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A more sensitive, multiplex assay is required.

Our history; Detection of EGFR gene mutation using blood cell free DNA
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 Ct DNA and ICIs
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 Operatively resected tumor tissue and matched serum
 Tokyo Medical University
 Tumor 169, serum 168
 Matched147

Tumor Tumor DNA: CLv2 (IonProton)
Tumor RNA: LungFusion (IonProton)

serum cfDNA : NGS CLv2 (IonProton) and ddPCR

1. Could we detect cfDNA mutations in early stage cancer pts? 
2. ddPCR vs NGS (amplicon seq)

■Questions

■Status published

■Samples

■Assay platform

Could we detect cfDNA mutations in early stage cancer pts?

Collaboration with Dr Ohira and Dr Ikeda (Tokyo Med Univ)

Dept Genome Biol, Kindai Univ



Serum：151 sample

Total read：average 3,407,623 (3,959 – 5,981,348)
Read/site：37,039 (43 – 65,015)

EGFR: 3, PIK3CA: 1, TP53: 5Success rate：145/147 (98.6%)

cfDNA yield (copies)：average 16,524 (572 – 373,658)

Detected

■ Serum - NGS

■ Tumor - NGS
Assay success rate：147/147 (100%)

EGFR
KRAS
NRAS
BRAF

PIK3CA
MAP2K1

AKT1
ERBB2
ERBB4
FGFR2

MET
DDR2

ALK
CTNNB1

PTEN
TP53

ALK fusion
RET fusion

Total read：ave 1,756,501 (123,837 –
31,216,089)
Read/site：19,092 (1,346 – 339,305)

■ low freq of cfDNA mutation → ddPCR vs NGS
Dept Genome Biol, Kindai Univ
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Toui-臨床情報

		ＩＤ		病理番号 ビョウリバンゴウ		採取（手術）日付） サイシュシュジュツヒヅケ		TMU No.		性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		11193498		1204514		20120423		1		女		48		3/29/12		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.5		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/2/12								なし																2012-04514		RS3		未検

		12779984		1204187		20120416		2		女		51		4/16/12		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		6.7		無		StageⅠB		T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/4/14								あり				2/19/14		PS0		distant		その他		子宮内膜				2012-04187		RS1,3,4,5		陽性		19

		12769059		1203695		20120403		3		女		74		1/25/12		陽性		陽性		吸っていた		20		74		40				なし				なし		PS0		3.7		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/12								なし																2012-03695		LS6+10		陰性

		12766920		1203361		20120327		4		女		71		3/5/12		陽性		陽性		吸わない										あり		乳腺				PS0		3.3		無		StageⅡA		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		8/29/13								あり				2/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2012-03361		R		陽性		21

		12080468		1203261		20120323		5		女		42		3/23/12		未施行		未施行		吸っていた		20		40		20				なし						PS0		1.3		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		2/21/14								あり				1/27/14		PS0		local		肺,悪性胸水・播種						2012-03261		LS3B3		陽性		19

		12765665		1203571		20120330		6		男		70		3/14/12		陽性		陽性		吸っていた										なし						PS0		2.5		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/20/12								なし		6/20/12														2012-03571		LS1+2B1+2		陽性		21L858R

		5229103		1203662		20120402		7		男		80		4/2/12		未施行		未施行		不明										なし						PS1		0.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/8/12								なし																2012-03662		RS10

		12714629		1202224		20120228		8		女		76		1/25/12		陰性		陽性		吸っていた		35		75		20				あり		乳腺				PS0		5.2		無		StageⅠB		T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		あり		TRIPLE		なし		なし		生存		1/28/14								あり				3/29/13		PS1		distant		肺				5/10/13		2012-02224		RS1B1		陽性		21L858R

		12591411		1202702		20120309		9		男		72		3/9/12		未施行		未施行		吸っていた		20		58		40				なし						PS1		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/20/12								なし																2012-02702		LS3		陰性

		12709331		1201547		20120210		10		女		57		2/10/12		陰性		陰性		吸っていた										あり		乳腺				PS0		3.5		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/11/12								なし		6/11/12														2012-01547		RS1B1

		12672934		1201375		20120207		11		女		70		2/7/12		未施行		未施行		吸わない										あり		大腸				PS0		2.1				StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/22/12								なし																2012-01375		LS9B9

		12747608		1202819		20120313		12		男		59		2/17/12		陽性		陽性		吸っていた		18		59		20				なし						PS0		3.5		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/12								なし																2012-02819		LS1+2B1+2		陰性

		6633226		1201849		20120217		13		男		80		12/1/11		陽性		陽性		吸っていた		18		80		30				あり		前立腺				PS1		3.5		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,肺炎		死亡		3/18/12		術死						なし																2012-01849		LS9		未検

		12709560		1201347		20120207		14		女		67		2/7/12		未施行		未施行		吸っていた		27		67		20				あり		大腸				PS0		2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		7/17/12								なし		6/19/12														2012-01347		RS7-10B7-10		陰性

		12619634		1201346		20120207		15		男		70		2/7/12		未施行		未施行		吸っていた		30		70		60				なし						PS1		2.6		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/17/12								なし																2012-01346		LS9B9

		12747764		1204512		20120423		16		男		62		2/16/12		陰性		陰性		吸っていた		20		61		50				あり		前立腺		なし		PS0		6		無		StageⅡB		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		気管支断端瘻		死亡		7/2/13		癌死						あり				3/4/13		PS0		distant		肝臓						2012-04512		RS2,3		未検

		12806825		1204529		20120424		17		女		66		4/24/12		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/29/12								なし																2012-04529		RS2		陰性

		12716745		1202239		20120228		18		女		69		2/6/12		陽性		陽性		吸わない										なし						PS0		3		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/12								なし																2012-02239		RS3B3

		12735464		1202531		20120306		19		女		69		2/10/12		陽性		陽性		吸っていた		20		30		5				なし						PS0		4.1		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/25/12								なし																2012-02531		RS1

		12750161		1202707		20120309		20		女		74		3/9/12		未施行		未施行		吸わない										なし						PS0		1.5		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/16/12								なし																2012-02707		RS9B9		陽性		20,21L858R

		11400272		1203072		20120316		21		男		69		3/16/12		未施行		未施行		吸っていた										あり		大腸				PS1		1.4		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/12								なし																2012-03072		RS2		陰性

		12690312		1202143		20120224		22		男		53		12/26/11		未施行		未施行		吸っていた		20		46		30				なし						PS0		3.5		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり				なし		肺胞瘻		生存		5/17/13						本院最終受診日		なし		11/21/12														2012-02143		LS1+2		陰性

		6965229		1201599		20120210		23		男		71		12/14/12		陽性		疑陽性		吸っていた										なし						PS0		7.5		無		StageⅠB		T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/1/12		他病死		間質性肺炎				なし																2012-01599		RS1,2B1,2

		12715331		1201652		20120214		24		女		80		1/23/12		未施行		未施行		吸わない										なし						PS0		3.3		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/18/13								あり				3/1/13				distant		脳						2012-01652		RS1B1		陽性		18

		12745907		1203037		20120316		25		男		74		2/16/12		未施行		未施行		吸っている		16		74		30				なし						PS1		5.2		無		StageⅡB		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/13/12								なし		6/13/12														2012-03037		RS9		未検

		5482070		1202500		20120305		26		女		72		3/5/12		未施行		未施行		吸わない										なし						PS0		1.4		無		StageⅠA		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		乳び胸		生存		8/17/12								なし		8/17/12														2012-02500		RS4		陰性

		12700490		1201616		20120213		27		女		72		2/13/12		未施行		未施行		吸っていた		19		72		40				なし						PS0		1.4		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13														2012-01616		RS1B1		陰性

		183628		1203031		20120316		28		女		68		2/28/12		陽性		陽性		吸っていた		26		30		3				なし						PS0		3.3		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/24/12								なし																2012-03031		RS3B3		陰性

		6000649		1201554		20120219		29		男		65		2/10/12		陰性		陰性		吸っていた		23		54		30				なし						PS0		2.9		無		StageⅡA		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/28/13								あり				2/2/13		PS0		distant		脳						2012-01554		RS2B2		陽性		19,20

		7668074		1206890		20120626		31		男		76		4/12/12		陰性		陽性		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		3.2		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/12								なし		9/14/12														2012-06890		LS9		陰性

		8618780		1204923		20120507		32		女		60		3/8/05						吸っていた						3		25		なし				異時多発		PS0						StageⅠA												なし		なし		なし		なし								生存		5/17/12								なし																2005-02087		RS4B4

		12773013		1205783		20120529		33		女		70		5/29/12		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		あり		WJOG6410L		なし		なし		生存		9/30/13								あり				6/3/13		PS0		both		骨,同側リンパ節（縦隔）						2012-05783		RS1		陽性		19

		12840470		1205956		20120601		34		女		58		5/10/12		陽性		陽性		吸っていた		18		33		15				なし				同時多発		PS0		3.7		無		StageⅢA		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし		なし		あり		なし				なし		なし		生存		8/15/12								なし		8/15/12														2012-05956		L		陽性		19

		12163894		1204689		20120427		35		女		74		4/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		甲状腺		同時多発		PS0		2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/3/12								なし																2012-04689		LS3B3		陽性		21L858R

		10020514		1205120		20120511		36		男		64		4/18/12		陽性		陽性		吸っていた						20		44		なし				なし		PS1		5.5		無		StageⅡB		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/25/12								なし																2012-05120		RS		陰性

		12794029		1205668		20120525		37		男		68		5/22/12		未施行		未施行		吸わない										なし				同時多発		PS0		3.4		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/1/12								なし		6/1/12														2012-05668		RS		陽性		21L858R

		12806981		1204763		20120501		38		男		66		4/12/12		陽性		陽性		吸っていた		20		65		7				なし				異時多発		PS0		7.1		無		StageⅡB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/7/14								あり				1/6/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2012-04763		RS9B9		陰性

		3369943		1206309		20120612		39		男		63		4/12/12		陽性		陽性		吸っていた		20		50		40				なし				なし		PS0		5.2		無		StageⅡA		T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/22/13								あり				10/2/12		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）		対側肺				2012-06309		RS6		陰性

		6474802		1206481		20120615		40		女		75		6/15/12		未施行		未施行												なし				なし		PS0		1.8		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/21/12								なし		6/21/12														2012-06481		RS6		未検

		12863241		1207519		20120709		41		女		73		5/24/12		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無		StageⅡA		T1a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/15/12								なし		7/15/12														2012-07519		RS2B2		陽性		21L858R

		249335		1208106		20120724		42		女		77		7/24/12		未施行		未施行		吸わない										なし				同時多発		PS0		2.4		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		乳び胸		生存		8/7/12								なし		8/7/12														2012-08106		RS3B3		陽性		19

		12953186		1209520		20120827		43		男		62		8/4/12		未施行		未施行		吸っていた		15		53		40				なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/14/14								あり				6/28/13				local		悪性胸水・播種						2012-09520		RS5B5		陰性				陰性

		12974299		1210074		20120911		44		男		64		8/24/12		陽性		陽性												なし				同時多発		PS0		3.5				StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2012-10074		RS2B2		陽性		19

		12894554		1210299		20120911		45		男		70		7/5/12		陰性		陽性		吸っている		25		70		30				なし				なし				3.5		無		StageⅡB		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/15/14								あり				3/4/13		PS0		distant		肝臓,副腎						2012-10299		RS2B2		陰性				陰性

		12984480		1210459		20120921		46		男		51		9/21/12		未施行		未施行		吸っていた		16		50		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/19/12								なし		12/19/12														2012-10459		RS2B2		陽性		19

		13033480		1212178		20121106		47		男		68		11/6/12		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.3		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/19/12								なし		12/19/12														2012-12178		RS2		陽性		19

		12974035		1211918		20121030		48		女		60		10/30/12		陰性		陰性		吸っていた		26		56		20				なし				なし		PS0		1.9		無		StageⅡA		T1a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		3/14/13								なし		3/14/13														2012-11918		LS1+2B1+2		陰性

		12989083		1211284		20121012		49		女		36		10/12/12		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/19/12								なし		10/19/12														2012-11284		3LS8B8		陽性		19

		13019096		1212166		20121105		50		女		59		11/5/12		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/11/12								なし		11/11/12														2012-12166		RS5B5		陽性		19

		13001111		1211291		20121012		51		男		61		10/12/12		陰性		陰性		吸っていた		18		49		20				なし				なし				3.4				StageⅢA		T4		N1		M0		StageⅢA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		10/22/12								なし		10/22/12														2012-11291		LS3B3		陰性

		13008450		1211896		20121029		52		男		75		10/29/12		未施行		未施行		吸っていた						30		60		なし				なし		PS0		2		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		NSCLC		なし		なし		なし		あり		JCOG0802		なし		反回神経麻痺		生存		11/5/12								なし		11/5/12														2012-11896		LS1+2B1+2		未検

		13088837				20130108		53		男		72		12/7/12		陰性		陽性		吸っていた		20		70		30				なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								あり				9/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-00114		RS3

		13086958				20130111		54		男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		8757615				20130115		55		男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		13121265				20130121		56		男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		13121117				20130122		57		女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		182664				20130128		58		男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		13140502				20130205		59		男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		13133840				20130208		60		男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		13121010				20130218		61		女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		10884284				20130222		63		女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		13152810				20130225		64		男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		13148716				20130225		65		男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		13166013				20130226		66		男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		13073678				20130226		67		女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		1191683				20130305		68		男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		13129134				20130305		69		女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		13140820				20130311		70		男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		13164240				20130312		71		男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		13068100				20130312		72		男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		13105359				20130315		73		女		62		3/15/13		未施行		未施行		吸っていた		20		62		15				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/20/13								なし		3/20/13														2013-02748		RS1		陰性				陰性

		13183341				20130315		74		女		73		2/25/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/24/13								なし		3/24/13														2013-02749		8		陽性		21L858R

		13101400				20130319		75		女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		13173605				20130322		76		女		56		2/20/13		陽性		陽性		吸っている		19		56		20				なし				同時多発		PS0		3.1		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/27/13								なし		3/27/13														2013-03024		RS2		陰性

		13177066				20130325		77		男		74		2/18/13		陽性		未施行		吸っていた		25		69		40				なし				なし		PS0		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/14								あり				3/19/14		PS0		distant		副腎						2013-03038		LS1+2		陰性				陰性

		13165319				20130325		78		男		61		2/19/13		陽性		陽性		吸っている		20		61		30				なし				なし		PS0		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13														2013-03073		RS1		陰性

		12763182				20130325		79		女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		13166366				20130326		81		男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		2478773				20130329		82		女		60		1/8/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		4/8/13								なし		4/8/13														2013-03247				陽性		21L858R

		13195196				20130402		83		女		73		4/2/13		未施行		未施行		吸わない										なし				同時多発		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/10/13								なし																2013-03356		RS2		陽性		19

		1272730				20130405		84		女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		13156190				20130408		85		女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		13173443				20130409		86		女		72		4/12/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/13								なし		4/17/13														2013-03819		LS3B3		陽性		21L858R

		13211531				20130409		87		男		72		3/27/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		50				なし				なし		PS0		5.5						T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		不整脈,肺炎,膿胸		死亡		5/12/13		他病死						なし		5/12/13														2013-03650		R

		13171378				20130409		88		女		68		2/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/18/13								なし		4/18/13														2013-03704		RS8B8		陰性

		12899670				20130412		89		男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		13216355				20130416		90		男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性

		13196702				20130416		91		男		71		4/16/13		未施行		未施行		吸っていた		15		65		15				なし				なし				2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/23/13								なし		4/23/13														2013-03982		LS3		陰性

		13159394				20130422		92		男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		13203040				20130422		93		男		79		3/22/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/1/13								なし		5/1/13														2013-04190		RS2

		13197903				20130423		94		男		63		3/13/13		陽性		陽性		吸っていた		20		62		50				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		あり		あり				なし		なし		生存		8/13/13								なし		8/13/13														2013-04218		RS8		陰性

		13120757				20130426		95		男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		13183384				20130426		96		男		77		3/1/13		陰性		陽性		吸っていた		20		51		60				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		5/29/13								なし		5/29/13														2013-04378		RS8		陰性				陰性

		11675999				20130507		98		男		67		2/19/13		陰性		陽性		吸っていた		20		57		80				あり		食道		なし		PS0		2.3						T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/14								あり				8/13/13		PS0		distant		肺						2013-04613		LS8		陰性				陰性

		13229767				20130507		99		女		48		4/4/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		7/14/13								なし		7/14/13														2013-04629		LS8		陰性

		13230722				20130513		100		女		48		4/12/13		陰性		陽性		吸っていた						3		2		なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		創部感染		生存		6/19/13								なし		6/19/13														2013-04818		LS6		陽性		19

		13217181				20130513		101		男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		12494505				20130513		102		女		51		5/13/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/21/13								なし		5/21/13														2013-04828		LS4		陽性		19

		12564260				20130617		103		男		70		6/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		50		10				なし				なし		PS0		1.2						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/5/13								なし		7/5/13														2013-06219		Rs1

		13290962				20130705		104		男		71		6/12/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/11/13								なし		7/11/13														2013-07030		LS6						陰性

		13301271				20130716		105		女		76		6/21/13		陽性		陽性		不明										なし				なし		PS0		3.3		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/24/13								なし		7/24/13														2013-07402		LS1+2		陽性		21L858R

		13352356				20130906		106		男		52		9/6/13		未施行		未施行		吸っている		18		52		20				なし				なし		PS0		3.8		無				T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/11/13								なし		9/11/13		9/11/13												2013-09466		RS1		陰性				陰性

		12363125				20130906		107		女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		13375046				20130920		108		女		57		9/20/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/30/13								なし		9/30/13														2013-09954		LS6		陰性				陰性

		12787057				20130920		109		男		72		9/20/13		陰性		陽性		吸っていた		21		71		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/24/14								なし		1/24/14														2013-09955		RS10S9		陰性				陰性

		1315455				20130924		110		女		80		8/5/13		陽性		陰性		吸っていた		18		30		20				なし				なし		PS0								T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/3/13								なし		10/3/13														2013-10019		RS2		陽性		19

		9949755				20130924		111		男		76		8/30/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS1		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		6/27/14								あり				3/5/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-10074		LS5B5		陰性

		13378452				20130927		112		男		40		8/19/13		陽性		陽性		吸っていた		20		30		10				なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/7/13								なし		10/7/13														2013-10191		LS1+2		陽性		19

		2306425				20131001		113		女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		11361838				20131115		114		男		78		11/15/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12003		RS1B1

		13445125				20131115		115		男		68		10/24/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				なし		PS0		5.5		無				T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-11995		RS8-10		陰性

		12848838				20131115		116		男		65		11/15/13		陰性		陰性		吸っていた		18		64		20				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12025		LS1+2		陰性				陰性

		13415781				20131118		117		女		69		10/1/13		陽性		陽性		吸わない										なし				同時多発		PS0		4.2		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/28/13								なし		11/28/13														2013-12106		RS1		陽性		21L858R

		13399530				20131119		118		女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		11526578				20131119		119		男		71		3/9/10		未施行		未施行		吸っていた		23		70		8				なし						PS1		1.2		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/25/13								なし																2010-02601		RS1		陰性				陰性

		1742760				20131122		120		女		54		11/22/13		未施行		未施行		吸っている		20		54		20				あり		腎臓		なし		PS0		1		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/14								なし		4/19/14														2013-12296		RS5		陰性				陰性

		3452980				20131125		121		女		72		11/25/13						吸わない										なし				なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		12/1/13								なし		12/1/13														2013-12349		RS6		陽性		19

		4864077				20131125		122		男		74		11/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		66		30				あり				なし		PS0		1.6		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/19/13								なし		12/19/13														2013-12371		RS9,10		陰性

		13429960				20131129		123		男		68		10/9/13		未施行		未施行		吸っている		25		68		30				なし				なし		PS0		2.4		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/8/13								なし		12/8/13														2013-12577		LS1+2		陰性				陰性

		13445141				20131129		124		女		70		11/29/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								なし		12/4/13														2013-12569		RS9-10		陰性

		5681782				20131129		125		女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		13382689				20131203		126		男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		13392722				20131206		127		女		71		9/10/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12865		RS2		陰性				陰性

		13416338				20131206		128		男		69		12/6/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				同時多発		PS0		1.5		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12864		LS1+2		陰性				陰性

		682497				20131206		129		女		69		10/9/13		陽性		陽性		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.6		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12915		RS8		陰性				陰性

		645877				20131210		130		男		75		12/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		35		40				なし				なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/18/13								なし		12/18/13														2013-12985		RS10		陰性				陰性

		492280				20131210		131		男		66				陽性		陽性		吸っている		20		66		15				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/17/13								なし		12/17/13														2013-13044		RS6		陰性

		10197767				20131213		132		男		84		10/30/13		陽性		陽性		吸っていた		18		67		60				なし				同時多発		PS0		1.4		無				T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2013-13191		LS3

		13446865				20131217		133		男		84		12/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		54		15				あり		前立腺		なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/12/14								なし		2/12/14														2013-13253		RS2		陰性				陰性

		8742189				20131217		134		男		62		9/12/11		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				異時多発		PS0		1.3		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2011-09831		R		陰性				陰性

		13451796				20131217		135		女		52		11/7/13		陽性		陽性		吸っていた		23		26		20				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/26/13								なし																2013-13324		RS2		陽性		21L858R

		13461201				20131220		137		男		73		11/20/13		陽性		陽性		吸っていた		21		71		20				あり		胃		なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,その他		生存		5/31/14								なし		5/31/14														2013-13500		LS9,10		陰性

		13388652				20131220		138		男		85		9/6/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/4/14								なし		1/4/14														2013-13447		LS6

		5064449				20131227		139		男		66		12/27/13		陰性		陰性		吸っていた		20		65		10				なし				なし		PS0		2.6		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/26/14								あり				6/3/14		PS4		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓				2013-13690		LS1+2		陰性				陰性

		12297742				20140106		140		男		67		1/25/11																				異時多発										T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC						なし		なし						なし		生存		1/18/14						本院最終受診日		なし		1/18/14														2014-00048		RS9

		13438080				20140107		141		男		69		10/23/13		陽性		陽性		吸っていた		20		61		20				なし				なし		PS0		1.5		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/15/14								なし		1/15/14														2014-00060		RS5		陽性		19

		13475644				20140114		142		女		75		1/14/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/21/14								なし		1/21/14														2014-00276		RS3		陽性		21L858R

		2098911				20140117		143		女		67		1/17/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/27/14								なし		1/27/14														2014-00441		RS2		陽性		21L858R

		13475520				20140117		144		女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		13490864				20140121		146		男		77		1/21/14		未施行		未施行		吸っていた		20		77		20				なし				なし		PS0		1.6		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00577		LS10		陰性

		13494304				20140121		147		女		50		12/18/13		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00601		RS10		陽性		19

		13471185				20140121		148		男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		13423180				20140124		149		男		51		10/30/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		20				なし				なし		PS1		2.5		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		膿胸		生存		3/10/14								なし		3/10/14														2014-00770		RS8		陰性				陰性

		9191020				20140124		150		男		76		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				あり		甲状腺,前立腺		同時多発		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/5/14								なし		2/5/14														2014-00808		RS3		陰性				陰性

		7080042				20140128		151		男		70		1/9/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/4/14								なし		2/4/14														2014-00917		RS5		陰性

		13497656				20140131		152		女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		13426880				20140131		153		女		68		12/25/13		陰性		陽性		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/7/14								なし		2/7/14														2014-01026		RS1		陰性				陰性

		13509166				20140204		154		男		57		1/10/14		陽性		陰性		吸っていた		20		57		15				なし				同時多発		PS0		2.4		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		2/11/14								なし		2/11/14														2014-01144		RS4		陽性		18

		13471215				20140207		155		女		67		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										あり		胃		同時多発		PS0		2.9		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/13/14								なし		2/13/14														2014-01329		LS1+2		陽性		21L858R

		13502757				20140207		156		女		60		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.7		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/14/14								なし		2/14/14														2014-01330		RS1		陽性		21L858R

		13524050				20140210		157		男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		13525625				20140214		158		男		67		1/16/14		未施行		未施行		吸っていた		30		62		20				なし				なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		6/24/14								なし		6/24/14														2014-01585		RS6,S7,S10		陽性		19

		13499454				20140214		159		女		77		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		18		40		10				なし				なし		PS1		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/26/14								なし		2/26/14														2014-01566		RS1		陽性		19

		13498750				20140214		160		女		62		1/7/14		陽性		陽性		吸っていた						30				なし				なし		PS0		2.4						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01541		RS1		陰性

		12401876				20140214		161		女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		13515549				20140218		162		男		74		2/18/14		未施行		未施行		吸っていた		18		74		20				なし				なし		PS0		3.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/25/14								なし		2/25/14														2014-01710		RS2		陰性

		13483183				20140225		164		女		78		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		18		20		2				なし				なし		PS0		3.2		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/6/14								なし		3/6/14														2014-01938		RS3		陽性		21L858R

		9916121				20140225		165		女		80		1/24/14		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		3/2/14								なし		3/2/14														2014-01965		LS6+9+10		陽性		19

		13496838				20140228		166		女		23		2/28/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/11/14								なし		3/11/14														2014-02114		LS1		陰性				陽性

		13550271				20140228		167		女		63		2/28/14		未施行		未施行		吸っていた		2		20		21		2		なし				同時多発		PS0		1.7						T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		3/7/14								なし		3/7/14														2014-02132		LS3		陽性		19

		13536953				20140304		168		女		58		1/27/14		未施行		未施行		不明										なし				異時多発		PS0		6						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/16/14								なし		5/16/14														2014-02267		Rs2		陽性		21L858R

		13503320				20140307		169		男		71		1/8/14		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS0		2.8		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-02438		RS3		陰性

		10992419				20140307		170		男		72		3/7/14		未施行		未施行		吸っていた		20		55		40				なし				なし		PS0		2.7						T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		肺炎		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-02387		LS6		陰性

		13539510				20140307		171		女		77		3/7/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/13/14								なし		3/13/14														2014-02439		LS1+2		陽性		21L858R

		1855107				20140311		172		女		81		2/12/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		5.3		無				T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/19/14								なし		3/19/14														2014-02502		RS4		陽性		19

		13507635				20140314		174		男		73		1/20/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		20				あり		膀胱,前立腺		なし		PS1		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/27/14								なし		3/27/14														2014-02721		RS		陰性				陰性

		13566372				20140314		176		女		79		2/24/14						吸わない										なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/24/14								なし		3/24/14														2014-02672		LS3

		13562997				20140314		177		女		61		3/14/14		未施行		未施行		吸っていた		20		28		20				なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/23/14								なし		3/23/14														2014-02693		RS4		陽性		21L858R

		13555850				20140317		178		男		72		2/13/14		未施行		未施行		吸っていた		25		42		30				なし				なし		PS0		2.1						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02752		Ls1+2		陰性

		13552878				20140318		179		女		67		2/18/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02790		RS7		陽性		19

		13541590				20140318		180		男		69		2/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		37		20				なし				なし		PS0		3.7		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14														2014-02789		RS5		陰性				陽性

		10899788				20140328		182		女		68		3/28/14		未施行		未施行		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/3/14								なし		4/3/14														2014-03220		LS3		陽性		19

		12722818				20140328		183		女		74		3/28/14		未施行		未施行		吸っていた		25		71		30				なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/8/14								なし		4/8/14														2014-03282		RS1

		13562725				20140401		184		男		84		2/24/14		未施行		未施行		吸っている		20		83		10				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/28/14								なし		4/28/14														2014-03352		LS9

		13582696				20140411		188		女		71		3/12/14		陽性		疑陽性		吸っていた		38		69		2				なし				なし		PS0		3.5		無				T3		N0		M0		StageⅡB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-03784		LS3		陽性		19

		13588970				20140411		189		男		77		3/17/14		陰性		陽性		吸っていた		20		56		60				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		2.2		無				T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		4/22/14								なし		4/22/14														2014-03836		LS3		陰性

		12339291				20140418		190		女		69		4/18/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/25/14								なし		4/25/14														2014-04011		RS8

		13434492				20140425		192		女		64		4/25/14		未施行		未施行		吸わない										あり		その他		同時多発		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/2/14								なし		5/2/14														2014-04283		LS8		陽性		21L858R

		13602530				20140502		193		男		65		4/4/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.8						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/8/14								なし		5/8/14														2014-04483		RS1		陰性

		11577296				20140502		194		女		63		5/2/14		陰性		陰性		吸っていた		25		58		40				なし				なし		PS0		2.6						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/9/14								なし		5/9/14														2014-04508		RS9-10		陰性

		13612897				20140502		195		女		56		5/2/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/12/14								なし		5/12/14														2014-04482		LS9

		13609497				20140509		196		男		55		4/15/14		陽性		陽性		吸っていた		22		40		15				なし				なし		PS0		4.6		無				T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/23/14								なし		5/23/14														2014-04648		RS7		陰性

		13595488				20140509		197		男		54		3/28/14		陽性		陽性		吸っていた		20		54		10				なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/15/14								なし		5/15/14														2014-04645		RS1		陰性				陰性

		433446				20140513		199		男		81		4/2/14		陽性		陽性		吸っていた		15		75		25				なし				なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-04756		LS10

		13590605				20140520		200		男		70		4/23/14		陰性		陽性		吸っていた		18		60		60				なし				なし		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/27/14								なし		5/27/14														2014-05064		LS10		陰性

		13607940				20140523		201																																																										肺胞瘻																												2014-05207		RS

		11747744				20140523		202		男		62		5/23/14		未施行		陰性		吸っていた		20		62		20				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/2/14								なし		6/2/14														2014-05202		LS3

		13623180				20140523		203		男		60		4/28/14		陽性		陽性		吸っていた		18		32		10				なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/29/14								なし		5/29/14														2014-05251		Ls10		陽性		19

		3043193				20140527		204		女		77		5/27/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-05317		LS4

		13240043				20140603		205		男		39		6/3/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/9/14								なし		6/9/14																		陰性

		13516731				20140603		206		男		61		1/23/14		未施行		未施行		吸っていた		18		61		20				あり				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/13/14								なし		6/13/14

		13632359				20140609		208		女		55		6/9/14		未施行		未施行		吸っていた		25		55		10				なし				なし		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/17/14								なし		6/17/14

		13613834				20140610		209		男		67		4/24/14		陰性		陰性		吸っていた		20		41		25				なし				なし		PS0		2.6		有				T1b		N0		M0		StageⅠA								なし		なし				なし		なし		,		生存		6/16/14								なし		6/16/14														2014-05858		StageⅠA		陽性		21L858R

		12698232				20140610		211		男		67		5/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		10				あり		胃		なし		PS0		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/16/14								なし		6/16/14

		13643393				20140613		212		女		70		5/8/14		未施行		未施行		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/23/14								なし		6/23/14

		12063873				20140620		213		男		80		5/20/14		陽性		陽性		吸っている		20		80		20				あり		大腸		なし		PS1		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		sq						なし		なし				なし		無気肺,肺炎		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06285		StageⅠB		陰性

		13662558				20140620		214		女		49		5/26/14		陽性		陽性		吸っていた		16		46		15				なし				なし		PS0		1.2		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-06297		StageⅠA		陰性

		11186459				20140620		215		女		63		6/20/14		陰性		陰性		吸っていた		20		63		12				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14

		11434592				20140620		216		男		66		4/18/14		陽性		陽性		吸わない		25		63		30				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/1/14								なし		7/1/14														2014-06348		StageⅡA		陰性

		13030332				20140624		217		女		79		3/14/14		陽性		陽性		吸わない										あり		肝臓		なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/4/14								なし		7/4/14														2014-06408		StageⅠB		陰性

		13586705				20140624		218		男		77		6/24/14		未施行		未施行		吸っていた		20		50		60				なし				なし		PS0		4.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/14/14								なし		7/14/14														2014-06407		StageⅠB

		13650942				20140627		219		男		66		5/26/14		陽性		陽性		吸っている		24		66		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06626		StageⅠA		陰性

		13190976				20140701		220		女		51		7/1/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/8/14								なし

		13662380				20140701		221		男		77		5/26/14		未施行		未施行		吸っていた		20		70		18				あり		前立腺		なし		PS0		3.8		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/17/14								なし		7/17/14														2014-06740		StageⅢA

		13649340				20140701		222		女		52		5/21/14		陽性		陽性		吸っている		20		52		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/6/14								なし		7/6/14																		陰性

		13073678				20140708		223		女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発,異時多発,		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		,		生存		7/15/14								なし		7/15/14														2013-02009		StageⅠB		陰性
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		1		18						11193498		1204514		20120423		垣花 カキハナ										1		女		48		11/16/38		手術例				垣花		3/29/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		156.8		64				咳,痰						なし				吸わない										なし																												なし				16		1.3		10.3																2.99		112.8		2.15		75.97								PS0		右		上		3.5		有		3.3		T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																														なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/2/12								なし																										4/23/12						1		338		105		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-04514		RS3		peri		2.4		2.4		2.2		－		－		0				0		0						未検		0		R0		Preinvasive				mod,Acinar,Papillar												－				－								－												－								－				－

		2		18						12779984		1204187		20120416		佐治 サジ										2		女		51		3/19/61		手術例				佐治		4/16/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		158		45				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				11.7		0.9		11.4																3.06		116		2.08		67		102		39		7.472		PS0		右		上		6.7		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2b		N0		M0		StageⅡA		大きさ																		ad				6/1/12						なし				なし				なし																						6/1/12		CDDP,VNR				3/26/14		イレッサ																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/4/14								あり				2/19/14		PS0		distant		その他		子宮内膜														4/16/12						1		261		170		なし		右		上中		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2b		N0		M0		StageⅡA								2012-04187		RS1,3,4,5		peri		6.7						＋		＋		2				0		0				胸水なし		陽性		2		R0		ad				mod,poor,Acinar		Papillar,BAC										－		－				－										＋								＋								＋				－

		3		19						12769059		1203695		20120403		萩原 ハギワラ										3		女		74		5/11/37		手術例				萩原		1/25/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		147.5		52.8				なし						なし				吸っていた		20		74		40				なし																												なし				3.4																				1.42		67.3		1.12		76.71		78.6		43.4		96		PS0		左		下		3.7		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB																				ad										なし				なし				なし																														なし																				なし										なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/19/12								なし																										4/3/12						1		197		50		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-03695		LS6+10		peri		4.5		4		2		－		－		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				mod,Acinar,Papillar																																												－				－								－

		4		19						12766920		1203361		20120327		吉田 ヨシダ										4		女		71		1/6/41		手術例				吉田		3/5/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		157		63				胸部異常陰影						肺結核				吸わない										あり		乳腺				2008		他癌先行																								1.9		1.9		10.2																2.25		98.3		1.75		90.2		83		42.1		96		PS0		右		中		3.3		無				T2		N1		M0		StageⅡA																T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ						#12												ad				3/3/13						なし				なし				なし																				有								3/3/13		イレッサ																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		8/29/13								あり				2/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）																3/27/12						1		176		78		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N1		M0		StageⅡA		T2a		N1		M0		StageⅡA								2012-03361		R				2.7		2		2		＋		＋		2				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		ad																						－				－														＋								－

		5		19						12080468		1203261		20120323		萩原 ハギワラ										5		女		42		8/15/69		手術例				萩原		3/23/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行								胸部異常陰影						なし				吸っていた		20		40		20				なし																																11.2		2.2		7.1																3.6		122.9		2.89		80.73		94.8		41.7		99.1		PS0		左		上		1.3		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad				2/13/14						なし				なし				なし																				有								2/13/14		CBDCA,PEM																				なし						なし				なし		あり												なし				なし				なし		生存		2/21/14								あり				1/27/14		PS0		local		肺,悪性胸水・播種																3/23/12						1		177		50		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2012-03261		LS3B3				1.3		1.3		1.2		＋		＋		2				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				mod,poor,Papillar																								－												－		－		－				－

		6		19						12765665		1203571		20120330		吉田 ヨシダ										6		男		70		12/25/41		手術例				吉田		3/14/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		162		57				胸部異常陰影						なし				吸っていた										なし																																																				3.37		105.3		2.07		61.4		78.4		47.5		97		PS0		左		上		2.5		有		1.2		T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad				5/9/12						なし				なし				なし																				有		5/9/12		TS-1						なし																				なし						なし				なし		あり												なし				なし				なし		生存		6/20/12								なし		6/20/12																								3/30/12						1		235		120		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-03571		LS1+2B1+2		peri		2.2		2		1.7		－		－		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				well,Papillar																						－		－												－		－										－								－		－

		7		19						5229103		1203662		20120402		佐治 サジ										7		男		80		8/19/31		手術例		新規入院		佐治		4/2/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		151		59				胸部異常陰影						肺線維症				不明										なし																																2.3		1.5								2.1										3.24		114		2.29		72								PS1		右		下		0.5		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				sq										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/8/12								なし																										4/2/12						1		92		0		なし		右		下		部分						なし				完全切除		ND0		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2012-03662		RS10		peri		1		0.8		0.7		－		－		0				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		sq				mod

		8		19						12714629		1202224		20120228		佐治 サジ						21x3				8		女		76		11/3/35		手術例				佐治		1/25/12				陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		陰性		未施行		施行		156		69				胸部異常陰影						なし				吸っていた		35		75		20				あり		乳腺				10/10/11		同時性																								2.5		1.3		8.9																2.19		100		1.55		73		83		40		99		PS0		右		上		5.2		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2b		N0		M0		StageⅡA		大きさ																		ad				5/11/12						なし				なし				なし																				有		5/11/12		CDDP,VNR				4/12/13		イレッサ				6/28/13		CBDCA+PEM		1/23/14		DTX										なし						なし				なし		あり		TRIPLE										なし				なし				なし		生存		1/28/14								あり				3/29/13		PS1		distant		肺				5/10/13						播種						2/27/12						1		236		378		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2b		N0		M0		StageⅡA								2012-02224		RS1B1		peri		5		4		4		＋		＋		0				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		ad				mod,Acinar,Papillar												＋				＋				－				－				－								＋								－

		9		19						12591411		1202702		20120309		吉田 ヨシダ						21x3				9		男		72		2/28/40		手術例		新規入院		吉田		3/9/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		161		63				胸部異常陰影						肺線維症				吸っていた		20		58		40				なし																																2.7		3.3		13.4																3.55		112.7		1.92		54.1		70.4		39.6		94		PS1		左		上		2.7		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/20/12								なし																										3/9/12						1		234		258		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N2		M0		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA								2012-02702		LS3				2.8		1.8		1.5		＋		＋		1				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		sq,adsq																										＋		＋														＋										－								－		＋

		10		19						12709331		1201547		20120210		佐治 サジ										10		女		57		9/10/54		手術例		新規入院		佐治		2/10/12				陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		156		45				胸部異常陰影						なし				吸っていた										あり		乳腺				2004		他癌先行																								5.4		2.3		11.7																3.27		130		2.33		73		80		49		98		PS0		右		上		3.5		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB																				ad										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/11/12								なし		6/11/12																								2/10/12						1		190		144		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N2		M0		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA								2012-01547		RS1B1		peri		3.3		3		2.5		＋		＋		0				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		ad				mod,Acinar,Papillar												－												－												－								－														－

		11		19						12672934		1201375		20120207		萩原 ハギワラ						21x3				11		女		70		2/1/42		手術例		新規入院		萩原		2/7/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		154.2		55				胸部異常陰影						その他		虫垂炎		吸わない										あり		大腸				2006		他癌先行																								1.7		1.4		12.7																2.75		120.6		2.18		79.27								PS0		左		下		2.1						T2		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/22/12								なし																										2/7/12						1		233		100		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N2		M0		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA								2012-01375		LS9B9		peri		2		1.5		1.2		－		－		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				well,Papillar																－				－																－		－						－				－		－						－

		12		19						12747608		1202819		20120313		垣花 カキハナ										12		男		59		2/28/52		手術例				垣花		2/17/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		167.3		55.5				胸部異常陰影						なし				吸っていた		18		59		20				なし																																5		1.6		7																3.1		96.9		2.19		64.99								PS0		左		上		3.5		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/21/12								なし																										3/13/12						1		324		20		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-02819		LS1+2B1+2		peri		4		3		3		＋		＋		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				poor,Acinar,Papillar																																				－		－		－								－								－		－

		13		19						6633226		1201849		20120217		佐治 サジ										13		男		80		8/15/31		手術例		新規入院		佐治		12/1/11				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				陽性		未施行		未施行		未施行		155		54				胸部異常陰影						肺気腫,高血圧,心疾患				吸っていた		18		80		30				あり		前立腺				2008		他癌先行																								5.7		4.3								4.2										2.62		90		2.07		77		83		33		97		PS1		左		下		3.5		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		sq										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				肺胞瘻,肺炎				あり		死亡		3/18/12		術死						なし																										2/17/12						1		208		45		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND1a		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-01849		LS9		peri		3.5		3		2.5		＋		＋		1				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		sq				mod																				－		－

		14		19						12709560		1201347		20120207		垣花 カキハナ										14		女		67		10/15/44		手術例				垣花		2/7/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		149.6		49.1				胸部異常陰影						高血圧				吸っていた		27		67		20				あり		大腸				2006		他癌先行																								50.2		1.9		10.4																2.55		113.3		1.66		65.1		72		44.2		96.6		PS0		右		下		2.5		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				sq										なし				なし				なし																				有		4/11/12		CDDP,VNR						なし																				なし						なし				なし		あり												なし				なし				なし		生存		7/17/12								なし		6/19/12																								2/7/12						1		180		11		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T2a		N0		M0		StageⅠA								2012-01347		RS7-10B7-10		peri		2.2		2		0.8		＋		＋		0				0		0				胸水なし		陰性		1		R0		ad				poor												＋						－																														－				－						＋

		15		19						12619634		1201346		20120207		吉田 ヨシダ										15		男		70		1/16/42		手術例		新規入院		吉田		2/7/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		155		73				胸部異常陰影						高血圧,その他		胸腹部大動脈瘤		吸っていた		30		70		60				なし																																1.9																				3.5		113.6		2.19		62.6								PS1		左		下		2.6		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/17/12								なし																										2/7/12						1		261		180		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-01346		LS9B9		peri		1.5		1.2		1		－		－		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		sq				mod																				－																		－						－												－

		16		19						12747764		1204512		20120423		萩原 ハギワラ										16		男		62		5/29/49		手術例		他院診断		萩原		2/16/12				陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		164		70				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		61		50				あり		前立腺				2010		他癌先行																				なし				1.6		4.3								2.2										3.99		117		2.31		600		101		29.9		97.8		PS0		右		上		6		無				T2		N1		M0		StageⅡB																T2b		N1		M0		StageⅡB		大きさ																		sq				4/3/13						なし				なし				なし																												4/3/13		CDDP,GEM				6/10/13		DOC																								なし		なし												なし				気管支断端瘻				なし		死亡		7/2/13		癌死						あり				3/4/13		PS0		distant		肝臓																4/23/12						1		393		81		あり		右		上		葉切		sleeve				なし				完全切除		ND2a-2		T2		N1		M0		StageⅡB		T2a		N1		M0		StageⅡB								2012-04512		RS2,3		cent		5.8		4		2.4		＋		＋		0				0		0						未検		1		R0		sq				well,mod												－										＋		＋												－								－														＋

		17		19						12806825		1204529		20120424		萩原 ハギワラ										17		女		66		7/4/45		手術例		新規入院		萩原		4/24/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		148.7		61				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						気管支拡張症				吸わない										なし																												なし				2.6		1.2		11.2																2.29		101.8		1.55		68.28		61.3		49.4		90.2		PS0		右		上		2.5		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																														なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/29/12								なし																										4/24/12						1		167		30		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-04529		RS2		peri		2.5		1.6		1.5		－		＋		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				well,Papillar												－												－												－																						－

		18		20						12716745		1202239		20120228		萩原 ハギワラ										18		女		69		1/1/43		手術例		新規入院		萩原		2/6/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		158.4		45.5				胸部異常陰影						なし				吸わない										なし																																5.6		1.7		18.8																3		127.7		2.15		72.39		73.4		45.7		74.27		PS0		右		上		3		有		1.2		T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/14/12								なし																										2/28/12						1		142		70		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-02239		RS3B3		peri		3		2		1		－		－		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				well,Acinar,Papillar												－				－								－				－								－								－

		19		20						12735464		1202531		20120306		萩原 ハギワラ										19		女		69		4/25/42		手術例		新規入院		萩原		2/10/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		145.6		54.5				胸部異常陰影						その他		虫垂炎、甲状腺腫		吸っていた		20		30		5				なし																																2.9		1.4		10.4																2.35		108.8		1.68		71.19		71.8		45.1		95.8		PS0		右		上		4.1		有		1.7		T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/25/12								なし																										3/6/12						1		236		50		なし		右		上		葉切						肺部切		S6		完全切除		ND2a-2		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-02531		RS1		inter		4		3.5		3		－		－		0				0		0				未検		未検		0		R0		ad				well,Papillar												－				－																				－								－

		20		20						12750161		1202707		20120309		垣花 カキハナ										20		女		74		4/2/37		手術例		新規入院		垣花		3/9/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		153		56				胸部異常陰影						なし				吸わない										なし																																1.7		1.3		9.4																2.51		114.6		1.79		73.06								PS0		右		下		1.5		有		0.5		T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/16/12								なし																										3/9/12						1		206		56		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2012-02707		RS9B9				1.6		1.2		1		－		－		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				well,Papillar												－												－																				－				－										－

