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ポスター会場（マリンメッセ福岡 1F 展示室）
ポスター掲示 01 p750
ゲノム医療

P01-01 進行肺癌に対するがんゲノムプロファイル検査
の現状
三ツ村隆弘（東京医科歯科大学呼吸器内科）

P01-02 当院における胸部悪性腫瘍に対するがんゲノム
プロファイリング検査の実施経験
山本 美暁（東京都立多摩総合医療センター呼

吸器・腫瘍内科）
P01-03 当院における FoundationOne Liquid CDx を用

いた包括的がんゲノムプロファイリング検査の
実施状況について
柴 綾（横浜市立市民病院）

P01-04 当院におけるオンコマインDx Target Test マル
チCDx システムの現状と課題
三浦 陽介（群馬大学医学部附属病院呼吸器・

アレルギー内科）
P01-05 当院におけるオンコマインDx Target Test マル

チCDx システムの使用経験
田地 広明（株式会社日立製作所日立総合病院

呼吸器内科）
P01-06 当院におけるオンコマインDx Target Test マル

チCDx の診断までの時間とその結果について
野溝 岳（高槻赤十字病院呼吸器センター）

P01-07 外注ODxTT と院内 AmoyDx による遺伝子変異
一致の検討
西尾 美帆（松阪市民病院中央検査室）

P01-08 細胞診検体等を用いた肺がんコンパクトパネル
の多機関検証試験（cPANEL）
森川 慶（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

P01-09 血液検体を用いたNGS検査にてEGFR遺伝子
変異が確認できた肺腺癌の 2例
蒔田 直大（三重大学医学部医学科／松阪市民

病院呼吸器センター呼吸器内科）

ポスター掲示 02 p752
癌関連遺伝子分子生物学

P02-01 当院における肺癌術後組織検体におけるKRAS
遺伝子変異の検討
橋元 達也（岩手医科大学内科学講座呼吸器内

科分野）
P02-02 急激な経過を辿ったSNARCA4 欠損肺多形癌の

1例
山崎 庸弘（埼玉県立がんセンター胸部外科）

P02-03 がんにおけるSNRPD3 変異の意義の解明
佐藤 真吾（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器・免疫内科学）

ポスター掲示 03 p753
トランスレーショナルリサーチ

P03-01 ヒト肺癌細胞株オルガノイドを用いたEGFR遺
伝子変異陽性肺癌（Del 19 および L858R）の
EMTに関する検討
福田 信彦（横浜市立大学大学院医学研究科呼

吸器病学教室）
P03-02 肺腺癌細胞PC-9 におけるオシメルチニブの獲

得耐性機序の検討
山岡 利光（昭和大学先端がん治療研究所／昭

和大学医学部呼吸器・アレルギー
内科）

P03-03 悪性中皮腫に対する新規 TEAD阻害剤の増殖抑
制効果の検討
赤尾 謙（愛知県がんセンター研究所分子腫

瘍学分野／藤田医科大学医学部呼
吸器内科学）

P03-04 肺腺癌におけるナトリウム・グルコース共役輸
送体 2（SGLT2）発現の意義
小山 倫浩（今光ホームケアクリニック）

P03-05 非小細胞肺癌のmitotic slippage に対するDNA
修復阻害の有用性についての基礎的検討
辻 康介（北海道大学大学院医学研究院呼吸

器内科学教室）
P03-06 CD8 陽性細胞抵抗性Egfr 肺癌に対するSTING

agonist による抗腫瘍免疫の誘導
西村 淳（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）
P03-07 原発性肺癌組織内の Tertiary Lymphoid

Structure の存在と臨床的意義について
山本 裕崇（岐阜大学医学部附属病院呼吸器セ

ンター呼吸器外科）
P03-08 当院における肺癌切除例の再発，予後に対する腫

瘍へのリンパ球浸潤の関与
藤原研太郎（松阪市民病院呼吸器センター）

P03-09 非小細胞肺癌における腫瘍細胞および腫瘍浸潤
免疫細胞のPD-L1 発現と腫瘍浸潤リンパ球に関
する検討
住友 亮太（北野病院呼吸器外科／京都大学医

学研究科呼吸器外科）



ポ
ス
タ
ー
掲
示

プ
ロ
グ
ラ
ム

― 130―

P03-10 エクソソームの次世代プロテオミクスによる悪
性胸膜中皮腫の新規バイオマーカー開発
安部 祐子（大阪大学大学院医学系研究科呼吸

器・免疫内科学）
P03-11 The mechanism of galnac-t3 inhibiting tumor

proliferation and metastasis in lung
adenocarcinoma
Peng Wang（The First Affiliated Hospital of

Dalian Medical University）

ポスター掲示 04 p755
予後因子

P04-01 当院におけるニボルマブ＋イピリムマブ±化学
療法投与例の検討
山口明日香（東邦大学医学部内科学講座呼吸器

内科学分野（大森））
P04-02 当院で複合免疫療法を導入した進行・再発非小

細胞肺癌 76例の臨床的検討
谷村 真依（京都第二赤十字病院呼吸器内科）

P04-03 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻
害剤による肺臓炎の予後と予測因子
村田 大樹（久留米大学病院内科学講座呼吸

器・神経・膠原病内科部門）
P04-04 非小細胞肺癌におけるGeriatric Nutritional Risk

Index とプラチナ併用化学療法の有効性の関連
鈴木 貴人（浜松医科大学内科学第二講座）

P04-05 切除可能非小細胞肺癌症例におけるNaples
prognostic score の意義
若洲 翔（国立病院機構九州医療センター）

P04-06 TTF-1 免疫染色がプラチナ併用化学療法を受け
た進行・再発非扁平非小細胞肺癌患者の有効性
に及ぼす影響
中尾 明（福岡大学病院呼吸器内科）

P04-07 pm1 肺癌の臨床病理学的特徴と予後の検討
細田 裕太（新潟県立がんセンター新潟病院呼

吸器外科）
P04-08 IA 期非小細胞肺癌の術後再発の検討

阿南健太郎（大分県厚生連鶴見病院呼吸器外科）

ポスター掲示 05 p757
診断 病理

P05-01 Clinicopathological and molecular features of
pulmonary enteric-type adenocarcinoma
岸川さつき（順天堂大学医学部人体病理病態学

講座／順天堂大学医学部附属浦安
病院病理診断科）

P05-02 検診受診頻度と肺癌進行度の関係
星 史彦（仙台医療センター呼吸器外科）

P05-03 実臨床下における 22C3 抗体，SP142 抗体を用
いたPD-L1 免疫染色検査の実施意義の検証
金子 佳右（昭和大学病院呼吸器アレルギー内

科）

ポスター掲示 06 p758
画像診断

P06-01 PET 陰性肺癌の臨床病理学的特徴
政井 恭兵（慶應義塾大学医学部外科学（呼吸

器））
P06-02 AAH/AIS/MIA 以外の病理診断が得られた，経時

的変化のないGGN3例の検討
斉藤 彰俊（山梨県立中央病院放射線診断科）

P06-03 両側の超多発GGOに合併した肺腺癌の 2切除
例
清水 淳三（北陸中央病院呼吸器外科）

P06-04 原発性肺癌との鑑別が問題となった結核初期悪
化の 1例
古谷 清美（国立病院機構九州医療センター放

射線科）
P06-05 FDG-PET 検査で診断し得たびまん性肝転移を

伴った小細胞肺癌の 1剖検例
石濱 孝通（関西労災病院呼吸器外科）

P06-06 大動脈浸潤を疑う左下葉肺癌に対して吸気呼気
CTが有用であった 1例
益本 貴人（医仁会武田総合病院）

ポスター掲示 07 p760
検査診断

P07-01 当院で細径気管支鏡E-BUS-GS で within となら
ず極細径気管支鏡へ入れ替え症例におけるオン
コマインDxTT の検討
西井 洋一（松阪市民病院呼吸器センター呼吸

