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一般示説
P1 一般示説 1
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

術後合併症 1
座長：堀尾 裕俊（がん・感染症センター都立駒込病院 呼吸器外科）

P1－1 原発性肺癌術後のせん妄予測における入院時スクリーニング評価の有用性
近畿大学医学部附属病院 外科学教室呼吸器外科部門 小原 秀太

P1－2 肺癌術後反回神経麻痺の検討
飯塚病院 呼吸器外科 小舘満太郎

P1－3 Refeeding syndrome を合併した高齢者続発性自然気胸の一例
独立行政法人国立病院機構 高知病院 坂本 晋一

P1－4 食道アカラシアを合併した右中葉肺腺癌の 1 手術例
大崎市民病院 呼吸器外科 島田 和佳

P1－5 肺切除術における術前血中一酸化炭素ヘモグロビン濃度の検討と意義
大阪市立大学医学部 呼吸器外科 丁 奎光

P1－6 右上葉切除術後の中葉無気肺症例の臨床的特徴
近畿大学 外科学教室 呼吸器外科部門 富沢 健二

P1－7 胸腔鏡下肺部分切除後に発症した肋間肺ヘルニアの 1 例
勤医協中央病院呼吸器センター 外科 川原洋一郎

P1－8 若年気胸の術後 痛に対する周術期リハビリテーションの効果
国際医療福祉大学市川病院 呼吸器外科 山口 学

P2 一般示説 2
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

術後合併症 2
座長：南 正人（大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科）

P2－1 当院における肺癌術後乳び胸に対する治療経験
富山県立中央病院 呼吸器外科 和田 崇志

P2－2 当院での肺癌術後乳び胸の検討
高知医療センター 呼吸器外科 喜田 裕介

P2－3 左上葉切除後の乳び胸に対して経鼠径リンパ節リンパ管造影が有効であった 1 例
済生会横浜市東部病院 呼吸器外科 井上 芳正

P2－4 当施設における系統的リンパ節郭清を施行した肺癌術後乳び胸症例の検討
大阪市立総合医療センター 呼吸器外科 伊藤 龍一

P2－5 胸部手術後乳糜胸に対しオクトレオチドが有効であった 3 例
富士宮市立病院 外科 矢島 澄鎮
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P2－6 大動脈弓部置換後の乳糜胸に対し、右胸腔からのアプローチにて診断・治療が可能であった 1
例

板橋中央総合病院 呼吸器外科 小林 零

P2－7 胸腔内癒着を伴う限局性胸水ドレナージ後の肺裂傷の一例
日本大学医学部 呼吸器外科 日暮 亮太

P3 一般示説 3
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

術後合併症 3
座長：松本桂太郎（長崎大学 腫瘍外科）

P3－1 右上葉切除後上肺静脈断端に血栓を生じ下肢急性動脈閉塞を来たした 1 例
和歌山県立医科大学 外科学第一講座 大橋 拓矢

P3－2 左上葉切除後の肺塞栓症および肺静脈断端血栓に対し新規経口抗凝固療法で血栓消失を得た
肺癌の 1 例

国立病院機構大阪医療センター 呼吸器外科 高見 康二

P3－3 左上葉切除後の左上肺静脈断端血栓がリバーロキサバンで溶解した 1 例
立川相互病院 呼吸器外科 中島 拓也

P3－4 左肺上葉切除から 2 ヶ月後に左腎 塞を発症した 1 例
滋賀県立総合病院 呼吸器外科 菊地柳太郎

P3－5 左上葉切除後に抗凝固療法を行ったが、肺静脈断端血栓および下肢急性動脈閉塞を発症した 1
例

市立釧路総合病院 各務 雅基

P3－6 左肺上葉切除後に発症した無症候性の上肺静脈切離断端血栓症の 2 症例
横須賀共済病院 呼吸器外科 古賀 大靖

P3－7 左肺癌と右乳癌の手術後に左房内血栓が生じた一例
NTT 東日本札幌病院 道免 寛充

P3－8 肺切除後肺静脈内血栓の予測因子に関する検討
富山大学 呼吸循環総合外科 北村 直也

P4 一般示説 4
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

術後合併症 4
座長：青木 正（新潟県立がんセンター新潟病院 呼吸器外科）

P4－1 胸腺癌術後、縦隔炎をきたし陰圧閉鎖療法（自作、RENASYS、VAC ULTA）を用いて治療
が奏効した 1 症例

八尾徳洲会総合病院 呼吸器外科 市橋 良夫

P4－2 高度不全分葉症例に対する肺葉切除後の難治性遅発性気管支瘻
神鋼記念病院 呼吸器センター 笠井 由隆

P4－3 術後難治性肺瘻に対する血液凝固第 XIII 因子製剤の使用経験
高知大学医学部 外科学（外科 2）講座 川本 常喬
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P4－4 右下葉切除術後気管支断端瘻完全離開症例に対し保存的治療が奏功した 1 例
青森県立中央病院 呼吸器外科 川上 徹

P4－5 術後気管支断端瘻、肺瘻膿胸 3 例の経験
東京都立墨東病院 胸部心臓血管外科 小林 亜紀

P4－6 肺部分切除後に膿胸を併発し，治療に難渋した症例
沖縄赤十字病院 呼吸器外科 宮城 淳

P4－7 気管支瘻・有瘻性膿胸に対する NBCA＋リピオドールを用いた気管支充填・塞栓術
亀田総合病院 呼吸器外科 叢 岳

P5 一般示説 5
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

術後合併症 5
座長：塩野 裕之（近畿大学医学部奈良病院 呼吸器外科）

P5－1 術後皮下気腫症例の検討
順天堂大学医学部附属浦安病院 二川 俊郎

P5－2 漏斗胸の Nuss 法周術期に左自然気胸を発症し、緊急手術を要した 1 例
国家公務員共済組合連合会新別府病院 呼吸器外科 三浦 隆

P5－3 術前 Vital Capacity，Base Excess 値が肺癌術後 air leak 延長の指標になる
日本医科大学武蔵小杉病院 呼吸器外科 岡本 淳一

P5－4 より確実な肺瘻閉鎖のために―PGA シートを用いた効果的な縫合線の補強―
山口大学大学院 器官病態外科学・呼吸器外科 田中 俊樹

P5－5 肺切除術後細気管支肺胞瘻に対する気管支充填術
自治医科大学 外科学講座 呼吸器外科学部門 山本 真一

P5－6 肺癌手術後の気漏持続・気胸に対して手術を行なった症例の検討
大阪赤十字病院 呼吸器外科 田中 宏和

P5－7 肺切除後エアリークに対するフィブリン糊＋コラーゲンシート法の有用性の検討―連続 21 症
例の使用経験―

関東労災病院 呼吸器外科 足立 広幸

P6 一般示説 6
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

術後合併症 6
座長：藤原 大樹（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学）

P6－1 左上大区域切除術後に発症した残存舌区肺捻転の 1 例
国家公務員共済組合連合会高松病院 呼吸器外科 石川 真也

P6－2 原発性肺癌術後肺軸捻転の 2 例
春日部市立医療センター 呼吸器外科 苗代 絢子

P6－3 左肺上葉切除術後に心嚢内出血による遅発性心タンポナーデを来たした 1 例
淀川キリスト教病院 森田 隆平
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P6－4 呼吸器外科術後に心タンポナーデを発症した 3 例の検討
神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器外科 増田 晴彦

P6－5 未破裂気管腕頭動脈瘻に対する胸骨 U 字状切除術とその予後
国立病院機構刀根山病院 呼吸器外科 小堀 優子

P6－6 原発性肺癌術後に発症した不整脈の臨床的検討
弘前大学大学院 医学研究科 胸部心臓血管外科学講座 境 雄大

P6－7 肺葉切除後の無症候性心房細動の探索―ホルタ記録器 eMEMO WR�100 の使用経験―
JA 広島総合病院 呼吸器外科 渡 正伸

P7 一般示説 7
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

術後合併症 7
座長：松村 晃秀（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 外科）

P7－1 当科における胸腔鏡下肺癌手術合併症の検討
岡山赤十字病院 呼吸器外科 葉山 牧夫

P7－2 気管支形成術の安全性の検討
産業医科大学 第 2 外科 森 將鷹

P7－3 胸腔鏡下肺葉切除術における術前肺機能評価と術後合併症との関連の検討
国立病院機構埼玉病院 呼吸器外科 後藤 英典

P7－4 当科における肺癌術後合併症の検討
洛和会音羽病院 呼吸器外科 上田 桂子

P7－5 肺悪性腫瘍手術における術後合併症予防のための取り組みと成績
長崎みなとメディカルセンター 平原 正隆

P7－6 周術期合併症の長期予後への影響～周術期合併症は長期予後不良因子となるか？～
中部ろうさい病院 呼吸器外科 篠原 周一

P7－7 原発性肺癌手術における術後早期呼吸器合併症発生リスク因子の検討
大阪警察病院 呼吸器外科 寛島 隆史

P7－8 胸腔鏡下肺部分切除術の術後早期退院の妥当性の検討
北里大学医学部 呼吸器外科学 山崎 宏継

P8 一般示説 8
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

合併症を有する肺癌 1
座長：飯田 智彦（君津中央病院 呼吸器外科）

P8－1 高齢者非小細胞肺癌切除症例において術前 HbA1c 値は独立した予後因子である
三菱京都病院 呼吸器外科 元石 充

P8－2 脳転移を契機に発見され，外科的切除し良好な経過を得た極めて稀な腸型肺腺癌の 1 例
秋田赤十字病院 呼吸器外科 出村 遼
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P8－3 間質性肺炎合併肺癌の術前画像における腫瘍径過小評価症例の検討
東京医科歯科大学 呼吸器外科学部門 高原 弘知

P8－4 抗酸菌感染症を合併した原発性肺癌に対する外科治療戦略
結核予防会複十字病院呼吸器センター 呼吸器外科 吉田 勤

P8－5 片肺全摘後の対側肺病変に対して胸腔鏡下肺部分切除術を施行した 2 例
都立駒込病院 呼吸器外科 小栗 洋平

P8－6 大動脈解離術後の左肺癌に対する 3 手術例
安城更生病院 呼吸器外科 藤永 一弥

P8－7 抗リン脂質抗体症候群を合併した肺癌 2 切除例の検討
北里大学医学部 呼吸器外科学 近藤 泰人

P8－8 傍腫瘍性神経症候群である抗 Ma2 抗体陽性脳炎から原発不明肺門リンパ節転移を発見した 1
例

一宮西病院 呼吸器外科 波戸岡俊三

P8－9 食道癌、右肺癌の重複癌に対する一期的胸腔鏡手術
虎の門病院呼吸器センター 外科 藤澤 顕徳

P9 一般示説 9
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

合併症を有する肺癌 2
座長：富田 雅樹（宮崎大学医学部 呼吸器・乳腺外科）

P9－1 透析患者の肺癌手術における低侵襲アプローチの短期成績
国立病院機構九州医療センター 呼吸器外科 桂 正和

P9－2 間質性肺炎合併臨床病期 IIIA 期 N2 非小細胞肺癌に対して外科切除単独療法を行った 10 例の
検討

九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 高田 和樹

P9－3 術後急性増悪高リスクの間質性肺炎合併肺癌に対し，左下葉切除を施行した 1 例
JCHO 諫早総合病院 中司 交明

P9－4 急速に進行する ANCA 関連血管炎を合併した肺腺癌の 1 切除例
諏訪赤十字病院 呼吸器外科 久米田浩孝

P9－5 心大血管疾患を合併した肺癌手術治療成績
下関市立市民病院 呼吸器外科 井上 政昭

P9－6 膠原病関連間質性肺炎合併肺癌の治療成績
東京女子医科大学 外科学（第一） 前田 英之

P9－7 Erythromycin と N�Acetylcysteine の投与による間質性肺炎合併肺癌の周術期管理について
市立札幌病院 呼吸器外科 田中 明彦

P9－8 同時発見他臓器癌を有する原発性肺癌切除例の検討
大阪急性期・総合医療センター 呼吸器外科 船越 康信
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P10 一般示説 10
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

合併症を有する肺癌 3
座長：星野 英久（東京女子医科大学八千代医療センター 呼吸器外科）

P10－1 CT にて間質性肺炎所見を示した原発性肺癌手術 7 例の術前 FDG�PET/CT 所見と術後間質性
肺炎の急性増悪との関連

東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 大石 久

P10－2 間質性肺炎合併肺癌の予後改善を目指して
東邦大学医学部 外科学講座 呼吸器外科学分野 東 陽子

P10－3 血液透析中に発見された肺癌症例の手術成績
がん・感染症センター 都立駒込病院 呼吸器外科 山道 尭

P10－4 呼吸器外科手術患者におけるチオトロピウムでの併存 COPD 治療の当科での現状と長期予後
関西労災病院 呼吸器外科 岩田 隆

P10－5 GOLDIII 期の COPD 合併肺癌症例に対する手術成績と予後に関する検討
愛媛大学 心臓血管呼吸器外科学 藻利 優

P10－6 食道癌手術既往のある肺癌手術症例の検討
北海道大学 循環器・呼吸器外科 新垣 雅人

P10－7 左 A3を Tri�Staple CURVED TIP で処理時に、肺動脈幹を損傷した経験
総合南東北病院 呼吸器外科 藤生 浩一

P10－8 特発性血小板減少性紫斑病（ITP）合併の肺切除成績の検討
順天堂大学医学部附属順天堂医院 大内 健弘

P10－9 肺癌手術における慢性肺疾患の術後合併症および再発への影響
大分大学医学部 呼吸器・乳腺外科学講座 岡本 龍郎

P11 一般示説 11
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

再発・サルベージ 1
座長：桜田 晃（東北大学加齢医学研究所呼吸器外科学分野 呼吸器外科）

P11－1 術前の炎症性マーカーによる術後再発の予測は可能か
国立病院機構横浜医療センター 呼吸器外科 渡部 克也

P11－2 リンパ節転移を有する扁平上皮癌患者の再発・予後に関する検討
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 呼吸循環外科学分野 後藤 達哉

P11－3 当院で肺癌切除後、単一臓器で初再発した症例の治療成績
大阪国際がんセンター 呼吸器外科 須崎 剛行

P11－4 当科における肺癌楔状切除後再発例の検討
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 呼吸器外科 大塚 綱志

P11－5 原発性肺癌術後肺転移に対し再肺切除を行った症例の検討
岡山済生会総合病院 外科 片岡 正文
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P11－6 オクトレオスキャンにより診断し縦隔郭清を行った肺定型カルチノイド術後リンパ節転移再
発の一例

京都府立医科大学附属病院 呼吸器外科学部門 石川 成美

P11－7 右肺全摘術後経過観察中に縦隔リンパ節再発し気管支断端瘻を発症し気管ステントにより瘻
孔閉鎖を行った 1 例

松山赤十字病院 呼吸器外科 藤下 卓才

P12 一般示説 12
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

縦隔腫瘍 1
座長：羽生田正行（愛知医科大学医学部 外科学講座（呼吸器外科））

P12－1 多血性の縦隔悪性腫瘍と鑑別を要した高齢者硝子血管型縦隔原発 Castleman 病の 1 切除例
香川大学 呼吸器・乳腺内分泌外科 藤原 敦史

P12－2 早期肺癌との鑑別を要した多中心性 Castleman 病の 1 例
徳島赤十字病院 高嶋 美佳

P12－3 胸水貯留で偶然発見された後縦隔発生 Castleman 病の 1 例
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 呼吸器外科 保坂 智子