		21		20						11400272		1203072		20120316		佐治 サジ										21		男		69		2/11/43		手術例		新規入院		佐治		3/16/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		167		57				胸部異常陰影						肺気腫				吸っていた										あり		大腸				12/9/08		他癌先行																								2.6		2.8		10.6																3.93		118		1.43		41		98		32		97		PS1		右		上		1.4		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/21/12								なし																										3/16/12						1		156		75		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND1b		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2012-03072		RS2		peri		4.5		1.3		0.6		＋		－		2				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		ad				poor,Papillar												－																																				－										－

		22		20						12690312		1202143		20120224		佐治 サジ										22		男		53		12/23/58		手術例				佐治		12/26/11				未施行		未施行		未施行		未施行		陰性		陰性		4R		未施行		未施行		陽性		施行		168		55				胸痛						なし				吸っていた		20		46		30				なし																																1.8		2.7		8.4																4.2		114.8		2.95		73								PS0		左		上		3.5		無				T2		N2		M0		StageⅢA																T2a		N2		M0		StageⅢA		大きさ						#5,#6												ad										なし				なし				なし																				有		4/11/12		CDDP,VNR						なし																				なし						なし				なし		あり												なし				肺胞瘻				なし		生存		5/17/13						本院最終受診日		なし		11/21/12																								2/24/12						1		238		150		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N2		M0		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA								2012-02143		LS1+2		peri		4		3.5		3.2		＋		＋		1				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		sq,ad				poor,Papillar																						＋		－												＋		＋		＋				－		－										－		－

		23		20						6965229		1201599		20120210		佐治 サジ						21x3				23		男		71		9/10/40		手術例		新規入院		佐治		12/14/12				陽性		疑陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		161		69				胸部異常陰影						肺気腫,肺線維症,糖尿病,高血圧				吸っていた										なし																																1.4				13.9								41.1								2.2		72		1.73		75		86		44		98		PS0		右				7.5		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2b		N0		M0		StageⅡA		大きさ																		ad										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		死亡		5/1/12		他病死		間質性肺炎				なし																										2/10/12						1		238		100		なし		右		上		葉切						肺区切		右S6部分切除		完全切除		ND2a-2		T2		N1		M0		StageⅡB		T3		N1		M0		StageⅢA								2012-01599		RS1,2B1,2		peri		7		7		2.5		－		－		0				0		0				胸水なし		陰性		1		R0		ad				mod,Acinar,Papillar												－				－												－								－								－				－

		24		20						12715331		1201652		20120214		萩原 ハギワラ										24		女		80		7/11/31		手術例		他院診断		萩原		1/23/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		154.2		50				胸部異常陰影						高血圧,その他		突発性難聴		吸わない										なし																																1.8		2.8		14.8																2.76		130.8		83.8		2.38		87.4		40.4		98.9		PS0		右		上		3.3		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad				7/10/13						なし				なし				なし																				有								7/10/13		PEM																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		7/18/13								あり				3/1/13				distant		脳																2/14/12						1		126		0		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-01652		RS1B1		inter		4.5		3		3		＋		＋		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad																										＋		－												－								－														＋

		25		20						12745907		1203037		20120316		佐治 サジ										25		男		74		3/31/37		手術例				佐治		2/16/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		陰性		未施行		未施行		160		50				胸部異常陰影						なし				吸っている		16		74		30				なし																																1.6		13								2.5										2.24		72		2.33		83		89		40		95		PS1		右		下		5.2		無				T2		N1		M0		StageⅡB																T2b		N1		M0		StageⅡB		大きさ						#12												sq										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						PDT				なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/13/12								なし		6/13/12																								3/16/12												なし		右		中下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T3		N1		M0		StageⅢA		T3		N1		M0		StageⅢA								2012-03037		RS9		peri		5.2		4.8		4.5		－		－		0				0		1		s		陰性		未検		0		R0		sq				mod												－																－								－								－				－				－

		26		20						5482070		1202500		20120305		吉田 ヨシダ						21x3				26		女		72		5/20/39		手術例				萩原		3/5/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		154		53.6				発熱						なし				吸わない										なし																																1.6		2.5																		2.88		128.6		2.28		80		86.4		40.8		100		PS0		右		中		1.4		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T2a		N0		M0		StageⅠB		PL1、PL2、葉間PL3																		ad				6/7/12						なし				なし				なし																				有		6/7/12		CDDP,PEM						なし																				なし						なし				なし		なし												なし				乳び胸				なし		生存		8/17/12								なし		8/17/12																								3/5/12						1		218		50		なし		右		中		葉切						壁側胸膜,肺部切				非完全切除		ND2a-2		T4		N0		M0		StageⅢB		T2a		N0		M1a		StageⅣ								2012-02500		RS4		peri		1.6		0.9		0.8		＋		－		2				1		0				胸水なし		未検		1		R2		ad				mod,bronchioloalveolar														－				－				－												－		－								－

		27		20						12700490		1201616		20120213		垣花 カキハナ										27		女		72		4/21/39		手術例				垣花		2/13/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		151		55				胸部異常陰影						肺気腫				吸っていた		19		72		40				なし																																10.5		1.9		13.5																2.84		60.38		1.6		129.1								PS0		右		上		1.4		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				sq										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13																								2/13/12						1		240		50		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND1a		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2012-01616		RS1B1		peri		1.5		1.3		1		－		－		0				0		0						未検		0		R0		sq				poor												－												－												－																						－

		28		20						183628		1203031		20120316		吉田 ヨシダ										28		女		68		1/6/44		手術例				吉田		2/28/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		149		47				胸部異常陰影						その他		RA、C型肝炎		吸っていた		26		30		3				なし																																4.5		1.8		11																2.67		120.8		2.21		82.8		86.4		45.2				PS0		右		上		3.3		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/24/12								なし																										3/16/12						1		134		10		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-03031		RS3B3		peri		2.5		2.5		2		＋		－		0				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		ad				mod,Acinar,Papillar												－										－		－				－								－																						－

		29		20						6000649		1201554		20120219		吉田 ヨシダ										29		男		65		10/19/46		手術例				吉田		2/10/12				陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				陰性		陰性		陽性		未施行		157		63				胸部異常陰影						なし				吸っていた		23		54		30				なし																																1.4		1.8		8.7																3.11		97.5		2.22		71.4		73.3		40.7				PS0		右		上		2.9		無				T1		N1		M0		StageⅡA																T2a		N1		M0		StageⅡA		PL1、PL2、葉間PL3																						4/4/12						なし				なし				なし																				有		4/4/12		CDDP,VNR				3/16/13		CBDCA,PTX																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/28/13								あり				2/2/13		PS0		distant		脳																2/10/12						1		349		300		なし		右		上		葉切						肺区切		S6		完全切除		ND2a-2		T1		N1		M0		StageⅡA		T2a		N1		M0		StageⅡA								2012-01554		RS2B2		hilar		3		3		2		＋		＋		0				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		adsq				mod												＋				＋				－		＋		－				－						－		－								－

		31		22						7668074		1206890		20120626		佐治 サジ						3				31		男		76		12/27/35		手術例				佐治		4/12/12				陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		169		77				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧,心疾患				吸っていた		20		76		20				なし																												なし				1.5		2.7		9						1.2										3.15		97		2.19		70		85		39		99		PS0		左		下		3.2		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		sq				8/8/12						なし				なし				なし																						8/8/12		CDDP,VNR																										なし										なし		なし												なし				なし				なし		生存		9/14/12								なし		9/14/12																								6/26/12						1		152		146		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-06890		LS9		peri		4		3.4		3		＋		＋		0				0		0						未検		0		R0		sq				poor																																												＋

		32		22						8618780		1204923		20120507		佐治 サジ						3				32		女		60		7/7/44		手術例		新規入院		梶原		3/8/05																																胸部異常陰影,その他				CTにてGGO						吸っていた						3		25		なし																										5/7/12		異時多発		あり		<3.0		0.8		23																														PS0												T1		N0		M0		StageⅠA																																																				なし				なし				なし																														なし																				なし						なし				なし		なし																				なし		生存		5/17/12								なし																										3/8/05						2								右		中		葉切						なし				完全切除		ND1		T1		N0		M0		StageⅠA																2005-02087		RS4B4		peri		0.9		0.8		0.7		－		－		0				0		0				胸水なし				0		R0		ad				well,Papillar,BAC																																																								－		－						T1

		33		22						12773013		1205783		20120529		佐治 サジ						3				33		女		70		4/12/42		手術例				佐治		5/29/12				陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性				151		55				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						脳血管疾患,その他		橋本病、サルコイドー		吸わない										なし																												なし				7.8		1.7		11.1																2.07		101		1.6		77		76		42		95		PS0		右		上		3.2		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診				9/17/13						なし				なし				なし																								CDDP,VNR						イレッサ																														なし		あり		WJOG6410L										なし				なし				なし		生存		9/30/13								あり				6/3/13		PS0		both		骨,同側リンパ節（縦隔）																5/29/12						1		237		215		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-05783		RS1		peri		2.1		2		1.5		－		＋		0				0		0						未検		0		R0		ad				Papillar												－				－				－		＋						－								－								－				＋

		34		22						12840470		1205956		20120601		佐治 サジ						2				34		女		58		3/29/54		手術例				佐治		5/10/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		145		52				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		18		33		15				なし																		左下		T1a						6/1/12		同時多発		あり		7.8		2.7		14.5																2.33		100		1.83		79		93		42		100		PS0		左		下		3.7		無				T4		N0		M0		StageⅢA																T3		N0		M0		StageⅡB				同一肺葉																NSCLC				8/1/12						なし				なし				なし																						8/1/12		イレッサ																										なし										あり		なし												なし				なし				なし		生存		8/15/12								なし		8/15/12																								6/1/12						1		199		50		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T4		N0		M0		StageⅢA		T3		N0		M0		StageⅡB								2012-05956		L				3.1		2.7		2		＋		＋		1				0		0						陰性		0		R0		ad																										－		＋														－						－				－				－				－		－

		35		22						12163894		1204689		20120427		佐治 サジ						3				35		女		74		11/10/37		手術例				佐治		4/27/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		145		38				胸部異常陰影（それ以外）						心疾患				吸わない										あり		甲状腺				11/8/10		他癌先行										右下		T1a								同時多発		なし		1.5		1.4		12.3																1.62		85		1.33		81		91		39		100		PS0		左		上		2.5		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																														なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		11/3/12								なし																										4/27/12						2		111		103		なし		左		上		部分						肺部切				完全切除		ND0		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-04689		LS3B3		peri		2.2		2		1.3		－		－		0				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		ad				well,Papillar,BAC

		36		22						10020514		1205120		20120511		吉田 ヨシダ						2				36		男		64		2/5/48		手術例				吉田		4/18/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		166		62				胸部異常陰影（それ以外）						心疾患				吸っていた						20		44		なし																												なし				1.7		8.4		14.1																3.6		106.2		2.51		70.51								PS1		右		上		5.5		無				T3		N0		M0		StageⅡB																T3		N0		M0		StageⅡB				胸壁浸潤																NSCLC																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/25/12								なし																										5/11/12						1		277		161		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T3		N0		M0		StageⅡB		T3		N0		M0		StageⅡB								2012-05120		RS				6		5.5		4		－		－		3		胸壁		0		0				胸水なし		未検		0		R0		sq				poor												－																－								－								－				－										－

		37		22						12794029		1205668		20120525		萩原 ハギワラ						3		1本溶血 ホントチ		37		男		68		1/1/44		手術例				萩原		5/22/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		159.5		53				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						心疾患				吸わない										なし																		右上		T1a		左上		T1a		5/22/12		同時多発		あり		2.6		1.9		10.7																3.73		116.9		2.31		63.29		90.3		38.8		100		PS0		右		上		3.4		有		0		T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/1/12								なし		6/1/12																								5/25/12						1		172		0		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-05668		RS				3		2		1.4		－		－		0				0		0				胸水なし		未検		0		R0		ad				well,Papillar,BAC												－												－																																		－

		38		23						12806981		1204763		20120501		佐治 サジ						3				38		男		66		12/27/45		手術例				佐治		4/12/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		169		64				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		65		7				なし																		左上		T2a						4/1/14		異時多発		あり		2.9		25.6		9.2		9.2		30												4.49		130		2.89		68		95		41		98		PS0		右		下		7.1		無				T3		N0		M0		StageⅡB																T3		N0		M0		StageⅡB				胸壁浸潤																sq				1/24/14		1/24/14				なし				なし				なし																												1/24/14		CDDP,VNR																				縦隔				根治		なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/7/14								あり				1/6/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）																5/1/12						2		209		51		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB								2012-04763		RS9B9		peri		7		7		4.2		＋		－		1				0		0				胸水なし		陰性		0		R0		sq				well												－										＋						－								＋								－								－				－

		39		23						3369943		1206309		20120612		吉田 ヨシダ						1				39		男		63		1/16/49		手術例				吉田		4/12/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		156		69				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		20		50		40				なし																												なし				2		1.2		11.8																3.28		101.9		2.2		67.5		73.1		40.2				PS0		右		下		5.2		無				T2		N1		M0		StageⅡA																T2b		N1		M0		StageⅡB		大きさ																		ad				3/14/13						なし				なし				なし																												3/14/13		CBDCA,PEM																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/22/13								あり				10/2/12		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）		対側肺														6/12/12						1		206		120		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2b		N0		M0		StageⅡA								2012-06309		RS6				5.5		4		3		＋		＋		0				0		0						未検		0		R0		ad																																－								－								－														－

		40		23						6474802		1206481		20120615		佐治 サジ						3				40		女		75		3/31/37		手術例				佐治		6/15/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性				156		56				胸部異常陰影（それ以外）						なし		1												なし																												なし				1.2																				2.06		92		1.39		70		85		41		99		PS0		右		下		1.8		有		0		T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/21/12								なし		6/21/12																								6/15/12						1		200		50		なし		右		下		区域				S6		なし				完全切除		ND0		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2012-06481		RS6				1		0.8		0.6		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		ad				well												－																																－				－

		41		23						12863241		1207519		20120709		佐治 サジ						3				41		女		73		8/28/38		手術例				佐治		5/24/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		142		30				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				3.7		2.3		12.1																3.09		150		2.1		71		93		38		100		PS0		右		上		1.9		無				T1		N1		M0		StageⅡA																T1a		N1		M0		StageⅡA								#11（右s）												ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		7/15/12								なし		7/15/12																								7/9/12						1		220		37		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N1		M0		StageⅡA		T1a		N1		M0		StageⅡA								2012-07519		RS2B2		inter		2.2		1.8		1.5		＋		＋		0				0		0						陰性		0		R0		ad				poor,Papillar												－								－		－		－				－								－								－				－										－

		42		24						249335		1208106		20120724		佐治 サジ						3				42		女		77		2/2/35		手術例				佐治		7/24/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		153		50										なし				吸わない										なし																		右下		T1a						7/24/12		同時多発		あり		2.7		1.5		13.1																3.12		145		2.05		66								PS0		右		上		2.4		有		1		T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																		なし						なし				なし		なし												なし				乳び胸				なし		生存		8/7/12								なし		8/7/12																								7/24/12						1		165		0		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2012-08106		RS3B3		peri		2.5		2		1.8		－		－		0				0		0								0		R0		ad				well,Papillar												－										－		－				－								－												－										－

		43		24						12953186		1209520		20120827		萩原 ハギワラ						2				43		男		62		2/11/50		手術例		他院診断		萩原		8/4/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		163.5		77.5				胸痛						糖尿病,脳血管疾患				吸っていた		15		53		40				なし																												なし				5.9		1.8		10.8																3.38		98.5		2.42		73.56								PS0		右				2.4		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		PL1、PL2、葉間PL3																		ad				8/8/13																																										8/8/13		CBDCA,PEM,Bev				2/27/14		DOC																								なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/14/14								あり				6/28/13				local		悪性胸水・播種																8/28/12						1		239		50		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N2		M0		StageⅢA								2012-09520		RS5B5				3		2.5		2.5		＋		－		1				0		0						未検		0		R0		ad																－		＋														－								＋								－

		44		24						12974299		1210074		20120911		佐治 サジ						3		溶血 ヨウケツ		44		男		64		3/8/48		手術例				佐治		8/24/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		162		67				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし														なし																		右上		T1a						9/11/12		同時多発		あり		3		0.7		10.6																3.93		118		2.89		71								PS0		右		上		3.5						T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診				11/2/12						なし				なし				なし																						11/2/12		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				その他				なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13																								9/11/12						1		137		0		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N1		M0		StageⅡA								2012-10074		RS2B2		inter		3		2		1.5		＋		＋		0				0		0						未検		0		R0		ad				mod,Acinar												＋										－						－								＋								－

		45		24						12894554		1210299		20120911		佐治 サジ						3				45		男		70		5/15/42		手術例				佐治		7/5/12				陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行				156		42				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っている		25		70		30				なし																												なし				6.1						12.3														2.37		76		1.56		67		97		41		97				右				3.5		無				T2		N1		M0		StageⅡB																T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ						#11（右s）												ad				4/9/13		9/5/13																																								4/9/13		CDDP,CPT-11				11/6/13		DTX														その他,全脳照射(WBRT)		脳								なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/15/14								あり				3/4/13		PS0		distant		肝臓,副腎																9/18/12						1		237		176		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-10299		RS2B2		peri		3.8		3.6		3		＋		＋		0				0		0						陰性		0				CombinedLCNEC						G4										－				＋				－		＋		＋				－								－								－				－

		46		25						12984480		1210459		20120921		佐治 サジ						3				46		男		51		1/7/61		手術例				佐治		9/21/12		8/30/12		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		159		65				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		16		50		15				なし																												なし				1.2		2.3		8.5																3.15		91		2.4		76		95.1		41.4		100		PS0		右		上		1.7		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/19/12								なし		12/19/12																								9/21/12		9/19/12				1		227		131		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N0		M0		StageⅠA		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-10459		RS2B2		peri		2		2		1		－		＋		1				0		0								0		R0		ad				mod,Papillar,Acinar																						－		－				－								－								－														－

		47		25						13033480		1212178		20121106		吉田 ヨシダ						3				47		男		68		2/18/44		手術例				吉田		11/6/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		159		63				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病,高血圧				吸わない										なし																												なし				1.9		1.9		6.8																3.36		105.3		2.86		85.4								PS0		右		上		3.3		無		3.3		T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/19/12								なし		12/19/12																								11/6/12						1		161				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-12178		RS2		peri		2.4		2.3		1.3		－		＋		0				0		0						陰性		0		R0		ad				mod,Acinar,Papillar																						－		－												－																						－

		48		25						12974035		1211918		20121030		佐治 サジ						3				48		女		60		9/25/46		手術例				佐治		10/30/12				陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		155		48				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫				吸っていた		26		56		20				なし																												なし				2.8		0.6		11.3																3.13		133		2.37		77		77.1		41.4		96.6		PS0		左		上		1.9		無				T1		N1		M0		StageⅡA																T1a		N1		M0		StageⅡA																				ad				12/12/12						なし				なし				なし																						12/12/12		CDDP,VNR																																				なし		あり		JIPANG										なし				なし				なし		生存		3/14/13								なし		3/14/13																								10/30/12						1		171		0		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N0		M0		StageⅠA		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-11918		LS1+2B1+2		peri		1.9		1		1		＋		＋		1				0		0						陰性		0		R0		ad				poor,Papillar																				－		＋														－		－		－				－												－

		49		26						12989083		1211284		20121012		吉田 ヨシダ						6				49		女		36		7/12/76		手術例				吉田		10/12/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性				158		52				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				1.9		1.2																		3.51		122.7		3.13		89.4								PS0		左		下		1.1		有		0.2		T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		10/19/12								なし		10/19/12																								10/12/12						1		239		60		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2012-11284		3LS8B8		peri		1.2		0.8				－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar																								－																				－												－		－

		50		26						13019096		1212166		20121105		佐治 サジ						3				50		女		59		12/2/52		手術例				佐治		11/5/12				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		159		52				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸わない										なし																												なし				2.7		1.6		13.6																2.93		116		2.15		75		89		41		98		PS0		右		中		1.8		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		11/11/12								なし		11/11/12																								11/5/12						1		239		60		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T2a		N0		M0		StageⅠB								2012-12166		RS5B5		peri		2.5		2.5		2.3		＋		＋		0				0		0						陰性		0		R0		ad				well,Papillar												－		－														－								－								－				－										－

		51		26						13001111		1211291		20121012		佐治 サジ						2		溶血 ヨウケツ		51		男		61		2/21/51		手術例				佐治		10/12/12				陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		176		76				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		18		49		20				なし																												なし				1.3		4.5		7.2																3.47		94		2.7		75		137		37		95				左		上		3.4						T4		N1		M0		StageⅢA																T4		N1		M0		StageⅢA						縦隔浸潤														術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				その他		低髄圧性頭痛		なし		生存		10/22/12								なし		10/22/12																								10/12/12						1		301		298		なし		左		上		葉切						縦隔胸膜				完全切除		ND2a-2		T4		N0		M0		StageⅢA		T4		N0		M0		StageⅢA								2012-11291		LS3B3		peri		3.2		3		2.2		＋		－		3		縦隔		0		0						陰性		0		R1（顕微鏡的遺残）		sq				poor																						－		－								－						－						－				－								－		－

		52		26						13008450		1211896		20121029		佐治 サジ						3				52		男		75		2/11/37		手術例				佐治		10/29/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		149.5		53.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫				吸っていた						30		60		なし																												なし				12.4		1.6		11.8																2.32		80		1.35		58		78.5		39.9		97.4		PS0		左		上		2		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				NSCLC										なし				なし				なし																																																												なし		あり		JCOG0802										なし				反回神経麻痺				なし		生存		11/5/12								なし		11/5/12																								10/29/12						1		219		50		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N0		M0		StageⅠA		T2a		N0		M0		StageⅠA								2012-11896		LS1+2B1+2				1.8		1.5		1.5		－		＋		1				0		0						陰性		0		R0		sq				mod																																				－				－				－												－

		53		28						13088837				20130108		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				53		男		72		3/15/40		手術例				加藤		12/7/12				陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		163		75.5				胸部異常陰影（それ以外）						肺気腫,その他		IgA腎症		吸っていた		20		70		30				なし																												なし				5.7		3.4		16																2.65		83.1		1.33		50.19		69.8		45.1		96		PS0		右		上		2.4																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				SCLC						10/10/13																																																														縦隔				姑息						なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/4/13								あり				9/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）																1/8/13		1/5/13		1/16/13		1		218		69		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-00114		RS3		peri		2.8		2.5		2.1		＋		＋		0				0		0								0		R0		CombinedSCLC						G4										－				－						－		－												－												＋

		54		28						13086958				20130111		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				54		男		79		3/2/33		手術例				加藤		12/18/12		11/29/12		未施行		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		164.5		71				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		75		20				なし																												なし				6		5.5		11.6																2.43		78.6		1.43		61.11		76		38.1		98.2		PS0		右		上		5.1																												T2b		N0		M0		StageⅡA		大きさ																		その他		pleomorphic								なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻				あり		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13																								1/11/13		1/11/13		3/30/13		1		292		222		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T2b		N0		M0		StageⅡA								2013-00250		RS2		peri		8.5		5.8		4.4		＋		＋		1				0		1						陰性		0		R0		Pleomorphic						G4																		－		－																																				－

		55		28						8757615				20130115		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				55		男		52		12/8/60		手術例				加藤		12/20/12				陽性		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		175		73		26.05		胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		46		20				なし																												なし				2.8		2.8		8.4																4.97		130.1		3.76		77.21		93.3		37.2		98.1		PS0		右		上		4.2																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13																								1/15/13		1/11/13		1/21/13		1		236		225		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-00356		RS2+3		peri		3.8		3		2.5		－		－		0				0		0								0		R0		ad				mod,Papillar,bronchioloalveolar												－										－						－								－												－										－

		56		28						13121265				20130121		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				56		男		68		9/10/44		手術例				垣花		1/8/13		12/27/12		陽性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		168.5		69.5				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧				吸っていた		20		58		40				なし																												なし				4.3		4.6		10																3.7		110.4		2.45		67.49		81.4		40.6		7.421		PS0		左		下		3.5		無																										T2a		N2		M0		StageⅢA		大きさ						#7												ad				3/14/13						なし				なし				なし																						3/14/13		CDDP,PEM				3/31/14		CBDCA,その他		アブラキサン																												なし		あり		JIPANG										なし				なし				なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種																1/21/13		1/18/13		1/28/13		1		209				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N2		M0		StageⅢA								2013-00566		LS8				4		3.2		2.4		＋		＋		0				0		0								0		R0		adsq				poor																				－		－		－												－		－						＋						－								＋

		57		28						13121117				20130122		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				57		女		78		4/3/34		手術例				加藤		1/22/13				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		144		45				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		20		76		20				なし																												なし				3.2		2.4		13.3																2.26		111.9		1.38		63.59		91		36.8		98.7		PS0		左		下		1.3																												T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13																								1/22/13		1/18/13		1/27/13		1		173				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-00627		LS6				1.5		1.5		1		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar		Noguchi_C																				－		－																								－		－						－		－

		58		28						182664				20130128		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				58		男		60		10/1/52		手術例		他院診断		吉田		12/20/12				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		166		70				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		18		50		20				なし																												なし				4																				4.14		119.3		2.97		76.7								PS0		左		下		2.7		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13																								1/28/13		1/24/13		2/4/13		1		205		73		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-00833		LS6B6		peri		3.2		2.8		2.2		＋		－		1				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar																																												－				－										－

		59		28						13140502				20130205		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				59		男		63		2/13/50		手術例				加藤		2/5/13				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		156		56.2				咳,胸痛						高血圧				吸っている		20		63		30				なし																												なし				5.8		2.5		12																3.73		116.6		2.89		79.18		73.1		43		96.6		PS0		右		下		1.5																												T4		N0		M0		StageⅢA						同側他肺葉														ad				4/9/13						なし				なし				なし																						4/9/13		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				なし				なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14																								2/5/13		2/4/13		2/15/13		1		279		52		なし		右		中下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T4		N0		M0		StageⅢA								2013-01170		RS6		peri		2		1.8		1.5		＋		＋		2				1		0								0		R0		ad				poor																						－		－																								－								－		＋

		60		28						13133840				20130208		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				60		男		73		3/15/39		手術例		他院診断		加藤		1/10/13		1/10/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154		48.9				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		73		20				なし																												なし				4.9		5.9		11.5																2.75		91.7		2.1		71.92		90.1		42.3		96.6		PS0		右		下		2.8																												T3		N0		M0		StageⅡB				胸壁浸潤																sq										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13																								2/8/13		2/6/13		2/16/13		1		236		473		なし		右		下		葉切						胸壁				完全切除		ND2a-1										T3		N0		M0		StageⅡB								2013-01356		RS6B6		peri		3.8		3.5		2.5		＋		－		0				0		0						陰性		0		R0		sq				mod												－										－																						－								－						－

		61		28						13121010				20130218		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				61		女		75		3/25/37		手術例		他院診断		吉田		12/27/12		12/27/12		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		151		50				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧,心疾患				吸わない										あり		子宮				2005		他癌先行																				なし				1																				2.65		121.6		1.57		60.9								PS0		左		下		2.9		有		0		T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13																								2/18/13		2/14/13		2/25/13		1		169				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-01694		LS6		peri		2.8		2.5		2.5		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar																						－																－		－				－				－										－

		63		28						10884284				20130222		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				63		女		57		4/8/55		手術例				加藤		12/21/12		11/29/12		陽性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		162		42				その他				腹部不快感		なし				吸わない										なし																												なし				0.5		2.1		9.2																2.86		110		2.35		82.17		91.3		43.1		99.6		PS0		右		下		3																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		sq										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13																								2/22/13		2/20/13		3/1/13		1		134				なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-01912		RS10B10		peri		4.5		3.3		1.8		＋		＋		0				0		0								0				sq				mod												－		－										－																				－				－										－

		64		28						13152810				20130225		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				64		男		71		12/12/41		手術例		他院診断		加藤		1/28/13		1/28/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		166		46.2				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		18		71		30				なし																												なし				8.9		26.3		18.1																2.7		82.8		2.33		88.93		95.4		37.7		96.8		PS0		左		下		6.2																												T2b		N0		M0		StageⅡA		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13																								2/25/13		2/22/13		3/6/13		1		222		54		なし		左		下		葉切						他肺葉部切		舌区部切		完全切除		ND2a-1										T3		N2		M0		StageⅢA								2013-01961		LS8+9		peri		6.5		6.5		5.5		＋		＋		2				0		0								0				adwithmixsubtype				mod,Papillar,Acinar																				－		＋		－														－						＋				－		－

		65		28						13148716				20130225		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				65		男		69		3/1/43		手術例				吉田		1/25/13		1/24/13		陽性		疑陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		175		65		10.5		胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫,脳血管疾患				吸っている		20		69		15				なし																												なし				30.7		46		12.6																4.85		140.2		1.73		36.2								PS0		左		下		8.1		有		8.1		T2		N0		M0		StageⅠB																T3		N0		M0		StageⅡB				大きさ(>70mm)																sq				1/7/14						なし				なし				なし																												1/7/14		CBDCA,PTX																														なし		なし												なし				肺炎				なし		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺																2/25/13		2/21/13		3/12/13		1		271		216		なし		左		下		葉切						他肺葉部切				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB								2013-02004		LS10,6,9,8				8.5		8		7		＋		＋		0				0		0								0		R0		sq				mod																						＋														＋		－		－				－												－		－

		66		28						13166013				20130226		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				66		男		70		1/7/43		手術例		他院診断		加藤		2/7/13		2/7/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		165.4		62.3				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				6		3.7						45												4.37		133.6		3.05		71.76		85.2		40.7		96.6		PS0		右		下		3.7																												T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ						#11（右s）												ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13																								2/26/13		2/22/13		3/5/13		1		361		499		なし		右		全		葉切						なし				完全切除												T2a		N1		M0		StageⅡA								2013-02011		R				3.1		2.5		2.5		＋		＋		0				0		0						陰性		0		R0		ad				Papillar														＋		－		－		＋		＋						－								－								－				－

		67		28						13073678				20130226		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				67		女		62		9/19/50		手術例				萩原		2/26/13		11/22/12		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		156.5		54				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧,心疾患				吸っている		20		62		20				なし																										2/26/13		同時多発		あり		19		1.8		13.2																2.99		123		1.84		1.84								PS0		左		上		2.3		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13																								2/26/13		2/5/13		3/6/13		1		192						左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-02009		LS3B3				3.5		2.5		1.5		－		＋		1				0		0						未検		0		R0		ad				poor,Papillar																						－		－														－						－				－										－

		68		28						1191683				20130305		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				68		男		55		3/28/57		手術例				加藤		2/7/13		1/17/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		175		80				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		21		55		30				なし																												なし				2.4		2.6		10.5																4		106.4		2.85		72.7								PS0		右		中		3.5																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		sq										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13																								3/5/13		2/4/13		3/13/13		1		293		65		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-02300		R		peri		3.8		3		3		＋		＋		0				0		0								0		R0		sq				mod												－		－																						－								－

		69		28						13129134				20130305		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				69		女		51		3/20/61		手術例				吉田		3/5/13		1/7/13		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		161		55				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				1.2																				3.36		125.4		3.31		78.9								PS0		左		上		1.5		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診				4/19/13						なし				なし				なし																						4/19/13		CDDP,VNR																																				なし		あり												なし				なし				なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13																								3/5/13		3/2/13		3/12/13		1		297						左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-02317		LS3B3		peri		1.5		1.5		1.2		＋		＋		0				0		0								0				ad				mod,Papillar																																				－		＋		＋				－				－								－

		70		28						13140820				20130311		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				70		男		72		8/9/40		手術例				吉田		1/25/13				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		162		59.8				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫,糖尿病				吸っていた		20		72		15				なし																												なし				2.2		1.8		9.8																3.52		113		1.26		35.8								PS0		右		下		1.7		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診				6/20/13						なし				なし				なし																						6/20/13		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				なし				なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13																								3/11/13		3/6/13		4/5/13		1		242		144		なし		右		下		区域				S6		なし				完全切除		ND1b		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-02563		RS6		peri		5		2.7		1.4		－		＋		1				0		0						陰性		0		R0		adsq				mod												＋										－																						－

		71		28						13164240				20130312		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				71		男		72		12/6/40		手術例				垣花		2/15/13		2/7/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		158		64.6				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸っている		18		72		15				なし																												なし				5.5		1.6		12.5																3.67		118.8		2.42		69.14		82.3		44		97.1		PS0		左		上		3.1																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13																								3/12/13		3/8/13		3/8/13		1		255		68		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-02631		LS1+2		peri		2.5		2.5		1.2		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar																				－		－												－		－		＋				－				－								－		－

		72		28						13068100				20130312		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				72		男		59		2/14/53		手術例_術前治療あり				吉田		11/22/12		11/12/12		陽性		陽性		未施行		未施行		陽性		陽性				未施行		未施行		未施行		施行		167		62				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っている		20		59		30				なし																												なし				4.1		2.2		13.8																4.96		139.1		3.05		61.5								PS0		右		中		1.8		無				T1		N2		M0		StageⅢA																T1b		N2		M0		StageⅢA								#2,#4,#7												ad				12/19/12				12/19/12		CBDCA,PTX,Bev				なし				なし																												11/8/13		イレッサ																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁														3/12/13		3/11/13		3/28/13		1		273				なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N2		M0		StageⅢA		T1a		N2		M0		StageⅢA								2013-02573		RS4B4		peri		0.7		0.7				－		＋		0				0		0								0		R0		ad								2								－		－																						－								＋				－										－

		73		29						13105359				20130315		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				73		女		62		7/31/50		手術例				加藤		3/15/13		12/13/12		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		154		55				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		62		15				なし																												なし				6.5		1.4		8.5																2.48		103.8		1.91		78.93		66.5		44.6		92.7		PS0		右		下																														T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/20/13								なし		3/20/13																								3/15/13		3/13/13		3/20/13		1		172		50		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-02748		RS1		peri		1.5		1		0.8		－		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar												－				－						－		－																								－

		74		29						13183341				20130315		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				74		女		73		6/25/39		手術例				吉田		2/25/13		2/25/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		147		39				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				2		2.5		14.4																2.07		97.6		1.71		82.6								PS0		右		下		1.9		有		1.7		T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/24/13								なし		3/24/13																								3/15/13		3/12/13		3/24/13		1		131				なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-02749		8		peri		2.5		2		1		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar												－		－																														－														－

		75		29						13101400				20130319		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				75		女		53		2/13/59		手術例_術前治療あり				吉田		12/13/12		12/10/12		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		陽性		4R		未施行		未施行		未施行		施行		157		60				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧				吸っていた		30		53		5				なし																												なし				88.4		2.3																		2.78		107.8		2.16		78.3								PS0		右		下		4.2		無				T2		N2		M0		StageⅢA																T2a		N2		M0		StageⅢA		大きさ						#4												ad				12/28/12		1/8/13		12/28/12		CDDP,VNR				原発巣,縦隔																																																																なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13																								3/19/13		3/14/13		3/26/13		1		192		102		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N2		M0		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA								2013-02868		RS9-10		peri		2.8		2.2		1.3		－		＋		1				0		1								0				ad				mod				1b																		＋		－				＋								＋								＋								－						－

		76		29						13173605				20130322		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				76		女		56		12/17/56		手術例				吉田		2/20/13		2/14/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		155		45				咳						なし				吸っている		19		56		20				なし																										3/22/13		同時多発		あり		22.4																				3.04		121.1		1.93		63.7								PS0		右		上		3.1		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ,PL1、PL2、葉間PL3																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/27/13								なし		3/27/13																								3/22/13		3/19/13		3/27/13		1		159		50		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-03024		RS2		peri		2.5		2		1.5		＋		＋		1				0										0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－				－								－																						－

		77		29						13177066				20130325		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				77		男		74		11/27/38		手術例				加藤		2/18/13		2/18/13		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		166.5		67.3				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧,その他		不整脈		吸っていた		25		69		40				なし																												なし				14.9		2.4		12.9																3.96		123		2.29		59.17		90.8		37.3		98.1		PS0		左		上		3.3																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad				5/16/13						なし				なし				なし																						5/16/13		CDDP,VNR				4/11/14		PEM																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/17/14								あり				3/19/14		PS0		distant		副腎																3/25/13		3/22/13		4/1/13		1		250		34		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-03038		LS1+2		peri		3.5		3.5		2		＋		＋		1				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				poor,Acinar,Papillar																						＋														－		－						－				－								－		＋

		78		29						13165319				20130325		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				78		男		61		7/11/51		手術例				吉田		2/19/13		2/7/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		167		46				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っている		20		61		30				なし																												なし				3.3		6.3		11.7																4.1		118.2		3.14		76.6								PS0		右		上		4.4		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13																								3/25/13		3/22/13		3/30/13		1		205		100		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-03073		RS1		peri		3.5		3.2		1.7		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				Papillar,bronchioloalveolar																								－												－												－										－

		79		29						12763182				20130325		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				79		女		60		10/5/52		手術例				加藤		2/28/13		2/28/13		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		148		51				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸わない										なし																												なし				4		10.7		20.1																2.82		122.1		2.33		86.62		112		31.7		99.7		PS0		左		下		5.1																												T2b		N1		M0		StageⅡB		大きさ																		ad				12/6/13						なし				なし				なし																												12/6/13		イレッサ				6/21/14		タルセバ																								なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）																3/25/13		3/22/13		4/1/13		1		150				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2b		N1		M0		StageⅡB								2013-03074		LS6		peri		5.5		4.5		3.5		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar																－						－		－														－						－				－		－						－

		81		29						13166366				20130326		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				81		男		61		5/8/51		手術例		他院診断		萩原		2/7/13		2/7/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				陽性		陽性		陽性		施行		166		63.6				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						その他		13因子欠乏症		吸っている		20		61		20				なし																												なし				3.6						1.5		22												4.21		122.7		3.23		78.4								PS0		左		下		4.1		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ						#10,#11												ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13																								3/26/13		3/22/13		4/9/13		1		175		100		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N2		M0		StageⅢA								2013-03081		LS6		peri		4.5		4		3		＋		＋		0				0		0								1				adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar																						＋														－		－						＋														＋

		82		29						2478773				20130329		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				82		女		60		5/22/52		手術例_術前治療あり				吉田		1/8/13				陽性		陽性		未施行		未施行		陽性		陽性		#4R		未施行		未施行		未施行		施行		160		57				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				1.3		1.7		12.2																3.56		141.3		2.63		73.9								PS0		右		中		3.2		無				T2		N2		M0		StageⅢA																T2a		N2		M0		StageⅢA		大きさ						#4												ad				1/25/13		1/25/13		1/25/13		CDDP,VNR				原発巣,縦隔																																																																なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/8/13								なし		4/8/13																								3/29/13		3/27/13		4/8/13		1		222		67		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T3		N2		M0		StageⅢA		T3		N2		M0		StageⅢA								2013-03247						3.2		2.3		2.2		＋		＋		2				0		0								1		R0		ad				mod				1a								＋																＋								＋								－

		83		29						13195196				20130402		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				83		女		73		4/23/39		手術例				萩原		4/2/13		3/7/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154		51				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						その他		高脂血症		吸わない										なし																										4/2/13		同時多発		あり		1.3		1.7		11.1																2.57		115.8		1.81		71.83		80.7		42.6		96.3		PS0		右		上		1.3		有		0.3																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/10/13								なし																										4/2/13		3/29/13		4/10/13		1		150				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-03356		RS2		peri		2		1.2		0.5		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－												－																						－

		84		29						1272730				20130405		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				84		女		71		7/1/41		手術例				加藤		4/5/13		3/10/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		148		62.1				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸わない										なし																												なし				5.6		1.5		9.8																3.16		146.3		2.37		76.2								PS0		左		上		2.2																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				その他		adsq								なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13																								4/5/13		4/3/13		4/12/13		1		265				なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-03528		LS1+2		peri		2.3		1.8		1.3		－		－		0				0		0								0		R0		ad				mod,Acinar,Papillar																－						－		－														－										－								－

		85		29						13156190				20130408		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				85		女		73		10/20/39		手術例				加藤		2/12/13		1/30/13		未施行		疑陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		162		50.7										高血圧,脳血管疾患,その他		うつ		吸っていた		20		43		5				なし																												なし				3.3																				2.55		115.9		1.94		76.08								PS0		左		上		4.5		有		1																								T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13																								4/8/13		4/5/13		4/16/13		1		148						左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-03594		LS1+2		peri		4.3		3		2.4		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－																－								－										－

		86		29						13173443				20130409		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				86		女		72		4/7/40		手術例		他院診断		垣花		4/12/13		2/14/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		150		49				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病				吸わない										なし																												なし				0.9																				2.7		123.9		1.8		91.6								PS0		左		上		1.2		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/17/13								なし		4/17/13																								4/12/13		4/9/13		4/17/13		1		254		0		なし		左		上		部分						なし				完全切除		ND0		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-03819		LS3B3		peri		0.7		0.7				－		－		0				0		0								0		R0		ad				well,bronchioloalveolar

		87		29						13211531				20130409		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				87		男		72		2/9/41		手術例				加藤		3/27/13		3/18/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		171		66				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		70		50				なし																												なし				14.4		9.6		12.3																4.11		122.7		3.21		74.06								PS0		右		下		5.5																												T3		N1		M0		StageⅢA				大きさ(>70mm)																sq										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				不整脈,肺炎,膿胸				なし		死亡		5/12/13		他病死						なし		5/12/13																								4/9/13		4/6/13		5/12/13		1		352		216		なし		右		全		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T3		N1		M0		StageⅢA								2013-03650		R		inter		6		5.5		4		＋		＋		3		縦隔		0		0						陰性		0		R0		sq				mod																						－		＋				－								－								－				－		－						＋		－

		88		29						13171378				20130409		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				88		女		68		5/11/44		手術例				垣花		2/19/13		2/14/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		159		58				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病,高血圧				吸わない										なし																												なし				2.3																				2.51		105.5		2.09		81.96								PS0		右		下		2.7		有		1		T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/18/13								なし		4/18/13																								4/9/13		4/5/13		4/18/13		1		259		163		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-03704		RS8B8		peri		3		2		1		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－																				－												－		－

		89		29						12899670				20130412		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				89		男		76		5/1/36		手術例				加藤		7/26/12		8/16/12		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		162		53				胸部異常陰影（それ以外）						その他		間質性肺炎		不明										あり		大腸				9/1/12		他癌先行																				なし				2.5		3.5		7.2																2.45		78.3		2.22		91.74		100.6		39.5		98.6		PS1		右		下		3.3																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		sq										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13																								4/12/13		4/10/13		4/19/13		1		122						右		下		部分																																				2013-03818		RS9				2.2		2.2		1.9		－		＋		0				0		0						陰性		0		R0		sq				mod

		90		29						13216355				20130416		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				90		男		71		1/2/42		手術例				萩原		4/11/13		3/22/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行（他院）		160.8		65.4				胸痛						心疾患,その他		COPD		吸っていた		16		65		20				なし																												なし				1.1		3.2		8.5																3.15		99.1		1.74		54.89		88.1		35.9		97.6		PS0		右		上		4.5		無																										T3		N1		M0		StageⅢA				胸壁浸潤				#11（右s）												NSCLC										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13																								4/16/13		4/10/13		4/27/13		1		371		319		なし		右		上		葉切						胸壁				完全切除		ND2a-2										T3		N1		M0		StageⅢA								2013-03927		RS1,S2		peri		4.2		4		1.8		＋		－		3		胸壁		0										0		R0		sq				mod												－		－										－												－								－				－										－

		91		29						13196702				20130416		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				91		男		71		3/10/42		手術例				垣花		4/16/13		4/1/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		164		68				胸部異常陰影（それ以外）						肺気腫,腎障害(Cr≦２),心疾患				吸っていた		15		65		15				なし																												なし				17.4		3.5																		3.77		117.1		2.64		82										左		上		2.5		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/23/13								なし		4/23/13																								4/16/13		4/12/13		4/23/13		1		207		48		なし		左		上		区域						なし				完全切除		ND1b		T1		N0		M0		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-03982		LS3		peri		3.8		3.3		0.7		－		－		0				0		0								0		R0		adsq				poor																－						－		－																																		－

		92		30						13159394				20130422		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				92		男		52		1/14/61		手術例_術前治療あり				加藤		2/6/13		2/4/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		173.5		64.7				胸痛						なし				吸っていた		20		52		15				なし																												なし				29.6		8		12.5																4.24		111.3		2.45		56.45								PS1		右		上		5.3																												T3		N1		M0		StageⅢA				胸壁浸潤																NSCLC				3/1/13		3/1/13		3/1/13		CDDP,VNR				原発巣																																11/29/13		CDDP,PEM																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓														4/22/13		4/20/13		3/13/13		1		378		652		なし		右		上		葉切						胸壁				完全切除		ND2a-1										T3		N1		M0		StageⅢA								2013-04179		RS1		peri		3		2.5		1		＋		＋		3		胸壁		0		0								0				P/D_NSCLC								2																								－								－												－										＋

		93		30						13203040				20130422		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				93		男		79		9/2/33		手術例				垣花		3/22/13		4/4/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		160		64				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸わない										なし																												なし				1.8																				3.41		113.3		2.51		75.4								PS0		右		上		3.1		有		2.4		T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/1/13								なし		5/1/13																								4/22/13		4/18/13		5/1/13		1		212		100		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-04190		RS2		peri		3.5		3.5		2.5		－		－		0				0		0								0				adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																								－												－																						－