器内科）
P07-02 術前の気管支鏡検査後に肺化膿症を発症した肺

癌手術の 2例
天白 宏典（桑名市総合医療センター呼吸器外

科）
P07-03 エコーガイド下頸部リンパ節生検でNGSも含

め診断し得た非小細胞肺癌 2例
神宮 大輔（宮城厚生協会坂総合病院呼吸器科）

P07-04 当院における超音波ガイド下経皮的生検の検討
武藤 篤（黒部市民病院呼吸器内科／金沢大

学附属病院呼吸器内科）
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ポスター掲示 08 p761
縮小手術

P08-01 同側 2次肺癌に対する 3DCT解析ソフトを用い
た治療戦略
坪川 典史（呉医療センター・中国がんセン

ター呼吸器外科／広島大学呼吸器
外科）

P08-02 原発性肺癌に対する消極的縮小手術（楔状切除）
例の検討
長 博之（田附興風会医学研究所北野病院呼

吸器外科）
P08-03 ICG静注法により葉間切離範囲を容易に同定で

きた分葉不全を有する左肺S1+2 区域切除術の
1例
佐伯 祐典（総合病院土浦協同病院呼吸器外

科／筑波大学呼吸器外科）
P08-04 胸腔鏡下左肺両葉複雑区域切除（左上葉S1+2+

S3c+S8+S9）を施行した重複肺癌の 1例
坂口 泰人（大阪赤十字病院呼吸器外科）

P08-05 20 歳代に発症した若年者早期肺癌に対し，積極
的縮小手術を施行した一例
中谷 升一（南和歌山医療センター胸部・心臓

血管外科）
P08-06 左上下葉間に発生し両葉に進展した原発性肺癌

の 1例
松竹 晴美（社会医療法人天神会新古賀病院呼

吸器外科）

ポスター掲示 09 p762
拡大手術

P09-01 右上葉気管支分岐異常と左上大静脈遺残を伴っ
た左下葉肺癌に対し左下葉スリーブ切除術を施
行した 1例
別府樹一郎（宮崎県立宮崎病院外科）

P09-02 術前 CRT中に急速増大した右肺尖部胸壁浸潤腫
瘍（SST）に対し，TMA併用で切除を行った肺原
発多形癌の 1例
小田部誠哉（国立病院機構東広島医療センター

呼吸器外科）
P09-03 非解剖学的一時バイパスを用いた下行大動脈合

併切除肺癌手術後に対麻痺を合併した 1例
大谷 真一（自治医科大学附属さいたま医療セ

ンター呼吸器外科）
P09-04 閉塞性肺炎を併発した左主気管支浸潤を伴う左

下葉肺癌に舌区下葉管状切除を行い左肺全摘を
回避し得た一例
中塚真里那（山形県立中央病院呼吸器外科）

ポスター掲示 10 p763
手術の工夫

P10-01 完全内臓逆位に合併した solitary fibrous tumor
の一切除例
町田雄一郎（日本医科大学呼吸器外科）

P10-02 転移した縦隔リンパ節が左上大静脈遺残に浸潤
していた左上葉肺癌の一例
北爪 麻衣（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）
P10-03 縦隔型肺動脈を有する左上葉肺癌に対し

Uniportal VATS・左上葉切除を施行した 1例
深田 武久（兵庫県立尼崎総合医療センター呼

吸器外科）
P10-04 物理的刺激による肺癌発生が考えられた 2重癌

の 1切除例とその手術手技の工夫
原 幹太朗（ベルランド総合病院呼吸器外科）

P10-05 術前 3D-CT で同定された縦隔型A7を有する右
下葉肺癌の 1切除例
松井 雄介（山形大学医学部外科学第二講座）

P10-06 右上葉肺癌疑い精査中Stanford B 型解離を発症
し他院で保存的治療半年後診断的切除手術を施
行した 1例
伊藤 淳（都立墨東病院検査科）

P10-07 心サルコイドーシスによる左室駆出率 20％未満
の肺癌患者に対して胸腔鏡下肺部分切除術施行
した 1例
北村 将司（医仁会武田総合病院呼吸器外科）

P10-08 両側同時多発肺癌の一例
深田 武久（兵庫県立尼崎総合医療センター呼

吸器外科）
P10-09 左完全分葉不全肺の 2葉にまたがり存在した肺

腺癌に対して切除範囲の検討を要した 1例
森 恵利華（武蔵野赤十字病院呼吸器外科）

P10-10 Right top pulmonary vein を伴う右上葉肺癌の 1
手術例
佐藤佳代子（坂出市立病院）

P10-11 右 aberrant V2 を伴う右肺上葉切除術を施行し
た 2例
亀田 光二（防衛医科大学校呼吸器外科）

P10-12 切除範囲の決定に苦慮した同時性多発肺癌の一
例
立松 勉（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍・免疫外科学分野）
P10-13 3 回の肺切除術を施行した異時性多発肺癌の 1

例
平岩 七望（大阪警察病院）

P10-14 原発性肺癌に対する 3-port 胸腔鏡下右肺中下葉
切除術の検討
新妻 徹（虎の門病院呼吸器センター外科）
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P10-15 間質性肺炎合併肺癌に対して施行した複雑気管
支形成を伴った左下葉および舌区切除術の経験
山崎 順久（大阪赤十字病院呼吸器外科部）

P10-16 炭酸ガス送気を併用し良好な視野下に手術を行
った傍椎体神経鞘腫の 1例
土橋 亮太（宇治徳州会病院呼吸器外科）

P10-17 膵癌合併気胸手術症例の検討
松本 卓子（東京女子医科大学呼吸器外科）

ポスター掲示 11 p767
ロボット支援下手術

P11-01 当院における肺癌に対するロボット支援下手術
の導入とその後
水野 鉄也（静岡県立静岡がんセンター呼吸器

外科）
P11-02 当院におけるロボット支援下肺葉切除術の周術

期成績
川角 佑太（日赤愛知医療センター名古屋第一

病院呼吸器外科）
P11-03 ロボット支援下肺葉切除における中下葉間不全

分葉に対する Fissure-first Technique
原 暁生（市立吹田市民病院外科）

P11-04 早期軽快退院が発症に関与した，ロボット支援下
肺切除後の深部静脈血栓症の一例
原 暁生（市立吹田市民病院外科）

P11-05 ロボット支援下に摘出したシェーグレン症候群
合併胸腺MALT リンパ腫の 1例
山口 大輝（福島県立医科大学呼吸器外科学講

座）
P11-06 重症 COVID-19 肺炎を契機に発見され回復後に

ロボット支援下肺葉切除を行った右下葉肺癌の
1例
福永 亮朗（旭川赤十字病院）

ポスター掲示 12 p769
術後合併症・再手術

P12-01 当科における経胸骨柄アプローチ TMAに関連
した合併症の検討
遠藤 誠（山形県立中央病院呼吸器外科）

P12-02 心疾患の既往がない肺癌患者への胸腔鏡下右下
葉部分切除後に完全房室ブロックを発症した 1
例
藏井 誠（JA長野厚生連南長野医療センター

篠ノ井総合病院呼吸器外科）
P12-03 左肺上葉切除後に低酸素血症をきたした左肺動

脈屈曲に対して保存的治療を行った一例
吉田 月久（松山赤十字病院呼吸器センター）

P12-04 左肺上葉扁平上皮癌術後に肺静脈断端血栓によ
る腎 塞を来した 1例
松尾 翼（弘前大学大学院・医学部胸部心臓

血管外科学講座）
P12-05 大網充填術後に横隔膜ヘルニア嵌頓を来しヘル

ニア孔閉鎖手術を要した 1例
北村 将司（医仁会武田総合病院呼吸器外科）

P12-06 Benign Emptying of the Postpneumonectomy
Space と類似した病態が起きた右下葉切除後の
症例
多々川貴一（高松市立みんなの病院呼吸器外科）

