40（D） 間質性肺炎合併肺癌に対する周術期に肺動脈血
栓塞栓症を発症した 1切除例
森 裕亮（ベルランド総合病院臨床研修部）

P3-24-41（A） 左肺上葉切除術後に左腎 塞をきたした 1例
北川 由香（愛知医科大学呼吸器外科）

P3-24-42（B） 肺癌縮小手術後に肺実質切除部の断端再発と断
端肉芽腫との鑑別を要した 2例
成毛 聖夫（国際親善総合病院呼吸器外科）

P3-24-43（C） 気管分岐下リンパ節部から対側上肺静脈に還流
する血管を認めた 1出血例
本間 直健（独立行政法人国立病院機構北海道

医療センター呼吸器外科）
P3-24-44（D） DBS装着患者に対して定位放射線治療を施行し

た一例
小坂 恭弘（市立長浜病院放射線科）

P3-24-45（A） 体幹部定位放射線治療による肺合併症の実際
楠本壮二郎（昭和大学病院呼吸器アレルギー内

科）
P3-24-46（B） 気管支鏡検査後に自然消退した肺扁平上皮癌の

一例
岩中 宗一（国立病院機構三重中央医療セン

ター呼吸器内科）
P3-24-47（C） 若年発症の右中間気管支幹発生気管支粘表皮癌

に対し，他科との集学的治療により肺機能温存手
術をし得た一例
宮本 詩子（地方独立行政法人佐賀県医療セン

ター好生館呼吸器外科）
P3-24-48（D） 当院におけるテガフール・ウラシル配合剤によ

る術後補助療法の検討
安川 元章（奈良県立医科大学胸部・心臓血管

外科）
P3-24-49（A） 肺コロイド腺癌の 1切除例

岩浪 崇嗣（飯塚病院呼吸器外科）
P3-24-50（B） 末梢発生の肺原発腺様嚢胞癌の 1手術例

藤永 一弥（安城更生病院呼吸器外科）
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P3-24-51（C） 稀な多発肺結節を伴う肺悪性腫瘍の 2切除例
宮崎 涼平（高知大学医学部呼吸器外科）

一般演題（ポスター） 25 p760
細胞傷害性抗がん剤

P3-25-52（D） 当院における高齢NSCLC症例に対するプラチ
ナ併用療法の検討
野口陽一朗（公立陶生病院呼吸器・アレルギー

疾患内科）
P3-25-53（A） NSCLCに対するCBDCA＋nab-PTX 併用療法

の治療強度と有効性についての検討
高取 裕司（名古屋掖済会病院薬剤部／愛知県

病院薬剤師会がん部会）
P3-25-54（B） ペメトレキセド投与後の皮疹に対する低用量デ

キサメタゾン予防効果の検討
三橋 惇志（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）
P3-25-55（C） Apoptosis and cellular senescence induced by

pemetrexed disodium heptahydrate in PC9 cells
MdMohiuddin（Department of Respiratory

Medicine, Kanazawa
University）

P3-25-56（D） Variety of the senescence phenotype of PC9
and PC9-MET cells with chemotherapy drugs
MdMohiuddin（Department of Respiratory

Medicine, Kanazawa
University）

P3-25-57（A） Cisplatin induces cell cycle arrest and
apoptosis by a ROS-dependent DNA damage
pathway in PC9 cells
MdMohiuddin（Department of Respiratory

Medicine, Kanazawa
University）

P3-25-58（B） Induction of G2/M phase arrest and necroptosis
by paclitaxel in PC9 cells
MdMohiuddin（Department of Respiratory

Medicine, Kanazawa
University）

一般演題（ポスター） 26 p762
分子標的治療 3

P3-26-59（C） 免疫チェックポイント阻害剤を含む化学療法後
に TKI を再投与した EGFR 遺伝子変異陽性肺癌
の 3症例の検討
虎澤 匡洋（順天堂大学医学部附属浦安病院）

P3-26-60（D） EGFR変異陽性肺癌における TKI 治療の副作用
とABCG2 Q141K 多型との関連の検討
上村 剛大（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）
P3-26-61（A） 急速に進行し，Afatinib により病理学的完全奏効

（pCR）が得られたEGFR遺伝子変異陽性肺癌の
1例
村瀬 裕哉（金沢大学附属病院）

P3-26-62（B） EGFR陽性肺癌に対するOsimertinib 一次治療
ILD発症例と非発症例の比較検討
海老 規之（飯塚病院呼吸器腫瘍内科）

P3-26-63（C） EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者における afatinib
投与の観察研究
末次 隆行（鹿児島大学大学院医歯学総合研究