		94		30						13197903				20130423		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				94		男		63		4/3/50		手術例				加藤		3/13/13		3/11/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		170		73				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		20		62		50				なし																												なし				3.6		1.8		11.9																4.07		116.6		71.97		104.8		89.7		40.7		97.6		PS0		右		下		2.3																												T2a		N1		M0		StageⅡA																				ad										なし				なし				なし																						6/7/13		CDDP,PEM																																				あり		あり												なし				なし				なし		生存		8/13/13								なし		8/13/13																								4/23/13		4/19/13		4/29/13		1		100		2		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N1		M0		StageⅡA								2013-04218		RS8		peri		2.5		2.3		1.5		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－		＋																						－								＋								－						－

		95		30						13120757				20130426		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				95		男		72		10/28/40		手術例				加藤		1/18/13		12/27/12		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		172		80				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病,高血圧				吸っていた		19		60		30				なし																												なし				1.7		4.4		7.9																3.77		112.5		2.61		70.16		120		32.2		99.9		PS0		右		下		2.8		有																										T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ																		ad				1/17/14						なし				なし				なし																												1/17/14		イレッサ																														なし		なし												なし				その他		創感染		なし		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種																4/26/13		4/24/13				1		202		45		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N1		M0		StageⅡA								2013-04374		RS8		peri		3		2.5		1.7		＋		＋		1				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar												＋		＋								＋						－								－								－								－

		96		30						13183384				20130426		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				96		男		77		10/11/35		手術例				吉田		3/1/13		2/25/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				陽性		未施行		未施行		施行		167		77				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		51		60				なし																												なし				3.1		2.9		10.8																3.03		105.9		2.33		76.9								PS0		右		下																														T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				肺炎				なし		生存		5/29/13								なし		5/29/13																								4/26/13		4/23/13		5/29/13		1		176		25		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-04378		RS8		hilar		2.5		1.8		1.5		－		＋		0				0		0								0		R0		sq				mod														－								－																						－

		98		30						11675999				20130507		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				98		男		67		3/20/46		手術例				加藤		2/19/13		2/14/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		170		57				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		20		57		80				あり		食道				2005		他癌先行		咽頭		2010																なし				0.8		5.5		10.2																3.58		108.5		2.42		65.76								PS0		左		下		2.3																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				sq				11/19/13						なし				なし				なし																												11/19/13		CDDP,GEM																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/16/14								あり				8/13/13		PS0		distant		肺																5/7/13		5/2/13		5/13/13		1		180				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND1b										T3		N1		M1a		StageⅣ								2013-04613		LS8		peri		3.5		2.5		1.5		＋		＋		0				0		0								0		R0		sq				mod																																																－								－		－

		99		30						13229767				20130507		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				99		女		48		10/19/64		手術例		他院診断		萩原		4/4/13		4/4/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		160		59				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				1.6		1.9		10.8																3.24		119.1		2.74		82.53		107.8		41.6		98.8		PS0		左		下		1.8		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad				6/20/13						なし				なし				なし																						6/20/13		CDDP,VNR																																				なし		あり		JIPANG										なし				なし				なし		生存		7/14/13								なし		7/14/13																								5/7/13		5/1/13		5/14/13		1		270				なし		左		上		葉切						肺区切		舌区		完全切除		ND2a-2										T1a		N1		M0		StageⅡA								2013-04629		LS8		peri		2		1.7		1.7		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar																						－		－														－						－				－		－						＋		－

		100		30						13230722				20130513		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				100		女		48		8/21/64		手術例				加藤		4/12/13		4/4/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		161		45.9				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた						3		2		なし																												なし				1.7		1.2		10																3.35		122.7		2.66		80.12		106.3		36.9		98.8		PS0		左		下		2.3		有		0.4																								T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				創部感染				なし		生存		6/19/13								なし		6/19/13																								5/13/13		5/10/13		6/19/13		1		175				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-04818		LS6		peri		1.5		1.3		1		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																				－																								－				－		－						－

		101		30						13217181				20130513		吉田 ヨシダ		○		○		2本 ホン				101		男		70		1/22/43		手術例				吉田		4/24/13		3/25/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154		49				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧,その他		狭心症		吸っている		20		70		20				なし																												なし				10.1		2.6		15.6																2.2		108.6		2.2		80								PS0		右		下		3.5		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA																														なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13																								5/13/13		5/9/13		5/22/13		1		183		150		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N1		M0		StageⅡA								2013-04841		RA9		peri		3		3		2.3		＋		＋		1				0		0								0		R0		sq				mod												－				－		－		－				－																				－

		102		30						12494505				20130513		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				102		女		51		8/26/61		手術例				加藤		5/13/13		5/10/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陰性		施行		148.5		47.8				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				1.7		4.4		7.9																2.65		107.7		2.3		88.8		96.9		43.2		98		PS0		左		上		1.1		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/21/13								なし		5/21/13																								5/13/13		5/10/13		5/21/13		1		1563				なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-04828		LS4		peri		1		1		0.8		－		＋		0				0		0								0				adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar																																						－						－												－		－

		103		31						12564260				20130617		加藤 カトウ		○		○		１本 ホン				103		男		70		3/3/43		手術例				加藤		6/17/13		9/8/11		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		168		70				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		20		50		10				なし																												なし				3.2		1.2		8.2																3.83		115		3.07		79.74		81.4		33.1		96.7		PS0		右		上		1.2																												T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		7/5/13								なし		7/5/13																								6/17/13		6/15/13		6/22/13		1		246						右		上		葉切						他肺葉部切				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-06219		Rs1		peri		1.4		1.2		1		－		－		0		葉間		0										0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－										－		－												－												－										－

		104		31						13290962				20130705		加藤 カトウ		○		○		１本 ホン				104		男		71		6/24/42		手術例				加藤		6/12/13		6/6/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		165.5		73.2				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						その他		緑内障		吸わない										なし																												なし				4.8		2.6		10.3																3.27		103.1		2.5		74.18		89		38.5		97.2		PS0		左		下		2.1		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		7/11/13								なし		7/11/13																								7/5/13		7/3/13		7/11/13		1		123				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-07030		LS6		peri		1.5		1.5		1		－		－		0				0										0				ad				poor,Acinar,Papillar																						－		－																				－				－				－				－		－

		105		32						13301271				20130716		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				105		女		76		9/15/36		手術例				垣花		6/21/13		6/10/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		144		41				咳						その他		MAC症		不明										なし																												なし				1.8		2.1		10.9																1.9		93.1		1.53		81								PS0		左		上		3.3		有		1.4		T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		7/24/13								なし		7/24/13																								7/16/13		7/12/13		7/24/13		1		241		70		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-07402		LS1+2		peri		2.5		1.8		1.7		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－												－												－		－		－																		－

		106		33						13352356				20130906		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				106		男		52		8/13/61		手術例				加藤		9/6/13		7/25/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		165		65				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫				吸っている		18		52		20				なし																												なし				32.7		3		8.5																4.54		125.8		3.37		73.1		92.7		35.4		97.8		PS0		右		上		3.8		無																										T3		N0		M0		StageⅡB				縦隔胸膜浸潤																NSCLC										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		9/11/13								なし		9/11/13		9/11/13																						9/6/13		9/5/13		9/11/13		1		262		90		なし		右		上		葉切						縦隔胸膜,その他		奇静脈		完全切除		ND2a-2										T3		N2		M0		StageⅢA								2013-09466		RS1		peri		3.5		3.5		3		＋		＋		3		縦隔		0		0								0		R0		adwithmixsubtype				poor,Papillar																						－						－								－								－												－		－

		107		33						12363125				20130906		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				107		女		62		8/22/51		手術例				垣花		8/13/13		8/3/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		147		62				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		59		20				なし																												なし				4.6																				2.4		104.3		1.83		76.3								PS0		右		下		1.6		有		1.5		T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13																								9/6/13		9/3/13		9/13/13		1		295		103		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-09475		RS10		peri		1.8		1.3		1.3		－		＋		1				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar														－								－		－												－								－														－

		108		33						13375046				20130920		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				108		女		57		3/6/56		手術例				加藤		9/20/13		8/15/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性				157		44				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸わない										なし																												なし				2.1		2.7		12.1						0.8										3.14		124.6		2.17		70		101.4		35.2		98.5		PS0		左		下		2.3		有		1.9																								T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		9/30/13								なし		9/30/13																								9/20/13		9/19/13		9/30/13		1		143		8		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-09954		LS6		peri		2.3		1.5		1		－		－		0				0		0								0				adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar																						－																						－								－				－		－

		109		33						12787057				20130920		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				109		男		72		12/5/40		手術例				垣花		9/20/13		3/21/13		陰性		陽性		陰性		陰性		陰性		陰性				陰性		陰性		陰性		施行		171		69				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						心疾患				吸っていた		21		71		20				なし																												なし				1.6		1.3		10																5.1		153		3.2		65.6								PS0		左		下		3.4		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診				11/14/13						なし				なし				なし																						11/14/13		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/24/14								なし		1/24/14																								9/20/13		9/17/13		10/1/13		1		251		10		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-09955		RS10S9		peri		6.5		3.5		2.5		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																																						－						－				－				－						－

		110		33						1315455				20130924		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				110		女		80		11/8/32		手術例				加藤		8/5/13		8/20/13		陽性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		150.2		59.4				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧				吸っていた		18		30		20				なし																												なし				3.5		4.1		11.4																2.2		107.8		1.6		75.12		90.8		35.1		97.7		PS0		右		上																														T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		10/3/13								なし		10/3/13																								9/24/13		9/20/13		10/3/13		1		161		13		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2b		N0		M0		StageⅡA								2013-10019		RS2		peri		3.5		3.5		2.5						0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar										－																－								－

		111		33						9949755				20130924		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				111		男		76		5/2/37		手術例				垣花		8/30/13		8/8/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		161		55		84.9		胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病				吸っていた		20		70		40				なし																												なし				6.4				13.6								62.2								2.37		83.7		1.62		68.4								PS1		左		上		1.9		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				その他		sm		4/25/14						なし				なし				なし																												4/25/14		CBDCA,VP-16(ETP)																														なし		なし												なし				肺胞瘻				なし		生存		6/27/14								あり				3/5/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）																9/24/13		9/20/13		10/7/13		1		192				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-10074		LS5B5		peri		2		1.5		1.5		＋		－		0				0										0		R0		sm						G4																				－																										－								－		＋

		112		33						13378452				20130927		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				112		男		40		9/21/73		手術例				垣花		8/19/13		8/19/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		171		74				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		30		10				なし																												なし				3.3		1.8		9.7																6.06		152.3		4.93		81.3								PS0		左		上		2.5		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		10/7/13								なし		10/7/13																								9/27/13		9/24/13		10/7/13		1		242		336		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-10191		LS1+2		peri		2		2		1.6		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－														－		－										－										－

		113		33						2306425				20131001		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				113		女		65		7/18/48		手術例				加藤		9/3/13		8/29/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154		44				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				2.9		0.9		8.3																3.25		138.3		2.52		79.25		67.7		48		93.1		PS0		右		下		1.9		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				その他		adsq								なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13																								10/1/13		9/30/13		10/8/13		1		160		35		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-10335		RS9		peri		3		1.5		1.1		＋		＋		0				0		0						陰性		0				ad				mod,Papillar,bronchioloalveolar												－		－								－														－								－														－

		114		34						11361838				20131115		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				114		男		78		8/11/35		手術例				垣花		11/15/13		8/28/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		163		60				胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病,心疾患,脳血管疾患				吸わない										なし																												なし				2.1		2.4		9.6																3.4		109		2.8		85.6								PS1		右		上		3.1		有		0.5																								T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13																								11/15/13		11/6/13		11/27/13		1		203		20		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-12003		RS1B1		peri		3		2.4		1.9		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－																																		－

		115		34						13445125				20131115		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				115		男		68		9/5/45		手術例		他院診断		加藤		10/24/13		10/24/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		163.5		42.6				咳						脳血管疾患				吸っていた		20		68		10				なし																												なし				14		6.5		9.4						3.9										2.74		83.3		2.29		81.79		94		37.6		98.1		PS0		右		下		5.5		無																										T2b		N1		M0		StageⅡB		大きさ						#11（右s）												sq										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				その他		術中出血（輸血有）		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13																								11/15/13		11/13/13		11/26/13		1		249		3405		あり		右		全		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2b		N1		M0		StageⅡB								2013-11995		RS8-10		peri		5.5		4		3.2		＋		＋		1				0		0								0		R0		sq				mod												＋		－								－						－								－								－				＋				－						－

		116		34						12848838				20131115		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				116		男		65		11/25/47		手術例				垣花		11/15/13		6/4/12		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		168		85				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病				吸っていた		18		64		20				なし																												なし				13		1.9		12.3																3.7		108		2.7		71.4								PS0		左		上		1.8		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診				1/8/14						なし				なし				なし																						1/8/14		CDDP,PEM																																				なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14																								11/15/13		11/1/13		11/22/13		1		237		0		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T1		N2		M0		StageⅢA		T1a		N2		M0		StageⅢA								2013-12025		LS1+2		peri		1.9		1.7		1.1		＋		＋		1				0		0								0		R0		ad				poor																						－														＋		－		－				－												－		－

		117		34						13415781				20131118		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				117		女		69		8/11/44		手術例				垣花		10/1/13		9/26/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		153		49				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																		右下		T1b						11/18/13		同時多発		あり		3.4		1.3		10.9																2.6		116		1.9		76								PS0		右		上		4.2		無				T2		N0		M0		StageⅠB																T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		11/28/13								なし		11/28/13																								11/18/13		11/15/13		11/28/13		1		234		30		なし		右		上		葉切						肺区切		右S6		完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-12106		RS1				3.5		3		3		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－				－												－								－								－

		118		34						13399530				20131119		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				118		女		57		7/24/56		手術例				加藤		11/19/13		9/9/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		148.6		53.1				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		18		36		40				なし																												なし				1.2		1.2		11																2.04		85.7		1.8		85.71		89.6		35.8		97.6		PS0		右		上		1.3		有		0.3																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13																								11/19/13		11/18/13		11/26/13		1		249		159		なし		右		上		区域				S2		なし				完全切除		ND1b										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-12120		RS		peri		1.3		1		1		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－																																				－

		119		34						11526578				20131119		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				119		男		71		10/30/38		手術例				一ノ瀬		3/9/10				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		158		43.5				胸部異常陰影						その他		胆のう炎		吸っていた		23		70		8				なし																																2.3		3.1		7.9																3.67		120.3		2.37		67.32		89.9		40.2		95.4		PS1		右		上		1.2		有		0.5		T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																														なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		11/25/13								なし																										3/9/10						2		150				なし		右		上		部分						なし				完全切除		ND0		T1		N0		M0		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA								2010-02601		RS1																																ad				well,Acinar,BAC

		120		34						1742760				20131122		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				120		女		54		9/8/59		手術例				加藤		11/22/13		5/7/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		157.6		45.5				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っている		20		54		20				あり		腎臓				3/14/12		他癌先行																				なし				5.2		0.8		11.1																2.29		89.1		1.75		77.43		82.7		41.7		96.6		PS0		右		中		1		無				T2		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																						1/14/14		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/19/14								なし		4/19/14																								11/22/13		11/20/13		11/27/13		1		171		56		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1a		N1		M0		StageⅡA								2013-12296		RS5		peri		1.2		1		0.9		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar																		－				－						－								－								－														＋

		121		34						3452980				20131125		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				121		女		72		4/7/41		手術例				加藤		11/25/13		9/30/13																						施行		145		43										高血圧,心疾患				吸わない										なし																												なし				2.2		2.6		10.2																1.84		88		1.42		80.68		88		41.5		97.2		PS0		右		下		1.7		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/1/13								なし		12/1/13																								11/25/13		11/21/13		12/1/13		1		169				なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-12349		RS6		peri		2		1.5		1		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar		Noguchi_C										－		－								－		－																				－														－

		122		34						4864077				20131125		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				122		男		74		5/28/39		手術例				加藤		11/25/13		10/10/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		157		51.6		12.01		胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫,高血圧,心疾患				吸っていた		20		66		30				あり																												なし				4.2		4.9		14.3																3.59		118.1		1.72		48.73								PS0		右		下		1.6		有		1.4																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/19/13								なし		12/19/13																								11/25/13		11/22/13		12/3/13		1		156		0		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-12371		RS9,10		peri		2.5		2		0.8		－		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar										－		－																														－														－

		123		34						13429960				20131129		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				123		男		68		2/2/45		手術例				垣花		10/9/13		10/9/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		170		58				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫				吸っている		25		68		30				なし																												なし				16				17																3.1		92		1.8		58.4								PS0		左		上		2.4		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/8/13								なし		12/8/13																								11/29/13		11/26/13		12/5/13		1		227		120		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-12577		LS1+2		peri		2.5		2.2		1.5		＋		＋		1				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar												－										－														－		－		－																－		－

		124		34						13445141				20131129		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				124		女		70		10/4/43		手術例				加藤		11/29/13		10/24/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		152.5		51.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				7.8		2.2		17																2.39		106.2		2.01		86.27		96.7		35.8		98.1		PS0		右		下		1.9		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/4/13								なし		12/4/13																								11/29/13		11/27/13		12/4/13		1		129		33		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-12569		RS9-10		peri		1.8		1.5		1.3		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－																－								－								－														－

		125		34						5681782				20131129		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				125		女		60		3/19/53		手術例				加藤		11/29/13		10/21/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		157		59.1				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				不明										なし																												なし				2.7		1.5		12.8																3.03		122.7		2.05		71.68		83.8		40		97.1		PS0		右		下		2.1		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13																								11/29/13		11/28/13		12/5/13		1		162		35		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-12586		RS8+9		peri		3.5		2.1		1.1		＋		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－		－								－		－												－								－								－						－

		126		34						13382689				20131203		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				126		男		75		5/4/38		手術例				垣花		10/19/13		8/26/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		174		80				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				2.5		2.9		10.3																3.7		109		2		58.3								PS0		右		上中		2.4		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13																								12/3/13		11/29/13		12/12/13		1		283		0		なし		左		全		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N2		M0		StageⅢA								2013-12689		L				3		2.8		2.2		＋		＋		0				0		0						陰性		0				adwithmixsubtype				mod,Papillar																						＋		－												＋		－		＋				－												＋		＋

		127		34						13392722				20131206		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				127		女		71		5/18/42		手術例				垣花		9/10/13		9/2/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		146		62		50		胸部異常陰影（それ以外）						肺気腫,肺線維症				吸っていた		20		71		40				なし																												なし				6.1		2.3		12.6																2.3		107		1.7		73								PS1		右		上		2.8		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14																								12/6/13		12/4/13		12/15/13		1		189		110		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-12865		RS2		peri		3		2.3		1.9		＋		－		0				0		0								0		R0		sq				mod												－				－						－														－												－										－

		128		34						13416338				20131206		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				128		男		69		10/10/44		手術例				加藤		12/6/13		9/26/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		170.4		71.8				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）,咳						なし				吸っていた		20		68		10				なし																												同時多発				0.8		0.9		9.6																3.35		98.2		1.99		61.42		94.9		38.9		97.9		PS0		左		上		1.5		有		0.5																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13																								12/6/13		12/5/13		12/16/13		1		189				なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-12864		LS1+2		peri		1.5		1.1		1		－		－		0				0		0								0		R0		ad				well,bronchioloalveolar																						－		－																								－										－

		129		34						682497				20131206		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				129		女		69		2/2/44		手術例				垣花		10/9/13		10/9/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154		39				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										あり		乳腺				1992		他癌先行																				なし				4.1		1.3		10.2																														PS0		右		下		2.6		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13																								12/6/13		12/3/13		12/16/13		1		261		70		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-12915		RS8		peri		2.5		2		1.1		＋		－		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				poor,Papillar												－										－																						－														－

		130		34						645877				20131210		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				130		男		75		8/30/38		手術例				垣花		12/10/13		10/3/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		162		66				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病,高血圧,心疾患				吸っていた		20		35		40				なし																												なし				1.1		1.3		10.3																3.3		107		2.2		72								PS0		右		下		1		有		0.9																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/18/13								なし		12/18/13																								12/10/13		12/4/13		12/18/13		1		247		45		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-12985		RS10		peri		1.2		0.8		0.8		－		－		0				0		0						陽性		0				adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－		－						－		－		－																																		－

		131		34						492280				20131210		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				131		男		66		8/9/47		手術例				萩原				8/1/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		167		61				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っている		20		66		15				あり（未治療）		前立腺				8/8/13		他癌先行																				なし				2.9		2		9.9																3.98		118.1		2.88		73.66								PS0		右		上		1.7		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/17/13								なし		12/17/13																								12/10/13		12/6/13		12/17/13		1		108		50		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-13044		RS6		peri		9.5		4.3		2.2		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar												－										－														－								－														－

		132		34						10197767				20131213		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				132		男		84		3/15/29		手術例				垣花		10/30/13		9/13/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行								胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						心疾患,その他		AAA		吸っていた		18		67		60				なし																		左上								12/13/13		同時多発		あり		4.8		1.8		10.3																3.4		112		1.9		55.1								PS0		左		上		1.4		無		7																								T3		N0		M0		StageⅡB				同一肺葉																術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13																								12/13/13		12/10/13		12/24/13		1		313		420		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T3		N1		M0		StageⅢA								2013-13191		LS3		inter		2.5		1.7		1.2		＋		＋		0				0		0								1				CombinedSCLC						G4														－						－		－

		133		34						13446865				20131217		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				133		男		84		7/12/29		手術例				萩原		12/17/13		10/25/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		167		67		15.75		胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		54		15				あり		前立腺				2012		他癌先行																				なし				2		1.6		11.5																3.35		109.8		1.93		58.66								PS1		右		上		2.1		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/12/14								なし		2/12/14																								12/17/13		12/16/13		12/22/13		1		218		125		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1b		N0		M0		StageⅠA								2013-13253		RS2		peri		2.5		1.5		1.3		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				poor,Papillar												－										－		－												－												－										－

		134		34						8742189				20131217		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				134		男		62		5/17/49		手術例				吉田		9/12/11				未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		169		64				胸部異常陰影						高血圧,その他		硬膜下血腫		吸っている		20		62		20				なし																		左下		T1a						12/17/13		異時多発		あり		5.5		1.6																		4.66		136.5		3.12		63.6		77.7		41.9				PS0		右		上		1.3		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																				有										なし																				なし						なし				なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13																								9/12/11						1		122		24		なし		右		上		部分						なし				完全切除		ND0		T1		NX		M0		StageⅠA		T1a		NX		M0		StageⅠA								2011-09831		R				1.5		1.2		1.2		－		－		0				0		0				未検		未検		0				ad				well,Acinar,Papillar

		135		34						13451796				20131217		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				135		女		52		4/5/61		手術例				萩原		11/7/13		10/31/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		150		41				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		23		26		20				なし																												なし				4.7		1.4		10.5																2.7		108.9		2.31		87.83		90.4		40.9		97.4		PS0		左		上		2.3																												T2a		N0		M0		StageⅠB		PL1、PL2、葉間PL3																		ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		12/26/13								なし																										12/17/13		12/16/13		12/26/13		1		197				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-13324		RS2		peri		1.9		1.8		1.6		＋		＋		0				0										0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－										－		－												－								－				－

		137		34						13461201				20131220		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				137		男		73		1/5/40		手術例				垣花		11/20/13		11/11/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		168		45				胸部異常陰影（それ以外）						肺気腫				吸っていた		21		71		20				あり		胃				2010		他癌先行																				なし				4.2		4.4		11.5																2.9		88.4		2.6		92.5								PS0		左		下		1.9		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診				2/6/14						なし				なし				なし																						2/26/14		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				肺胞瘻,その他		対側の気胸		なし		生存		5/31/14								なし		5/31/14																								12/20/13		12/17/13		12/29/13		1								左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2013-13500		LS9,10		inter		1.7		1.5		1.4		＋		＋		0				0		0								0		R0		adwithmixsubtype				poor,Acinar																						＋																						－				－		－								－

		138		34						13388652				20131220		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				138		男		85		10/6/28		手術例				垣花		9/6/13		8/29/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		160		62										高血圧,脳血管疾患				吸っていた		20		50		40				なし																												なし				3.6		1.1		8.9																3.9		134.9		2.6		64.5								PS0		左		下		2.2		無																										T1b		N1		M0		StageⅡA								#11												ad										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/4/14								なし		1/4/14																								12/20/13		12/18/13		1/4/14		1		193		20		なし		左		下		葉切						なし				非完全切除		ND1b										T1b		N1		M0		StageⅡA								2013-13447		LS6		peri		3.4		2.4		2.2		＋		＋		0				0		0								0		R2		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar																						－																				－												－		＋

		139		34						5064449				20131227		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				139		男		66		12/17/47		手術例				加藤		12/27/13		11/2/13		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		172		66.8		108.4		胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						その他		うつ病		吸っていた		20		65		10				なし																												なし				5.2		2.4		8.9																5.34		153.4		2.94		56.76		75.8		36.7		95.7		PS0		左		上		2.6		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		PL1、PL2、葉間PL3																		ad				3/1/14		6/6/14				なし				なし				なし																						3/1/14		CDDP,VNR																										骨				姑息						なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/26/14								あり				6/3/14		PS4		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓														12/27/13		12/25/13		1/6/14		1		250		162		なし		左		上		葉切						胸壁				完全切除		ND2a-2										T3		N0		M0		StageⅡB								2013-13690		LS1+2		peri		4		4		2.5		＋		＋		3		壁側胸膜		0		0						陰性		0		R0		Pleomorphic						G4																				－														－								－				－								－		－

		140		35						12297742				20140106		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				140		男		67		11/17/43		手術例_術前治療あり				長瀬		1/25/11																																																																						右下		T2b						1/6/14		異時多発		あり																																																																						T4		N3		M1a		StageⅣ						縦隔浸潤				対側縦隔,対側肺門,		対側肺								SCLC				2/21/11																																										2/21/11		CDDP,CPT-11,VP-16(ETP)																				あり										なし		なし																なし						生存		1/18/14						本院最終受診日		なし		1/18/14																								1/6/14		1/4/14				1		173		118		なし		右		下		葉切						なし				非完全切除		ND1a																								2014-00048		RS9		peri		5.5		5.5		3		＋		＋		1				0		0								0				sq				mod				1b								－										－																																				－

		141		35						13438080				20140107		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				141		男		69		12/18/44		手術例				垣花		10/23/13		10/18/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		160		60				胸部異常陰影（それ以外）						腎障害(Cr≦２),脳血管疾患				吸っていた		20		61		20				なし																												なし				5.8		5.2		7.9																3.29		95.6		2.16		76.06								PS0		右		中		1.5		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																なし																				なし										なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/15/14								なし		1/15/14																								1/7/14		1/4/14		1/15/14		1		250		20		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-00060		RS5		peri		1.8		1.5		1		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－														－								－														－

		142		35						13475644				20140114		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				142		女		75		3/30/38		手術例				萩原		1/14/14		11/25/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		150		60				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				2.8		2.4		8.5																2.33		103.6		1.79		77.16		77.9		39		95.8		PS1		右		上		2.1		有		2.1																								T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/21/14								なし		1/21/14																								1/14/14		1/9/14		1/21/14		1		227				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-00276		RS3		cent		1.8		1.7		1		－		－		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－										－																																				－

		143		35						2098911				20140117		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				143		女		67		6/23/46		手術例				垣花		1/17/14		10/22/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		152		52.8				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病,高血圧				吸わない										なし																												なし				2		1.2		10																2.52		110		1.85		75.51		68.7		39.3		93		PS0		右		上		1.1		有		0.8																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/27/14								なし		1/27/14																								1/17/14		1/15/14		1/27/14		1		226		200		なし		右		上		区域				S2		なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-00441		RS2		peri		1.8		1.5		0.7		－		－		0				0		0						陰性		0				adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－																								－

		144		35						13475520				20140117		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				144		女		83		1/16/30		手術例				加藤		1/14/14		12/12/13		陰性		疑陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		155		48.5				咳						なし				吸わない										なし																												なし				6.7		2.1		13.4																2.06		99		1.56		78.79		97.3		41.3		98.1		PS0		左		上		4.5		有		2.65																								T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし				肺胞瘻				なし		生存		2/3/14								なし		2/3/14																								1/17/14		1/15/14		2/3/14		1		151				なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T2a		N0		M0		StageⅠA								2014-00442		LS5		peri		4		4		2.5		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																－						－		－																																－		－

		146		35						13490864				20140121		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				146		男		77		2/23/36		手術例				前田		1/21/14		12/9/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		162		46.7				胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病,高血圧,その他		IP		吸っていた		20		77		20				なし																												なし				6.6		7.9		9.9																2.98		96.8		1.34		45.58		71.8		47.5				PS0		左		下		1.6		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14																								1/21/14		1/20/14		1/28/14		1		90		0		なし		左		下		部分						なし				完全切除		ND0										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-00577		LS10		peri		1.7		1.2		1		－		－		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar

		147		35						13494304				20140121		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				147		女		50		2/13/63		手術例				加藤		12/18/13		12/12/13		未施行		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154.5		52.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				2.5		1.2		9.6																2.6		100.8		2.21		83.08		79.3		50.1		95.9		PS0		右		下		2.2																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14																								1/21/14		1/20/14		1/28/14		1		169		30		なし		右		下		葉切						なし		1		完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-00601		RS10		peri		2.4		2.4		1.8		＋		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype,sq				mod,Papillar,bronchioloalveolar												－		－								－																						－								－						－

		148		35						13471185				20140121		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				148		男		81		8/30/32		手術例				萩原		12/6/13		11/25/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154		51				咳						なし				吸わない										あり		胃				1983		他癌先行																				なし				1.2		3.3		13.7																3.2		111.9		2.24		71.57		87.2		47.1				PS0		右		上		3.1		有		1.5																								T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14																								1/21/14		1/18/14		1/29/14		1		147				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-00608		RS2		peri		2.4		2		1.5		－		－		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－										－														－																						－

		149		35						13423180				20140124		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				149		男		51		10/18/62		手術例				垣花		10/30/13		10/3/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		170.6		60.2				胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病,高血圧,脳血管疾患				吸っていた		20		50		20				なし																												なし				16.8		2.2		7.2																4.23		112.8		2.84		68.77								PS1		右		下		2.5		無																										T1b		N1		M0		StageⅡA								#11（右s）												ad																																																																														なし		なし												なし				膿胸				なし		生存		3/10/14								なし		3/10/14																								1/24/14		1/21/14		3/10/14		1		240		95		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1b		N1		M0		StageⅡA								2014-00770		RS8		peri		2.2		2		1.7		－		＋		1				0								陰性		0		R0		ad				mod,Papillar												－		＋								＋		－												－								－														－

		150		35						9191020				20140124		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				150		男		76		7/23/37		手術例				垣花		12/11/13		11/20/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		168.2		61.3				胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病,高血圧,腎障害(Cr≦２),その他		人工透析		吸っていた		20		71		40				あり		甲状腺,前立腺				Dec-03		他癌先行										右上		T1a						1/24/14		同時多発		あり		2.7		4.5		11.6																3.08		95.4		1.37		43.35		82.1		34.1		95.5		PS0		右		上		3.3		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/5/14								なし		2/5/14																								1/24/14		1/22/14		2/5/14		1		251				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND1a										T2a		N1		M0		StageⅡA								2014-00808		RS3		peri		2.8		2.5		2.2		＋		＋		1				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				poor,Acinar												－												－																																		－

		151		35						7080042				20140128		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				151		男		70		10/2/43		手術例				前田		1/9/14		1/9/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		168		78				胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病				吸わない										なし																												なし				1.1		2.4		6.6																4.04		121.3		3.2		80		79.3		43.6				PS0		右		中		4.5		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/4/14								なし		2/4/14																								1/28/14		1/24/14		2/4/14		1		269		0		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-00917		RS5		peri		5		3.9		2.7		＋		＋		2				1		0						陰性		0		R0		others		epithelial-m		mod												－																								－								－														－

		152		35						13497656				20140131		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				152		女		70		4/2/54		手術例				萩原		1/31/14		12/16/13		陰性		陰性		未施行		未施行		陰性		陰性		#4		未施行		未施行		未施行		施行		149		54.2				血痰						高血圧				吸っていた		20		69		20				なし																												なし				31.1		1.9		17																2.32		105.9		1.52		65.52								PS1		右		下		3.1		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ																		NSCLC																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		2/17/14								なし		2/17/14																								1/31/14		1/29/14		2/17/14		1		259		150		なし		右		中下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N2		M0		StageⅢA								2014-01022		RS9		peri		3.2		2.5		2.5		＋		＋		1				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				poor												＋		＋								－		－												＋								－				－										＋

		153		35						13426880				20140131		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				153		女		68		4/23/45		手術例				垣花		12/25/13		10/7/13		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		151		53.5				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧				吸わない										あり		甲状腺				Oct-13		他癌先行																				なし				0.9		0.9				14.9														2.88		128		2.05		73.74								PS0		右		上		2.8		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/7/14								なし		2/7/14																								1/31/14		1/29/14		2/7/14		1		268		70		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-01026		RS1		inter		2.5		2		1.8		－		＋		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－										－														－																						－

		154		35						13509166				20140204		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				154		男		57		3/1/56		手術例				前田		1/10/14		12/26/13		陽性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		170		69.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		57		15				なし																		左下		T2a						4/22/14		同時多発		あり		3.6		1.6		7.2																4.55		126		3.3		73.5								PS0		右		中		2.4		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		2/11/14								なし		2/11/14																								2/4/14		1/31/14		2/11/14		1		209		30		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-01144		RS4		peri		2.4		2.3		1.6		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－										－		－												－								－														－

		155		35						13471215				20140207		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				155		女		67		11/10/46		手術例				垣花		2/7/14		11/25/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		161.5		49.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										あり		胃				2005		他癌先行																				同時多発				4.9		3.2		15.5		45.9														3.16		130.6		2.23		70.35		85.2		42.6				PS0		左		上		2.9		有		1.8																								T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		2/13/14								なし		2/13/14																								2/7/14		2/5/14		2/13/14		1		218		175		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-01329		LS1+2		peri		3.2		2.4		1.1		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－																										－								－		－

		156		35						13502757				20140207		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				156		女		60		7/8/53		手術例				萩原		2/7/14		12/26/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		160		52				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				3.4		0.8		11.4																2.75		109.1		2.15		78.47		67.7		39.9		98		PS0		右		上		1.7		有		0.5																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/14/14								なし		2/14/14																								2/7/14		2/5/14		2/14/14		1		158		0		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-01330		RS1		peri		1.8		1.2		0.7		－		－		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar																						－		－												－																						－

		157		35						13524050				20140210		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				157		男		68		11/10/45		手術例				前田		1/20/14		1/20/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		165		72				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧,心疾患				吸っていた		16		48		50				なし																												なし				3.2		1.5																		3.26		97.9		1.7		56.48								PS0		右		下		3.1		有		1.6																								T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		2/21/14								なし		2/21/14																								2/10/14		2/7/14		2/21/14		1		202		75		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-01416		RS9		peri		2.6		2.4		1.2		－		＋		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar										－										－		－																				－														－

		158		35						13525625				20140214		垣花 カキハナ		○		○		2本 ホン				158		男		67		7/18/46		手術例		他院診断		垣花		1/16/14		1/16/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		169		65.2				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧,脳血管疾患				吸っていた		30		62		20				なし																												なし				1		2.3		10																3.96		116.5		3.31		85.75								PS0		右		下		4.3		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																								4/17/14		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし								なし		生存		6/24/14								なし		6/24/14																								2/14/14		2/13/14		2/25/14		1		231		162		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-01585		RS6,S7,S10		peri		6		4.2		2.1		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－												－												－								－						－								－

		159		35						13499454				20140214		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				159		女		77		10/25/36		手術例				萩原		2/14/14		1/27/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		149		60				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫,高血圧				吸っていた		18		40		10				なし																												なし				3.9		2		10.9																3.35		161.1		2.6		79.75		81.2		34.5		95.7		PS1		右		上		1.8		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		2/26/14								なし		2/26/14																								2/14/14		2/12/14		2/26/14		1		177				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-01566		RS1		peri		2.5		1.6		1.3		－		－		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－										－		－				－								－								－				－										－

		160		35						13498750				20140214		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				160		女		62		1/3/52		手術例				加藤		1/7/14		12/9/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		陰性		未施行		施行		162		72.7				痰						糖尿病				吸っていた						30				なし																												なし				3.2		0.7		9.4																2.96		117.5		2.09		70.13		93.3		38.5		97.8		PS0		右		上		2.4																												T2a		N0		M0		StageⅠB		PL1、PL2、葉間PL3																		ad																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		2/21/14								なし		2/21/14																								2/14/14		2/13/14		2/21/14		1		137		18		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-01541		RS1		peri		3.4		2.5		1.7		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－										－						－								－												－										－

		161		35						12401876				20140214		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				161		女		69		6/2/44		手術例				萩原		2/14/14		1/23/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		161		54.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸っていた		19		20		3		1		なし																												なし				1.7		1.5		13.1																3.23		136.3		2.25		70.98		10.3		37.8		98.2		PS0		左		下		2		有		0.9																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		2/22/14								なし		2/22/14																								2/14/14		2/12/14		2/22/14		1		192		0		なし		左		下		区域				S9		なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-01542		LS9		peri		2.2		1.5		1.2		－		＋		1				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－																				－				－		－		－				－		－

		162		35						13515549				20140218		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				162		男		74		6/6/39		手術例				加藤		2/18/14		1/6/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		158		60.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸っていた		18		74		20				なし																												なし				4.4																				3.09		101		2.1		70.23		75		47		94.5		PS0		右		上		3.2																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		2/25/14								なし		2/25/14																								2/18/14		2/17/14		2/25/14		1		266		562		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-01710		RS2		peri		3		2		1.5		＋		＋		1				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－												－				－								－												－										－

		164		35						13483183				20140225		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				164		女		78		3/28/35		手術例				垣花		12/11/13		12/2/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		148		46.3				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		18		20		2				なし																												なし				2.3		1.5		10.6																1.93		93.7		1.51		82.51		85		42.9				PS0		右		上		3.2		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/6/14								なし		3/6/14																								2/25/14		2/24/14		3/6/14		1		180		20		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N1		M0		StageⅡA								2014-01938		RS3		peri		2.9		2.7		2.5		－		＋		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar												－										－														－								－				－										－

		165		35,36						9916121				20140225		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				165		女		80		9/19/33		手術例				加藤		1/24/14		1/20/14		未施行		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		148		51				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				7.4																				2.5		123.2		1.72		71.67		91.2		45.3		97.3		PS0		右		下		4.2																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		3/2/14								なし		3/2/14																								2/25/14		2/24/14		3/2/14		1		120				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-01965		LS6+9+10		peri		5.5		5		4		－		－		0				0		0						陰性		1		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－																										－				＋				－

		166		36						13496838				20140228		垣花 カキハナ		○		○		4				166		女		23		4/19/90		手術例				前田		2/28/14		12/19/13		陽性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		160		47.8				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				1.6		0.6		10.1																2.89		92.6		2.1		74.73								PS0		左		上		1		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/11/14								なし		3/11/14																								2/28/14		2/26/14		3/11/14		1		242		0		なし		左		上		部分						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-02114		LS1		peri		1.2		1		1		－		－		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar																						－																－																		－		－

		167		36						13550271				20140228		萩原 ハギワラ		○		○		4				167		女		63		5/23/50		手術例				萩原		2/28/14		2/6/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		148		45.3				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		2		20		21		2		なし																										2/28/14		同時多発		あり		1.4		1.5		10.7																2.43		107		1.97		85.28		101.9		41.9		98.1		PS0		左		上		1.7																												T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし								なし		生存		3/7/14								なし		3/7/14																								2/28/14		2/26/14		3/7/14		1				2		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-02132		LS3		peri		2		1		1		＋		＋		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar																																				－		－						－				－								－		－

		168		36						13536953				20140304		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				168		女		58		4/5/55		手術例		他院診断,他院手術例		加藤		1/27/14		1/27/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		172		75				その他						なし				不明										なし																										1997		異時多発		あり（他院）		1.6		1.3		11																4.67		127.2		3.45		75.33		87.2		43.3		96.7		PS0		右		上		6																												T2b		N0		M0		StageⅡA		大きさ																		ad				5/8/14																																				5/8/14		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/16/14								なし		5/16/14																								3/4/14		3/3/14		3/16/14		1		557		1665		あり		右		上中		葉切		肺動脈形成				なし				完全切除		ND2a-2										T2b		N0		M0		StageⅡA								2014-02267		Rs2		peri		5.3		4.2		4		＋		＋		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				poor,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar												－								＋						＋								＋																						＋

		169		36						13503320				20140307		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				169		男		71		2/2/43		手術例				垣花		1/8/14		12/20/13		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		174		55.1				胸部異常陰影（それ以外）						肺気腫,高血圧				吸っていた		20		70		40				なし																												なし				6.3		3.3								3.4										3.62		105.5		1.63		47.66		85.7		36.6		96.4		PS0		右		上		2.8		無																										T1b		N1		M0		StageⅡA								#11（右s）												sq				5/12/14																																				5/12/14		CDDP,VNR																																				なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/28/14								なし		6/28/14																								3/7/14		3/6/14		3/17/14		1		236		97		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1b		N2		M0		StageⅢA								2014-02438		RS3		peri		9		3.9		3.2		＋		＋		1				0		0						陰性		0		R0		adsq				well																						－										＋				＋								－				＋										＋

		170		36						10992419				20140307		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				170		男		72		5/6/41		手術例				加藤		3/7/14		3/6/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		168		71				胸部異常陰影（それ以外）						間質性肺炎				吸っていた		20		55		40				なし																												なし				25.5																				3.27		98.8		2.61		83.12		67.6		40.2		93.2		PS0		左		下		2.7																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				NSCLC																																																																														なし		なし												なし				肺炎				なし		生存		4/21/14								なし		4/21/14																								3/7/14		3/6/14		3/14/14		1		266		130		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-02387		LS6		peri		2.5		2.2		1.6		＋		＋		1				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				poor,Acinar																						－														＋								－				－								－		＋

		171		36						13539510				20140307		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				171		女		77		3/9/36		手術例				加藤		3/7/14		2/1/14		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		150		46				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸わない										なし																												なし				1.9																				2		95.2		2.06		1.62		78.3		41.7		95.5		PS0		左		上		3.5																												T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/13/14								なし		3/13/14																								3/7/14		3/6/14		3/13/14		1		105				なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-02439		LS1+2		peri		3.5		2.7		2.5		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																－																						－								－										－		－

		172		36						1855107				20140311		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				172		女		81		11/26/32		手術例				前田		2/12/14		2/2/14		陽性		陽性		未施行		未施行		陰性		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		149		48.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸わない										なし																												なし				1.5		1.6		11.1																2.53		124		1.78		74.48								PS0		右		中		5.3		無																										T2b		N0		M0		StageⅡA		大きさ																		術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/19/14								なし		3/19/14																								3/11/14		3/7/14		3/19/14		1		180		0		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-02502		RS4		peri		5.3		4		2.3		＋		－		2		葉間		0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar																						－												－								－														－

		174		36						13507635				20140314		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				174		男		73		11/2/40		手術例				萩原		1/20/14				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		165.5		54.5				胸部異常陰影（それ以外）						腎障害(Cr≦２)				吸っていた		20		63		20				あり		膀胱,前立腺				1/15/14		他癌先行																				なし				9.1		6.1		10.7																2.68		82.7		2.31		90.23		114.9		37.2		98.1		PS1		右		上		4.4		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/27/14								なし		3/27/14																								3/14/14		3/11/14		3/27/14		1		272		100		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-02721		RS		peri		3.5		2.7		2		＋		＋		2				0		0						未検		1				CombinedSCLC						G4										－										－						＋								＋								－				＋										＋

		176		36						13566372				20140314		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				176		女		79		1/19/35		手術例				加藤		2/24/14		2/24/14																						施行		149		54				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸わない										なし																												なし				3																				3.11		151		1.97		65.45		66.3		38.9		93.3		PS0		左		上		2.4																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/24/14								なし		3/24/14																								3/14/14		3/13/14		3/24/14		1		156		30		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-02672		LS3		peri		2.2		1.7		1.5		＋		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar																						－														－		－										－								－		－

		177		36						13562997				20140314		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				177		女		61		10/18/52		手術例				垣花		3/14/14		2/20/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		165		63.4				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		28		20				なし																												なし				1.6		1.7		12.4																3.15		122.1		2.23		72.88								PS0		右		中		1.8		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/23/14								なし		3/23/14																								3/14/14		3/12/14		3/23/14		1		269		190		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-02693		RS4		peri		1.7		1.5		1.2		－		－		1				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar														－								－		－												－								－				－										－

		178		36						13555850				20140317		加藤 カトウ		○		○		2本 ホン				178		男		72		11/26/41		手術例				加藤		2/13/14		2/13/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		166		64				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸っていた		25		42		30				なし																												なし				1.3		3.1		10																3.5		109		2.72		78.61								PS0		左		上		2.1																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14																								3/17/14		3/11/14		3/25/14		1		150		13		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-02752		Ls1+2		peri		2.1		1.7		1		－		－		0				0								陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																																						－																		－		－

