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一般演題（ポスター）
P1 一般演題（ポスター）1
オンデマンド配信

肺癌-縮小手術
座長：中島 崇裕（獨協医科大学 呼吸器外科）

P1－1 臨床病期 0 期/IA1 期に対する当科における治療戦略と術式決定
帝京大学医学部 外科学講座 齋藤 雄一

P1－2 80 歳以上の高齢者肺癌手術症例における縮小手術の妥当性の検討
松山赤十字病院 呼吸器センター 桂 正和

P1－3 臨床病期 I 期非小細胞肺癌に対する消極的縮小手術症例の検討
独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 近藤 竜一

P1－4 原発性肺癌において消極的縮小手術（楔状部分切除）を施行した症例の検討
和歌山県立医科大学 外科学第一講座 房本 安矢

P1－5 非小細胞肺癌に対する区域切除術後の再発・予後に関する検討
北九州市立医療センター 濱武 基陽

P1－6 RFID タグ（SuReFInD）を使用した肺腫瘍マーキングと精密縮小手術の経験
天理よろづ相談所病院 呼吸器外科 後藤 正司

P2 一般演題（ポスター）2
オンデマンド配信

肺癌-合併症を有する肺癌
座長：上田 和弘（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 呼吸器外科学分野）

P2－1 術前 1 秒量 0.84L であった重症 COPD 合併肺癌に対し右肺上葉切除を施行し良好な術後経過
をえた 1 例

りんくう総合医療センター 山中 秀樹

P2－2 初診時％FEV1.0＜50％ であった重症 COPD 合併肺癌手術症例の検討
国立病院機構帯広病院 呼吸器外科 阿部 昌宏

P2－3 COPD 合併肺癌と間質性肺炎合併肺癌の術後短期成績および長期予後の検討
JA 岐阜厚生連中濃厚生病院 呼吸器外科 水野 吉雅

P2－4 心疾患合併肺癌患者に対する当院の治療戦略
伊勢赤十字病院 胸部外科 徳井 俊也

P2－5 肺癌周術期のアスピリン継続に関する検討
浜松医科大学医学部附属病院 外科学第一講座 水野 潔道

P2－6 保存的治療にて治癒した肺癌術後気管支断端瘻の 2 例
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 保坂 智子

P2－7 左肺癌に対する VATS 左肺切除後に急性期脳 塞を発症した治療例
福岡東医療センター 呼吸器外科 濱武 大輔
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P2－8 右側大動脈弓を伴った右上葉肺癌の 1 切除例
青森県立中央病院 呼吸器外科 小林 数真

P2－9 当院の胸腺腫合併肺癌症例の臨床的検討
独立行政法人 国立病院機構 高知病院 呼吸器外科 日野 弘之

P2－10 Nivolumab にて CR を得た巨細胞肺癌治療中に、上行結腸癌・胃 GIST・前立腺癌・対側多発
腺癌を発症した一例

一般財団法人住友病院 橋本章太郎

P3 一般演題（ポスター）3
オンデマンド配信

肺癌-集学的治療
座長：須田 健一（近畿大学病院）

P3－1 Crizotinib 投与により完全切除が可能となった ROS1 融合遺伝子陽性肺腺癌の 1 例
所沢明生病院 呼吸器外科 尾関 雄一

P3－2 局所進行肺扁平上皮癌に対する放射線化学療法＋Durvalumab 維持療法後にサルベージ手術を
施行した 1 例

国立病院機構災害医療センター 呼吸器外科 宮内 善広

P3－3 硬性気管支鏡を用いた治療による ADL 上昇で完遂可能となった、右主気管支浸潤肺癌の治療
戦略

滋賀医科大学附属病院 呼吸器外科 白鳥 琢也

P3－4 肺腺癌術後再発に対しニボルマブ・イピリムマブ併用療法後、著効を示すも自己免疫性脳炎を
発症した 1 例

京都医療センター 呼吸器外科 余田 誠

P3－5 術後再発および切除不能非小細胞肺癌に対する PACIFIC レジメンにおける当院での使用経験
松山赤十字病院 呼吸器センター 吉田 月久

P3－6 集学的治療により長期生存が得られた胸壁浸潤肺巨細胞癌の 1 例
戸田中央総合病院 呼吸器外科 石角太一郎

P3－7 当院における非小細胞肺癌完全切除症例における術後補助化学療法の実態
済生会福岡総合病院 三浦奈央子

P4 一般演題（ポスター）4
オンデマンド配信

肺癌-その他 1
座長： 島 譲司（国立がん研究センター東病院 呼吸器外科）

P4－1 Transmanubrial approach により左腕頭静脈を再建した上大静脈浸潤非小細胞肺癌の 1 切除例
大阪赤十字病院 呼吸器外科 山崎 順久

P4－2 非小細胞肺癌手術症例における残歯数と臨床病理学的因子および予後との関連
済生会福岡総合病院 外科 高田 和樹

P4－3 当院における Adolescent＆Young Adult 世代の肺腫瘍切除症例の検討
弘前大学大学院・医学部 胸部心臓血管外科学講座 松尾 翼



一
般
ポ
ス
タ
ー

第 39 回日本呼吸器外科学会学術集会号 99（321）

P4－4 早期非小細胞肺がんに対するアンジオテンシン II 受容体拮抗薬の影響
滋賀医科大学 呼吸器外科 上田 桂子

P4－5 非小細胞肺癌術後 5 年以上経過して再発を認めた症例の検討
仙台医療センター 呼吸器外科 星 史彦

P4－6 非小細胞肺癌の術後定期スクリーニングにおける FDG-PET の有効性評価
宮城県立がんセンター 呼吸器外科 阿部 二郎

P4－7 非小細胞肺癌における skip N2 の肺葉による再発の違い
鹿児島大学 呼吸器外科 前田 光喜

P4－8 自然気胸を契機に発見された 10 歳代肺癌の 2 切除例
国家公務員共済組合連合会吉島病院 呼吸器外科 熊田 高志

P5 一般演題（ポスター）5
オンデマンド配信

肺癌-その他 2
座長：池田 晋悟（社会福祉法人 三井記念病院 呼吸器外科）

P5－1 肺癌を含む多重癌の検討；肺癌術後診断例の重要性
公立阿伎留医療センター 三浦 弘之

P5－2 当院における病理病期 1 期肺腺癌症例の検討
水戸医療センター 外科 栗原 秀輔

P5－3 肺浸潤性粘液性腺癌の手術症例における検討
公立甲賀病院 呼吸器外科 片岡 瑛子

P5－4 呼吸器外科医の立場から見た原発性肺癌に対する放射線根治照射の意義
日本医科大学多摩永山病院 呼吸器外科 吉野 直之

P5－5 転移性肺腫瘍の疑いで切除術を行った神経内分泌癌の 2 例
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 呼吸器外科 水野幸太郎