科呼吸器内科学）
P3-26-64（D） 大動脈傍リンパ節再発に対して胸腔鏡下Re-

biopsy が有用であった一例
松原 寛知（山梨大学医学部第二外科）

P3-26-65（A） オシメルチニブからエルロチニブに変更するこ
とでEGFR-TKI を継続し得た慢性心不全合併肺
腺癌の一例
関川 元基（札幌医科大学附属病院呼吸器アレ

ルギー内科）
P3-26-66（B） EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における

PD-L1 発現の意義
齊藤 健也（新小山市民病院呼吸器内科）

P3-26-67（C） Co-occurrence PIK3CA E542K 変異を有し全世
代ALK阻害剤に耐性を示した症例
國政 啓（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

P3-26-68（D） 高齢（65 歳以上）のALK融合遺伝子陽性症例
の検討
宮崎 邦彦（龍ケ崎済生会病院呼吸器内科）

P3-26-69（A） 当院におけるALK融合遺伝子陽性肺癌症例の臨
床的検討
坂倉 康正（国立病院機構三重中央医療セン

ター呼吸器内科）
P3-26-70（B） ALK 陽性肺癌 16例の治療効果・長期予後の検

討
廣瀬 和紀（京都第二赤十字病院呼吸器内科）

P3-26-71（C） 術後 16.5 年後再発したALK転座陽性の縦隔紡
錘細胞肉腫の 1例
堀尾 芳嗣（愛知県がんセンター呼吸器内科）

P3-26-72（D） 当院におけるALK遺伝子変異陽性進行および術
後再発症例に対する治療経過の比較
白井由紀奈（順天堂大学医学部附属順天堂医院

呼吸器内科）
P3-26-73（A） アレクチニブが奏功した癌性リンパ管症を伴っ

た肺癌の 1例
金田 好和（山口県立総合医療センター外科）
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P3-26-74（B） 当院で ROS1 遺伝子転座陽性肺腺癌に対してク
リゾチニブを導入した 3症例の検討
山本有美子（西宮市立中央病院）

P3-26-75（C） Crizotinib use in Japanese patients tested for
ROS1 Non-small Cell Lung Cancer in real-world
Naoyuki Nogami（Ehime University Graduate

School of Medicine,
Department of Community
Medicine, Pulmonology and
Cardiology）

P3-26-76（D） BRAFV600E 陽性肺がんに対しダブラフェニブ，
トラメチニブを投与した一例
小澤 真璃（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）

P3-26-77（A） アファチニブ投与中に腸管気腫症を発症した肺
腺癌の 1例
神宮 大輔（宮城厚生協会坂総合病院呼吸器科）

一般演題（ポスター） 27 p767
免疫治療 3

P3-27-78（B） 肺小細胞癌に対してCBDCA+VP-16+
Atezolizumab 初回投与により重篤な筋肉痛の副
作用が生じた 1例
猪島 尚子（特定医療法人福西会福西会病院呼

吸器内科）
P3-27-79（C） ニボルマブ投与後早期に重症大腸炎を発症した

肺腺癌の 1例
水谷 栄基（地域医療機能推進機構東京山手メ

ディカルセンター呼吸器外科）
P3-27-80（D） atezolizumab 初回投与後に髄膜炎を発症した一

例
小川 晃一（大阪市立大学大学院医学研究科呼

吸器内科学）
P3-27-81（A） Pembrolizumab 投与後に水泡性類天疱瘡を発症

した 2例
高村 圭（帯広厚生病院第一内科）

P3-27-82（B） 当院における免疫チェックポイント阻害薬と殺
細胞性抗がん剤の併用治療における間質性肺炎
の発症頻度の検討
田村 朋季（岩国医療センター）

P3-27-83（C） Immune-related colitis のマーカーとしての
leucin-rich α2-gycoprotein の有用性
鈴木 貴人（浜松医科大学第二内科）

P3-27-84（D） Pembrolizumab による様々な irAE を呈しなが
ら完全奏効を得た肺癌術後再発例
佐々木高信（東北医科薬科大学医学部外科学 2

（呼吸器外科））

P3-27-85（A） ペムブロリズマブによる大腸炎発症後，再投与で
小腸炎を発症した非小細胞肺癌の一例
庄子 聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器感

