
第30回日本内分泌外科学会総会

一般演題（ポスター）
6 月 28 日（木）　ポスター会場（風蓮・摩周）

甲状腺　診断に難渋した症例（16:35～17:00）
座長：中野　正吾（愛知医科大学　乳腺内分泌外科）

P-001	 甲状腺癌術後に腋窩リンパ節転移をきたした 2症例
群馬大学　医学部　乳腺・内分泌外科　　徳　田　尚　子

P-002	 同側に咽頭食道憩室を併存した甲状腺乳頭癌の 1例
医療法人社団　金地病院　外科　　軸　薗　智　雄

P-003	 甲状腺未分化癌と鑑別を要した魚骨の食道穿通による頸部肉芽腫の 1例
埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科　　児　玉　ひとみ

P-004	 悪性リンパ腫が否定できず甲状腺全摘術を行った巨大慢性甲状腺炎の 1手術例
高崎総合医療センター　乳腺・内分泌外科　　鯉　淵　幸　生

P-005	 当科で経験した甲状腺原発悪性リンパ腫の 1例
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　　安　藤　孝　人

甲状腺　まれな症例（17:00～17:25）
座長：鈴木やすよ（すずかけセントラル病院　乳腺甲状腺科）

P-006	 初診時に典型症状を認めず、診断が遅れた亜急性甲状腺炎の 1例
すずかけセントラル病院　乳腺甲状腺科　　鈴　木　やすよ

P-007	 2 型脱ヨウ素酵素活性が高値であった腺腫様甲状腺腫の一例
高知医療センター　乳腺甲状腺外科　　大　石　一　行

P-008	 機能亢進期間が長い中毒性多結節性甲状腺腫の手術経験
日本医科大学　武蔵小杉病院　内分泌外科　　赤　須　東　樹

P-009	 甲状腺嚢胞内乳頭癌の 1例
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　岩　本　　　怜

P-010	 びまん性硬化型乳頭癌の一例
みさと健和病院　外科　　坂　口　智　一

まれな甲状腺癌（16:35～17:00）
座長：大桑　恵子（伊藤病院　外科）

P-011	 プロテインS欠損症を伴った甲状腺乳頭癌の 1手術例
中国中央病院　内分泌外科　　和　久　利　彦

P-012	 甲状腺ホルモン不応症に甲状腺乳頭癌が合併した一例
横浜市南部病院　外科　　菅　原　裕　子

P-013	 甲状腺右葉欠損症例に発症した甲状腺左葉乳頭癌の 1例
金地病院　外科　　星　　　雅　恵

P-014	 甲状腺乳頭癌を合併した black	thyroid の一例
茨城県立中央病院　茨城県地域がんセンター　乳腺外科　　澤　　　　　文

P-015	 右肩軟部腫瘍を契機に発見された甲状腺オカルト乳頭癌の 1例
東邦大学医療センター大森病院　乳腺内分泌外科　　尾　作　忠　知
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The 30th Annual Congress of the Japan Association of Endocrine Surgeons

甲状腺癌　進行癌（17:00～17:25）
座長：加藤　　弘（北里大学病院　乳腺甲状腺外科）

P-016	 残存葉再発をきたした甲状腺乳頭癌の最近 2年間の経験
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　小　池　良　和