		179		36						13552878				20140318		前田 マエダ		○		○		2本 ホン				179		女		67		1/3/47		手術例				前田		2/18/14		2/10/14		陽性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154		53				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				2.7		1.7		14.7																3.1		133.6		2.29		82.97								PS0		右		下		1.2		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		PL1、PL2、葉間PL3																		ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14																								3/18/14		3/14/14		3/25/14		1		183		0		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-02790		RS7		peri		2.9		1.5		1.2		－		＋		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar										－		－								－																						－

		180		36						13541590				20140318		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				180		男		69		9/15/44		手術例				垣花		2/7/14		1/30/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		160		62.8				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸っていた		20		37		20				なし																												なし				2.3		2.6		8.3																4.04		126.3		2.64		62.02		101.4		39.4		97.5		PS0		右		中		3.7		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA								#11（右i）												ad				5/13/14																																				5/13/14		CDDP,PEM																																				なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14																								3/18/14		3/14/14		3/27/14		1		263		15		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N1		M0		StageⅡA								2014-02789		RS5		peri		3.7		3		2.5		＋		－		3		葉間		0		0						陰性		1		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－		－								－		－												－								－				－										－

		182		36						10899788				20140328		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				182		女		68		9/2/45		手術例				垣花		3/28/14		9/20/07		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		144.1		44.7				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧				吸わない										あり		甲状腺				1/29/08		他癌先行																				なし				1.9		1.8		15.7																2.63		114.3		2.01		76.72		87		47.5		96.6		PS0		左		上		1		有		0.8																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/3/14								なし		4/3/14																								3/28/14		3/26/14		4/3/14		1		235				なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-03220		LS3		peri		0.9		0.9		0.7		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－														－		－										－								－		－

		183		36						12722818				20140328		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				183		女		74		9/23/39		手術例				垣花		3/28/14		2/2/12		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		152.6		70.7				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病,高血圧				吸っていた		25		71		30				なし																												なし				4.4		1.2		13.5																2.26		103.7		1.08		55.38								PS0		右		上		1		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/8/14								なし		4/8/14																								3/28/14		4/27/14		4/8/14		1		240		91		なし		右		上		部分						なし				完全切除		ND0										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-03282		RS1		peri		1.8		1.5		1		＋		＋		1				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				poor,Papillar,bronchioloalveolar

		184		36						13562725				20140401		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				184		男		84		3/12/30		手術例		他院診断		萩原		2/24/14		2/24/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		159		58.5		70.14		胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病				吸っている		20		83		10				なし																												なし				8.4		3.7		14.8																2.84		97.6		1.95		703.14		82.3		40.9		96.5		PS1		左		下		2.8		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/28/14								なし		4/28/14																								4/1/14		3/29/14		4/23/14		1		330				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-03352		LS9		peri		3		2.8		2.4		＋		＋		3		胸壁		0		0						未検		0		R0		CombinedSCLC						G4																				－		－																				－				－				－				＋		－

		188		36						13582696				20140411		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				188		女		71		1/13/43		手術例				垣花		3/12/14		3/10/14		陽性		疑陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		167.5		59.3				呼吸困難,胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		38		69		2				なし																												なし				4		2.4		11.9																3.15		128.6		1.66		54.07		92.5		39.7		97.6		PS0		左		上		3.5		無																										T3		N0		M0		StageⅡB				同一肺葉				#11(左）												ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/21/14								なし		4/21/14																								4/11/14		4/10/14		4/21/14		1		278						左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T3		N1		M0		StageⅢA								2014-03784		LS3		peri		4		2.4		2		＋		＋		0				0		0						陰性		1		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar																				－		－												－		－						－				－								－		－

		189		36						13588970				20140411		萩原 ハギワラ		○		○		3本 ホン				189		男		77		3/16/37		手術例		他院診断		萩原		3/17/14		3/14/14		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		169		68.8				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺気腫				吸っていた		20		56		60				あり（未治療）		前立腺						肺癌先行																				なし				3.8		3.3		13.8																4.12		127.6		2.53		62.32		91.8		3.3		13.8		PS0		左		上		2.2		無																										T1b		N2		M0		StageⅢA																				NSCLC																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/22/14								なし		4/22/14																								4/11/14		4/4/14		4/22/14		1		211		75		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1a		N2		M0		StageⅢA								2014-03836		LS3		peri		2.2		1.5		1.4		－		＋		0				0		0						未検		0				ad				poor																						－		＋												＋		－						－				－								－		－

		190		37						12339291				20140418		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				190		女		69		10/19/44		手術例				垣花		4/18/14		3/13/14		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		150.5		47				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				3.6		2		9.1																2.28		101.8		1.61		73.52		131.2		33.3		98.2		PS0		右		下		2.5		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		4/25/14								なし		4/25/14																								4/18/14		4/17/14		4/25/14		1		192		20		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND0										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-04011		RS8		peri		3.2		1.8		1.5		－		＋		0				0		0						陰性		0				adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar														－								－		－																				－						－								－

		192		37						13434492				20140425		萩原 ハギワラ		○		○		3本 ホン				192		女		64		7/5/49		手術例				萩原		4/25/14		2/24/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		153		41				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸わない										あり		その他		卵巣		Oct-13		他癌先行																		4/25/14		同時多発		なし		1.1		1.4		9.2																2.51		105.9		2.17		83.14		108.3		41		98.7		PS0		左		下		1.9		有		0.5																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/2/14								なし		5/2/14																								4/25/14		4/22/14		5/2/14		1		158				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-04283		LS8		peri		2		1.7		1		－		－		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－												－		－						－						－						－

		193		37						13602530				20140502		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				193		男		65		2/4/49		手術例				加藤		4/4/14		3/31/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		172		63				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧				吸わない										なし																												なし				8.3		1.1		10.5																4.39		125.4		2.83		68.69		92		43.4		97.5		PS0		右		上		1.8																												T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/8/14								なし		5/8/14																								5/2/14		5/1/14		5/8/14		1		164		66		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-04483		RS1		peri		2		1.5		1.4		＋		＋		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar										－										－						－						－														－										－

		194		37						11577296				20140502		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				194		女		63		11/19/50		手術例				加藤		5/2/14		3/20/14		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		154.9		48.8				胸部異常陰影（それ以外）						高血圧				吸っていた		25		58		40				なし																												なし				2.6																				2.98		126.3		2.08		67.1		88.4		31.6				PS0		右		下		2.6																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/9/14								なし		5/9/14																								5/2/14		5/1/14		5/9/14		1		178		55		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠA								2014-04508		RS9-10		peri		2.3		2.3		1.7		－		＋		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar												－										－		－				－								－								－								－						－

		195		37						13612897				20140502		前田 マエダ		○		○		3本 ホン				195		女		56		7/19/57		手術例				前田		5/2/14		4/7/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		154		60.6				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				1		1.3		10.7																3.07		123.3		2.44		117.9								PS0		左		下		3.1		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/12/14								なし		5/12/14																								5/2/14		4/30/14		5/12/14		1		190		20		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-04482		LS9		peri		3		2.3		2.2		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		ad				well,Papillar																						－																－						－														－

		196		37						13609497				20140509		萩原 ハギワラ		○		○		3本 ホン				196		男		55		12/6/58		手術例				萩原		4/15/14		4/3/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		169		75.3				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		22		40		15				なし																												なし				327.4		6.3		7.3																4.56		125.6		3.18		73.27		96.6		37.4		98.1		PS0		右		下		4.6		無																										T4		N1		M0		StageⅢA						縦隔浸潤,大血管浸潤		#11（右i）												NSCLC																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/23/14								なし		5/23/14																								5/9/14		5/2/14		5/23/14		1		437		107		なし		右		中下		葉切						心膜				完全切除		ND2a-2										T4		N1		M0		StageⅢA								2014-04648		RS7		peri		5		5		4.5		＋		＋		3		縦隔		0		0						未検		0				adwithmixsubtype				poor,Acinar,Papillar												－										－														－								－								－						－

		197		37						13595488				20140509		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				197		男		54		12/5/59		手術例				垣花		3/28/14		3/20/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		178.2		66.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		54		10				なし																												なし				3.1		1.8		7.3																5.07		131.3		3.68		74.34		87.1		42.2		96.6		PS1		右		上		2.1		有		1.1																								T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/15/14								なし		5/15/14																								5/9/14		5/8/14		5/15/14		1		250		105		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-04645		RS1		peri		1.7		1.5		1.5		＋		＋		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar												－										－														－																						－

		199		37						433446				20140513		萩原 ハギワラ		○		○		2本 ホン				199		男		81		12/2/22		手術例				萩原		4/2/14		3/25/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		155		59		105.2		胸部異常陰影（それ以外）						その他		喘息、深部静脈血栓		吸っていた		15		75		25				なし																												なし				5.6		3.7																		2.23		77.2		67.42		66.8		118.8		25.3		99.2		PS1		左		下		2.1		無		4																								T1b		N0		M1a		StageⅣ																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14																								5/13/14		5/7/14		6/7/14		1		100		2		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-04756		LS10		peri		2		2		2		＋		＋		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				poor,Acinar,Papillar																				－																								－												－

		200		37						13590605				20140520		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				200		男		70		6/24/43		手術例				垣花		4/23/14		3/17/14		陰性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		162		69.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						糖尿病,高血圧				吸っていた		18		60		60				なし																												なし				1.5		1.9		8.8								41								2.82		88.7		2.06		74.37								PS0		左		下		3.3		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		SCLC																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/27/14								なし		5/27/14																								5/20/14		5/15/14		5/27/14		1		239		28		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-05064		LS10		peri		3.5		3		2.8		＋		＋		2				0		0						陰性		0				la						G4																				－		－												－		－		－				－				－		－						－		－

		201		37						13607940				20140523		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				201						7/9/35																																																																																																																																																																																																																																																																																										肺胞瘻																																																																																																2014-05207		RS		peri		4		3.2		3		＋		＋		1				0		0						未検		0		R0		sm						G4

		202		37						11747744				20140523		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				202		男		62		7/1/51		手術例				垣花		5/23/14		4/3/14		未施行		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		162.9		61.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		62		20				なし																												なし				1.9		2.4								0.7										3.86		114.2		1.99		51.96		85.7		39.6		96.1		PS0		左		上		2.2		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/2/14								なし		6/2/14																								5/23/14		5/21/14		6/2/14		1		357		40		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-05202		LS3		peri		2		1.5		1.3		＋		＋		0				0		0						陰性				R0		adwithmixsubtype				mod,Papillar,bronchioloalveolar																						－		＋												－		－		－								－										＋

		203		37						13623180				20140523		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				203		男		60		8/22/53		手術例				加藤		4/28/14				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		175		63				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		18		32		10				なし																												なし				2.7																				4.65		127		3.49		78.6								PS0		左		下		2.2																												T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		5/29/14								なし		5/29/14																								5/23/14		5/22/14		5/29/14		1		117				なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-05251		Ls10		peri		3.5		2.2		1.5		＋		＋		1				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar		bronchioloalveolar																				＋																						－				－				－				－		－

		204		37						3043193				20140527		前田 マエダ		○		○		3本 ホン				204		女		77		8/31/36		手術例				前田		5/27/14		4/9/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		152		51				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし				2.5		1.7																		2.92		138.4		2.31		79.66								PS0		左		上		3.2		有		3.2																								T2a		N0		M0		StageⅠB																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14																								5/27/14		5/26/14		6/7/14		1		215		40		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-05317		LS4		peri		3.5		3		2		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar																						－														－		－																				－

		205		37						13240043				20140603		前田 マエダ		○		○		3本 ホン				205		男		39		6/7/74		手術例・病理未入力				前田		6/3/14		4/15/13		陰性		疑陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性				166		55.7				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										なし																												なし																								3.37		87.3		3.03		90.99								PS0		左		上		2.7		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/9/14								なし		6/9/14																								6/3/14		6/2/14		6/9/14		1		253		10		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA

		206		37						13516731				20140603		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				206		男		61		12/1/52		手術例・病理未入力				吉田		1/23/14		1/23/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		162		45.5				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		18		61		20				あり																												なし				4.6						818.4														3.69		109.5		2.94		78.82								PS0		左		上		2.5		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/13/14								なし		6/13/14																								6/3/14		5/30/14		6/13/14		1		226		95		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA

		208		38						13632359				20140609		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				208		女		55		7/20/58		手術例・病理未入力				加藤		6/9/14		4/24/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		152		64				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		25		55		10				なし																												なし				12		0.8		11.2																2.65		107.3		1.61		65.7								PS0		右		上		1.9		有		0.5																								T1a		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/17/14								なし		6/17/14																								6/9/14		6/7/14		6/17/14		1		169		664		なし		右		上		区域						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA

		209		38						13613834				20140610		前田 マエダ		○		○		3本 ホン				209		男		67		6/23/46		手術例				前田		4/24/14		4/10/14		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		171.1		64.9				血痰						高血圧				吸っていた		20		41		25				なし																												なし				0.9		1.4		13.2																3.24		94.2		2.49		78.06								PS0		右		中		2.6		有		2.5																								T1b		N0		M0		StageⅠA																																																																																																		なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		6/16/14								なし		6/16/14																								6/10/14		6/6/14		6/16/14		1		188		50		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-05858		RS5		peri		2.3		1.5		0.9		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar												－		－																						－								－

		211		38						12698232				20140610		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				211		男		67		3/25/47		手術例・病理未入力				加藤		5/7/14		5/1/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		169		62				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		20		63		10				あり		胃				2/3/12		他癌先行																				なし																								3.79		109.5		2.53		68.2								PS0		右		上		2.3		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				SCLC																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/16/14								なし		6/16/14																								6/10/14		6/9/14		6/16/14		1		144		71		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T1b		N0		M0		StageⅠA

		212		38						13643393				20140613		垣花 カキハナ		○		○		3本 ホン				212		女		70		6/23/43		手術例・病理未入力		他院診断		吉田		5/8/14		5/8/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		161.3		46.9		79.68		胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸わない										あり		乳腺				1998		他癌先行																				なし				2.1		2.1		11.6																2.6		109.2		2.51		2		88.8		32		97.2		PS0		右		下		2.3		有		1.4																								T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/23/14								なし		6/23/14																								6/13/14		6/12/14		6/23/14		1		230		100		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA

		213		38						12063873				20140620		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				213		男		80		7/27/33		手術例				加藤		5/20/14		5/14/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		159		49		10.8		胸部異常陰影（それ以外）						肺気腫,高血圧				吸っている		20		80		20				あり		大腸				2004		他癌先行																				なし				6.7		2.1		9.6																2.71		91.6		1.33		48.4								PS1		左		下		2.3		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				sq																																																																														なし		なし												なし				無気肺,肺炎				なし		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14																								6/20/14		6/17/14		7/7/14		1		165		90		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND1b										T1b		N0		M0		StageⅠA								2014-06285		LS8+9		peri		2.3		1.7		1.7		＋		＋		2				0		0						陽性		0		R0		sq				mod																						－		－																								－								－		－

		214		38						13662558				20140620		萩原 ハギワラ		○		○		3本 ホン				214		女		49		7/6/64		手術例				萩原		5/26/14		5/26/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		未施行		158		56				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		16		46		15				なし																												なし				2.3		1.4		10.8																3.33		124.7		2.5		79.3		106.9		36.7		8.6		PS0		右		上		1.2		無																										T1a		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		6/28/14								なし		6/28/14																								6/20/14		6/18/14		6/28/14		1		219				なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1a		N0		M0		StageⅠA								2014-06297		RS3		peri		1.6		1.1		1.1		＋		＋		0				0		0						未検		0		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar												－										－						－								－												－										－

		215		38						11186459				20140620		吉田 ヨシダ		○		○		3本 ホン				215		女		63		2/11/51		手術例・病理未入力				吉田		6/20/14		5/12/14		陰性		陰性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		156		47.4				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っていた		20		63		12				なし																												なし				8.3		4.8								0.7										2.79		115.8		1.75		64.58		75.3		36.7		95.7		PS0		右		下		4.5		無																										T3		N2		M0		StageⅢA				同一肺葉				#4												NSCLC																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14																								6/20/14		6/18/14		6/27/14		1		182		20		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T3		N2		M0		StageⅢA

		216		38						11434592				20140620		前田 マエダ		○		○		3本 ホン				216		男		66		5/25/48		手術例				前田		4/18/14		12/6/08		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		171		59.6				胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病				吸わない		25		63		30				なし																												なし				8.4		1.6		9.8																4.85		138.6		3.47		72.75								PS0		左		下		3.5		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/1/14								なし		7/1/14																								6/30/14		6/13/14		7/1/14		1		349		300		なし		左		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-06348		LS2		peri		6		1.8		1.5		＋		－		0				0		0						陰性		0		R0		adwithmixsubtype				well,Papillar,bronchioloalveolar																						－		－														－						－												－		－

		217		38						13030332				20140624		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				217		女		79		10/20/34		手術例				加藤		3/14/14		3/14/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		140		52				胸部異常陰影（それ以外）						糖尿病,その他		C型肝炎		吸わない										あり		肝臓				Aug-12		他癌先行																				なし				2.5																				1.57		81.3		1.31		83.4								PS0		右		中		4.3		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/4/14								なし		7/4/14																								6/24/14		6/11/14		7/4/14		1		100		35		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND1b										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-06408		RS4		peri		5		3		3		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		ad				mod,Papillar														－								－																										－										－

		218		38						13586705				20140624		吉田 ヨシダ		○		○		3本 ホン				218		男		77		11/15/36		手術例				吉田		6/24/14		3/13/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		166.5		60				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						肺結核,肺線維症,糖尿病				吸っていた		20		50		60				なし																												なし				4.5		2.9		9.3																2.94		92.7		2.29		80.07		84.6		38.8		95.5		PS0		左		下		4.2		無																										T2a		N0		M0		StageⅠB		大きさ																		術前未確診																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/14/14								なし		7/14/14																								6/24/14		6/19/14		7/14/14		1		209		65		なし		右		下		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-06407		LS10		peri		4		2.5		2		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		sq				mod																								－														－		－				－				－				－				－		－

		219		38						13650942				20140627		前田 マエダ		○		○		3本 ホン				219		男		66		1/5/48		手術例				前田		5/26/14				陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		174		77.2										高血圧				吸っている		24		66		20				なし																												なし				2.4		2.5																		4.54		129		3.15		710.63								PS0		右		中		3.4		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ																		sq																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14																								6/27/14		6/25/14		7/7/14		1		216		20		なし		右		中		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-06626		RS5		peri		2.7		2.5		2		－		－		0				0		0						陰性		0		R0		sq				mod																						－														－								－												－		－

		220		38						13190976				20140701		萩原 ハギワラ		○		○		3本 ホン				220		女		51		7/22/62		手術例・病理未入力				萩原		7/1/14		3/14/13		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		未施行		157		57.4				胸痛						なし				吸わない										なし																												なし				2.6		1		10.6																3.63		138.5		2.8		77.13		98.5		39.7		98		PS0		左		上		2.1		有		0.9																								T1b		N0		M0		StageⅠA																				ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/8/14								なし																										7/1/14		6/30/14		7/8/14		1		195				なし		左		上		区域				S1+2,S3		なし				完全切除		ND1b										T1b		N0		M0		StageⅠA

		221		38						13662380				20140701		吉田 ヨシダ		○		○		3本 ホン				221		男		77		3/2/37		手術例		他院診断		吉田		5/26/14		5/26/14		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		160.7		61.4				胸部異常陰影（それ以外）						なし				吸っていた		20		70		18				あり		前立腺				2011		他癌先行																				なし				86		1.3		13.1																3.09		101.6		1.97		65.02		83.5		36		96.8		PS0		左		上		3.8		無																										T2a		N1		M0		StageⅡA		大きさ						#11(左）												ad																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/17/14								なし		7/17/14																								7/1/14		6/27/14		7/17/14		1		290		285		なし		左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2										T2a		N0		M0		StageⅠB								2014-06740		LS5		peri		4.2		3		2.8		＋		＋		2				0		0						陰性		1		R0		adwithmixsubtype				mod,Acinar,Papillar																						－		－												＋		＋		＋				＋				＋										＋

		222		38						13649340				20140701		加藤 カトウ		○		○		3本 ホン				222		女		52		4/25/62		手術例・病理未入力				加藤		5/21/14		5/15/14		陽性		陽性		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		未施行		施行		157		40				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						なし				吸っている		20		52		40				なし																												なし				8.2		1.5		13.5																3.03		116.1		2.53		84.3								PS0		右		上		2.2		無																										T1b		N0		M0		StageⅠA																				NSCLC																																																																														なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/6/14								なし		7/6/14																								7/1/14		6/30/14		7/6/14		1		170		152		なし		右		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-1										T1b		N0		M0		StageⅠA

		223		38,39						13073678				20140708		萩原 ハギワラ		○		○		3本 ホン				223		女		62		9/19/50		手術例				萩原		2/26/13		11/22/12		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行		未施行				未施行		未施行		陽性		施行		156.5		54				胸部異常陰影（検診・健診・ドック）						高血圧,心疾患				吸っている		20		62		20				なし																		右中		T1a						2/26/13		同時多発,異時多発,		あり		19		1.8		13.2																2.99		123		1.84		1.84								PS0		左		上		2.3		無				T1		N0		M0		StageⅠA																T1b		N0		M0		StageⅠA																				術前未確診										なし				なし				なし																																																												なし		なし												なし				なし				なし		,		生存		7/15/14								なし		7/15/14																								2/26/13		2/5/13		3/6/13		1		192						左		上		葉切						なし				完全切除		ND2a-2		T2		N0		M0		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB								2013-02009		LS3B3				3.5		2.5		1.5		－		＋		1				0		0						未検		0		R0		ad				poor,Papillar																						－		－														－						－				－										－





Toui-臨床情報（53-223）

		TMU No.				TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		53				53																																												男		72		12/7/12		陰性		陽性		吸っていた		20		70		30				なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								あり				9/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-00114		RS3

		54				54																																												男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		55				55		EGFR																																										男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		56				56				KRAS																																								男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		57				57																																TP53												女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		58				58																																												男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		59				59												MAP2K1																																男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		60				60																																TP53												男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		61				61																																												女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		63				63																																												女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		64				64		EGFR																														TP53												男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		65				65										PIK3CA																						TP53												男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		66				66		EGFR																												PTEN														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		67				67																																												女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		68				68																														PTEN		TP53												男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		69				69																																		EML4-ALK										女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		70				70																																TP53												男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		71				71		EGFR																								DDR2						TP53												男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		72				72																																												男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		73				73				KRAS																																								女		62		3/15/13		未施行		未施行		吸っていた		20		62		15				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/20/13								なし		3/20/13														2013-02748		RS1		陰性				陰性

		74				74		EGFR																										CTNNB1																女		73		2/25/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/24/13								なし		3/24/13														2013-02749		8		陽性		21L858R

		75				75		EGFR																																										女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		76				76																																TP53												女		56		2/20/13		陽性		陽性		吸っている		19		56		20				なし				同時多発		PS0		3.1		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/27/13								なし		3/27/13														2013-03024		RS2		陰性

		77				77																																TP53												男		74		2/18/13		陽性		未施行		吸っていた		25		69		40				なし				なし		PS0		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/14								あり				3/19/14		PS0		distant		副腎						2013-03038		LS1+2		陰性				陰性

		78				78				KRAS				BRAF																																				男		61		2/19/13		陽性		陽性		吸っている		20		61		30				なし				なし		PS0		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13														2013-03073		RS1		陰性

		79				79		EGFR																																										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		81				81								BRAF																				CTNNB1																男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		82				82		EGFR																										CTNNB1																女		60		1/8/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		4/8/13								なし		4/8/13														2013-03247				陽性		21L858R

		83				83				KRAS																																								女		73		4/2/13		未施行		未施行		吸わない										なし				同時多発		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/10/13								なし																2013-03356		RS2		陽性		19

		84				84		EGFR																																										女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		85				85																																												女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		86				86		EGFR																																										女		72		4/12/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/13								なし		4/17/13														2013-03819		LS3B3		陽性		21L858R

		87				87																																TP53												男		72		3/27/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		50				なし				なし		PS0		5.5						T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		不整脈,肺炎,膿胸		死亡		5/12/13		他病死						なし		5/12/13														2013-03650		R

		88				88																																		EML4-ALK										女		68		2/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/18/13								なし		4/18/13														2013-03704		RS8B8		陰性

		89				89																																TP53												男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		90				90																																												男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性

		91				91																																TP53												男		71		4/16/13		未施行		未施行		吸っていた		15		65		15				なし				なし				2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/23/13								なし		4/23/13														2013-03982		LS3		陰性

		92				92																																												男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		93				93																																												男		79		3/22/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/1/13								なし		5/1/13														2013-04190		RS2

		94				94																																		EML4-ALK										男		63		3/13/13		陽性		陽性		吸っていた		20		62		50				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		あり		あり				なし		なし		生存		8/13/13								なし		8/13/13														2013-04218		RS8		陰性

		95				95		EGFR																																										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		96				96																														PTEN														男		77		3/1/13		陰性		陽性		吸っていた		20		51		60				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		5/29/13								なし		5/29/13														2013-04378		RS8		陰性				陰性

		98				98																																TP53												男		67		2/19/13		陰性		陽性		吸っていた		20		57		80				あり		食道		なし		PS0		2.3						T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/14								あり				8/13/13		PS0		distant		肺						2013-04613		LS8		陰性				陰性

		99				99																ERBB2																TP53												女		48		4/4/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		7/14/13								なし		7/14/13														2013-04629		LS8		陰性

		100				100		EGFR																		FGFR2																								女		48		4/12/13		陰性		陽性		吸っていた						3		2		なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		創部感染		生存		6/19/13								なし		6/19/13														2013-04818		LS6		陽性		19

		101				101																																												男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		102				102		EGFR																														TP53												女		51		5/13/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/21/13								なし		5/21/13														2013-04828		LS4		陽性		19

		103				103		EGFR																																										男		70		6/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		50		10				なし				なし		PS0		1.2						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/5/13								なし		7/5/13														2013-06219		Rs1

		104		血清なし ケッセイ		104								BRAF																																				男		71		6/12/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/11/13								なし		7/11/13														2013-07030		LS6						陰性

		105				105		EGFR																																										女		76		6/21/13		陽性		陽性		不明										なし				なし		PS0		3.3		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/24/13								なし		7/24/13														2013-07402		LS1+2		陽性		21L858R

		106				106																																TP53												男		52		9/6/13		未施行		未施行		吸っている		18		52		20				なし				なし		PS0		3.8		無				T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/11/13								なし		9/11/13		9/11/13												2013-09466		RS1		陰性				陰性

		107				107																																												女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		108				108																																				KIF5B-RET								女		57		9/20/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/30/13								なし		9/30/13														2013-09954		LS6		陰性				陰性

		109				109																																												男		72		9/20/13		陰性		陽性		吸っていた		21		71		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/24/14								なし		1/24/14														2013-09955		RS10S9		陰性				陰性

		110				110		EGFR																																										女		80		8/5/13		陽性		陰性		吸っていた		18		30		20				なし				なし		PS0								T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/3/13								なし		10/3/13														2013-10019		RS2		陽性		19

		111		腫瘍検体なし シュヨウケンタイ		111																																												男		76		8/30/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS1		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		6/27/14								あり				3/5/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-10074		LS5B5		陰性

		112				112		EGFR																																										男		40		8/19/13		陽性		陽性		吸っていた		20		30		10				なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/7/13								なし		10/7/13														2013-10191		LS1+2		陽性		19

		113				113																						ALK												EML4-ALK										女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		114				114		EGFR																																										男		78		11/15/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12003		RS1B1

		115				115																																TP53												男		68		10/24/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				なし		PS0		5.5		無				T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-11995		RS8-10		陰性

		116				116																																TP53												男		65		11/15/13		陰性		陰性		吸っていた		18		64		20				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12025		LS1+2		陰性				陰性

		117				117		EGFR																														TP53												女		69		10/1/13		陽性		陽性		吸わない										なし				同時多発		PS0		4.2		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/28/13								なし		11/28/13														2013-12106		RS1		陽性		21L858R

		118				118		EGFR																																										女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		119				119						NRAS																										TP53												男		71		3/9/10		未施行		未施行		吸っていた		23		70		8				なし						PS1		1.2		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/25/13								なし																2010-02601		RS1		陰性				陰性

		120				120				KRAS																																								女		54		11/22/13		未施行		未施行		吸っている		20		54		20				あり		腎臓		なし		PS0		1		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/14								なし		4/19/14														2013-12296		RS5		陰性				陰性

		121				121		EGFR																														TP53												女		72		11/25/13						吸わない										なし				なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		12/1/13								なし		12/1/13														2013-12349		RS6		陽性		19

		122				122																																												男		74		11/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		66		30				あり				なし		PS0		1.6		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/19/13								なし		12/19/13														2013-12371		RS9,10		陰性

		123				123				KRAS																												TP53												男		68		10/9/13		未施行		未施行		吸っている		25		68		30				なし				なし		PS0		2.4		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/8/13								なし		12/8/13														2013-12577		LS1+2		陰性				陰性

		124				124																ERBB2																TP53												女		70		11/29/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								なし		12/4/13														2013-12569		RS9-10		陰性

		125				125		EGFR																										CTNNB1																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		126				126		EGFR																														TP53												男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		127				127																																												女		71		9/10/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12865		RS2		陰性				陰性

		128				128								BRAF																																				男		69		12/6/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				同時多発		PS0		1.5		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12864		LS1+2		陰性				陰性

		129				129																ERBB2																												女		69		10/9/13		陽性		陽性		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.6		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12915		RS8		陰性				陰性

		130		腫瘍検体なし シュヨウケンタイ		130																																												男		75		12/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		35		40				なし				なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/18/13								なし		12/18/13														2013-12985		RS10		陰性				陰性

		131				131																																												男		66				陽性		陽性		吸っている		20		66		15				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/17/13								なし		12/17/13														2013-13044		RS6		陰性

		132				132																																TP53												男		84		10/30/13		陽性		陽性		吸っていた		18		67		60				なし				同時多発		PS0		1.4		無				T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2013-13191		LS3

		133				133																																												男		84		12/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		54		15				あり		前立腺		なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/12/14								なし		2/12/14														2013-13253		RS2		陰性				陰性

		134				134																																TP53												男		62		9/12/11		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				異時多発		PS0		1.3		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2011-09831		R		陰性				陰性

		135				135		EGFR																														TP53												女		52		11/7/13		陽性		陽性		吸っていた		23		26		20				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/26/13								なし																2013-13324		RS2		陽性		21L858R

		137				137																																TP53												男		73		11/20/13		陽性		陽性		吸っていた		21		71		20				あり		胃		なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,その他		生存		5/31/14								なし		5/31/14														2013-13500		LS9,10		陰性

		138				138										PIK3CA																																		男		85		9/6/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/4/14								なし		1/4/14														2013-13447		LS6

		139				139																																												男		66		12/27/13		陰性		陰性		吸っていた		20		65		10				なし				なし		PS0		2.6		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/26/14								あり				6/3/14		PS4		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓				2013-13690		LS1+2		陰性				陰性

		140				140																		ERBB4														TP53												男		67		1/25/11																				異時多発										T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC						なし		なし						なし		生存		1/18/14						本院最終受診日		なし		1/18/14														2014-00048		RS9

		141				141		EGFR																																										男		69		10/23/13		陽性		陽性		吸っていた		20		61		20				なし				なし		PS0		1.5		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/15/14								なし		1/15/14														2014-00060		RS5		陽性		19

		142				142		EGFR																																										女		75		1/14/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/21/14								なし		1/21/14														2014-00276		RS3		陽性		21L858R

		143				143		EGFR																																										女		67		1/17/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/27/14								なし		1/27/14														2014-00441		RS2		陽性		21L858R

		144				144		EGFR																														TP53												女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		146				146				KRAS																																								男		77		1/21/14		未施行		未施行		吸っていた		20		77		20				なし				なし		PS0		1.6		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00577		LS10		陰性

		147				147		EGFR																														TP53												女		50		12/18/13		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00601		RS10		陽性		19

		148				148		EGFR																														TP53												男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		149				149				KRAS																																								男		51		10/30/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		20				なし				なし		PS1		2.5		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		膿胸		生存		3/10/14								なし		3/10/14														2014-00770		RS8		陰性				陰性

		150				150																																												男		76		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				あり		甲状腺,前立腺		同時多発		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/5/14								なし		2/5/14														2014-00808		RS3		陰性				陰性

		151				151																																												男		70		1/9/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/4/14								なし		2/4/14														2014-00917		RS5		陰性

		152				152																																TP53												女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		153				153														AKT1																														女		68		12/25/13		陰性		陽性		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/7/14								なし		2/7/14														2014-01026		RS1		陰性				陰性

		154				154		EGFR																																										男		57		1/10/14		陽性		陰性		吸っていた		20		57		15				なし				同時多発		PS0		2.4		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		2/11/14								なし		2/11/14														2014-01144		RS4		陽性		18

		155				155		EGFR																																										女		67		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										あり		胃		同時多発		PS0		2.9		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/13/14								なし		2/13/14														2014-01329		LS1+2		陽性		21L858R

		156				156		EGFR																																										女		60		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.7		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/14/14								なし		2/14/14														2014-01330		RS1		陽性		21L858R

		157		血清なし ケッセイ		157																																												男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		158				158		EGFR																																										男		67		1/16/14		未施行		未施行		吸っていた		30		62		20				なし				なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		6/24/14								なし		6/24/14														2014-01585		RS6,S7,S10		陽性		19

		159				159		EGFR																																										女		77		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		18		40		10				なし				なし		PS1		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/26/14								なし		2/26/14														2014-01566		RS1		陽性		19

		160				160																																												女		62		1/7/14		陽性		陽性		吸っていた						30				なし				なし		PS0		2.4						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01541		RS1		陰性

		161				161		EGFR																														TP53												女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		162				162				KRAS																																								男		74		2/18/14		未施行		未施行		吸っていた		18		74		20				なし				なし		PS0		3.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/25/14								なし		2/25/14														2014-01710		RS2		陰性

		164				164		EGFR																																										女		78		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		18		20		2				なし				なし		PS0		3.2		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/6/14								なし		3/6/14														2014-01938		RS3		陽性		21L858R

		165				165		EGFR																										CTNNB1																女		80		1/24/14		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		3/2/14								なし		3/2/14														2014-01965		LS6+9+10		陽性		19

		166				166																												CTNNB1						EML4-ALK										女		23		2/28/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/11/14								なし		3/11/14														2014-02114		LS1		陰性				陽性

		167				167		EGFR																														TP53												女		63		2/28/14		未施行		未施行		吸っていた		2		20		21		2		なし				同時多発		PS0		1.7						T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		3/7/14								なし		3/7/14														2014-02132		LS3		陽性		19

		168				168		EGFR																														TP53												女		58		1/27/14		未施行		未施行		不明										なし				異時多発		PS0		6						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/16/14								なし		5/16/14														2014-02267		Rs2		陽性		21L858R

		169				169																																TP53												男		71		1/8/14		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS0		2.8		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-02438		RS3		陰性

		170				170																																TP53												男		72		3/7/14		未施行		未施行		吸っていた		20		55		40				なし				なし		PS0		2.7						T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		肺炎		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-02387		LS6		陰性

		171				171		EGFR																																										女		77		3/7/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/13/14								なし		3/13/14														2014-02439		LS1+2		陽性		21L858R

		172				172		EGFR																																										女		81		2/12/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		5.3		無				T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/19/14								なし		3/19/14														2014-02502		RS4		陽性		19

		174				174																																TP53												男		73		1/20/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		20				あり		膀胱,前立腺		なし		PS1		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/27/14								なし		3/27/14														2014-02721		RS		陰性				陰性

		176				176		EGFR																																										女		79		2/24/14						吸わない										なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/24/14								なし		3/24/14														2014-02672		LS3

		177				177		EGFR																																										女		61		3/14/14		未施行		未施行		吸っていた		20		28		20				なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/23/14								なし		3/23/14														2014-02693		RS4		陽性		21L858R

		178				178				KRAS																																								男		72		2/13/14		未施行		未施行		吸っていた		25		42		30				なし				なし		PS0		2.1						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02752		Ls1+2		陰性

		179				179		EGFR																														TP53												女		67		2/18/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02790		RS7		陽性		19

		180				180																																												男		69		2/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		37		20				なし				なし		PS0		3.7		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14														2014-02789		RS5		陰性				陽性

		182				182		EGFR																																										女		68		3/28/14		未施行		未施行		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/3/14								なし		4/3/14														2014-03220		LS3		陽性		19

		183				183																																TP53												女		74		3/28/14		未施行		未施行		吸っていた		25		71		30				なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/8/14								なし		4/8/14														2014-03282		RS1

		184				184										PIK3CA																						TP53												男		84		2/24/14		未施行		未施行		吸っている		20		83		10				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/28/14								なし		4/28/14														2014-03352		LS9

		188				188		EGFR																										CTNNB1																女		71		3/12/14		陽性		疑陽性		吸っていた		38		69		2				なし				なし		PS0		3.5		無				T3		N0		M0		StageⅡB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-03784		LS3		陽性		19

		189				189				KRAS																												TP53												男		77		3/17/14		陰性		陽性		吸っていた		20		56		60				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		2.2		無				T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		4/22/14								なし		4/22/14														2014-03836		LS3		陰性

		190				190		EGFR																														TP53												女		69		4/18/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/25/14								なし		4/25/14														2014-04011		RS8

		192				192		EGFR																																										女		64		4/25/14		未施行		未施行		吸わない										あり		その他		同時多発		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/2/14								なし		5/2/14														2014-04283		LS8		陽性		21L858R

		193				193		EGFR																														TP53												男		65		4/4/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.8						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/8/14								なし		5/8/14														2014-04483		RS1		陰性

		194				194				KRAS																												TP53												女		63		5/2/14		陰性		陰性		吸っていた		25		58		40				なし				なし		PS0		2.6						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/9/14								なし		5/9/14														2014-04508		RS9-10		陰性

		195				195																																												女		56		5/2/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/12/14								なし		5/12/14														2014-04482		LS9

		196				196																																TP53												男		55		4/15/14		陽性		陽性		吸っていた		22		40		15				なし				なし		PS0		4.6		無				T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/23/14								なし		5/23/14														2014-04648		RS7		陰性

		197				197																																												男		54		3/28/14		陽性		陽性		吸っていた		20		54		10				なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/15/14								なし		5/15/14														2014-04645		RS1		陰性				陰性

		199				199																																TP53												男		81		4/2/14		陽性		陽性		吸っていた		15		75		25				なし				なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-04756		LS10

		200				200																																												男		70		4/23/14		陰性		陽性		吸っていた		18		60		60				なし				なし		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/27/14								なし		5/27/14														2014-05064		LS10		陰性

		201				201																																																																																																				肺胞瘻																												2014-05207		RS

		202				202																																TP53												男		62		5/23/14		未施行		陰性		吸っていた		20		62		20				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/2/14								なし		6/2/14														2014-05202		LS3

		203				203		EGFR																														TP53												男		60		4/28/14		陽性		陽性		吸っていた		18		32		10				なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/29/14								なし		5/29/14														2014-05251		Ls10		陽性		19

		204				204		EGFR																																										女		77		5/27/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-05317		LS4

		205				205																																												男		39		6/3/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/9/14								なし		6/9/14																		陰性

		206				206				KRAS																												TP53												男		61		1/23/14		未施行		未施行		吸っていた		18		61		20				あり				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/13/14								なし		6/13/14

		208				208		EGFR																																										女		55		6/9/14		未施行		未施行		吸っていた		25		55		10				なし				なし		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/17/14								なし		6/17/14

		209				209		EGFR																																										男		67		4/24/14		陰性		陰性		吸っていた		20		41		25				なし				なし		PS0		2.6		有				T1b		N0		M0		StageⅠA								なし		なし				なし		なし		,		生存		6/16/14								なし		6/16/14														2014-05858		StageⅠA		陽性		21L858R

		211				211																																TP53												男		67		5/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		10				あり		胃		なし		PS0		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/16/14								なし		6/16/14

		212				212		EGFR																																										女		70		5/8/14		未施行		未施行		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/23/14								なし		6/23/14

		213				213																																TP53												男		80		5/20/14		陽性		陽性		吸っている		20		80		20				あり		大腸		なし		PS1		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		sq						なし		なし				なし		無気肺,肺炎		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06285		StageⅠB		陰性

		214		血清なし ケッセイ		214																																		EML4-ALK										女		49		5/26/14		陽性		陽性		吸っていた		16		46		15				なし				なし		PS0		1.2		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-06297		StageⅠA		陰性

		215				215				KRAS																												TP53												女		63		6/20/14		陰性		陰性		吸っていた		20		63		12				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14

		216				216																								MET																				男		66		4/18/14		陽性		陽性		吸わない		25		63		30				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/1/14								なし		7/1/14														2014-06348		StageⅡA		陰性

		217				217				KRAS																																								女		79		3/14/14		陽性		陽性		吸わない										あり		肝臓		なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/4/14								なし		7/4/14														2014-06408		StageⅠB		陰性

		218				218																																TP53												男		77		6/24/14		未施行		未施行		吸っていた		20		50		60				なし				なし		PS0		4.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/14/14								なし		7/14/14														2014-06407		StageⅠB

		219				219																																TP53												男		66		5/26/14		陽性		陽性		吸っている		24		66		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06626		StageⅠA		陰性

		220				220		EGFR																																										女		51		7/1/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/8/14								なし

		221				221																																TP53												男		77		5/26/14		未施行		未施行		吸っていた		20		70		18				あり		前立腺		なし		PS0		3.8		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/17/14								なし		7/17/14														2014-06740		StageⅢA

		222				222																																												女		52		5/21/14		陽性		陽性		吸っている		20		52		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/6/14								なし		7/6/14																		陰性

		223				223																																TP53												女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発,異時多発,		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		,		生存		7/15/14								なし		7/15/14														2013-02009		StageⅠB		陰性
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		13088837				20130108		53		男		72		12/7/12		陰性		陽性		吸っていた		20		70		30				なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								あり				9/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-00114		RS3

		13086958				20130111		54		男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		8757615				20130115		55		男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		13121265				20130121		56		男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		13121117				20130122		57		女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		182664				20130128		58		男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		13140502				20130205		59		男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		13133840				20130208		60		男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		13121010				20130218		61		女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		10884284				20130222		63		女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		13152810				20130225		64		男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		13148716				20130225		65		男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		13166013				20130226		66		男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		13073678				20130226		67		女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		1191683				20130305		68		男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		13129134				20130305		69		女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		13140820				20130311		70		男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		13164240				20130312		71		男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		13068100				20130312		72		男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		13105359				20130315		73		女		62		3/15/13		未施行		未施行		吸っていた		20		62		15				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/20/13								なし		3/20/13														2013-02748		RS1		陰性				陰性

		13183341				20130315		74		女		73		2/25/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/24/13								なし		3/24/13														2013-02749		8		陽性		21L858R

		13101400				20130319		75		女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		13173605				20130322		76		女		56		2/20/13		陽性		陽性		吸っている		19		56		20				なし				同時多発		PS0		3.1		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/27/13								なし		3/27/13														2013-03024		RS2		陰性

		13177066				20130325		77		男		74		2/18/13		陽性		未施行		吸っていた		25		69		40				なし				なし		PS0		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/14								あり				3/19/14		PS0		distant		副腎						2013-03038		LS1+2		陰性				陰性

		13165319				20130325		78		男		61		2/19/13		陽性		陽性		吸っている		20		61		30				なし				なし		PS0		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13														2013-03073		RS1		陰性

		12763182				20130325		79		女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		13166366				20130326		81		男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		2478773				20130329		82		女		60		1/8/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		4/8/13								なし		4/8/13														2013-03247				陽性		21L858R

		13195196				20130402		83		女		73		4/2/13		未施行		未施行		吸わない										なし				同時多発		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/10/13								なし																2013-03356		RS2		陽性		19

		1272730				20130405		84		女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		13156190				20130408		85		女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		13173443				20130409		86		女		72		4/12/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/13								なし		4/17/13														2013-03819		LS3B3		陽性		21L858R

		13211531				20130409		87		男		72		3/27/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		50				なし				なし		PS0		5.5						T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		不整脈,肺炎,膿胸		死亡		5/12/13		他病死						なし		5/12/13														2013-03650		R

		13171378				20130409		88		女		68		2/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/18/13								なし		4/18/13														2013-03704		RS8B8		陰性

		12899670				20130412		89		男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		13216355				20130416		90		男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性

		13196702				20130416		91		男		71		4/16/13		未施行		未施行		吸っていた		15		65		15				なし				なし				2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/23/13								なし		4/23/13														2013-03982		LS3		陰性

		13159394				20130422		92		男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		13203040				20130422		93		男		79		3/22/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/1/13								なし		5/1/13														2013-04190		RS2

		13197903				20130423		94		男		63		3/13/13		陽性		陽性		吸っていた		20		62		50				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		あり		あり				なし		なし		生存		8/13/13								なし		8/13/13														2013-04218		RS8		陰性

		13120757				20130426		95		男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		13183384				20130426		96		男		77		3/1/13		陰性		陽性		吸っていた		20		51		60				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		5/29/13								なし		5/29/13														2013-04378		RS8		陰性				陰性

		11675999				20130507		98		男		67		2/19/13		陰性		陽性		吸っていた		20		57		80				あり		食道		なし		PS0		2.3						T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/14								あり				8/13/13		PS0		distant		肺						2013-04613		LS8		陰性				陰性