P12-07 原発性肺癌術後に乳び心嚢水により心タンポ
ナーデを来した一例
桂 正和（松山赤十字病院呼吸器センター）

P12-08 左肺上葉切除後に心タンポナーデをきたした 2
例
三友 英紀（東北医科薬科大学呼吸器外科）

P12-09 右上葉切除術後の中葉捻転の診断に対し，3次元
画像解析システムボリュームアナライザーが有
用であった 1例
岩丸 有史（川崎市立川崎病院呼吸器外科）

P12-10 肺癌区域切除後に出現した新陰影に対して残肺
葉切除を行い非定型抗酸菌症による肉芽腫と判
明した一例
田中 宏和（大阪赤十字病院呼吸器外科）

P12-11 副甲状腺癌肺転移に対する減量手術の周術期に
低カルシウム血症を呈した 1例
大橋 拓矢（和歌山県立医科大学外科学第一講

座）
P12-12 肺癌術後一日目に声門下狭窄を発症し緊急気管

切開を要した一例
八木 優樹（NTT東日本札幌病院呼吸器外科）

P12-13 術後せん妄の治療中に悪性症候群を発症し，潜在
したパーキンソン病を最終診断した左下葉肺癌
の一手術例
藤岡 真治（一般財団法人永頼会松山市民病院

呼吸器外科）

ポスター掲示 13 p772
III 期肺癌

P13-01 3 期非小細胞肺がんに対する化学放射線療法お
よびデュルバルマブ維持療法における免疫動態
の網羅的解析
時任 高章（久留米大学医学部内科学講座呼吸

器・神経・膠原病内科部門）
P13-02 3 期非小細胞肺癌のPacific レジメン施行中に発

症した放射線肺炎に対し，ステロイド投与を行っ
た症例の予後
小堀 由璃（青森県立中央病院呼吸器内科）
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P13-03 III 期非小細胞肺癌におけるデュルバルマブの使
用状況
上野沙弥香（県立広島病院呼吸器内科）

P13-04 3 期非小細胞肺癌における化学放射線療法後の
デュルバルマブ使用例の検討
佐竹 康臣（静岡市立静岡病院呼吸器内科）

P13-05 症例報告：実臨床にて IMpower010 レジメンを
EGFR遺伝子変異陽性例に投与した一例
伊藤 則正（済生会兵庫県病院）

P13-06 局所進行非小細胞肺癌に対する導入療法におけ
るカルボプラチン，ナブパクリタキセル併用放射
線療法の検討
本津 茂人（奈良県立医科大学呼吸器内科学講

座）
P13-07 当科における III 期非小細胞肺癌に対する化学放

射線療法後のDurvalumab 投与例の後方視的検
討
園田 智明（福井大学医学部付属病院）

P13-08 当科における 3期非小細胞肺癌に対する放射線
化学療法の化学療法レジメン毎の成績
中尾 明（福岡大学病院呼吸器内科）

P13-09 切除可能 III 期肺癌に対し同時化学放射線療法後
に免疫療法を施行した 1例
石田 輝明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）

ポスター掲示 14 p774
周術期療法

P14-01 当院における術後補助療法としてのアテゾリズ
マブの使用経験
武藤 哲史（福島県立医科大学呼吸器外科）

P14-02 非小細胞肺癌術後再発に対する免疫チェックポ
イント阻害薬投与例の検討
澤藤 誠（川崎市立川崎病院呼吸器外科）

P14-03 病理病期 IA 期非小細胞肺癌術後の再発予測因子
の検討
高橋 伸政（埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター）

ポスター掲示 15 p775
集学的治療

P15-01 異型カルチノイド胸膜播種再発に対し，サルベー
ジ手術を行った 1例
森 俊輔（大垣市民病院呼吸器外科）

P15-02 胸膜播種を伴うG-CSF 産生肺癌に対して原発巣
切除後に化学療法を導入した一例
小倉 史也（愛媛大学大学院医学系研究科心臓

血管・呼吸器外科）

P15-03 オシメルチニブ内服で腫瘍が縮小し，手術を行っ
た 1例
深井 隆太（湘南鎌倉総合病院呼吸器外科）

P15-04 根治的化学放射線療法およびデュルバルマブ投
与後の肺癌局所再発に対し，サルベージ手術を施
行した 1例
児嶋 秀晃（富士宮市立病院外科）

P15-05 免疫チェックポイント阻害薬併用治療で著明な
抗腫瘍効果を認めサルベージ手術した肺門部扁
平上皮癌の 1例
井上 尚（獨協医科大学呼吸器外科／獨協医

科大学総合がん診療センター）
P15-06 3 回手術後に切除不能となりEGFR-TKI 耐性と

なった多発肺癌に，コンバージョン手術と放射線
治療を行った 1例
高見 康二（国立病院機構大阪医療センター呼

吸器外科）
P15-07 肺癌術後で再発後に 5年以上生存した 9例の検

討
大竹宗太郎（独立行政法人国立病院機構東京医

療センター呼吸器外科）

ポスター掲示 16 p777
放射線療法

P16-01 I 期臨床的肺癌に対するサイバーナイフを用いた
体幹部定位放射線治療（SBRT）の早期治療成績
馬場敬一郎（日本赤十字社医療センター放射線

腫瘍科）
P16-02 80 才以上の高齢者肺癌に対する根治的放射線治

療について
高仲 強（厚生連高岡病院放射線治療科）

P16-03 片肺全摘出術後の肺病変に対し根治的陽子線治
療を施行した 4症例の検討
中村 雅俊（筑波大学医学医療系放射線腫瘍学）

P16-04 同時性に発生した三重肺癌に対して根治的放射
線治療を施行した 1例
永田 和也（公立館林厚生病院放射線治療科）

ポスター掲示 17 p778
化学療法

P17-01 進行非小細胞肺癌（NSCLC）に対する化学療法
の実施状況に関する多施設調査
井上 彰（東北大学大学院医学系研究科緩和

医療学分野／東北大学病院）
P17-02 原発性肺癌外科治療における入院医療費高額化

因子の検討―扁平上皮癌症例と腺癌症例の比較
検討―
梅田 幸生（岐阜県総合医療センター）
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P17-03 既治療肺腺癌に対する休薬期間をはさんだ 2次
抗癌薬治療以降の治療経験
森山 英士（国立病院機構宮崎東病院腫瘍内科）

P17-04 当院での化学放射線療法後の 2次治療のレジメ
ンと効果
高橋 孝輔（安城更生病院呼吸器内科）

P17-05 悪性心嚢液を伴う多発肺癌で化学療法等を行い
2年以上生存している 1例
平山 伸（野崎徳洲会病院呼吸器外科）

P17-06 Docetaxel+ramucirumab による 2次治療完遂
後，55か月病勢制御されている肺腺癌の 1例
西條 天基（戸田中央総合病院一般内科）