P5－6 2 年間で嚢胞出現から肺切除に至った嚢胞壁発生肺癌の 1 例
国際親善総合病院 呼吸器外科 成毛 聖夫

P5－7 感染性肺嚢胞と鑑別が困難であった肺腺癌の一例
武蔵野赤十字病院 呼吸器外科 石沢 遼太

P6 一般演題（ポスター）6
オンデマンド配信

肺癌-その他 3
座長：鈴木 秀海（千葉大学医学部附属病院 呼吸器外科）

P6－1 当院における肺癌術後再発 ALK 融合遺伝子陽性 6 症例に対する治療経験
大阪赤十字病院 呼吸器外科 山崎 順久

P6－2 EGFR 遺伝子変異陽性かつ PD-L1 高発現の術後再発および進行非小細胞肺癌の治療経験
国際医療福祉大学・山王病院 呼吸器センター 坂庭 信行



一
般
ポ
ス
タ
ー

100（322） 日呼外会誌 36 巻 3 号（2022 年 5 月）

P6－3 EGFR 遺伝子変異の有無による早期肺癌の予後
山口大学大学院 器官病態外科学・呼吸器外科 山本 直宗

P6－4 当科の肺癌切除例における遺伝子変異、PD-L1 抗体発現率と病期についての検討
山梨大学 第二外科 内田 嚴

P6－5 肺癌術後再発に対する予測因子としての PD-L1 発現：後ろ向きコホート研究
独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター 呼吸器外科 小島 健介

P6－6 術後再発した肺癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の治療経験
北見赤十字病院 外科 新関 浩人

P6－7 Pure GGN を呈した adenocarcinoma in situ 部分切除後に胸膜播種再発を来した 1 例
札幌中央病院 呼吸器外科 中島 慎治

P7 一般演題（ポスター）7
オンデマンド配信

肺癌-その他 4
座長：前田 純一（三井記念病院 呼吸器外科）

P7－1 長期生存中の肺化膿症を合併した左上葉肺多形癌の 1 切除例
佐賀県医療センター好生館 呼吸器外科 大庭 大治

P7－2 術前 3D-CT で診断した左上肺静脈還流異常を合併した左上葉肺癌の 1 切除例
福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 渡部 晶之

P7－3 病理病期 IIIB 肺癌肉腫の 1 切除例
国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科 竹中 裕史

P7－4 胸腔鏡手術を併用した手術を施行した superior sulcus tumor の 2 例
東京歯科大学市川総合病院 外科学講座 江口 圭介

P7－5 巨大縦隔腫瘍による高度気管狭窄に対して気道確保し治療開始し得た縦隔型肺癌の一治療例
一般財団法人 太田総合病院 太田西ノ内病院 呼吸器外科 勝俣 博史

P7－6 胸壁に発生したfibroadipose vascular anomaly（FAVA）の1切除例
利根中央病院 呼吸器外科 郡 隆之

P7－7 巨大孤発性線維性腫瘍切除 11 年後に局所再発・悪性転化をきたした 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

P7－8 早期肺癌術中に胸膜播種と誤認されたが、偶発的に発見し胸膜切除術を施行した上皮型悪性胸
膜中皮腫の 1 例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 後藤まどか

P8 一般演題（ポスター）8
オンデマンド配信

良性肺腫瘍
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）

P8－1 肺腺癌と鑑別を要した肺毛細血管腫の 1 切除例
神鋼記念病院 呼吸器外科 伊藤 公一
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P8－2 術前に肺癌を疑い手術となった症例の検討
伊勢赤十字病院 胸部外科 山口 大輔

P8－3 経過で増大し悪性腫瘍が疑われた硬化性肺胞上皮腫の 2 例
信州上田医療センター 呼吸器外科 久米田浩孝

P8－4 Nodular lymphoid hyperplasia の 1 例
旭川医療センター 外科 渡邊 一教

P8－5 演題取下

P8－6 15 歳で切除した Perivascular epithelioid cell tumor の 1 例
埼玉県済生会川口総合病院 呼吸器外科 尾泉 広明

P8－7 術中 ICG 蛍光法による血流評価が有用であった有茎性肺過誤腫の 1 例
山形県立新庄病院 外科 太田 英樹

P8－8 Bronchiolar adenoma の 2 切除例
島田市立総合医療センター 松林 勇汰

P8－9 診断に左肺部分切除術を要した、カテーテルアブレーション後肺静脈閉塞後肺 塞疑いの 1
例

大和市立病院 呼吸器外科 武市 悠

P8－10 両側の難治性気胸を繰り返した特発性上葉限局型肺線維症の 1 例
NHO 旭川医療センター 外科 前田 敦

P9 一般演題（ポスター）9
オンデマンド配信

転移性肺腫瘍 1
座長：濱路 政嗣（京都大学医学部 呼吸器外科）

P9－1 転移性肺腫瘍に原発性肺癌を合併した症例の検討
がん・感染症センター都立駒込病院 中村 梓

P9－2 大腸癌肺転移に対する外科的切除の検討
滋賀医科大学 呼吸器外科 渡邊 敦子

P9－3 膵癌肺転移の 1 切除例
ひらまつ病院 加藤 雅人

P9－4 膵癌術後 6 年経過後に認めた孤立性肺転移の 1 切除例
地域医療機能推進機構九州病院 外科 坂梨 渓太

P9－5 膵癌術後肺転移症例の検討
関西医科大学附属病院 呼吸器外科 松井 浩史

P9－6 泌尿器がん肺転移切除例の検討
平塚市民病院 呼吸器外科 生駒陽一郎

P9－7 筋層非浸潤性膀胱癌に対する TUR-Bt 後 7 年目に多発肺転移を来した一例
住友病院 芳賀ななせ
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P10 一般演題（ポスター）10
オンデマンド配信