		13229767				20130507		99		女		48		4/4/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		7/14/13								なし		7/14/13														2013-04629		LS8		陰性

		13230722				20130513		100		女		48		4/12/13		陰性		陽性		吸っていた						3		2		なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		創部感染		生存		6/19/13								なし		6/19/13														2013-04818		LS6		陽性		19

		13217181				20130513		101		男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		12494505				20130513		102		女		51		5/13/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/21/13								なし		5/21/13														2013-04828		LS4		陽性		19

		12564260				20130617		103		男		70		6/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		50		10				なし				なし		PS0		1.2						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/5/13								なし		7/5/13														2013-06219		Rs1

		13290962				20130705		104		男		71		6/12/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/11/13								なし		7/11/13														2013-07030		LS6						陰性

		13301271				20130716		105		女		76		6/21/13		陽性		陽性		不明										なし				なし		PS0		3.3		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/24/13								なし		7/24/13														2013-07402		LS1+2		陽性		21L858R

		13352356				20130906		106		男		52		9/6/13		未施行		未施行		吸っている		18		52		20				なし				なし		PS0		3.8		無				T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/11/13								なし		9/11/13		9/11/13												2013-09466		RS1		陰性				陰性

		12363125				20130906		107		女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		13375046				20130920		108		女		57		9/20/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/30/13								なし		9/30/13														2013-09954		LS6		陰性				陰性

		12787057				20130920		109		男		72		9/20/13		陰性		陽性		吸っていた		21		71		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/24/14								なし		1/24/14														2013-09955		RS10S9		陰性				陰性

		1315455				20130924		110		女		80		8/5/13		陽性		陰性		吸っていた		18		30		20				なし				なし		PS0								T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/3/13								なし		10/3/13														2013-10019		RS2		陽性		19

		9949755				20130924		111		男		76		8/30/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS1		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		6/27/14								あり				3/5/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-10074		LS5B5		陰性

		13378452				20130927		112		男		40		8/19/13		陽性		陽性		吸っていた		20		30		10				なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/7/13								なし		10/7/13														2013-10191		LS1+2		陽性		19

		2306425				20131001		113		女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		11361838				20131115		114		男		78		11/15/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12003		RS1B1

		13445125				20131115		115		男		68		10/24/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				なし		PS0		5.5		無				T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-11995		RS8-10		陰性

		12848838				20131115		116		男		65		11/15/13		陰性		陰性		吸っていた		18		64		20				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12025		LS1+2		陰性				陰性

		13415781				20131118		117		女		69		10/1/13		陽性		陽性		吸わない										なし				同時多発		PS0		4.2		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/28/13								なし		11/28/13														2013-12106		RS1		陽性		21L858R

		13399530				20131119		118		女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		11526578				20131119		119		男		71		3/9/10		未施行		未施行		吸っていた		23		70		8				なし						PS1		1.2		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/25/13								なし																2010-02601		RS1		陰性				陰性

		1742760				20131122		120		女		54		11/22/13		未施行		未施行		吸っている		20		54		20				あり		腎臓		なし		PS0		1		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/14								なし		4/19/14														2013-12296		RS5		陰性				陰性

		3452980				20131125		121		女		72		11/25/13						吸わない										なし				なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		12/1/13								なし		12/1/13														2013-12349		RS6		陽性		19

		4864077				20131125		122		男		74		11/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		66		30				あり				なし		PS0		1.6		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/19/13								なし		12/19/13														2013-12371		RS9,10		陰性

		13429960				20131129		123		男		68		10/9/13		未施行		未施行		吸っている		25		68		30				なし				なし		PS0		2.4		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/8/13								なし		12/8/13														2013-12577		LS1+2		陰性				陰性

		13445141				20131129		124		女		70		11/29/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								なし		12/4/13														2013-12569		RS9-10		陰性

		5681782				20131129		125		女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		13382689				20131203		126		男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		13392722				20131206		127		女		71		9/10/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12865		RS2		陰性				陰性

		13416338				20131206		128		男		69		12/6/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				同時多発		PS0		1.5		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12864		LS1+2		陰性				陰性

		682497				20131206		129		女		69		10/9/13		陽性		陽性		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.6		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12915		RS8		陰性				陰性

		645877				20131210		130		男		75		12/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		35		40				なし				なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/18/13								なし		12/18/13														2013-12985		RS10		陰性				陰性

		492280				20131210		131		男		66				陽性		陽性		吸っている		20		66		15				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/17/13								なし		12/17/13														2013-13044		RS6		陰性

		10197767				20131213		132		男		84		10/30/13		陽性		陽性		吸っていた		18		67		60				なし				同時多発		PS0		1.4		無				T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2013-13191		LS3

		13446865				20131217		133		男		84		12/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		54		15				あり		前立腺		なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/12/14								なし		2/12/14														2013-13253		RS2		陰性				陰性

		8742189				20131217		134		男		62		9/12/11		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				異時多発		PS0		1.3		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2011-09831		R		陰性				陰性

		13451796				20131217		135		女		52		11/7/13		陽性		陽性		吸っていた		23		26		20				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/26/13								なし																2013-13324		RS2		陽性		21L858R

		13461201				20131220		137		男		73		11/20/13		陽性		陽性		吸っていた		21		71		20				あり		胃		なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,その他		生存		5/31/14								なし		5/31/14														2013-13500		LS9,10		陰性

		13388652				20131220		138		男		85		9/6/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/4/14								なし		1/4/14														2013-13447		LS6

		5064449				20131227		139		男		66		12/27/13		陰性		陰性		吸っていた		20		65		10				なし				なし		PS0		2.6		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/26/14								あり				6/3/14		PS4		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓				2013-13690		LS1+2		陰性				陰性

		12297742				20140106		140		男		67		1/25/11																				異時多発										T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC						なし		なし						なし		生存		1/18/14						本院最終受診日		なし		1/18/14														2014-00048		RS9

		13438080				20140107		141		男		69		10/23/13		陽性		陽性		吸っていた		20		61		20				なし				なし		PS0		1.5		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/15/14								なし		1/15/14														2014-00060		RS5		陽性		19

		13475644				20140114		142		女		75		1/14/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/21/14								なし		1/21/14														2014-00276		RS3		陽性		21L858R

		2098911				20140117		143		女		67		1/17/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/27/14								なし		1/27/14														2014-00441		RS2		陽性		21L858R

		13475520				20140117		144		女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		13490864				20140121		146		男		77		1/21/14		未施行		未施行		吸っていた		20		77		20				なし				なし		PS0		1.6		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00577		LS10		陰性

		13494304				20140121		147		女		50		12/18/13		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00601		RS10		陽性		19

		13471185				20140121		148		男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		13423180				20140124		149		男		51		10/30/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		20				なし				なし		PS1		2.5		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		膿胸		生存		3/10/14								なし		3/10/14														2014-00770		RS8		陰性				陰性

		9191020				20140124		150		男		76		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				あり		甲状腺,前立腺		同時多発		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/5/14								なし		2/5/14														2014-00808		RS3		陰性				陰性

		7080042				20140128		151		男		70		1/9/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/4/14								なし		2/4/14														2014-00917		RS5		陰性

		13497656				20140131		152		女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		13426880				20140131		153		女		68		12/25/13		陰性		陽性		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/7/14								なし		2/7/14														2014-01026		RS1		陰性				陰性

		13509166				20140204		154		男		57		1/10/14		陽性		陰性		吸っていた		20		57		15				なし				同時多発		PS0		2.4		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		2/11/14								なし		2/11/14														2014-01144		RS4		陽性		18

		13471215				20140207		155		女		67		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										あり		胃		同時多発		PS0		2.9		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/13/14								なし		2/13/14														2014-01329		LS1+2		陽性		21L858R

		13502757				20140207		156		女		60		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.7		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/14/14								なし		2/14/14														2014-01330		RS1		陽性		21L858R

		13524050				20140210		157		男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		13525625				20140214		158		男		67		1/16/14		未施行		未施行		吸っていた		30		62		20				なし				なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		6/24/14								なし		6/24/14														2014-01585		RS6,S7,S10		陽性		19

		13499454				20140214		159		女		77		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		18		40		10				なし				なし		PS1		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/26/14								なし		2/26/14														2014-01566		RS1		陽性		19

		13498750				20140214		160		女		62		1/7/14		陽性		陽性		吸っていた						30				なし				なし		PS0		2.4						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01541		RS1		陰性

		12401876				20140214		161		女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		13515549				20140218		162		男		74		2/18/14		未施行		未施行		吸っていた		18		74		20				なし				なし		PS0		3.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/25/14								なし		2/25/14														2014-01710		RS2		陰性

		13483183				20140225		164		女		78		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		18		20		2				なし				なし		PS0		3.2		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/6/14								なし		3/6/14														2014-01938		RS3		陽性		21L858R

		9916121				20140225		165		女		80		1/24/14		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		3/2/14								なし		3/2/14														2014-01965		LS6+9+10		陽性		19

		13496838				20140228		166		女		23		2/28/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/11/14								なし		3/11/14														2014-02114		LS1		陰性				陽性

		13550271				20140228		167		女		63		2/28/14		未施行		未施行		吸っていた		2		20		21		2		なし				同時多発		PS0		1.7						T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		3/7/14								なし		3/7/14														2014-02132		LS3		陽性		19

		13536953				20140304		168		女		58		1/27/14		未施行		未施行		不明										なし				異時多発		PS0		6						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/16/14								なし		5/16/14														2014-02267		Rs2		陽性		21L858R

		13503320				20140307		169		男		71		1/8/14		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS0		2.8		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-02438		RS3		陰性

		10992419				20140307		170		男		72		3/7/14		未施行		未施行		吸っていた		20		55		40				なし				なし		PS0		2.7						T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		肺炎		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-02387		LS6		陰性

		13539510				20140307		171		女		77		3/7/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/13/14								なし		3/13/14														2014-02439		LS1+2		陽性		21L858R

		1855107				20140311		172		女		81		2/12/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		5.3		無				T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/19/14								なし		3/19/14														2014-02502		RS4		陽性		19

		13507635				20140314		174		男		73		1/20/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		20				あり		膀胱,前立腺		なし		PS1		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/27/14								なし		3/27/14														2014-02721		RS		陰性				陰性

		13566372				20140314		176		女		79		2/24/14						吸わない										なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/24/14								なし		3/24/14														2014-02672		LS3

		13562997				20140314		177		女		61		3/14/14		未施行		未施行		吸っていた		20		28		20				なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/23/14								なし		3/23/14														2014-02693		RS4		陽性		21L858R

		13555850				20140317		178		男		72		2/13/14		未施行		未施行		吸っていた		25		42		30				なし				なし		PS0		2.1						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02752		Ls1+2		陰性

		13552878				20140318		179		女		67		2/18/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02790		RS7		陽性		19

		13541590				20140318		180		男		69		2/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		37		20				なし				なし		PS0		3.7		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14														2014-02789		RS5		陰性				陽性

		10899788				20140328		182		女		68		3/28/14		未施行		未施行		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/3/14								なし		4/3/14														2014-03220		LS3		陽性		19

		12722818				20140328		183		女		74		3/28/14		未施行		未施行		吸っていた		25		71		30				なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/8/14								なし		4/8/14														2014-03282		RS1

		13562725				20140401		184		男		84		2/24/14		未施行		未施行		吸っている		20		83		10				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/28/14								なし		4/28/14														2014-03352		LS9

		13582696				20140411		188		女		71		3/12/14		陽性		疑陽性		吸っていた		38		69		2				なし				なし		PS0		3.5		無				T3		N0		M0		StageⅡB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-03784		LS3		陽性		19

		13588970				20140411		189		男		77		3/17/14		陰性		陽性		吸っていた		20		56		60				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		2.2		無				T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		4/22/14								なし		4/22/14														2014-03836		LS3		陰性

		12339291				20140418		190		女		69		4/18/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/25/14								なし		4/25/14														2014-04011		RS8

		13434492				20140425		192		女		64		4/25/14		未施行		未施行		吸わない										あり		その他		同時多発		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/2/14								なし		5/2/14														2014-04283		LS8		陽性		21L858R

		13602530				20140502		193		男		65		4/4/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.8						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/8/14								なし		5/8/14														2014-04483		RS1		陰性

		11577296				20140502		194		女		63		5/2/14		陰性		陰性		吸っていた		25		58		40				なし				なし		PS0		2.6						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/9/14								なし		5/9/14														2014-04508		RS9-10		陰性

		13612897				20140502		195		女		56		5/2/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/12/14								なし		5/12/14														2014-04482		LS9

		13609497				20140509		196		男		55		4/15/14		陽性		陽性		吸っていた		22		40		15				なし				なし		PS0		4.6		無				T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/23/14								なし		5/23/14														2014-04648		RS7		陰性

		13595488				20140509		197		男		54		3/28/14		陽性		陽性		吸っていた		20		54		10				なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/15/14								なし		5/15/14														2014-04645		RS1		陰性				陰性

		433446				20140513		199		男		81		4/2/14		陽性		陽性		吸っていた		15		75		25				なし				なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-04756		LS10

		13590605				20140520		200		男		70		4/23/14		陰性		陽性		吸っていた		18		60		60				なし				なし		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/27/14								なし		5/27/14														2014-05064		LS10		陰性

		13607940				20140523		201																																																										肺胞瘻																												2014-05207		RS

		11747744				20140523		202		男		62		5/23/14		未施行		陰性		吸っていた		20		62		20				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/2/14								なし		6/2/14														2014-05202		LS3

		13623180				20140523		203		男		60		4/28/14		陽性		陽性		吸っていた		18		32		10				なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/29/14								なし		5/29/14														2014-05251		Ls10		陽性		19

		3043193				20140527		204		女		77		5/27/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-05317		LS4

		13240043				20140603		205		男		39		6/3/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/9/14								なし		6/9/14																		陰性

		13516731				20140603		206		男		61		1/23/14		未施行		未施行		吸っていた		18		61		20				あり				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/13/14								なし		6/13/14

		13632359				20140609		208		女		55		6/9/14		未施行		未施行		吸っていた		25		55		10				なし				なし		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/17/14								なし		6/17/14

		13613834				20140610		209		男		67		4/24/14		陰性		陰性		吸っていた		20		41		25				なし				なし		PS0		2.6		有				T1b		N0		M0		StageⅠA								なし		なし				なし		なし		,		生存		6/16/14								なし		6/16/14														2014-05858		StageⅠA		陽性		21L858R

		12698232				20140610		211		男		67		5/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		10				あり		胃		なし		PS0		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/16/14								なし		6/16/14

		13643393				20140613		212		女		70		5/8/14		未施行		未施行		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/23/14								なし		6/23/14

		12063873				20140620		213		男		80		5/20/14		陽性		陽性		吸っている		20		80		20				あり		大腸		なし		PS1		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		sq						なし		なし				なし		無気肺,肺炎		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06285		StageⅠB		陰性

		13662558				20140620		214		女		49		5/26/14		陽性		陽性		吸っていた		16		46		15				なし				なし		PS0		1.2		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-06297		StageⅠA		陰性

		11186459				20140620		215		女		63		6/20/14		陰性		陰性		吸っていた		20		63		12				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14

		11434592				20140620		216		男		66		4/18/14		陽性		陽性		吸わない		25		63		30				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/1/14								なし		7/1/14														2014-06348		StageⅡA		陰性

		13030332				20140624		217		女		79		3/14/14		陽性		陽性		吸わない										あり		肝臓		なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/4/14								なし		7/4/14														2014-06408		StageⅠB		陰性

		13586705				20140624		218		男		77		6/24/14		未施行		未施行		吸っていた		20		50		60				なし				なし		PS0		4.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/14/14								なし		7/14/14														2014-06407		StageⅠB

		13650942				20140627		219		男		66		5/26/14		陽性		陽性		吸っている		24		66		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06626		StageⅠA		陰性

		13190976				20140701		220		女		51		7/1/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/8/14								なし

		13662380				20140701		221		男		77		5/26/14		未施行		未施行		吸っていた		20		70		18				あり		前立腺		なし		PS0		3.8		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/17/14								なし		7/17/14														2014-06740		StageⅢA

		13649340				20140701		222		女		52		5/21/14		陽性		陽性		吸っている		20		52		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/6/14								なし		7/6/14																		陰性

		13073678				20140708		223		女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発,異時多発,		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		,		生存		7/15/14								なし		7/15/14														2013-02009		StageⅠB		陰性
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		TMU No.				TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		215				215				KRAS																												TP53						なし		4.5		無		T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		56				56				KRAS																																		なし		3.5		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		both		脳,悪性胸水・播種										男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		72				72																																						なし		1.8		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁								男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		82				82		EGFR																										CTNNB1										なし		3.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		75				75		EGFR																																				なし		4.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		189				189				KRAS																												TP53						なし		2.2		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		92				92																																						なし		5.3				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		あり		distant		その他		膵臓								男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		196				196																																TP53						なし		4.6		無		T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		90				90																																						なし		4.5		無		T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		87				87																																TP53						なし		5.5				T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし														男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		59				59												MAP2K1																										なし		1.5				T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし														男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		79				79		EGFR																																				なし		5.1				T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		あり		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		115				115																																TP53						なし		5.5		無		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし														女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		65				65										PIK3CA																						TP53						なし		8.1		有		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		あり		distant		肺										男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		188				188		EGFR																										CTNNB1										なし		3.5		無		T3		N0		M0		StageⅡB		ad		なし														男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		132				132																																TP53						同時多発		1.4		無		T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし														女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		106				106																																TP53						なし		3.8		無		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし														女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		60				60																																TP53						なし		2.8				T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし														男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		95				95		EGFR																																				なし		2.8		有		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		あり		local		悪性胸水・播種										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		180				180																																						なし		3.7		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		164				164		EGFR																																				なし		3.2		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		152				152																																TP53						なし		3.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC		なし														女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		126				126		EGFR																														TP53						なし		2.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		101				101																																						なし		3.5		無		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし														男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性

		94				94																																		EML4-ALK				なし		2.3				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		81				81								BRAF																				CTNNB1										なし		4.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		66				66		EGFR																												PTEN								なし		3.7				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		169				169																																TP53						なし		2.8		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		sq		なし														女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		149				149				KRAS																																		なし		2.5		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		138				138										PIK3CA																												なし		2.2		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		221				221																																TP53						なし		3.8		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad																男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		219				219																																TP53						なし		3.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		sq																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		172				172		EGFR																																				なし		5.3		無		T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診		なし														男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		168				168		EGFR																														TP53						異時多発		6				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		64				64		EGFR																														TP53						なし		6.2				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		54				54																																						なし		5.1				T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし														女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		139				139																																						なし		2.6		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		あり		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓								男		66		12/27/13		陰性		陰性		吸っていた		20		65		10				なし				なし		PS0		2.6		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/26/14								あり				6/3/14		PS4		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓				2013-13690		LS1+2		陰性				陰性

		77				77																																TP53						なし		3.3				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		あり		distant		副腎										男		74		2/18/13		陽性		未施行		吸っていた		25		69		40				なし				なし		PS0		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/14								あり				3/19/14		PS0		distant		副腎						2013-03038		LS1+2		陰性				陰性

		204				204		EGFR																																				なし		3.2		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														女		72		11/25/13						吸わない										なし				なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		12/1/13								なし		12/1/13														2013-12349		RS6		陽性		19

		200				200																																						なし		3.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		SCLC		なし														女		54		11/22/13		未施行		未施行		吸っている		20		54		20				あり		腎臓		なし		PS0		1		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/14								なし		4/19/14														2013-12296		RS5		陰性				陰性

		195				195																																						なし		3.1		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														男		71		3/9/10		未施行		未施行		吸っていた		23		70		8				なし						PS1		1.2		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/25/13								なし																2010-02601		RS1		陰性				陰性

		179				179		EGFR																														TP53						なし		1.2		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		69		10/1/13		陽性		陽性		吸わない										なし				同時多発		PS0		4.2		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/28/13								なし		11/28/13														2013-12106		RS1		陽性		21L858R

		174				174																																TP53						なし		4.4		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		65		11/15/13		陰性		陰性		吸っていた		18		64		20				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12025		LS1+2		陰性				陰性

		171				171		EGFR																																				なし		3.5				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		68		10/24/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				なし		PS0		5.5		無				T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-11995		RS8-10		陰性

		165				165		EGFR																										CTNNB1										なし		4.2				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		78		11/15/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12003		RS1B1

		162				162				KRAS																																		なし		3.2				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		40		8/19/13		陽性		陽性		吸っていた		20		30		10				なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/7/13								なし		10/7/13														2013-10191		LS1+2		陽性		19

		160				160																																						なし		2.4				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		80		8/5/13		陽性		陰性		吸っていた		18		30		20				なし				なし		PS0								T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/3/13								なし		10/3/13														2013-10019		RS2		陽性		19

		158				158		EGFR																																				なし		4.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		72		9/20/13		陰性		陽性		吸っていた		21		71		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/24/14								なし		1/24/14														2013-09955		RS10S9		陰性				陰性

		151				151																																						なし		4.5		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														男		52		9/6/13		未施行		未施行		吸っている		18		52		20				なし				なし		PS0		3.8		無				T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/11/13								なし		9/11/13		9/11/13												2013-09466		RS1		陰性				陰性

		150				150																																						同時多発		3.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														女		76		6/21/13		陽性		陽性		不明										なし				なし		PS0		3.3		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/24/13								なし		7/24/13														2013-07402		LS1+2		陽性		21L858R

		148				148		EGFR																														TP53						なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		71		6/12/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/11/13								なし		7/11/13														2013-07030		LS6						陰性

		144				144		EGFR																														TP53						なし		4.5		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		70		6/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		50		10				なし				なし		PS0		1.2						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/5/13								なし		7/5/13														2013-06219		Rs1

		135				135		EGFR																														TP53						なし		2.3				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		51		5/13/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/21/13								なし		5/21/13														2013-04828		LS4		陽性		19

		117				117		EGFR																														TP53						同時多発		4.2		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		48		4/12/13		陰性		陽性		吸っていた						3		2		なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		創部感染		生存		6/19/13								なし		6/19/13														2013-04818		LS6		陽性		19

		114				114		EGFR																																				なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														女		48		4/4/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		7/14/13								なし		7/14/13														2013-04629		LS8		陰性

		110				110		EGFR																																				なし						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		77		3/1/13		陰性		陽性		吸っていた		20		51		60				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		5/29/13								なし		5/29/13														2013-04378		RS8		陰性				陰性

		109				109																																						なし		3.4		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														男		63		3/13/13		陽性		陽性		吸っていた		20		62		50				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		あり		あり				なし		なし		生存		8/13/13								なし		8/13/13														2013-04218		RS8		陰性

		105				105		EGFR																																				なし		3.3		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		79		3/22/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/1/13								なし		5/1/13														2013-04190		RS2

		102				102		EGFR																														TP53						なし		1.1		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		71		4/16/13		未施行		未施行		吸っていた		15		65		15				なし				なし				2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/23/13								なし		4/23/13														2013-03982		LS3		陰性

		93				93																																						なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		68		2/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/18/13								なし		4/18/13														2013-03704		RS8B8		陰性

		89				89																																TP53						なし		3.3				T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし														男		72		3/27/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		50				なし				なし		PS0		5.5						T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		不整脈,肺炎,膿胸		死亡		5/12/13		他病死						なし		5/12/13														2013-03650		R

		85				85																																						なし		4.5		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		72		4/12/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/13								なし		4/17/13														2013-03819		LS3B3		陽性		21L858R

		78				78				KRAS				BRAF																														なし		4.4		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		73		4/2/13		未施行		未施行		吸わない										なし				同時多発		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/10/13								なし																2013-03356		RS2		陽性		19

		76				76																																TP53						同時多発		3.1		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		60		1/8/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		4/8/13								なし		4/8/13														2013-03247				陽性		21L858R

		71				71		EGFR																								DDR2						TP53						なし		3.1				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		61		2/19/13		陽性		陽性		吸っている		20		61		30				なし				なし		PS0		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13														2013-03073		RS1		陰性

		68				68																														PTEN		TP53						なし		3.5				T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし														女		56		2/20/13		陽性		陽性		吸っている		19		56		20				なし				同時多発		PS0		3.1		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/27/13								なし		3/27/13														2013-03024		RS2		陰性

		63				63																																						なし		3				T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし														女		73		2/25/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/24/13								なし		3/24/13														2013-02749		8		陽性		21L858R

		55				55		EGFR																																				なし		4.2				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		62		3/15/13		未施行		未施行		吸っていた		20		62		15				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/20/13								なし		3/20/13														2013-02748		RS1		陰性				陰性

		218				218																																TP53						なし		4.2		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診																女		70		11/29/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								なし		12/4/13														2013-12569		RS9-10		陰性

		217				217				KRAS																																		なし		4.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad																男		68		10/9/13		未施行		未施行		吸っている		25		68		30				なし				なし		PS0		2.4		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/8/13								なし		12/8/13														2013-12577		LS1+2		陰性				陰性

		216				216																								MET														なし		3.5		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診																男		74		11/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		66		30				あり				なし		PS0		1.6		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/19/13								なし		12/19/13														2013-12371		RS9,10		陰性

		98				98																																TP53						なし		2.3				T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		あり		distant		肺										男		67		2/19/13		陰性		陽性		吸っていた		20		57		80				あり		食道		なし		PS0		2.3						T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/14								あり				8/13/13		PS0		distant		肺						2013-04613		LS8		陰性				陰性

		53				53																																						なし		2.4				T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC		あり		local		同側リンパ節（縦隔）										男		72		12/7/12		陰性		陽性		吸っていた		20		70		30				なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								あり				9/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-00114		RS3

		212				212		EGFR																																				なし		2.3		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		58		1/27/14		未施行		未施行		不明										なし				異時多発		PS0		6						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/16/14								なし		5/16/14														2014-02267		Rs2		陽性		21L858R

		211				211																																TP53						なし		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC		なし														女		63		2/28/14		未施行		未施行		吸っていた		2		20		21		2		なし				同時多発		PS0		1.7						T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		3/7/14								なし		3/7/14														2014-02132		LS3		陽性		19

		206				206				KRAS																												TP53						なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		23		2/28/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/11/14								なし		3/11/14														2014-02114		LS1		陰性				陽性

		205				205																																						なし		2.7		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		80		1/24/14		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		3/2/14								なし		3/2/14														2014-01965		LS6+9+10		陽性		19

		203				203		EGFR																														TP53						なし		2.2				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		78		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		18		20		2				なし				なし		PS0		3.2		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/6/14								なし		3/6/14														2014-01938		RS3		陽性		21L858R

		202				202																																TP53						なし		2.2		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		74		2/18/14		未施行		未施行		吸っていた		18		74		20				なし				なし		PS0		3.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/25/14								なし		2/25/14														2014-01710		RS2		陰性

		197				197																																						なし		2.1		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		62		1/7/14		陽性		陽性		吸っていた						30				なし				なし		PS0		2.4						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01541		RS1		陰性

		194				194				KRAS																												TP53						なし		2.6				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		77		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		18		40		10				なし				なし		PS1		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/26/14								なし		2/26/14														2014-01566		RS1		陽性		19

		190				190		EGFR																														TP53						なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		1/16/14		未施行		未施行		吸っていた		30		62		20				なし				なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		6/24/14								なし		6/24/14														2014-01585		RS6,S7,S10		陽性		19

		184				184										PIK3CA																						TP53						なし		2.8		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		60		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.7		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/14/14								なし		2/14/14														2014-01330		RS1		陽性		21L858R

		178				178				KRAS																																		なし		2.1				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		67		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										あり		胃		同時多発		PS0		2.9		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/13/14								なし		2/13/14														2014-01329		LS1+2		陽性		21L858R

		176				176		EGFR																																				なし		2.4				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		57		1/10/14		陽性		陰性		吸っていた		20		57		15				なし				同時多発		PS0		2.4		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		2/11/14								なし		2/11/14														2014-01144		RS4		陽性		18

		170				170																																TP53						なし		2.7				T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC		なし														女		68		12/25/13		陰性		陽性		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/7/14								なし		2/7/14														2014-01026		RS1		陰性				陰性

		155				155		EGFR																																				同時多発		2.9		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		70		1/9/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/4/14								なし		2/4/14														2014-00917		RS5		陰性

		154				154		EGFR																																				同時多発		2.4		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		76		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				あり		甲状腺,前立腺		同時多発		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/5/14								なし		2/5/14														2014-00808		RS3		陰性				陰性

		153				153														AKT1																								なし		2.8		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		51		10/30/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		20				なし				なし		PS1		2.5		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		膿胸		生存		3/10/14								なし		3/10/14														2014-00770		RS8		陰性				陰性

		147				147		EGFR																														TP53						なし		2.2				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		50		12/18/13		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00601		RS10		陽性		19

		142				142		EGFR																																				なし		2.1		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		77		1/21/14		未施行		未施行		吸っていた		20		77		20				なし				なし		PS0		1.6		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00577		LS10		陰性

		133				133																																						なし		2.1		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		67		1/17/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/27/14								なし		1/27/14														2014-00441		RS2		陽性		21L858R

		129				129																ERBB2																						なし		2.6		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		75		1/14/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/21/14								なし		1/21/14														2014-00276		RS3		陽性		21L858R

		127				127																																						なし		2.8		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		69		10/23/13		陽性		陽性		吸っていた		20		61		20				なし				なし		PS0		1.5		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/15/14								なし		1/15/14														2014-00060		RS5		陽性		19

		125				125		EGFR																										CTNNB1										なし		2.1		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		1/25/11																				異時多発										T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC						なし		なし						なし		生存		1/18/14						本院最終受診日		なし		1/18/14														2014-00048		RS9

		123				123				KRAS																												TP53						なし		2.4		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		85		9/6/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/4/14								なし		1/4/14														2013-13447		LS6

		112				112		EGFR																																				なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		73		11/20/13		陽性		陽性		吸っていた		21		71		20				あり		胃		なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,その他		生存		5/31/14								なし		5/31/14														2013-13500		LS9,10		陰性

		108				108																																				KIF5B-RET		なし		2.3		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		52		11/7/13		陽性		陽性		吸っていた		23		26		20				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/26/13								なし																2013-13324		RS2		陽性		21L858R

		100				100		EGFR																		FGFR2																		なし		2.3		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		84		12/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		54		15				あり		前立腺		なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/12/14								なし		2/12/14														2013-13253		RS2		陰性				陰性

		91				91																																TP53						なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		84		10/30/13		陽性		陽性		吸っていた		18		67		60				なし				同時多発		PS0		1.4		無				T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2013-13191		LS3

		88				88																																		EML4-ALK				なし		2.7		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		66				陽性		陽性		吸っている		20		66		15				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/17/13								なし		12/17/13														2013-13044		RS6		陰性

		84				84		EGFR																																				なし		2.2				T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし														男		75		12/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		35		40				なし				なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/18/13								なし		12/18/13														2013-12985		RS10		陰性				陰性

		67				67																																						同時多発		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		69		10/9/13		陽性		陽性		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.6		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12915		RS8		陰性				陰性

		61				61																																						なし		2.9		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		69		12/6/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				同時多発		PS0		1.5		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12864		LS1+2		陰性				陰性

		58				58																																						なし		2.7		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		71		9/10/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12865		RS2		陰性				陰性

		208				208		EGFR																																				なし		1.9		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		77		5/26/14		未施行		未施行		吸っていた		20		70		18				あり		前立腺		なし		PS0		3.8		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/17/14								なし		7/17/14														2014-06740		StageⅢA

		193				193		EGFR																														TP53						なし		1.8				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		51		7/1/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/8/14								なし

		192				192		EGFR																																				同時多発		1.9		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		66		5/26/14		陽性		陽性		吸っている		24		66		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06626		StageⅠA		陰性

		183				183																																TP53						なし		1		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		77		6/24/14		未施行		未施行		吸っていた		20		50		60				なし				なし		PS0		4.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/14/14								なし		7/14/14														2014-06407		StageⅠB

		182				182		EGFR																																				なし		1		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		79		3/14/14		陽性		陽性		吸わない										あり		肝臓		なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/4/14								なし		7/4/14														2014-06408		StageⅠB		陰性

		177				177		EGFR																																				なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		66		4/18/14		陽性		陽性		吸わない		25		63		30				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/1/14								なし		7/1/14														2014-06348		StageⅡA		陰性

		167				167		EGFR																														TP53						同時多発		1.7				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		49		5/26/14		陽性		陽性		吸っていた		16		46		15				なし				なし		PS0		1.2		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-06297		StageⅠA		陰性

		166				166																												CTNNB1						EML4-ALK				なし		1		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		80		5/20/14		陽性		陽性		吸っている		20		80		20				あり		大腸		なし		PS1		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		sq						なし		なし				なし		無気肺,肺炎		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06285		StageⅠB		陰性

		161				161		EGFR																														TP53						なし		2		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		4/24/14		陰性		陰性		吸っていた		20		41		25				なし				なし		PS0		2.6		有				T1b		N0		M0		StageⅠA								なし		なし				なし		なし		,		生存		6/16/14								なし		6/16/14														2014-05858		StageⅠA		陽性		21L858R

		159				159		EGFR																																				なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし																																																																						肺胞瘻																												2014-05207		RS

		156				156		EGFR																																				なし		1.7		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		63		6/20/14		陰性		陰性		吸っていた		20		63		12				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14

		146				146				KRAS																																		なし		1.6		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		70		5/8/14		未施行		未施行		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/23/14								なし		6/23/14

		143				143		EGFR																																				なし		1.1		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		5/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		10				あり		胃		なし		PS0		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/16/14								なし		6/16/14

		141				141		EGFR																																				なし		1.5		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		55		6/9/14		未施行		未施行		吸っていた		25		55		10				なし				なし		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/17/14								なし		6/17/14

		137				137																																TP53						なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		61		1/23/14		未施行		未施行		吸っていた		18		61		20				あり				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/13/14								なし		6/13/14

		134				134																																TP53						異時多発		1.3		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		39		6/3/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/9/14								なし		6/9/14																		陰性

		131				131																																						なし		1.7		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		77		5/27/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-05317		LS4

		128				128								BRAF																														同時多発		1.5		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		62		5/23/14		未施行		陰性		吸っていた		20		62		20				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/2/14								なし		6/2/14														2014-05202		LS3

		124				124																ERBB2																TP53						なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		70		4/23/14		陰性		陽性		吸っていた		18		60		60				なし				なし		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/27/14								なし		5/27/14														2014-05064		LS10		陰性

		122				122																																						なし		1.6		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		81		4/2/14		陽性		陽性		吸っていた		15		75		25				なし				なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-04756		LS10

		121				121		EGFR																														TP53						なし		1.7		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		54		3/28/14		陽性		陽性		吸っていた		20		54		10				なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/15/14								なし		5/15/14														2014-04645		RS1		陰性				陰性

		120				120				KRAS																																		なし		1		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		55		4/15/14		陽性		陽性		吸っていた		22		40		15				なし				なし		PS0		4.6		無				T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/23/14								なし		5/23/14														2014-04648		RS7		陰性

		119				119						NRAS																										TP53								1.2		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		56		5/2/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/12/14								なし		5/12/14														2014-04482		LS9

		118				118		EGFR																																				なし		1.3		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		63		5/2/14		陰性		陰性		吸っていた		25		58		40				なし				なし		PS0		2.6						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/9/14								なし		5/9/14														2014-04508		RS9-10		陰性

		116				116																																TP53						なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		65		4/4/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.8						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/8/14								なし		5/8/14														2014-04483		RS1		陰性

		113				113																						ALK												EML4-ALK				なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし														女		64		4/25/14		未施行		未施行		吸わない										あり		その他		同時多発		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/2/14								なし		5/2/14														2014-04283		LS8		陽性		21L858R

		107				107																																						なし		1.6		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		69		4/18/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/25/14								なし		4/25/14														2014-04011		RS8

		103				103		EGFR																																				なし		1.2				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		77		3/17/14		陰性		陽性		吸っていた		20		56		60				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		2.2		無				T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		4/22/14								なし		4/22/14														2014-03836		LS3		陰性

		99				99																ERBB2																TP53						なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		71		3/12/14		陽性		疑陽性		吸っていた		38		69		2				なし				なし		PS0		3.5		無				T3		N0		M0		StageⅡB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-03784		LS3		陽性		19

		96				96																														PTEN								なし						T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		84		2/24/14		未施行		未施行		吸っている		20		83		10				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/28/14								なし		4/28/14														2014-03352		LS9

		86				86		EGFR																																				なし		1.2		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		74		3/28/14		未施行		未施行		吸っていた		25		71		30				なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/8/14								なし		4/8/14														2014-03282		RS1

		83				83				KRAS																																		同時多発		1.3		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		68		3/28/14		未施行		未施行		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/3/14								なし		4/3/14														2014-03220		LS3		陽性		19

		74				74		EGFR																										CTNNB1										なし		1.9		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		69		2/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		37		20				なし				なし		PS0		3.7		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14														2014-02789		RS5		陰性				陽性

		73				73				KRAS																																		なし						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		67		2/18/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02790		RS7		陽性		19

		70				70																																TP53						なし		1.7		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		72		2/13/14		未施行		未施行		吸っていた		25		42		30				なし				なし		PS0		2.1						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02752		Ls1+2		陰性

		69				69																																		EML4-ALK				なし		1.5		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		61		3/14/14		未施行		未施行		吸っていた		20		28		20				なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/23/14								なし		3/23/14														2014-02693		RS4		陽性		21L858R

		57				57																																TP53						なし		1.3				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		79		2/24/14						吸わない										なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/24/14								なし		3/24/14														2014-02672		LS3

		223				223																																TP53						同時多発,異時多発,		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診																男		73		1/20/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		20				あり		膀胱,前立腺		なし		PS1		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/27/14								なし		3/27/14														2014-02721		RS		陰性				陰性

		222				222																																						なし		2.2		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC																女		81		2/12/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		5.3		無				T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/19/14								なし		3/19/14														2014-02502		RS4		陽性		19

		220				220		EGFR																																				なし		2.1		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad																女		77		3/7/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/13/14								なし		3/13/14														2014-02439		LS1+2		陽性		21L858R

		213				213																																TP53						なし		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		sq																男		72		3/7/14		未施行		未施行		吸っていた		20		55		40				なし				なし		PS0		2.7						T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		肺炎		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-02387		LS6		陰性

		209				209		EGFR																																				なし		2.6		有		T1b		N0		M0		StageⅠA																		男		71		1/8/14		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS0		2.8		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-02438		RS3		陰性

		157		血清なし ケッセイ		157																																						なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		57		9/20/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/30/13								なし		9/30/13														2013-09954		LS6		陰性				陰性

		111		腫瘍検体なし シュヨウケンタイ		111																																						なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		あり		local		同側リンパ節（縦隔）										男		76		8/30/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS1		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		6/27/14								あり				3/5/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-10074		LS5B5		陰性

		104		血清なし ケッセイ		104								BRAF																														なし		2.1		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		62		9/12/11		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				異時多発		PS0		1.3		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2011-09831		R		陰性				陰性

		130		腫瘍検体なし シュヨウケンタイ		130																																						なし		1		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		60		4/28/14		陽性		陽性		吸っていた		18		32		10				なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/29/14								なし		5/29/14														2014-05251		Ls10		陽性		19

		214		血清なし ケッセイ		214																																		EML4-ALK				なし		1.2		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad																女		52		5/21/14		陽性		陽性		吸っている		20		52		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/6/14								なし		7/6/14																		陰性

		201				201																																																																				女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発,異時多発,		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		,		生存		7/15/14								なし		7/15/14														2013-02009		StageⅠB		陰性





再発の有無

		TMU No.						TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		56				1		56				KRAS																																		なし		3.5		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		both		脳,悪性胸水・播種										男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		72						72																																						なし		1.8		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁								男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		92						92																																						なし		5.3				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		あり		distant		その他		膵臓								男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		79						79		EGFR																																				なし		5.1				T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		あり		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		65						65										PIK3CA																						TP53						なし		8.1		有		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		あり		distant		肺										男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		95						95		EGFR																																				なし		2.8		有		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		あり		local		悪性胸水・播種										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		139						139																																						なし		2.6		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		あり		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓								男		66		12/27/13		陰性		陰性		吸っていた		20		65		10				なし				なし		PS0		2.6		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/26/14								あり				6/3/14		PS4		both		肺,骨,副腎,その他,悪性胸水・播種		膵臓				2013-13690		LS1+2		陰性				陰性

		77						77																																TP53						なし		3.3				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		あり		distant		副腎										男		74		2/18/13		陽性		未施行		吸っていた		25		69		40				なし				なし		PS0		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/14								あり				3/19/14		PS0		distant		副腎						2013-03038		LS1+2		陰性				陰性

		98						98																																TP53						なし		2.3				T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		あり		distant		肺										男		67		2/19/13		陰性		陽性		吸っていた		20		57		80				あり		食道		なし		PS0		2.3						T1b		N0		M0		StageⅠA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/14								あり				8/13/13		PS0		distant		肺						2013-04613		LS8		陰性				陰性

		53						53																																						なし		2.4				T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC		あり		local		同側リンパ節（縦隔）										男		72		12/7/12		陰性		陽性		吸っていた		20		70		30				なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								あり				9/7/13		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-00114		RS3

		111		腫瘍検体なし シュヨウケンタイ				111																																						なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		あり		local		同側リンパ節（縦隔）										男		76		8/30/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS1		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		6/27/14								あり				3/5/14		PS0		local		同側リンパ節（縦隔）						2013-10074		LS5B5		陰性

		140						140																		ERBB4														TP53						異時多発						T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC		なし														男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		199						199																																TP53						なし		2.1		無		T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad		なし														女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		215						215				KRAS																												TP53						なし		4.5		無		T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		82						82		EGFR																										CTNNB1										なし		3.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		75						75		EGFR																																				なし		4.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		189						189				KRAS																												TP53						なし		2.2		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		196						196																																TP53						なし		4.6		無		T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		90						90																																						なし		4.5		無		T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		87						87																																TP53						なし		5.5				T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし														男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		59						59												MAP2K1																										なし		1.5				T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし														男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		115						115																																TP53						なし		5.5		無		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし														女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		188						188		EGFR																										CTNNB1										なし		3.5		無		T3		N0		M0		StageⅡB		ad		なし														男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		132						132																																TP53						同時多発		1.4		無		T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし														女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		106						106																																TP53						なし		3.8		無		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし														女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		60						60																																TP53						なし		2.8				T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし														男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		180						180																																						なし		3.7		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		164						164		EGFR																																				なし		3.2		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		152						152																																TP53						なし		3.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC		なし														女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		126						126		EGFR																														TP53						なし		2.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		101						101																																						なし		3.5		無		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし														男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性

		94						94																																		EML4-ALK				なし		2.3				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		81						81								BRAF																				CTNNB1										なし		4.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		66						66		EGFR																												PTEN								なし		3.7				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		169						169																																TP53						なし		2.8		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		sq		なし														女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		149						149				KRAS																																		なし		2.5		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		138						138										PIK3CA																												なし		2.2		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		172						172		EGFR																																				なし		5.3		無		T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診		なし														男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		168						168		EGFR																														TP53						異時多発		6				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		64						64		EGFR																														TP53						なし		6.2				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		54						54																																						なし		5.1				T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし														女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		204						204		EGFR																																				なし		3.2		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														女		72		11/25/13						吸わない										なし				なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		12/1/13								なし		12/1/13														2013-12349		RS6		陽性		19

		200						200																																						なし		3.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		SCLC		なし														女		54		11/22/13		未施行		未施行		吸っている		20		54		20				あり		腎臓		なし		PS0		1		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/14								なし		4/19/14														2013-12296		RS5		陰性				陰性

		195						195																																						なし		3.1		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														男		71		3/9/10		未施行		未施行		吸っていた		23		70		8				なし						PS1		1.2		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/25/13								なし																2010-02601		RS1		陰性				陰性

		179						179		EGFR																														TP53						なし		1.2		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		69		10/1/13		陽性		陽性		吸わない										なし				同時多発		PS0		4.2		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/28/13								なし		11/28/13														2013-12106		RS1		陽性		21L858R

		174						174																																TP53						なし		4.4		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		65		11/15/13		陰性		陰性		吸っていた		18		64		20				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12025		LS1+2		陰性				陰性

		171						171		EGFR																																				なし		3.5				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		68		10/24/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				なし		PS0		5.5		無				T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-11995		RS8-10		陰性

		165						165		EGFR																										CTNNB1										なし		4.2				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		78		11/15/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12003		RS1B1

		162						162				KRAS																																		なし		3.2				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		40		8/19/13		陽性		陽性		吸っていた		20		30		10				なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/7/13								なし		10/7/13														2013-10191		LS1+2		陽性		19

		160						160																																						なし		2.4				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		80		8/5/13		陽性		陰性		吸っていた		18		30		20				なし				なし		PS0								T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/3/13								なし		10/3/13														2013-10019		RS2		陽性		19

		158						158		EGFR																																				なし		4.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		72		9/20/13		陰性		陽性		吸っていた		21		71		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/24/14								なし		1/24/14														2013-09955		RS10S9		陰性				陰性

		157		血清なし ケッセイ				157																																						なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		57		9/20/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/30/13								なし		9/30/13														2013-09954		LS6		陰性				陰性

		151						151																																						なし		4.5		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														男		52		9/6/13		未施行		未施行		吸っている		18		52		20				なし				なし		PS0		3.8		無				T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/11/13								なし		9/11/13		9/11/13												2013-09466		RS1		陰性				陰性

