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免疫療法・化学療法 2月4日（金） 9：00～9：45

座長：原田 大志 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院内科

001 Nivolumab の長期投与中にPseudoprogression を認めた肺腺癌の1例
○山本 高之1,2）、杉本 幸弘1）、青木 亮太1）、工藤 国弘1）、中野 浩文1）、高山 昌紀1）

1）福岡青洲会病院 呼吸器内科、2）自衛隊福岡病院 内科

002 当院におけるNivolumab+Ipilimumab±Chemo併用療法症の検討
○田中 智大1）、武岡 宏明1）、山田 啓義1）、矢野 千葉1）、西田 佳子1）、
南野 高志1）、坂元 曉1）、岡元 昌樹1）、星野 友昭2）

1）国立病院機構 九州医療センター 呼吸器内科、
2）久留米大学 医学部（第一内科）呼吸器・神経・膠原病内科

003 イピリムマブ＋ニボルマブ＋カルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法で視力の改善が
得られた脈絡膜転移を有する肺腺癌の一例
○大庭 優士1）、安田 俊介1）、田畑 和宏2）、鶴薗健太郎1）、冨岡 勇也1）、
松山 崇弘1）、三山 英夫1）、末次 隆行1）、水野 圭子1）、谷本 昭英2）、井上 博雅1）

1）鹿児島大学病院 呼吸器内科、2）鹿児島大学病院 病理部・病理診断科

004 悪性胸膜中皮腫に対する免疫チェックポイント阻害剤の使用経験
○福田 実1,2,3）、田川 隆太2）、小野沙和奈2）、須山 隆之2）、行徳 宏2）、
竹本真之輔2）、山口 博之2）、本田 琢也1,3）、芦澤 和人1,3）、迎 寛2）

1）長崎大学病院 がん診療センター、2）長崎大学病院 呼吸器内科、3）長崎大学病院 臨床腫瘍科

005 同時併用化学放射線・durvalumab 維持治療後に再増悪が観察された非小細胞肺癌患者
への後治療
○柏原 光介、藤井 慎嗣、津村 真介、坂本一比古
熊本地域医療センター 呼吸器内科

006 当院におけるNecitumumabの使用経験
○木下 郁彦、高森 信吉、藤下 卓才、豊澤 亮、伊藤 謙作、庄司 文裕、
岡本 龍郎
国立病院機構 九州がんセンター 呼吸器腫瘍科
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irAE 2月 4日（金） 9：50～10：35

座長：森永亮太郎 大分県立病院呼吸器腫瘍内科

007 複合免疫療法により腎機能障害を認めた肺腺癌の1例
○久松 靖史1）、駄阿徳太郎1）、森永亮太郎1）、縄田 智子2）、片渕 瑛介3）

1）大分県立病院 呼吸器腫瘍内科、2）大分県立病院 腎臓内科、3）産業医科大学 第2病理学講座

008 複合免疫療法後に心筋炎および肝障害を認めた一例
○駄阿徳太郎1）、久松 靖史1）、森永亮太郎1）、岸田 峻2）、古閑 靖章2）、村松 浩平2）

1）大分県立病院 呼吸器腫瘍内科、2）大分県立病院 循環器内科

009 イピリムマブ/ニボルマブ併用療法の早期免疫関連有害事象として肝障害を生じた一例
○吉満 直哉、坪内 拡伸、土田 真平、北村 彩、堀口 崇典、重草 貴文、
小田 康晴、柳 重久、松元 信弘、宮崎 泰可
宮崎大学 医学部 内科学講座 呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野

010 Nivolumab+Ipilimumab±Chemo投与後に免疫関連有害事象（irAE）による肝炎、
膵炎と診断した1例
○坂元 曉1）、武岡 宏明1）、田中 智大1）、山田 啓義1）、矢野 千葉1）、
西田 佳子1）、南野 高志1）、岡元 昌樹1）、星野 友昭2）