P12－4 演題取下

P12－5 前縦隔に発生したコレステリン肉芽腫の 1 切除例
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 呼吸器外科 小林 健一

P12－6 胸腺嚢胞内に認められたコレステリン肉芽腫の 1 手術例
大垣市民病院 呼吸器外科 川崎 成章

P12－7 非定型胸腺カルチノイドの 1 例
日立総合病院 呼吸器外科 荒木健太郎

P12－8 縦隔神経内分泌腫瘍の 1 切除例
桐生厚生総合病院 呼吸器外科 田嶋 公平

P13 一般示説 13
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

縦隔腫瘍 2
座長：松村 輔二（獨協医科大学埼玉医療センター 呼吸器外科）

P13－1 気胸による肺虚脱時の胸部 CT 画像でのみ異常陰影を呈した前縦隔粘液型脂肪肉腫の 1 例
札幌中央病院 呼吸器外科 中島 慎治

P13－2 発症から 18 年間で 6 回の切除手術を行った頚部縦隔脂肪肉腫
静岡県立総合病院 呼吸器外科 広瀬 正秀

P13－3 長期生存を得ている中縦隔発生平滑筋肉腫の一切除例
埼玉県立がんセンター 胸部外科 飯島 慶仁

P13－4 前縦隔原発の濾胞樹状細胞肉腫の 1 例
小松市民病院 外科 田中 伸佳
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P13－5 肺腺癌に対してペムブロリズマブを使用中に急速に増大した縦隔原発粘液線維肉腫を切除し
た 1 例

福井赤十字病院 呼吸器外科 福井 哲矢

P13－6 縦隔嚢胞性病変における内容液の検討
東京医科大学八王子医療センター 呼吸器外科 村上浩太郎

P13－7 後縦隔 Muller 管嚢胞の 1 例
筑波大学附属病院 呼吸器外科 河村 知幸

P13－8 後縦隔ミュラー管嚢胞の 2 例
一般財団法人住友病院 呼吸器外科 橋本章太郎

P14 一般示説 14
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

先天性疾患 1
座長：吉田 和夫（諏訪赤十字病院 呼吸器外科）

P14－1 肺分画症を単孔式胸腔鏡下肺切除にて治療しえた一例
日本医科大学千葉北総病院 呼吸器外科 榎本 豊

P14－2 部分内臓逆位を合併した左肺分画症の一例
ライフエクステンション研究所付属永寿総合病院 呼吸器外科 山本 純

P14－3 胸腔鏡下に切除した肺葉内肺分画症の 4 例
国立病院機構東京病院 呼吸器外科 四元 拓真

P14－4 肺分画症に対する胸腔鏡手術の検討
東海大学医学部 外科学系 呼吸器外科学 渡邊 創

P14－5 肺葉外肺分画症の 1 例
横浜市立みなと赤十字病院 呼吸器外科 下山 武彦

P14－6 同側胸腔内に合併した肺葉外及び肺葉内分画症の一切除例
日立総合病院 呼吸器外科 小林 敬祐

P14－7 左肺全摘を施行した Swyer�James 症候群の 1 例
国立国際医療研究センター病院 呼吸器外科 住谷 隆輔

P15 一般示説 15
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

希少肺癌 1
座長：山根 正修（岡山大学 医歯薬学総合研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科

学）

P15－1 若年者肺癌手術症例の検討
竹田綜合病院 呼吸器外科 高木 玄教

P15－2 当院における 40 歳以下若年者肺癌 22 例の検討
福岡大学病院 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 山本 耕三

P15－3 小細胞肺癌手術症例の検討
筑波大学 呼吸器外科 菊池 慎二
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P15－4 当院における肺大細胞神経内分泌癌（LCNEC）25 例の検討
JCHO 九州病院 外科 中村 勝也

P15－5 当科における肺カルチノイド手術症例の検討
東京女子医科大学病院 外科学（第一） 葭矢 健仁

P15－6 原発不明肺癌 2 例の検討
板橋中央総合病院 呼吸器外科 永山 加奈

P16 一般示説 16
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

希少肺癌 2
座長：松本 卓子（東京女子医科大学 第一外科）

P16－1 胸部原発肉腫に対する手術症例の検討
飯塚病院 呼吸器外科 宗 知子

P16－2 自然退縮した原発性肺癌の 2 例
兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器外科 武智 浩子

P16－3 GGN が 14 年経過し N2 となった置換型腺癌の 1 例
公立阿伎留医療センター 呼吸器外科 三浦 弘之

P16－4 間質性肺炎様の陰影を呈した巨大上皮内癌の一例
仁愛会浦添総合病院 呼吸器センター 菅田 一貴

P16－5 両側性多発 MALT リンパ腫の 2 切除例
県立広島病院呼吸器センター 呼吸器外科 井上 聡

P16－6 再発した Oncocytic 型を含む 13 例の気管支肺カルチノイドの外科治療成績
独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 呼吸器外科 上野 剛

P16－7 Pulmonary myxoid sarcoma が疑われた低悪性度粘液腫瘍の 1 例
岡山赤十字病院 呼吸器外科 梅田 響

P17 一般示説 17
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

胸腺腫・胸腺癌 1
座長：高森 信三（久留米大学 臨床研修センター）

P17－1 IVa 期浸潤性胸腺腫に対して導入化学療法後に胸膜切除/剥皮術を行った 1 例
京都市立病院 呼吸器外科 宮原 亮

P17－2 胸腺腫、胸腺癌胸膜播種に対する、胸腔内温熱化学療法の効果の検討
福井大学医学部 外科学（2） 岡田 晃斉

P17－3 当院における胸腺癌切除症例の治療成績
慶應義塾大学医学部 外科学（呼吸器） 田中 浩登

P17－4 術前化学療法により組織学的に Ef3．となった胸腺癌の 1 手術例
鳥取県立厚生病院 胸部外科 児玉 渉



一

般

示

説

94（354） 日呼外会誌 32 巻 3 号（2018 年 5 月）

P17－5 異所性 ACTH 産生 Cushing 症候群を呈し切除により軽快した胸腺定型カルチノイドの 1 例
鳥取大学医学部 胸部外科 藤原和歌子

P17－6 術前に SCC 抗原値の異常高値を示した非浸潤性胸腺腫の 1 例
福島県立医科大学会津医療センター 呼吸器外科 渡部 晶之

P17－7 胸腺神経内分泌癌の一切除例
東京慈恵会医科大学附属柏病院 呼吸器外科 重盛林太郎

P18 一般示説 18
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

胸腺腫・胸腺癌 2
座長：山口 正史（九州がんセンター 呼吸器科）

P18－1 胸腺腫 typeA 肺転移症例 2 例の検討
四国がんセンター 呼吸器外科 中田憲太郎

P18－2 IVa 期胸腺腫に対し化学療法を施行しサルベージ手術を行い病理学的に胸腺癌と診断された 1
例

三豊総合病院 井野川英利

P18－3 当院の胸腺腫手術症例における TNM 分類の評価
大阪国際がんセンター 徳永 俊照

P18－4 胸腔鏡下縦隔腫瘍切除後の診断で type B3 胸腺腫、胸腺癌と診断された症例の検討
長崎大学 腫瘍外科 畑地 豪

P18－5 胸腺癌及び胸腺神経内分泌腫瘍切除後の第 2 癌の発生と関連死亡：胸腺腫切除後をコント
ロールとして

京都大学 呼吸器外科 濱路 政嗣

P18－6 肺転移を伴った Type A 胸腺腫の一例
市立岸和田市民病院 呼吸器外科 松本 和也

P18－7 上大静脈症候群により発見された浸潤性胸腺腫に対し人工心肺下に完全切除した 1 例
東京医科大学八王子医療センター 呼吸器外科 田中 健彦

P19 一般示説 19
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

胸腺腫・胸腺癌 3
座長：高尾 仁二（三重大学医学部附属病院 呼吸器外科）

P19－1 稀な巨大前縦隔腫瘍 2 例
静岡市立静岡病院 呼吸器外科 千原 幸司

P19－2 傍腫瘍性神経症候群を併発した胸腺原発 MALT リンパ腫の一例
日本医科大学武蔵小杉病院 呼吸器外科 窪倉 浩俊

P19－3 気道感染症及び下痢症を呈した Good 症候群の 1 切除例
東京都済生会中央病院 大村兼志郎

P19－4 卵殻様の石灰化を伴う稀な胸腺原発粘表皮癌の一切除例
広島市立安佐市民病院 呼吸器外科 上垣内 篤



一

般

示

説

第 35 回日本呼吸器外科学会総会・学術集会号 95（355）

P19－5 縦隔腫瘍の術前診断における FDG�PET/CT を用いた Total lesion glycolysis の有用性に関す
る検討

長崎大学病院 腫瘍外科 蒲原涼太郎

P19－6 縦隔血腫を伴った胸腺脂肪腫の 1 例
東海大学医学部 外科学系 呼吸器外科学 壺井 貴朗

P19－7 Stiff�person 症候群を合併した胸腺腫の 1 例
帯広厚生病院 外科 佐々木明洋

P19－8 治療前に自然縮小した胸腺癌の 1 切除例
独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 呼吸器外科 林 明男

P20 一般示説 20
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

胸腺腫・胸腺癌 4
座長：濱武 基陽（北九州市立医療センター 呼吸器外科）

P20－1 Metaplastic thymoma の 1 例
神戸赤十字病院 呼吸器外科 三浦 賢仁

P20－2 頸胸境界部胸腺癌に対する Transmanubrial osteomascular sparing および正中切開による
SVC 再建術

福岡大学病院 呼吸器 乳腺内分泌 小児外科 山下 眞一

P20－3 異所性肺内胸腺腫瘍の 1 例
市立室蘭総合病院 呼吸器外科 高橋 典之

P20－4 中縦隔胸腺腫の 3 切除例
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 呼吸器外科 福井 崇将

P20－5 胸腺腫 type B2 に肺原発 MALT リンパ腫を合併した 1 例
国立国際医療研究センター病院 横手 芙美

P20－6 胸腺腫に対する腫瘍摘出術の成績
自治医科大学附属さいたま医療センター 呼吸器外科 大野 慧介

P20－7 胸腺腫瘍の心嚢液貯留に対するカルボプラチン心腔内投与
土浦協同病院 呼吸器外科 小貫 琢哉

P20－8 胸腺癌術後再発に対して集学的治療が奏功し長期生存が得られている 1 例
関西電力病院 呼吸器外科 舘 秀和

P21 一般示説 21
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

縮小手術 1
座長：土谷 智史（長崎大学大学院 腫瘍外科）

P21－1 左 S1+2 と S6 上下葉間にまたがる肺癌手術の 2 例
春日部市立医療センター 呼吸器外科 かん 秋明

P21－2 末梢型小型肺癌における縮小手術の妥当性と術後呼吸機能に及ぼす影響
坂出市立病院 呼吸器外科 中野 淳
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P21－3 完全鏡視下右 S7＋8 区域切除術におけるマージン確保の工夫
戸田中央総合病院 呼吸器外科 石角太一郎

P21－4 肺葉切除が不可能な非小細胞肺癌症例に対する縮小手術の検討
埼玉医科大学国際医療センター呼吸器病センター 呼吸器外科 二反田博之

P21－5 肺癌に対する消極的肺部分切除術後の断端再発と STAS との関連
鳥取大学医学部 胸部外科 荒木 邦夫

P21－6 肺癌患者に対する消極的縮小手術における術後合併症についての検討
浜松医科大学 呼吸器外科 大岩 宏聡

P21－7 腫瘍径 30mm 以下の原発性肺腺癌における FDG�PET と腫瘍浸潤の検討
岩手医科大学 呼吸器外科学講座 重枝 弥

P22 一般示説 22
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

縮小手術 2
座長：中原 理恵（栃木県立がんセンター 呼吸器外科）

P22－1 原発性肺悪性腫瘍に対するリピオドールマーキングを用いた肺切除症例の検討
京都府立医科大学 呼吸器外科 加藤大志朗

P22－2 小型肺癌における術中迅速病理診断による浸潤性の検討
四国がんセンター 呼吸器外科 杉本龍士郎

P22－3 増大傾向なく 1 年間経過観察されている若年者の孤立性 pure GGN をどうする？―腺癌の一
手術例―

石切生喜病院 呼吸器外科 竹内 千枝

P22－4 小型 GGO に対して楔状切除を行い術後 10 年目に断端再発を切除した 1 例
国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 関原 圭吾

P22－5 胸腔鏡下肺部分切除後に切除断端再発を認めた非小細胞肺癌症例の検討
川崎市立井田病院 呼吸器外科 成毛 聖夫

P22－6 当院で施行した単孔式胸腔鏡下手術症例の検討
岡山済生会総合病院 外科 奥谷 大介

P22－7 当科での大腸がん肺転移切除における開胸と胸腔鏡下手術の検討
関西医科大学附属病院 呼吸器外科 谷口 洋平

P22－8 悪性腫瘍に対する胸腔鏡下手術における切除組織回収の問題点
愛知県厚生連豊田厚生病院 呼吸器外科 平松 義規
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P23 一般示説 23
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

気胸・嚢胞性疾患 1
座長：上田 仁（独立行政法人国立病院機構福岡病院 外科）

P23－1 難治性気胸に対する局所麻酔下胸腔鏡手術の検討
大崎市民病院 呼吸器外科 川村 昌輝

P23－2 当施設における難治性気胸症例に対する癒着剤フィブリングルー併用療法
新潟厚生連長岡中央綜合病院 呼吸器外科 古屋敷 剛

P23－3 1 週間以上のドレナージを要した難治性続発性気胸の治療
高松市民病院 呼吸器外科 三崎 伯幸

P23－4 70 歳以上高齢者に対する気胸手術の安全性と有効性因子の検討
神戸市立西神戸医療センター 呼吸器外科 長田 駿一

P23－5 気胸に対する胸腔造影施行例の検討
済生会栗橋病院 呼吸器外科 荻原 哲

P23－6 慢性呼吸不全に合併した難治性気胸に対して ECMO 使用下に胸腔鏡下肺嚢胞切除術を施行し
た 2 例

川崎医科大学附病院 呼吸器外科 野島 雄史

P23－7 食道癌術後の胸腔間交通により気胸発症時両肺虚脱を来した 1 例
王子総合病院 外科 臼井 葉月

P24 一般示説 24
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

気胸・嚢胞性疾患 2
座長：対馬 敬夫（弘前大学医学部附属病院 呼吸器外科）

P24－1 子宮内膜組織を確認できた月経随伴性気胸の 2 例
桐生厚生総合病院 呼吸器外科 八巻 英

P24－2 胸水中 CA125 値による胸腔内子宮内膜症の補助的診断
日産厚生会玉川病院 気胸研究センター 山中 澄隆

P24－3 当院における月経随伴性気胸症例の検討
日本赤十字社和歌山医療センター 呼吸器外科 石川 将史

P24－4 当施設における女性気胸手術例の臨床的検討
日本医科大学多摩永山病院 呼吸器外科 竹内 真吾

P24－5 当院における女性気胸手術例の臨床的特徴
昭和大学医学部 外科学講座 呼吸器外科学部門 新谷裕美子

P24－6 当院で経験した BHD 症候群とその疑い症例に関する検討
地域医療機能推進機構中京病院 呼吸器外科 大畑 賀央

P24－7 手術的胸膜癒着術を施行した Marfan 症候群合併再発気胸の一例
山口県済生会下関総合病院 外科 山本 直宗
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P24－8 酸化セルロース肥厚膜の瘻孔よりエアリークを来たしていた再発気胸の 1 例
津山中央病院 外科 西川 仁士