		150						150																																						同時多発		3.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														女		76		6/21/13		陽性		陽性		不明										なし				なし		PS0		3.3		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/24/13								なし		7/24/13														2013-07402		LS1+2		陽性		21L858R

		148						148		EGFR																														TP53						なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		71		6/12/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/11/13								なし		7/11/13														2013-07030		LS6						陰性

		144						144		EGFR																														TP53						なし		4.5		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		70		6/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		50		10				なし				なし		PS0		1.2						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		7/5/13								なし		7/5/13														2013-06219		Rs1

		135						135		EGFR																														TP53						なし		2.3				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		51		5/13/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/21/13								なし		5/21/13														2013-04828		LS4		陽性		19

		117						117		EGFR																														TP53						同時多発		4.2		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		48		4/12/13		陰性		陽性		吸っていた						3		2		なし				なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		創部感染		生存		6/19/13								なし		6/19/13														2013-04818		LS6		陽性		19

		114						114		EGFR																																				なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														女		48		4/4/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		7/14/13								なし		7/14/13														2013-04629		LS8		陰性

		110						110		EGFR																																				なし						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		77		3/1/13		陰性		陽性		吸っていた		20		51		60				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		5/29/13								なし		5/29/13														2013-04378		RS8		陰性				陰性

		109						109																																						なし		3.4		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診		なし														男		63		3/13/13		陽性		陽性		吸っていた		20		62		50				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		あり		あり				なし		なし		生存		8/13/13								なし		8/13/13														2013-04218		RS8		陰性

		105						105		EGFR																																				なし		3.3		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		79		3/22/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		有		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/1/13								なし		5/1/13														2013-04190		RS2

		102						102		EGFR																														TP53						なし		1.1		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		71		4/16/13		未施行		未施行		吸っていた		15		65		15				なし				なし				2.5		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/23/13								なし		4/23/13														2013-03982		LS3		陰性

		93						93																																						なし		3.1		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		68		2/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/18/13								なし		4/18/13														2013-03704		RS8B8		陰性

		89						89																																TP53						なし		3.3				T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし														男		72		3/27/13		陽性		陽性		吸っていた		20		70		50				なし				なし		PS0		5.5						T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし		なし		なし		なし				なし		不整脈,肺炎,膿胸		死亡		5/12/13		他病死						なし		5/12/13														2013-03650		R

		85						85																																						なし		4.5		有		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		72		4/12/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/17/13								なし		4/17/13														2013-03819		LS3B3		陽性		21L858R

		78						78				KRAS				BRAF																														なし		4.4		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		73		4/2/13		未施行		未施行		吸わない										なし				同時多発		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/10/13								なし																2013-03356		RS2		陽性		19

		76						76																																TP53						同時多発		3.1		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		60		1/8/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		4/8/13								なし		4/8/13														2013-03247				陽性		21L858R

		71						71		EGFR																								DDR2						TP53						なし		3.1				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														男		61		2/19/13		陽性		陽性		吸っている		20		61		30				なし				なし		PS0		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/30/13								なし		3/30/13														2013-03073		RS1		陰性

		68						68																														PTEN		TP53						なし		3.5				T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし														女		56		2/20/13		陽性		陽性		吸っている		19		56		20				なし				同時多発		PS0		3.1		無		StageⅠB		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/27/13								なし		3/27/13														2013-03024		RS2		陰性

		63						63																																						なし		3				T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし														女		73		2/25/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/24/13								なし		3/24/13														2013-02749		8		陽性		21L858R

		55						55		EGFR																																				なし		4.2				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし														女		62		3/15/13		未施行		未施行		吸っていた		20		62		15				なし				なし		PS0								T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/20/13								なし		3/20/13														2013-02748		RS1		陰性				陰性

		212						212		EGFR																																				なし		2.3		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		58		1/27/14		未施行		未施行		不明										なし				異時多発		PS0		6						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/16/14								なし		5/16/14														2014-02267		Rs2		陽性		21L858R

		211						211																																TP53						なし		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC		なし														女		63		2/28/14		未施行		未施行		吸っていた		2		20		21		2		なし				同時多発		PS0		1.7						T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		3/7/14								なし		3/7/14														2014-02132		LS3		陽性		19

		206						206				KRAS																												TP53						なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		23		2/28/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/11/14								なし		3/11/14														2014-02114		LS1		陰性				陽性

		205						205																																						なし		2.7		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		80		1/24/14		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		3/2/14								なし		3/2/14														2014-01965		LS6+9+10		陽性		19

		203						203		EGFR																														TP53						なし		2.2				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		78		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		18		20		2				なし				なし		PS0		3.2		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/6/14								なし		3/6/14														2014-01938		RS3		陽性		21L858R

		202						202																																TP53						なし		2.2		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		74		2/18/14		未施行		未施行		吸っていた		18		74		20				なし				なし		PS0		3.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/25/14								なし		2/25/14														2014-01710		RS2		陰性

		197						197																																						なし		2.1		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		62		1/7/14		陽性		陽性		吸っていた						30				なし				なし		PS0		2.4						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01541		RS1		陰性

		194						194				KRAS																												TP53						なし		2.6				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		77		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		18		40		10				なし				なし		PS1		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/26/14								なし		2/26/14														2014-01566		RS1		陽性		19

		190						190		EGFR																														TP53						なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		1/16/14		未施行		未施行		吸っていた		30		62		20				なし				なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		6/24/14								なし		6/24/14														2014-01585		RS6,S7,S10		陽性		19

		184						184										PIK3CA																						TP53						なし		2.8		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		60		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.7		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/14/14								なし		2/14/14														2014-01330		RS1		陽性		21L858R

		178						178				KRAS																																		なし		2.1				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		67		2/7/14		未施行		未施行		吸わない										あり		胃		同時多発		PS0		2.9		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/13/14								なし		2/13/14														2014-01329		LS1+2		陽性		21L858R

		176						176		EGFR																																				なし		2.4				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		57		1/10/14		陽性		陰性		吸っていた		20		57		15				なし				同時多発		PS0		2.4		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし				生存		2/11/14								なし		2/11/14														2014-01144		RS4		陽性		18

		170						170																																TP53						なし		2.7				T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC		なし														女		68		12/25/13		陰性		陽性		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/7/14								なし		2/7/14														2014-01026		RS1		陰性				陰性

		155						155		EGFR																																				同時多発		2.9		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		70		1/9/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/4/14								なし		2/4/14														2014-00917		RS5		陰性

		154						154		EGFR																																				同時多発		2.4		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		76		12/11/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				あり		甲状腺,前立腺		同時多発		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		2/5/14								なし		2/5/14														2014-00808		RS3		陰性				陰性

		153						153														AKT1																								なし		2.8		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		51		10/30/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		20				なし				なし		PS1		2.5		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		膿胸		生存		3/10/14								なし		3/10/14														2014-00770		RS8		陰性				陰性

		147						147		EGFR																														TP53						なし		2.2				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		50		12/18/13		未施行		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00601		RS10		陽性		19

		142						142		EGFR																																				なし		2.1		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		77		1/21/14		未施行		未施行		吸っていた		20		77		20				なし				なし		PS0		1.6		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/28/14								なし		1/28/14														2014-00577		LS10		陰性

		133						133																																						なし		2.1		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		67		1/17/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/27/14								なし		1/27/14														2014-00441		RS2		陽性		21L858R

		129						129																ERBB2																						なし		2.6		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		75		1/14/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		1/21/14								なし		1/21/14														2014-00276		RS3		陽性		21L858R

		127						127																																						なし		2.8		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		69		10/23/13		陽性		陽性		吸っていた		20		61		20				なし				なし		PS0		1.5		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/15/14								なし		1/15/14														2014-00060		RS5		陽性		19

		125						125		EGFR																										CTNNB1										なし		2.1		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		1/25/11																				異時多発										T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC						なし		なし						なし		生存		1/18/14						本院最終受診日		なし		1/18/14														2014-00048		RS9

		123						123				KRAS																												TP53						なし		2.4		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		85		9/6/13		陰性		陽性		吸っていた		20		50		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/4/14								なし		1/4/14														2013-13447		LS6

		112						112		EGFR																																				なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		73		11/20/13		陽性		陽性		吸っていた		21		71		20				あり		胃		なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,その他		生存		5/31/14								なし		5/31/14														2013-13500		LS9,10		陰性

		108						108																																				KIF5B-RET		なし		2.3		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		52		11/7/13		陽性		陽性		吸っていた		23		26		20				なし				なし		PS0		2.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/26/13								なし																2013-13324		RS2		陽性		21L858R

		104		血清なし ケッセイ				104								BRAF																														なし		2.1		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		62		9/12/11		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				異時多発		PS0		1.3		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2011-09831		R		陰性				陰性

		100						100		EGFR																		FGFR2																		なし		2.3		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		84		12/17/13		未施行		未施行		吸っていた		20		54		15				あり		前立腺		なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		2/12/14								なし		2/12/14														2013-13253		RS2		陰性				陰性

		91						91																																TP53						なし		2.5		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		84		10/30/13		陽性		陽性		吸っていた		18		67		60				なし				同時多発		PS0		1.4		無				T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/24/13								なし		12/24/13														2013-13191		LS3

		88						88																																		EML4-ALK				なし		2.7		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		66				陽性		陽性		吸っている		20		66		15				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		1.7		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/17/13								なし		12/17/13														2013-13044		RS6		陰性

		84						84		EGFR																																				なし		2.2				T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし														男		75		12/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		35		40				なし				なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/18/13								なし		12/18/13														2013-12985		RS10		陰性				陰性

		67						67																																						同時多発		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		69		10/9/13		陽性		陽性		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.6		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12915		RS8		陰性				陰性

		61						61																																						なし		2.9		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		69		12/6/13		未施行		未施行		吸っていた		20		68		10				なし				同時多発		PS0		1.5		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/16/13								なし		12/16/13														2013-12864		LS1+2		陰性				陰性

		58						58																																						なし		2.7		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		71		9/10/13		陽性		陽性		吸っていた		20		71		40				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/14/14								なし		3/14/14														2013-12865		RS2		陰性				陰性

		208						208		EGFR																																				なし		1.9		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		77		5/26/14		未施行		未施行		吸っていた		20		70		18				あり		前立腺		なし		PS0		3.8		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/17/14								なし		7/17/14														2014-06740		StageⅢA

		193						193		EGFR																														TP53						なし		1.8				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		51		7/1/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/8/14								なし

		192						192		EGFR																																				同時多発		1.9		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		66		5/26/14		陽性		陽性		吸っている		24		66		20				なし				なし		PS0		3.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06626		StageⅠA		陰性

		183						183																																TP53						なし		1		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		77		6/24/14		未施行		未施行		吸っていた		20		50		60				なし				なし		PS0		4.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/14/14								なし		7/14/14														2014-06407		StageⅠB

		182						182		EGFR																																				なし		1		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		79		3/14/14		陽性		陽性		吸わない										あり		肝臓		なし		PS0		4.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/4/14								なし		7/4/14														2014-06408		StageⅠB		陰性

		177						177		EGFR																																				なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		66		4/18/14		陽性		陽性		吸わない		25		63		30				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/1/14								なし		7/1/14														2014-06348		StageⅡA		陰性

		167						167		EGFR																														TP53						同時多発		1.7				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		49		5/26/14		陽性		陽性		吸っていた		16		46		15				なし				なし		PS0		1.2		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		,		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-06297		StageⅠA		陰性

		166						166																												CTNNB1						EML4-ALK				なし		1		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		80		5/20/14		陽性		陽性		吸っている		20		80		20				あり		大腸		なし		PS1		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		sq						なし		なし				なし		無気肺,肺炎		,		生存		7/7/14								なし		7/7/14														2014-06285		StageⅠB		陰性

		161						161		EGFR																														TP53						なし		2		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		4/24/14		陰性		陰性		吸っていた		20		41		25				なし				なし		PS0		2.6		有				T1b		N0		M0		StageⅠA								なし		なし				なし		なし		,		生存		6/16/14								なし		6/16/14														2014-05858		StageⅠA		陽性		21L858R

		159						159		EGFR																																				なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし																																																																						肺胞瘻																												2014-05207		RS

		156						156		EGFR																																				なし		1.7		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		63		6/20/14		陰性		陰性		吸っていた		20		63		12				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14

		146						146				KRAS																																		なし		1.6		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		70		5/8/14		未施行		未施行		吸わない										あり		乳腺		なし		PS0		2.3		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/23/14								なし		6/23/14

		143						143		EGFR																																				なし		1.1		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		67		5/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		10				あり		胃		なし		PS0		2.3		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		6/16/14								なし		6/16/14

		141						141		EGFR																																				なし		1.5		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		55		6/9/14		未施行		未施行		吸っていた		25		55		10				なし				なし		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/17/14								なし		6/17/14

		137						137																																TP53						なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		61		1/23/14		未施行		未施行		吸っていた		18		61		20				あり				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/13/14								なし		6/13/14

		134						134																																TP53						異時多発		1.3		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		39		6/3/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.7		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/9/14								なし		6/9/14																		陰性

		131						131																																						なし		1.7		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		77		5/27/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.2		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-05317		LS4

		130		腫瘍検体なし シュヨウケンタイ				130																																						なし		1		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		60		4/28/14		陽性		陽性		吸っていた		18		32		10				なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/29/14								なし		5/29/14														2014-05251		Ls10		陽性		19

		128						128								BRAF																														同時多発		1.5		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		62		5/23/14		未施行		陰性		吸っていた		20		62		20				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/2/14								なし		6/2/14														2014-05202		LS3

		124						124																ERBB2																TP53						なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		70		4/23/14		陰性		陽性		吸っていた		18		60		60				なし				なし		PS0		3.3		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		SCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/27/14								なし		5/27/14														2014-05064		LS10		陰性

		122						122																																						なし		1.6		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		81		4/2/14		陽性		陽性		吸っていた		15		75		25				なし				なし		PS1		2.1		無				T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/7/14								なし		6/7/14														2014-04756		LS10

		121						121		EGFR																														TP53						なし		1.7		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		54		3/28/14		陽性		陽性		吸っていた		20		54		10				なし				なし		PS1		2.1		有				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/15/14								なし		5/15/14														2014-04645		RS1		陰性				陰性

		120						120				KRAS																																		なし		1		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		55		4/15/14		陽性		陽性		吸っていた		22		40		15				なし				なし		PS0		4.6		無				T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		5/23/14								なし		5/23/14														2014-04648		RS7		陰性

		119						119						NRAS																										TP53								1.2		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		56		5/2/14		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.1		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/12/14								なし		5/12/14														2014-04482		LS9

		118						118		EGFR																																				なし		1.3		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		63		5/2/14		陰性		陰性		吸っていた		25		58		40				なし				なし		PS0		2.6						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/9/14								なし		5/9/14														2014-04508		RS9-10		陰性

		116						116																																TP53						なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		65		4/4/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.8						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		5/8/14								なし		5/8/14														2014-04483		RS1		陰性

		113						113																						ALK												EML4-ALK				なし		1.9		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし														女		64		4/25/14		未施行		未施行		吸わない										あり		その他		同時多発		PS0		1.9		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		5/2/14								なし		5/2/14														2014-04283		LS8		陽性		21L858R

		107						107																																						なし		1.6		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		69		4/18/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		2.5		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/25/14								なし		4/25/14														2014-04011		RS8

		103						103		EGFR																																				なし		1.2				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		77		3/17/14		陰性		陽性		吸っていた		20		56		60				あり（未治療）		前立腺		なし		PS0		2.2		無				T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		生存		4/22/14								なし		4/22/14														2014-03836		LS3		陰性

		99						99																ERBB2																TP53						なし		1.8		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		71		3/12/14		陽性		疑陽性		吸っていた		38		69		2				なし				なし		PS0		3.5		無				T3		N0		M0		StageⅡB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-03784		LS3		陽性		19

		96						96																														PTEN								なし						T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		84		2/24/14		未施行		未施行		吸っている		20		83		10				なし				なし		PS1		2.8		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/28/14								なし		4/28/14														2014-03352		LS9

		86						86		EGFR																																				なし		1.2		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		74		3/28/14		未施行		未施行		吸っていた		25		71		30				なし				なし		PS0		1		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/8/14								なし		4/8/14														2014-03282		RS1

		83						83				KRAS																																		同時多発		1.3		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		68		3/28/14		未施行		未施行		吸わない										あり		甲状腺		なし		PS0		1		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		4/3/14								なし		4/3/14														2014-03220		LS3		陽性		19

		74						74		EGFR																										CTNNB1										なし		1.9		有		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														男		69		2/7/14		陽性		陽性		吸っていた		20		37		20				なし				なし		PS0		3.7		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		6/27/14								なし		6/27/14														2014-02789		RS5		陰性				陽性

		73						73				KRAS																																		なし						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		67		2/18/14		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.2		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02790		RS7		陽性		19

		70						70																																TP53						なし		1.7		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														男		72		2/13/14		未施行		未施行		吸っていた		25		42		30				なし				なし		PS0		2.1						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/25/14								なし		3/25/14														2014-02752		Ls1+2		陰性

		69						69																																		EML4-ALK				なし		1.5		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし														女		61		3/14/14		未施行		未施行		吸っていた		20		28		20				なし				なし		PS0		1.8		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/23/14								なし		3/23/14														2014-02693		RS4		陽性		21L858R

		57						57																																TP53						なし		1.3				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし														女		79		2/24/14						吸わない										なし				なし		PS0		2.4						T1b		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/24/14								なし		3/24/14														2014-02672		LS3

		221						221																																TP53						なし		3.8		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad																男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		219						219																																TP53						なし		3.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		sq																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		218						218																																TP53						なし		4.2		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診																女		70		11/29/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/4/13								なし		12/4/13														2013-12569		RS9-10		陰性

		217						217				KRAS																																		なし		4.3		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		ad																男		68		10/9/13		未施行		未施行		吸っている		25		68		30				なし				なし		PS0		2.4		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/8/13								なし		12/8/13														2013-12577		LS1+2		陰性				陰性

		216						216																								MET														なし		3.5		無		T2a		N0		M0		StageⅠB		術前未確診																男		74		11/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		66		30				あり				なし		PS0		1.6		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/19/13								なし		12/19/13														2013-12371		RS9,10		陰性

		223						223																																TP53						同時多発,異時多発,		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診																男		73		1/20/14		陽性		陽性		吸っていた		20		63		20				あり		膀胱,前立腺		なし		PS1		4.4		無				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/27/14								なし		3/27/14														2014-02721		RS		陰性				陰性

		222						222																																						なし		2.2		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC																女		81		2/12/14		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		5.3		無				T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診						なし		なし				なし		なし		生存		3/19/14								なし		3/19/14														2014-02502		RS4		陽性		19

		220						220		EGFR																																				なし		2.1		有		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad																女		77		3/7/14		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		3/13/14								なし		3/13/14														2014-02439		LS1+2		陽性		21L858R

		213						213																																TP53						なし		2.3		無		T1b		N0		M0		StageⅠA		sq																男		72		3/7/14		未施行		未施行		吸っていた		20		55		40				なし				なし		PS0		2.7						T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		肺炎		生存		4/21/14								なし		4/21/14														2014-02387		LS6		陰性

		209						209		EGFR																																				なし		2.6		有		T1b		N0		M0		StageⅠA																		男		71		1/8/14		陽性		陽性		吸っていた		20		70		40				なし				なし		PS0		2.8		無				T1b		N1		M0		StageⅡA		sq						なし		なし				なし		なし		生存		6/28/14								なし		6/28/14														2014-02438		RS3		陰性

		214		血清なし ケッセイ				214																																		EML4-ALK				なし		1.2		無		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad																女		52		5/21/14		陽性		陽性		吸っている		20		52		40				なし				なし		PS0		2.2		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		NSCLC						なし		なし				なし		なし		,		生存		7/6/14								なし		7/6/14																		陰性

		201						201																																																																				女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発,異時多発,		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		,		生存		7/15/14								なし		7/15/14														2013-02009		StageⅠB		陰性





StageIIA以降3

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		原発巣_最大腫瘍径		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		再発の有無		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		140		1		1		140																		ERBB4														TP53								T4		N3		M1a		StageⅣ		なし		異時多発						T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC		なし														男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		199				1		199																																TP53						2.1		T1b		N0		M1a		StageⅣ		なし		なし		2.1		無		T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad		なし														女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		原発巣_最大腫瘍径		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		再発の有無		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		196		1		1		196																																TP53						4.6		T4		N1		M0		StageⅢA		なし		なし		4.6		無		T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		215		1		1		215				KRAS																												TP53						4.5		T3		N2		M0		StageⅢA		なし		なし		4.5		無		T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		65		1		1		65										PIK3CA																						TP53						8.1		T3		N0		M0		StageⅡB		あり		なし		8.1		有		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		あり		distant		肺										男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		188		1		1		188		EGFR																										CTNNB1										3.5		T3		N0		M0		StageⅡB		なし		なし		3.5		無		T3		N0		M0		StageⅡB		ad		なし														男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		132		1		1		132																																TP53						1.4		T3		N0		M0		StageⅡB		なし		同時多発		1.4		無		T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし														女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		79		1		1		79		EGFR																																				5.1		T2b		N1		M0		StageⅡB		あり		なし		5.1				T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		あり		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		64		1		1		64		EGFR																														TP53						6.2		T2b		N0		M0		StageⅡA		なし		なし		6.2				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		59				1		59												MAP2K1																										1.5		T4		N0		M0		StageⅢA		なし		なし		1.5				T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし														男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		87				1		87																																TP53						5.5		T3		N1		M0		StageⅢA		なし		なし		5.5				T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし														男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		106				1		106																																TP53						3.8		T3		N0		M0		StageⅡB		なし		なし		3.8		無		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし														女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		60				1		60																																TP53						2.8		T3		N0		M0		StageⅡB		なし		なし		2.8				T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし														男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		115				1		115																																TP53						5.5		T2b		N1		M0		StageⅡB		なし		なし		5.5		無		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし														女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		168				1		168		EGFR																														TP53						6.0		T2b		N0		M0		StageⅡA		なし		異時多発		6				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		172				1		172		EGFR																																				5.3		T2b		N0		M0		StageⅡA		なし		なし		5.3		無		T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診		なし														男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		82				1		82		EGFR																										CTNNB1										3.2		T2a		N2		M0		StageⅢA		なし		なし		3.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		75				1		75		EGFR																																				4.2		T2a		N2		M0		StageⅢA		なし		なし		4.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		56				1		56				KRAS																																		3.5		T2a		N2		M0		StageⅢA		あり		なし		3.5		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		both		脳,悪性胸水・播種										男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		95				1		95		EGFR																																				2.8		T2a		N1		M0		StageⅡA		あり		なし		2.8		有		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		あり		local		悪性胸水・播種										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		164				1		164		EGFR																																				3.2		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		3.2		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		126				1		126		EGFR																														TP53						2.4		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		2.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		66				1		66		EGFR																												PTEN								3.7		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		3.7				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		152				1		152																																TP53						3.1		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		3.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC		なし														女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		221				1		221																																TP53						3.8		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		3.8		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad																男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		219				1		219																																TP53						3.4		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		3.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		sq																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		94				1		94																																		EML4-ALK				2.3		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		2.3				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		81				1		81								BRAF																				CTNNB1										4.1		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		4.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		189				1		189				KRAS																												TP53						2.2		T1b		N2		M0		StageⅢA		なし		なし		2.2		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		169				1		169																																TP53						2.8		T1b		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		2.8		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		sq		なし														女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		149				1		149				KRAS																																		2.5		T1b		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		2.5		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		138				1		138										PIK3CA																												2.2		T1b		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		2.2		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

																																														0.0447814999

		Tumorで変異検出されない検体 ヘンイケンシュツケンタイ

		92						92																																						5.3		T3		N1		M0		StageⅢA		あり		なし		5.3				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		あり		distant		その他		膵臓								男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		90						90																																						4.5		T3		N1		M0		StageⅢA		なし		なし		4.5		無		T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		72						72																																						1.8		T1b		N2		M0		StageⅢA		あり		なし		1.8		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁								男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		54						54																																						5.1		T2b		N0		M0		StageⅡA		なし		なし		5.1				T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし														女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		180						180																																						3.7		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		3.7		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		101						101																																						3.5		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし		なし		3.5		無		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし														男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性

				Serumで検出 ケンシュツ

								TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		原発巣
最大腫瘍径		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		再発の有無

								196																																						4.6		T4		N1		M0		StageⅢA		なし

								215																																						4.5		T3		N2		M0		StageⅢA		なし

								65																																						8.1		T3		N0		M0		StageⅡB		あり

								188																																						3.5		T3		N0		M0		StageⅡB		なし

								132																																						1.4		T3		N0		M0		StageⅡB		なし

								79																																						5.1		T2b		N1		M0		StageⅡB		あり

								64																																						6.2		T2b		N0		M0		StageⅡA		なし

								59																																						1.5		T4		N0		M0		StageⅢA		なし

								87																																						5.5		T3		N1		M0		StageⅢA		なし

								106																																						3.8		T3		N0		M0		StageⅡB		なし

								60																																						2.8		T3		N0		M0		StageⅡB		なし

								115																																						5.5		T2b		N1		M0		StageⅡB		なし

								168																																						6.0		T2b		N0		M0		StageⅡA		なし

								172																																						5.3		T2b		N0		M0		StageⅡA		なし

								82																																						3.2		T2a		N2		M0		StageⅢA		なし

								75																																						4.2		T2a		N2		M0		StageⅢA		なし

								56																																						3.5		T2a		N2		M0		StageⅢA		あり

								95																																						2.8		T2a		N1		M0		StageⅡA		あり

								164																																						3.2		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし

								126																																						2.4		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし

								66																																						3.7		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし

								152																																						3.1		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし

								221																																						3.8		T2a		N1		M0		StageⅡA

								219																																						3.4		T2a		N1		M0		StageⅡA

								94																																						2.3		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし

								81																																						4.1		T2a		N1		M0		StageⅡA		なし

								189																																						2.2		T1b		N2		M0		StageⅢA		なし

								169																																						2.8		T1b		N1		M0		StageⅡA		なし

								149																																						2.5		T1b		N1		M0		StageⅡA		なし

								138																																						2.2		T1b		N1		M0		StageⅡA		なし





StageIIA以降2

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		140		1		1		140																		ERBB4														TP53						異時多発						T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC		なし														男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		199				1		199																																TP53						なし		2.1		無		T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad		なし														女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		196		1		1		196																																TP53						なし		4.6		無		T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		215		1		1		215				KRAS																												TP53						なし		4.5		無		T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		59				1		59												MAP2K1																										なし		1.5				T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし														男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		87				1		87																																TP53						なし		5.5				T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし														男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		82				1		82		EGFR																										CTNNB1										なし		3.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		75				1		75		EGFR																																				なし		4.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		56				1		56				KRAS																																		なし		3.5		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		both		脳,悪性胸水・播種										男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		189				1		189				KRAS																												TP53						なし		2.2		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		79		1		1		79		EGFR																																				なし		5.1				T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		あり		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		65		1		1		65										PIK3CA																						TP53						なし		8.1		有		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		あり		distant		肺										男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		188		1		1		188		EGFR																										CTNNB1										なし		3.5		無		T3		N0		M0		StageⅡB		ad		なし														男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		132		1		1		132																																TP53						同時多発		1.4		無		T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし														女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		106				1		106																																TP53						なし		3.8		無		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし														女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		60				1		60																																TP53						なし		2.8				T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし														男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		115				1		115																																TP53						なし		5.5		無		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし														女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

				Serumで検出 ケンシュツ

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		64		1		1		64		EGFR																														TP53						なし		6.2				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		168				1		168		EGFR																														TP53						異時多発		6				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		172				1		172		EGFR																																				なし		5.3		無		T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診		なし														男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		95				1		95		EGFR																																				なし		2.8		有		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		あり		local		悪性胸水・播種										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		164				1		164		EGFR																																				なし		3.2		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		126				1		126		EGFR																														TP53						なし		2.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		66				1		66		EGFR																												PTEN								なし		3.7				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		152				1		152																																TP53						なし		3.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC		なし														女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		221				1		221																																TP53						なし		3.8		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad																男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		219				1		219																																TP53						なし		3.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		sq																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		169				1		169																																TP53						なし		2.8		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		sq		なし														女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		94				1		94																																		EML4-ALK				なし		2.3				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		81				1		81								BRAF																				CTNNB1										なし		4.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		149				1		149				KRAS																																		なし		2.5		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		138				1		138										PIK3CA																												なし		2.2		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		Tumorで変異検出されない検体 ヘンイケンシュツケンタイ

		92						92																																						なし		5.3				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		あり		distant		その他		膵臓								男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		90						90																																						なし		4.5		無		T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		72						72																																						なし		1.8		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁								男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		54						54																																						なし		5.1				T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし														女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		180						180																																						なし		3.7		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		101						101																																						なし		3.5		無		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし														男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性





StageIIA以降

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		79		1		1		79		EGFR																																				なし		5.1				T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		あり		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		65		1		1		65										PIK3CA																						TP53						なし		8.1		有		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		あり		distant		肺										男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		188		1		1		188		EGFR																										CTNNB1										なし		3.5		無		T3		N0		M0		StageⅡB		ad		なし														男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		64		1		1		64		EGFR																														TP53						なし		6.2				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		196		1		1		196																																TP53						なし		4.6		無		T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		215		1		1		215				KRAS																												TP53						なし		4.5		無		T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		140		1		1		140																		ERBB4														TP53						異時多発						T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC		なし														男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		132		1		1		132																																TP53						同時多発		1.4		無		T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし														女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		59				1		59												MAP2K1																										なし		1.5				T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし														男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		168				1		168		EGFR																														TP53						異時多発		6				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		106				1		106																																TP53						なし		3.8		無		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし														女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		87				1		87																																TP53						なし		5.5				T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし														男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		60				1		60																																TP53						なし		2.8				T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし														男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		115				1		115																																TP53						なし		5.5		無		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし														女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		172				1		172		EGFR																																				なし		5.3		無		T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診		なし														男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

				Serumで検出 ケンシュツ

		82				1		82		EGFR																										CTNNB1										なし		3.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		75				1		75		EGFR																																				なし		4.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		95				1		95		EGFR																																				なし		2.8		有		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		あり		local		悪性胸水・播種										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		164				1		164		EGFR																																				なし		3.2		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		126				1		126		EGFR																														TP53						なし		2.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		66				1		66		EGFR																												PTEN								なし		3.7				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		56				1		56				KRAS																																		なし		3.5		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		both		脳,悪性胸水・播種										男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		152				1		152																																TP53						なし		3.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC		なし														女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		221				1		221																																TP53						なし		3.8		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad																男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		219				1		219																																TP53						なし		3.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		sq																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		199				1		199																																TP53						なし		2.1		無		T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad		なし														女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		189				1		189				KRAS																												TP53						なし		2.2		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		169				1		169																																TP53						なし		2.8		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		sq		なし														女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		94				1		94																																		EML4-ALK				なし		2.3				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		81				1		81								BRAF																				CTNNB1										なし		4.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		149				1		149				KRAS																																		なし		2.5		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		138				1		138										PIK3CA																												なし		2.2		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		92						92																																						なし		5.3				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		あり		distant		その他		膵臓								男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		90						90																																						なし		4.5		無		T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		54						54																																						なし		5.1				T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし														女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		180						180																																						なし		3.7		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		101						101																																						なし		3.5		無		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし														男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性

		72						72																																						なし		1.8		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁								男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R
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		53		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						55		EGFR		p.L858R				56		KRAS		p.G12C (p.G12F)				119		NRAS		p.Q61R												59		MAP2K1		p.K57N				65		PIK3CA		p.E545K				74		CTNNB1		p.S37F				66		PTEN		p.V166 ins TN framesift deletion						57		TP53		p.Y234S				59										55		EGFR		p.L858R		chr7		16.3		2165.67		55259515		TG		GG		19010		1983		324		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		54		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						64		EGFR		p.P772-H773 ins HV				73		KRAS		p.G12C				163		NRAS		p.Q61K												153		AKT1		p.E17K				138		PIK3CA		p.H1047R				81		CTNNB1		p.S37F				68		PTEN		p.Q214*						60		TP53		p.R273L				139										56		KRAS		p.G12C (p.G12F)		chr12		23.7		2222.39		25398285		C		A		1168		1168		277		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C (p.G12F)

		55		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						66		EGFR		p.L858R				78		KRAS		p.G12C												81		BRAF		p.V600E				216		MET		p.D963A				184		PIK3CA		p.E545K				82		CTNNB1		p.S33F				96		PTEN		p.Q171K						64		TP53		p.R280G				196										57		TP53		p.Y234S		chr17		68.5		19584.6		7577578		TGTA		TGGA		17582		1991		1364		TP53		NM_000546		exon7		c.A701C		p.Y234S

		56		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0						71		EGFR		p.L858R				83		KRAS		p.G12A												104		BRAF		p.V600E				99		ERBB2		p.E770-A771 ins AYVM												125		CTNNB1		p.S37F														65		TP53		p.E287X				92										58		STK11		p.P281L		chr19		51.3		12458.9		1221313		GCCCCCC		GCCCCCT		214677		1978		1015		STK11		NM_000455		exon6		c.C842T		p.P281L		germline

		57		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						74		EGFR		p.L858R				120		KRAS		p.G12C												128		BRAF		p.K601E				124		ERBB2		p.V777-G778 ins GCP												165		CTNNB1		p.S33F														68		TP53		p.R282W				87										59		MAP2K1		p.K57N		chr15		31.7		6238.43		66727455		G		T		9091		2000		634		MAP2K1		NM_002755		exon2		c.G171T		p.K57N

		58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						75		EGFR		p.E746-A750 del				123		KRAS		p.G12C												78		BRAF		p.D594Y				129		ERBB2		p.G776>VC												166		CTNNB1		p.D32Y														70		TP53		p.E286K				90										60		STK11		p.P281L		chr19		53.5		13144.5		1221313		GCCCCCC		GCCCCCT		14999		1986		1063		STK11		NM_000455		exon6		c.C842T		p.P281L

		59		0		0		0		0		0		MAP2K1		0		0		0		0						79		EGFR		p.L858R				146		KRAS		p.G12D																				140		ERBB4		p.G599E												188		CTNNB1		p.S37A														71		TP53		p.R306*				60										60		TP53		p.R273L		chr17		22		3456.09		7577120		CG		AG		9402		1964		432		TP53		NM_000546		exon8		c.G818T		p.R273L

		60		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						82		EGFR		p.L858R				149		KRAS		p.G12C																				100		FGFR2		p.G187R																														76		TP53		p.R267P				65						X		0.193		64		EGFR		p.P772-H773 ins HV		chr7		74.5		18479.2		55249018		C		CCACGTG		47905		1972		1469		EGFR		NM_005228		exon20		c.2317_2318insCACGTG		p.P772-H773 ins HV

		61		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						84		EGFR		p.E746-R748 del, p.A750V				162		KRAS		p.G12C																				113		ALK		p.R1181L																														77		TP53		p.Q104*				106						〇		1.300		64		TP53		p.R280G		chr17		66.3		17931.3		7577100		TC		CC		10105		1923		1275		TP53		NM_000546		exon8		c.A838G		p.R280G

		63		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						86		EGFR		p.L858R				178		KRAS		p.G12D																				71		DDR2		p.H106R																														87		TP53		p.R158L				132						〇		3.4776840709		65		PIK3CA		p.E545K		chr3		58.6		15268.1		178936091		G		A		10875		1961		1150		PIK3CA		NM_006218		exon10		c.G1633A		p.E545K

		64		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						95		EGFR		p.L747-T751 del				186		KRAS		p.G12R																																																						89		TP53		p.Y220fs				215						〇		0.8285113098		65		TP53		p.E287X		chr17		49.5		11875.1		7577079		C		A		10547		1995		987		TP53		NM_000546		exon8		c.G859T		p.E287X

		65		0		0		0		0		PIK3CA		0		0		0		TP53		0						100		EGFR		p.E746-A750 del				189		KRAS		p.G12V																																																						91		TP53		p.C242F				188										66		EGFR		p.L858R		chr7		45.8		10629.5		55259515		TG		GG		15195		1985		909		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		66		EGFR		0		0		0		0		0		0		PTEN		0		0						102		EGFR		p.E746-A750 del				194		KRAS		p.G12C																																																						98		TP53		p.V197E				79										66		PTEN		p.V166 ins TN framesift deletion		chr10		49.6		9861.17		89711878		G		GTAACTAA		5303		1964		975		PTEN		NM_000314		exon6		c.497_498insTAACTAA		p.V166 ins TN framesift deletion

		67		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						103		EGFR		p.L858R				206		KRAS		p.G12C																																																						99		TP53		p.R280T				115										68		TP53		p.R282W		chr17		65.5		17325.7		7577094		GGTCTCT		AGTCTCT		6731		1925		1261		TP53		NM_000546		exon8		c.C844T		p.R282W

		68		0		0		0		0		0		0		0		PTEN		TP53		0						105		EGFR		p.L858R				210		KRAS		p.G13D																																																						102		TP53		p.H179L				54										68		PTEN		p.Q214*		chr10		65.1		15191.7		89717615		C		T		7078		1997		1300		PTEN		NM_000314		exon7		c.C640T		p.Q214*

		69		0		0		0		0		0		0		0		0		0		EML4-ALK						110		EGFR		p.E746-A750 del				215		KRAS		p.G12C																																																						106		TP53		p.V172-Q165 fsdel				64										70		TP53		p.E286K		chr17		49.8		11209.7		7577070		GGAGATTCTCTTCCTCTGTGC		GGAGATTCTCTTTCTCTGTGC		7598		1943		967		TP53		NM_000546		exon8		c.G856A		p.E286K

		70		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						112		EGFR		p.E746-A750 del				217		KRAS		p.G12V																																																						115		TP53		p.A159P/p.R158S				168										71		TP53		p.R306*		chr17		29.8		5650.04		7577022		G		A		6242		1999		596		TP53		NM_000546		exon8		c.C916T		p.R306*

		71		EGFR		0		0		0		0		DDR2		0		0		TP53		0						114		EGFR		p.L858R																																																														116		TP53		p.M246V				172										71		EGFR		p.L858R		chr7		24.2		4073.78		55259515		TG		GG		16143		1989		482		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		72		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						117		EGFR		p.L858R																																																														117		TP53		p.R248Q				75										71		EGFR		p.R776H		chr7		23.2		3871.09		55249029		G		A		19733		1996		464		EGFR		NM_005228		exon20		c.G2327A		p.R776H		error

		73		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0						118		EGFR		p.L858R																																																														119		TP53		p.G245V				82										71		DDR2		p.H106R		chr1		4.3		65.18		162724545		A		G		12232		2000		87		DDR2		NM_006182		exon5		c.A317G		p.H106R

		74		EGFR		0		0		0		0		0		CTNNB1		0		0		0						121		EGFR		p.E746-A750 del																																																														121		TP53		p.R273H				56										73		KRAS		p.G12C		chr12		4.9		226.27		25398285		C		A		9407		1996		97		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

		75		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						125		EGFR		p.E746-E749 del ins K, p.A750P																																																														123		TP53		p.R158L				66										74		EGFR		p.L858R		chr7		33.4		6649.64		55259515		TG		GG		13341		1986		664		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		76		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						126		EGFR		p.L858R																																																														124		TP53		p.G108S				80										74		EGFR		p.I706T		chr7		38.2		6618.84		55241669		T		C		14523		1999		764		EGFR		NM_005228		exon18		c.T2117C		p.I706T		??