P-017	 細胞診で硝子化索状腫瘍と診断された頸部原発不明癌の一例
福山市民病院　　石　川　千　尋

P-018	 甲状腺乳頭癌術後に急速に増大する胸壁腫瘤を認め，乳頭癌の未分化転化が疑われた 2例
徳島市民病院　外科　　小笠原　　　卓

P-019	 治療戦略に苦慮した隣接臓器浸潤甲状腺乳頭癌の 2例
鳥取県立中央病院　呼吸器乳腺内分泌外科　　前　田　啓　之

P-020	 甲状腺乳頭癌終末期の在宅緩和ケアに対して介護保険を導入した 2症例
筑波学園病院　乳腺内分泌外科　　石　川　智　義

甲状腺　術後管理（16:35～17:00）
座長：福島　光浩（隈病院　外科）

P-021	 術前四環抗うつ剤投与の甲状腺手術におけるPONV発症予防効果
岐阜赤十字病院　外科　　林　　　昌　俊

P-022	 甲状腺手術後の咽喉頭異常感の変化
伊藤病院　外科　　友　田　智　哲

P-023	 当院における甲状腺術後出血予防への取り組み
岡山医療センター　乳腺・甲状腺外科　　秋　山　一　郎

P-024	 急速な気道狭窄を伴う深頚部血腫を呈したバセドウ病の 1例
前橋赤十字病院　乳腺・内分泌外科　　長　岡　り　ん

P-025	 甲状腺手術後出血の初期対応の検討
埼玉医科大学消化器一般外科　　大　原　泰　宏

副甲状腺　周術期管理（17:00～17:25）
座長：横井　忠郎（聖路加国際病院　外科（内分泌外科））

P-026	 妊娠中原発性副甲状腺機能亢進症に対して局所麻酔下に摘出を行った一例
聖路加国際病院　外科（内分泌外科）　　横　井　忠　郎

P-027	 シナカルセト塩で加療中の超高齢者原発性副甲状腺機能亢進症の 1例
日立総合病院　乳腺甲状腺外科　　河　村　千登星

P-028	 原発性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺腫摘出術後にCrowned	dens	syndrome を発症した 1例
埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科　　中　村　　　靖

P-029	 シナカルセト塩酸塩の一時的投与により安全に待期手術可能であった原発性副甲状腺機能亢進症の一例
北九州市立医療センター　外科　　古　賀　健一郎

P-030	 ERCP後膵炎を契機に高Ca血症クリーゼを発症し，原発性副甲状腺機能亢進症と診断され緊急で腫大腺
を摘出し救命した一例．

海南病院　乳腺内分泌外科　　花　木　貴　代

悪性リンパ腫（16:35～17:00）
座長：東山　卓也（隈病院　外科）

P-031	 細胞診にて甲状腺MALT リンパ腫を疑ったが経過観察中に自然消褪を認めた 3例
隈病院　外科　　山　本　正　利

P-032	 甲状腺MALT リンパ腫の 2例
山近記念総合病院　外科　　久保田　光　博
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第30回日本内分泌外科学会総会

P-033	 R-T-COP抵抗性甲状腺悪性リンパ腫の一例
まるがめ医療センター乳腺・甲状腺センター　　惣　田　麻　衣

P-034	 甲状腺濾胞性悪性リンパ腫の 2例
和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科　　平　山　　　俊

P-035	 当科における甲状腺原発悪性リンパ腫の検討
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　　菅　原　汐　織

副甲状腺機能亢進症（17:00～17:20）
座長：香川　　力（藤田保健衛生大学　内分泌外科）

P-036	 巨大副甲状腺腺腫の一例
JCHO東京新宿メディカルセンター　外科　　丹　羽　隆　善

P-037	 アロマターゼ阻害薬内服中に骨粗鬆症と高カルシウム血症が発見契機となった原発性副甲状腺機能亢進症
の 1例

市立四日市病院　乳腺外科　　水　野　　　豊
P-038	 異所性副甲状腺腺腫と異所性甲状腺が混在した副甲状腺機能亢進症の治療経験

日本大学　医学部　乳腺内分泌外科　　榎　本　克　久
P-039	 非副甲状腺疾患の術前における高PTH血症の要因探索

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学　　山　下　哲　正

甲状腺　分子標的薬①（16:35～17:00）
座長：正木　千恵（伊藤病院　外科）

P-040	 喉頭温存目的にレンバチニブを使用した再発甲状腺乳頭癌の 2例
大阪労災病院　　富　山　要一郎

P-041	 レンバチニブの再増量により抗腫瘍効果が再度確認された甲状腺癌 5例の検討
福山市民病院　乳腺甲状腺外科　　山　本　真　理

P-042	 当院における放射性ヨウ素治療抵抗性甲状腺癌に対するレンバチニブ投与経験
藤田保健衛生大学　一般外科・内分泌外科　　香　川　　　力

P-043	 当科における甲状腺乳頭癌へのレンバチニブ治療の現状と課題
札幌医科大学　耳鼻咽喉科　　小　幡　和　史

P-044	 当院で経験した甲状腺癌患者に対するソラフェニブ及びレンバチニブの有効性と安全性
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　松　尾　知　平