染症内科）
P3-27-86（B） 進行肺癌に対しChemo+PD-1 阻害剤投与によ

り irAE を発症したため，PD-L1 阻害剤へ変更し
奏効が得られた一例
堀 哲雄（三菱京都病院呼吸器外科／三菱京

都病院腫瘍内科・緩和ケア内科）
P3-27-87（C） ペンブロリズマブ単剤療法が奏効したG-CSF 産

生大細胞肺癌の 1例
松井 遥平（京都府立医科大学附属病院呼吸器

内科）
P3-27-88（D） 進行非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイン

ト阻害薬併用療法の検討
増田 寿寛（静岡県立総合病院呼吸器内科）

P3-27-89（A） 免疫チェックポイント阻害剤投与中に免疫関連
有害事象としての心筋炎が疑われた 4例
大田 正秀（奈良県立医科大学呼吸器内科学講

座）
P3-27-90（B） 免疫チェックポイント阻害薬による薬剤性肺炎

に対してインフリキシマブ（保険適用外）を使
用した症例の検討
山中 雄太（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）

P3-27-91（C） 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻
害薬使用症例における胸腔ドレナージ術の安全
性の後方視的検討
中須賀崇匡（岡山大学）

P3-27-92（D） 肺癌に対してPembrolizumab 投与中に発症した
ニューモシスチス肺炎の二例
高田 直秀（京都市立病院）

P3-27-93（A） ペムブロリズマブ/プラチナ併用療法後に多彩な
有害事象を認めた一例
小笠原俊輔（長崎大学病院医療教育開発セン

ター）
P3-27-94（B） Pembrolizumab 投与終了後も長期にわたり無増

悪生存している 3症例の検討
川田 悠（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P3-27-95（C） Atezolizumab 投与後の意識障害に対し頭部MRI

にて irAE による髄膜炎と診断できた 1例
仲川 宏昭（滋賀医科大学呼吸器内科）

P3-27-96（D） 免疫関連有害事象による免疫チェックポイント
阻害薬中止後, 長期無増悪生存を認めた症例の検
討
長野佑太郎（市立釧路総合病院呼吸器内科）
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P3-27-97（A） PD-L1 高発現肺腺癌に対して pembrolizumab 投
与し休薬 4か月後に 1型糖尿病を発症した 1例
扇野 圭子（川崎市立川崎病院呼吸器内科）

P3-27-98（B） PD-1 阻害薬を中止した 1年後に irAE による潰
瘍性大腸炎を来した 1例
石田 輝明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P3-27-99（C） ペムブロリズマブ 1回投与のみにて，長期に寛解

を維持しているCOPD合併肺腺がんの 1例
江田清一郎（社会医療法人松本協立病院呼吸器

内科）
P3-27-100（D） ニボルマブにて治療を行った肺大細胞神経内分

泌癌の 5例
加藤さや佳（地域医療機能推進機構中京病院）

P3-27-101（A） 当院におけるアテゾ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）

一般演題（ポスター） 28 p774
胸膜中皮腫

P3-28-102（B） Targeting the mesenchymal phenotype as the
novel therapeutic strategy in mesothelioma
Wira Winardi（順天堂大学大学院医学研究科呼

吸器内科学）
P3-28-103（C） 約 2週間で急速に進行した悪性胸膜中皮腫の 1

剖検例
桐谷 亜友（東京慈恵会医科大学附属病院呼吸

器内科）
P3-28-104（D） サイトケラチン陰性のDesmoplastic Malignant

Mesothelioma 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）
P3-28-105（A） 左肺尖の孤立性腫瘤陰影を呈した二相性悪性胸

膜中皮腫の 1例
中井 健（倉敷中央病院呼吸器外科）

P3-28-106（B） 若年女性に発症した肉腫型悪性胸膜中皮腫の 1
例
池宮城七重（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））
P3-28-107（C） 当院における悪性胸膜中皮腫に対する

Nivolumab 投与症例の臨床についての後方視的
検討
高森 幹雄（東京都立多摩総合医療センター呼

吸器・腫瘍内科）
P3-28-108（D） 既治療・切除不能進行悪性胸膜中皮腫に対する

アムルビシン療法の第 II 相試験
淺井麻依子（がん・感染症センター東京都立駒

込病院呼吸器内科）

P3-28-109（A） 関節リウマチの加療中に線維形成型悪性中皮腫
を発症し，Nivolumab により長期持続奏効を得た
一例
関 健一（医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合