P17-07 肺癌術後補助化学療法中に発症した特発性肺内
血腫の 1例
岡田 真典（国立病院機構山口宇部医療セン

ター呼吸器外科）

ポスター掲示 18 p780
化学療法（副作用）

P18-01 肺癌化学療法中に発症したShewanella algae 肺
炎の 1例
片桐 忍（長野中央病院外科）

P18-02 非小細胞肺癌に対するベバシズマブ併用化学療
法の高血圧・蛋白尿の発現と治療効果の関係の
検討
秦 康貴（山梨県立中央病院呼吸器内科）

P18-03 テガフール・ウラシル配合剤により脂肪肝を認
めた 2例
岡田 諭志（淀川キリスト教病院呼吸器外科）

P18-04 ドセタキセル＋ラムシルマブ療法中に爪障害が
出現したが爪冷却法で治療を継続できた 1例
柿沼 望江（埼玉医科大学病院看護部）

P18-05 肺結節に対するCTガイド下生検後に心房内空
気を認め高圧酸素療法を施行した 1例
岡崎 敏昌（大崎市民病院呼吸器外科）

P18-06 カルボプラチンによるサイトカイン放出症候群
の 1例
柴田 智文（地域医療機能推進機構中京病院呼

吸器内科）
P18-07 肺癌治療中に発症する合併症～気胸・膿胸～

楠本 英則（近畿大学奈良病院呼吸器外科）

ポスター掲示 19 p781
分子標的薬（EGFR）

P19-01 オシメルチニブ減量投与による抗腫瘍効果の検
討
渡部 晶之（福島県立医科大学呼吸器外科学講

座）

P19-02 実臨床におけるEGFR遺伝子変異陽性肺癌に対
する 1次治療オシメルチニブPD後の治療
増田 俊寛（静岡県立総合病院）

P19-03 PD-L1 高発現の EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌に
おけるオシメルチニブのアウトカムの検討
濱川 侑介（横浜市立市民病院呼吸器内科）

P19-04 Gefitinib の隔日投与により長期間の抗腫瘍効果
を得られた術後再発肺腺癌の 1例
恩田 貴人（所沢中央病院呼吸器外科）

P19-05 2 回目の liquid biopsy で T790M変異を確認し
全世代 TKI で治療し術後 5年生存したEGFR遺
伝子変異陽性肺腺癌の 1例
竹内 健（聖隷横浜病院呼吸器外科）

P19-06 オシメルチニブによる薬剤性腎障害で緊急透析
に至った 1例
福井 崇大（国家公務員共済組合連合会立川病

院呼吸器内科）
P19-07 エルロチニブ＋ラムシルマブ有効だったEGFR

遺伝子変異陽性肺癌肉腫の 1例
石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P19-08 脊髄横断症候群をきたし放射線療法と
Osimertinib 治療で神経症状の改善を認めた
EGFR遺伝子変異陽性肺癌の 1例
垂見 啓俊（国立病院機構三重中央医療セン

ター）
P19-09 小細胞肺癌に転化したEGFR遺伝子変異陽性肺

腺癌に対してABCP療法を行った 1例
野嵜幸一郎（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・

感染症内科）
P19-10 EGFR遺伝子変異陽性かつPD-L1 強陽性の肺多

形癌に対してオシメルチニブを導入した一例
岩本 夏彦（社会医療法人愛仁会高槻病院）

P19-11 原発性肺癌術後多発骨転移へのアファチニブ投
与で著増したCEAが基準範囲内まで低下した 1
例
赤山 幸一（国立病院機構東広島医療センター

呼吸器外科）

ポスター掲示 20 p784
分子標的薬（ALK）

P20-01 当院においてAlectinib を投与したALK融合遺
伝子陽性肺癌 20症例の検討
吉田有貴子（JA北海道厚生連帯広厚生病院呼吸

器内科）
P20-02 簡易懸濁法でのロルラチニブ投与により奏効し

た症候性脳転移を伴うALK転座陽性肺腺癌の 1
例
中村 祐基（松阪市民病院呼吸器センター）
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P20-03 ALK 融合遺伝子陽性小細胞肺癌に対して
Alectinib が奏効した一例
鎌田 凌平（JA北海道厚生連帯広厚生病院呼吸

器内科）
P20-04 ALK-TKI による形質転換との鑑別を要した肺癌

加療後，胸腺多型癌の 1切除例
江間 俊哉（藤枝市立総合病院呼吸器外科）

ポスター掲示 21 p785
分子標的薬（その他）

P21-01 ダブラフェニブ・トラメチニブによる横紋筋融
解症の一例
藤田 琢也（公立甲賀病院呼吸器外科）

P21-02 BRAF 陽性の Pleomorphic carcinoma に対し，
dabrafenib+ trametinib を投与した一例
中西健太郎（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

内科）
P21-03 BRAF 阻害薬の奏功した多形癌の一例

遠藤 秀紀（長野県厚生連佐久総合病院佐久医
療センター呼吸器外科）

P21-04 Archer MET 陰性・オンコマイン陽性MET ex
14 skipping 変異を示した肺腺癌 2例に対するテ
ポチニブの治療経験
竹村 仁男（公立藤岡総合病院呼吸器内科）

P21-05 MET exon14 skipping 変異陽性進行非小細胞肺
癌に対してテポチニブを使用した 4例の検討
本島 舞（順天堂大学医学部呼吸器内科学講

座）
P21-06 MET 遺伝子変異陽性の扁平上皮癌に対して簡易

懸濁したテポチニブを胃瘻より投与し最良効果
判定PRを得た症例
近藤 孝憲（宝塚市立病院呼吸器内科）

P21-07 肝機能障害にてクリゾチニブからエヌトレクチ
ニブに変更した 1例
水野 貴仁（公立陶生病院薬剤部）

P21-08 ROS1 もしくはMET変異陽性肺癌の術後脳転移
再発に対して分子標的薬が奏効した 2例
内匠 陽平（大分大学呼吸器・乳腺外科）

P21-09 3 次元加速度計が薬剤副作用マネジメントに寄
与したROS1 融合遺伝子肺腺癌の一例
江角 征哉（松阪市民病院呼吸器センター）

P21-10 RET 融合遺伝子陽性の肺腺癌に対し
Selpercatinib による治療を行なった 2例の経験
大田 正秀（奈良県立医科大学がんゲノム・腫

瘍内科学講座／奈良県立医科大学
呼吸器内科学講座）

ポスター掲示 22 p788
免疫療法

P22-01 PD-1/PD-L1 阻害薬無効後のイピリムマブ＋ニ
ボルマブによる免疫チェックポイント阻害薬再
投与についての検討
山田 尭徳（東京慈恵会医科大学附属病院呼吸

器内科）
P22-02 非小細胞肺がんに対するニボルマブ＋イピリム

マブ併用療法についての後方視的検討
川村 卓久（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

P22-03 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（ICI）併用療法の検討
金子 彩美（横浜市立大学大学院医学研究科呼

吸器病学）
P22-04 当院におけるニボルマブ・イピリムマブ併用療

法の使用経験
杉本 有（春日部市立医療センター呼吸器外

科／産業医科大学医学部第 2外科
学）

P22-05 当院におけるペムブロリズマブの使用経験
かん 秋明（春日部市立医療センター呼吸器外

科）
P22-06 肺肉腫瘍癌に対する免疫療法

兼松 貴則（松山赤十字病院）
P22-07 小細胞癌転化を認めたEGFR遺伝子変異陽性肺

癌に対し小細胞肺癌の複合免疫療法が著効した
一例
佐藤いずみ（京都第二赤十字病院呼吸器内科）

ポスター掲示 23 p789
免疫療法（症例報告）

P23-01 Pembrolizumab で 5年以上の長期奏効が得られ
た全身状態不良なSMARCA4 欠損非小細胞癌の
一例
小泉 明子（旭川医科大学病院呼吸器センター）

P23-02 ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法が奏功した
Thoracic SMARCA4-deficient undifferentiated
tumor の一例
中野 仁夫（堺市立総合医療センター呼吸器内