甲状腺　分子標的薬②（17:00～17:20）
座長：福森　龍也（金地病院　外科）

P-045	 ソラフェニブ、バンデタニブにより長期生存が得られている髄様癌術後再発の 1例
信州大学　医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　竹　腰　大　也

P-046	 根治切除不能甲状腺髄様癌に対しレンバチニブを長期にわたり使用した 1例
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　高　野　絵美梨

P-047	 甲状腺髄様癌に対しバンデタニブを使用した 1例
和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　熊　代　奈央子

P-048	 Adverse	event を理由に vandetanib と lenvatinib のローテーション投与を行った甲状腺髄様癌再発の 1
例

伊藤病院　外科　　大宜見　由　奈
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The 30th Annual Congress of the Japan Association of Endocrine Surgeons

甲状腺　分子標的薬③（16:35～17:00）
座長：菅沼　伸康（神奈川県立がんセンター）

P-049	 切除不能な甲状腺未分化癌に対しレンバチニブを使用した 1例
藤田保健衛生大学　一般外科・内分泌外科　　香　川　　　力

P-050	 84 か月間の無再発生存が得られた甲状腺未分化癌手術症例の検討
国際医療福祉大学　市川病院　乳腺・甲状腺外科　　金　澤　真　作

P-051	 左心房内に達する肺静脈内腫瘍栓を認めた甲状腺未分化癌の 1例
横浜市立大学　外科治療学　　中　山　博　貴

P-052	 濾胞性腫瘍由来と考えられる甲状腺未分化癌に多発性骨髄腫を併発しレンバチニブによる治療に難渋した
一例

日本医科大学　医学部　内分泌外科　　眞　田　麻梨恵
P-053	 当院における甲状腺未分化癌 11例の検討

筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　橋　本　幸　枝

その他（17:00～17:15）
座長：武内　　大（名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科）

P-054	 当科における頸動脈小体腫瘍（傍神経節腫瘍）例
琉球大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科　　金　城　秀　俊

P-055	 US が解剖把握に有効であった頸部神経鞘腫の 1手術例
高崎総合医療センター　乳腺・内分泌外科　　高　他　大　輔

P-056	 下垂体腺腫術後に両側頸部リンパ節転移および末端肥大症を来した下垂体悪性腫瘍症例
兵庫県立がんセンター　頭頸部外科　　米　澤　宏一郎

副腎①（16:35～17:00）
座長：藤田　哲夫（北里大学医学部　泌尿器科）

P-057	 当院における原発性アルドステロン症に対する副腎摘除術後の二次性高血圧の検討
NHO　嬉野医療センター　泌尿器科　　林　田　　　靖

P-058	 同側副腎に 2種類の腫瘍を認め、原発性アルドステロン症と subclinical	Cushing 症候群を合併した一例
川崎医科大学　泌尿器科学　　藤　田　雅一郎

P-059	 sub	clinical	Cushing 症候群と原発性アルドステロン症を合併した両側副腎腫瘍に対し片側副腎摘除術を
行った一例

筑波大学　医学群　医学類　　林　　　優　花
P-060	 腹腔鏡下に摘除した副腎近傍成熟奇形腫の 1例

北里大学　医学部　泌尿器科　　津　村　秀　康
P-061	 単孔式腹腔鏡下副腎摘出術における術選択基準としてのBody	Mass	Index カットオフ値

慶應義塾大学　医学部　泌尿器科学教室　　高　橋　遼　平

副腎②（17:00～17:25）
座長：計屋　知彰（長崎大学　歯薬学総合研究科　泌尿器科学）

P-062	 肺多型癌副腎転移に対する左副腎摘出術により腫瘍熱が改善した 1例
東邦大学医療センター佐倉病院　泌尿器科　　神　谷　直　人

P-063	 転移性副腎腫瘍に対する当院での手術成績
関西医科大学附属病院　泌尿器科　　松　崎　和　炯

P-064	 当院における転移性副腎腫瘍に対する副腎摘除術の臨床的検討
久留米大学医学部泌尿器科学講座　　小笠原　尚　之
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P-065	 褐色細胞腫と転移性骨腫瘍を伴った甲状腺腫瘍の 1例
東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科　　神　尾　英　則