病院呼吸器内科）
P3-28-110（B） ニボルマブが奏効した悪性胸膜中皮腫の一例

尾関 雄一（所沢明生病院呼吸器外科）
P3-28-111（C） 外科的胸膜生検で診断に至った右胸水貯留の一

例
芳賀ななせ（神鋼記念病院）

P3-28-112（D） 縦隔腫瘍との鑑別が困難であった肉腫型中皮腫
の 1例
庄村 心（三重県立総合医療センター呼吸器

外科）
P3-28-113（A） 結核性胸膜炎の治療中に悪性胸膜中皮腫を合併

した一例
五十嵐 遼（湘南鎌倉総合病院呼吸器内科）

P3-28-114（B） 気胸手術後に短期間で発症し急速な経過で進行
した上皮型悪性胸膜中皮腫の 1例
上垣内 篤（独立行政法人国立病院機構呉医療

センター・中国がんセンター呼吸
器外科）

P3-28-115（C） 心嚢液貯留で発症し診断に苦慮した悪性心膜中
皮腫の一例
小橋 建太（手稲渓仁会病院呼吸器内科）

一般演題（ポスター） 29 p777
胸腺腫およびその他の胸部腫瘍 3

P3-29-116（D） 演題取下げ
P3-29-117（A） リンパ性間質を伴う小結節性胸腺腫および胸腺

癌 5例の検討
市川 靖久（名古屋第一赤十字病院呼吸器外科）

P3-29-118（B） Pulmonary inflammatory myofibroblastic tumor
の 1 例
阿部 昂平（日本海総合病院）

P3-29-119（C） 胸腺非定形カルチノイド術後再発に対するエベ
ロリムスの使用経験
石田 格（岩手県立中央病院呼吸器外科）

P3-29-120（D） 経胸アプローチによる左副腎癌再発腫瘍摘除の
1例
井澤 良介（神戸大学大学院医学研究科外科学

講座呼吸器外科学分野）
P3-29-121（A） 肺 NUT carcinoma の臨床的特徴

荒川さやか（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）

P3-29-122（B） 当初葉間胸水との鑑別が困難であった solitary
fibrous tumor の一例
松本 和也（市立岸和田市民病院呼吸器外科）
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P3-29-123（C） 非膵島細胞腫瘍性低血糖症を伴った再発孤立性
線維性腫瘍の 1例
上野 剛（国立病院機構四国がんセンター呼