科）
P23-03 ニボルマブが奏効し救命し得た肺腫瘍血栓性微

小血管症（PTTM）の一例
野間 聖（総合南東北病院呼吸器内科）

P23-04 肺腺癌における pembrolizumab の治療中に新規
に胃癌の合併を認めた 1例
野川ひとみ（山形県立中央病院呼吸器内科）
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P23-05 CBDCA + pemetrexed + pembrolizumab が奏効
した進行肺がん，大腸がん，膵がんの同時性重複
がんの 1例
西條 天基（戸田中央総合病院一般内科）

P23-06 免疫チェックポイント阻害剤を含む化学療法が
奏功した肺多形癌の 1例
奥野 雄大（一宮西病院呼吸器内科）

P23-07 免疫チェックポイント阻害薬が著効した肺紡錘
細胞癌の 2例
鈴木 遼（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・

感染症内科）
P23-08 ニボルマブにより長期生存が得られているが投

与方法により腫瘍増大，縮小を認めた肺腺癌の 1
例
野田 大樹（中津市立中津市民病院呼吸器外科）

P23-09 肺多形癌小腸転移による小腸出血をペムブロリ
ズマブにてコントロールし得た一例
朝賀 玲奈（防衛医科大学校内科学講座（感染

症・呼吸器）／NTT東日本関東病
院呼吸器内科）

P23-10 Pembrolizumab 単剤でQOLを維持しながら十
二指腸転移が消失した肺腺癌の一著効例
徳永 貴之（松山赤十字病院呼吸器センター）

P23-11 進行肺腺癌に対してNivolumab 投与中に甲状腺
未分化癌転化をきたした 1例
片岡 瑛子（滋賀医科大学呼吸器外科）

ポスター掲示 24 p792
免疫療法（副作用）

P24-01 免疫関連有害事象による免疫チェックポイント
阻害薬中止例の検討
児玉 秀治（三重県立総合医療センター呼吸器

内科）
P24-02 ペンブロリズマブ投与中に生じた好酸球増多症

にともなう大腸炎の一例
柳沼 裕嗣（赤穂中央病院呼吸器科）

P24-03 CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab 初回投与で
irAE 大腸炎および腎炎を同時発症した一例
村瀬 裕哉（厚生連高岡病院）

P24-04 進行非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイン
ト阻害剤投与で発症した副腎機能低下症の 3例
福山 誠一（国立病院機構別府医療センター呼

吸器外科）
P24-05 Total propotion score（TPS）と immune-related

adverse event（irAE）について
齊藤 健也（埼玉県立がんセンター呼吸器内

科／自治医科大学内科学講座呼吸
器内科学部門）

P24-06 当院における免疫チェックポイント阻害剤によ
る薬剤性肺障害に対し，infliximab を投与した症
例の検討
生駒 龍興（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍

内科）
P24-07 術後再発症例に対するニボルマブ＋イピリムマ

ブと化学療法の併用療法の検討
平井 文彦（北九州市立医療センター呼吸器外

科）
P24-08 当院におけるイピリムマブ＋ニボルマブ併用療

法の免疫関連有害事象と治療効果の検討
小林 健（東京都立多摩総合医療センター呼

吸器内科）
P24-09 Nivolumab と Ipilimumab 併用療法による薬剤性

毛細血管漏出症候群の 1例
柴垣 厚仁（株式会社日立製作所日立総合病院

呼吸器内科）
P24-10 ペンブロリズマブによる免疫関連有害事象とし

て再生不良性貧血を発症した腺癌の一例
橋本章太郎（一般財団法人住友病院呼吸器外科）

P24-11 免疫チェックポイント阻害薬治療中に辺縁系脳
炎を発症した小細胞肺がんの 1例
吉村 成央（東北医科薬科大学医学部内科学第

一（呼吸器内科））
P24-12 ペンブロリズマブによる初回治療開始後にニ

ューモシスチス肺炎を発症した肺腺癌の一例
太田 雄介（函館五稜郭病院呼吸器内科）

P24-13 免疫チェックポイント阻害薬による下垂体機能
低下症および甲状腺機能異常症を同時に発症し
た肺癌の 1症例
波呂 祥（遠賀中間医師会おんが病院呼吸器

外科）
P24-14 免疫チェックポイント阻害薬での間質性腎炎後

に 1年間無治療・無増悪であった非小細胞肺癌
の 1例
巴山 紀子（江東病院呼吸器内科）

P24-15 免疫チェックポイント阻害剤による胃炎を発症
した 2例
三登 峰代（呉医療センター・中国がんセン

ター呼吸器内科）
P24-16 当院で経験した免疫チェックポイント阻害薬に

よる下垂体機能低下症の 2例
高野 峻一（公立藤岡総合病院呼吸器内科）

P24-17 ニボルマブ＋イピリムマブとプラチナ製剤を含
む化学療法との併用療法中に結核性胸膜炎を発
症した一症例
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）
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ポスター掲示 25 p796
高齢者・AYA世代

P25-01 肺切除を施行した 90歳以上超高齢者肺癌の検討
宗 哲哉（新小文字病院呼吸器外科）

P25-02 当院における非小細胞肺癌に対するイピリムマ
ブ＋ニボルマブ併用療法の有効性と安全性の検
討
徳田麻佑子（兵庫医科大学病院医学部呼吸器・

血液内科学）
P25-03 再発巣切除後に長期生存している高齢者肺多型

癌切除の 1例
宮内 善広（国立病院機構災害医療センター呼

吸器外科）
P25-04 AYA 世代（15-39 歳）の原発性肺腫瘍の臨床的

特徴に関する後方視的調査
斉藤漸太郎（独立行政法人国立病院機構京都医

療センター呼吸器内科）

ポスター掲示 26 p798
COVID-19 関連

P26-01 当院におけるコロナ禍の肺小細胞がん患者生命
予後への影響
関 好孝（東京慈恵会医科大学葛飾医療セン

ター呼吸器内科）
P26-02 肺癌患者におけるCOVID-19 の予後

野口 哲男（市立長浜病院）
P26-03 COVID-19 診療を契機に発見された肺癌症例

宮崎 邦彦（龍ケ崎済生会病院呼吸器内科）
P26-04 COVID-19 感染後に原発性肺癌に対して肺葉切

除術を施行した一例
畑田真梨子（加古川中央市民病院呼吸器外科）

P26-05 重症 COVID-19 感染症を契機に発見され肺切除
術を施行した肺悪性腫瘍の 2例
片山 達也（県立広島病院呼吸器外科）

P26-06 退院直後にCOVID-19 に感染したと思われる肺
癌術後の 1例
山田 竜也（熊本赤十字病院呼吸器外科）

P26-07 COVID-19 による両側肺炎罹患後，自然退縮を認
めた肺扁平上皮癌の一例
北口 聡一（広島市立北部医療センター安佐市

民病院腫瘍内科／広島市立北部医
療センター安佐市民病院呼吸器内
科）

P26-08 新型コロナウイルス肺炎の治療後に診断された
肺腺癌の一例
松田 康平（相模原協同病院呼吸器外科）

P26-09 COVID-19 感染を契機に発見され，胸腔鏡下肺葉
切除術を施行した原発性肺癌の 2例
高砂敬一郎（伊那中央病院呼吸器外科）

ポスター掲示 27 p800
チーム医療

P27-01 外来がん化学療法における連携充実加算算定に
向けた取り組み
小倉 千奈（独立行政法人国立病院機構四国が

んセンター薬剤部）
P27-02 肺がん術後にHOT導入した患者での日常生活

における精神・身体的負担の軽減についての検
討
近藤 沙紀（群馬大学医学部附属病院北 2階病

棟）
P27-03 外来化学療法室の過敏症に対する取り組み

阿部 裕美（社会福祉法人恩賜財団済生会今治
病院看護部）

P27-04 ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法中の免疫関
連有害事象皮膚障害に対する看護介入の効果
金丸可保里（函館厚生院函館五稜郭病院）