転移性肺腫瘍 2
座長：土谷 智史（長崎大学大学院 腫瘍外科）

P10－1 乳癌術後肺転移に対する手術症例の検討
徳島市民病院 宇山 攻

P10－2 乳癌術後 23 年以上を経て肺転移，胸膜転移を来した 1 例
市立三次中央病院 外科 上田 大介

P10－3 子宮体癌術後 8 年で経時的増大を示す多発肺腫瘤に対し，切除で診断し得た良性転移性平滑筋
腫の 1 例

地域医療機能推進機構九州病院 外科 坂梨 渓太

P10－4 子宮癌肺転移切除症例の検討
大阪医科薬科大学 胸部外科 佐藤 澄

P10－5 陽子線治療後の転移性肺腫瘍に対して肺切除を施行した 1 例
札幌厚生病院 外科 長 靖

P10－6 両側多発結節の診断に難渋した悪性黒色腫の一例
新小文字病院 呼吸器外科 山下 直樹

P11 一般演題（ポスター）11
オンデマンド配信

縦隔腫瘍 1
座長：井貝 仁（前橋赤十字病院 呼吸器外科）

P11－1 後側方開胸で完全切除が可能であった非浸潤性巨大胸腺腫の一例
国立病院機構函館病院 外科 大塚 慎也

P11－2 肺へ穿破した成熟奇形腫による肺膿瘍に対し緊急手術を施行した 1 例
横浜市立市民病院 呼吸器外科 吉津 晃

P11－3 PLSVC（左上大静脈遺残）を伴った巨大前縦隔腫瘍の手術症例
秋田大学大学院 医学系研究科 医学専攻腫瘍制御医学系 胸部外科学講座 中 麻衣子

P11－4 巨大縦隔脂肪肉腫の 1 手術例
三重県立総合医療センター 呼吸器外科 庄村 心

P11－5 ロボット支援下で切除した後縦隔発生の骨髄脂肪腫の 1 例
大阪医科薬科大学 胸部外科 佐藤 澄

P11－6 心拍動下冠動脈バイパス術と同時に切除術を施行した縦郭内骨外性軟骨肉腫の 1 症例
JA 広島総合病院 呼吸器外科 三隅 啓三

P11－7 縦隔に発生した巨大脂肪肉腫の 1 切除例
北九州総合病院 呼吸器外科 岩浪 崇嗣
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P12 一般演題（ポスター）12
オンデマンド配信

縦隔腫瘍 2
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）

P12－1 胸痛を契機に診断され嚢胞性陰影を呈した前縦隔悪性リンパ腫の 1 例
三菱京都病院 呼吸器外科 元石 充

P12－2 悪性リンパ腫を疑い胸腔鏡下生検術を実施した胸腺過形成の 1 例
JA 広島総合病院 呼吸器外科 中島 千佳

P12－3 異所性心嚢内甲状腺腫の 1 手術例
三重県立総合医療センター 呼吸器外科 鈴木 仁之

P12－4 気管偏位を来した縦隔内甲状腺腫及び横行結腸癌術後肺転移に対し同時手術を施行した 1 例
筑波記念病院 呼吸器外科 吉田 進

P12－5 性状の異なる機能性縦隔副甲状腺の 2 切除例
岩手県立中央病院 呼吸器外科 鈴木 寛利

P13 一般演題（ポスター）13
オンデマンド配信

縦隔腫瘍 3
座長：樋田 泰浩（北海道大学大学院 医学研究院 循環器・呼吸器外科学分野）

P13－1 後縦隔ミュラー管嚢胞の 1 切除例
香川労災病院 呼吸器外科 吉川 武志

P13－2 後縦隔ミュラー管嚢胞の 1 例
大森赤十字病院 呼吸器外科 中野 隆之

P13－3 急速に増大した極めてまれな後縦隔 Muller 管嚢胞の 1 例
八戸市立市民病院 呼吸器外科 出村 遼

P13－4 甲状腺癌術後再発との鑑別が困難であった、上縦隔横隔神経鞘腫の 1 切除例
富士吉田市立病院 心臓血管外科 呼吸器外科 國光 多望

P13－5 胸椎ダンベル型神経鞘腫の 2 切除例
北野病院 呼吸器外科 住友 亮太

P13－6 神経線維腫症 I 型に合併した胸腔内巨大髄膜瘤の 1 切除例
横浜市立大学附属病院 呼吸器外科 土屋 皓平

P13－7 神経線維腫症 1 型に伴う後縦隔腫瘍に対する腹臥位胸腔鏡下手術の経験
独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター 呼吸器外科 本間 直健

P13－8 健診で発見された迷走神経由来の神経鞘腫の 1 例
関西電力病院 呼吸器外科 舘 秀和
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P14 一般演題（ポスター）14
オンデマンド配信

縦隔腫瘍 4
座長：上吉原光宏（前橋赤十字病院 呼吸器病センター 呼吸器外科）

P14－1 根治的化学放射線療法と Durvalumab が奏功した縦隔原発胎児型腺癌の 1 例
秋田大学大学院 医学系研究科 医学専攻腫瘍制御医学系 胸部外科学講座 原田 柚子

P14－2 胸腔鏡下に完全切除し得た縦隔発生の単中心性 Castleman 病の 2 例
仙台厚生病院 呼吸器外科 鈴木 克幸

P14－3 縦隔から発生した calcifying fibrous tumor の一切除例
日本医科大学 呼吸器外科 町田雄一郎

P14－4 胸腺カルチノイドの 2 例
仙台厚生病院 呼吸器外科 平山 杏

P14－5 前縦隔に発生した気管支嚢胞の 1 切除例
川崎医科大学 総合外科学 湯川 拓郎

P14－6 後縦隔に発生した造血性病変の 2 切除例
青森県立中央病院 呼吸器外科 江場 俊介

P15 一般演題（ポスター）15
オンデマンド配信

胸腺腫、胸腺癌、重症筋無力症 1
座長：田川 公平（春日部市立医療センター 呼吸器外科）

P15－1 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 鈴木 隆哉

P15－2 胸腺腫瘍の外科切除後の予後についての検討
長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター 遠藤 秀紀

P15－3 胸骨正中切開に右前側方切開を加え切除し得た中下葉の無気肺を呈した高度側弯症合併巨大
胸腺腫の 1 例

聖隷横浜病院 呼吸器外科 竹内 健

P15－4 浸潤性胸腺腫術後 10 年での局所再発に対して上大静脈合併切除および再建を施行した 1 例
医仁会武田総合病院 呼吸器外科 北村 将司

P15－5 心外膜のみに播種を認めた再発胸腺腫に対して播種切除術を行い、MCR を得て 7 年間の長期
生存を得た 1 症例

琉球大学 胸部心臓血管外科 古堅 智則

P15－6 術後人工血管血栓閉塞を来たした血管内浸潤を伴う type A 胸腺腫の一例
堺市立総合医療センター 呼吸器外科 竹原 洋士

P15－7 拡大胸腺摘出術+免疫抑制剤にて改善した赤芽球癆合併胸腺腫の 1 例
済生会横浜市南部病院 呼吸器外科 三品 善之

P15－8 当院における赤芽球癆を合併した胸腺腫手術症例の検討
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 大竹宗太郎
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P16 一般演題（ポスター）16
オンデマンド配信