1）国立病院機構 九州医療センター 呼吸器内科、
2）久留米大学 医学部（第一内科）呼吸器・神経・膠原病内科

011 原発性肺癌に対する化学療法後に IgA血管炎を発症した1例
○高木 怜子、大野 修平、恒吉 信吾、小田 華子、石井 秀宣、時任 高章、
東 公一、星野 友昭
久留米大学内科学講座 呼吸器・神経・膠原病部門

012 当科におけるイピリムマブ・ニボルマブ併用療法による免疫関連有害事象の検討
○池内 伸光、河端 俊英、温 麟太郎、中尾 明、佐々木朝矢、井形 文保、
青山 崇、井上 博之、藤田 昌樹
福岡大学病院 呼吸器内科



― 77―

神経内分泌腫瘍 2月4日（金） 10：40～11：20

座長：海老 規之 福岡大学病院呼吸器内科

013 プラチナ製剤併用化学療法増悪後に複合免疫療法が奏効した進行胸腺小細胞癌の1例
○村田 大樹、松尾 規和、石井 秀宣、時任 高章、東 公一、星野 友昭
久留米大学病院内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門

014 カルボプラチン、エトポシド、アテゾリズマブ併用療法で良好な腫瘍制御が得られた進
展型非定型肺カルチノイドの1例
○山本 凱大、小池 愛、中村 聡、高畑有里子、岡松 佑樹、藤田 明孝、
有村 雅子、川上 覚、原田 大志
JCHO九州病院

015 Nivolumab で pseudo progression（偽進行）を認めた肺大細胞神経内分泌がんの1
例
○池永 恵理1）、竹本真之輔1）、田川 隆太1）、小野沙和奈1）、須山 隆之1）、
本田 徳鷹1）、梅山 泰裕1）、道津 洋介1）、行徳 宏1）、山口 博之1）、
小笹 睦2）、福田 実3）、迎 寛1）

1）長崎大学病院 呼吸器内科、2）長崎大学病院 病理診断科、3）長崎大学病院 がん診療センター

016 LCNECに対してプラチナ製剤併用化学療法+ニボルマブ+イピリムマブが有効であった
一例
○橋本 崇史、鎌田 紘輔、安部 美幸、内匠 陽平、宮脇美千代、武内 秀也、
小副川 敦、杉尾 賢二
大分大学医学部 呼吸器・乳腺外科学講座

017 Spindle cell tumors を伴った混合型小細胞肺癌の1例
○森本 俊規、山崎 啓、神宮 達也、磯嶋 佑、丈達 陽順、加藤 香織、
西田 千夏、矢寺 和博
産業医科大学 医学部 呼吸器内科学
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EGFR・サルベージ 2月4日（金） 13：10～14：00

座長：山口 博之 長崎大学病院呼吸器内科（第2内科）
庄司 文裕 九州がんセンター呼吸器腫瘍科

018 オシメルチニブ無効で、アファチニブが著効した compound mutation を有する EGFR
遺伝子変異陽性肺癌の一例
○二宮 利文1）、田中謙太郎1）、米嶋 康臣1）、白石 祥理1）、岩間 映二1）、
大田 恵一1）、岡本 勇1,2）

1）九州大学病院呼吸器科、2）九州大学大学院医学研究院呼吸器内科学分野

019 透析患者のEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌へのOsimertinib 使用経験
○田畑 圭佑1）、青木 雅也1）、徳永 拓也2）、上村 豪1）、前田 光喜1）、
狩集 弘太1）、上田 和弘1）、佐藤 雅美1）

1）鹿児島大学病院 呼吸器外科、2）鹿児島市立病院 呼吸器外科

020 EGFR遺伝子変異陽性肺多形癌の1例
○村田 克美1）、稲葉 恵1）、古川 嗣大1）、田嶋 祐香1）、濱崎 博一2）、
高木 僚1）、大隅 祥暢2）、須加原一昭1）、田代 貴大1）、坂上亜希子1）、
丸塚 孝2）、平田奈穂美1）

1）熊本中央病院 呼吸器内科、2）熊本中央病院 呼吸器外科

021 EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌に対し、EGFR-TKI 加療後にサルベージ手術を施行した1
例
○西山 守1）、時任 高章2）、梅元 崇志3）、渡邊 真之1）、児嶋 隆1）、
岡山 雄亮1）、末安 禎子1）、前川 信一4）、村上 大悟5）、光岡 正浩5）