		77		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						135		EGFR		p.L858R																																																														126		TP53		p.Q192*				94		EML4-ALK								74		CTNNB1		p.S37F		chr3		3.3		91.61		41266113		C		T		10157		1989		66		CTNNB1		NM_001098209		exon3		c.C110T		p.S37F

		78		0		KRAS		0		BRAF		0		0		0		0		0		0						141		EGFR		p.E746-A750 del																																																														132		TP53		p.I255F				95										75		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		4.6		194.91		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		15048		1971		90		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		79		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						142		EGFR		p.L858R																																																														134		TP53		p.G245C				101										76		TP53		p.R267P		chr17		37		7806.69		7577138		C		G		4244		1999		739		TP53		NM_000546		exon8		c.G800C		p.R267P

		81		0		0		0		BRAF		0		0		CTNNB1		0		0		0						143		EGFR		p.L858R																																																														135		TP53		p.R248W				126										77		TP53		p.Q104*		chr17		14.2		1758.23		7579377		G		A		12354		1990		282		TP53		NM_000546		exon4		c.C310T		p.Q104*

		82		EGFR		0		0		0		0		0		CTNNB1		0		0		0						144		EGFR		p.L747-T751 del																																																														137		TP53		p.R337L				55										78		BRAF		p.D594Y		chr7		32		6291.32		140453155		C		A		7362		1997		640		BRAF		NM_004333		exon15		c.G1780T		p.D594Y

		83		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0						147		EGFR		p.E746-A750 del																																																														140		TP53		p.Q165*				62										78		KRAS		p.G12C		chr12		24.2		4001.69		25398280		GCCACC		GCCACA		27264		1979		479		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

		84		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						148		EGFR		p.L861Q																																																														144		TP53		p.R282W				68						〇		0.6068740153		79		EGFR		p.L858R		chr7		100		35614.6		55259515		TG		GG		240786		1979		1979		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						154		EGFR		p.G719A																																																														147		TP53		p.Y234C				71										81		BRAF		p.V600E		chr7		11.9		1295.05		140453133		TTCA		TTCT		7933		1975		235		BRAF		NM_004333		exon15		c.T1799A		p.V600E

		86		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						155		EGFR		p.L858R																																																														148		TP53		p.R337L				76										81		CTNNB1		p.S37F		chr3		11.2		1173.19		41266113		C		T		12146		1999		223		CTNNB1		NM_001098209		exon3		c.C110T		p.S37F

		87		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						156		EGFR		p.L858R																																																														152		TP53		p.R156P				77										82		EGFR		p.L858R		chr7		18.5		2687.82		55259515		TG		GG		15880		1990		368		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		EML4-ALK						158		EGFR		p.E746-A750 del																																																														161		TP53		p.Y163C				78										82		CTNNB1		p.S33F		chr3		12		1321.88		41266101		C		T		13547		1999		239		CTNNB1		NM_001098209		exon3		c.C98T		p.S33F

		89		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						159		EGFR		p.E746-A750 del																																																														163		TP53		p.R282W				85										83		KRAS		p.G12A		chr12		19.5		2906.68		25398284		CC		GC		15657		1988		387		KRAS		NM_004985		exon2		c.G35C		p.G12A

		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						161		EGFR		p.L858R																																																														167		TP53		p.R175H				89										84		EGFR		p.E746-R748 del, p.A750V		chr7		3.9		40.31		55242478		G		C		20104		1998		77		EGFR		NM_005228		exon19		c.G2248C		p.E746-R748 del, p.A750V

		91		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						164		EGFR		p.L858R																																																														168		TP53		p.Y220fs				93										86		EGFR		p.L858R		chr7		35.7		7340.36		55259515		TG		GG		27627		1986		709		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		92		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						165		EGFR		p.E746-A750 del																																																														169		TP53		p.Q136*				102										87		TP53		p.R158L		chr17		3.8		121.71		7578457		CG		AG		18782		1991		75		TP53		NM_000546		exon5		c.G473T		p.R158L

		93		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						167		EGFR		p.E746-A750 del																																																														170		TP53		p.N247I				105										89		TP53		p.Y220fs		chr17		29.7		5584.94		7578190		TA		T		9075		1991		592		TP53		NM_000546		exon6		c.658delT		p.Y220fs

		94		0		0		0		0		0		0		0		0		0		EML4-ALK						168		EGFR		p.L858R																																																														174		TP53		p.P190L				109										91		TP53		p.C242F		chr17		72.8		21060		7577556		CAGG		AAGG		34332		1980		1441		TP53		NM_000546		exon7		c.G725T		p.C242F

		95		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						171		EGFR		p.L858R																																																														179		TP53		p.I195N				110										95		EGFR		p.L747-T751 del		chr7		35.6		7324.02		55242469		TTAAGAGAAGCAACATCTC		T		17853		1963		699		EGFR		NM_005228		exon19		c.2240_2257del		p.L747-T751 del

		96		0		0		0		0		0		0		0		PTEN		0		0						172		EGFR		p.E746-A750 del																																																														183		TP53		p.N247I				114										96		PTEN		p.Q171K		chr10		27.8		5094.24		89711893		C		A		13412		1993		554		PTEN		NM_000314		exon6		c.C511A		p.Q171K

		98		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						176		EGFR		p.L858R																																																														184		TP53		p.R249S				117										96		FBXW7		p.R160*		chr4		21.7		3486.25		153258983		G		A		13030		1999		433		FBXW7		NM_001013415		exon4		c.C478T		p.R160*

		99		0		0		0		0		0		ERBB2		0		0		TP53		0						177		EGFR		p.L858R																																																														189		TP53		p.R249M				135										98		TP53		p.V197E		chr17		12		1318.7		7578259		A		T		19386		1991		239		TP53		NM_000546		exon6		c.T590A		p.V197E

		100		EGFR		0		0		0		0		FGFR2		0		0		0		0						179		EGFR		p.E746-A750 del																																																														190		TP53		p.Q100*				138										99		ERBB2		p.E770-A771 ins AYVM		chr17		41.5		7485.74		37880981		A		AGCATACGTGATG		44020		1974		820		ERBB2		NM_004448		exon20		c.2311_2312insGCATACGTGATG		p.E770-A771 ins AYVM

		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						182		EGFR		p.E746-E749 del, p.A750V, p.T751P																																																														191		TP53		p.R175H				152										99		TP53		p.R280T		chr17		3		65.13		7577099		C		G		11002		2000		60		TP53		NM_000546		exon8		c.G839C		p.R280T

		102		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						188		EGFR		p.E746-A750 del																																																														193		TP53		p.S241C				164										100		FGFR2		p.G187R		chr10		47.4		9255.49		123279528		C		T		16065		1999		948		FGFR2		NM_001144916		exon4		c.G559A		p.G187R

		103		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						190		EGFR		p.L861Q																																																														194		TP53		p.G105V				180										100		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		36.6		7590.52		55242462		CAAGGAATTAAGAGAAGCA		CAAG		22700		1954		716		EGFR		NM_005228		exon19		c.2236_2250del		p.E746-A750 del

		104		0		0		0		BRAF		0		0		0		0		0		0						192		EGFR		p.L858R																																																														196		TP53		p.S127F				219										102		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		51.7		12770.2		55242462		CAAGGAATTAAGAGAAGCA		CAAG		32610		1973		1020		EGFR		NM_005228		exon19		c.2236_2250del		p.E746-A750 del

		105		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						193		EGFR		p.D770-N771 ins NPH																																																														198		TP53		p.V272L				221										102		TP53		p.H179L		chr17		43.5		9883.98		7578394		T		A		14237		1985		864		TP53		NM_000546		exon5		c.A536T		p.H179L

		106		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0						203		EGFR		p.E746-A750 del																																																														199		TP53		p.H179R				144										103		EGFR		p.L858R		chr7		43.6		9739.26		55259515		TG		GG		23818		1978		862		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		107		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						204		EGFR		p.L858R																																																														202		TP53		p.R158L				148								血清なし ケッセイ		104		BRAF		p.V600E		chr7		17.2		2409.89		140453136		AC		TC		13469		1995		344		BRAF		NM_004333		exon15		c.T1799A		p.V600E

		108		0		0		0		0		0		0		0		0		0		KIF5B-RET						208		EGFR		p.L858R																																																														203		TP53		p.Y220C				150										105		EGFR		p.L858R		chr7		15.1		1907.44		55259515		TG		GG		26913		1984		299		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						209		EGFR		p.L858R																																																														206		TP53		p.P278S				151										106		TP53		p.E171fs		chr17		37		7722.18		7578415		ACCTCCGTCATGTGCTGTGACTG		A		15402		1952		723		TP53		NM_000546		exon5		c.493_514del		p.E171fs

		110		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0						212		EGFR		p.L858R																																																														207		TP53		p.R273H				157										106		TP53		p.V172-Q165 fsdel		chr17		32.4		6486.42		7578433		G		C		16306		1856		601		TP53		NM_000546		exon5		c.C497G		p.V172-Q165 fsdel

		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						220		EGFR		p.L858R																																																														210		TP53		p.R196*				158										110		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		10.9		1099.12		55242469		TTAAGAGAAGCAACATCTC		T		21329		1946		213		EGFR		NM_005228		exon19		c.2240_2257del		p.E746-A750 del

		112		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																								211		TP53		p.R156P				160										112		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		31.8		6207.42		55242464		AGGAATTAAGAGAAGC		A		29718		1979		630		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2249del		p.E746-A750 del

		113		0		0		0		0		0		ALK		0		0		0		EML4-ALK																																																																								213		TP53		p.Y107D				162										113		ALK		p.R1181L		chr2		51.7		10403.7		29443675		C		A		27793		1996		1032		ALK		NM_004304		exon23		c.G3542T		p.R1181L

		114		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																								215		TP53		p.V173L				165										114		EGFR		p.L858R		chr7		26.8		4780.56		55259515		TG		GG		21437		1988		532		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		115		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																								218		TP53		p.R273L				171										115		TP53		p.A159P, p.R158S		chr17		23.3		3780.13		7578452		TGGCGCG		TGGGGCT		23228		1958		456		TP53		NM_000546		exon5		c.472_475AGCC		p.A159P, p.R158S

		116		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																								219		TP53		p.E294*				174										115		TP53		p.A159P		chr17		22.5		3677.34		7578455		C		G		24037		1996		449		TP53		NM_000546		exon5		c.G475C		p.A159P

		117		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																								221		TP53		p.P250L				179										116		TP53		p.M246V		chr17		25.5		4490.88		7577545		T		C		21081		2000		510		TP53		NM_000546		exon7		c.A736G		p.M246V

		118		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																								223		TP53		p.R273L				195										117		TP53		p.R248Q		chr17		65.3		18060.8		7577538		CG		TG		12574		1982		1295		TP53		NM_000546		exon7		c.G743A		p.R248Q

		119		0		0		NRAS		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																200										117		EGFR		p.L858R		chr7		23.6		3889.53		55259515		TG		GG		32422		1991		469		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		120		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																204										118		EGFR		p.L858R		chr7		15.6		2062.66		55259515		TG		GG		20909		1988		311		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		121		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																216										119		TP53		p.G245V		chr17		40.7		8803.48		7577546		GC		GA		20992		1979		805		TP53		NM_000546		exon7		c.G734T		p.G245V

		122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																217										119		NRAS		p.Q61R		chr1		28		5068.75		115256528		TT		TC		15880		1995		558		NRAS		NM_002524		exon3		c.A182G		p.Q61R

		123		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																218										120		KRAS		p.G12C		chr12		6.6		441.01		25398285		C		A		17929		1997		132		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

		124		0		0		0		0		0		ERBB2		0		0		TP53		0																																																																																72										121		TP53		p.R273H		chr17		45.5		10705		7577120		CG		TG		5503		1994		908		TP53		NM_000546		exon8		c.G818A		p.R273H

		125		EGFR		0		0		0		0		0		CTNNB1		0		0		0																																																																																137										121		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		39.1		8449.18		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		57023		1975		772		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		126		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																58										123		TP53		p.R158L		chr17		22.6		3688.34		7578457		CG		AG		16436		1993		450		TP53		NM_000546		exon5		c.G473T		p.R158L

		127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																61										123		KRAS		p.G12C		chr12		15.8		2079.7		25398285		C		A		20189		1998		315		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

		128		0		0		0		BRAF		0		0		0		0		0		0																																																																																67										124		ERBB2		p.V777-G778 ins GCP		chr17		30.1		5750.93		37881001		T		TGGGCTGCCC		44368		1968		593		ERBB2		NM_004448		exon20		c.2331_2332insGGGCTGCCC		p.V777-G778 ins GCP

		129		0		0		0		0		0		ERBB2		0		0		0		0																																																																																84										124		TP53		p.G108S		chr17		27.8		4946.83		7579362		AACC		AACT		15023		1982		551		TP53		NM_000546		exon4		c.G322A		p.G108S

		130		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																88		EML4-ALK								125		STK11		p.P281L		chr19		48.6		11491.6		1221313		GCCCCCC		GCCCCCT		18204		1979		961		STK11		NM_000455		exon6		c.C842T		p.P281L

		131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																91										125		EGFR		p.E746-E749 del ins K, p.A750P		chr7		27.1		3793.02		55242478		G		C		24791		1994		540		EGFR		NM_005228		exon19		c.G2248C		p.E746-E749 del ins K, p.A750P

		132		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																97										125		CTNNB1		p.S37F		chr3		16.2		2195.26		41266113		C		T		10634		1996		323		CTNNB1		NM_001098209		exon3		c.C110T		p.S37F

		133		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																100										126		EGFR		p.L858R		chr7		41.8		9293.18		55259515		TG		GG		24128		1987		831		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		134		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																104										126		TP53		p.Q192*		chr17		34.5		7014.97		7578275		G		A		13273		1977		683		TP53		NM_000546		exon6		c.C574T		p.Q192*

		135		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																108		KIF5B-RET								128		BRAF		p.K601E		chr7		27.1		4931.93		140453134		T		C		12622		2000		542		BRAF		NM_004333		exon15		c.A1801G		p.K601E

		137		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																112										129		ERBB2		p.G776>VC		chr17		37.2		7561.67		37880997		G		GTTT		31490		1910		710		ERBB2		NM_004448		exon20		c.2327_2328insTTT		p.G776>VC

		138		0		0		0		0		PIK3CA		0		0		0		0		0																																																																																123						〇		0.34303356		132		TP53		p.I255F		chr17		98		34302		7577518		TGATGGTGAG		AGATGGTGAG		58806		1966		1927		TP53		NM_000546		exon7		c.A763T		p.I255F

		139		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																125										134		TP53		p.G245C		chr17		40.6		9019.68		7577548		C		A		25216		1997		811		TP53		NM_000546		exon7		c.G733T		p.G245C

		140		0		0		0		0		0		ERBB4		0		0		TP53		0																																																																																127										135		EGFR		p.L858R		chr7		26.2		4560.1		55259515		TG		GG		31489		1986		521		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		141		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																129										135		TP53		p.R248W		chr17		18.2		2649.12		7577539		GG		AG		30257		1996		364		TP53		NM_000546		exon7		c.C742T		p.R248W

		142		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																223										137		TP53		p.R337L		chr17		13.9		1693.66		7574017		C		A		12216		1998		277		TP53		NM_000546		exon10		c.G1010T		p.R337L

		143		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																189										138		PIK3CA		p.H1047R		chr3		24.9		4302.71		178952085		A		G		18176		1998		497		PIK3CA		NM_006218		exon21		c.A3140G		p.H1047R

		144		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																149						〇		0.382452193		140		TP53		p.Q165*		chr17		71.6		20769.1		7578437		G		A		34086		1999		1431		TP53		NM_000546		exon5		c.C493T		p.Q165*

		146		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																169						X		0		140		ERBB4		p.G599E		chr2		26.9		3763.18		212530123		C		T		14916		1999		538		ERBB4		NM_001042599		exon15		c.G1796A		p.G599E

		147		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																53										141		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		43.2		9820.37		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		18278		1977		854		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		148		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																133										142		EGFR		p.L858R		chr7		10.4		1012.76		55259515		TG		GG		19655		1987		206		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		149		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																142										143		EGFR		p.L858R		chr7		7.8		605.86		55259515		TG		GG		20294		1995		156		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																147										144		EGFR		p.L747-T751 del		chr7		12.5		1393.83		55242469		TTAAGAGAAGCAACATCTC		T		18000		1948		244		EGFR		NM_005228		exon19		c.2240_2257del		p.L747-T751 del

		151		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																153										144		TP53		p.R282W		chr17		2.6		44.06		7577094		GGTCTCT		AGTCTCT		9415		1967		52		TP53		NM_000546		exon8		c.C844T		p.R282W

		152		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																154										146		KRAS		p.G12D		chr12		23.2		3869.26		25398284		CC		TC		27408		1988		462		KRAS		NM_004985		exon2		c.G35A		p.G12D

		153		0		0		0		0		0		AKT1		0		0		0		0																																																																																155										147		TP53		p.Y234C		chr17		43.1		9683.2		7577578		TGTA		TGCA		30449		1987		856		TP53		NM_000546		exon7		c.A701G		p.Y234C

		154		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																170										147		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		30.4		5793.51		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		27167		1973		600		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		155		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																176										148		EGFR		p.L861Q		chr7		38.8		8441.43		55259524		T		A		18983		1988		772		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2582A		p.L861Q

		156		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																178										148		TP53		p.R337L		chr17		35.9		7498.99		7574017		C		A		7668		1997		716		TP53		NM_000546		exon10		c.G1010T		p.R337L

		157		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																184										149		KRAS		p.G12C		chr12		4.2		154.85		25398285		C		A		16647		1997		83		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

		158		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																190										152		TP53		p.R156P		chr17		34.4		6876.63		7578459		GACGCGGGT		GACGGGGGT		23067		1972		679		TP53		NM_000546		exon5		c.G467C		p.R156P

		159		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																194										153		AKT1		p.E17K		chr14		22		3527.15		105246551		C		T		16243		1997		440		AKT1		NM_001014431		exon3		c.G49A		p.E17K

		160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																197										154		EGFR		p.G719A		chr7		30.1		5801.38		55241708		G		C		35143		2000		603		EGFR		NM_005228		exon18		c.G2156C		p.G719A

		161		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																199										155		EGFR		p.L858R		chr7		25.6		4446.28		55259515		TG		GG		27165		1988		508		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		162		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																202										156		EGFR		p.L858R		chr7		28.7		5286.06		55259515		TG		GG		17694		1981		569		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		164		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																203										158		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		62.9		17052.4		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		29340		1968		1238		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		165		EGFR		0		0		0		0		0		CTNNB1		0		0		0																																																																																205										158		STK11		p.P281L		chr19		17.7		2487.36		1221313		GCCCCCC		GCCCCCT		10343		1983		351		STK11		NM_000455		exon6		c.C842T		p.P281L

		166		0		0		0		0		0		0		CTNNB1		0		0		EML4-ALK																																																																																206										159		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		21.7		3453.07		55242462		CAAGGAATTAAGAGAAGCA		CAAG		18463		1965		427		EGFR		NM_005228		exon19		c.2236_2250del		p.E746-A750 del

		167		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																209										161		EGFR		p.L858R		chr7		19.9		2982.52		55259515		TG		GG		17666		1981		394		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		168		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																211										161		TP53		p.Y163C		chr17		12		1329.9		7578442		TA		CA		11708		1994		240		TP53		NM_000546		exon5		c.A488G		p.Y163C

		169		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																212										162		KRAS		p.G12C		chr12		12.8		1496.35		25398285		C		A		17978		2000		257		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

		170		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																213										163		TP53		p.R282W		chr17		30.6		5727.5		7577094		GGTCTCT		AGTCTCT		8004		1953		598		TP53		NM_000546		exon8		c.C844T		p.R282W

		171		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																220										163		NRAS		p.Q61K		chr1		24.3		4113.33		115256530		GT		TT		9678		1979		480		NRAS		NM_002524		exon3		c.C181A		p.Q61K

		172		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																222										164		EGFR		p.L858R		chr7		18		2585.67		55259515		TG		GG		16268		1991		359		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		174		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																57										165		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		43.7		9896.11		55242465		GGAATTAAGAGAAGCAACATCT		GACATCT		16939		1957		856		EGFR		NM_005228		exon19		c.2236_2250del		p.E746-A750 del

		176		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																69		EML4-ALK								165		CTNNB1		p.S33F		chr3		22.8		3781.14		41266101		C		T		9503		1996		455		CTNNB1		NM_001098209		exon3		c.C98T		p.S33F

		177		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																70										166		CTNNB1		p.D32Y		chr3		5.9		347.34		41266097		G		T		17569		1998		118		CTNNB1		NM_001098209		exon3		c.G94T		p.D32Y

		178		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																73										167		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		7.1		506.87		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		33806		1978		141		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		179		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																74										167		TP53		p.R175H		chr17		4.8		221.38		7578406		C		T		26642		1997		96		TP53		NM_000546		exon5		c.G524A		p.R175H

		180		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																83										168		TP53		p.Y220fs		chr17		75.6		22715.7		7578188		CAT		C		12388		1995		1508		TP53		NM_000546		exon6		c.659_660del		p.Y220fs

		182		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																86										168		EGFR		p.L858R		chr7		33.5		6683.17		55259515		TG		GG		27231		1991		666		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		183		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																96										169		TP53		p.Q136*		chr17		19		2836.61		7578524		G		A		12529		1998		380		TP53		NM_000546		exon5		c.C406T		p.Q136*

		184		0		0		0		0		PIK3CA		0		0		0		TP53		0																																																																																98										170		TP53		p.N247I		chr17		23.9		4064.32		7577541		T		A		12593		1996		478		TP53		NM_000546		exon7		c.A740T		p.N247I

		188		EGFR		0		0		0		0		0		CTNNB1		0		0		0																																																																																103										171		EGFR		p.L858R		chr7		27.9		5086.03		55259515		TG		GG		27028		1984		554		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		189		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																107										172		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		26.7		4754.64		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		17166		1974		527		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		190		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																111										174		TP53		p.P190L		chr17		3.6		104.14		7578280		G		A		20297		1997		71		TP53		NM_000546		exon6		c.C569T		p.P190L

		192		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																113		EML4-ALK								176		EGFR		p.L858R		chr7		32.2		6297.22		55259515		TG		GG		20757		1982		639		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		193		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																116										177		EGFR		p.L858R		chr7		57.1		14650.5		55259515		TG		GG		33103		1977		1129		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		194		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																118										178		KRAS		p.G12D		chr12		12.8		1470.99		25398284		CC		TC		18165		1994		255		KRAS		NM_004985		exon2		c.G35A		p.G12D

		195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																119										179		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		52.3		13036.1		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		35541		1977		1034		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-A750 del

		196		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																120										179		TP53		p.I195N		chr17		37.4		7976.43		7578265		A		T		12837		1993		745		TP53		NM_000546		exon6		c.T584A		p.I195N

		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																122										182		EGFR		p.E746-E749 del, p.A750V, p.T751P		chr7		3.1		68.49		55242463		AAGGAATTAAGAG		A		17679		1965		60		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2246del		p.E746-E749 del, p.A750V, p.T751P

		199		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																124										183		TP53		p.N247I		chr17		7.1		510.8		7577541		T		A		22945		1996		142		TP53		NM_000546		exon7		c.A740T		p.N247I

		200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																128										184		TP53		p.R249S		chr17		79.9		23881.8		7577528		GATGGGCCTCCGGTTC		GATGGGACTCCGGTTC		20994		1929		1541		TP53		NM_000546		exon7		c.G747T		p.R249S

		201		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																130										184		PIK3CA		p.E545K		chr3		31.2		5857.81		178936091		G		A		8144		1938		604		PIK3CA		NM_006218		exon10		c.G1633A		p.E545K

		202		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																131										186		KRAS		p.G12R		chr12		51.5		12779.8		25398285		C		G		30750		1998		1028		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34C		p.G12R

		203		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																134						〇		0.231312424		188		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		37.7		7891.93		55242462		CAAGGAATTAAGAGAAGCA		CAAG		15856		1957		737		EGFR		NM_005228		exon19		c.2236_2250del		p.E746-A750 del

		204		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																136						X		0		188		CTNNB1		p.S37A		chr3		31.1		6080.61		41266112		T		G		14223		1997		622		CTNNB1		NM_001098209		exon3		c.T109G		p.S37A

		205		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																121										189		KRAS		p.G12V		chr12		74.9		22162.1		25398284		CC		AC		31265		1991		1492		KRAS		NM_004985		exon2		c.G35T		p.G12V

		206		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																140										189		TP53		p.R249M		chr17		45		10573.7		7577535		C		A		21135		2000		901		TP53		NM_000546		exon7		c.G746T		p.R249M

		208		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																143										190		TP53		p.Q100*		chr17		42.9		9719.61		7579389		G		A		11282		1997		856		TP53		NM_000546		exon4		c.C298T		p.Q100*

		209		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																146										190		EGFR		p.L861Q		chr7		30.6		5937.97		55259524		T		A		29527		1996		611		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2582A		p.L861Q

		211		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																156										191		TP53		p.R175H		chr17		62.2		16947.3		7578406		C		T		20883		1993		1240		TP53		NM_000546		exon5		c.G524A		p.R175H

		212		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																159										192		EGFR		p.L858R		chr7		4.3		180.34		55259515		TG		GG		10289		1991		86		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

		213		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																161										193		EGFR		p.D770-N771 ins NPH		chr7		43.9		9969.71		55249010		G		GACAACCCCC		35096		1975		868		EGFR		NM_005228		exon20		c.2309_2310insACAACCCCC		p.D770-N771 ins NPH

		214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		EML4-ALK																																																																																166		EML4-ALK								193		TP53		p.S241C		chr17		33.9		6896.58		7577559		GA		CA		19243		1992		676		TP53		NM_000546		exon7		c.C722G		p.S241C

		215		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																167										194		TP53		p.G105V		chr17		50.1		12220.9		7579372		GC		GA		6425		1986		995		TP53		NM_000546		exon4		c.G314T		p.G105V

		216		0		0		0		0		0		MET		0		0		0		0																																																																																177										194		KRAS		p.G12C		chr12		30.9		5965.28		25398285		C		A		13568		1997		617		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

		217		0		KRAS		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																182						〇		0.456548113		196		TP53		p.S127F		chr17		43.8		10110.5		7578550		G		A		9462		2000		875		TP53		NM_000546		exon5		c.C380T		p.S127F

		218		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																183										198		TP53		p.V272L		chr17		4.6		194.04		7577124		C		A		10459		1999		92		TP53		NM_000546		exon8		c.G814T		p.V272L

		219		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																192										199		TP53		p.H179R		chr17		63.7		17572.6		7578394		T		C		16502		2000		1274		TP53		NM_000546		exon5		c.A536G		p.H179R

		220		EGFR		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																193										202		TP53		p.R158L		chr17		19.8		3015.26		7578457		CG		AG		15261		1991		395		TP53		NM_000546		exon5		c.G473T		p.R158L

		221		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																208										203		EGFR		p.E746-A750 del		chr7		56		14241.4		55242464		AGGAATTAAGAGAAGC		A		34950		1968		1102		EGFR		NM_005228		exon19		c.2235_2249del		p.E746-A750 del

		222		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																																																214		EML4-ALK								203		TP53		p.Y220C		chr17		19.1		2871.05		7578190		T		C		13127		1998		382		TP53		NM_000546		exon6		c.A659G		p.Y220C

		223		0		0		0		0		0		0		0		0		TP53		0																																																																																201										204		EGFR		p.L858R		chr7		49		11740.5		55259515		TG		GG		19208		1992		976		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

																																																																																																																206		KRAS		p.G12C		chr12		12		1318.85		25398285		C		A		15890		1996		239		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

																																																																																																																206		TP53		p.P278S		chr17		6.1		369.32		7577106		G		A		11608		2000		122		TP53		NM_000546		exon8		c.C832T		p.P278S

																																																																																																																207		TP53		p.R273H		chr17		73.8		21924.4		7577120		CG		TG		9813		1993		1471		TP53		NM_000546		exon8		c.G818A		p.R273H

																																																																																																																208		EGFR		p.L858R		chr7		35.7		7298.85		55259515		TG		GG		21780		1990		711		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

																																																																																																																209		EGFR		p.L858R		chr7		25.7		4446.62		55259515		TG		GG		19660		1989		511		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

																																																																																																																210		STK11		p.P281L		chr19		50.6		12057.2		1221313		GCCCCCC		GCCCCCT		16369		1971		997		STK11		NM_000455		exon6		c.C842T		p.P281L

																																																																																																																210		KRAS		p.G13D		chr12		38.7		8401.06		25398281		C		T		15619		1998		774		KRAS		NM_004985		exon2		c.G38A		p.G13D

																																																																																																																210		TP53		p.R196*		chr17		27		4826.09		7578263		GG		AG		11731		1972		532		TP53		NM_000546		exon6		c.C586T		p.R196*

																																																																																																																211		TP53		p.R156P		chr17		79.9		24151.7		7578459		GACGCGGGT		GACGGGGGT		14308		1975		1579		TP53		NM_000546		exon5		c.G467C		p.R156P

																																																																																																																212		EGFR		p.L858R		chr7		11.8		1280.84		55259515		TG		GG		20442		1984		234		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

																																																																																																																213		TP53		p.Y107D		chr17		3.4		93.89		7579368		A		C		15131		1995		68		TP53		NM_000546		exon4		c.T319G		p.Y107D

																																																																																																												〇		0.438960002		215		TP53		p.V173L		chr17		51.4		12725		7578413		C		A		18951		1990		1023		TP53		NM_000546		exon5		c.G517T		p.V173L

																																																																																																												X		0.011972463		215		KRAS		p.G12C		chr12		32.4		6418.02		25398285		C		A		21952		2000		648		KRAS		NM_004985		exon2		c.G34T		p.G12C

																																																																																																																216		MET		p.D963A		chr7		8.6		433.12		116411903		A		C		19980		1997		172		MET		NM_000245		exon14		c.A2888C		p.D963A

																																																																																																																217		KRAS		p.G12V		chr12		19.7		2977.68		25398284		CC		AC		12850		1998		393		KRAS		NM_004985		exon2		c.G35T		p.G12V

																																																																																																																218		TP53		p.R273L		chr17		36.9		7545.61		7577120		CG		AG		10450		1938		716		TP53		NM_000546		exon8		c.G818T		p.R273L

																																																																																																																219		TP53		p.E294*		chr17		45.7		10788		7577058		C		A		9503		1996		913		TP53		NM_000546		exon8		c.G880T		p.E294*

																																																																																																																220		EGFR		p.L858R		chr7		4.5		189.45		55259515		TG		GG		15912		1994		89		EGFR		NM_005228		exon21		c.T2573G		p.L858R

																																																																																																																221		TP53		p.P250L		chr17		45.9		10504.6		7577528		GATGGGCCTCCGGTTC		GATGAGCCTCCGGTTC		9845		1941		891		TP53		NM_000546		exon7		c.C749T		p.P250L

																																																																																																																223		TP53		p.R273L		chr17		23.6		3920.93		7577120		CG		AG		5658		1968		465		TP53		NM_000546		exon8		c.G818T		p.R273L





dPCR

		Serum cfDNA		Sample Name		Gene.refGene				Frequency						Serum cfDNA		Sample Name		Gene.refGene				Frequency				Serum cfDNA		Sample Name		Gene.refGene				Frequency

				153		AKT1		p.E17K		22								55		EGFR		p.L858R		16.3						56		KRAS		p.G12C (p.G12F)		23.7

				113		ALK		p.R1181L		51.7								66		EGFR		p.L858R		45.8						73		KRAS		p.G12C		4.9

				78		BRAF		p.D594Y		32								71		EGFR		p.L858R		24.2						78		KRAS		p.G12C		24.2

				128		BRAF		p.K601E		27.1								74		EGFR		p.L858R		33.4						120		KRAS		p.G12C		6.6

				81		BRAF		p.V600E		11.9						0.6068740153		79		EGFR		p.L858R		100						123		KRAS		p.G12C		15.8

		血清なし ケッセイ		104		BRAF		p.V600E		17.2								82		EGFR		p.L858R		18.5						149		KRAS		p.G12C		4.2

				166		CTNNB1		p.D32Y		5.9								86		EGFR		p.L858R		35.7						162		KRAS		p.G12C		12.8

				82		CTNNB1		p.S33F		12								103		EGFR		p.L858R		43.6						194		KRAS		p.G12C		30.9

				165		CTNNB1		p.S33F		22.8								105		EGFR		p.L858R		15.1						206		KRAS		p.G12C		12

		0		188		CTNNB1		p.S37A		31.1								114		EGFR		p.L858R		26.8				0.011972463		215		KRAS		p.G12C		32.4

				74		CTNNB1		p.S37F		3.3								117		EGFR		p.L858R		23.6

				81		CTNNB1		p.S37F		11.2								118		EGFR		p.L858R		15.6

				125		CTNNB1		p.S37F		16.2								126		EGFR		p.L858R		41.8				Serum cfDNA		Sample Name		Gene.refGene				Frequency

				71		DDR2		p.H106R		4.3								135		EGFR		p.L858R		26.2				3.4776840709		65		PIK3CA		p.E545K		58.6

				193		EGFR		p.D770-N771 ins NPH		43.9								142		EGFR		p.L858R		10.4						184		PIK3CA		p.E545K		31.2

				75		EGFR		p.E746-A750 del		4.6								143		EGFR		p.L858R		7.8						138		PIK3CA		p.H1047R		24.9

				100		EGFR		p.E746-A750 del		36.6								155		EGFR		p.L858R		25.6

				102		EGFR		p.E746-A750 del		51.7								156		EGFR		p.L858R		28.7

				110		EGFR		p.E746-A750 del		10.9								161		EGFR		p.L858R		19.9

				112		EGFR		p.E746-A750 del		31.8								164		EGFR		p.L858R		18

				121		EGFR		p.E746-A750 del		39.1								168		EGFR		p.L858R		33.5

				141		EGFR		p.E746-A750 del		43.2								171		EGFR		p.L858R		27.9

				147		EGFR		p.E746-A750 del		30.4								176		EGFR		p.L858R		32.2

				158		EGFR		p.E746-A750 del		62.9								177		EGFR		p.L858R		57.1

				159		EGFR		p.E746-A750 del		21.7								192		EGFR		p.L858R		4.3

				165		EGFR		p.E746-A750 del		43.7								204		EGFR		p.L858R		49

				167		EGFR		p.E746-A750 del		7.1								208		EGFR		p.L858R		35.7

				172		EGFR		p.E746-A750 del		26.7								209		EGFR		p.L858R		25.7

				179		EGFR		p.E746-A750 del		52.3								212		EGFR		p.L858R		11.8

		0.231312424		188		EGFR		p.E746-A750 del		37.7								220		EGFR		p.L858R		4.5

				203		EGFR		p.E746-A750 del		56

				125		EGFR		p.E746-E749 del ins K, p.A750P		27.1

				182		EGFR		p.E746-E749 del, p.A750V, p.T751P		3.1

				84		EGFR		p.E746-R748 del, p.A750V		3.9

				154		EGFR		p.G719A		30.1

				74		EGFR		p.I706T		38.2

				95		EGFR		p.L747-T751 del		35.6

				144		EGFR		p.L747-T751 del		12.5

				55		EGFR		p.L858R		16.3

				66		EGFR		p.L858R		45.8

				71		EGFR		p.L858R		24.2

				74		EGFR		p.L858R		33.4

		0.6068740153		79		EGFR		p.L858R		100

				82		EGFR		p.L858R		18.5

				86		EGFR		p.L858R		35.7

				103		EGFR		p.L858R		43.6

				105		EGFR		p.L858R		15.1

				114		EGFR		p.L858R		26.8

				117		EGFR		p.L858R		23.6

				118		EGFR		p.L858R		15.6

				126		EGFR		p.L858R		41.8

				135		EGFR		p.L858R		26.2

				142		EGFR		p.L858R		10.4

				143		EGFR		p.L858R		7.8

				155		EGFR		p.L858R		25.6

				156		EGFR		p.L858R		28.7

				161		EGFR		p.L858R		19.9

				164		EGFR		p.L858R		18

				168		EGFR		p.L858R		33.5

				171		EGFR		p.L858R		27.9

				176		EGFR		p.L858R		32.2

				177		EGFR		p.L858R		57.1

				192		EGFR		p.L858R		4.3

				204		EGFR		p.L858R		49

				208		EGFR		p.L858R		35.7

				209		EGFR		p.L858R		25.7

				212		EGFR		p.L858R		11.8

				220		EGFR		p.L858R		4.5

				148		EGFR		p.L861Q		38.8

				190		EGFR		p.L861Q		30.6

		0.193		64		EGFR		p.P772-H773 ins HV		74.5

				71		EGFR		p.R776H		23.2

				99		ERBB2		p.E770-A771 ins AYVM		41.5

				129		ERBB2		p.G776>VC		37.2

				124		ERBB2		p.V777-G778 ins GCP		30.1

		0		140		ERBB4		p.G599E		26.9

				96		FBXW7		p.R160*		21.7

				100		FGFR2		p.G187R		47.4

				83		KRAS		p.G12A		19.5

				73		KRAS		p.G12C		4.9

				78		KRAS		p.G12C		24.2

				120		KRAS		p.G12C		6.6

				123		KRAS		p.G12C		15.8

				149		KRAS		p.G12C		4.2

				162		KRAS		p.G12C		12.8

				194		KRAS		p.G12C		30.9

				206		KRAS		p.G12C		12

		0.011972463		215		KRAS		p.G12C		32.4

				56		KRAS		p.G12C (p.G12F)		23.7

				146		KRAS		p.G12D		23.2

				178		KRAS		p.G12D		12.8

				186		KRAS		p.G12R		51.5

				189		KRAS		p.G12V		74.9

				217		KRAS		p.G12V		19.7

				210		KRAS		p.G13D		38.7

				59		MAP2K1		p.K57N		31.7

				216		MET		p.D963A		8.6

				163		NRAS		p.Q61K		24.3

				119		NRAS		p.Q61R		28

		3.4776840709		65		PIK3CA		p.E545K		58.6

				184		PIK3CA		p.E545K		31.2

				138		PIK3CA		p.H1047R		24.9

				96		PTEN		p.Q171K		27.8

				68		PTEN		p.Q214*		65.1

				66		PTEN		p.V166 ins TN framesift deletion		49.6

				58		STK11		p.P281L		51.3

				60		STK11		p.P281L		53.5

				125		STK11		p.P281L		48.6

				158		STK11		p.P281L		17.7

				210		STK11		p.P281L		50.6

				115		TP53		p.A159P		22.5

				115		TP53		p.A159P, p.R158S		23.3

				91		TP53		p.C242F		72.8

				106		TP53		p.E171fs		37

				70		TP53		p.E286K		49.8

		0.8285113098		65		TP53		p.E287X		49.5

				219		TP53		p.E294*		45.7

				194		TP53		p.G105V		50.1

				124		TP53		p.G108S		27.8

				134		TP53		p.G245C		40.6

				119		TP53		p.G245V		40.7

				102		TP53		p.H179L		43.5

				199		TP53		p.H179R		63.7

				179		TP53		p.I195N		37.4

		0.34303356		132		TP53		p.I255F		98

				116		TP53		p.M246V		25.5

				170		TP53		p.N247I		23.9

				183		TP53		p.N247I		7.1

				174		TP53		p.P190L		3.6

				221		TP53		p.P250L		45.9

				206		TP53		p.P278S		6.1

				190		TP53		p.Q100*		42.9

				77		TP53		p.Q104*		14.2

				169		TP53		p.Q136*		19

		0.382452193		140		TP53		p.Q165*		71.6

				126		TP53		p.Q192*		34.5

				152		TP53		p.R156P		34.4

				211		TP53		p.R156P		79.9

				87		TP53		p.R158L		3.8

				123		TP53		p.R158L		22.6

				202		TP53		p.R158L		19.8

				167		TP53		p.R175H		4.8

				191		TP53		p.R175H		62.2

				210		TP53		p.R196*		27

				117		TP53		p.R248Q		65.3

				135		TP53		p.R248W		18.2

				189		TP53		p.R249M		45

				184		TP53		p.R249S		79.9

				76		TP53		p.R267P		37

				121		TP53		p.R273H		45.5

				207		TP53		p.R273H		73.8

				60		TP53		p.R273L		22

				218		TP53		p.R273L		36.9

				223		TP53		p.R273L		23.6

		1.300		64		TP53		p.R280G		66.3

				99		TP53		p.R280T		3

				68		TP53		p.R282W		65.5

				144		TP53		p.R282W		2.6

				163		TP53		p.R282W		30.6

				71		TP53		p.R306*		29.8

				137		TP53		p.R337L		13.9

				148		TP53		p.R337L		35.9

		0.456548113		196		TP53		p.S127F		43.8

				193		TP53		p.S241C		33.9

				106		TP53		p.V172-Q165 fsdel		32.4

		0.438960002		215		TP53		p.V173L		51.4

				98		TP53		p.V197E		12

				198		TP53		p.V272L		4.6

				213		TP53		p.Y107D		3.4

				161		TP53		p.Y163C		12

				203		TP53		p.Y220C		19.1

				89		TP53		p.Y220fs		29.7

				168		TP53		p.Y220fs		75.6

				147		TP53		p.Y234C		43.1

				57		TP53		p.Y234S		68.5





Sheet6

		Poisson		Serum cfDNA		Sample Name		Gene.refGene				Sample Name		Serum cfDNA				Sample Name		Serum cfDNA

						55		EGFR		p.L858R		55						64		EGFR

						56		KRAS		p.G12C (p.G12F)		56						79		EGFR

						57		TP53		p.Y234S		57						188		EGFR

						58		STK11		p.P281L		58						65		PIK3CA

						59		MAP2K1		p.K57N		59						64		TP53

						60		STK11		p.P281L		60						65		TP53

						60		TP53		p.R273L		60						132		TP53

		X		0.193		64		EGFR		p.P772-H773 ins HV		64		EGFR				140		TP53

		〇		1.300		64		TP53		p.R280G		64		TP53				196		TP53

		〇		3.4776840709		65		PIK3CA		p.E545K		65		PIK3CA				215		TP53

		〇		0.8285113098		65		TP53		p.E287X		65		TP53				104		血清なし ケッセイ

						66		EGFR		p.L858R		66						55

						66		PTEN		p.V166 ins TN framesift deletion		66						56

						68		TP53		p.R282W		68						57

						68		PTEN		p.Q214*		68						58

						70		TP53		p.E286K		70						59

						71		TP53		p.R306*		71						60

						71		EGFR		p.L858R		71						60

						71		EGFR		p.R776H		71						66

						71		DDR2		p.H106R		71						66

						73		KRAS		p.G12C		73						68

						74		EGFR		p.L858R		74						68

						74		EGFR		p.I706T		74						70

						74		CTNNB1		p.S37F		74						71

						75		EGFR		p.E746-A750 del		75						71

						76		TP53		p.R267P		76						71

						77		TP53		p.Q104*		77						71

						78		BRAF		p.D594Y		78						73

						78		KRAS		p.G12C		78						74

		〇		0.6068740153		79		EGFR		p.L858R		79		EGFR				74

						81		BRAF		p.V600E		81						74

						81		CTNNB1		p.S37F		81						75

						82		EGFR		p.L858R		82						76

						82		CTNNB1		p.S33F		82						77

						83		KRAS		p.G12A		83						78

						84		EGFR		p.E746-R748 del, p.A750V		84						78

						86		EGFR		p.L858R		86						81

						87		TP53		p.R158L		87						81

						89		TP53		p.Y220fs		89						82

						91		TP53		p.C242F		91						82

						95		EGFR		p.L747-T751 del		95						83

						96		PTEN		p.Q171K		96						84

						96		FBXW7		p.R160*		96						86

						98		TP53		p.V197E		98						87

						99		ERBB2		p.E770-A771 ins AYVM		99						89

						99		TP53		p.R280T		99						91

						100		FGFR2		p.G187R		100						95

						100		EGFR		p.E746-A750 del		100						96

						102		EGFR		p.E746-A750 del		102						96

						102		TP53		p.H179L		102						98

						103		EGFR		p.L858R		103						99

				血清なし ケッセイ		104		BRAF		p.V600E		104		血清なし ケッセイ				99

						105		EGFR		p.L858R		105						100

						106		TP53		p.E171fs		106						100

						106		TP53		p.V172-Q165 fsdel		106						102

						110		EGFR		p.E746-A750 del		110						102

						112		EGFR		p.E746-A750 del		112						103

						113		ALK		p.R1181L		113						105

						114		EGFR		p.L858R		114						106

						115		TP53		p.A159P, p.R158S		115						106

						115		TP53		p.A159P		115						110

						116		TP53		p.M246V		116						112

						117		TP53		p.R248Q		117						113

						117		EGFR		p.L858R		117						114

						118		EGFR		p.L858R		118						115

						119		TP53		p.G245V		119						115

						119		NRAS		p.Q61R		119						116

						120		KRAS		p.G12C		120						117

						121		TP53		p.R273H		121						117

						121		EGFR		p.E746-A750 del		121						118

						123		TP53		p.R158L		123						119

						123		KRAS		p.G12C		123						119

						124		ERBB2		p.V777-G778 ins GCP		124						120

						124		TP53		p.G108S		124						121

						125		STK11		p.P281L		125						121

						125		EGFR		p.E746-E749 del ins K, p.A750P		125						123

						125		CTNNB1		p.S37F		125						123

						126		EGFR		p.L858R		126						124

						126		TP53		p.Q192*		126						124

						128		BRAF		p.K601E		128						125

						129		ERBB2		p.G776>VC		129						125

		〇		0.34303356		132		TP53		p.I255F		132		TP53				125

						134		TP53		p.G245C		134						126

						135		EGFR		p.L858R		135						126

						135		TP53		p.R248W		135						128

						137		TP53		p.R337L		137						129

						138		PIK3CA		p.H1047R		138						134

		〇		0.382452193		140		TP53		p.Q165*		140		TP53				135

		X		0		140		ERBB4		p.G599E		140						135

						141		EGFR		p.E746-A750 del		141						137

						142		EGFR		p.L858R		142						138

						143		EGFR		p.L858R		143						140

						144		EGFR		p.L747-T751 del		144						141

						144		TP53		p.R282W		144						142

						146		KRAS		p.G12D		146						143

						147		TP53		p.Y234C		147						144

						147		EGFR		p.E746-A750 del		147						144

						148		EGFR		p.L861Q		148						146

						148		TP53		p.R337L		148						147

						149		KRAS		p.G12C		149						147

						152		TP53		p.R156P		152						148

						153		AKT1		p.E17K		153						148

						154		EGFR		p.G719A		154						149

						155		EGFR		p.L858R		155						152

						156		EGFR		p.L858R		156						153

						158		EGFR		p.E746-A750 del		158						154

						158		STK11		p.P281L		158						155

						159		EGFR		p.E746-A750 del		159						156

						161		EGFR		p.L858R		161						158

						161		TP53		p.Y163C		161						158

						162		KRAS		p.G12C		162						159

						163		TP53		p.R282W		163						161

						163		NRAS		p.Q61K		163						161

						164		EGFR		p.L858R		164						162

						165		EGFR		p.E746-A750 del		165						163

						165		CTNNB1		p.S33F		165						163

						166		CTNNB1		p.D32Y		166						164

						167		EGFR		p.E746-A750 del		167						165

						167		TP53		p.R175H		167						165

						168		TP53		p.Y220fs		168						166

						168		EGFR		p.L858R		168						167

						169		TP53		p.Q136*		169						167

						170		TP53		p.N247I		170						168

						171		EGFR		p.L858R		171						168

						172		EGFR		p.E746-A750 del		172						169

						174		TP53		p.P190L		174						170

						176		EGFR		p.L858R		176						171

						177		EGFR		p.L858R		177						172

						178		KRAS		p.G12D		178						174

						179		EGFR		p.E746-A750 del		179						176

						179		TP53		p.I195N		179						177

						182		EGFR		p.E746-E749 del, p.A750V, p.T751P		182						178

						183		TP53		p.N247I		183						179

						184		TP53		p.R249S		184						179

						184		PIK3CA		p.E545K		184						182

						186		KRAS		p.G12R		186						183

		〇		0.231312424		188		EGFR		p.E746-A750 del		188		EGFR				184

		X		0		188		CTNNB1		p.S37A		188						184

						189		KRAS		p.G12V		189						186

						189		TP53		p.R249M		189						188

						190		TP53		p.Q100*		190						189

						190		EGFR		p.L861Q		190						189

						191		TP53		p.R175H		191						190

						192		EGFR		p.L858R		192						190

						193		EGFR		p.D770-N771 ins NPH		193						191

						193		TP53		p.S241C		193						192

						194		TP53		p.G105V		194						193

						194		KRAS		p.G12C		194						193

		〇		0.456548113		196		TP53		p.S127F		196		TP53				194

						198		TP53		p.V272L		198						194

						199		TP53		p.H179R		199						198

						202		TP53		p.R158L		202						199

						203		EGFR		p.E746-A750 del		203						202

						203		TP53		p.Y220C		203						203

						204		EGFR		p.L858R		204						203

						206		KRAS		p.G12C		206						204

						206		TP53		p.P278S		206						206

						207		TP53		p.R273H		207						206

						208		EGFR		p.L858R		208						207

						209		EGFR		p.L858R		209						208

						210		STK11		p.P281L		210						209

						210		KRAS		p.G13D		210						210

						210		TP53		p.R196*		210						210

						211		TP53		p.R156P		211						210

						212		EGFR		p.L858R		212						211

						213		TP53		p.Y107D		213						212

		〇		0.438960002		215		TP53		p.V173L		215		TP53				213

		X		0.011972463		215		KRAS		p.G12C		215						215

						216		MET		p.D963A		216						216

						217		KRAS		p.G12V		217						217

						218		TP53		p.R273L		218						218

						219		TP53		p.E294*		219						219

						220		EGFR		p.L858R		220						220

						221		TP53		p.P250L		221						221

						223		TP53		p.R273L		223						223





mutまとめ2

		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion				TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		MET		DDR2		ALK		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion						TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		MET		DDR2		ALK		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion

		53																																								64		EGFR																														TP53										64		EGFR																														TP53

		54																																								71		EGFR																						DDR2								TP53										71		EGFR																						DDR2								TP53

		55		EGFR																																						102		EGFR																														TP53										102		EGFR																														TP53

		56				KRAS																																				117		EGFR																														TP53										117		EGFR																														TP53

		57																																TP53								121		EGFR																														TP53										121		EGFR																														TP53

		58																																								126		EGFR																														TP53										126		EGFR																														TP53

		59												MAP2K1																												135		EGFR																														TP53										135		EGFR																														TP53

		60																																TP53								144		EGFR																														TP53										144		EGFR																														TP53

		61																																								147		EGFR																														TP53										147		EGFR																														TP53

		63																																								148		EGFR																														TP53										148		EGFR																														TP53

		64		EGFR																														TP53								161		EGFR																														TP53										161		EGFR																														TP53

		65										PIK3CA																						TP53								167		EGFR																														TP53										167		EGFR																														TP53

		66		EGFR																												PTEN										168		EGFR																														TP53										168		EGFR																														TP53

		67																																								179		EGFR																														TP53										179		EGFR																														TP53

		68																														PTEN		TP53								190		EGFR																														TP53										190		EGFR																														TP53

		69																																		EML4-ALK						193		EGFR																														TP53										193		EGFR																														TP53