P25 一般示説 25
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

気胸・嚢胞性疾患 3
座長：清嶋 護之（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 呼吸器外科）

P25－1 成人での先天性嚢胞性腺腫様奇形が疑われた 3 切除例
福岡東医療センター 呼吸器外科 濱田 利徳

P25－2 横隔膜発生気管支原性肺のう胞より発生した粘表皮癌の 1 手術例
独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 平良 尚広

P25－3 巨大気腫性肺嚢胞症に対し嚢胞内吸引療法と気管支充填術を併用し長期的に嚢胞縮小を認め
た一例

富山県立中央病院 呼吸器外科 川向 純

P25－4 FDG�PET 高集積を認めた先天性嚢胞性肺疾患の 2 例
国立千葉医療センター 呼吸器外科 松本 寛樹

P25－5 ドレナージのみで改善した巨大肺嚢胞の 1 例
富山大学 呼吸循環総合外科 飛弾 結樹

P25－6 呼吸不全を来した Swyer�James 症候群に対して手術を施行した 1 例
明石医療センター 呼吸器外科 田内 俊輔

P25－7 特発性肺線維症に伴う難治性続発性気胸に対し局所麻酔下胸腔鏡下に気漏を完全停止させ得
た 1 例

市立札幌病院 呼吸器外科 新井 航

P25－8 間質性肺炎合併気胸の検討
名古屋第一赤十字病院 呼吸器外科 上野 陽史

P26 一般示説 26
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

気胸・嚢胞性疾患 4
座長：船井 和仁（浜松医科大学 外科学第一講座）

P26－1 自然気胸手術症例の再発例の検討
彦根市立病院 呼吸器科 林 栄一

P26－2 当院における自然気胸術後再発症例の検討
慶應義塾大学 外科学（呼吸器） 栗山 翔司

P26－3 若年自然気胸における術後ブラの新生と気胸再発に関する検討
愛知医科大学病院 呼吸器外科 古田ちひろ

P26－4 同時両側気胸に対して一期的手術を施行した症例の検討
東海大学医学部 外科学系 呼吸器外科学 中野 隆之

P26－5 自然気胸初回治療患者における再発予測因子の検討
慶應義塾大学医学部 外科学（呼吸器） 政井 恭兵



一

般

示

説

第 35 回日本呼吸器外科学会総会・学術集会号 99（359）

P26－6 若年者自然気胸における術後再発に対する再手術症例の検討
国立病院機構 金沢医療センター 呼吸器外科 鈴木 光隆

P26－7 原発性自然気胸におけるブラ切除の surgical margin の検討
高砂市民病院 呼吸器外科 坪島 顕司

P27 一般示説 27
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

膿胸・その他 1
座長：山川 久美（鎗田病院 呼吸器外科）

P27－1 肺膿瘍に対する治療戦略（膿瘍ドレナージと外科切除）
東京女子医科大学東医療センター 呼吸器外科 前 昌宏

P27－2 開窓術後の単純閉鎖が可能であった肺全摘後膿胸の一例
国立病院機構東広島医療センター 呼吸器外科 柴田 諭

P27－3 左下葉切除後の荒蕪肺に対し残存肺全摘術を行った一例
名古屋第一赤十字病院 呼吸器外科 川角 佑太

P27－4 術後気管支断端瘻に対し大網充填術を施行した 2 例
春日部市立医療センター 呼吸器外科 石田 輝明

P27－5 喀血を繰り返す気管支拡張症に対して手術を施行し，食道気管支瘻の存在が疑われた 1 例
香川県立中央病院 呼吸器外科 吉川 武志

P27－6 膿胸を併発した特発性食道破裂に対して開窓術後に単純閉鎖し得た一手術例
坂出市立病院 呼吸器外科 池田 敏裕

P27－7 降下性壊死性縦隔炎に対して胸腔鏡併用縦隔郭清を行った 11 例に対する検討
市立札幌病院 呼吸器外科 山崎 洋

P28 一般示説 28
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

膿胸・その他 2
座長：黄 政龍（北野病院 呼吸器外科）

P28－1 術前画像所見と胸水検査結果に基づいた急性膿胸治療選択
石川県済生会金沢病院 高田 宗尚

P28－2 開窓術を要した難治性膿胸の治療戦略について
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科学分野 松本 高典

P28－3 PS（performance status）を考慮した急性膿胸治療フローチャートに基づく治療経験
中国労災病院 外科 藤崎 成至

P28－4 当院における肺化膿症 67 例の検討
三重県立総合医療センター 鈴木 仁之

P28－5 ARDS を合併しながら内科的治療に抵抗性の肺化膿症に対して空洞切開術と気管支充填併用
が有用であった 1 例

岡山労災病院 外科 伊賀 徳周
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P28－6 手術不能肺膿瘍症例に対し経皮的膿瘍ドレナージが奏功した一例
大阪市立大学医学部 呼吸器外科 木村 拓也

P28－7 膿胸に対する胸腔内線維素溶解療法 3 例の経験
戸田中央綜合病院 呼吸器外科 片場 寛明

P29 一般示説 29
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

膿胸・その他 3
座長：高橋 里美（宮城県立がんセンター 呼吸器外科）

P29－1 膿胸に対する大網充填術後に発生した消化器合併症の検討
独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 前川 信一

P29－2 慢性心嚢液貯留に対する完全胸腔鏡下心膜開窓術の検討
富山大学 呼吸循環総合外科 明元 佑司

P29－3 肺癌術後患者の Pasteurella multocida による膿胸の治療経験
福井県立病院 外科 清水 陽介

P29－4 局所陰圧閉鎖療法（NPWT）を用いた 2 期的胸郭形成術で治癒し得た耐性菌による膿胸の 2
手術例

神戸市立西神戸医療センター 呼吸器外科 中西 崇雄

P29－5 術後有瘻性膿胸をきたし治療に難渋した肺アスペルギルス症の 1 例
長崎みなとメディカルセンター 呼吸器外科 井上 啓爾

P29－6 化膿性胸鎖関節炎から胸腔内穿破し膿胸へ波及した一例
京都市立病院 清水 秀浩

P29－7 有瘻性膿胸開窓術後患者に対する胸郭形成術前に気管支充填術を施行した 1 例
東海大学医学部付属病院 小野沢博登

P30 一般示説 30
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

膿胸・その他 4
座長：大渕 俊朗（聖マリア病院 呼吸器外科）

P30－1 空洞切開術が著効した全身状態不良な肺アスペルギスル症の 2 例
大阪府結核予防会大阪病院 呼吸器外科 中根 茂

P30－2 アスペルギローマに部分肺静脈還流異常を合併した一例
新小文字病院 呼吸器外科 山下 直樹

P30－3 肺アスペルギルス症に対する胸腔鏡下手術の認容性
神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器外科 荒井 宏雅

P30－4 肺癌術後フォロー中に肺アスペルギルス症に罹患した症例の検討
国立病院機構東京病院 呼吸器センター 外科 深見 武史

P30－5 アスペルギルス肺空洞の胸腔穿破による膿気胸に対する大網充填術 2 例～その長期成績
国立病院機構東埼玉病院 呼吸器外科 後藤 正志



一

般

示

説

第 35 回日本呼吸器外科学会総会・学術集会号 101（361）

P30－6 大量喀血から緊急手術となった肺アスペルギルス症
近畿中央胸部疾患センター 外科 坂本 鉄基

P30－7 細菌性肺炎のコントロール後に根治切除を施行し得た高齢者肺アスペルギルス症の一例
国立病院機構福岡病院 北原 大和

P31 一般示説 31
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

膿胸・その他 5
座長：高濱 誠（大阪市立総合医療センター 呼吸器外科）

P31－1 肺非結核性抗酸菌症の外科治療の検討―難治性症例の反省を主体に―
国立病院機構福岡東医療センター 呼吸器外科 阿部 創世

P31－2 肺 MAC 症に対するアジュバント外科治療後のアウトカムとリスク要因
国立病院機構東名古屋病院 山田 勝雄

P31－3 孤立性肺抗酸菌感染症 25 切除例の検討
大阪市立大学医学部 呼吸器外科 小松 弘明

P31－4 肺非結核性抗酸菌症に対する外科治療例の検討
国立病院機構南京都病院 大塩麻友美

P31－5 術前未確診の肺結節で結核と診断された肺切除症例の検討
東京都済生会中央病院 大竹宗太郎

P31－6 肺結核治療完遂後に肺陰影が増悪し、診断困難で手術を行った paradoxical reaction の一例
日本赤十字社和歌山医療センター 呼吸器外科 峯浦 一貴

P31－7 肺 Mycobacterium abscessus 症に対する肺切除 23 例の検討
公益財団法人結核予防会 複十字病院 呼吸器外科 中川 隆行

P32 一般示説 32
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

膿胸・その他 6
座長：高橋 豊（神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器外科）

P32－1 転移性肺腫瘍との鑑別が困難であった肺クリプトコッカス症の 4 症例
筑波メディカルセンター病院 呼吸器外科 小澤雄一郎

P32－2 肺癌が疑われた肺スエヒロタケ（Schizophyllum commune）症の 1 切除例
京都大学 呼吸器外科 坂口 泰人

P32－3 悪性腫瘍との鑑別を要した肺ヒストプラズマ症の一例
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科分野 光井 卓

P32－4 急性リンパ性白血病加療中に発症した肺ムコール症の手術症例
旭川医科大学 呼吸器センター 阿部 昌宏

P32－5 当院における肺真菌症に対する外科治療の検討
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 呼吸器外科 小山 孝彦
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P32－6 短時間で急激に増悪した緑膿菌市中肺炎の 1 例
八戸市立市民病院 呼吸器外科 松尾 翼

P33 一般示説 33
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

基礎研究
座長：石田 博徳（埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器外科）

P33－1 イヌ肺移植モデルにおける気道上皮被覆液中炎症性サイトカインプロファイルの経時的変化
の検討

東海大学医学部 外科学系呼吸器外科学 和田 篤史

P33－2 誘導性血管内皮前駆細胞様細胞による肺血管系再構築
トロント大学 胸部外科学 鈴木 隆哉

P33－3 マウス iPS 細胞から II 型肺胞上皮細胞への分化誘導
大阪大学大学院 医学系研究科 外科学講座 呼吸器外科学 桃實 徹

P33－4 肺腺癌におけるイムノゲノミクス解析
東京大学 呼吸器外科 唐崎 隆弘

P33－5 非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の効果と治療前末梢血好中球/リンパ球比
との関連性の検討

大分赤十字病院 呼吸器外科 庄司 文裕

P33－6 肺神経内分泌腫瘍切除症例の検討
産業医科大学 第 2 外科 市来 嘉伸

P33－7 非小細胞肺癌に対する 22C3 を用いた PD�L1 発現の臨床的意義
福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 岡部 直行

P34 一般示説 34
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

肺癌―基礎研究 1
座長：酒井 光昭（筑波メディカルセンター病院 呼吸器外科）

P34－1 肺腺癌における上皮間葉転換マーカーの発現と予後との関連
九州大学 消化器・総合外科呼吸器外科（2） 松原 太一

P34－2 肺癌細胞株におけるペメトレキセド耐性化への FGF2 の関与の解析
信州大学医学部 呼吸器外科 三浦健太郎

P34－3 非小細胞肺癌における MCL�1 発現の臨床的意義
香川大学医学部 呼吸器乳腺内分泌外科 中野 貴之

P34－4 非小細胞肺癌におけるオートファジーの臨床的意義
香川大学医学部 呼吸器外科 劉 大革

P34－5 肺腺癌における Tumor infiltrating lymphocytes と臨床病理学的因子の関係について
筑波大学附属病院 呼吸器外科 小林 尚寛

P34－6 KRAS 変異陽性肺腺癌における MCL1 の治療標的分子としての基礎的検討
札幌医科大学医学部付属フロンティア医学研究所 分子医学部門 多田 周
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P34－7 I・II 期完全切除後の肺腺癌・扁平上皮癌における Thymidine phosphorylase の予後因子とし
ての役割

昭和大学医学部 外科学講座呼吸器外科学部門 氷室 直哉

P34－8 肺扁平上皮癌における E�カドヘリンの発現と予後に関する検討
東海大学医学部 外科学系呼吸器外科学 有賀 直広

P34－9 EGFR 変異マウスにおける TGFalpha の意義
長崎大学大学院 腫瘍外科 朝重 耕一

P35 一般示説 35
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

良性肺腫瘍 1
座長：森 毅（熊本大学大学院 生命科学研究部 呼吸器外科学）

P35－1 稀な線毛性粘液結節性乳頭状腫瘍の 1 切除例
八戸市立市民病院 呼吸器外科 三井 匡史

P35－2 肺門部発生の肺過誤腫に対して、胸腔鏡下核出術を行うことで肺葉切除を回避し得た 3 症例
香川大学医学部附属病院 呼吸器外科 芳賀ななせ

P35－3 非典型的な画像所見を呈した限局性結節性肺アミロイドーシスの 1 切除例
岡山赤十字病院 呼吸器外科 清水 大

P35－4 経過観察中に増大および新規病変出現を認めた多発 Ciliated muconodular papillary tumor の 1
例

広島市立病院機構広島市立広島市民病院 呼吸器外科 岡田 真典

P35－5 血気胸にて緊急止血術を施行した Pleural arteriovenous hemangioma の 2 症例
千葉県済生会習志野病院 呼吸器外科 森本 淳一

P35－6 肺過誤腫切除症例 9 例の検討
大分大学 呼吸器・乳腺外科 内匠 陽平

P35－7 肺門部過誤腫に対し 3D�CT angiography を用い安全に腫瘍核出し得た 2 症例
市立宇和島病院 呼吸器外科 根津 賢司

P36 一般示説 36
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

良性肺腫瘍 その他 1
座長：守屋 康充（独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 呼吸器

外科）

P36－1 当院におけるびまん性肺疾患に対する胸腔鏡下肺生検の検討
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科学分野 金 泰雄

P36－2 IgG4 関連肺疾患が疑われた肺炎症性偽腫瘍の 2 手術例
箕面市立病院 小来田佑哉

P36－3 肺内リンパ節と肺悪性小結節との比較検討：肺内リンパ節は術前鑑別可能か？
奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科学 川口 剛史