1）済生会二日市病院 呼吸器内科、2）久留米大学 医学部 呼吸器・神経・膠原病内科、
3）済生会二日市病院 研修医、4）済生会二日市病院 呼吸器外科、
5）久留米大学 医学部 外科学講座 呼吸器外科

022 Osimertinib 投与後に救済手術を施行した肺線癌の1例
○武 伸行、平良 彰浩、藤田 康弘、篠原 伸二、田中 文啓
産業医科大学病院 呼吸器・胸部外科

023 肺がんに対するサルベージ手術症例の検討
○鄭 暁剛、朝重 耕一、土谷 智史、松本桂太郎、宮崎 拓郎、土肥良一郎、
溝口 聡、永安 武
長崎大学大学院 腫瘍外科
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024 非小細胞肺癌術後の局所再発に対する救済重粒子線治療
○福西かおり、松延 亮、末藤 大明、寺嶋広太郎、戸山 真吾、塩山 善之
九州国際重粒子線がん治療センター

稀少ドライバー 2月4日（金） 14：05～14：45

座長：水野 圭子 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学

025 7年の経過で緩徐に増大したROS1融合遺伝子陽性肺癌の一切除例
○木幡 亮1）、小島 勝雄1）、明石 道昭2）、加藤 雅人3）

1）唐津赤十字病院 呼吸器外科、2）同 病理診断科、3）ひらまつ病院 外科

026 クリゾチニブ既治療ROS1陽性非小細胞肺癌髄膜播種に対してエヌトレクチニブが奏効
した一例
○中村 朝美、桑原 雄紀、貞松 宏典、小宮奈津子、田代 宏樹、中島 千穂、
高橋浩一郎、荒金 尚子
佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科

027 ROS-1融合遺伝子及びMET14skipping 変異を認めた肺腺癌の一例
○山田 啓義1）、武岡 宏明1）、田中 智大1）、矢野 千葉1）、南野 高志1）、
坂元 暁1）、西田 佳子1）、岡元 昌樹1）、星野 友昭2）

1）国立病院機構 九州医療センター 呼吸器内科、
2）久留米大学内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門

028 MET exon14 skipping 変異陽性非小細胞肺癌に対して capmatinib を使用した一例
○河端 俊英、青山 崇、井形 文保、田中 真実、中尾 明、海老 規之、
井上 博之、藤田 昌樹
福岡大学病院 呼吸器内科

029 当科におけるMET exon14 skipping 変異陽性肺癌の3例
○小池 愛、山本 凱大、中村 聡、高畑有里子、岡松 佑樹、藤田 明孝、
有村 雅子、川上 覚、原田 大志
JCHO九州病院 呼吸器内科
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気管支鏡 2月4日（金） 14：50～15：30

座長：山崎 啓 産業医科大学医学部呼吸器内科学

030 びまん性肺疾患における経気管支凍結肺生検法の診断精度評価
○財前 圭晃1,2）、立花 由梨2,3）、小笹 睦2,4）、上甲 剛5）、近藤 康博6）、
星野 友昭1）、福岡 順也2,3）

1）久留米大学医学部 呼吸器・神経・膠原病内科、2）長崎大学大学院 病理診断科、
3）亀田総合病院 臨床病理科、4）長崎大学病院 呼吸器内科、5）関西ろうさい病院 放射線科、
6）公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科

031 複数の健康食品の摂取歴があり当初は薬剤性肺炎を疑った血管内リンパ腫の1例
○温 麟太郎、中尾 明、檀 伊文、海老 規之、井上 博之、藤田 昌樹
福岡大学病院 呼吸器内科

032 非典型的な画像所見と気管支肺胞洗浄液の外観を呈した自己免疫性肺胞蛋白症の1例
○上田 裕介、木下 義晃、吉田 祐士、池田 貴登、宮村 拓人、串間 尚子、
石井 寛
福岡大学 筑紫病院 呼吸器内科

