
第30回日本内分泌外科学会総会

一般演題（口演）
6 月 28 日（木）　第 1会場（大沼・洞爺・支笏）

甲状腺・副腎　内視鏡手術（10:00～11:00）
座長：中条　哲浩（鹿児島大学腫瘍学講座　消化器・乳腺甲状腺外科学教室）

吉田　有策（東京女子医科大学病院　乳腺・内分泌外科）　　　　　　

O-01	 内視鏡補助下甲状腺手術（VANS法）を癌に応用する工夫ー幅広トロッカーの作製
国立病院機構　岡山医療センター　外科（乳腺甲状腺外科）　　臼　井　由　行

O-02	 当科での甲状腺手術におけるBiClamp の使用経験
金沢医科大学　頭頸部・甲状腺外科　　能　田　拓　也

O-03	 当院における頸部操作併用胸腔鏡手術～頸部操作の工夫～
東京医科大学　呼吸器・甲状腺外科学分野　　田　村　温　美

O-04	 縦隔内副甲状腺腺腫に対するアプローチの工夫　－気縦隔法併用縦隔鏡手術について－
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科　　青　山　万理子

O-05	 高位肋間開胸・開腹アプローチによる副腎・後腹膜腫瘍摘出術の検討
名古屋大学　医学部　附属病院　乳腺内分泌外科　　菊　森　豊　根

O-06	 腹腔鏡下右副腎摘除術における術式間の比較検討	－単孔式、従来法（経腹膜、後腹膜到達法）3術式の
経験から

広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　腎泌尿器科学　　井　上　省　吾

6 月 28 日（木）　第 2会場（美瑛）

甲状腺　甲状腺癌・遠隔転移（9:00～10:00）
座長：益戸　功彦（横浜市立付属市民総合医療センター　乳腺甲状腺外科）

野口　靖志（野口病院　放射線科）　　　　　　　　　　　　　　　

O-07	 当科で経験した甲状腺癌肺転移症例の検討
岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科　　吉　富　誠　二

O-08	 脳転移を来した甲状腺分化癌症例の検討
東北大学病院　乳腺内分泌外科　　高　橋　淑　郎

O-09	 甲状腺乳頭癌根治術後に遠隔転移をきたした症例の検討
東北大学病院　乳腺内分泌外科　　中　島　範　昭

O-10	 放射性ヨウ素内用療法の適応に苦慮した症例の検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　菅　沼　伸　康

O-11	 治療初期から放射性ヨウ素治療抵抗性を示した分化型甲状腺癌肺転移症例の検討
信州大学　医学部　乳腺内分泌外科　　大　場　崇　旦

O-12	 I-131 内用療法の治療効果に関する検討
金地病院　外科　　福　森　龍　也

甲状腺未分化癌（10:00～11:00）
座長：杉谷　　巌（日本医科大学　内分泌外科学分野）

小笠原　聡（孝仁病院　外科）　　　　　　　　

O-13	 甲状腺未分化癌、甲状腺低分化癌および超高齢再発乳頭癌に対するレンバチニブの使用経験
豊川市民病院　乳腺内分泌外科　　柄　松　章　司
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O-14	 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの可能性
恵佑会札幌病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　渡　邉　昭　仁

O-15	 当院における甲状腺未分化癌の治療成績から考察した薬物療法の位置づけ
福山市民病院　　中　本　翔　伍

O-16	 甲状腺未分化癌における、Sorafenib と Paclitaxel の相乗効果の検討
大阪市立大学大学院　医学研究科　腫瘍外科　　石　原　沙　江

O-17	 甲状腺癌培養細胞株を用いた分子標的薬耐性機序の解析
信州大学　医学部　外科学第二　乳腺内分泌・呼吸器外科部門　　伊　藤　研　一

O-18	 甲状腺未分化癌研究コンソーシアムによる新規臨床試験の紹介
大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科　　小野田　尚　佳