胸腺腫、胸腺癌、重症筋無力症 2
座長：田川 努（国立病院長崎医療センター 呼吸器外科）

P16－1 GTF2I 遺伝子変異検索により異時性多発と判明した胸腺腫の一例
宮城県立がんセンター 呼吸器外科 川村 昌輝

P16－2 非被包化胸腺腫の一例
JCHO 東京山手メディカルセンター 呼吸器外科 山本 沙希

P16－3 アイザックス症候群を伴った胸腺腫の 1 例
済生会山口総合病院 外科 神保 充孝

P16－4 胸腺嚢胞との鑑別を要した micronodular thymoma with lymphoid stroma の 1 例
国立病院機構山口宇部医療センター 呼吸器外科 岡田 真典

P16－5 自然退縮した胸腺腫の 1 例
旭川赤十字病院 福永 亮朗

P16－6 胸腺腫切除で口腔粘膜病変が軽快した腫瘍随伴性天疱瘡の 1 例
静岡県立総合病院 武田 哲人

P16－7 抗アセチルコリン受容体抗体陽性の非胸腺腫縦隔腫瘍の 3 例
広島市立広島市民病院 平野 豊

P17 一般演題（ポスター）17
オンデマンド配信

胸腺腫、胸腺癌、重症筋無力症 3
座長：先山 正二（独立行政法人国立病院機構高知病院 呼吸器外科）

P17－1 人工心肺下に上大静脈・右房合併切除再建を必要とした縦隔悪性腫瘍の 1 手術例
板橋中央総合病院 呼吸器外科 永山 加奈

P17－2 左上葉切除＋心膜合併切除で摘出し得た胸腺肉腫様癌の一切除例
国立病院機構福岡東医療センター 呼吸器外科 若原 純一

P17－3 胸腺癌完全切除後、多発肝転移に対するレンビマの使用経験
神奈川病院 中山 敬史

P17－4 自然退縮の後に再増大が見られた胸腺癌の一切除例
久留米大学医学部 外科学講座 呼吸器外科部門 橋口 俊洋

P17－5 胸腺類基底細胞癌の切除例
東海大学医学部外科学系 呼吸器外科学 中野 圭

P17－6 胸腺癌症例の治療経験
トヨタ記念病院 呼吸器外科 森山 悟

P17－7 術前診断に難渋した頸部胸腺癌の一例
川崎医科大学附属病院 呼吸器外科 野島 雄史

P17－8 腺癌との混合型大細胞性神経内分泌癌（LCNEC）の胸腺原発症例
沖縄協同病院 一般外科（胸部外科） 永田 仁
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P18 一般演題（ポスター）18
オンデマンド配信

その他の縦隔疾患
座長：田中 良太（杏林大学医学部付属病院 呼吸器外科）

P18－1 外科切除により診断に至った胸腺過形成症例の検討
東京女子医科大学病院 呼吸器外科 荻原 哲

P18－2 リンパ濾胞過形成を伴う多房性胸腺嚢胞の 1 切除例
岩手県立中央病院 呼吸器外科 鈴木 寛利

P18－3 縦隔腫瘍との鑑別が困難であった縦隔リンパ節結核の一例
彦根市立病院 呼吸器外科 林 栄一

P18－4 Campylobacter coli 感染による胸痛、発熱で発症した多房性胸腺嚢胞の一切除例
横浜南共済病院 呼吸器外科 三ツ堀隼弘

P18－5 上大静脈合流部から発生した奇静脈瘤に対し手術を施行した 1 例
埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 福田 祐樹

P18－6 開窓術により心房細動が改善した中縦隔巨大嚢胞の 1 例
熊本労災病院 呼吸器外科 柴田 英克

P18－7 特発性縦隔気腫 33 例の臨床的検討
ベルランド総合病院 呼吸器外科 宮本 光

P18－8 緊急手術を行った特発性縦隔出血の 1 例
国立病院機構東広島医療センター 呼吸器外科 赤山 幸一

P18－9 胸腺上皮性腫瘍との鑑別を要した硬化性縦隔炎の 1 例
宮崎県立宮崎病院 呼吸器外科 別府樹一郎

P18－10 両側膿胸，心膜炎を合併した降下性壊死性縦隔炎の一例
筑波大学附属病院 呼吸器外科 皆木 健治

P18－11 当院で経験した降下性壊死性縦隔炎の 3 例
仙台医療センター 呼吸器外科 星 史彦

P18－12 治療に難渋した好気性グラム陽性桿菌による降下性壊死性縦隔炎の 1 手術例
東京女子医科大学 呼吸器外科 荻原 哲

P19 一般演題（ポスター）19
オンデマンド配信

嚢胞性肺疾患、気胸
座長：渡邉 健一（日産玉川病院 呼吸器外科）

P19－1 胸郭形態に着目した自然気胸再発メカニズムの検討
慶應義塾大学医学部 外科学（呼吸器） 政井 恭兵

P19－2 原発性自然気胸に対する初診時治療後経過の傾向
岡山赤十字病院 呼吸器外科 三原 大樹

P19－3 気胸術後再手術症例の検討
まつもと医療センター 山田 響子
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P19－4 若年者自然気胸術後再発因子の検討
国保直営総合病院君津中央病院 呼吸器外科 藤原 大樹

P19－5 若年気胸手術例に対する断端被覆材と再発因子に関する検討
戸田中央総合病院 呼吸器外科 片場 寛明

P19－6 当院における自然血気胸症例の検討―画像所見から予測する緊急手術の適応―
板橋中央総合病院 呼吸器外科 永山 加奈

P19－7 当院で横隔膜部分切除を施行した月経随伴性気胸の検討
聖隷横浜病院 呼吸器外科 竹内 健

P19－8 在宅酸素療法使用中に続発性気胸を合併し胸腔鏡下試験開胸を行った一例
神戸市医療センター中央市民病院 呼吸器外科 高山 昌和

P19－9 胸膜癒着部から挿入された胸腔ドレーンによる肺損傷に対して局所麻酔下に胸壁瘻孔閉鎖を
行った一例

市立岸和田市民病院 呼吸器外科 松本 和也

P19－10 上中葉切除術後に発生した Pneumatocele の自然経過
大阪赤十字病院 呼吸器外科 坂口 泰人

P20 一般演題（ポスター）20
オンデマンド配信

感染性肺疾患・膿胸 1
座長：宮島 邦治（新座志木中央総合病院 呼吸器外科）

P20－1 急性膿胸手術の予後不良因子及び術式選択に関する検討
八戸市立市民病院 栗原 伸泰

P20－2 当院における急性、慢性膿胸の検討
おおたかの森病院 呼吸器科 齋藤 誠

P20－3 当院における急性膿胸に対する胸腔鏡下手術について
市立伊勢総合病院 呼吸器外科 阪口 全宏

P20－4 Pulsavac Plus を用いた複数回洗浄手術が奏功した急性膿胸の一例
公益財団法人甲南会甲南医療センター 呼吸器外科 久野 真人

P20－5 アスペルギルス膿胸を合併した難治性肺膿瘍に対して肺全摘を施行した 1 例
勤医協中央病院 呼吸器センター 外科 川原洋一郎

P20－6 気胸に対する胸腔ドレナージにて術前に急性膿胸を併発した 3 例についての検討
関東中央病院 福田賢太郎

P21 一般演題（ポスター）21
オンデマンド配信

感染性肺疾患・膿胸 2
座長：平松美也子（公益財団法人結核予防会複十字病院 呼吸器外科）

P21－1 遅発性気管支断端瘻による有瘻性膿胸に対し，胸壁開窓術と持続洗浄局所閉鎖陰圧療法を併用
し治癒した 1 例

黒部市民病院 呼吸器外科 明元 佑司
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P21－2 Mycobacterium avium complex（MAC）による有瘻性膿胸の 2 例
板橋中央総合病院 呼吸器外科 永山 加奈