吸器外科）
P3-29-124（D） 悪性リンパ腫合併甲状腺腫による気管狭窄に対

し緊急手術を施行した 1症例
吉津 晃（横浜市立市民病院呼吸器外科）

P3-29-125（A） 関節リウマチ治療中に発症し肺癌が疑われた限
局性結節性肺アミロイドーシスの 1例
石川 真也（KKR高松病院呼吸器外科）

P3-29-126（B） 特異な画像経過をみた臓側胸膜原発孤立性線維
性腫瘍の 1例
北野 貴暉（神戸市立西神戸医療センター呼吸

器外科）
P3-29-127（C） 肺原発滑膜肉腫の 1切除例

土井 貴司（大阪医療センター外科）
P3-29-128（D） 術後 7年で肺動脈および右室に再発をきたし再

手術を施行した胸膜悪性孤立性線維性腫瘍の 1
例
小林 公彦（岩手県立胆沢病院呼吸器外科）

P3-29-129（A） 初回手術後 14年で胸腺腫肺転移と診断した 1例
村上 裕亮（田附興風会医学研究所北野病院呼

吸器外科）
P3-29-130（B） 自覚症状を伴わない頚部異所性胸腺腫の一例

武田 雄二（佐賀県医療センター好生館呼吸器
外科）

P3-29-131（C） 気道狭窄症状で発症し, 手術で完全切除が可能で
あった気管原発脂肪肉腫の 1例
石田あかね（国立病院機構名古屋医療センター

呼吸器内科）
P3-29-132（D） 繰り返す胸膜再発に対し切除を行った肺性肥厚

性骨関節症を伴った胸膜繊維性腫瘍の 1例
成田 周平（岡山済生会総合病院外科）

P3-29-133（A） ロボット支援下拡大胸腺摘出術を施行した重症
筋無力症クリーゼ併発硬化性胸腺腫の一切除例
中村 健也（諏訪赤十字病院外科）

一般演題（ポスター） 30 p782
チーム医療 /看護 /リハビリ

P3-30-134（B） 片肺全摘術を施行した原発肺癌患者の術後心房
細動の有無と術前運動耐容能の比較
大橋 萌絵（岐阜県総合医療センター呼吸器外

科）
P3-30-135（C） 高齢患者の非小細胞肺癌に対する外科治療

井上 達哉（日本医科大学付属病院呼吸器外科）
P3-30-136（D） 肺がん患者の予定外入院に及ぼす要因と背景の

検討
藤村 真子（岡山大学病院入院棟西 8階）

P3-30-137（A） 終末期肺がん患者に対する鎮静シートの活用に
向けた課題の抽出
鈴木真裕子（弘前大学医学部附属病院看護部）

P3-30-138（B） 看取りを支えるために～最期に語った言葉か
ら～
大林 靖代（社会福祉法人恩賜財団済生会龍ケ

崎済生会病院）
P3-30-139（C） 免疫関連有害事象に対する救急外来トリアージ

診断システムの運用
小笠原 隆（浜松医療センター呼吸器内科）

P3-30-140（D） 地方病院における『肺がんセンター』立ち上げと，
チームによる周術期管理
長谷龍之介（製鉄記念室蘭病院呼吸器外科）

P3-30-141（A） 症状から導く irAE 対応アルゴリズムの活用
新津 京介（自治医科大学附属さいたま医療セ

ンター薬剤部）
P3-30-142（B） 進行肺癌患者の救急搬送の現状

深松 伸明（岡山赤十字病院緩和ケア科）
P3-30-143（C） A病棟における化学療法を施行した肺がん患者

のアドバンスケアプランニングの現状と課題
高野 美子（相模原協同病院看護部）

P3-30-144（D） 診療看護師による肺癌手術症例の気管挿管に関
わる術前評価の検討
川崎 竹哉（茨城東病院）

一般演題（ポスター） 31 p785
その他 3

P3-31-145（A） 気道病変治療手技に対する教育の現状
山本 真一（自治医科大学外科学講座呼吸器外

科学部門／自治医科大学附属病院
光学医療センター内視鏡部）

P3-31-146（B） サイバーナイフによる定位放射線治療を行った
ALK融合遺伝子陽性肺腺癌原発転移性脳腫瘍
水松真一郎（総合青山病院サイバーナイフセン

ター）
P3-31-147（C） EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌に対する術後補助

化学療法の有用性についての後方視的検討
瀧上 理子（国立がん研究センター中央病院呼

吸器内科）
P3-31-148（D） 化学療法誘発性末梢神経障害予防のための

Compression therapy ＆ Cryotherapy；IMpower
150 レジメンでの経験
木田 陽子（西神戸医療センター）

P3-31-149（A） 術後 3年で右心不全と縦郭の患側偏位により食
道狭窄を来した左肺全摘の 1例
平井 慶充（和歌山県立医科大学）
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P3-31-150（B） Alectinib 内服中に妊娠合併し治療中断したが無
事出産し得た進行ALK陽性肺癌の 1例
田中 薫（近畿大学医学部内科学教室腫瘍内

科部門）
P3-31-151（C） 宗教上の信条で輸血を拒否する症例への肺切除

術の検討
高木 玄教（福島県立医科大学呼吸器外科）

P3-31-152（D） 嚢胞性病変を呈した肺扁平上皮癌胸壁転移の一
切除例
藤田 琢也（公立甲賀病院呼吸器外科）

P3-31-153（A） 禁煙外来受診患者 756 名における禁煙達成に影
響する因子の検討―禁煙外来 18年の統合解析よ
り
川井 治之（岡山済生会総合病院）

P3-31-154（B） 高悪性度の胎児型腺癌の 1手術例
喜田 裕介（高知医療センター呼吸器外科）

P3-31-155（C） 大きな肺硬化性血管腫の 1例
竹中 裕史（大垣市民病院胸部外科）

P3-31-156（D） 肺癌に併発した静脈血栓塞栓症（VTE）の背景
因子およびVTEを疑った理由の検討
長井 良昭（自治医科大学内科学講座呼吸器内

科部門）
P3-31-157（A） 同一肺葉内転移を認めた肺原発滑膜肉腫の 1例

大隈 宏通（社会医療法人愛仁会高槻病院）
P3-31-158（B） 急速増大を呈した肺原発絨毛癌の 1切除例

北沢 伸祐（土浦協同病院呼吸器外科）
P3-31-159（C） 肺癌に対する根治切除の際に発見された胃癌気

管分岐下リンパ節転移の 1例
羽田 裕司（名古屋市立西部医療センター呼吸

器外科）
P3-31-160（D） Mucous gland adenoma の 1手術例

野村 俊介（札幌南三条病院呼吸器外科）
P3-31-161（A） 左上葉肺腺癌に併発した原発性肺髄膜腫の 1例

古田ちひろ（愛知医科大学病院呼吸器外科）
P3-31-162（B） 肺癌術後経過中の比較的早期に結核性胸膜炎を

発症した一例
加藤 雅人（ひらまつ病院）

P3-31-163（C） 術前に診断し得た肺動脈原発肉腫の 1切除例
原田愛倫子（東京慈恵会医科大学呼吸器外科）