一

般

示

説

104（364） 日呼外会誌 32 巻 3 号（2018 年 5 月）

P36－4 肺悪性腫瘍を疑い手術を行った CEA 高値を示した器質化肺炎の一例
千葉県済生会習志野病院 呼吸器外科 長門 芳

P36－5 演題取下

P36－6 Yellow nail syndrome による難治性胸水に対して胸腔腹腔シャントバルブ造設術を施行した一
例

山梨大学医学部付属病院 第二外科 塚原 悠

P36－7 腋窩多汗症の長期成績（T2�6vsT3�6）
山本英博クリニック 山本 英博

P36－8 Endoscopic thoracic sympathectomy 術後の代償性発汗（反射性発汗）の治療方法
山本英博クリニック 山本 英博

P37 一般示説 37
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

症例 1
座長：呉 哲彦（香川大学医学部附属病院 呼吸器．乳腺内分泌外科）

P37－1 小型肺癌により傍腫瘍性神経症候群（辺縁系脳炎）を来した 1 例
新小文字病院 呼吸器外科 宗 哲哉

P37－2 ペムブロリズマブ使用により空洞形成し感染を繰り返した扁平上皮癌の 1 切除例
JCHO 下関医療センター 呼吸器外科 森田 克彦

P37－3 左肺下葉低形成症に併発した左上葉肺癌の 1 例
東京逓信病院 呼吸器外科 水谷 栄基

P37－4 右肺尖部胸壁に浸潤した高悪性度胎児型肺腺癌を完全鏡視下に切除した 1 例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 小島 健介

P37－5 気管支鏡下高周波治療後に下葉管状切除を行った高齢者肺癌の 1 例
川崎市立川崎病院 外科 金本 徳之

P37－6 原発性肺癌に対する当院での肺全摘除術の検討
高知医療センター 呼吸器外科 徳永 義昌

P37－7 小細胞肺癌リンパ節転移が自然退縮した後に主病巣が出現した一例
大阪市立大学医学部 呼吸器外科 鈴木 智詞

P37－8 遺伝子発現パターンが変化する肺癌に対してサルベージ手術および分子標的治療により長期
予後が得られた 1 例

産業医科大学 第 2 外科 名部 裕介

P38 一般示説 38
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

症例 2
座長：前田寿美子（獨協医科大学 呼吸器外科学講座）

P38－1 2 施設における肺原発多形癌 7 切除例の検討
福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 峯 勇人
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P38－2 肺大細胞神経内分泌癌の手術例 11 例の検討
竹田綜合病院 呼吸器外科 深井 智司

P38－3 右 S1 区域切除肺瘻防止残肺拡張の工夫後に生じた細気管支瘻が自然閉鎖された一症例
沖縄協同病院 外科 永田 仁

P38－4 CPFE 患者に発症した高悪性度胎児型腺癌の 1 例
独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター中信松本病院 呼吸器外科 中村 大輔

P38－5 肺癌の胸壁 oligometastasis 切除後 6 年非担癌生存している 1 例
JA 秋田厚生連大曲厚生医療センター 呼吸器外科 中川 拓

P38－6 胸腔鏡下右肺上葉切除後に合併した右中葉無気肺に対して、人工気胸が奏功した一例
唐津赤十字病院 呼吸器外科 森藤 良浩

P38－7 肺癌術後に食道裂孔ヘルニアによる症状が増悪し治療に難渋した一例
平鹿総合病院 外科 川原田 康

P39 一般示説 39
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

症例 3
座長：松隈 治久（栃木県立がんセンター 呼吸器外科）

P39－1 多房性嚢胞を伴う胸腺類基底細胞癌と鑑別困難だった胸腺癌の一例
和歌山県立医科大学 第一外科 矢田 由美

P39－2 キャッスルマン病と診断された中縦隔腫瘍の 1 切除例
富山大学 呼吸循環総合外科 酒井 彩乃

P39－3 肺転移を認めた WHO 分類 TypeA 胸腺腫の 1 切除例
獨協医科大学埼玉医療センター 呼吸器外科 田村 元彦

P39－4 CT ガイド下針生検穿刺部再発を認めた胸腺癌の 1 例
大阪大学医学部附属病院 金沢 豪

P39－5 縦隔原発リンパ上皮腫様癌の一切除例
加古川中央市民病院 呼吸器外科 岩永幸一郎

P39－6 中縦隔に発生したリンパ上皮腫様癌の 1 例
北摂総合病院 越智 薫

P39－7 Micronodular thymoma with lymphoid stroma の 1 切除例
横須賀市立うわまち病院 呼吸器外科 櫻井 藍子

P39－8 両側鎖骨、第 1・2 肋骨、胸骨合併切除を施行した転移性胸骨腫瘍の 1 例
JA 尾道総合病院 呼吸器外科 山木 実
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P40 一般示説 40
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

大血管、その他
座長：大谷 真一（自治医科大学附属さいたま医療センター 呼吸器外科）

P40－1 肺動脈瘻を伴う多発気管支動脈瘤に対し，中枢側動脈瘤の BAE 後に肺動脈瘻離断術を施行し
た 1 例

市立札幌病院 呼吸器外科 千葉 慶宜

P40－2 コイル塞栓術後の再発肺動静脈瘻に対して外科手術を行った 1 例
新久喜総合病院 呼吸器外科 比嘉 花絵

P40－3 肺動静脈瘻の治療 肺切除かコイル塞栓か？
杏林大学 外科（呼吸器・甲状腺） 清水 麗子

P40－4 僧帽弁膜症に伴う巨大肺静脈瘤の 1 例
鳥取県立中央病院 呼吸器・乳腺・内分泌外科 松居 真司

P40－5 Von�Recklinghausen 病に合併した繰り返す血胸と腫瘍内出血に対し手術・新鮮全血輸血・
TAE で救命し得た 1 例

沖縄県立八重山病院 外科 神谷 一徳

P40－6 胸腔鏡下胸管結紮術と心膜開窓術にて軽快した特発性乳び心膜症の症例
東海大学八王子病院 呼吸器外科 中村 雄介

P40－7 左自然気胸を契機に発見された心膜欠損症の一例
国家公務員共済組合連合会高松病院 呼吸器外科 石川 真也

P40－8 完全切除し得た肺動脈肉腫の 2 例
船橋市立医療センター 呼吸器外科 一ノ瀬修二

P41 一般示説 41
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

第 2 癌、多発癌
座長：木村 秀樹（済生会習志野病院 呼吸器科）

P41－1 肺癌術後第 2 癌切除例の検討
JA 長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 呼吸器外科 藏井 誠

P41－2 当科における肺葉切除後の肺切除症例の検討
高知赤十字病院 外科・呼吸器外科 松岡 永

P41－3 肺癌術後に発見された第 2 肺癌（異時性多発癌・再発癌）に対する治療成績
川崎市立川崎病院 呼吸器外科 澤藤 誠

P41－4 異時性多発肺癌に対する手術症例の検討
島根県立中央病院 呼吸器外科 阪本 仁

P41－5 当科における第 2 肺癌手術症例の検討
石川県立中央病院 呼吸器外科 藤森 英希

P41－6 両側 major pulmonary resection を行った両側多発肺癌の臨床病理学的検討
がん研究会有明病院 呼吸器センター 外科 文 敏景
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P41－7 異時性重複肺癌に対する治療戦略
九州大学大学院 消化器・総合外科 呼吸器外科 2 平井 文彦

P41－8 当院における異時性多発肺癌の治療成績
静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科 佐藤 克明

P41－9 臨床病期 I 期非小細胞肺癌手術症例における多発肺癌の臨床的意義の検討
亀田総合病院 呼吸器外科 杉村 裕志

P42 一般示説 42
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

肺癌―その他
座長：渡辺 真純（慶應義塾大学病院 呼吸器外科）

P42－1 術前に CEA 高値を呈した肺癌切除例の検討
竹田綜合病院 呼吸器外科 井上 卓哉

P42－2 傾向スコアを用いた胸腔鏡手術有用性の検討
東京医科大学 呼吸器甲状腺分野 前原 幸夫

P42－3 すりガラス成分優位の原発性肺腺癌に対する炭素線治療成績と呼吸機能変化
日産厚生会玉川病院 呼吸器外科 溝渕 輝明

P42－4 原発性肺癌に対する右上下葉切除術～中葉温存の意義について～
横浜市立市民病院 呼吸器外科 福冨 寿典

P42－5 スリガラス肺病変を含む同時性二重肺癌に対する治療戦略～Complete VATS による低侵襲手
術の 4 例～

福岡大学筑紫病院 外科 濱武 大輔

P42－6 下葉 S6 区域と底区域における転移リンパ節の検討
愛知県がんセンター中央病院 有村 隆明

P43 一般示説 43
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

胸膜、胸壁
座長：花桐 武志（新小倉病院 呼吸器外科）

P43－1 悪性胸膜中皮腫術後の再発モニタリング、腫瘍マーカーによる検討
兵庫医科大学 呼吸器外科 中村 晃史

P43－2 悪性胸膜中皮腫における胸膜肥厚度と術式、予後との関係に関する検討
名古屋大学 呼吸器外科 川口 晃司

P43－3 当科における胸膜中皮腫手術症例の検討
総合病院土浦協同病院 稲垣 雅春

P43－4 悪性胸膜中皮腫に対して胸膜切除/肺剥皮術を施行した症例の検討
横須賀共済病院 呼吸器外科 亀田 洋平

P43－5 胸腔内孤立性線維性腫瘍に対する単孔式胸腔鏡下切除手技の工夫
一宮西病院 呼吸器外科 大亀 剛
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P43－6 低血糖発作を契機に発見され腫瘍からの IGF�II 産生を証明し得た胸腔内巨大 Solitary fibrous
tumor の一例

東北医科薬科大学病院 呼吸器外科 三友 英紀

P43－7 胸部術後に発生した胸壁胸膜由来の中皮嚢胞の 1 例
山梨大学 第 2 外科 松岡 弘泰

P43－8 胸水貯留を呈し診断に難渋した胸膜原発の類上皮血管内皮腫の 1 例
神鋼記念病院 呼吸器外科 伊藤 公一

P43－9 癌性胸膜炎に対するタルクによる胸膜癒着術の検討
大分大学医学部 呼吸器・乳腺外科 安部 美幸

P44 一般示説 44
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

デバイス、新技術 1
座長：田中司玄文（伊勢崎市民病院 外科）

P44－1 Virtual�assisted lung mapping 施行中の患者の体位の重要性
NTT 東日本関東病院 呼吸器外科 柳谷 昌弘

P44－2 完全自己血由来生体組織接着剤の呼吸器外科手術における有用性
虎の門病院 呼吸器センター 外科 川島 光明

P44－3 誰が行っても VALMAP のマーキング手技の安定性・切除成績は担保されるのか？
東京医科歯科大学 呼吸器外科 小林 正嗣

P44－4 肺切除後に用いる新規 COAXIAL DRAIN（コアクシャル ドレーン）の使用経験
京都第二赤十字病院 呼吸器外科 柳田 正志

P44－5 ソフト凝固を用いた呼吸器外科手術：674 例の使用結果からみた有用性と注意点
JCHO 九州病院 外科 内山 明彦

P44－6 当院における中高年気胸に対するリンフォース カートリッジの使用経験
東京都立多摩総合医療センター 吉川 拓磨

P44－7 肺血管処理における自動縫合器の適正使用についての検討
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科分野 清水奈保子

P44－8 電解研磨技術を用いたチタン合金血管剥離鉗子の開発
京都府立医科大学 呼吸器外科 島田 順一

P45 一般示説 45
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

病理 1
座長：柴 光年（国保直営総合病院君津中央病院 呼吸器外科）

P45－1 肺癌取扱い規約第 7 版における大細胞癌の病理学的検討
福岡和白病院 呼吸器外科 吉松 隆

P45－2 肺扁平上皮癌手術症例における腫瘍浸潤リンパ球および濾胞形成と予後との関連
獨協医科大学病院 呼吸器外科 西平 守道
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P45－3 当科での多形癌切除症例における臨床病理学的検討
九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 枝川 真

P45－4 術前未確診症例に対する術中迅速細胞診の検討 ―特に検査時間と正診率について―
国立病院機構都城医療センター 呼吸器外科 加藤 文章

P45－5 術前診断が未確定であった肺腫瘍に対する術中針生検の意義
弘前大学大学院医学部 胸部心臓血管外科学講座 木村 大輔

P45－6 早期非小細胞肺がんに対する術中迅速穿刺細胞診の有用性の検討
九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 大場 太郎

P46 一般示説 46
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

周術期管理 1
座長：園部 誠（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科）

P46－1 和漢診療学を用いた開胸術後 痛管理
島根大学医学部 呼吸器外科 宮本 信宏

P46－2 傍脊椎麻酔と硬膜外麻酔との二重麻酔による術後鎮痛効果の検討
山梨県立中央病院 呼吸器外科 後藤太一郎

P46－3 非小細胞肺癌手術患者における obesity paradox の有無
大阪市立大学医学部 呼吸器外科 戸田 道仁

P46－4 呼吸器外科術後肩関節痛の検討と予防法
和歌山県立医科大学 第一外科 平井 慶充

P46－5 肺癌術後におけるアセトアミノフェン定期静注の有効性
山形県立中央病院 呼吸器外科 早坂 一希

P46－6 当院の『肺がん地域連携クリティカルパス』の運用状況
横浜南共済病院 呼吸器外科 大沢 宏至

P47 一般示説 47
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

周術期管理 2
座長：松谷 哲行（帝京大学医学部附属溝口病院 外科）

P47－1 開胸後 10 分時点での肺の虚脱肺指標（Collapsed Lung Index：CLI）と術前呼吸機能の 89 症
例での検討

京都府立医科大学 呼吸器外科 島田 順一

P47－2 PGA シートとの因果関係が疑われた右肺上葉切除後血胸の 1 例
富山大学 呼吸循環総合外科 北村 直也

P47－3 気腫合併肺癌の肺切除時における肺瘻制御に被覆材は必要か？
高松市民病院 呼吸器外科 吉田 千尋

P47－4 術中胸部傍脊椎神経ブロックの有用性について
東京共済病院 呼吸器外科 川田 悠
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P47－5 ダブルルーメンチューブによる気管損傷を来し修復術を施行した左肺癌の 1 例
山梨大学医学部 第二外科 市原 智史

P47－6 呼吸器外科手術直後、肉眼的に Air leak がない症例でのドレーン管理（メラサキューム 009T
と 008）の比較検討

八尾徳洲会総合病院 肝臓外科 服部 彬

P48 一般示説 48
5 月 17 日（木） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：30～14：30

画像 1
座長：片倉 浩理（大津赤十字病院 呼吸器外科）

P48－1 Volumetry を用いた術後肺容量で比較した胸腔鏡下上葉切除術における肺靭帯切離の意義の
検討

大阪医科大学 胸部外科 佐藤 澄

P48－2 三次元画像解析システムを用いた肺癌の腫瘍倍加時間と術後病理所見の比較と、縮小手術の適
応に関する検討

筑波大学附属病院 呼吸器外科 関根 康晴

P48－3 肺癌切除率の検討
宮崎県立延岡病院 呼吸器外科 能勢 直弘

P48－4 3DCT における横隔神経の同定
上越総合病院 呼吸器外科 尾嶋 紀洋

P48－5 術前肺血管 3DCT による肺静脈 Anomaly の検討
産業医科大学 第二外科 福市有希子

P48－6 仮想肺重量を用いた代償性肺成長に関する検討
栃木県立がんセンター 呼吸器外科 若松 郁磨

P48－7 肋骨骨軟骨腫の切除範囲決定に ConeBeamCT による術中マーキングが有用であった一例
久留米大学病院 外科 西 達矢

P48－8 CT ガイド下経皮肺針生検で術前診断に至らなかった肺癌手術症例の背景因子の検討
慶應義塾大学病院 外科学（呼吸器） 大村 征司

P48－9 経気管支的凍結療法プローブ先端の留置部位別における有効性の検討
東海大学医学部 外科学系呼吸器外科学 大岩 加奈

P49 一般示説 49
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

手術手技 1
座長：文 敏景（公益財団法人がん研究会有明病院 呼吸器外科）

P49－1 右主気管支の腺様嚢胞癌の切除後，連続縫合による右主気管支と気管分岐部との吻合術
京都桂病院呼吸器センター 呼吸器外科 玉里 滋幸

P49－2 Hybrid VATS で行う肺動脈形成の工夫
埼玉県立がんセンター 胸部外科 中島 由貴
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P49－3 当院で経験した気管支内腫瘍の 4 例
東名厚木病院 呼吸器外科 正津 晶子