P27-05 函館五稜郭病院呼吸器外科における臨床工学技
士による完全鏡視下手術のカメラ操作導入の試
み
上原 浩文（函館五稜郭病院呼吸器外科）

P27-06 病病連携により肺がん随伴気胸を治療し，化学療
法を継続しえたNSCLC（Stage4）の 3例
江田清一郎（松本協立病院呼吸器内科）

ポスター掲示 28 p802
緩和医療・QOL

P28-01 悪液質を合併した非小細胞肺癌患者に対するア
ナモレリン塩酸塩の初期使用経験
石岡 佳子（弘前大学大学院医学研究科呼吸器

内科学講座）
P28-02 がん悪液質患者に対するアナモレリンの使用経

験
伊藤 和弘（京都山城総合医療センター呼吸器

外科）

ポスター掲示 29 p802
神経内分泌癌

P29-01 長期生存を得られた混合型小細胞癌および肉腫
様癌の 1切除例
蓮実 健太（栃木県立がんセンター呼吸器外科）
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P29-02 当院におけるCBDCA+ETP＋Atezolizumab 後
の再発例に対するCBDCA+ETP＋
Atezolizumab 再投与療法 4例の臨床経験
塩野 文子（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器内科）
P29-03 びまん性肝転移にて発見されたが長期生存が得

られた肺小細胞癌の一例
増野 智章（大分赤十字病院呼吸器内科）

P29-04 胃壁転移を来した肺小細胞癌の一例
大西 涼子（国立病院機構長良医療センター呼

吸器内科）
P29-05 アテゾリズマブ又はデュルバルマブとカルボプ

ラチン+エトポシドの併用療法を実施した小細
胞肺癌症例の検討
米田 知晃（国立病院機構金沢医療センター呼

吸器内科）
P29-06 未治療進展型小細胞肺癌におけるプラチナ製剤

併用化学療法と抗PD-L1 抗体の有効性と安全性
の検討
鈴木 雄大（東京慈恵会医科大学附属第三病院

呼吸器内科）
P29-07 進展型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後方視的解析
八巻 春那（日本赤十字社武蔵野赤十字病院呼

吸器科）
P29-08 当院における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治療効果
茂松 梨咲（慶應義塾大学病院呼吸器内科）

P29-09 進展型小細胞肺癌における免疫チェックポイン
ト阻害薬併用療法についての臨床的検討
高森 幹雄（東京都立多摩総合医療センター呼

吸器内科）

ポスター掲示 30 p804
LCNEC

P30-01 当院における肺大細胞神経内分泌癌症例の検討
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）
P30-02 気管支動脈塞栓術を行った後に切除した肺カル

チノイドの一例
山田悠希衣（愛知医科大学病院卒後臨床研修セ

ンター）
P30-03 同一肺葉内に発生した tumorlet を合併する

double primary lung caner の一例
林 栄一（彦根市立病院呼吸器外科）

P30-04 Cushing 兆候を契機に診断された神経内分泌腫
瘍の一例
曽根 崇（石川県立中央病院呼吸器内科）

ポスター掲示 31 p805
肺悪性腫瘍症例報告（Adeno）

P31-01 再発部病理組織で確認出来た切除から 11年後に
脳転移で再発した p-T1N0M0 stage IA 肺腺癌の
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）
P31-02 肺コロイド腺癌 3切除例の検討

平井 誠（がん・感染症センター都立駒込病
院呼吸器外科）

P31-03 10 年以上増大しなかった病変と数年で増大を認
めた病変がともにEGFR遺伝子変異陽性の上皮
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）
P31-04 直腸癌を併発し，炎症性マーカーCRPが肺癌の

治療過程に反映示唆する肺腺癌の 1例
平山 伸（野崎徳洲会病院呼吸器外科）

P31-05 関節炎症状で発見され，摘出術後その症状が速や
かに消失した肺腺癌の 1例
和泉 宏幸（松下記念病院呼吸器外科）

P31-06 孤発性 pulmonary hyalinizing granuloma に肺腺
癌を合併した一例
中村 文（安城更生病院呼吸器外科）

P31-07 薄壁空洞病変を示した肺腺癌の 1切除例
石橋 史博（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／成田
赤十字病院呼吸器外科）

P31-08 化学放射線療法後に原発巣のみが増悪しサル
ベージ手術を施行した腸型肺腺癌の 1例
溝口 敬基（金沢医科大学呼吸器外科）

P31-09 高悪性度胎児型肺腺癌の 2切除例
名部 裕介（下関市立市民病院）

P31-10 食道癌CRT後に切除したアスペルギローマ合併
肺癌の 1例
小嶋 駿介（鳥取大学医学部呼吸器外科）

P31-11 術前診断に苦慮したコロイド（膠様）線癌の一
例
三好 由夏（東広島医療センター）

P31-12 通常のCT撮像では発見し難い部位に再発した
左大腿部転移性肺癌の一例
藤岡 真治（一般財団法人永頼会松山市民病院

呼吸器外科）
P31-13 腸型肺腺癌症例の検討

佐藤 真央（長岡赤十字病院呼吸器外科）
P31-14 6 年の経過で増大および薄壁空洞を呈した肺腺

癌の 1手術例
川端俊太郎（日立総合病院呼吸器外科）
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P31-15 同一肺葉内に活動性非結核性抗酸菌症を合併し，
完全胸腔鏡下右上中葉切除を施行した肺腺癌の
1例
青野 泰正（倉敷中央病院呼吸器外科）

P31-16 5mmの pure-GGO病変が 15 年で浸潤粘液腺癌
となった症例
宮城 淳（沖縄赤十字病院呼吸器外科）

ポスター掲示 32 p809
肺悪性腫瘍症例報告（Sq）

P32-01 気胸手術が契機となり偶然発見されたブラ壁発
生肺癌の 1切除例
吉山 康一（公立八女総合病院外科／久留米大

学医学部外科学講座）
P32-02 Analysis of Treatment and Prognosis of

Keratinized Squamous Cell Lung Cancer Based
on SEER Database
Shiqing Wang（Department of Thoracic

Surgery, The First Affiliated
Hospital of Dalian Medical
University）

ポスター掲示 33 p810
肺悪性腫瘍症例報告（大 cell，巨 cell 癌）

P33-01 HCG高値を認めた肺大細胞癌の 1例
長 靖（札幌厚生病院外科）

P33-02 自然気胸を契機に同定されたサルコイド様反応
を伴った大細胞癌の 1例
山口 大輝（石切生喜病院呼吸器外科）

P33-03 肺化膿症との鑑別を要したG-CSF 産生肺巨細胞
癌の 1切除例
小林 公彦（総合病院国保旭中央病院呼吸器外

科）

ポスター掲示 34 p811
肺悪性腫瘍症例報告（多発癌，重複癌）

P34-01 外科的切除により異なる組織型を呈した同時性
三重肺癌の一例
井尻 直宏（茅ヶ崎市立病院）

P34-02 三重複癌の経過中に認めた異時性多発肺癌と胸
壁原発未分化紡錘形細胞肉腫の一切除例
山岡 賢俊（福岡和白病院呼吸器外科）

P34-03 腺癌と混合型大細胞神経内分泌癌を含む同時性
多発肺癌の 1例
成毛 聖夫（国際親善総合病院呼吸器外科）

P34-04 3 つの異なる組織型がそれぞれ原発として検出
された同時多発肺がんの 1例
古堅 誠（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））
P34-05 稀な組織型が同一肺葉内に発生した重複肺癌の