033 気管支鏡検査で診断に至ったPIE 症候群の一例
○野田 直孝、出水みいる、原 真紀子、大塚 淳司、若松謙太郎、川崎 雅之
国立病院機構大牟田病院 呼吸器内科

034 肺癌治療中に癌性リンパ管症と鑑別を要する薬剤性好酸球性肺炎を合併した一例
○高尾 大祐1）、須山 隆之1）、行徳 宏1）、小笹 睦2）、竹本真之輔1）、
山口 博之1）、坂本 憲穂1）、福田 実1,3）、尾長谷 靖1）、迎 寛1）

1）長崎大学病院 呼吸器内科、2）長崎大学病院 病理診断科・病理部、
3）長崎大学病院 がん診療センター

診断 2月4日（金） 15：35～16：20

座長：福田 実 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器内科学分野（第二内科）

035 咳嗽を主訴に受診した気管・気管支内MALTリンパ腫の1例
○田代 貴大1）、古川 嗣大1）、村田 克美1）、田嶋 祐香1）、濱崎 博一2）、
高木 僚1）、大隅 祥暢2）、須加原一昭1）、稲葉 恵1）、坂上亜希子1）、
丸塚 孝2）、平田奈穂美1）

1）熊本中央病院呼吸器内科、2）熊本中央病院呼吸器外科
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036 喀血を契機に原発性肺癌が疑われ、気管支鏡検査にて診断に至った顆粒細胞腫の一例
○小宮奈津子、中島 千穂、桑原 雄紀、貞松 宏典、田代 宏樹、中村 朝美、
高橋浩一郎、荒金 尚子、木村 晋也
佐賀大学医学部附属病院 血液・呼吸器・腫瘍内科

037 肺癌と鑑別を要する孤立性結節に対し、気管支鏡で肺アスペルギルス症と診断し得た1
例
○渡邊 真之1）、時任 高章2）、児嶋 隆1）、岡山 雄亮1）、西山 守1）、末安 禎子1）

1）済生会二日市病院 呼吸器内科、2）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

038 前立腺癌が縦隔リンパ節に単発遠隔転移した1例
○林 史子1）、井手昇太郎1）、菅崎 七枝1）、平島 定2）、林 徳眞吉3）、
木下 明敏1）、迎 寛4）

1）長崎県島原病院 呼吸器内科、2）長崎県島原病院 泌尿器科、3）長崎県島原病院 病理診断科、
4）長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）

039 転移性脈絡膜腫瘍を契機に診断された皮膚筋炎合併の右上葉肺腺癌の一例
○真鍋 大樹、川口 貴子、磯嶋 佑、山崎 啓、矢寺 和博
産業医科大学 呼吸器内科学

040 肺腺癌の精査中に左脈絡膜転移を認めた症例
○木村 誠二1,2）、谷川 健1）、市川 裕1）、井上 譲1）、富永 芳和1）、
上村 知子1）、星野 友昭2）

1）公立八女総合病院、2）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

COVID関連・合併症・手術の工夫 2月4日（金） 16：25～17：15

座長：黒田 耕志 産業医科大学医学部第2外科学
武田 雄二 佐賀県医療センター好生館呼吸器外科

041 COVID-19感染後の肺癌手術2症例の前途
○村上 大悟、内田 祐良、橋口 俊洋、樫原 正樹、高森 信三、光岡 正浩、
赤木 由人
久留米大学 医学部 外科学講座

042 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）陽性患者に対する気管切開の経験
○濱武 大輔1）、若原 純一1）、諸鹿 俊彦1）、中島 裕康1）、岡林 寛1）、佐藤 寿彦2）

1）福岡東医療センター呼吸器外科、2）福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科
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043 ダブルルーメンチューブ使用に伴う合併症軽減の取り組み
○安田 学1）、篠原 伸二1）、近石 泰弘1）、平木 陽2）、佐藤 文彦2）、
尾崎 実展3）、田中 文啓4）