P-066	 腹腔鏡下副腎摘除術を行った高齢者の褐色細胞腫の一例
長崎大学医歯薬学総合研究科　泌尿器科学　　計　屋　知　彰

副腎③（16:35～17:00）
座長：星　昭夫（筑波大学医学医療系　腎泌尿器外科）

P-067	 副腎癌との鑑別を要した嚢胞性褐色細胞腫の一例
市立四日市病院　外科　　竹　田　直　也

P-068	 腎梗塞・心内血栓を伴った褐色細胞腫クリーゼの 1例
山梨大学大学院　総合研究部　泌尿器科学講座　　吉　良　　　聡

P-069	 当院における副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡下手術の臨床的検討
神戸大学大学院医学研究科　腎泌尿器科学分野　　白　石　祐　介

P-070	 副腎摘摘除術を施行した褐色細胞腫の臨床的検討と最近の傾向
久留米大学医学部泌尿器科学講座　　築　井　克　聡

P-071	 異所性褐色細胞腫の臨床的検討
厚木市立病院　泌尿器科　　高　橋　和　宏

6 月 29 日（金）　ポスター会場（風蓮・摩周）

遺伝性腫瘍（14:10～14:30）
座長：内野　眞也（野口病院　外科）

P-072	 多発性内分泌腫瘍症（MEN）2B型の手術経験
東邦大学医学部外科学講座乳腺内分泌外科分野（大森）　　齊　藤　芙　美

P-073	 RET 変異陽性の髄様癌症例に対して内視鏡下甲状腺全摘術を行った一例
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　野　村　研一郎

P-074	 ETV6/NTRK3融合遺伝子を伴う散発性小児甲状腺乳頭癌の一症例
長崎大学病院　腫瘍外科　　大　坪　竜　太

P-075	 家族性甲状腺髄様癌における，Genotype と Doubling	Time	( 第二報 )
伊藤病院　外科　　宇留野　　　隆

甲状腺　濾胞癌（14:30～14:55）
座長：渋谷　　寛（しぶや甲状腺クリニック）

P-076	 大腿部痛を契機に骨転移が判明したが原発巣を確認出来なかった甲状腺濾胞癌の 1例
高知大学医学部附属病院乳腺センター　　小　河　真　帆

P-077	 良性腫瘍として長期間経過観察されていた広範浸潤型甲状腺濾胞癌の 2例
牛久愛和総合病院　外科　　藤　田　俊　広

P-078	 バセドウ病（濾胞性腫瘍）手術後、皮下転移・骨転移が契機に濾胞癌と診断された 1例
しぶや甲状腺クリニック　　渋　谷　　　寛

P-079	 当院における甲状腺濾胞癌・濾胞腺腫の検討
札幌ことに乳腺クリニック　　三　神　俊　彦

P-080	 細胞診にて乳頭癌の否定が困難であった非浸潤性甲状腺濾胞腫瘍の一例
長崎大学大学院　移植・消化器外科　　崎　村　千　香
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甲状腺癌（14:10～14:30）
座長：榎本　圭佑（和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科）

P-081	 初診から 2年の経過で出現した甲状腺乳頭癌 2例
南池袋パークサイドクリニック　　川真田　明　子

P-082	 T1a 甲状腺癌の臨床病理学的検討
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　　藤　井　公　人

P-083	 特殊な右反回神経の走行を認めた甲状腺乳頭癌の 1手術例
群馬大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　矢　内　恵　子