P49－4 高周波スネア切除後に気管支形成を伴う肺癌切除術を行った 3 例
国立病院機構沖縄病院 外科 河崎 英範

P49－5 胸腔鏡下で可能な剥離・血管処理を行い，開胸移行し複雑気管支形成を施行した 2 例
大阪済生会中津病院 岡本 武士

P49－6 Transmanubrial approach（TMA）を追加した胸骨正中切開で切除した前胸壁・大静脈浸潤
肺癌の 1 例

大隅鹿屋病院 外科 朝戸 裕二

P49－7 右下葉切除後に発生した肺癌に対する胸腔鏡下右 S2 区域切除術
自治医科大学さいたま医療センター 呼吸器外科 坪地 宏嘉

P49－8 平行剥離による胸腔鏡下肺葉切除術における手技の工夫
北野病院 呼吸器外科 黄 政龍

P50 一般示説 50
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

術後合併症 8
座長：島田 順一（京都府立医科大学 呼吸器外科）

P50－1 肺気腫合併肺がんに対する右肺上葉切除直後に残存肺に発生した肺気瘤（葉間臓側胸膜剥
離）の治療経験と考察

市立札幌病院 呼吸器外科 田中 明彦

P50－2 COPD 合併肺癌における術後合併症の検討
産業医科大学 第 2 外科 金山 雅俊

P50－3 上葉切除術後再発に伴う閉塞性肺炎に対して残肺全摘術＋心膜合併切除術を施行し、術後膿胸
を来した 1 例

独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院 古堅 智則

P50－4 ARDS を併発した気管支断端瘻の瘻孔分離呼吸管理法
亀田総合病院 呼吸器外科 叢 岳

P50－5 間質性肺炎合併肺癌の臨床病理学的特徴と肺癌手術成績への影響
東京医科歯科大学 呼吸器外科 小林 正嗣

P50－6 間質性肺炎合併肺癌術後の急性増悪リスクスコアの有用性と他のリスク因子の検討
がん研究会有明病院呼吸器センター 外科 三ツ堀隼弘

P50－7 放射性肺臓炎合併肺癌術後に間質性肺炎急性増悪を認めた一例
東北大学病院 呼吸器外科 星 史彦

P50－8 喫煙患者における術前 FDG のびまん性集積が間質性肺炎増悪に及ぼす影響の検討
愛知県がんセンター中央病院 呼吸器外科 黒田 浩章
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P51 一般示説 51
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

合併症を有する肺癌 4
座長：饒平名知史（独立行政法人国立病院機構沖縄病院 外科）

P51－1 当院における低肺機能肺癌手術の検討
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器外科 堀内 翔

P51－2 肺葉切除術前外来リハビリテーション導入の取り組み
昭和大学横浜市北部病院 リハビリテーション室 松崎 文香

P51－3 臨床病期 I 期間質性肺炎合併非小細胞肺癌に対する術式の違いによる手術成績の比較
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 揖斐 孝之

P51－4 左側肺切除後に脾損傷による腹腔内出血を来した 1 症例
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 呼吸器外科学分野 鈴木 聡一

P51－5 術前精神疾患を併存する呼吸器外科手術症例の検討
滋賀医科大学 呼吸器外科 岡本 圭伍

P51－6 超重症肺気腫患者に発生した肺癌の 1 切除例
医仁会武田総合病院 呼吸器外科 鈴村 雄治

P51－7 当院における COPD 合併肺悪性腫瘍手術症例の検討
東京都立墨東病院 胸部心臓血管外科 尾辻 瑞人

P51－8 術後慢性呼吸不全を有する肺癌症例の検討
国立病院機構福岡病院 外科 上田 仁

P51－9 呼吸器合併疾患を有する原発性肺癌手術の術式選択と術後合併症
愛媛大学大学院 医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科 佐野 由文

P52 一般示説 52
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

再発・サルベージ 2
座長：中村 昭博（佐世保市総合医療センター 呼吸器外科）

P52－1 肺腺癌術後再発例における EGFR�TKI 長期投与後の耐性獲得・休薬後のフレア現象の経験
秋田大学 胸部外科 鈴木 陽香

P52－2 中枢型非小細胞肺癌完全切除後再発症例の検討
国保直営総合病院君津中央病院 呼吸器外科 飯田 智彦

P52－3 肺癌術後再発症例の検討
福井県済生会病院 呼吸器外科 滝沢 昌也

P52－4 肺癌術後再発に対するオシメルチニブ使用症例の検討
東京女子医科大学 外科学（第一） 片桐さやか

P52－5 進行肺癌に対する EGFR�TKI・殺細胞性抗癌剤逐次併用療法後のサルベージ手術の有用性
鹿児島大学 呼吸器外科 青木 雅也

P52－6 根治的化学療法または化学放射線療法後の非小細胞肺癌に対するサルベージ手術症例の検討
倉敷中央病院 呼吸器外科 松岡 智章
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P52－7 当院における原発性肺癌に対するサルベージ手術の 3 例の検討
東京歯科大学市川総合病院 外科学講座 江口 圭介

P53 一般示説 53
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

再発・サルベージ 3
座長：菅谷 将一（独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 呼吸器外科）

P53－1 進行、術後再発非小細胞肺癌に対して免疫チェックポイント阻害剤を投与した症例の解析
産業医科大学 第 2 外科 市来 嘉伸

P53－2 当科における免疫チェックポイント阻害薬の使用経験
伊那中央病院 呼吸器外科 高砂敬一郎

P53－3 PDL�1 高発現の非小細胞肺癌術後再発例に対するペンブロリズマブの使用経験
東北医科薬科大学医学部 外科学第二 菅原 崇史

P53－4 PET�CT による肺癌術後再発スクリーニングの有用性：異時性重複癌の早期発見に関する検
討

順天堂大学医学部附属浦安病院 今清水恒太

P53－5 当院での肺癌術後再発における免疫治療経験
仙台医療センター 佐藤 卓

P53－6 進行肺癌に対し CRT 後、サルベージ区域切除術を施行した 1 例
山形大学医学部附属病院 捧 貴幸

P53－7 Oligo�PD に対するサルベージ手術を施行した ALK 肺癌の 2 例
西宮市立中央病院 呼吸器外科 桧垣 直純

P53－8 臨床病期 4 期原発性肺癌に対する原発巣外科切除を含めた集学的治療に関する前向き検討
帝京大学医学部 外科 上原 浩文

P54 一般示説 54
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

縦隔腫瘍 3
座長：乾 健二（横浜市立大学附属市民総合医療センター 呼吸器病セン

ター外科）

P54－1 頸部に発生した異所性胸腺腫の 1 切除例
名古屋第二赤十字病院 呼吸器外科 高田 まり

P54－2 縦隔内異所性副甲状腺腫に対する胸腔鏡下手術症例の検討
東京女子医科大学 外科学（第一） 光星 翔太

P54－3 縦隔血腫をきたした異所性副甲状腺腫の一例
横浜労災病院 呼吸器外科 木越 宏紀

P54－4 異なる外科的アプローチで摘出し得た縦隔内異所性副甲状腺腺腫の 2 例
東京医科歯科大学医学部附属病院 呼吸器外科 高橋 健
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P54－5 縦隔原発性胚細胞腫瘍における外科治療の意義
千葉大学大学院 医学研究院 呼吸器病態外科学 大橋 康太

P54－6 術後に傍腫瘍性神経症候群の発症が疑われた縦隔胚細胞性腫瘍の一例
秋田大学医学部附属病院 呼吸器外科 渡邉伸之助

P54－7 膵組織成分が誘因と考えられた喀血を伴う成熟型奇形腫の 1 例
岸和田徳洲会病院 外科 山口 智之

P54－8 意識消失を呈した巨大成熟型嚢胞性奇形腫の 1 切除例
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 呼吸器科 村上 裕亮

P55 一般示説 55
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

縦隔腫瘍 4
座長：中西 浩三（国立病院機構埼玉病院 呼吸器外科）

P55－1 前縦隔病変と肺野病変を併発した患者に対する当院での手術戦略
藤田保健衛生大学 呼吸器外科 根木 隆浩

P55－2 横隔膜直上の腫瘍に対する胸腔鏡下手術の工夫―見下げ式胸腔鏡下手術が有用であった 2
例―

東京女子医科大学東医療センター 呼吸器外科 坂本 圭

P55－3 胸腺原発の IgG4 関連疾患の 1 切除例
東京慈恵会医科大学付属病院 呼吸器外科 野田 祐基

P55－4 縦隔に発生したラブドイド腫瘍の 1 例
大館市立総合病院 呼吸器外科 工藤 智司

P55－5 初回治療寛解後に残存病変の再燃が疑われ切除を行った前縦隔悪性リンパ腫の 1 例
千葉大学医学部附属病院成田赤十字病院肺がん治療センター 星野 英久

P55－6 胃癌、腎細胞癌と同時性に発生した paraganglioma の 1 切除例
新行橋病院 呼吸器外科 下川 秀彦

P55－7 術後 12 年後に再発した後縦隔神経鞘腫の 1 例
兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器外科 湯浅 樹

P55－8 頚部上中縦隔発生の迷走神経鞘腫に対して頚部アプローチのみで被膜間摘出を行った 1 例
国立病院機構大牟田病院 矢口 綾子

P56 一般示説 56
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

先天性疾患 2
座長：内山 明彦（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院 外

科）

P56－1 肺動静脈瘻手術症例の検討
大和市立病院 呼吸器外科 須賀 淳

P56－2 緊張性血胸を呈した肋間動脈�奇静脈瘻に伴う破裂瘤の 1 例
帝京大学医学部 外科 白井 俊
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P56－3 術前ステント留置が有用であった肺底区動脈大動脈起始症の一例
兵庫医科大学病院 呼吸器外科 中道 徹

P56－4 先天性嚢胞性腺腫様奇形の 2 切除例
久留米大学 外科学講座 松本 亮一

P56－5 先天性嚢胞性腺腫様奇形（CCAM）に対し右下葉切除を行った 1 例
大垣市民病院 胸部外科 竹中 裕史

P56－6 先天性奇形を伴った肺癌症例に対する胸腔鏡下肺切除術の治療経験
滋賀県立成人病センター 呼吸器外科 横山 雄平

P56－7 胸壁に発生した小児の筋肉内血管腫の一例
東海大学八王子病院 呼吸器外科 中川 知己

P57 一般示説 57
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

希少肺癌 3
座長：奥村 典仁（倉敷中央病院 呼吸器外科）

P57－1 肺原発多形癌切除例の臨床的検討
北九州市立医療センター 呼吸器外科 濱武 基陽

P57－2 肺多形癌切除例の検討
がん・感染症センター都立駒込病院 呼吸器外科 奥井 将之

P57－3 肺多形癌切除 11 症例の検討
岩国医療センター 胸部外科 渡邉 元嗣

P57－4 当科における肺原発多形癌の検討
横浜労災病院 呼吸器外科 菅野 健児

P57－5 当院で経験した肺多形癌切除症例の検討
尾道市立市民病院 外科 田口 健一

P57－6 顆粒球コロニー刺激因子産生肺扁平上皮癌の 1 例
大阪府済生会吹田病院 呼吸器外科 鈴木 啓史

P57－7 肺癌完全切除により角化性紅斑が改善した Bazex 症候群の 1 例
中部ろうさい病院 篠原 周一

P58 一般示説 58
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

気胸・嚢胞性疾患 5
座長：大出 泰久（静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科）

P58－1 自然気胸と先天性心膜欠損症の一例―縦隔気腫の新たな成因
聖マリアンナ医科大学 呼吸器外科 小島 宏司

P58－2 若年者自然気胸における PGA シート切除断端被覆の効果
名古屋第一赤十字病院 呼吸器外科 上野 陽史
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P58－3 吸収性材料を用いた気胸手術と術式変遷
焼津市立総合病院 外科 北 雄介

P58－4 成長期気胸の再発予防における S6 切除の意義
聖マリア病院 呼吸器外科 大渕 俊朗

P58－5 外科的治療と自己血胸膜癒着療法にて気瘻閉鎖を得た難治性気胸の 1 例
北九州市立八幡病院 外科 野々村 遼

P58－6 特発性血気胸 20 例の臨床的検討
杏林大学医学部付属病院 外科学（呼吸器・甲状腺） 三浦 隼

P58－7 血管塞栓術を先行して安全に血腫除去を施行しえた血胸の 2 症例
東京都立墨東病院 胸部心臓血管外科 小野里優希

P58－8 気胸にて発見された先天性心膜欠損症の 3 例
東京逓信病院 呼吸器外科 酒井 絵美

P59 一般示説 59
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

手術手技 2
座長：加藤 良一（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 呼吸器外科）

P59－1 両側同時進行アプローチによる胸腔鏡下縦隔腫瘍手術
金沢大学 先進総合外科（呼吸器外科） 吉田 周平

P59－2 前縦隔腫瘍に対する完全胸腔鏡切除術の検討
佐世保市総合医療センター 呼吸器外科 森野 茂行

P59－3 胸腔内全面癒着症例への胸腔鏡下肺葉切除術
日本海総合病院 呼吸器外科 金内 直樹

P59－4 右肺下葉切除後残存肺アスペルギルス症に対する残肺全摘術の 1 例
自治医科大学附属さいたま医療センター 呼吸器外科 大谷 真一

P59－5 VATS 左横隔膜縫縮術により呼吸機能が改善し切除し得た右異時性重複肺癌の一例
千葉県がんセンター 呼吸器外科 松井由紀子

P59－6 術前限局性肺炎を生じた IPF 合併左肺癌に対し、ピルフェニドン導入後左舌区切除術の 1 例
国際医療福祉大学熱海病院 呼吸器外科 吉田 成利

P59－7 気管支切開により摘出した気管支異物の 2 例
地域医療機能推進機構福岡ゆたか中央病院 呼吸器外科 生田 安司

P59－8 Hybrid OR・仮想気管支鏡・近赤外線蛍光・Projection mapping を駆使した胸腔鏡手術
高知大学医学部 外科学（外科 2）講座 穴山 貴嗣
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P60 一般示説 60
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