		70																																TP53								203		EGFR																														TP53										203		EGFR																														TP53

		71		EGFR																								DDR2						TP53								55		EGFR																																								55		EGFR

		72																																								66		EGFR																												PTEN												66		EGFR																												PTEN

		73				KRAS																																				74		EGFR																										CTNNB1														74		EGFR																										CTNNB1

		74		EGFR																										CTNNB1												75		EGFR																																								75		EGFR

		75		EGFR																																						79		EGFR																																								79		EGFR

		76																																TP53								82		EGFR																										CTNNB1														82		EGFR																										CTNNB1

		77																																TP53								84		EGFR																																								84		EGFR

		78				KRAS				BRAF																																86		EGFR																																								86		EGFR

		79		EGFR																																						95		EGFR																																								95		EGFR

		81								BRAF																				CTNNB1												100		EGFR																		FGFR2																						100		EGFR																		FGFR2

		82		EGFR																										CTNNB1												103		EGFR																																								103		EGFR

		83				KRAS																																				105		EGFR																																								105		EGFR

		84		EGFR																																						110		EGFR																																								110		EGFR

		85																																								112		EGFR																																								112		EGFR

		86		EGFR																																						114		EGFR																																								114		EGFR

		87																																TP53								118		EGFR																																								118		EGFR

		88																																		EML4-ALK						125		EGFR																										CTNNB1														125		EGFR																										CTNNB1

		89																																TP53								141		EGFR																																								141		EGFR

		90																																								142		EGFR																																								142		EGFR

		91																																TP53								143		EGFR																																								143		EGFR

		92																																								154		EGFR																																								154		EGFR

		93																																								155		EGFR																																								155		EGFR

		94																																		EML4-ALK						156		EGFR																																								156		EGFR

		95		EGFR																																						158		EGFR																																								158		EGFR

		96																														PTEN										159		EGFR																																								159		EGFR

		98																																TP53								164		EGFR																																								164		EGFR

		99																ERBB2																TP53								165		EGFR																										CTNNB1														165		EGFR																										CTNNB1

		100		EGFR																		FGFR2																				171		EGFR																																								171		EGFR

		101																																								172		EGFR																																								172		EGFR

		102		EGFR																														TP53								176		EGFR																																								176		EGFR

		103		EGFR																																						177		EGFR																																								177		EGFR

		104								BRAF																																182		EGFR																																								182		EGFR

		105		EGFR																																						188		EGFR																										CTNNB1														188		EGFR																										CTNNB1

		106																																TP53								192		EGFR																																								192		EGFR

		107																																								204		EGFR																																								204		EGFR

		108																																				KIF5B-RET				208		EGFR																																								208		EGFR

		109																																								209		EGFR																																								209		EGFR

		110		EGFR																																						212		EGFR																																								212		EGFR

		111																																								220		EGFR																																								220		EGFR

		112		EGFR																																						123				KRAS																												TP53										123				KRAS																												TP53

		113																						ALK												EML4-ALK						189				KRAS																												TP53										189				KRAS																												TP53

		114		EGFR																																						194				KRAS																												TP53										194				KRAS																												TP53

		115																																TP53								206				KRAS																												TP53										206				KRAS																												TP53

		116																																TP53								215				KRAS																												TP53										215				KRAS																												TP53

		117		EGFR																														TP53								56				KRAS																																						56				KRAS

		118		EGFR																																						73				KRAS																																						73				KRAS

		119						NRAS																										TP53								78				KRAS				BRAF																																		78				KRAS				BRAF

		120				KRAS																																				83				KRAS																																						83				KRAS

		121		EGFR																														TP53								120				KRAS																																						120				KRAS

		122																																								146				KRAS																																						146				KRAS

		123				KRAS																												TP53								149				KRAS																																						149				KRAS

		124																ERBB2																TP53								162				KRAS																																						162				KRAS

		125		EGFR																										CTNNB1												178				KRAS																																						178				KRAS

		126		EGFR																														TP53								217				KRAS																																						217				KRAS

		127																																								119						NRAS																										TP53										119						NRAS																										TP53

		128								BRAF																																81								BRAF																				CTNNB1														81								BRAF																				CTNNB1

		129																ERBB2																								104								BRAF																																		104								BRAF

		130																																								128								BRAF																																		128								BRAF

		131																																								65										PIK3CA																						TP53										65										PIK3CA																						TP53

		132																																TP53								184										PIK3CA																						TP53										184										PIK3CA																						TP53

		133																																								138										PIK3CA																																138										PIK3CA

		134																																TP53								59												MAP2K1																														59												MAP2K1

		135		EGFR																														TP53								153														AKT1																												153														AKT1

		137																																TP53								99																ERBB2																TP53										99																ERBB2																TP53

		138										PIK3CA																														124																ERBB2																TP53										124																ERBB2																TP53

		139																																								129																ERBB2																										129																ERBB2

		140																		ERBB4														TP53								140																		ERBB4														TP53										140																		ERBB4														TP53

		141		EGFR																																						216																						MET																				216																						MET

		142		EGFR																																						113																										ALK								EML4-ALK								113																										ALK								EML4-ALK

		143		EGFR																																						166																												CTNNB1						EML4-ALK								166																												CTNNB1						EML4-ALK

		144		EGFR																														TP53								69																																		EML4-ALK								69																																		EML4-ALK

		146				KRAS																																				88																																		EML4-ALK								88																																		EML4-ALK

		147		EGFR																														TP53								94																																		EML4-ALK								94																																		EML4-ALK

		148		EGFR																														TP53								214																																		EML4-ALK								214																																		EML4-ALK

		149				KRAS																																				108																																				KIF5B-RET						108																																				KIF5B-RET

		150																																								134																																TP53										134																																TP53

		151																																								68																														PTEN		TP53										68																														PTEN		TP53

		152																																TP53								57																																TP53										57																																TP53

		153														AKT1																										60																																TP53										60																																TP53

		154		EGFR																																						70																																TP53										70																																TP53

		155		EGFR																																						76																																TP53										76																																TP53

		156		EGFR																																						77																																TP53										77																																TP53

		157																																								87																																TP53										87																																TP53

		158		EGFR																																						89																																TP53										89																																TP53

		159		EGFR																																						91																																TP53										91																																TP53

		160																																								98																																TP53										98																																TP53

		161		EGFR																														TP53								106																																TP53										106																																TP53

		162				KRAS																																				115																																TP53										115																																TP53

		164		EGFR																																						116																																TP53										116																																TP53

		165		EGFR																										CTNNB1												132																																TP53										132																																TP53

		166																												CTNNB1						EML4-ALK						137																																TP53										137																																TP53

		167		EGFR																														TP53								152																																TP53										152																																TP53

		168		EGFR																														TP53								169																																TP53										169																																TP53

		169																																TP53								170																																TP53										170																																TP53

		170																																TP53								174																																TP53										174																																TP53

		171		EGFR																																						183																																TP53										183																																TP53

		172		EGFR																																						196																																TP53										196																																TP53

		174																																TP53								199																																TP53										199																																TP53

		176		EGFR																																						202																																TP53										202																																TP53

		177		EGFR																																						211																																TP53										211																																TP53

		178				KRAS																																				213																																TP53										213																																TP53

		179		EGFR																														TP53								218																																TP53										218																																TP53

		180																																								219																																TP53										219																																TP53

		182		EGFR																																						221																																TP53										221																																TP53

		183																																TP53								223																																TP53										223																																TP53

		184										PIK3CA																						TP53								96																														PTEN												96																														PTEN

		188		EGFR																										CTNNB1												101																																										101

		189				KRAS																												TP53								107																																										107

		190		EGFR																														TP53								109																																										109

		192		EGFR																																						111																																										111

		193		EGFR																														TP53								122																																										122

		194				KRAS																												TP53								127																																										127

		195																																								130																																										130

		196																																TP53								131																																										131

		197																																								72																																										72

		199																																TP53								85																																										85

		200																																								90																																										90

		201																																								92																																										92

		202																																TP53								93																																										93

		203		EGFR																														TP53								133																																										133

		204		EGFR																																						139																																										139

		205																																								150																																										150

		206				KRAS																												TP53								151																																										151

		208		EGFR																																						157																																										157

		209		EGFR																																						160																																										160

		211																																TP53								180																																										180

		212		EGFR																																						195																																										195

		213																																TP53								197																																										197

		214																																		EML4-ALK						200																																										200

		215				KRAS																												TP53								201																																										201

		216																								MET																205																																										205

		217				KRAS																																				222																																										222

		218																																TP53								53																																										53

		219																																TP53								54																																										54

		220		EGFR																																						58																																										58

		221																																TP53								61																																										61

		222																																								63																																										63

		223																																TP53								67																																										67
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				Total		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147		147

				blank		91		132		146		144		144		146		146		144		147		146		146		146		146		140		144		91		142		146

				count		56		15		1		3		3		1		1		3		0		1		1		1		1		7		3		56		5		1

				TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		MET		DDR2		ALK		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion

				64		EGFR																														TP53								EGFR		56		38%

				71		EGFR																						DDR2								TP53								KRAS		15		10%

				102		EGFR																														TP53								NRAS		1		1%

				117		EGFR																														TP53								BRAF		3		2%

				121		EGFR																														TP53								PIK3CA		3		2%

				126		EGFR																														TP53								MAP2K1		1		1%

				135		EGFR																														TP53								AKT1		1		1%

				144		EGFR																														TP53								ERBB2		3		2%

				147		EGFR																														TP53								ERBB4		0		0%

				148		EGFR																														TP53								FGFR2		1		1%

				161		EGFR																														TP53								MET		1		1%

				167		EGFR																														TP53								DDR2		1		1%

				168		EGFR																														TP53								ALK		1		1%

				179		EGFR																														TP53								CTNNB1		7		5%

				190		EGFR																														TP53								PTEN		3		2%

				193		EGFR																														TP53								TP53		56		38%

				203		EGFR																														TP53								ALK fusion		5		3%

				55		EGFR																																						RET fusion		1		1%

				66		EGFR																												PTEN										None		28		19%

				74		EGFR																										CTNNB1

				75		EGFR																																										127%

				79		EGFR

				82		EGFR																										CTNNB1

				84		EGFR

				86		EGFR

				95		EGFR

				100		EGFR																		FGFR2

				103		EGFR
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				118		EGFR

				125		EGFR																										CTNNB1

				141		EGFR
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				156		EGFR

				158		EGFR

				159		EGFR

				164		EGFR

				165		EGFR																										CTNNB1

				171		EGFR

				172		EGFR

				176		EGFR

				177		EGFR

				182		EGFR

				188		EGFR																										CTNNB1

				192		EGFR

				204		EGFR

				208		EGFR
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NGS vs ddPCR

Concordance between ddPCR and NGS
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■ concordance; 43/44  (except for KRAS G12C)

→ equivalent detection power for cfDNA mutation

Low detection in cfDNA was not due to assay 
sensitivity but sample characteristics?

Tumor/Serum paired sample; N=147

Patient characteristics

High correlation of 
EGFR L858R detection

Dept Genome Biol, Kindai Univ
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StageIIA以降3

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		140		1		1		140																		ERBB4														TP53						異時多発						T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC		なし														男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		196		1		1		196																																TP53						なし		4.6		無		T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		215		1		1		215				KRAS																												TP53						なし		4.5		無		T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		65		1		1		65										PIK3CA																						TP53						なし		8.1		有		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		あり		distant		肺										男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		188		1		1		188		EGFR																										CTNNB1										なし		3.5		無		T3		N0		M0		StageⅡB		ad		なし														男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		132		1		1		132																																TP53						同時多発		1.4		無		T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし														女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		79		1		1		79		EGFR																																				なし		5.1				T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		あり		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		64		1		1		64		EGFR																														TP53						なし		6.2				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		59				1		59												MAP2K1																										なし		1.5				T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし														男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		87				1		87																																TP53						なし		5.5				T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし														男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		106				1		106																																TP53						なし		3.8		無		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし														女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		60				1		60																																TP53						なし		2.8				T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし														男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		115				1		115																																TP53						なし		5.5		無		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし														女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

		168				1		168		EGFR																														TP53						異時多発		6				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		172				1		172		EGFR																																				なし		5.3		無		T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診		なし														男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

				Serumで検出 ケンシュツ

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		82				1		82		EGFR																										CTNNB1										なし		3.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		75				1		75		EGFR																																				なし		4.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		56				1		56				KRAS																																		なし		3.5		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		both		脳,悪性胸水・播種										男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		95				1		95		EGFR																																				なし		2.8		有		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		あり		local		悪性胸水・播種										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		164				1		164		EGFR																																				なし		3.2		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		126				1		126		EGFR																														TP53						なし		2.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		66				1		66		EGFR																												PTEN								なし		3.7				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		152				1		152																																TP53						なし		3.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC		なし														女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		221				1		221																																TP53						なし		3.8		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad																男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		219				1		219																																TP53						なし		3.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		sq																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		94				1		94																																		EML4-ALK				なし		2.3				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		81				1		81								BRAF																				CTNNB1										なし		4.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		199				1		199																																TP53						なし		2.1		無		T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad		なし														女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		189				1		189				KRAS																												TP53						なし		2.2		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		169				1		169																																TP53						なし		2.8		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		sq		なし														女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		149				1		149				KRAS																																		なし		2.5		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		138				1		138										PIK3CA																												なし		2.2		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		Tumorで変異検出されない検体 ヘンイケンシュツケンタイ

		92						92																																						なし		5.3				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		あり		distant		その他		膵臓								男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		90						90																																						なし		4.5		無		T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		72						72																																						なし		1.8		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁								男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		54						54																																						なし		5.1				T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし														女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		180						180																																						なし		3.7		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		101						101																																						なし		3.5		無		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし														男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性





StageIIA以降2

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		140		1		1		140																		ERBB4														TP53						異時多発						T4		N3		M1a		StageⅣ		SCLC		なし														男		52		12/20/12		陽性		未施行		吸っていた		20		46		20				なし				なし		PS0		4.2						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/21/13								なし		1/21/13														2013-00356		RS2+3		陽性		21L858R

		199				1		199																																TP53						なし		2.1		無		T1b		N0		M1a		StageⅣ		ad		なし														女		69		2/14/14		未施行		未施行		吸っていた		19		20		3		1		なし				なし		PS0		2		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad						なし		なし				なし				生存		2/22/14								なし		2/22/14														2014-01542		LS9		陽性		21L858R

		196		1		1		196																																TP53						なし		4.6		無		T4		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														女		78		1/22/13		未施行		未施行		吸っていた		20		76		20				なし				なし		PS0		1.3						T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		1/27/13								なし		1/27/13														2013-00627		LS6		陰性

		215		1		1		215				KRAS																												TP53						なし		4.5		無		T3		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		70		2/7/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		3.7						T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/5/13								なし		3/5/13														2013-02011		R		陽性		21L858R

		59				1		59												MAP2K1																										なし		1.5				T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし														男		79		12/18/12		未施行		陽性		吸っていた		20		75		20				なし				なし		PS0		5.1						T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		肺胞瘻,無気肺,肺炎,ARDS,気管支断端瘻		死亡		3/30/13		在院死		出血死				なし		3/30/13														2013-00250		RS2

		87				1		87																																TP53						なし		5.5				T3		N1		M0		StageⅢA		sq		なし														男		63		2/5/13		未施行		未施行		吸っている		20		63		30				なし				なし		PS0		1.5						T4		N0		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		死亡		5/31/14		不明						なし		5/31/14														2013-01170		RS6		陰性				陰性

		82				1		82		EGFR																										CTNNB1										なし		3.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														女		73		2/12/13		未施行		疑陽性		吸っていた		20		43		5				なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/16/13								なし		4/16/13														2013-03594		LS1+2		陰性

		75				1		75		EGFR																																				なし		4.2		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし														男		61		2/7/13		未施行		未施行		吸っている		20		61		20				なし				なし		PS0		4.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/9/13								なし		4/9/13														2013-03081		LS6		未検

		56				1		56				KRAS																																		なし		3.5		無		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		both		脳,悪性胸水・播種										男		68		1/8/13		陽性		陰性		吸っていた		20		58		40				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		なし		なし		なし		あり		JIPANG		なし		なし		生存		4/8/14								あり				12/11/13		PS1		both		脳,悪性胸水・播種						2013-00566		LS8		陰性

		189				1		189				KRAS																												TP53						なし		2.2		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		68		1/20/14		未施行		未施行		吸っていた		16		48		50				なし				なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし				生存		2/21/14								なし		2/21/14														2014-01416		RS9		陽性		19

		79		1		1		79		EGFR																																				なし		5.1				T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		あり		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）										女		60		2/28/13		陽性		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		5.1						T2b		N1		M0		StageⅡB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		6/25/14								あり				11/11/13		PS0		both		肺,同側リンパ節（縦隔）,対側リンパ節（縦隔）						2013-03074		LS6		陽性		21L858R

		65		1		1		65										PIK3CA																						TP53						なし		8.1		有		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		あり		distant		肺										男		69		1/25/13		陽性		疑陽性		吸っている		20		69		15				なし				なし		PS0		8.1		有		StageⅠB		T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		肺炎		生存		1/15/14								あり				7/22/13		PS0		distant		肺						2013-02004		LS10,6,9,8		陰性				陰性

		188		1		1		188		EGFR																										CTNNB1										なし		3.5		無		T3		N0		M0		StageⅡB		ad		なし														男		71		1/28/13		未施行		未施行		吸っていた		18		71		30				なし				なし		PS0		6.2						T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-01961		LS8+9		陰性				陰性

		132		1		1		132																																TP53						同時多発		1.4		無		T3		N0		M0		StageⅡB		術前未確診		なし														女		57		12/21/12		陽性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/1/13								なし		3/1/13														2013-01912		RS10B10		陰性

		106				1		106																																TP53						なし		3.8		無		T3		N0		M0		StageⅡB		NSCLC		なし														女		75		12/27/12		未施行		未施行		吸わない										あり		子宮		なし		PS0		2.9		有		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/25/13								なし		2/25/13														2013-01694		LS6		陰性

		60				1		60																																TP53						なし		2.8				T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし														男		60		12/20/12		未施行		未施行		吸っていた		18		50		20				なし				なし		PS0		2.7		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/4/13								なし		2/4/13														2013-00833		LS6B6		陰性

		115				1		115																																TP53						なし		5.5		無		T2b		N1		M0		StageⅡB		sq		なし														女		51		3/5/13		陰性		陰性		吸わない										なし				なし		PS0		1.5		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		あり				なし		なし		生存		6/30/13								なし		6/30/13														2013-02317		LS3B3		陰性				陽性

				Serumで検出 ケンシュツ

		TMU No.		Serum		Tumor		TMU No.		EGFR		KRAS		NRAS		BRAF		PIK3CA		MAP2K1		AKT1		ERBB2		ERBB4		FGFR2		ALK		MET		DDR2		CTNNB1		PTEN		TP53		ALK fusion		RET fusion		肺多発癌		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		再発の有無		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名								性別		年齢		診断年月日		気管支鏡(生検)		気管支鏡(細胞診)		喫煙歴		喫煙開始年齢		喫煙中止年齢		喫煙本数（本/day）		喫煙期間（年数）		重複癌		重複癌臓器①		肺多発癌		PS		原発巣_最大腫瘍径		原発巣_GGO		旧c-stage		新c-TNM(T)		新c-TNM(N)		新c-TNM(M)		新c-stage		組織型（臨床的）		術前化学療法		術前放射線療法		治験		臨床試験		臨床試験_詳細		合併症		手術合併症		予後		最終確認年月日 サイシュウ		死因		その他死因		予後詳細		再発の有無		再発なし確認日		再発確認年月日		再発時PS		再発部位		再発転移臓器		再発転移他の臓器名		②再発確認日		病理番号		原発巣		EGFR突然変異		EGFR突然変異：陽性		ALK

		64		1		1		64		EGFR																														TP53						なし		6.2				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		55		2/7/13		陰性		陽性		吸っていた		21		55		30				なし				なし		PS0		3.5						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/13/13								なし		3/12/13														2013-02300		R		陰性

		168				1		168		EGFR																														TP53						異時多発		6				T2b		N0		M0		StageⅡA		ad		なし														男		72		1/25/13		未施行		未施行		吸っていた		20		72		15				なし				なし		PS0		1.7		無		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/14/13								なし		9/14/13														2013-02563		RS6		陰性				陰性

		172				1		172		EGFR																																				なし		5.3		無		T2b		N0		M0		StageⅡA		術前未確診		なし														男		72		2/15/13		陰性		陽性		吸っている		18		72		15				なし				なし		PS0		3.1						T2a		N0		M0		StageⅠB		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/21/13								なし		3/21/13														2013-02631		LS1+2		陽性		21L858R

		95				1		95		EGFR																																				なし		2.8		有		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		あり		local		悪性胸水・播種										男		72		1/18/13		陽性		未施行		吸っていた		19		60		30				なし				なし		PS0		2.8		有				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		その他		生存		1/27/14								あり				11/11/13		PS0		local		悪性胸水・播種						2013-04374		RS8		陽性		19

		164				1		164		EGFR																																				なし		3.2		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		65		9/3/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		1.9		無				T1a		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		10/8/13								なし		10/8/13														2013-10335		RS9		陰性				陽性

		126				1		126		EGFR																														TP53						なし		2.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		70		4/24/13		陽性		陽性		吸っている		20		70		20				なし				なし		PS0		3.5		無				T2a		N1		M0		StageⅡA				なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		5/22/13								なし		5/22/13														2013-04841		RA9		陰性				陰性

		66				1		66		EGFR																												PTEN								なし		3.7				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		53		12/13/12		未施行		未施行		吸っていた		30		53		5				なし				なし		PS0		4.2		無		StageⅢA		T2a		N2		M0		StageⅢA		ad		CDDP,VNR		原発巣,縦隔		なし		なし				なし		なし		生存		3/26/13								なし		3/26/13														2013-02868		RS9-10		陽性		19

		152				1		152																																TP53						なし		3.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC		なし														女		62		8/13/13		陰性		陽性		吸っていた		20		59		20				なし				なし		PS0		1.6		有		StageⅠA		T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		9/13/13								なし		9/13/13														2013-09475		RS10		陰性				陰性

		221				1		221																																TP53						なし		3.8		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad																男		75		10/19/13		陽性		陽性		吸わない										なし				なし		PS0		2.4		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/12/13								なし		12/12/13														2013-12689		L		陽性		21L858R

		219				1		219																																TP53						なし		3.4		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		sq																女		60		11/29/13		未施行		未施行		不明										なし				なし		PS0		2.1		無				T1b		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		12/5/13								なし		12/5/13														2013-12586		RS8+9		陽性		19

		169				1		169																																TP53						なし		2.8		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		sq		なし														女		70		1/31/14		陰性		陰性		吸っていた		20		69		20				なし				なし		PS1		3.1		無				T2a		N1		M0		StageⅡA		NSCLC						なし		なし				なし				生存		2/17/14								なし		2/17/14														2014-01022		RS9		陰性				陰性

		94				1		94																																		EML4-ALK				なし		2.3				T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		76		7/26/12		陽性		陽性		不明										あり		大腸		なし		PS1		3.3						T2a		N0		M0		StageⅠB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/19/13								なし		4/19/13														2013-03818		RS9

		81				1		81								BRAF																				CTNNB1										なし		4.1		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		71		4/5/13		未施行		未施行		吸わない										なし				なし		PS0		2.2						T1b		N0		M0		StageⅠA		その他		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/12/13								なし		4/12/13														2013-03528		LS1+2		陽性		19

		149				1		149				KRAS																																		なし		2.5		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														男		81		12/6/13		陰性		陽性		吸わない										あり		胃		なし		PS0		3.1		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		なし		生存		1/29/14								なし		1/29/14														2014-00608		RS2		陽性		21L861Q

		138				1		138										PIK3CA																												なし		2.2		無		T1b		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		83		1/14/14		陰性		疑陽性		吸わない										なし				なし		PS0		4.5		有				T2a		N0		M0		StageⅠB		ad						なし		なし				なし		肺胞瘻		生存		2/3/14								なし		2/3/14														2014-00442		LS5

		Tumorで変異検出されない検体 ヘンイケンシュツケンタイ

		92						92																																						なし		5.3				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		あり		distant		その他		膵臓								男		52		2/6/13		陽性		陽性		吸っていた		20		52		15				なし				なし		PS1		5.3						T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		CDDP,VNR		原発巣		なし		なし				なし		なし		生存		12/7/13								あり				10/3/13		PS1		distant		その他		膵臓				2013-04179		RS1		陰性				陰性

		90						90																																						なし		4.5		無		T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし														男		73		1/10/13		未施行		未施行		吸っていた		20		73		20				なし				なし		PS0		2.8						T3		N0		M0		StageⅡB		sq		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		2/16/13								なし		2/16/13														2013-01356		RS6B6		未検

		72						72																																						なし		1.8		無		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		あり		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁								男		59		11/22/12		陽性		陽性		吸っている		20		59		30				なし				なし		PS0		1.8		無		StageⅢA		T1b		N2		M0		StageⅢA		ad		CBDCA,PTX,Bev		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/16/13								あり				9/12/13		PS0		distant		その他,同側リンパ節（肺門）		胸壁				2013-02573		RS4B4		陽性		21L858R

		54						54																																						なし		5.1				T2b		N0		M0		StageⅡA		その他		なし														女		62		2/26/13		未施行		未施行		吸っている		20		62		20				なし				同時多発		PS0		2.3		無		StageⅠA		T1b		N0		M0		StageⅠA		術前未確診		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		3/6/13								なし		3/6/13														2013-02009		LS3B3		陰性

		180						180																																						なし		3.7		無		T2a		N1		M0		StageⅡA		ad		なし														女		57		11/19/13		未施行		未施行		吸っていた		18		36		40				なし				なし		PS0		1.3		有				T1a		N0		M0		StageⅠA		ad		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		11/26/13								なし		11/26/13														2013-12120		RS		陽性		21L858R

		101						101																																						なし		3.5		無		T2a		N1		M0		StageⅡA				なし														男		71		4/11/13		陰性		陽性		吸っていた		16		65		20				なし				なし		PS0		4.5		無				T3		N1		M0		StageⅢA		NSCLC		なし		なし		なし		なし				なし		なし		生存		4/27/13								なし		4/27/13														2013-03927		RS1,S2		陰性





NGS vs dPCR

		

		Tumorで検出されたPoint mutationをdPCRで測定 ケンシュツソクテイ				EGFR L858R		NGS (frequency)				digital PCR (copies/ul)						KRAS G12C		NGS (frequency)				digital PCR (copies/sample)						EGFR L858R		NGS (frequency)		digital PCR (copies/sample)

						Sample		Tumor		cfDNA		Tumor		cfDNA				Sample		Tumor		cfDNA		Tumor		cfDNA				Sample		Tumor		Tumor

		Tumorで				55		16.3				126		0				73		4.9				13.9		0				55		16.3		126

						66		45.8				244		0				78		24.2				110		0				66		45.8		244

						71		24.2				114		0				120		6.6				42.9		0				71		24.2		114

						74		33.4				112		0				123		15.8				76.4		0				74		33.4		112

						79		100.0		0.61		4165		3.7				149		4.2				17.6		0				79

						82		18.5				60.4		0				162		12.8				61.4		0				82		18.5		60.4

						86		35.7				208		0				194		30.9				127		0				86		35.7		208

						103		43.6				186		0.095				206		12.0				44.1		0				103		43.6		186

						105		15.1				57.5		0				215		32.4				128		0.2				105		15.1		57.5

						114		26.8				87		0																114		26.8		87

						117		23.6				152		0				PIK3CA E545K		NGS (frequency)				digital PCR (copies/sample)						117		23.6		152

						118		15.6				53.2		0.075				Sample		Tumor		cfDNA		Tumor		cfDNA				118		15.6		53.2

						126		41.8				200		0.085				65		58.6		3.48		563		2.2				126		41.8		200

						135		26.2				95		0				184		31.2				133		0.045				135		26.2		95

						142		10.4				34		0																142		10.4		34

						143		7.8				28.3		0				PIK3CA H1047R		NGS (frequency)				digital PCR (copies/sample)						143		7.8		28.3

						155		25.6				117		0				Sample		Tumor		cfDNA		Tumor		cfDNA				155		25.6		117

						156		28.7				117		0				138		24.9				74.95		43.0				156		28.7		117

						161		19.9				100		0																161		19.9		100

						164		18.0				64.3		0																164		18.0		64.3

						168		33.5				312		0.045																168		33.5		312

						171		27.9				114		0																171		27.9		114

						176		32.2				166		0																176		32.2		166

						177		57.1				436		0																177		57.1		436

						192		4.3				9.3		0																192		4.3		9.3

						204		49.0				273		0																204		49.0		273

						208		35.7				162		0																208		35.7		162

						209		25.7				79		0																209		25.7		79

						212		11.8				55		0																212		11.8		55

						220		4.5				11.9		0.045																220		4.5		11.9





NGS vs dPCR

		



NGS

digital PCR



NGS vs dPCR (2)

		

		Tumorで検出されたPoint mutationをdPCRで測定 ケンシュツソクテイ				EGFR L858R		NGS (frequency)				digital PCR (copies/sample)						KRAS G12C		NGS (frequency)				digital PCR (copies/sample)						EGFR L858R		NGS (frequency)		digital PCR (copies/sample)

						Sample		Tumor		cfDNA		Tumor		cfDNA				Sample		Tumor		cfDNA		Tumor		cfDNA				Sample		Tumor		Tumor

		Tumorで				55		16.3				2520		0				73		4.9				278		0				55		16.3		2520

						66		45.8				4880		0				78		24.2										66		45.8		4880

						71		24.2				2280		0				120		6.6				858		0				71		24.2		2280

						74		33.4				2240		0				123		15.8				1528		0				74		33.4		2240

						79		100.0		0.61		20000000		74				149		4.2				352		0				79

						82		18.5				1208		0				162		12.8				1228		0				82		18.5		1208

						86		35.7				4160		0				194		30.9				2540		0				86		35.7		4160

						103		43.6				3720		1.9				206		12.0				882		0				103		43.6		3720

						105		15.1				1150		0				215		32.4				2560		4.0				105		15.1		1150

						114		26.8				1740		0																114		26.8		1740

						117		23.6				3040		0				PIK3CA E545K		NGS (frequency)				digital PCR (copies/sample)						117		23.6		3040

						118		15.6				1064		1.5				Sample		Tumor		cfDNA		Tumor		cfDNA				118		15.6		1064

						126		41.8				4000		1.7				65		58.6		3.48		11260		43.0				126		41.8		4000

						135		26.2				1900		0				184		31.2				2660		0.9				135		26.2		1900

						142		10.4				680		0																142		10.4		680

						143		7.8				566		0																143		7.8		566

						155		25.6				2340		0																155		25.6		2340

						156		28.7				2340		0																156		28.7		2340

						161		19.9				2000		0																161		19.9		2000

						164		18.0				1286		0																164		18.0		1286

						168		33.5				6240		0.9																168		33.5		6240

						171		27.9				2280		0																171		27.9		2280

						176		32.2				3320		0																176		32.2		3320

						177		57.1				8720		0																177		57.1		8720

						192		4.3				186		0																192		4.3		186

						204		49.0				5460		0																204		49.0		5460

						208		35.7				3240		0																208		35.7		3240

						209		25.7				1580		0																209		25.7		1580

						212		11.8				1100		0																212		11.8		1100

						220		4.5				238		0.9																220		4.5		238





NGS vs dPCR (2)

		



NGS

digital PCR





Can mutations in ctDNA of patients with early stage cancer ?

Tumor burden provides feasibility of cell-free DNA 

sequencing in NSCLC patients.



Monitoring of somatic mutations in circulating cell-free DNA by digital PCR and 
next-generation sequencing during afatinib treatment in patients with lung 

adenocarcinoma positive for EGFR activating mutations.

Tumor DNA
Plasma DNA

Pre Tx At PD4 w 24 w

Tumor DNA
Plasma DNAPlasma DNA Plasma DNA

PD

Systemic

ddPCR

PD PD

Oligometastatic Systemic
• adv NSCLC
• EGFR mut positive

(Ex19 del, L858R) 
• EGFR-TKIs naive
• PS0-1
• tissue sample avaliable

afatinib
40 mg/day

Iwama E et al. Annals of Oncology 28:136-141, 2017

NGS

As a monitoring tool; detection of MRD



Iwama E et al. Annals of Oncology 28:136-141, 2017

Monitoring of EGFR activating mutations in cfDNA by dPCR during afatinib treatment. 

As a monitoring tool; detection of MRD



Pre At PD4 w 24 w

Iwama E et al. Annals of Oncology 28:136-141, 2017

Pre 4 w 24w

mPFS: 14.3 months

mPFS: 10.0 months
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Monitoring of EGFR allele frequency by dPCR

Monitoring of EGFR activating mutations in cfDNA by dPCR during afatinib treatment. 



Iwama E et al. Annals of Oncology 28:136-141, 2017

Monitoring of EGFR activating mutations in cfDNA by dPCR during afatinib treatment. 



Copy number alteration

EGFR ERBB2 IGF1R FGFR1 FGF19

RTK signal: EGFR ERBB2 ERBB3 
ERBB4 PDGFA PDGFB PDGFRA 
PDGFRB KIT FGF1 FGFR1 IGF1 
IGF1R VEGFA VEGFB KDR

RTK signal

Mutation
Deletion

Amplification
cBioPortal

Pan-Cancer



Detection of CCG by ddPCR



NGS
(FGFR1)

Taqman
real-time PCR

FGFR1 FISH

NGS 
(FGFRs alteration)

Hibi M, Okamoto I, Nishio K, et al, 2016, Cancer Sci

FGFR alteration in lung squamous ca 



Prediction of treatment effect by liquid biopsy
- Breast cancer

WJOG6110B/ELTOP:
A randomized phase II trial of trastuzumab plus capecitabine versus
lapatinib plus capecitabine in patients with HER2-positive metastatic
breast cancer previously treated with trastuzumab and taxanes:

The Breast 40 (2018) 67e75



FF
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m
FF
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Concordance: 84.6%

Sensitivity: 60.0%

Specificity: 100%

Concordance: 46.26%

Sensitivity: 30.0%

Specificity: 100%

ERBB2 

PIK3CA 

T Takano et al.  Breast 2018

Prediction of treatment effect by liquid biopsy
- Breast cancer



日本内科学会雑誌105 巻9 号 (2016) 

Mechanisms of resistance to EGFR-TKI (Japanese population)



Monitoring of gene alterations

Detection of resistant mechanisms by LB

EGFRT790M

EGFR-
TKI

EGFR mutation (+) 
cancer

Resistance KRAS mutation

PIK3CA mutation

MET amplification

HER2 amplification

AXL alteration

IGF1R alteration

…

Tumor tissue Plasma

Modified Oxnard GR. Nature Med. 2016

・Non-invasive
・Multiple detection

・Various resistance mechanism



Science Translational Medicine  3:99, 2011

Activation of HER2/HER3 signal by heregulin (HER3 ligand)and HER2 copy 
number gain: Nobel resistant mechanism of anti-EGFR antibody.
↓
Can HER2 gene amplification be detected in blood samples?

No. Relative quantitation of 
HER2 gene in plasma HER2 ECD protein , ng/mL

1 1.23 11.4

2 0.97 10.1

3 0.94 12.6

4 1.08 8.7

5 5.18* 13.5

6 1.07 15.9

7 1.20 9.0

8 1.09 5.2

9 1.09 15.8

10 1.33* 17.9

11 1.09 12.2

12 1.08 9.9

13 1.09 7.7

14 1.29* 13.1

15 1.11 -

16 1.01 15.3

17 1.40* 9

18 1.15 -

IHC

FISH

Pre Post
Case #5



UMIN ID：UMIN000005216

Eligibility
1. Progressive disease during or within 3 

months after 1st-line with FU, oxaliplatin, 
and Bmab

2. KRAS exon 2 (codon 12 or 13) wild-type 
by a validated method

3. PS0-2; ≥20 years
4. Adequate organ function

Stratification:
・Institution
・Köhne index

FOLFIRI+Pmab (n=60)

FOLFIRI+Bmab (n=60) 1:1 

R
Pmab 6 mg/kg every 2 weeks
FOLFIRI every 2 weeks (Irinotecan:150 mg/m2,                             
l-LV:200 mg/m2, 5-FU:400 mg/m2/iv, 2400 mg/m2/civ)

Bmab 5 mg/kg every 2 weeks
FOLFIRI every 2 weeks (Same as above)

WJOG6210G:
Randomized Phase II of 2nd-line FOLFIRI plus 
Panitumumab or Bevacizumab for KRAS Wild Colorectal 
Cancer

Prediction of treatment effect by liquid biopsy
- colorectal cancer



serum：1.0 ml (range; 0.2 – 2.7)

cfDNA yield: 15,376 copies (range; 1848 – 62936)

Success rate 100% (N-111)

Detection in 19/111 (17.1%)

The NGS panel for ext RASWJOG6210G

Serum of wt KRAS CRC refractory to 1st

generation of chemotherapy

Prediction of treatment effect by liquid biopsy
- colorectal cancer

PLoS One. 2015 May 8;10(5):e0121891



OS according to RAS and BRAF mutation status in ctDNA

All Wild RAS/BRAF mutant*
Arm A 

FOLFIRI+Pmab   
Arm B 

FOLFIRI+Bmab     
Arm A 

FOLFIRI+Pmab
Arm B 

FOLFIRI+Bmab
N of patients 46 44 8 11
N of event 30 33 8 11
Median OS (month) 18.9 16.1 5.4 8.2
95% CI 15.6 - 26.8 12.7 - 21.1 3.6 - 7.1 6.0 - 13.7

HR 1.21 0.42
95% CI (two-sided) 0.74 - 1.99 0.15 - 1.12

P for interation p=0.026

K Shitara et al.  Cancer Sci. 2016

Prediction of treatment effect by liquid biopsy
- colorectal cancer



ステージ 患者数 患者あたりの平均SNV数
- 組織

患者あたりの平均SNV数
- 血漿

一致した患者数

I 48 6.9 4.8 13 (27.1%)

II 37 6.6 8.3 30 (81.1%)

III 33 7.4 7.6 25 (75.8%)

IV 23 7.8 10.7 20 (87.0%)

John Jiang, Hans-Peter Adams, Lijing Yao, Preeti Lal, Aarthi
Balasubramanyam, Frederike Fuhlbrueck, Nalin Tikoo, Stephanie 
Yaung, Sebastian Froehler, Li Tai Fang, Jost Achenbach, Oliver Oster, 
Olaf Schega, Rainer Krügel, John Palma, Andre Rosenthal

AMP 2017

N=141
cfDNA: AVENIO ctDNA Surveillance Kit
Tumor DNA: AVENIO FFPE assay

Concordance of Genomic Alterations by Next Generation 
Sequencing (NGS) in Tumor Tissue vs. Cell-Free DNA 

in Stage I-IV NSCLC



How to detect the low mut allele frequency?

CAncer Personalized Profiling by deep Sequencing (CAPP-Seq)

• NGS based high sensitivive gene 
mutation analysis

• Method based on molecular barcode 
method, capture sequence and error 
suppression algorithm

• Number of genes: 197
• Also detect fusion gene, CNV INDEL
• Required amount of sample: 4 mL plasma

(10-50 ng DNA)

3 days 31 hours 16 hours

Reagent kit Illumina NextSeq Analysis Package



Actionable mutation/fusion/CNA

Tumor mutation burden

AVENIO ctDNA Surveillance Panel



Lee JJ, Palma JF, Yao L, Lovejoy AF, Yaung S, Zhang D, Wingate-Pearse N, Yau
M, Williams C, Pimentel M, Munoz A, Mayol K, Mancao C, Nicholas A, 
Sommer N, Hurwitz HI, Bendell J, Rohr UP

ASCO 2017

N=118 (metastatic CRC)
cfDNA: AVENIO ctDNA Expanded Kit

Evaluation of clinical outcomes by analysis of mutations in tumor 
tissue and ctDNA using NGS from STEAM, a prospective, randomized, 

multi-center study in metastatic colorectal cancer (mCRC)



 ctDNA and mol targeted agents
 Ct DNA and ICIs

dPCR
NGS
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Topalian SL, et al. Nature Rev Cancer 2016; 16: 275–287. 

Predictive biomarkers for ICI is necessary

Tumor Mutation Burden (TMB)



TMB high

1. Schumacher TN, Schreiber RD. Science. 2015;348(6230):69-74. 2. Kim JM, Chen DS. Ann Oncol. 2016;27(8):1492-1504. 
3. Liontos M et al. Ann Transl Med. 2016; 4(14):264. 4. Sharma P, Allison JP. Science. 2015;348(6230):56-61. 5. Giannakis M et al. 
Cell Rep. 2016;15:857-865.

…which can lead to high tumor immunogenicity and increased T-cell 
reactivity and anti-tumor response2-5

TMB high…1,2 …neoantigen load↑1,2 …... which can lead to 
high tumor 

immunogenicity and 
increased T-cell 

reactivity and anti-
tumor response2-5

Tumor cell

CD8+
T cell

NK
cell

Tumor

一部改変

Tumor Mutational Burden and Neoantigens
TMB: No of missense mutation/Mb



Alexandrov LB, et al.  Nature. 2013; 500: 415–421. 

Nonsynonymous Mutation Burden Associated with Clinical 
Benefit of Anti–PD-1 Therapy



First Demonstration of High TMB Correlated With Clinical Benefit With  a 
CTLA-4 Inhibitor in Patients With Melanoma

1. Snyder A et al. N Engl J Med. 2014;371(23):2189-2199 [supplementary appendix]. 2. Snyder A et al. N Engl J Med. 2014;371(23):2189-2199.

Patients with high TMB showed significant improvement in outcomes compared with those 
with low TMB2

Methods/Design

• Treated with commercial ipilimumab or treated as part of 1 of 11 clinical trials with ipilimumab (discovery set, n=25), or 
ipilimumab or tremelimumab (validation set, n=39)1,2

• WES by Illumina HiSeq 20002

• TMB high defined as >100
mut/tumor2
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TMB Clinical Data Timeline: 
Increasing Knowledge Over Time

1. Snyder A et al. N Engl J Med. 2014;371(23):2189-2199. 2. Rizvi NA et al. Science. 2015;348(6230):124-128. 3. Rosenberg JE et al. Lancet. 2016;387(10031):1909-1920.
4. Kowanetz M et al. Poster presentation at ESMO 2016. 77P. 5. Kowanetz M et al. Oral presentation at WCLC 2016. 6149. 6. Cristescu R et al. Poster presentation at 
ASCO-SITC 2017. 7. Balar AV et al. Lancet. 2017;389:67-76. 8. Carbone DP et al. N Engl J Med. 2017;376(25):2415-2426. 9. Galsky MD et al. Poster presentation at ESMO 
2017. 848PD. 10. Gandara DR et al. Oral presentation at ESMO 2017. 1295O. 11. Fabrizio DA et al. Poster presentation at ESMO 2017. 102P. 12. Mok T et al. Poster 
presentation at ESMO 2017. 1383TiP. 13. Antonia SJ et al. Oral presentation at WCLC 2017. 11063. 14. Riaz N et al. Cell. 2017;171(4):934-949. 15. Hellmann MD et al. 
Cancer Cell. 2017; https://doi: 10.1016/j.ccell.2018.03.018. 16. Ramalingam SS et al. Oral presentation at AACR 2018. CT078 17. Hellmann MD et al. N Engl J Med. 2018; 
doi: 10.1056/NEJMoa1801946. [Supplementary Appendix] 18. Seiwert TY et al. Oral presentation at AACR 2018. LB-339. 

Response to atezolizumab is related 
to TMB in 2L+ bladder3

FIR/BIRCH/POPLAR 
TMB assessment by 

FoundationOne® in NSCLC4

KEYNOTE-028/KEYNOTE-012 
TMB associated with best overall 

response in solid tumors6

2014 2016 20172015

IMvigor210 
TMB associated with 

response in 1L bladder7

CheckMate 026 
high TMB associated with response 

in 1L NSCLC8

KEYNOTE-001 
TMB associated with 

durable clinical benefit in 
NSCLC2

First report of TMB effect 
on response to I-O

in melanoma1

FIR/BIRCH/POPLAR
TMB associated with efficacy 

in NSCLC5

CheckMate 032
high TMB associated

with survival in SCLC13

CheckMate 275 
high TMB associated with 

survival in 2L bladder9

OAK/POPLAR
Initial validation and 

analysis of blood TMB 
in 1L NSCLC11,12

CheckMate 038 
TMB associated with 
response in ipi-naïve 

patients with melanoma14

OAK/POPLAR 
blood TMB analysis 

in 2L+ NSCLC10

2018

CheckMate 227
high TMB associated

with survival in 1L NSCLC17

CheckMate 012 
Genomic features of response in 

advanced NSCLC15

CheckMate 568 
Identification of TMB Cutoff for 

Nivo + Ipi in 1L NSCLC16, 17

KEYNOTE-055/KEYNOTE-012 
TMB associated with progression-

free survival in HNSCC18



Pan-Tumor Assessment of TMB and Clinical Benefit with Checkpoint 
Inhibitors

Chan TA. Oral presentation at ASCO-SITC 2017. 2. Cheng DT et al. J Mol Diagn. 2015;17:251-264.  



Actionable mutation

Mutation burden

AVENIO ctDNA Surveillance Panel

Ongoing; concordance of bTMB and tTMB (FMI)
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