P-084	 皮島付き胸骨舌骨筋皮弁（舌骨下筋皮弁）による甲状腺癌気管合併切除後の一期的再建
やました甲状腺病院　　佐　藤　伸　也

甲状腺　低分化癌（14:30～14:50）
座長：木原　　実（隈病院　外科）

P-085	 バセドウ病に合併した甲状腺低分化癌の一例
高崎総合医療センター　乳腺内分泌外科　　荻　野　美　里

P-086	 甲状腺原発神経内分泌癌・低分化癌の 1例
伊藤病院　外科　　鈴　木　章　史

P-087	 当院における過去 10 年の甲状腺低分化癌の検討
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　佐々木　啓　太

P-088	 トリノ基準を満たす甲状腺低分化癌の予後は悪いのか？
伊藤病院　外科　　赤　石　純　子

甲状腺癌再発の治療（14:10～14:35）
座長：西川　　徹（昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科）

P-089	 甲状腺癌晩期再発治療中に骨髄異形性症候群を併発し治療の選択に難渋した 1例
高知大学　医学部　附属病院　乳腺センター　　沖　　　豊　和

P-090	 当院における放射性ヨウ素内用療法施行症例の検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　松　原　由　佳

P-091	 リピオドール+無水エタノールの局注が未分化癌皮膚転移の局所コントロールに有効であった一例
昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科　　中　野　賢　英

P-092	 気管内腔に浸潤し増大する甲状腺未分化癌に対して、気管支鏡下レーザー治療により気道閉塞を免れた 1
例

名古屋大学　医学部　乳腺内分泌外科　　宮　嶋　則　行
P-093	 甲状腺分化癌の局所・リンパ節再発に対する CyberKnife を用いた定位放射線治療 (stereotactic	

radiotherapy:	SRT) の有用性の検討
伊藤病院　外科　　石　垣　貴　之

甲状腺癌と他臓器癌（14:35～15:00）
座長：長濵　充二（伊藤病院　外科）

P-094	 当院での乳癌術前PETで発見された甲状腺癌に対する、同時または二期手術についての考察
鳥取市立病院外科　　小　寺　正　人

P-095	 原発巣摘出術 20 年後に認められた腎癌甲状腺転移例
横浜南共済病院　耳鼻咽喉科　　生　駒　　　亮

P-096	 乳癌甲状腺転移の 1例
岐阜赤十字病院　外科　　栃　井　航　也
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P-097	 甲状腺癌手術によって発見された左乳癌術後 13年の右頚部リンパ節再発の一例
国立病院機構信州上田医療センター　乳腺内分泌外科　　小　松　　　哲

P-098	 乳がん術後放射線誘発肉腫一例
熊本赤十字病院　乳腺内分泌外科　　川　添　　　輝

甲状腺　縦隔甲状腺腫（14:10～14:35）
座長：戸田　和寿（がん研究会有明病院　頭頸科）

P-099	 両側胸腔内に伸展した超巨大縦隔内甲状腺腫の 1例
横浜市立大学　外科治療学教室　　古波藏　かおり

P-100	 頸部アプローチで摘出し得た縦隔内甲状腺腫瘍の 3例
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　蒲　原　玲　南

P-101	 当院での縦隔内甲状腺腫手術症例の検討
浦添総合病院　外科　　谷　口　春　樹

P-102	 縦隔内に進展した甲状腺膿瘍に対し準緊急手術を行った 1例
群馬大学　医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　尾　林　紗弥香

P-103	 自作陰圧閉鎖療法が有用であった術後縦隔炎の 1例
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　根　本　大　士

気道狭窄、声帯麻痺（14:35～15:00）
座長：友田　智哲（伊藤病院　外科）

P-104	 著名な気道狭窄をきたしたWell-differentiated	tumor	with	uncertain	malignant	potential	（WDT-UMP）
の一例