一例
加藤 雅人（ひらまつ病院外科）

P34-06 肺癌と胃癌の同時性重複癌に対し胃切除後，長期
生存している 1例
鎌田 紘輔（大分県厚生連鶴見病院呼吸器外科）

ポスター掲示 35 p812
肺悪性腫瘍症例報告（血腫）

P35-01 緩徐な経過で確定診断に苦慮した類上皮血管内
皮腫の 1例
伊東 真哉（宇治徳洲会病院呼吸器外科）

P35-02 肺原発滑膜肉腫の 1切除例
津野 夏美（独立行政国立病院機構岡山医療セ

ンター呼吸器外科）
P35-03 長期生存を得た肺原発肉腫の一手術例

谷口 雄基（市立大津市民病院呼吸器外科）
P35-04 Blastomatoid Carcinosarcoma の 1例

野島 雄史（川崎医科大学附属病院）

ポスター掲示 36 p813
肺悪性腫瘍症例報告（気管癌）

P36-01 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術，放射線同時併用
化学療法，マイクロ波凝固術で治癒した気管腺様
嚢胞癌の一例
川後 光正（南和歌山医療センター胸部・心臓

血管外科）
P36-02 3 年の経過で増大し多彩な病理所見を呈した気

管支原発唾液腺型腫瘍の 1例
島田 裕之（平塚共済病院呼吸器科）

ポスター掲示 37 p814
肺悪性腫瘍症例報告（稀な組織型）

P37-01 肺 Lymphoepithelioma-like carcinoma の 1切除
例
磯部 知宏（大垣市民病院呼吸器外科）

P37-02 末梢型肺粘表皮癌の 1切除例
澤田真紀子（滋賀医科大学医学部附属病院呼吸

器外科）
P37-03 乳癌肺転移との鑑別を要した肺類上皮血管内皮

腫の 1例
石沢 遼太（武蔵野赤十字病院呼吸器外科）
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P37-04 ロボット支援下左上葉切除術を施行した
SMARCA4 欠損未分化腫瘍の 1例
白石 綾（堺市立総合医療センター呼吸器外

科）
P37-05 末梢肺の扁平上皮腺上皮性混合型乳頭腫から発

生した多形癌の 1切除例
二反田博之（埼玉医科大学国際医療センター呼

吸器外科）
P37-06 診断に苦慮した pulmonary spindle cell tumor の

1 切除例
賀来 潤一（独立行政法人国立病院機構岡山医

療センター外科）
P37-07 肺原発悪性黒色腫の一例

西村 弘基（王子総合病院）
P37-08 肺・気管支悪性黒色腫の 3例の検討

鈴木 浩介（昭和大学横浜市北部病院）

ポスター掲示 38 p816
症例報告（リンパ腫）

P38-01 胸腺MALT リンパ腫の 1切除例
小俣 智郁（東京女子医科大学病院呼吸器外科）

P38-02 多発性肺嚢胞にみられた結節性肺アミロイドー
シスを伴う肺原発MALT リンパ腫の一手術例
寺内 邦彦（市立奈良病院呼吸器外科）

P38-03 肺癌と鑑別を要した肺原発びまん性大細胞型リ
ンパB細胞性リンパ腫の 1切除例
伊藤 大介（三重県立総合医療センター呼吸器

外科）
P38-04 肺扁平上皮癌とびまん性大細胞型B細胞リンパ

腫の衝突腫瘍の 1例
小田 梨紗（名古屋市立大学大学院医学研究科

腫瘍・免疫外科学）
P38-05 胸膜病変を呈したマントル細胞性リンパ腫の 1

例
五明 岳展（国立病院機構長良医療センター呼

吸器内科）
P38-06 診断に苦慮した肺リンパ腫様肉芽腫症の 1例

伊藤 里紗（広島大学病院呼吸器外科）
P38-07 肺切除により診断に至った移植後リンパ増殖性

疾患の 1例
岡本紗和子（愛知医科大学呼吸器外科）

P38-08 原発性肺癌が疑われたメトトレキサート関連リ
ンパ増殖性疾患の 1例
吉川 武志（香川労災病院呼吸器外科）

ポスター掲示 39 p818
症例報告（肺良性腫瘍）

P39-01 肺癌との鑑別を要したすりガラス影を呈する
Ciliated muconodular papillary tumor の 1 切除
例
安藤紘史郎（大阪はびきの医療センター呼吸器

外科）
P39-02 同一肺葉内に細気管支腺腫・線毛性粘液結節性

乳頭状腫瘍（BA/CMPT）を合併した浸潤性粘液
性腺癌の 1切除例
角田 悟（埼玉県立がんセンター胸部外科）

P39-03 Bronchiolar adenoma/ciliated muconodular
papillary tumor の 1 切除例
大岩 宏聡（藤枝市立総合病院呼吸器外科）

P39-04 右肺下葉切除術により診断した線毛性粘液結節
性乳頭腫瘍の 1例
赤澤 彰（国立病院機構東近江総合医療セン

ター呼吸器外科）
P39-05 線毛性粘液結節性乳頭状腫瘍の 2例

河村 太陽（京都第一赤十字病院呼吸器外科）
P39-06 術前に肺癌を疑い区域切除を施行したSolitary

pulmonary capillary hemangioma（SPCH）の一
例
中西 芳之（宮崎県立宮崎病院外科）

P39-07 肺良性転移性平滑筋腫の 1例
高田 裕里（医療法人宏潤会大同病院呼吸器外

科）
P39-08 中縦隔腫瘍と鑑別が困難であった硬化性肺胞上

皮腫の 1手術例
並木 賢二（岐阜市民病院呼吸器外科）

P39-09 術前診断に難渋した肺炎症性偽腫瘍の一例
石井 良和（大垣市民病院呼吸器外科）

P39-10 左 B3c 入口部に発生した inflammatory
myofibroblastic tumor（IMT）の 1例
大田 守雄（中頭病院呼吸器外科）

P39-11 肺尖部胸壁浸潤癌を疑い TMAで摘出し，炎症性
筋線維芽細胞腫瘍と考えられた 1例
矢田 友紀（岐阜県総合医療センター呼吸器外

科）

ポスター掲示 40 p820
症例報告（肺腫瘍その他）

P40-01 増大傾向で肺腫瘍を疑われ切除に至った末梢性
肺 塞の 1症例
岡本 淳一（JCHO東京新宿メディカルセン

ター外科呼吸器外科／日本医科大
学呼吸器外科）
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P40-02 増大傾向を認め手術を行った肺アミロイドーシ
スの 3例
中上 力良（山形県立中央病院呼吸器外科）

