
第33回日本内分泌外科学会総会

一般口演
6 月 3 日（木）　 第 3 会場（宴会場　千曲）

一般口演1：検査・診断（9:00～9:45）
座長：伊藤　康弘（隈病院　治験臨床試験管理科）

杉谷　　巌（日本医科大学　内分泌外科）　

O01-1 甲状腺手術前の声帯運動確認の必要性について
伊藤病院　　友　田　智　哲

O01-2 術前に CT を要する甲状腺乳頭癌症例
東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科　　尾　身　葉　子

O01-3 甲状腺乳頭癌に対する甲状腺全摘＋両側 D1 郭清後に定期的な頚部超音波検査は必要か
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　稲　石　貴　弘

O01-4 Shear Wave Measurement は甲状腺癌の診断に有用である
日本医科大学　内分泌外科／大阪府立大学大学院　生命環境科学研究科　　軸　薗　智　雄

O01-5 甲状腺悪性リンパ腫におけるびまん性大細胞型リンパ腫と MALT リンパ腫の術前予測因子について
野口病院　　菊　地　勝　一

一般口演2：手術・合併症（10:00～10:54）
座長：辻　　裕之（金沢医科大学病院　頭頸部甲状腺外科）　

武山　　浩（東京慈恵会医科大学　乳腺・内分泌外科）

O02-1 当科における甲状腺術後出血についての検討
日本医科大学付属病院　内分泌外科　　齋　藤　麻梨恵

O02-2 NIM-3.0 は甲状腺手術における永続性声帯麻痺を減少させる
隈病院外科　　舛　岡　裕　雄

O02-3 非反回下喉頭神経に対する持続術中神経モニタリングの使用経験
東京医科大学　呼吸器・甲状腺外科学分野　　伊　藤　純　子

O02-4 当院における補完的甲状腺全摘症例の合併症についての検討
隈病院　頭頸部外科　　佐々木　崇　博

O02-5 甲状腺葉切除後の甲状腺機能の指標としての予測残存甲状腺量と術前骨格筋量の有用性の検討
信州大学医学部外科学教室　乳腺内分泌外科学分野　　網　谷　正　統

O02-6 DPC データベースを用いた甲状腺がん手術における肥満・やせと短期術後成績との関連の分析
東京大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科学／同　公共健康医学専攻　臨床疫学・経済学

　　小　西　孝　明

一般口演3：分子標的薬（11:00～11:45）
座長：杉野　公則（伊藤病院）　　　

内野　眞也（野口病院　外科）

O03-1 がん遺伝子パネル検査に基づく進行甲状腺癌の治療―患者の benefit に繋げるために
信州大学医学部外科学教室　乳腺内分泌外科学分野　　伊　藤　研　一

O03-2 分化型甲状腺癌に対するレンバチニブ開始用量の検討
京都府立医科大学　　新　井　啓　仁

O03-3 当科経験症例からみえた甲状腺未分化癌治療戦略 ~ レンバチニブは未分化癌治療をかえたのか ~
東京医科大学　呼吸器・甲状腺外科学分野　　田　村　温　美

日本内分泌外科学会雑誌　第38巻　増刊号　2021

プ
ロ
グ
ラ
ム

S33



The 33rd Annual Congress of the Japan Association of Endocrine Surgeons

O03-4 画像診断で頸動脈侵襲を疑う症例における neoadjuvant setting での Lenvatinib 使用経験
北里大学病院　乳腺甲状腺外科　　加　藤　　　弘

O03-5 レンバチニブが甲状腺乳頭癌多発肺転移と腎細胞癌に有効であった 1 例
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科　　滝　沢　宏　光

6 月 3 日（木）　 第 2 会場（メインバンケット　桜）

一般口演4：基礎・病理（15:10～16:04）
座長：岡本　高宏（東京女子医科大学　乳腺・内分泌・小児外科）

伊藤　研一（信州大学医学部　乳腺内分泌外科学分野）　　

O04-1 甲状腺低分化癌患者の術前の好中球リンパ球比（NLR）と予後の検討
信州大学医学部外科学教室　乳腺内分泌外科学分野　　大　場　崇　旦

O04-2 遠隔転移のある甲状腺分化癌における好中球 / リンパ球比は予後予測因子となりうるか？
隈病院　治験臨床試験管理科／同　外科　　伊　藤　康　弘

O04-3 TERT promoter 変異の有無による甲状腺乳頭癌の癌死危険度分類の精緻化
日本医科大学　内分泌外科　　杉　谷　　　巌

O04-4 高リスク乳頭癌を特徴づける腫瘍関連遺伝子の同定に関する研究
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　柴　田　雅　央