東北大学　医学系研究科　乳腺・内分泌外科学分野　　佐　藤　未　来
P-105	 当院で経験した著明な気道狭窄を伴うPendred 症候群疑いの 1例

杏林大学医学部付属病院　呼吸器甲状腺外科　　早　川　怜　那
P-106	 気道狭窄を伴った甲状腺原発マントル細胞リンパ腫の 1例

昭和大学横浜市北部病院　外科　　坂　上　聡　志
P-107	 繰り返す挿管が原因と考えられた両側声帯麻痺症例

宮崎大学　医学部　外科学講座　　田　代　耕　盛
P-108	 Staged	thyroidectomy についての考察：どちらから手術を行いますか？

聖路加国際病院　外科（内分泌外科）　　横　井　忠　郎

甲状腺　内視鏡手術（14:10～14:30）
座長：岡村　律子（日本医科大学附属病院　外科学講座　内分泌外科部門）

P-109	 甲状腺両葉および縦隔内迷入型腺腫様甲状腺腫の胸腔鏡補助下摘出例
琉球大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座　　真栄田　裕　行

P-110	 60mmを超える甲状腺腫に対するVANS法手術
浦添総合病院外科　　長　嶺　義　哲

P-111	 当院における内視鏡下甲状腺切除術 (VANS法 ) 導入後の検討
岩手県立胆沢病院　外科　　谷　村　武　宏

P-112	 内視鏡補助下甲状腺手術（VANS）50 例の検討
北斗病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　坂　東　伸　幸
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甲状腺　バセドウ病（14:30～14:55）
座長：前田　茂人（独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　外科）

P-113	 女性化乳房症が契機で発見されたバセドウ病の 1例
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　野　村　長　久

P-114	 抗甲状腺剤内服治療中に肝機能障害をきたし手術をおこなったBasedow 病の一例
JR 広島病院　外科　　矢　野　将　嗣

P-115	 バセドウ病術後に低カルシウム血症が遷延した 1例
群馬大学　乳腺・内分泌外科　　矢　島　玲　奈

P-116	 当院のバセドウ病に対しての術式検討
埼玉医科大学消化器一般外科　　高　木　　　誠

P-117	 バセドウ病術前甲状腺機能の検討
長崎大学大学院　移植消化器外科　　山之内　孝　彰

甲状腺　分子標的薬④（14:10～14:35）
座長：中山　博貴（横浜市立大学附属病院　一般外科）

P-118	 レンバチニブ長期投与による腎機能への影響
群馬大学　乳腺内分泌外科　　藤　井　孝　明

P-119	 甲状腺乳頭癌の肺・肝転移に対するレンバチニブ治療中に肝腫瘍出血を来たした 1例
伊藤病院　外科　　田　中　智　章

P-120	 レンバチニブ投与中に肺化膿症を呈した甲状腺乳頭癌の 1例
獨協医科大学埼玉医療センター　乳腺センター　　林　原　紀　明

P-121	 レンバチニブ治療後に気胸を発症した肺転移を有する甲状腺未分化癌の一例
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　山　崎　春　彦

P-122	 甲状腺扁平上皮癌に対してレンバチニブを導入し治療継続している 1例
杏林大学医学部付属病院　呼吸器甲状腺外科　　三ツ間　智　也

甲状腺　分子標的薬⑤（14:35～15:00）
座長：鈴木　章史（伊藤病院）

P-123	 整形外科的治療介入を行ったレンバチニブ抵抗性甲状腺乳頭癌頸椎・胸椎転移の 1例
東京女子医科大学　外科学（第二）講座　乳腺・内分泌外科　　野　口　英一郎

P-124	 甲状腺乳頭癌術後の肝転移に対してレンバチニブを使用した 1例
長野赤十字病院　乳腺内分泌外科　　石　坂　直　毅

P-125	 転移・再発甲状腺乳頭癌に対しチロシンキナーゼ阻害薬（TKI）投与中に未分化転化を認めた 4例の検討
福山市民病院　乳腺甲状腺外科　　板　野　陽　子

P-126	 ソラフェニブを長期投与できた 3例の報告
福山市民病院　乳腺甲状腺外科　　黒　田　絵　理

P-127	 甲状腺分化癌に対する分子標的薬治療における病勢進行後の治療方針ついての考察
伊藤病院　外科　　正　木　千　恵

甲状腺・看護（14:10～14:35）
座長：新田　早苗（隈病院　看護部）

P-128	 周術期看護における手術ライブ映像配信システムの有用性
野口記念会　野口病院　看護科　　古　長　嘉　美

P-129	 病棟看護師への器械出し研修の取り組み
伊藤病院　看護部　　大　島　由　美
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P-130	 甲状腺術後出血の早期発見と対応に関する病棟マネジメントの現状
伊藤病院　看護部　　二階堂　名　奈