1）飯塚病院 呼吸器外科、2）飯塚病院 耳鼻咽喉科、3）飯塚病院 麻酔科、4）産業医科大学 第2外科

044 当院における気管支分岐異常の頻度と、副心臓枝を認めた2例
○山田 紘之、森 毅
熊本赤十字病院 呼吸器外科

045 積極的手術で良好な経過を得た肺癌切除後乳び胸の1例
○尾上 祐大、下山孝一郎、肥田 泰慈、町野 隆介、田川 努
国立病院機構 長崎医療センター

046 縦隔型肺底区動脈を認めた左肺上葉切除術の1例
○吉山 康一1,2）、樫原 正樹2）、高森 信三2）、赤木 由人2）、光岡 正浩2）

1）公立八女総合病院 外科、2）久留米大学医学部 外科学講座

047 肺内GGN病変に対する精密縮小手術
○川野 大悟、西野菜々子、上原美由紀、緑川 健介、阿部 創世、岩中 剛、
上田雄一郎、宮原 聡、早稲田龍一、白石 武史、佐藤 寿彦
福岡大学病院 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

縦隔・胸膜 2月5日（土） 9：00～9：50

座長：池田 公英 熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器外科・乳腺外科学講座
横山新太郎 大分県済生会日田病院外科

048 胸腺腫術後に筋硬直性ジストロフィーと診断された1例
○真栄城兼誉1）、宮城 淳2）

1）地方独立行政法人 那覇市立病院 外科、2）沖縄赤十字病院

049 三次治療でレンバチニブが奏効した正岡 IVb期胸腺癌の一例
○小宮 一利、中富 克己、佐々木英祐
国立病院機構 嬉野医療センター 呼吸器内科
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050 当院でレンバチニブを使用した胸腺癌の3例
○島内 淳志、米嶋 康臣、田中謙太郎、大田 恵一、白石 祥理、岩間 映二、
岡本 勇
九州大学病院 呼吸器内科

051 膵転移を認めた上皮型悪性胸膜中皮腫の一例
○内田 聡1）、千住 博明1）、山下 耕輝1）、緒方 良介1）、嶋田 緑1）、
吉田 將孝1）、梅村明日香1）、中島 章太1）、福田 雄一1）、早田 宏1）、
山尾 拓史2）、岩崎 啓介3）、迎 寛4）

1）佐世保市総合医療センター 呼吸器内科、2）佐世保市総合医療センター 消化器内科、
3）佐世保市総合医療センター 病理診断科、4）長崎大学病院 第二内科

052 肉腫型悪性胸膜中皮腫に対して胸膜肺全摘術後、長期無再発生存を得た一例
○目黒 大吉、金山 雅俊、武 伸行、田中 完治、楫山 健太、苗代 絢子、
草薙 佳澄、吉松 克真、平良 彰浩、永田 旭、竹中 賢、黒田 耕志、
田中 文啓
産業医科大学 第2外科

053 巨大孤発性線維性腫瘍に対する一切除例
○黒木 将英、前田 亮、濱廣 友華、綾部 貴典、富田 雅樹
宮崎大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺外科

054 肺内孤立性線維性腫瘍の1切除例
○鎌田 紘輔、杉尾 賢二、小副川 敦、武内 秀也、宮脇美千代、橋本 崇史、
内匠 陽平、安部 美幸
大分大学 医学部 呼吸器・乳腺外科

肺腫瘍 2月5日（土） 9：55～10：40

座長：森 毅 熊本赤十字病院呼吸器外科
冨満 信二 新古賀病院呼吸器外科

055 腸型肺腺癌の2切除例
○吉岡 瑞姫1）、下山孝一郎1）、竹井 大貴1）、肥田 泰慈1）、三浦 史郎2）、
朝野 寛視3）、長島 聖二3）、伊藤 正博2）、田川 努1）

1）国立病院機構長崎医療センター 呼吸器外科、2）国立病院機構長崎医療センター 病理診断科、
3）国立病院機構長崎医療センター 呼吸器内科
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056 組織型が異なる三重多発肺癌の1例
○福嶋 一晃、牛島 淳、佐藤美菜子、池田 智弘、津守 香里、溝部 孝則、
牛島 正人
くまもと県北病院