肺癌―基礎研究 2
座長：山本 真一（自治医科大学 外科学講座呼吸器外科部門）

P60－1 肺腺癌における癌幹細胞マーカー ALDH1・CD133 は相関して発現する傾向がある
産業医科大学医学部 第二外科 小山 倫浩

P60－2 転移リンパ節における P�cadherin の発現
東京医科歯科大学 呼吸器外科 今井紗智子

P60－3 転移関連脱ユビキチン化酵素 UCHL1 の肺高悪性度神経内分泌癌における発現と新規標的分子
としての可能性

東京医科大学 呼吸器甲状腺外科学分野 嶋田 善久

P60－4 高悪性度神経内分泌肺腫瘍における PD�L1 の発現解析
愛媛大学大学院 医学系研究科 心臓血管呼吸器外科学 坂上 倫久

P60－5 次世代シークエンサーを用いた新規肺癌バイオマーカー探索
広島大学病院 呼吸器外科 上田 大介

P60－6 次世代シーケンサーを用いた非小細胞肺癌の PIK3CA 変異解析と driver 遺伝子変異及び臨床
病理学的因子との関連

群馬大学医学部附属病院 呼吸器外科 尾林 海

P60－7 気管支鏡検体に対する遺伝子変異解析：気道内遊離 DNA を利用した肺癌診断法の開発
山梨県立中央病院 呼吸器外科 後藤太一郎

P60－8 肺癌手術におけるビタミン B2 をトレーサーとした術中センチネルリンパ節同定法
金沢大学 先進総合外科（呼吸器外科） 吉田 周平

P61 一般示説 61
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

良性肺腫瘍 その他 2
座長：窪倉 浩俊（日本医科大学武蔵小杉病院 呼吸器外科）

P61－1 当科で経験した硬化性肺胞上皮腫 7 切除例の検討
熊本大学医学部付属病院 呼吸器外科 松原 恵理

P61－2 円形無気肺を呈した肺乳頭腫の 1 例
三重県立総合医療センター 呼吸器外科 庄村 心

P61－3 術前に胸壁腫瘍との鑑別が困難であった Extrapleural sign 陽性臓側胸膜原発孤立性線維性腫
瘍の 2 例

富山大学 呼吸循環総合外科 明元 佑司

P61－4 中枢および末梢気道に発生した乳頭腫の 2 例
昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 高宮新之介

P61－5 肺葉切除を必要とした肺良性腫瘍の検討
東京都立墨東病院 胸部心臓血管外科 内藤 潤

P61－6 残存下葉に発生した限局性結節性肺アミロイドーシスの 1 例
川口市立医療センター 呼吸器外科 古市 基彦
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P61－7 脂肪組織を主体とした肺 placental transmogrification の 1 切除例
福井県立病院 外科 清水 陽介

P62 一般示説 62
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 4
座長：青山 晃博（神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器外科）

P62－1 悪性エクリンらせん腺腫肺転移の一切除例
大阪大学大学院 医学系研究科 呼吸器外科学 河中 聡之

P62－2 原発巣術後 10 年経過して切除された副腎皮質癌肺転移の一例
大阪医科大学 外科学胸部外科学 花岡 伸治

P62－3 胸腺腫術後再発に対して再切除を行った 4 例
飯塚病院 呼吸器外科 西澤 夏將

P62－4 当院で最近経験した難治性気胸の 4 例
富山赤十字病院 心臓血管・呼吸器外科 宮津 克幸

P62－5 後縦隔 Muller 管嚢胞の 3 切除例
大阪急性期・総合医療センター 呼吸器外科 船越 康信

P62－6 甲状腺癌初回手術後 22 年目で肺転移をきたした一例
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 胸部外科 久保友次郎

P62－7 自然気胸の再発と家族内発症を認め，Birt�Hogg�Dube 症候群と診断された 1 例
川崎医科大学 総合外科学 湯川 拓郎

P62－8 術後 3 年で再発・播種を生じた孤在性繊維性腫瘍の一例
県立宮崎病院 外科 大薗 慶吾

P63 一般示説 63
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 5
座長：井上 政昭（下関市立市民病院 呼吸器外科）

P63－1 肺癌を疑った左上下葉にまたがり存在した肺海綿状血管腫の 1 例
姫路赤十字病院 呼吸器外科 水谷 尚雄

P63－2 トシリズマブ（抗 IL�6 抗体）使用中に増大傾向を認めた肺リウマチ結節の 1 例
慈泉会 相澤病院 呼吸器外科 村山 大輔

P63－3 胸壁に発生した再々発脂肪芽腫の 1 切除例
大阪医科大学 胸部外科 佐藤 澄

P63－4 同種骨髄移植後反復性両側気胸を生じ慢性肺 GVHD を診断した 1 例
聖フランシスコ病院 外科 白藤 智之

P63－5 自然血気胸に対し胸腔鏡下手術を施行した 4 例の検討
JA 秋田厚生連 大曲厚生医療センター 呼吸器外科 岩井 英頌
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P63－6 縦隔腫瘍を疑った胸腔内遊離体（胸腔ネズミ）の 1 例
国家公務員共済組合連合会高松病院 呼吸器外科 石川 真也

P63－7 血気胸で発症した術後創部肋間肺ヘルニアの 1 例
国家公務員共済組合連合会高松病院 呼吸器外科 石川 真也

P64 一般示説 64
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 6
座長：山崎 宏司（国立病院機構九州医療センター 呼吸器外科）

P64－1 胸腺原発粘表皮癌の 1 切除例
新古賀病院 呼吸器外科 手石方崇志

P64－2 肺癌術後の異時性肝転移に対して外科的治療が奏功し長期生存が得られた一例
岡山済生会総合病院 外科 杉本 龍馬

P64－3 縦隔原発髄外性形質細胞腫の 1 切除例
金沢大学 先進総合外科（呼吸器外科） 田中 宏幸

P64－4 妊婦に合併した縦隔成熟奇形腫に対して手術を行った 1 例
岡山大学病院 呼吸器外科 宮内 俊策

P64－5 縦隔内異所性副甲状腺腫に対し縦隔腫瘍摘除術を行った 2 例
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科学分野 西岡 祐希

P64－6 慢性肺血栓塞栓症を合併した左上区域肺癌の 1 切除例
藤田保健衛生大学病院 医療の質・安全対策部 安田あゆ子

P64－7 術前放射線化学療法後人工心肺補助下に切除し得た浸潤性胸腺腫の一例
東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 阿部皓太郎

P64－8 気管支鏡下生検でリポイド肺炎と診断した肺癌の 1 例
姫路赤十字病院 福本 侑麻

P64－9 腸型肺腺癌の 1 例
神戸赤十字病院 呼吸器外科 三浦 賢仁

P65 一般示説 65
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 7
座長：吉松 隆（福岡和白病院 呼吸器外科）

P65－1 孤立性肩甲骨転移を認めた縦隔胚細胞腫瘍の 1 例
徳島県立中央病院 外科 山本 清成

P65－2 皮膚筋弁を用いて再建した、長径 53mm におよぶ気管腺様嚢胞癌の一例
愛知医科大学病院 呼吸器外科 山地 雅之

P65－3 巨大胸膜孤立性線維性腫瘍の 1 切除例
札幌医科大学附属病院 呼吸器外科 大川 美穂
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P65－4 右 A7 が右主肺動脈から分岐した右肺動脈分岐異常の 1 例
獨協医科大学 埼玉医療センター 井上 裕道

P65－5 異時性異型性 3 重癌の 1 例―右上葉小細胞癌に対して施行した放射線照射部に発生した腺癌
を中心に―

ベルランド総合病院 呼吸器外科 永野 晃史

P65－6 胸壁広範切除術を施行した右胸壁原発類上皮肉腫の一例
近畿大学医学部奈良病院 櫻井 禎子

P65－7 High grade fetal adenocarcinoma の一切除例
王子総合病院 外科 長島 諒太

P66 一般示説 66
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 8
座長：芳野 充（国立病院機構千葉医療センター 呼吸器外科）

P66－1 胸腔鏡下横隔膜縫縮術により、呼吸機能が改善した横隔膜神経麻痺の 2 例
製鉄記念室蘭病院 外科呼吸器外科 長谷龍之介

P66－2 自然縮小を認めた髄膜腫肺転移の一切除例
福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 山本玲央那

P66－3 胸腔鏡下手術で切除したミュラー管嚢胞の 1 例
町田市民病院 外科 原田愛倫子

P66－4 成人縦隔脂肪腫の一切除例
佐賀大学医学部附属病院 胸部・心臓血管外科 堀 晋一朗

P66－5 画像上カルチノイドとの鑑別を要した炎症性筋線維芽細胞腫瘍の一例
旭川医科大学 呼吸器センター 石橋 佳

P66－6 胸腔鏡下縦隔リンパ節生検・肺腫瘍生検が診断に有用であった多中心型 Castleman 病の 1 例
自衛隊中央病院 呼吸器外科 小原 聖勇

P66－7 加熱式たばこによる過敏性肺臓炎が疑われた 1 例
富山大学 呼吸循環総合外科 田邊慶太郎

P66－8 後縦隔ミュラー管嚢胞の一例
大阪はびきの医療センター 呼吸器外科 磯野 友美

P67 一般示説 67
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 9
座長：三浦 隆（国家公務員共済組合連合会新別府病院 呼吸器外科）

P67－1 乳癌術後ホルモン療法終了後 1 年にて発症した閉経後胸腔内子宮内膜症を伴う女性気胸の 1
例

愛媛医療センター 外科 湯汲 俊悟

P67－2 感染性巨大気腫性肺嚢胞の急性期・慢性期手術の経験
焼津市立総合病院 外科 小林 亮
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P67－3 舌癌の多発肺転移により発症した同時性両側気胸の 1 例
昭和大学医学部 外科学講座呼吸器外科学部門 大島 穣

P67－4 若年自然気胸に対する補強材付き自動縫合器の有用性の検討
公立甲賀病院 呼吸器外科 白鳥 琢也

P67－5 癌性胸膜炎に伴う難治性気胸の 3 手術例
市立豊中病院 外科 廣中 宏美

P67－6 転移性肺腫瘍との鑑別に苦慮した肺芽腫の 1 例
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科学分野 松本 学

P67－7 多発胸椎圧迫骨折が原因で生じた多発肋骨骨折と続発性気胸の 1 例
東住吉森本病院 外科 野村 奈央

P68 一般示説 68
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 10
座長：坂入 祐一（千葉大学医学部附属病院 呼吸器外科）

P68－1 縦隔鏡下に切除した縦隔発生気管支原性嚢胞の 1 例
明石医療センター 呼吸器外科 田内 俊輔

P68－2 非結核性抗酸菌症（NTM）による病巣の破綻によって発生した難治性膿気胸の 2 手術例
佐賀県医療センター好生館 呼吸器外科 寺崎 泰宏

P68－3 画像上鑑別診断が困難であった肺類上皮血管内皮腫の 1 例
岐阜市民病院 呼吸器外科 平野 芙実

P68－4 画像上、肺悪性腫瘍の様相を呈した肺内 Castleman 病の一手術例
兵庫県立がんセンター 呼吸器外科 南 和宏

P68－5 当院で経験した月経随伴性気胸 4 例の検討
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 呼吸器外科 保坂 智子

P68－6 Birt�Hogg�Dube 症候群に伴う同時性両側気胸に対して、異時性に両側 total pleural covering
を施行した 1 例

福島赤十字病院 呼吸器外科 渡邊 譲

P68－7 我が国への渡航中に発症した家族性気胸（Birt�Hogg�Dube 症候群）の 1 例
箕面市立病院 外科 大村 彰勲

P68－8 月経随伴性気胸の 2 例
聖隷横浜病院 呼吸器外科 竹内 健

P69 一般示説 69
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 11
座長：和田 啓伸（千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外科学 呼吸器外科）

P69－1 気管支原発唾液腺型悪性混合腫瘍の 1 切除例
済生会兵庫県病院 富山 憲一
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P69－2 原発性肺癌区域切除後の断端再発との鑑別を要した staple 周囲肉芽腫の 2 例
長野市民病院 呼吸器外科 小池 幸恵

P69－3 横隔神経より発生した神経鞘腫の 2 切除例
大阪医科大学 胸部外科 片岡 尚之

P69－4 Minute meningothelial�like nodules の 1 例
ベルランド総合病院 呼吸器外科 花田 庄司

P69－5 肺癌術後に劇症型溶血性連鎖球菌感染症を発症し救命した一例
福岡大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 今村奈緒子

P69－6 上大静脈症候群を伴う縦隔腫瘍に対し集学的治療を行った 1 例
徳島赤十字病院 外科 福田 美月

P69－7 両側肺扁平上皮癌に対し右肺楔状スリーブ上葉切除と左肺楔状切除術を同時に施行した 1 例
関西労災病院 山本 亜弥

P70 一般示説 70
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 12
座長：伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター 呼吸器外科）

P70－1 胸腔鏡下右膿胸腔掻把術後の肺癌に対し、胸腔鏡下右 S6 区域切除を施行した 1 例
高松赤十字病院 胸部・乳腺外科 監崎孝一郎

P70－2 肺癌が疑われた特発性肺血腫と思われる 1 例
北九州市立八幡病院 外科 井上 征雄

P70－3 自然気胸術後に上肢挙上困難と翼状肩甲を呈した 1 例
川崎市立川崎病院 呼吸器外科 井澤菜緒子

P70－4 肺癌術後の気管支断端瘻に対して気管支鏡下フィブリン糊粘膜下注入により治癒せしめた 3
例

八戸市立市民病院 呼吸器外科 三井 匡史

P70－5 自動縫合器の補強材が原因と考えられた術後肺瘻の 1 例
刈谷豊田総合病院 呼吸器外科 細川 真

P70－6 肺癌術後補助化学療法中に発症した Mycobacterium fortuitum による有瘻性膿胸の 1 例
国立病院機構熊本再春荘病院 小林 広典

P70－7 腫瘍内膿瘍から膿胸を合併した肺癌の 1 手術例
香川県立白鳥病院 外科 環 正文

P70－8 食道憩室を合併した右下葉肺癌の 1 例
宮崎県立宮崎病院 外科 別府樹一郎

P70－9 術後気管支断端瘻に対し、気管支断端大網充填術を施行した 2 例
相澤病院 外科 佐野 寿郎
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P71 一般示説 71
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

症例 13
座長：長門 芳（千葉県済生会習志野病院 呼吸器外科）

P71－1 左上大静脈遺残を有する左上葉肺癌に対し胸腔鏡下左上葉切除術を施行した一例
熊本中央病院 松石健太郎

P71－2 子宮平滑筋肉腫肺転移の一切除例
NTT 東日本札幌病院 外科 道免 寛充

P71－3 治療に難渋した原発性乳糜心膜症の一例
島根大学 呼吸器外科 上田 和典

P71－4 肺癌術後遅発性乳び胸の 2 例
厚生連高岡病院 胸部外科 谷内 毅

P71－5 自然退縮した原発性肺癌の 1 例
北九州総合病院 呼吸器外科 中川 誠

P71－6 多発肺癌切除例についての検討
静岡市立静岡病院 呼吸器外科 土屋 恭子

P71－7 肺扁平上皮癌の臨床病理学的解析
山形県立中央病院 呼吸器外科 鈴木 克幸

P71－8 Occult 縦隔リンパ節転移を生じた ROS1 融合遺伝子陽性 PD�L1 強陽性肺腺癌の切除例
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科学分野 小川 裕行