P21－3 右肺下葉切除した患者の肺アスペルギローマに対して右肺上葉切除術を施行した一例
佐賀大学医学部附属病院 胸部心臓血管外科 宮原 尚文

P21－4 重症 COVID-19 肺炎患者に対する気管切開術の工夫と患者因子ならびにその予後
浦添総合病院 呼吸器センター 梶浦耕一郎

P21－5 当院の肺非結核抗酸菌症手術症例の高齢者群・非高齢者群の検討
関西医科大学附属病院 呼吸器外科 松井 浩史

P21－6 気胸手術を契機に診断し得た若年肺アスペルギルス症の一例
国立病院機構災害医療センター 呼吸器外科 塚原 悠

P22 一般演題（ポスター）22
オンデマンド配信

胸壁、胸郭、横隔膜疾患
座長：坂口 浩三（埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器外科）

P22－1 女性漏斗胸手術患者の臨床的特徴と手術成績に関する検討
慶應義塾大学医学部 外科学（呼吸器） 鈴木 嵩弘

P22－2 演題取下

P22－3 右胸水貯留を呈する胸椎ダンベル型神経鞘腫に対して前・後方アプローチの二期的手術を施
行した一例

秋田大学大学院 医学系研究科 医学専攻腫瘍制御系 胸部外科学講座 小林 未来

P22－4 脂肪肉腫を疑い外科的切除を行った胸壁骨髄脂肪腫の 1 例
長野赤十字病院 小池 幸恵

P22－5 成人の肋骨に発症した Langerhans 細胞組織球症の一例
大館市立総合病院 呼吸器外科 岩井 英頌

P22－6 大量血胸で発見された高齢者の肋骨原発骨肉腫の 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 本田 貴裕

P22－7 胸壁再建を要した胸壁原発悪性末梢神経鞘腫の 1 手術例
八尾徳洲会総合病院 呼吸器外科 市橋 良夫

P22－8 術後早期に再発し急速に増大した悪性末梢神経鞘腫瘍の一例
岡山労災病院 水野 大輔

P22－9 左横隔膜弛緩症に対して胸腔鏡と腹腔鏡を同時併用した完全鏡視下左横隔膜縫縮術の一例
大阪赤十字病院 呼吸器外科 山崎 順久

P22－10 横隔膜ヘルニア嵌頓の 2 症例
NHO 旭川医療センター 外科 前田 敦

P22－11 胸腔鏡下手術による横隔膜交通症の診断と治療の検討
福岡赤十字病院 外科 小島 雅之



一
般
ポ
ス
タ
ー

第 39 回日本呼吸器外科学会学術集会号 109（331）

P23 一般演題（ポスター）23
オンデマンド配信

胸部外傷
座長：大渕 俊朗（聖マリア病院 呼吸器外科）

P23－1 高エネルギー外傷による右大量血胸の出血源検索手術時に発見した右側心膜断裂と右心耳破
裂の 1 救命例

日本赤十字社和歌山医療センター 呼吸器外科 宮田 亮

P23－2 包丁による穿通性肺損傷・血気胸に対し穿通状態のままで緊急開胸手術を開始し救命し得た
2 例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 市川 靖久

P23－3 エンジン付き刈払機を使用中に跳ねた異物による肺損傷の 1 例
飯田市立病院 呼吸器外科 冨永 義明

P23－4 抗利尿ホルモン分泌異常症候群（SIADH）を発症した外傷性血気胸の 1 例
岐阜県立多治見病院 岡本紗和子

P23－5 多発肋骨骨折に対する肋骨用 locking plate（Matrix Rib）の使用経験
浦添総合病院 呼吸器センター 外科 谷口 春樹

P23－6 COPD 患者の気胸に対する胸腔ドレナージで医原性肺損傷を併発した 1 例
北陸中央病院 呼吸器外科 清水 淳三

P23－7 胸部刺創による外傷性血胸術後に経口抗凝固薬再開による再出血を認めた 1 例
医仁会武田総合病院 呼吸器外科 北村 将司

P23－8 胸部外傷に対する胸腔ドレーン管理の検討
船橋市立医療センター 呼吸器外科 荒牧 直

P24 一般演題（ポスター）24
オンデマンド配信

先天性疾患・小児呼吸器疾患
座長：豊 洋次郎（京都大学 呼吸器外科）

P24－1 重症心身障害児の重度の気管狭窄に対して縦隔気管孔造設術を行った 1 例
福岡大学 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 岩中 剛

P24－2 異常血管切離のみ施行した左肺底区動脈大動脈起始症の一例
八戸市立市民病院 渡邉伸之助

P24－3 太い異常動脈を有する肺葉内肺分画症に対し，胸腔鏡下切除を行った 1 例
宮崎善仁会病院 呼吸器外科 米井 彰洋

P24－4 下大静脈欠損症および奇静脈結合を伴った右上葉肺癌の 1 例
KKR 高松病院 徳永 義昌

P24－5 壮年期に診断された先天性気管食道瘻の 1 例
富山県立中央病院 呼吸器外科 新納 英樹
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P25 一般演題（ポスター）25
オンデマンド配信

高齢者呼吸器疾患
座長：平田 知己（埼玉県立がんセンター 胸部外科）

P25－1 80 歳以上の高齢者に対する手術術式と予後に関する因子の検討
北九州市立医療センター 呼吸器外科 平井 文彦

P25－2 肺葉切除を施行した 90 歳以上超高齢者肺癌の 3 例
新小文字病院 呼吸器外科 宗 哲哉

P25－3 高齢者肺癌に対する根治手術後 ADL 低下の予測因子の検討
国立病院機構東近江総合医療センター 呼吸器外科 大内 政嗣

P25－4 後期高齢者での肺癌切除後合併症に関する検討
産業医科大学 第 2 外科学 西澤 夏將

P26 一般演題（ポスター）26
オンデマンド配信

COVID-19 と呼吸器外科
座長：奥仲 哲弥（山王病院 呼吸器センター）

P26－1 COVID-19 パンデミックにおいて呼吸器外科医のできること Infection Control Doctor（ICD）と
してのかかわり

独立行政法人国立病院機構長良医療センター 呼吸器外科 小松 輝也

P26－2 COVID-19 肺炎治療後に気胸を発症し手術を施行した 2 症例の検討
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 大竹宗太郎

