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演 題｜1 13：05～13：15

演 題｜2 13：15～13：25

演 題｜3 13：25～14：35

宇治徳洲会病院 千原 佑介 医師
Pembrolizumabが奏効した末期腎不全の肺腺癌の一例

千葉西総合病院 菅沢 真 医師
最近経験された粟粒結核の三症例

徳洲会呼吸器部会 部会長ご挨拶

部会長 瓜生 恭章 先生

座長｜大隅鹿屋病院 内科 田村 幸大 先生

第12回徳洲会肺がん研究会

プログラム
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第10回徳洲会呼吸器部会症例検討会｜13：00～16：15

名古屋徳洲会総合病院 可児 久典 医師
両肺に多発したMALTリンパ腫に対して外科切除を行った1例

八尾徳洲会総合病院 呼吸器内科・腫瘍内科部長
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肺がんレクチャー｜15：30～16：10
座 長｜ 湘南鎌倉総合病院 呼吸器外科 深井 隆太 先生
演者｜湘南鎌倉総合病院

放射線診断部部長、IVRセンター部長 築山 俊毅 先生
『肺動静脈奇形(瘻)に対するコイル塞栓術再考』

病理コンサル｜2 14：05～14：25

武蔵野徳洲会病院 佐藤 悦子 医師

骨肉腫へ分化をきたした肺動脈原発の
血管内膜肉腫（intimal sarcoma）の一例

病理コンサル｜3 14：30～14：50

休憩時間｜15：20～15：30
※質疑、PC交換含む

宇治徳州会病院 伊東 真哉 医師

肺扁平上皮癌の病理切り出し時にみつかった
latent cancer(胃癌肺転移)の１例

千葉西総合病院 岩瀬 彰彦 医師

初診時にcompound EGFR mutation L858R S768I double
positiveを認めた肺腺癌の一症例

病理コンサル｜1 13：40～14：00

座 長｜湘南藤沢徳洲会病院呼吸器内科部長 日比野 真 先生
病理解説｜成田富里徳洲会病院 東日本病理診断研究センター

TEPセンター長 野口 雅之 先生



【 意見交換会 】
場所 | 同会場
時間 | 18：15～19：15

休憩｜16：15～16：30

演者：がん研有明病院 呼吸器センター長
呼吸器内科部長

西尾 誠人 先生

【Lung Cancer KEY Symposium・意見交換会】MSD株式会社、大鵬薬品工業株式会社

特別講演｜17：00～18：00

基調講演｜16：30～17：00

『非小細胞肺がんに対する新たな治療戦略』

演者：大阪国際がんセンター 呼吸器内科
医長

井上 貴子 先生

『免疫チェックポイント阻害薬実践マネジメント』

Lung Cancer
KEY Symposium

総合座長： 福岡 正博 先生
（和泉市立総合医療センター 名誉総長)
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1演題
両肺に多発したMALTリンパ腫に対して
外科切除を行った1例

名古屋徳洲会総合病院 可児 久典

○可児久典1)、宇賀神基2)、服部日出雄3)

呼吸器外科1)、呼吸器内科2)、病理診断科3)

症例は65歳女性 生来健康。
2016.10.31.検診で胸部異常陰影を指摘され、2017.1.16.当院受診。CT
にて両側に多発結節陰影を認めた。
右S6：最大径18mm part solid GGN 左S6：7mm solid nodule 左S9：

12mm pure GGN 左S10：25mm pure GGN。多発肺癌を疑い、右S6病
変に対して気管支鏡（TBLB）を行ったが診断つかず、両側多発の早期
肺癌と臨床診断し、すべての病変が両側下葉に限局していることから、
根治切除可能と判断し、2期的に手術を行った。
まず右S6病変に対して、2017.4.25. 胸腔鏡補助下右S6区域切除術を施行
した。術後病理診断でMALTリンパ腫の診断であった。左の3病変は、
2018.2.20. 胸腔鏡補助下左肺下葉切除術を施行した。
術後病理診断で、S6、S10はMALTリンパ腫、S9はadenocarcinoma in 
situ（AIS）であった。郭清した縦隔リンパ節に転移を認めず、根治手
術と判断した。術後、化学療法は行わず、3ヶ月ごとのCT画像フォロー
を行っている。
多発したMALTリンパ腫、合併したAISについて、CT画像と病理組織
所見を比較検討し症例報告する。