P72 一般示説 72
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

解剖、生理
座長：宮元 秀昭（財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 呼吸器疾

患研究所）

P72－1 左側縦隔面型舌区・下葉肺動脈の一例
佐野厚生総合病院 呼吸器外科 眞木 充

P72－2 左上大静脈遺残と右上大静脈欠損を伴った左肺上葉原発性肺癌に対し、完全鏡視下肺葉切除術
を施行した 1 例

関東労災病院 呼吸器外科 菊池 章友

P72－3 肺癌術前に左 B1+2 転位気管支を同定した 3 例
横浜市立市民病院 呼吸器外科 福冨 寿典

P72－4 肺動脈が縦隔型下葉枝を有した右下葉肺癌の 1 切除例
松下記念病院 外科 和泉 宏幸

P72－5 右 V2 と V1�3 の間を走行する A4+5 の走行異常を認め V2 の血管形成を行った 1 例
独立行政法人国立病院機構高知病院 坂本 晋一

P72－6 縦隔型 A7+8+9を有する右下葉切除の 1 例
新久喜総合病院 呼吸器外科 宮田 剛彰
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P72－7 右側肺葉切除術後の同側二次肺癌に対し残肺葉切除を行い中葉を温存した 2 例の検討
鳥取県立厚生病院 胸部外科 松岡 佑樹

P72－8 完全内臓逆位合併肺癌に対する胸腔鏡下左肺中葉切除
北里研究所病院 呼吸器外科 神谷 紀輝

P73 一般示説 73
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

PD�L1、遺伝子変異
座長：田畑 俊治（東北医科薬科大学 医学部 外科学第2）

P73－1 肺腺癌切除検体における PD�L1 発現の検討
福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 山浦 匠

P73－2 当院での肺癌切除例に関する PD�L1 発現の検討
大阪市立大学医学部 呼吸器外科 宮本 光

P73－3 肺腺癌組織亜型における PD�L1 発現と臨床病理学的因子の検討
聖マリアンナ医科大学 呼吸器外科 宮澤 知行

P73－4 肺癌切除標本における PD�L1 の発現に関する検討
大分大学 呼吸器・乳腺外科 小副川 敦

P73－5 肺腺癌における EGFR 遺伝子変異と病理学的悪性度・予後
名古屋大学 呼吸器外科 尾関 直樹

P73－6 EGFR 遺伝子 T790M 変異を有した原発性肺腺癌の術後再発に対する、オシメルチニブ奏功中
の 1 例

JA 長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 呼吸器外科 花岡 孝臣

P73－7 外科的肺生検にて T790M 変異を検出し、オシメルチニブを投与することにより長期生存が得
られている 1 症例

松山赤十字病院 呼吸器外科 波呂 祥

P74 一般示説 74
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

MG
座長：似鳥 純一（東京大学医学部附属病院 呼吸器外科）

P74－1 重症筋無力症に対する 3�port 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術の治療成績
虎の門病院呼吸器センター 外科 吉村 竜一

P74－2 重症筋無力症の拡大胸腺摘出術の長期効果と周術期管理
徳島大学大学院 胸部・内分泌・腫瘍外科 澤田 徹

P74－3 剣状突起化アプローチによる重症筋無力症に対する拡大胸腺切除術
愛知医科大学 呼吸器外科 矢野 智紀

P74－4 本院における重症筋無力症の手術と周術期管理―単孔式手術と免疫吸着療法
日本医科大学武蔵小杉病院 呼吸器外科 岡本 淳一

P74－5 年齢別（65 歳以上/65 歳未満）にみた重症筋無力症に対する手術成績
山口大学 器官病態外科学講座 大塚 遼
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P74－6 重症筋無力症手術症例 24 例の検討
信州大学医学部 呼吸器外科 兵庫谷 章

P74－7 重症筋無力症合併胸腺腫 22 手術例の検討
国立病院機構北海道医療センター 呼吸器外科 本間 直健

P75 一般示説 75
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

デバイス、新技術 2
座長：永島 明（北九州市立医療センター 呼吸器外科）

P75－1 呼吸器外科領域における多軸血管撮影装置‘Artis zeego’の有効活用―肺微小病変の局在を同
定するために―

昭和大学病院医学部 外科学部門呼吸器外科学講座 片岡 大輔

P75－2 ICG 蛍光ナビゲーションによる胸腔鏡下肺区域切除術：含気虚脱法との比較
金沢医科大学 呼吸器外科学 本野 望

P75－3 インドシアニングリーン（ICG）を用いた肺区域切除術の検討
独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 安達 大史

P75－4 Uniportal VATS Lobectomy 安全性向上のためにできること
東京医科大学 呼吸器・甲状腺外科学分野 萩原 優

P75－5 多重管構造の Needle�surgery device を用いた単孔式胸部交感神経切除術
山本英博クリニック 山本 英博

P75－6 Uniportal VATS 導入のための工夫―Shanghai Pulmonary Hospital での研修とウェットラボで
の実験を踏まえて―

近畿大学医学部附属病院 呼吸器外科 千葉 眞人

P75－7 消極的縮小切除における正確な区域間同定は再発の減少に寄与するか？―赤外光胸腔鏡を用
いた試み

香川大学 呼吸器・乳腺内分泌外科 垂水晋太郎

P75－8 自己フィブリン糊の肺切除術における使用経験
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 胸部・一般外科 田畑佑希子

P75－9 民生用ウェラブルカメラを用いた、術野撮影の試み
京都市立病院 呼吸器外科 河野 朋哉

P76 一般示説 76
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

外傷、緊急手術
座長：青江 基（香川県立中央病院 呼吸器外科）

P76－1 術後 CRP 変化は予後因子となりうるか？～傾向スコアによる解析～
中部ろうさい病院 呼吸器外科 篠原 周一

P76－2 肺動脈裂傷による大量血胸で緊急開胸手術を行い救命した一例
一宮西病院 呼吸器外科 大亀 剛
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P76－3 急速に増大する血腫を形成した肺アミロイドーシスの一例
宝塚市立病院 呼吸器外科 冨田栄美子

P76－4 急性大動脈解離の術中、肺動脈カテーテルによる肺動脈損傷をきたし、緊急にて右中葉切除
を行った一例

佐賀県医療センター好生館 呼吸器外科 宮本 詩子

P76－5 肺癌前転移ニッチ関連炎症性マーカーの網羅的解析
関西医科大学 呼吸器外科学講座 齊藤 朋人

P76－6 高度気道狭窄に対し挿入した自己拡張型金属ステントの逸脱により、起立性低血圧を生じた一
例

洛和会音羽病院 呼吸器外科 一瀬増太郎

P77 一般示説 77
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

周術期治療
座長：尾関 雄一（防衛医科大学校 呼吸器外科）

P77－1 術後病理病期 IB/II/IIIA 期非小細胞肺癌完全切除例の術後化学療法における CBDCA+TS�1
併用療法の忍容性

近畿大学医学部奈良病院 呼吸器外科 楠本 英則

P77－2 当院における Pembrolizumab の使用経験
国家公務員共済組合連合会新小倉病院 呼吸器外科 岩田 輝男

P77－3 術前化学療法を施行した原発性肺癌症例の検討
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器外科 諸岡 宏明

P77－4 Micropapillary 成分を有する病理病期 II，IIIA 肺腺癌に対するプラチナベース術後補助化学療
法の効果について

横浜市立大学 外科治療学教室 伊坂 哲哉

P77－5 肺尖部胸壁浸潤肺癌に対する trimodality 治療成績の検討
富山市立富山市民病院 呼吸器血管外科センター 嶋田 喜文

P77－6 胸壁浸潤肺癌に対する術前導入療法後の外科治療成績
聖隷三方原病院 呼吸器センター外科 鈴木恵理子

P77－7 肺癌取扱い規約第 8 版に沿った腫瘍径 2cm 以上の肺腺癌に対する UFT の適応について
群馬県立がんセンター 藤田 敦

P77－8 免疫治療は外科治療をどう変えるか
日本赤十字社医療センター 呼吸器外科 寺田百合子

P78 一般示説 78
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

教育・安全
座長：小池 輝元（新潟大学大学院医歯学総合研究科 呼吸循環外科学分野）

P78－1 当院における完全鏡視下胸腔鏡手術修練についてのアンケート調査
国立病院機構姫路医療センター呼吸器センター 外科 長井信二郎
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P78－2 アニマルラボを利用した胸部外科手術におけるチームトレーニング
岡山大学 医歯薬学総合研究科呼吸器・乳腺内分泌外科 山根 正修

P78－3 気管支形成手術トレーニングとしての用手的縫合による気管支断端閉鎖
太田西ノ内病院 矢吹 皓

P78－4 呼吸器外科研修はどう開始するか？
熊本大学 呼吸器外科 森 毅

P78－5 医学部学生に対する呼吸器外科学 e�learning の効果の検討
京都山城総合医療センター 呼吸器外科 伊藤 和弘

P78－6 がん教育における呼吸器（腫瘍）外科医の外部講師としてのあり方
埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 儀賀 理暁

P78－7 肺切除クリニカルパス：開胸と胸腔鏡で異なるパスは必要か
地方独立行政法人栃木県立がんセンター 中原 理恵

P78－8 演題取下

P78－9 肺葉切除における肺動脈出血事例の後方視的検討
宮崎大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺外科 綾部 貴典

P79 一般示説 79
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

胸水、PLC
座長：山田 俊介（東海大学医学部付属八王子病院 呼吸器外科）

P79－1 当院の c�stage I 期非小細胞肺癌切除例における開胸時胸腔洗浄細胞診陽性例の臨床学的背景
と予後の検討

産業医科大学 第 2 外科 名部 裕介

P79－2 肺癌手術における閉胸前胸腔洗浄細胞診の検討
国立病院機構東近江総合医療センター 呼吸器外科 尾崎 良智

P79－3 当科における PLC�pre（－），post（＋）症例の検討
長野市民病院 呼吸器外科 砥石 政幸

P79－4 開胸時胸腔内洗浄細胞診陽性例に対する術後補助化学療法の検討
兵庫県立がんセンター 田中 宏樹

P79－5 当院での原発性肺癌手術における胸腔内洗浄細胞診の検討
国立病院機構埼玉病院 呼吸器外科 伊藤 知和

P79－6 臨床病期 1 期原発性肺腺癌における術中採取胸水細胞診陽性例の臨床病理学的検討
綾部市立病院 呼吸器外科 岩崎 雅

P79－7 悪性胸水・胸膜播種を伴う肺癌症例に対する肺葉切除に関する検討
神鋼記念病院呼吸器センター 笠井 由隆

P79－8 外科的切除を行った胸膜播種，悪性胸水を伴う肺癌手術症例の検討
近畿大学 外科学教室呼吸器外科部門 藤野 智大
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P80 一般示説 80
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

TNM予後因子
座長：岡林 寛（独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 呼吸器外

科）

P80－1 微小浸潤性腺癌を術前診断するのは困難である
徳島大学病院 呼吸器外科 滝沢 宏光

P80－2 当院における原発性肺癌根治切除後の予後因子の検討
奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科 安川 元章

P80－3 臨床病期 4 期非小細胞肺癌に対する呼吸器外科手術の安全性の検討
明和病院 呼吸器外科 奥田 昌也

P80－4 当院手術例における肺癌取扱い規約第 8 版での clinical T 因子と pathological T 因子の一致率
の検討

日立総合病院 呼吸器外科 上田 翔

P80－5 肺炎像を呈する T4 腺癌完全切除症例の検討
日赤長崎原爆病院 土肥良一郎

P80－6 pT3N0�1 非小細胞肺癌根治切除例における T 因子の検討
近畿大学医学部 外科学教室呼吸器外科 西野 将矢

P80－7 病理病期 IIIA 完全切除非小細胞肺癌の術後予後因子の検討
済生会宇都宮病院 呼吸器外科 重信 敬夫

P80－8 3�port 胸腔鏡下区域切除後の同側異時性多発肺癌に対する胸腔鏡下手術の工夫
虎の門病院呼吸器センター 外科 油原 信二

P81 一般示説 81
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

TMN
座長：森山 重治（岡山赤十字病院 呼吸器外科）

P81－1 新 TNM 分類 IB 期の非小細胞肺癌手術症例についての検討
千葉県がんセンター 呼吸器外科 田中 教久

P81－2 臨床病期 I 期における術前 GGO の有無と対応する病理所見の予後への影響について
国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 青景 圭樹

P81－3 胸腔鏡手術を施行した病理病期 I 期原発性肺癌患者の再発予後予測ノモグラム
鳥取大学医学部 胸部外科 春木 朋広

P81－4 臨床病期 I 期小細胞肺癌切除症例の検討
近畿大学 呼吸器外科 古賀 教将

P81－5 臨床病期 I�II 期肺腺癌術後病期進行の予測因子の検討
綾部市立病院 呼吸器外科 下村 雅律

P81－6 当院における病理病期 1 期の検討：筋肉量に注目しての検討
水戸医療センター 外科 飛田 理香
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P81－7 cN0 非小細胞肺癌切除症例における病理学的リンパ節転移の予測因子の検討
九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 島松晋一郎

P82 一般示説 82
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

高齢者肺癌
座長：堀之内宏久（さいたま市立病院 呼吸器外科）

P82－1 当院における 80 歳以上高齢者肺癌手術の検討
独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 外科 正村 裕紀

P82－2 当院における 80 歳以上の高齢者肺癌患者の検討
山形県立中央病院 呼吸器外科 鑓水 佳

P82－3 80 歳以上高齢者肺癌の手術症例の検討
東京女子医科大学 第一外科 青島 宏枝

P82－4 80 歳以上の高齢者非小細胞肺癌患者に対する手術療法は患者の予後の延長を図れるのか？
大阪市立総合医療センター 呼吸器外科 中嶋 隆

P82－5 80 歳以上の高齢者に対する肺癌手術の検討
伊勢赤十字病院 胸部外科 徳井 俊也

P82－6 超高齢者肺癌切除症例の検討
国立病院機構 別府医療センター 呼吸器外科 福山 誠一

P82－7 高齢者肺癌症例に対する治療方針の検討
独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院 呼吸器外科 守屋 康充

P82－8 超高齢者肺癌手術症例の検討
済生会宇都宮病院 呼吸器外科 田島 敦志

P82－9 当院における 85 歳以上の肺癌手術症例の検討
神鋼記念病院 呼吸器外科 伊藤 公一

P83 一般示説 83
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

高齢者
座長：鈴木 秀海（千葉大学附属病院 呼吸器外科）

P83－1 スリーブ肺葉切除を施行した 80 歳以上の高齢者肺癌症例の検討
倉敷中央病院 呼吸器外科 多々川貴一

P83－2 高齢者非小細胞肺癌手術症例における術前 Controlling Nutritional Status score（CONUT）の
意義

九州医療センター 呼吸器外科 三浦奈央子

P83－3 75 歳以上 I 期非小細胞肺癌切除症例の検討
尾道市立市民病院 外科 川真田 修

P83－4 高齢者肺癌患者における術前・術後の身体活動量の測定と評価
天理よろづ相談所病院 呼吸器外科 後藤 正司
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P83－5 85 歳以上の呼吸器外科手術症例の検討
東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科 仲田 健男