P26－3 新型コロナウイルス感染症後に発症した両側ニューマトセルに対して外科的治療を施行した
一例

国立国際医療研究センター 呼吸器外科 平井 星映

P26－4 COVID-19 治療中の両側巨大肺嚢胞合併左気胸に対して ECMO 管理下胸腔鏡下左肺嚢胞切除
を行った一例

地方独立行政法人 健康長寿医療センター 呼吸器外科 吉岡 孝房

P26－5 原発性肺癌術前に新型コロナウイルス感染症に罹患した 2 症例の臨床病理学的検討
埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 杉山 亜斗

P26－6 COVID-19 ワクチン接種後の肺塞栓症を合併した原発性肺癌の 1 切除例
千葉西総合病院 外科 山田 典子

P26－7 COVID-19 感染を契機に胸部異常影を指摘された 3 例
伊那中央病院 呼吸器外科 高砂敬一郎

P26－8 COVID-19 感染を契機に発見され、RATS 肺葉切除術を実施した原発性肺癌 2 症例
済生会熊本病院 呼吸器外科 吉岡 正一

P26－9 COVID-19 加療後に原発性肺癌に対して手術を施行した 1 例
札幌厚生病院 外科 長 靖
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P26－10 コロナ禍・働き方改革の中での肺癌合同カンファレンスの模索―電子カルテ上のヴァーチャ
ルカンファレンス―

大阪鉄道病院 鈴木 啓史

P27 一般演題（ポスター）27
オンデマンド配信

稀な症例 1
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）

P27－1 高異型度胎児型腺癌の 1 切除例
富山県立中央病院 呼吸器外科 藤井みのり

P27－2 術後に肺原発平滑筋肉腫と診断した 1 切除例
日本海総合病院 松尾 草明

P27－3 肺癌術後のアスペルギルス膿胸に対し施行した開窓術創内に胸膜播種再発した 1 症例
独立行政法人 国立病院機構 大牟田病院 稲田 一雄

P27－4 高度肺気腫を有する若年者の気胸手術時に偶然発見された肺扁平上皮癌の 1 例
公立学校共済組合中国中央病院 呼吸器外科 荒木 恒太

P27－5 同一肺葉内 4 病変を含む両側同時性 5 重肺癌の症例
新小文字病院 呼吸器外科 高山 真緒

P27－6 遺伝子検査により診断し得た同時性多発肺癌の 3 例
春日部市立医療センター 呼吸器外科 石田 輝明

P27－7 後縦隔に発生した TTF-1 陽性腺癌の 1 切除例
国立病院機構米子医療センター 胸部・乳腺外科 万木 洋平

P27－8 EWSR1 と ATF1 の遺伝子再構成を認めた Primary pulmonary myxoid sarcoma の 1 例
綾部市立病院 西村 友樹

P28 一般演題（ポスター）28
オンデマンド配信

稀な症例 2
座長：市村 秀夫（筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター

呼吸器外科）

P28－1 肺動脈原発血管内膜肉腫の一切除例
大阪府済生会中津病院 呼吸器外科 安藤 悠子

P28－2 総肺動脈幹に病変が及んだ肺動脈肉腫の 1 例
さいたま赤十字病院 眞木 充

P28－3 von Recklinghausen 病に合併した肺原発悪性黒色腫の 1 例
春日部市立医療センター 呼吸器外科 かん 秋明

P28－4 縦隔リンパ節転移をきたした睾丸原発胚細胞性腫瘍の 1 例
東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科 稲垣 卓也

P28－5 硬化性肺胞上皮腫と非定型カルチノイドの混在した肺腫瘍の 1 切除例
国立病院機構弘前病院 呼吸器外科 畑中 亮
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P28－6 SMARCA4-deficient thoracic sarcomatoid tumor の一例
弘前大学大学院 医学研究科 胸部心臓血管外科学講座 谷 建吾

P28－7 転移を伴う脱分化型軟骨肉腫に対して、胸壁切除および再建を行った 2 症例
九州労災病院 外科 森藤 良浩

P28－8 リンパ節転移をきたした悪性末梢神経鞘腫に対して複数回手術を施行し長期生存を得ている
一例

和歌山県立医科大学 外科学第一講座 井口 豪人

P29 一般演題（ポスター）29
オンデマンド配信

稀な症例 3
座長：永島 琢也（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）

P29－1 肺癌術後再発との鑑別に難渋した多発肺・肝結節病変を示した 1 例
JA 広島総合病院 呼吸器外科 小野 倫枝

P29－2 肺癌術後の創部に発生した胸壁デスモイド型線維腫症の 1 切除例
富山県立中央病院 呼吸器外科 新納 英樹

P29－3 Thymoma-associated mutiorgan autoimmunity（TAMA）の一例
国立病院機構 別府医療センター 呼吸器外科 福山 誠一

P29－4 脂肪肉腫と鑑別を要した胸腔内胸壁脂肪腫の 1 例
宮崎善仁会病院 呼吸器外科 米井 彰洋

P29－5 シェーグレン症候群に孤立性結節性肺アミロイドーシスと肺 MALT リンパ腫を合併した一例
独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 木村 尚子

P29－6 Multiple minute pulmonary meningothelial-like nodules の 1 例
国立病院機構近畿中央呼吸器センター 呼吸器外科 徳永 俊照

P29－7 術中診断では肺カルチノイドとの鑑別が困難であった肺形質細胞腫の 1 例
独立行政法人 国立病院機構 近畿中央呼吸器センター 外科 藤原 綾子

P29－8 当院で経験した肺原発 Ciliated muconodular papillary tumor 2 例の検討
仙台厚生病院 呼吸器外科 松野 将宏

P30 一般演題（ポスター）30
オンデマンド配信

稀な症例 4
座長：後藤太一郎（山梨県立中央病院 呼吸器外科）

P30－1 両側多発性硬化性肺胞上皮腫の 1 例
大阪回生病院 外科 安川 元章

P30－2 胸腔鏡下に摘出した胸腔内結石の 2 例
富山県立中央病院 呼吸器外科 高橋 智彦

P30－3 シフラが高値を示した Mixed squamous cell and glandular papilloma の一例
地域医療機能推進機構 徳山中央病院 外科 秋山 紀雄
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P30－4 胸腔内に多発した Calcifying Fibrous Tumor の 1 切除例
国立病院機構近畿中央呼吸器センター 呼吸器外科 坂本 鉄基