P40-03 肺癌に合併した多発限局性結節性肺アミロイ
ドーシスの 1例
熊田 高志（国家公務員共済組合連合会吉島病

院呼吸器外科）
P40-04 肺癌の右下葉切除後長期経過中に発症し，不幸な

転機を辿った上葉優位型肺線維症（PPFE）の 1
剖検例
別府樹一郎（宮崎県立宮崎病院外科）

P40-05 成人肺葉外肺分画症の 1切除例
石橋 直也（東北医科薬科大学病院呼吸器外科）

P40-06 肺腫瘤性病変を呈し，肺癌との鑑別が困難であっ
た IgG4 関連呼吸器疾患の一切除例
加藤 高英（社会福祉法人恩賜財団済生会今治

病院内科）

ポスター掲示 41 p822
症例報告（転移性肺腫瘍）

P41-01 多発肺門縦隔リンパ節転移を伴った転移性肺腫
瘍の一例
高田 直哉（箕面市立病院外科）

P41-02 未分化多形肉腫切除後の孤立性肺転移に対する
1切除例
宮原 尚文（佐賀大学医学部附属病院）

P41-03 髄膜腫多発肺転移の 1例
庄村 心（三重県立総合医療センター呼吸器

外科）
P41-04 転移性肺癌との鑑別を要した肺類上皮血管内皮

腫の一例
阪本 仁（島根県立中央病院呼吸器外科）

P41-05 術後 14 年目に肺転移と胸膜播種を切除した顎下
腺癌術後再発の 1切除例
藤森 英希（石川県立中央病院呼吸器外科）

P41-06 胸壁の嚢胞性病変より腺癌が検出され，胃癌術後
多発転移の診断となった 1例
青島 宏枝（東京女子医科大学呼吸器外科）

P41-07 頭部血管肉腫の肺転移による難治性気胸の 1例
太田 英樹（山形県立新庄病院外科）

P41-08 中枢に位置する転移性肺腫瘍に対して核出術を
行った一例
高畠 弘幸（近畿大学奈良病院呼吸器外科）

P41-09 肝細胞癌術後 23年目で転移性肺腫瘍再発をきた
し切除しえた 1例
長野 匡晃（東京大学医学部附属病院呼吸器外

科）
P41-10 卵巣癌孤立性肺転移の 2手術例

遠藤 克彦（名古屋記念病院外科）

P41-11 直腸原発GIST 肺転移の 1切除例
小林 政雄（大阪大学医学部付属病院呼吸器外

科）
P41-12 術後 28 年で再発した甲状腺乳頭癌の孤立性肺転

移の一例
井田 晃頌（高崎総合医療センター）

P41-13 局所麻酔下胸腔鏡検査により術後 33年後の乳癌
の胸膜再発を診断し得た 1例
伊藤 涼（板橋中央総合病院呼吸器内科）

P41-14 非常に稀な肺扁平上皮癌膀胱転移の 1例
恐田 尚幸（国立病院機構山口宇部医療セン

ター呼吸器内科）
P41-15 大腸癌術後経過観察中にCEAの急上昇を認め，

転移性肺腫瘍との鑑別が困難であった原発性肺
癌の 1症例
木村 賢司（済生会兵庫県病院）

P41-16 悪性褐色細胞腫の肺転移を切除した一例
土屋 恭子（静岡市立静岡病院呼吸器外科）

ポスター掲示 42 p826
症例報告（悪性胸膜中皮腫）

P42-01 当院における悪性胸膜中皮腫に対するイピリム
マブ＋ニボルマブ併用療法の有効性と安全性の
検討
西村 駿（兵庫医科大学医学部呼吸器・血液

内科学）
P42-02 悪性胸膜中皮腫に対してニボルマブとイピリム

マブの併用療法を行い完全奏功を得られた一例
辻 愛士（NHO三重中央医療センター呼吸器

内科）
P42-03 当院における悪性胸膜中皮腫に対する

nivolumab+ipilimumab 併用療法の有効性・安全
性の後方視的検討
高嶋 紗衣（日本医科大学付属病院呼吸器内科）

P42-04 傍椎体腫瘍との鑑別を要した悪性胸膜中皮腫の
1例
松田 英祐（済生会今治病院呼吸器外科）

ポスター掲示 43 p827
症例報告（胸膜・胸腔腫瘍）

P43-01 緩徐増大を認めた臓側胸膜発生脱分化型孤立性
線維性腫瘍の 1切除例
後藤まどか（日本赤十字社愛知医療センター名

古屋第一病院呼吸器外科）
P43-02 術後 14 年目に対側肺再発した悪性孤立性線維性

腫瘍の 1例
井上 尚（獨協医科大学呼吸器外科／獨協医

科大学病院総合がん診療センター）
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P43-03 胸膜に連続性のない肺内孤立性線維性腫瘍の 1
切除例
平井 慶充（和歌山県立医科大学外科学第一講

座）
P43-04 稀な肺内孤在性線維性腫瘍を外科的に切除した

一例
大坪 巧育（聖路加国際病院呼吸器外科）

P43-05 肋骨発生動脈瘤様骨嚢腫の 1例
下山 武彦（横浜市立みなと赤十字病院）

P43-06 胸部硝子血管型キャッスルマン病の 2切除例
井田朝彩香（金沢大学呼吸器外科）

P43-07 胸膜原発石灰化線維性偽腫瘍の 1手術例
後藤 英典（埼玉病院呼吸器外科）

P43-08 心タンポナーデを契機に発見された心膜滑膜肉
腫の 1例
齊藤 正男（神戸市立医療センター中央市民病

院）
P43-09 診断に苦慮した肋骨腫瘍の 1例

山木 実（JA尾道総合病院呼吸器外科）

ポスター掲示 44 p829
症例報告（縦隔（悪性））

P44-01 胸腺癌 Lymphoepithelial carcinoma の 1例
高橋 立成（岡山赤十字病院呼吸器外科）

P44-02 手術を契機に診断された縦隔原発セミノーマの
1例
柳原 隆宏（総合病院土浦協同病院呼吸器外科）

P44-03 セミノーマ化学療法後の遺残腫瘍を切除し，胸腺
リンパ上皮腫様癌と診断された 1例
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）
P44-04 原発不明扁平上皮癌の縦隔リンパ節転移に対し

て右上縦隔リンパ節郭清を施行した 1例
西田 智喜（湘南鎌倉総合病院呼吸器外科）

P44-05 右上縦隔に発生した脊索腫の 1例
高橋 秀悟（能代厚生医療センター呼吸器外科）

ポスター掲示 45 p830
症例報告（Thymoma）

P45-01 卵殻状石灰化を呈した胸腺腫の 1例
今津麟太郎（愛知医科大学病院呼吸器外科）

P45-02 多発肺転移を伴った type A 胸腺腫の 1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）
P45-03 Atypical type A thymoma variant の 2 切除例

岡本 光司（金沢大学呼吸器外科）
P45-04 ステロイド投与にて縮小を維持している再発

type B1 胸腺腫の 1例
宇津木光克（群馬県済生会前橋病院呼吸器内

科／桐生厚生総合病院内科）
P45-05 左腕頭静脈の発達異常と左上大静脈遺残を伴っ

た前縦隔腫瘍の一切除例
渡邊 敦子（滋賀医科大学呼吸器外科）

ポスター掲示 46 p832
症例報告（縦隔腫瘍（良性））

P46-01 PET の異常集積から悪性奇形腫が疑われた成熟
奇形腫の 1切除例
新納 英樹（富山県立中央病院呼吸器外科）

P46-02 診断が困難であったリンパ濾胞性胸腺過形成を
伴う多房性胸腺嚢胞の 1例
重松 義紀（一宮西病院呼吸器外科）

P46-03 画像上脂肪肉腫が疑われたが，稀有な良性脂肪腫
であった一例
森谷 哲士（福井赤十字病院）

P46-04 眼筋型重症筋無力症を合併した胸腺脂肪腫の 1
手術例
渡邉 裕樹（日本赤十字社愛知医療センター名

古屋第二病院）
P46-05 異所性膵組織を含む胸腺嚢胞の一例

滝 雄史（自治医科大学附属病院外科学講座
呼吸器外科）

P46-06 男性乳癌に縦隔顆粒細胞腫を併発した 1切除例
新関 浩人（北見赤十字病院外科）

P46-07 血清 CA19-9 異常高値を認めた横隔膜内気管支
原性嚢胞の 1例
上村 豪（鹿児島大学医学部呼吸器外科）

P46-08 気管支原性嚢胞に合併した粘表皮癌の 1例
三澤 賢治（相澤病院外科）

P46-09 縦隔神経節細胞腫の 3切除例の検討
西田 昌代（がん・感染症センター都立駒込病

院呼吸器外科）
P46-10 中縦隔発生神経鞘腫の 2切除例

最勝寺仁志（熊本大学医学部呼吸器外科）