P83－6 小柄な非喫煙女性の低肺機能症例において cVATS�肺葉切除は可能か？
姫路医療センター 呼吸器外科 松岡 隆久

P83－7 当科における 85 歳以上の肺癌手術症例の検討
岩手医科大学 呼吸器外科学講座 出口 博之

P84 一般示説 84
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

画像 2
座長：佐川 元保（東北医科薬科大学 光学診療部）

P84－1 気腫領域割合（LAA％）は原発性肺癌切除例の術後合併症のリスク因子・予後因子となり得
るか？

静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科 保浦 慶之

P84－2 肺癌患者の血漿 cfDNA 濃度と CT 値を利用した腫瘍仮想重量との関連についての検討
滋賀医科大学 呼吸器外科 大塩 恭彦

P84－3 MR 拡散強調画像は肺癌の初期癌性胸膜炎・胸膜播種が検出できる―悪性胸膜中皮腫・膿
胸・胸水貯留との比較―

金沢医科大学 呼吸器外科学 薄田 勝男

P84－4 3 次元 CT 値ヒストグラムと肺腺癌組織学的亜分類との関連性
東京医科大学 呼吸器・甲状腺外科学分野 江里口大介

P84－5 外科的に切除された CTR=1 の c�StageI 期原発性肺癌における GGO の有無の観点からみた予
後因子の検討

国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 鈴木 潤

P84－6 CT で充実成分を認める Adenocarcinoma in situ の症例検討
筑波大学 呼吸器外科 中岡浩二郎

P84－7 3D�CT に基づいたリンパ節の形態評価と転移の有無についての検討
筑波大学附属病院 呼吸器外科 菅井 和人

P84－8 前縦隔腫瘤影に対する腫瘍径に基づいた手術適応の検討
国立病院機構仙台医療センター 呼吸器外科 村井 翔

P85 一般示説 85
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

病理 2
座長：庄司 文裕（大分赤十字病院 呼吸器外科）

P85－1 pN（+）非小細胞肺癌切除症例の術後再発予測因子についての検討
茨城県立中央病院 呼吸器外科 鈴木 久史

P85－2 肺腺癌手術における微小乳頭状構造の検索の意義
北里大学医学部 呼吸器外科学 三窪 将史
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P85－3 Spread through air space（STAS）を伴う原発性肺癌の臨床病理学的特徴
安城更生病院 呼吸器外科 天白 宏典

P85－4 浸潤性粘液腺癌（胃型・腸型）・腺房腺癌の 3 成分を含む肺腺癌の 1 手術例
信州大学 呼吸器外科 竹田 哲

P85－5 小細胞肺癌における STAS（spread through air spaces）の検討
九州大学病院 消化器総合外科 木下 郁彦

P85－6 気管支上皮内進展を呈し気管支切除断端陽性となった末梢型肺腺癌の 2 期的切除例
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 呼吸器外科 熊田早希子

P86 一般示説 86
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

転移性肺腫瘍 1
座長：川畑 勉（独立行政法人国立病院機構沖縄病院 外科）

P86－1 嚢胞内部に血管走行を伴い喀血の原因となった転移性肺 Adamantinoma の一例
岡山大学附属病院 林 直宏

P86－2 肝内胆管癌完全切除 15 年後に遠隔期孤立性肺転移を来した 1 切除例
横浜市立大学 外科治療学教室 海老澤 佑

P86－3 長期生存を得る膵癌肺転移に対する治療法の検討
茨城県立中央病院 呼吸器外科 新井 信晃

P86－4 転移性肺腫瘍における同側複数回手術症例の検討
東京女子医科大学東医療センター 呼吸器外科 清水 俊榮

P86－5 転移性肺腫瘍切除における最適な術式の検討
兵庫県立がんセンター 大隈 宏通

P86－6 大腸癌肺転移完全切除例における治療成績と予後因子の検討
国家公務員共済組合連合会斗南病院 呼吸器・乳腺外科 林 諭史

P87 一般示説 87
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

転移性肺腫瘍 2
座長：奥仲 哲弥（国際医療福祉大学 医学部 山王病院 呼吸器センター）

P87－1 腎細胞癌肋骨転移に対する外科治療の検討
小牧市民病院 則竹 統

P87－2 非セミノーマ胚細胞性腫瘍肺転移 40 例の検討
京都府立医科大学 呼吸器外科 常塚 啓彰

P87－3 転移性肺腫瘍切除症例における開胸時胸腔内洗浄細胞診の臨床的意義の検討
静岡県立静岡がんセンター 茅田 洋之

P87－4 大腸癌肺転移における FDG�PET の意義
恵佑会札幌病院 呼吸器外科 山崎 成夫
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P87－5 乳癌肺転移に対する手術療法の予後因子の検討
転移性肺腫瘍研究会 遠藤 誠

P87－6 男性乳癌術後に異時性の結節性肺転移を切除した症例
静岡市立清水病院 呼吸器外科 加藤 暢介

P88 一般示説 88
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

胸部外傷 1
座長：雪上 晴弘（聖隷三方原病院 呼吸器センター外科）

P88－1 胸部鈍的外傷による遅発性胸部大動脈損傷の 1 例
横浜労災病院 呼吸器外科 山本 健嗣

P88－2 外傷による下横隔動脈損傷により遅発性血胸を認めた 1 例
徳島県立中央病院 藤本 啓介

P88－3 外傷性気胸と腕神経叢引き抜き損傷を合併したことにより気脳症を生じた一例
神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器外科 伊達 直希

P88－4 異時性両側血胸を示した逆 Chance 型胸椎破裂骨折
兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器外科 深田 武久

P88－5 治療に難渋した外傷性胸膜外血腫の 1 例
日本赤十字社医療センター 呼吸器外科 登 祐哉

P88－6 多発肋骨骨折，胸骨骨折に対して NUSS 法手術を施行した 1 例―モストグラフによる呼吸機能
評価―

兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器外科 平山安見子

P88－7 外傷性肋骨骨折による縦隔動揺（flail chest）
浦添総合病院 呼吸器外科 佐久間隆弘

P89 一般示説 89
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

胸部外傷 2
座長：武井 秀史（杏林大学 外科）

P89－1 肺ヘルニア嵌頓を伴った多発肋骨骨折に対して胸腔鏡下骨片除去および肺部分切除を施行し
た一例

岡山赤十字病院 呼吸器外科 柳光 剛志

P89－2 横隔膜損傷を伴い，外傷性大量血胸と術前診断した腎動脈損傷の 1 例
香川県立中央病院 呼吸器外科 松原 慧

P89－3 どのような胸部外傷が手術になるか？
獨協医科大学 呼吸器外科 荒木 修

P89－4 当院における胸骨骨折の症例まとめ
島根県立中央病院 呼吸器外科 森村 祐樹

P89－5 鈍的胸部外傷による血胸の経験例～手術介入の意義について
大津赤十字病院 郷田 康文
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P89－6 胸骨圧迫にともなう肋骨骨折の検討
奈良県立医科大学 高度救命救急センター 川井 廉之

P89－7 重症胸部外傷に対する clamshell thoracotomy の経験
富山県立中央病院 呼吸器外科 新納 英樹

P90 一般示説 90
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

胸部外傷 3
座長：宮田 義浩（広島大学病院 呼吸器外科）

P90－1 胸腔ドレナージによる肺貫通傷の一例
豊橋市民病院 呼吸器外科 坪内 秀樹

P90－2 外傷性血気胸の術後に対側の遅発性血気胸を来たし ARDS に陥った 1 例
由利組合総合病院 呼吸器外科 折野 公人

P90－3 環椎破裂骨折を合併した外傷性左血気胸の 1 手術例
JA 秋田厚生連 大曲厚生医療センター 呼吸器外科 高嶋祉之具

P90－4 胸腔ドレーン挿入時の肋間動脈損傷を経験して
国立病院機構名古屋医療センター 外科（呼吸器） 関 幸雄

P90－5 胸椎手術時のスクリューボルト胸腔内誤入に対し、胸腔鏡を併用し安全に抜釘が可能であった
1 例

板橋中央総合病院 呼吸器外科 小林 零

P90－6 外傷性横隔膜ヘルニアの 2 例
名古屋徳洲会総合病院 呼吸器外科 可児 久典

P90－7 穿通性胸部外傷にて食道損傷を否定できず術中食道内視鏡を施行した 1 例
千葉大学医学部附属病院成田赤十字病院肺がん治療センター 呼吸器外科 堀尾 穣治

P90－8 当院における胸骨骨折の検討
兵庫県立淡路医療センター 呼吸器外科 上村 亮介

P91 一般示説 91
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

胸壁、横隔膜 1
座長：原田 匡彦（がん・感染症センター都立駒込病院 呼吸器外科）

P91－1 受傷後 28 年目に手術を施行した遅発性外傷性右横隔膜ヘルニアの 1 例：アプローチと縫合に
関する考察

金沢医科大学 呼吸器外科学 船崎 愛可

P91－2 胸腺癌による右横隔神経合併切除後、遅発性の横隔膜弛緩症に対し完全鏡視下に横隔膜縫縮術
を施行した 1 例

社会医療法人宏潤会大同病院 倉部亜由美

P91－3 術後横隔神経麻痺に対する胸腔鏡下横隔膜縫縮術の検討
神戸大学大学院 医学研究科 外科学講座 呼吸器外科学分野 光井 卓
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P91－4 胸膜孤立性線維性腫瘍の検討
昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 大橋 慎一

P91－5 筋層下 Nuss 法を用いた漏斗胸外科治療―低侵襲のための工夫―
松山心臓血管病院 胸部外科 笠置 康

P91－6 当院における胸骨切除症例の検討
千葉県がんセンター 呼吸器外科 山本 高義

P91－7 胸腔鏡補助下に完全切除し得た子宮体癌横隔膜転移の一例
佐世保市総合医療センター 外科 藤田 朋宏

P91－8 横隔膜交通症術後再発に対して胸腔鏡下手術を施行した 1 例
JA 山口厚生連周東総合病院 外科 吉峯 宗大

P92 一般示説 92
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

胸壁、横隔膜 2
座長：前原 孝光（横浜労災病院 呼吸器外科）

P92－1 腹膜透析中に発症した横隔膜交通症に対して胸腔鏡下で修復を行った 1 例
市立島田市民病院 呼吸器外科 千葉 直久

P92－2 制御困難な肝性胸水を呈した横隔膜交通症に対する 2 手術例
国立病院機構東近江総合医療センター 呼吸器外科 大内 政嗣

P92－3 Kasabach�Merritt 症候群を呈した特発性巨大胸壁血腫の 1 切除例
公立置賜総合病院 呼吸器外科 山田 昌弘

P92－4 肺癌術後胸壁再発との鑑別を要した結節性筋膜炎の一例
沖縄県立中部病院 外科 加藤 崇

P92－5 急速な増大をきたした胸壁未分化型多形肉腫の一症例
社会医療法人天神会新古賀病院 呼吸器外科 冨満 信二

P92－6 右胸膜頂発生の Nuchal fibrocartilaginous pseudotumor の 1 切除例
富山大学 呼吸循環総合外科 水島伊佐美

P92－7 Transmanuburial approach で切除した胸壁デスモイド腫瘍の 1 例
トヨタ記念病院 外科 辻 卓真

P93 一般示説 93
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

胸壁、横隔膜 3
座長：石川 成美（国際医療福祉大学病院 呼吸器外科）

P93－1 ソフト凝固が止血に有用であった胸腔内慢性進行性血腫の 1 例
金沢大学 先進総合外科（呼吸器外科） 竹村 千尋

P93－2 右横隔膜弛緩症に対する胸腔鏡下横隔膜縫縮術が奏功した 1 例
中頭病院 呼吸器外科 井坂 亮司
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P93－3 成人 Bochdalek 孔ヘルニアが関連していたと思われる横隔膜破裂の 1 例
公益財団法人昭和会今給黎総合病院 呼吸器外科 緑川 健介

P93－4 診断に難渋した胸壁多形癌の 1 例
産業医科大学 第二外科 福市有希子

P93－5 放射線誘発胸骨柄発生骨軟部肉腫の一切除例
帝京大学医学部附属溝口病院 外科 奥村 武弘

P93－6 Robicsek 分類 3 型鳩胸に対して肋軟骨切除術を施行した 1 例
札幌医科大学 呼吸器外科 三品泰二郎

P93－7 胸壁発生悪性リンパ腫の一切除例
公立八女総合病院 外科 橋口 俊洋

P93－8 胸腔鏡下手術のカメラポート創より発生したデスモイド型線筋腫症の一例
県立広島病院 呼吸器外科 片山 達也

P94 一般示説 94
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

周術期管理 3
座長：河野 光智（東海大学医学部 呼吸器外科）

P94－1 COPD 合併肺癌周術期管理における術前気管支拡張薬の積極的導入効果
群馬大学 総合外科学 茂木 晃

P94－2 肺切除後のドレーン排液量に関する研究
北海道がんセンター 呼吸器外科 上田 宣仁

P94－3 サージカルマスク併用経鼻酸素投与療法（鼻マスク療法）の有用性に関する検討
小倉記念病院 呼吸器外科 門司 祥子

P94－4 呼吸器外科手術において術前のサルコペニアが入院期間にあたえる影響
岐阜市民病院 麻酔科 飯沼 宏和

P94－5 胸腔ドレナージシステムの比較・検討―従来型持続吸引機と電動式低圧吸引機について―
札幌南三条病院 呼吸器外科 椎名 伸行

P94－6 肺葉切除術後 1 日目の胸腔ドレーン抜去に関する忍容性
国立病院機構岡山医療センター 呼吸器外科 三好健太郎

P94－7 当科における肺瘻に対する胸膜癒着療法の検討
昭和大学病院 外科学講座 呼吸器外科学部門 南方 孝夫

P95 一般示説 95
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

良性肺腫瘍 2
座長：大崎 敏弘（飯塚病院 呼吸器外科）

P95－1 若年者に発生した肺原発筋上皮腫の 1 例
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 呼吸器外科 村上 千佳
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P95－2 転移性肺腫瘍を疑い切除した原発性肺髄膜腫の一例
聖隷浜松病院 呼吸器外科 藤川 遼

P95－3 原発性肺癌の術前診断にて手術を施行し，術後に孤立性肺リンパ腫様肉芽腫の最終病理診断に
至った一例

KKR 札幌医療センター 外科 植田 隆太

P95－4 腫瘤形成性肺ランゲルハンス細胞組織球症の一例
国立病院機構山口宇部医療センター 呼吸器外科 原 暁生

P95－5 30 年前より存在し Solitary fibrous tumor が疑われた Sclerosing pneumocytoma の一切除例
中頭病院 呼吸器外科 嘉数 修

P95－6 右中葉原発 ciliated muconodular papillary tumor の 1 例
横須賀共済病院 呼吸器外科 三品 善之

P95－7 肺癌手術中に指摘された胸腔ネズミの一例
大分赤十字病院 呼吸器外科 伊藤 謙作

P96 一般示説 96
5 月 18 日（金） ポスター会場（国際展示場 展示ホール 8） 13：20～14：20

リハビリ・医療体制
座長：千代 雅子（国立病院機構 千葉医療センター 呼吸器外科）

P96－1 地域在住の要介護認定高齢者に対する呼吸リハビリテーションの効果―ランダム化比較試
験―

筑波大学 呼吸器外科学 巻 直樹

P96－2 呼吸器外科手術における加速度計を用いた術前後の活動量の変化の検討
松阪市民病院 呼吸器センター 渡邉 文亮

P96－3 呼吸器外科新設の医療経済からのメリット
友愛記念病院 呼吸器外科 三好 孝典

P96－4 DPC 対策としての肺がん診療～手術と化学療法～
徳島赤十字病院 外科 石倉 久嗣

P96－5 呼吸器外科手術時危機的大出血に対応する緊急体外循環導入体制立ち上げの経験
神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器外科 田尻 道彦