P30－5 Epipericardial fat necrosis の 1 例
熊本大学 呼吸器外科 山田 竜也

P30－6 原因薬剤の中止により縮小を得られた肺腫瘤の 2 症例
宮崎大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺外科 濱廣 友華

P30－7 右肺上葉入口部を閉塞した肺原発神経線維腫に対し、スリーブ切除を行った一例
山梨大学医学部附属病院 椙村 彩

P31 一般演題（ポスター）31
オンデマンド配信

稀な症例 5
座長：林 和（国際医療福祉大学三田病院 呼吸器センター）

P31－1 右 B3 分岐異常を有する肺癌症例に対する右 S3+4+5 切除
東京医療センター 呼吸器外科 福冨 寿典

P31－2 右上葉および B6a の転位性気管支を有する肺癌症例に対する右上葉切除の 1 手術例
赤穂中央病院 呼吸器科 柳沼 裕嗣

P31－3 まれな気管支分岐異常を伴った肺癌の一切除例
日本生命病院 冨田栄美子

P31－4 縦隔型 A8 を伴った左下葉肺カルチノイドの一例
岐阜県立多治見病院 杉山 燈人

P31－5 極めて稀な右肺静脈共通幹を伴う肺癌症例に対する胸腔鏡下右肺下葉切除術
大分県済生会日田病院 外科 横山新太郎

P31－6 右上葉切除＋右 S6 区域切除術後に中葉支の屈曲による一過性中葉無気肺を呈した 1 例
兵庫県立淡路医療センター 呼吸器外科 上村 亮介

P31－7 中葉舌区症候群を伴う右上葉肺癌に対してロボット支援下に切除術を施行した 1 例
製鉄記念室蘭病院 呼吸器外科 長谷龍之介

P31－8 気管支原発の上皮筋上皮癌の 1 切除例
青梅市立総合病院 今井紗智子

P31－9 胸壁に発生した脱分化型 SFT の一切除例
宝塚市立病院 呼吸器外科 山本 陽子

P32 一般演題（ポスター）32
オンデマンド配信

稀な症例 6
座長：服部 有俊（順天堂大学 呼吸器外科）

P32－1 検診胸部レントゲンで発見された肺底動脈大動脈起始症の 1 切除例
東北医科薬科大学病院 呼吸器外科 石橋 直也
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P32－2 大喀血に対し VV-ECMO 下に左肺上葉切除を施行した 1 例
総合病院国保旭中央病院 呼吸器外科 小林 公彦

P32－3 脳死両肺移植後に食道癌手術を行い長期生存が得られている 1 例
東北大学加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 村井 翔

P32－4 持続腹膜透析開始後に発症した横隔膜交通症に対し胸腔鏡下横隔膜縫縮術を施行した 1 例
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器外科 揖斐 孝之

P32－5 原発性乳び心膜症の 1 症例
北九州総合病院 呼吸器外科 岩浪 崇嗣

P32－6 当院で施行した胸腔鏡下心膜開窓術の検討
船橋市立医療センター 呼吸器外科 一ノ瀬修二

P32－7 Swan-Gantz カテーテルによる肺動脈損傷に対して左下葉切除術を施行した 1 例
大阪医科薬科大学 胸部外科学教室 文元 聰志

P32－8 右気胸を契機に発見されたペースメーカーリードによる右房壁、心膜穿孔の一例
大阪医科薬科大学 胸部外科 武田 翔

P33 一般演題（ポスター）33
オンデマンド配信

画像診断、画像支援
座長：大政 貢（神戸市立西神戸医療センター 呼吸器外科）

P33－1 亜区域法と体積換算法による肺葉切除後の予測 1 秒量
東京慈恵会医科大学 呼吸器外科 柴崎 隆正

P33－2 肺癌の画像腫瘍径と病理腫瘍径はどの程度一致するか？
千葉県がんセンター 呼吸器外科 小野里優希

P33－3 SUV max を指標とした pure GGN 病変の悪性度予測
北里大学医学部 呼吸器外科学 近藤 泰人

P33－4 右上葉肺癌術後の横隔膜運動が呼吸機能に与える影響について―X 線動態検査を用いた解析
淡海医療センター 呼吸器外科 林 一喜

P34 一般演題（ポスター）34
オンデマンド配信

胸腔鏡手術
座長：増田 良太（東海大学医学部 外科学系 呼吸器外科学）

P34－1 難治性続発性気胸に対する非挿管胸腔鏡手術：術中管理における工夫
福井赤十字病院 呼吸器外科 山岸 弘哉

P34－2 凝固切開装置の肺実質閉鎖能の比較：マイクロ波と高周波電流
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

P34－3 cVATS 下に肺門先行処理をした完全不全分葉右下葉切除の 1 例
尼崎総合医療センター 松岡 隆久
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P34－4 80 歳以上の高齢者肺癌に対する 3-port VATS の治療成績の検討
虎の門病院 呼吸器センター外科 鈴木聡一郎

P34－5 Uniportal VATS における術後 痛の検討
国立病院機構高知病院 呼吸器外科 森下 敦司

P34－6 単孔式胸腔鏡手術の導入初期経験
国立病院機構渋川医療センター 呼吸器外科 八巻 英

P34－7 月経随伴性喀血を来す胸腔子宮内膜症に対して単孔式胸腔鏡下肺部分切除術が有用であった
1 例

弘前大学大学院・医学部 胸部心臓血管外科学講座 松尾 翼

P35 一般演題（ポスター）35
オンデマンド配信

ロボット手術
座長：春木 朋広（鳥取大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科）

P35－1 前縦隔腫瘍におけるロボット支援下剣状突起下アプローチのコンソール時間に影響を及ぼす
因子の検討

岐阜大学医学部附属病院 呼吸器センター 呼吸器外科 白橋 幸洋

P35－2 分葉不全症例に対するロボット支援下肺葉切除の工夫
和歌山県立医科大学 平井 慶充

P35－3 5 ポート VATS から 5 ポート RATS へ，移行初期における認容性についての検討
昭和大学医学部 外科学講座 呼吸器外科学部門 遠藤 哲哉

P35－4 ロボット支援下手術開始時に経験したコツと piitfall
鹿児島大学病院 呼吸器外科 狩集 弘太

P35－5 地方市中病院におけるロボット支援下手術の導入と定型化への試み
製鉄記念室蘭病院 呼吸器外科 長谷龍之介

P35－6 定型肺カルチノイド腫瘍に対してロボット支援下右上葉区域切除術を施行した 1 例
明石医療センター 呼吸器外科 高梨 碧

P35－7 Right top pulmonary vein を伴った右下葉肺癌に対しロボット支援胸腔鏡下肺切除を行った
1 例

神戸市立医療センター西市民病院 呼吸器外科 竹尾 正彦

P36 一般演題（ポスター）36
オンデマンド配信

周術期管理・術後合併症 1
座長：松本 卓子（東京女子医科大学附属足立医療センター 呼吸器外科）

P36－1 肺切除術後に気漏が遷延した症例の検討
自治医科大学 外科学講座 呼吸器外科学部門 山本 真一

P36－2 胸腔鏡手術後に胸腔ドレーンは必要か？
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
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P36－3 解剖学的肺切除における術後気漏の予測因子の検討
千葉大学大学院 医学研究院 呼吸器病態外科学 由佐城太郎