O04-5 甲状腺乳頭癌オルガノイドを用いた薬剤感受性と甲状腺分化マーカーの変動
横浜市立大学　外科治療学　　菅　沼　伸　康

O04-6 橋本病進行度評価と抗体価の多寡ついて
野口病院　　菊　地　勝　一

6 月 3 日（木）　 第 3 会場（宴会場　千曲）

一般口演5：副甲状腺1（15:10～16:04）
座長：佐藤　伸也（やました甲状腺病院）　　　　　　　

横井　忠郎（聖路加国際病院　消化器・一般外科）

O05-1 当科で経験した原発性副甲状腺機能亢進症 25 例における術中 intactPTH 測定を中心とした臨床的検討
金沢医科大学　頭頸部外科学　　川　上　　　理

O05-2 原発性副甲状腺機能亢進症における術中 PTH モニタリングと予後
ノア今池クリニック　　岡　田　智　美

O05-3 異所性副甲状腺腺腫の診断と治療
新座志木中央総合病院　乳腺内分泌外科／国際医療福祉大学市川病院　乳腺甲状腺外科　　神　森　　　眞

O05-4 造影 CT にて局在診断を確実にした、多腺腫大により局在診断が困難であった傍食道副甲状腺腺腫の 1 例
埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科　　中　村　　　靖

O05-5 術前の画像診断で局在不明であった原発性副甲状腺機能亢進症の 1 例
市立四日市病院　　越　間　佑　介

O05-6 原発性副甲状腺機能亢進症に併存した甲状腺疾患の検討
金地病院　外科　　福　森　龍　也

6 月 4 日（金）　 第 3 会場（宴会場　千曲）

一般口演6：手術（9:00～9:54）
座長：五十嵐健人（五十嵐内分泌クリニック）　　　　

中島　範昭（東北大学　乳腺内分泌外科学分野）
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O06-1 縦隔郭清を施行した甲状腺分化癌手術例の検討
草津総合病院　　森　谷　季　吉

O06-2 甲状腺乳頭癌に対する外科治療の de-escalation に対する検討
名古屋大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　　菊　森　豊　根

O06-3 外側区域リンパ節転移を来した甲状腺乳頭癌における skip 転移症例の検討
金沢医科大学　頭頸部外科学講座　　下　出　祐　造

O06-4 甲状舌管嚢胞手術例の臨床的特徴と偶発乳頭癌に関する報告
和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　熊　代　奈央子

O06-5 当科における内視鏡補助下甲状腺手術（VANS）症例の検討
金沢医科大学　頭頚部外科学講座　　石　坂　　　智

O06-6 VANS 法による鏡視下甲状腺手術にて術中に反回神経損傷をきたし即時再建を行った一例
みさと健和病院　外科　　坂　口　智　一

一般口演7：病理・微小癌（10:00～10:54）
座長：小野田尚佳（隈病院　外科）　　　　　　　　　　　

前田　茂人（長崎医療センター　乳腺・内分泌外科）

O07-1 被包性血管浸潤型濾胞癌における血管浸潤数の予後への影響
伊藤病院　　山　﨑　春　彦

O07-2 嚢胞集簇型（ハニカム型）乳頭癌 28 例の病理学的検討とその診断的意義
隈病院　病理診断科　　廣　川　満　良

O07-3 小児甲状腺乳頭癌の臨床的特徴および予後
伊藤病院　外科　　赤　石　純　子

O07-4 超低リスク乳頭癌 cT1aN0M0（PMC）の管理方針における Patient-reported outcome（PRO）: 横断研
究報告

日本医科大学　内分泌外科　　數　阪　広　子
O07-5 甲状腺超低リスク微小乳頭癌 cT1aN0M0 に対する積極的経過観察症例と手術症例の医療費の比較

伊藤病院　　ヘイムス規予美
O07-6 甲状腺片葉切除後の残葉甲状腺に出現した微小癌の経過

隈病院　頭頸部外科　　能　田　拓　也

一般口演8：副甲状腺2（11:00～11:45）
座長：神森　　眞（新座志木中央総合病院　乳腺内分泌外科）

進藤　久和（やました甲状腺病院　外科）　　　　　　

O08-1 原発性副甲状腺機能亢進症術後のテタニー発症の術前因子についての検討
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科　　青　山　万理子

O08-2 原発性副甲状腺機能亢進症に対する術前後天然型ビタミン D 補充の効果
聖路加国際病院　消化器・一般外科　　横　井　忠　郎

O08-3 二次性副甲状腺機能亢進症に対する PTx の現状とこれから
名古屋第二赤十字病院　　平　光　高　久

O08-4 副甲状腺癌の術前診断における炎症性マーカーの意義の検討
伊藤病院　外科　　大　桑　恵　子

O08-5 高カルシウム血症クリーゼを来たした副甲状腺癌の 3 例
日本医科大学付属病院　内分泌外科　　銭　　　真　臣
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6 月 4 日（金）　 第 2 会場（メインバンケット　桜）