P-131	 甲状腺手術後の頸部愁訴軽減のための患者への頚部ストレッチ指導の実際
隈病院　看護部　　福　島　さ　ち

P-132	 チロシンキナーゼ阻害薬を用いた甲状腺癌治療における多職種連携の有用性
国際医療福祉大学　市川病院　看護部　　湯　山　　　薫

副甲状腺癌（14:35～15:00）
座長：児玉ひとみ（埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科）

P-133	 原発性副甲状腺機能亢進症と診断された副甲状腺腫瘍の検討
琉球大学　医学部　耳鼻咽喉頭頸部外科　　安慶名　信　也

P-134	 当科で経験した副甲状腺癌の 1例
愛知医科大学　卒後臨床研修センター　　渡　部　美　佳

P-135	 長期経過をたどり術前悪性と診断が困難であった副甲状腺癌の一例
市立秋田総合病院　乳腺・内分泌外科　　片　寄　喜　久

P-136	 診断に難渋した非機能性副甲状腺癌の一例
伊藤病院　外科　　ヘイムス規予美

P-137	 副甲状腺癌術後に遠隔転移をきたしながらもシナカルセトにて長期間Ca値をコントロールし得ている 1
例

東北大学病院　乳腺内分泌外科　　佐　藤　真　実

副腎④（14:10～14:40）
座長：木下　秀文（関西医科大学　腎泌尿器外科学講座）

P-138	 Oncocytic、Myxoid	の特徴を持つ副腎皮質腫瘍の 1例
国立病院機構　京都医療センター　泌尿器科　　伊　藤　克　弘

P-139	 術前の FDG-PET 検査で副腎への集積を認めた副腎良性腺腫症例
名古屋大学　医学部附属病院　乳腺内分泌外科　　石　原　博　雅

P-140	 外科による膵頭十二指腸切除術中に判明し、後日腹腔鏡下に摘除したパラガングリオーマの一例
長崎大学医歯薬学総合研究科　泌尿器科学　　湯　野　　　努

P-141	 褐色細胞腫・傍神経節腫に対する外科手術の診療科横断的検討
筑波大学　医学専門学群　医学類　　鄭　　　有　珍

P-142	 副腎腫瘍との鑑別が困難であった後腹膜神経鞘腫の一例
安城更生病院外科　　雨　宮　　　剛

P-143	 副腎髄質皮質・神経鞘腫混合腫瘍の 1例
東京女子医科大学病院　乳腺内分泌外科　　羽二生　賢　人

副腎⑤（14:40～15:10）
座長：藤本　宜正（地域医療機能推進機構　大阪病院　泌尿器科）

P-144	 当院における腹腔鏡下両側副腎摘出術の治療成績についての検討
名古屋大学　医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　稲　石　貴　弘

P-145	 当院におけるクッシング症候群に対する腹腔鏡下副腎摘除術の治療成績
大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学講座（泌尿器科）　　氏　家　　　剛

P-146	 原発性アルドステロン症に対する腹腔鏡下副腎部分切除術の経験
慶應義塾大学　医学部　泌尿器科学教室　　武　田　利　和

P-147	 当院における原発性アルドステロン症 (PA) 患者への手術加療による治療アウトカム
国立病院機構　京都医療センター　泌尿器科　　宮　崎　　　有
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P-148	 JCHO大阪病院泌尿器科における腹腔鏡下副腎摘除術の統計的検討
JCHO大阪病院　泌尿器科　　藤　本　宜　正

P-149	 腹腔鏡下前立腺全摘除術における骨盤内膿瘍の検証
広島市立安佐市民病院　泌尿器科　　三　田　耕　司
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