P36－4 術直後に対側肺完全虚脱の緊張性気胸を生じた VATS 肺生検に関する報告
白河厚生総合病院 呼吸器外科 長谷川剛生

P36－5 醸膿胸膜を補強材料として断端瘻を閉鎖した有瘻性膿胸の 1 例
新行橋病院 呼吸器外科 下川 秀彦

P36－6 酸化再生セルロースパウダーの使用による術後胸水への影響
防衛医科大学校 呼吸器外科 亀田 光二

P36－7 Chronic expanding hematoma 再発に対して negative pressure wound therapy を施行した 1 例
長野市民病院 呼吸器外科 中村 大輔

P36－8 術後両側横隔神経麻痺の診療経験
藤枝市立総合病院 呼吸器外科 児嶋 秀晃

P37 一般演題（ポスター）37
オンデマンド配信

周術期管理・術後合併症 2
座長：岩田 剛和（千葉県がんセンター 呼吸器外科）

P37－1 肺癌術後に非閉塞性腸間膜虚血（NOMI；Non-obstructive mesenteric ischemia）を発症した
2 症例

日本赤十字社和歌山医療センター 呼吸器外科 石川 将史

P37－2 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術中に止血困難に陥りガーゼパッキングで救命したビアペネムによる血
小板減少症の一例

国立病院機構茨城東病院 中川 隆行

P37－3 術後血流障害をきたした中心静脈型の S2＋3 区域切除の一手術例
結核予防会複十字病院 呼吸器センター 下田 清美

P37－4 肺実質を貫通した胸腔ドレーンを V-V ECMO 併用下に抜去した 1 例
富山県立中央病院 呼吸器外科 北村 直也

P37－5 呼吸器外科周術期における“痩せ”（Underweight）の影響について（アップデート版）
独立行政法人国立病院機構長良医療センター 呼吸器外科 小松 輝也

P37－6 術後に漿膜炎による心タンポナーデを認めたシェーグレン症候群合併胸腺 MALT リンパ腫の
一例

横浜市立市民病院 呼吸器外科 重信 敬夫

P37－7 胸腔鏡下術後 iv-PCA に併用したドロペリドールにより急性ジストニアを発症した 1 例
KKR 高松病院 呼吸器外科 石川 真也

P37－8 進行性全身筋力低下を合併し，術後管理に難渋した右下葉扁平上皮癌の 1 例
川崎医科大学 呼吸器外科学 杉山 華衣
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P38 一般演題（ポスター）38
オンデマンド配信

周術期管理・術後合併症 3
座長：内田 修（河北総合病院 呼吸器外科）

P38－1 肺癌術後の乳び胸に対し鼠径リンパ節穿刺リンパ管造影を施行した症例の検討
東海大学医学部付属八王子病院 呼吸器外科 渡邊 創

P38－2 鼠径リンパ節穿刺によるリンパ管造影が有効であった肺癌術後乳び胸の経験
上尾中央総合病院 呼吸器外科 稲田 秀洋

P38－3 肺癌術後乳糜胸に対して治療に難渋した一例
佐賀県医療センター好生館 呼吸器外科 大庭 大治

P38－4 原発性肺癌術後中葉捻転の 2 例
春日部市立医療センター 呼吸器外科 かん 秋明

P38－5 右上葉肺癌術後に脊髄 塞を発症した一例
宮崎県立延岡病院 呼吸器外科 森 浩貴

P38－6 肺切除後に毒素性ショック症候群を合併した 1 例
東京都立多摩総合医療センター 呼吸器外科 吉川 拓磨

P38－7 肺癌術後乳糜胸に対して高濃度ブドウ糖による癒着術が有効であった 2 例
友愛記念病院 呼吸器外科 三好 孝典

P38－8 右横隔膜合併切除後に肝被膜下出血を認めた肺癌の一例
市立池田病院 呼吸器外科 須崎 剛行

P38－9 気管狭窄を認め手術を施行した右胸腔内巨大腫瘤の 1 例
JA 尾道総合病院 呼吸器外科 山木 実

P39 一般演題（ポスター）39
オンデマンド配信

その他
座長：吉野 直之（日本医科大学多摩永山病院 呼吸器外科）

P39－1 原発性手掌多汗症に対する客観的治療効果の検討
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 羽切 周平

P39－2 当院における手掌多汗症への取り組み
富山市立富山市民病院 山本 優

P39－3 脳膿瘍を合併した孤立性の肺動静脈奇形に対する胸腔鏡下肺部分切除術の一例
新久喜総合病院 呼吸器外科 宮田 剛彰

P39－4 原発性肺癌外科治療における入院医療費高額化因子の検討
岐阜県総合医療センター 心臓血管外科・呼吸器外科 梅田 幸生

P39－5 呼吸器外科専攻医による胸腔鏡下解剖学的肺切除術の短期手術成績とラーニングカーブ
青森県立中央病院 呼吸器外科 藤田 朋宏
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P40 一般演題（ポスター）40
オンデマンド配信

基礎研究
座長：山口 学（国際医療福祉大学市川病院 呼吸器外科）

P40－1 3 種類の癌幹細胞マーカー発現による切除肺腺癌患者 183 例の無再発生存曲線
今光ホームケアクリニック 小山 倫浩

P40－2 肺扁平上皮癌における腫瘍浸潤 Foxp3 陽性細胞数と術後再発の関連性の検討
北里大学医学部 呼吸器外科 塩見 和

P40－3 当院にて切除した若年肺癌に対する次世代シーケンサーを用いた遺伝子パネル検査による遺
伝子学的検討

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 呼吸器センター 外科 四元 拓真

P40－4 肺腺癌術後再発に対する一次治療としての EGFR-TKI の治療成績
日赤和歌山医療センター 宮田 亮

P40－5 ウイルスベクターを用いたプロドラッグシステムによる肺癌遺伝子治療の開発
北海道大学大学院 消化器外科学教室 2 平岡 圭

P40－6 急性肺障害に対する ECMO 使用時の人工呼吸器関連肺障害に対する基礎的検討
東京慈恵会医科大学附属病院 加藤 大喜