6 月 28 日（木）　第 3会場（屈斜路）

副腎（9:00～9:40）
座長：菊森　豊根（名古屋大学医学部付属病院　乳腺・内分泌外科）

O-19	 当院における原発性アルドステロン症に対する腹腔鏡下片側副腎全摘の治療成績
筑波大学　医学医療系　乳腺内分泌外科　　都　島　由希子

O-20	 左室駆出率低下を伴う原発性アルドステロン症患者の腹腔鏡下副腎摘除術後の心機能の検討
東北大学大学院医学系研究科泌尿器分野　　川　崎　芳　英

O-21	 腹腔鏡下副腎摘除術を行ったクッシング症候群における術後腎機能とその予測因子の検討
秋田大学　医学部　泌尿器科　　松　田　芳　教

O-22	 アルドステロン産生細胞クラスターは老化により減少し偶発性アルドステロン産生腺腫が出現する
埼玉医科大学国際医療センター　泌尿器腫瘍科　　林　　　泰　樹

MEN（9:40～10:20）
座長：堀内喜代美（東京女子医科大学　第 2外科学講座　乳腺・内分泌外科）

O-23	 MEN2A 診療の現状：当科における 24例の経験
日本医科大学付属病院　内分泌外科　　長　岡　竜　太

O-24	 MEN2 の両側褐色細胞腫に対する副腎皮質機能温存手術の検討
川崎医科大学　泌尿器科　　宮　地　禎　幸

O-25	 網羅的遺伝子解析を用いた褐色細胞腫の遺伝子発現の検討
福島県立医科大学　甲状腺内分泌学講座　　岩　舘　　　学

O-26	 CDKN1B変異を認めたMEN4の 1例
野口病院外科　　内　野　眞　也

甲状腺　反回神経（10:20～11:00）
座長：舛岡　裕雄（隈病院　外科）

O-27	 甲状腺分化癌・反回神経浸潤症例において神経温存を優先し腫瘍の一部を神経表面へ遺残させた症例の予
後に関する検討

名古屋大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　　武　内　　　大
O-28	 当科における術中神経モニタリング（NIM）使用症例の検討

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　太　田　裕　介
O-29	 甲状腺手術におけるAPS( 自動周期的刺激 ) システムの使用経験

宮崎大学　医学部　外科　　河　野　文　彰
O-30	 反回神経切除再建術後における声帯筋収縮の回復

隈病院　外科　　舛　岡　裕　雄
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副甲状腺（15:00～16:30）
座長：佐藤　伸也（やました甲状腺病院）　　　　　

日比　八束（藤田保健衛生大学　内分泌外科）

O-31	 原発性副甲状腺機能亢進症に対する造影CT検査での局在診断向上の工夫
やました甲状腺病院　外科　　進　藤　久　和

O-32	 原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応	( 自験例 118 例の検討 )
国際医療福祉大学　市川病院　乳腺甲状腺外科　　神　森　　　眞

O-33	 当院における高齢者原発性副甲状腺機能亢進症手術症例の検討
日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科　　伊　藤　吾　子

O-34	 赤外線蛍光による術中副甲状腺検出法の有用性
昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科　　西　川　　　徹

O-35	 原発性副甲状腺機能亢進症手術後に副甲状腺機能亢進が持続する症例の検討
やました甲状腺病院　外科　　森　　　祐　輔

O-36	 当科における家族性副甲状腺機能亢進症の長期手術経過
福島県立医科大学　甲状腺内分泌学講座　　松　本　佳　子

O-37	 Intact	PTH	値 500pg/mL 以下で副甲状腺全摘術および前腕筋肉内自家移植術を施行した二次性副甲状腺
機能亢進症症例の検討

藤田保健衛生大学　医学部　一般外科学・内分泌外科　　酒　井　由　美
O-38	 二次性副甲状腺機能亢進症におけるModified	Casanova	test による移植腺部以外の再発予測

名古屋第二赤十字病院　移植・内分泌外科　　平　光　高　久
O-39	 腎移植後副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺全摘+自家移植術

名古屋第二赤十字病院　腎臓病総合医療センター　移植内分泌外科　　岡　田　　　学

6 月 29 日（金）　第 1会場（大沼・洞爺・支笏）

甲状腺　悪性腫瘍（12:30～14:00）
座長：小野田尚佳（大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科）