057 若年女性に生じた肺原発炎症性筋線維芽細胞腫の1例
○小齊 啓祐、長野 太智、渡部 健二、奥 結華、小野 雄生、原武 直紀、
河野 幹寛、竹中 朋祐
九州大学 医学部・大学院 消化器・総合外科学

058 閉塞性肺炎を繰り返した気管支内過誤腫の1切除例
○手石方崇志、冨満 信二、松竹 晴美、岡本 祐介、林 明宏
社会医療法人天神会 新古賀病院 呼吸器外科

059 嚢胞切除を行った肺内気管支原性嚢胞の1例
○山崎 翔斗1,2）、宮崎 拓郎1）、岡野 慎士2）、土谷 智史1）、松本桂太郎1）、
土肥良一郎1）、朝重 耕一1）、溝口 聡1）、永安 武1）

1）長崎大学大学院 腫瘍外科、2）長崎大学病院 病理部

060 肺癌を疑い切除を行ったBronchiolar adenomaの 2例
○伊藤 謙作1）、木下 郁彦1）、高森 信吉1）、藤下 卓才1）、豊澤 亮1）、
庄司 文裕1）、瀬戸 貴司1）、古賀 裕2）、田口 健一2）、岡本 龍郎1）

1）国立病院機構 九州がんセンター 呼吸器腫瘍科、2）国立病院機構 九州がんセンター 病理診断科

肉腫・リンパ腫 2月5日（土） 10：45～11：35

座長：古堅 誠 琉球大学病院第一内科
真栄城兼誉 那覇市立病院呼吸器外科

061 肺神経内分泌癌との鑑別を要した類上皮横紋筋肉腫の一例
○久田 友哉1）、名嘉山裕子1）、知花 賢治1）、熱海恵理子2）、饒平名知史3）、
仲本 敦1）、比嘉 太1）、大湾 勤子1）

1）国立病院機構沖縄病院 呼吸器内科、2）国立病院機構沖縄病院 病理診断科、
3）国立病院機構沖縄病院 呼吸器外科
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062 胸膜転移再発をきたした右膝窩骨外性軟骨肉腫の一例
○緒方 良介1）、山下 耕輝1）、嶋田 緑1）、吉田 將孝1）、千住 博明1）、
梅村明日香1）、中島 章太1）、福田 雄一1）、早田 宏1）、森野 茂行2）、
岩崎 啓介3）、迎 寛4）

1）佐世保市総合医療センター 呼吸器内科、2）佐世保市総合医療センター 呼吸器外科、
3）佐世保市総合医療センター 病理診断科、4）長崎大学病院 第二内科

063 パゾパニブ投与により進行を抑制した前縦隔原発横紋筋肉腫の一例
○西井 裕哉、佐々木 潤、首藤 美佐、時澤 冴子、松尾 規和、石井 秀宣、
時任 高章、東 公一、星野 友昭
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

064 中縦隔原発の高分化型脂肪肉腫の1例
○大野 修平、高木 怜子、恒吉 信吾、小田 華子、松尾 規和、石井 秀宣、
時任 高章、東 公一、星野 友昭
久留米大学 医学部 呼吸器・神経・膠原病内科

065 肺静脈及び左房への浸潤を伴う滑膜肉腫の1切除例
○小野 雄生1）、原武 直紀1）、河野 幹寛1）、竹中 朋祐1）、園田 拓道2）、塩瀬 明2）

1）九州大学大学院 消化器・総合外科、2）九州大学病院 心臓血管外科

066 診断に苦慮した肺MALTリンパ腫の1例
○藤田 康博1）、岡 壮一1）、大中 貴史2）、山田 優衣3）、大崎 敏弘1）

1）小倉記念病院 呼吸器外科、2）小倉記念病院 血液内科、3）小倉記念病院 病理診断科

067 肺濾胞性リンパ腫の一例
○松竹 晴美、手石方崇志、岡本 祐介、武田 雄二、冨満 信二、林 明宏
社会医療法人 天神会 新古賀病院 呼吸器外科