6

2演題
Pembrolizumabが奏効した末期腎不全の
肺腺癌の一例

宇治徳洲会病院 千原 佑介

〇千原佑介、竹内真弓、尾ノ井圭佑
呼吸器内科

症例は69歳、男性。慢性腎不全で腎臓内科通院中、定期フォローの胸
部X線で結節影を指摘され、精査の結果、肺扁平上皮癌 cT2aN1M0
stageⅡBの診断で2017年6月26日に胸腔鏡下左上葉切除を行い以後外来
で経過観察されていた。2018年7月の胸腹部CTで肝臓に転移を疑う結
節を指摘され、その後増大傾向を認め、鼠径部リンパ節の腫大も来し
たため化学療法目的に当科紹介となった。精査や化学療法につき相談
するも重度の慢性腎不全もあることから経過観察を希望されたが、PD-
L1の高発現があり、右鼠径部のリンパ節から生検を行ったところ肺扁
平上皮癌の転移で矛盾しない診断となり、再度相談の上2019年5月13日
よりPembrolizumabを導入。4サイクル後のCTでPRを獲得した。
末期腎不全下での免疫チェックポイント阻害剤に関する報告は少なく、
文献的考察をまじえて報告する。
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3演題 最近経験された粟粒結核の三症例

千葉西総合病院 菅沢 真

○菅沢 真1)、小嶺翔平1)、藤原直樹1)、川崎智広1)、宮本憲一1)、
岩瀬彰彦2)

内科1)、呼吸器内科2)

【症例１】87歳、女性。1週前よりの全身倦怠感、腹部膨満感で入院。
胸部画像でびまん性粒状影があり喀痰でG1号PCR+で陰影は融合傾向
を示し急速に呼吸状態が悪化した。4剤化学療法を開始し症状は徐々
に改善した。

【症例2】82歳、女性。2日前より食欲不振、体動困難で入院。来院時
の胸部画像では陰影は不明瞭であったが発熱、食欲不振が続き3週間
後に急速に呼吸状態が悪化し、びまん性粒状影～浸潤影が出現した。
喀痰G1号PCR+で、4剤化学療法にステロイドセミパルス、リコモ
ジュリンを併用し救命した。

【症例3】83歳、男性。1週間前からの食欲不振で入院。3か月前に原
因不明の胸水で受診し自然軽快した経緯があった。胸部画像でびまん
性粒状影があり陰影は急速に悪化した。喀痰G1号PCR+で4剤化学療
法にステロイドセミパルスを併用し救命した。

【考案】4か月間に3例の粟粒結核を経験した。いずれも高齢者で呼吸
器症状に乏しく特に症例2は不明熱として3週間診断に苦慮した。3例
ともに粟粒影は癒合し急速に呼吸状態が悪化しARDSの合併と考えら
れた。重篤な症状を呈し専門病院への搬送は困難で個室隔離のもと化
学療法を行い救命に成功した。
本邦では年間1万6千人以上の結核が登録されており80歳以上が40％を
占める。粟粒結核は血行散布結核で気道症状がなく不明熱の鑑別とし
ても重要である。治療にはARDS、DICの合併を考慮した全身管理が
重要である。



8

メモ
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病理コンサル

座 長｜
湘南藤沢徳洲会病院 呼吸器内科部長 日比野 真 先生

病理解説｜

成田富里徳洲会病院 東日本病理診断研究センター TEPセンター長
筑波大学 医学医療系 診断病理学研究室 教授

野口 雅之 先生

病理演題各20分(提示者10分+野口先生10分)質疑含む

13：40～15：20
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メモ
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Ⅰ初診時にcompound EGFR mutation L858R S768I
double positiveを認めた肺腺癌の一症例

千葉西総合病院 岩瀬 彰彦

病理
コンサル

○岩瀬彰彦1)、宇田川響2)

千葉西総合病院呼吸器内科1)、国立がん研究センター東病院呼吸器内科2)

【症例】50歳、男性

【主訴】胸部違和感、呼吸困難

【経過】201X年4月中旬頃より胸部違和感、呼吸困難が出現し近医で右胸水
を指摘され紹介された．胸部X線で右大量胸水、CTで右S8の腫瘤影と胸腔内
の播種増を認め原発性肺癌、癌性胸膜炎が疑われた．CEA17.4ng/ml、
SLX50.4U/mlと高値を示し、血漿EGFR遺伝子解析でS768I L858Rと2つの遺
伝子変異を認めた．胸水細胞診ではclass V adenocarcinomaで胸水のセルブ
ロックでは核肥大、不正型でクロマチン増量を認める異形細胞が認められた．
EGFR遺伝子検査では血漿同様にS768I L858R遺伝子変異を認めた．患者の希
望によりがん専門病院へ紹介、同院の胸水セルブロックでも同様の所見が確
認されOsimertinibの投与で症状の改善を認めている．