中島　範昭（東北大学　乳腺内分泌外科学分野）　　　

O-40	 微小甲状腺乳頭癌の管理方針と患者の視点
東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科　　吉　田　有　策

O-41	 当院における cStage	II 期甲状腺乳頭癌症例に対する手術術式の検討
松江市立病院　乳腺・内分泌・血管・胸部外科　　内　田　尚　孝

O-42	 「甲状腺乳頭癌における外側区域リンパ節転移に対する至適郭清範囲の検討‐N/T比の有用性について‐」
金沢医科大学　頭頚部外科学講座　　下　出　祐　造

O-43	 droplet	digital	PCR を用いた、原発性甲状腺乳頭癌の原発巣および末梢循環血中腫瘍由来DNAにおける
BRAF	V600E 遺伝子変異の同定

東京大学医科学研究所　人癌病因遺伝子分野　　佐　藤　綾　花
O-44	 甲状腺乳頭癌の予後予測ツールとして、第 7版および第 8版 UICC/AJCC	TNM	staging	system のどち

らが優れているのか？
隈病院　外科　　伊　藤　康　弘

O-45	 甲状腺濾胞癌および低分化癌に対して第 8版 UICC/AJCC	TNM	staging	system は予後を反映するか？
隈病院　外科　　伊　藤　康　弘

O-46	 副咽頭間隙のリンパ節転移に対する頸部アプローチ手術の経験
和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　榎　本　圭　佑

O-47	 甲状腺癌脊椎転移症例に対するリエゾン治療の試み
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　山　本　　　裕

日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌　第35巻　増刊号　2018

プ
ロ
グ
ラ
ム

S3

内分泌_03_一般program.indd   3 2018/05/24   14:43:17



The 30th Annual Congress of the Japan Association of Endocrine Surgeons

O-48	 甲状腺リンパ腫の予後
隈病院　外科　　東　山　卓　也

6 月 29 日（金）　第 2会場（美瑛）

神経内分泌腫瘍（12:30～13:00）
座長：河本　　泉（関西電力病院）

O-49	 膵頭部リンパ節の神経内分泌腫瘍の 1例
木沢記念病院　外科　　小久保　健太郎

O-50	 再発形式から見た膵頭部領域NETのフォローアップの注意点
京都大学　医学部　肝胆膵・移植外科　　増　井　俊　彦

O-51	 非機能性膵・消化管神経内分泌腫瘍の悪性度に関する検討
関西電力病院　消化器外科　　細　田　洋　平

6 月 29 日（金）　第 3会場（屈斜路）

乳腺・甲状腺（12:30～14:00）
座長：緒方　秀昭（東邦大学医療センター大森病院）

福成　信博（昭和大学横浜市北部病院）　　　

O-52	 80 歳以上の高齢者乳癌治療戦略とその短期成績
長崎みなとメディカルセンター　乳腺・内分泌外科　　南　　　恵　樹

O-53	 原発性乳癌 4,871 例の解析による今後の治療展望
札幌ことに乳腺クリニック　　増　岡　秀　次

O-54	 RNA抽出液を用いた乳癌細胞診からのRNA解析について
金地病院　外科　　軸　薗　智　雄

O-55	 甲状腺穿刺吸引細胞診の穿刺針と細胞採取量について―22Gと 23Gの比較検討
伊藤病院　外科　　北　川　　　亘

O-56	 穿刺針洗浄液を用いたECLIA 法のカルシトニン基準値の検討
隈病院　外科　　木　原　　　実

O-57	 甲状腺のオルガノイド培養法の樹立とその応用
慶應義塾大学医学部　先端医科学研究所　遺伝子制御研究部門　　齋　藤　慶　幸

O-58	 NIFTP（Non-Invasive	Follicular	Thyroid	neoplasm	with	Papillary-like	nuclear	features）	
への当院での臨床的対応について

やました甲状腺病院　　佐　藤　伸　也
O-59	 甲状腺低分化癌の術前診断についての後ろ向き検討

野口病院　放射線科　　野　口　靖　志
O-60	 橋本病と悪性リンパ腫におけるリンパ球浸潤面積率の評価

野口病院　外科　　菊　地　勝　一
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