【考案】近年、EGFR遺伝子変異は肺癌治療において重要な治療標的となっ
ているが検出技術の向上により単独遺伝子変異のみならず同時に複数の遺伝
子変異を認めるcompound EGFR mutationの報告がなされるようになった．
その頻度はEGFR遺伝子変異陽性群の中で4.97-24.6％と差が認められるが、
特に次世代シークエンサーを使用した検索では高率に報告されている．遺伝
子変異の組み合わせはTKI感受性のExon19 DelとL858Rと比較的まれに認め
られるいわゆるuncommon mutationの組み合わせが多い．治療に対する反応
性は幾分悪いとする報告と変わらないという報告が散見され、今後の検索が
望まれる．EGFR遺伝子変異は肺癌治療の重要なターゲットであるが、まだ
まだ解決しなければいけない問題を多く含んでいる．
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Ⅱ 肺扁平上皮癌の病理切り出し時にみつかった
latent cancer(胃癌肺転移)の１例

宇治徳州会病院 伊東 真哉

病理
コンサル

○伊東真哉1)、今琴2)、河野文彦2)、西村啓介2)

呼吸器外科1)、病理診断科2)

【はじめに】癌の予後予測に欠かせない指標となる病理病期を決定する
ために、手術標本の「切り出し」は非常に重要な作業である．切り出し
作業は一般的に外科医（主に執刀医/担当医）と病理医により行われる
が、その関わり方は施設により様々である．

【症例】75歳男性．

【既往】高血圧症、C型肝炎、胃癌（胃全摘）

【経過】胃癌術後の経過観察中、左下葉S9に増大傾向にある孤立性結節
を指摘された．画像上、他に明らかな転移巣を認めず．原発性肺癌また
は転移性肺腫瘍を疑い、診断治療を兼ねた手術施行．S9腫瘍の部分切除
術を行い術中迅速組織診へ提出．扁平上皮癌の診断が得られ、左下葉切
除術+リンパ節郭清施行．術後切り出し後、同一下葉標本内に胃癌（低
分化腺癌）の肺転移巣を指摘された．
胃癌の再発として全身化学療法が施行された．

【結語】術前画像や術中所見から予想しない病理結果が得られ、臨床へ
フィードバックすることができた. 



13

Ⅲ 骨肉腫へ分化をきたした肺動脈原発の
血管内膜肉腫（intimal sarcoma）の一例

武蔵野徳洲会病院 佐藤 悦子

病理
コンサル

○佐藤悦子1)、齋藤 剛2)、浅井 徹3）、梶本 完3)、天野 篤3)、
吉田朗彦4)、佐々木康綱1)

武蔵野徳洲会病院オンコロジーセンター1）、順天堂大学医学部人体病
理病態学2）、順天堂大学医学部心臓血管外科3)、国立がん研究センター
中央病院病理診断科4)

症例は25歳女性。労作時呼吸困難、脱力、失神を認め前医に救急搬送
されたが神経調節性失神の診断で帰宅。1か月後労作時呼吸困難増悪し
前医に緊急入院となった。造影CTにて肺動脈に腫瘍を認め緊急手術が
施行され術中迅速病理診断で肉腫であったため術後化学療法目的で当院
紹介となった。最終病理診断はOsteosarcoma chondroblastic type, 病理
学会コンサルテーションの結果は骨肉腫に分化をきたしたintimal 
sarcoma (MDM2増幅陰性)であった。
術後補助化学療法前に卵子保存を済ませ、AP療法（cisplatin100㎎/m2

day1, adriamycin 30㎎/m2 day1-2, 3週毎）を開始した。day2-4にgrade3
の悪心出現。またday3よりgrade1の聴覚毒性、grade2の耳鳴が出現。
day7にgrade3に増悪した。2クール目CDDPは100mg/m2から60㎎/m2に
減量した。その後、聴力の悪化は認めず、悪心も軽度であった。3クー
ル目を同量で施行した。
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肺動静脈奇形(瘻)に対するコイル塞栓術再考

湘南鎌倉総合病院 築山 俊毅

肺がん
レクチャ－

○築山俊毅
放射線診断科 IVRセンター

肺動静脈奇形の治療の事実上の第一選択はコイル塞栓術であるが、
治療成功および再発の防止には十分な病変の構造の理解が必要である。
そもそも本邦では肺動静脈瘻の病名がICD10で採用されているが、欧
米ではmalformationの呼称が一般的であり、本邦と欧米での疾患概念
に若干の差異が見られる。肺動静脈奇形は形態的に単純型と複雑型に
分類されるが、sacを介して直接肺動静脈が連結する単純型とnidusと
呼ぶべき異常血管集簇を介して複数の動静脈が連結する複雑型は、治
療難易度も大きく異なってくる。
治療後の再発のメカニズムもさまざまなパターンがあり、長期的な治
療効果を担保するためには、初回治療時に再発パターンについても十
分考慮する必要がある。
今回実症例を交えながら、病変のとらえ方や治療方針の考え方、手

技的成功や再発防止について若干の文献的考察を交えて報告する。
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