一般口演9：副腎（14:10～15:04）
座長：市川　智彦（千葉大学医学部附属病院　泌尿器科学）

計屋　知彰（長崎大学病院　泌尿器科・腎移植外科）

O09-1 褐色細胞腫・傍神経節腫における術中最高血圧を予測する術前因子の検討
関西医科大学附属病院　　大　杉　治　之

O09-2 褐色細胞腫におけるカテコールアミン合成酵素に関する検討
秋田大学大学院医学系研究科　腎泌尿器科学講座　　小　林　瑞　貴

O09-3 褐色細胞腫の発見契機の違いによる臨床的検討
名古屋大学医学部附属病院　　武　内　　　大

O09-4 3 次元画像処理システム SYNAPSE VINCENT による術前シミュレーションを行い腹腔鏡手術を完遂し
た傍神経節腫の 1 例

筑波大学医学医療系　腎泌尿器外科　　星　　　昭　夫
O09-5 サブクリニカルクッシング症状群における術前画像検査での非患側副腎短径と術後ステロイド補充期間は

相関する
千葉大学医学部附属病院　泌尿器科　　今　村　有　佑

O09-6 当院における副腎骨髄脂肪腫の臨床的検討
大阪急性期総合医療センター　　堀　谷　　　弘

6 月 4 日（金）　 第 3 会場（宴会場　千曲）

一般口演10：乳腺・希少疾患（14:10～14:55）
座長：伊藤　公一（伊藤病院）　　　　　　　　　　　　　　

小川　利久（獨協医科大学埼玉医療センター　乳腺科）

O10-1 骨量減少を伴う閉経後乳癌患者におけるゾレドロン酸 5mg 投与が骨密度と骨代謝マーカーに与える影響
市立四日市病院　　野　田　裕　俊

O10-2 乳癌センチネルリンパ節生検個数とマクロ転移陽性個数との関係
長崎みなとメディカルセンター　乳腺・内分泌外科　　南　　　恵　樹

O10-3 下咽頭梨状窩瘻の臨床的特徴と治療経過の検討
和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　平　山　　　俊

O10-4 胃・食道神経内分泌癌の治療標的分子発現：PD-L1（CPS・TPS）、HLA-Class I、TILs、MMR 蛋白、
HER2 の検討

東京大学大学院医学系研究科　人体病理学・病理診断学／同　消化管外科学　　山　下　　　智
O10-5 COVID-19 患者に対する気管切開

聖路加国際病院　消化器・一般外科　　横　井　忠　郎
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一般ポスター
6 月 3 日（木）　 ポスター・展示会場（メインバンケット　楓）

一般ポスター1：乳頭癌1（17:10～17:40）
座長：鯉渕　幸生（高崎総合医療センター　乳腺・内分泌外科）

P01-1 甲状腺乳頭癌における中央区域郭清　― 内視鏡手術と開創手術の平均郭清個数の比較
鹿児島大学病院　消化器・乳腺甲状腺外科　　平　島　忠　寛

P01-2 甲状腺癌手術症例における腫瘍断端非陰性例の術後経過
長野中央病院　外科／佐久総合病院佐久医療センター　甲状腺外科　　片　桐　　　忍

P01-3 家族性大腸腺腫症関連甲状腺乳頭癌（Cribriform-morular variant）症例の検討
日本医科大学　内分泌外科　　長　岡　竜　太

P01-4 最近経験した被包型乳頭癌の 2 手術例
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　　岸　野　瑛　美

P01-5 ベセスダ分類で悪性所見の無い甲状腺乳頭癌手術症例の検討
国立病院機構長崎医療センター　　山之内　孝　彰

一般ポスター2：乳頭癌2（17:40～18:16）
座長：赤須　東樹（日本医科大学武蔵小杉病院　内分泌外科）

P02-1 当科での外来 RAI アブレーション症例の検討
大阪急性期・総合医療センター　　森　　　将　史

P02-2 心不全の既往のある高齢者の頸部縦隔リンパ節転移・肺転移を伴った甲状腺乳頭癌に対して、CyberKnife
による定位放射線治療（stereotactic radiotherapy: SRT）を含めた集学的治療を行った一例

東京慈恵会医科大学　乳腺・内分泌外科　　石　垣　貴　之
P02-3 小児の進行甲状腺乳頭癌の 1 例

筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　花　井　沙　織
P02-4 麻痺発症から 8 年経過した反回神経単独浸潤を伴う甲状腺乳頭癌

伊勢赤十字病院　頭頸部・耳鼻咽喉科　　山　田　弘　之
P02-5 術後 20 年を過ぎて再発をきたした甲状腺乳頭癌の 2 例

川崎医科大学附属病院良医育成支援センター　　景　山　千　幸
P02-6 甲状腺乳頭癌全摘後 30 年経過して顕在化した頸部リンパ節転移を認めた症例

伊勢赤十字病院　　小　林　大　介

一般ポスター3：副甲状腺1（17:10～17:40）
座長：尾身　葉子（東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

P03-1 妊娠初期に原発性副甲状腺機能亢進症を指摘され、妊娠中期の手術により正常分娩を迎えることができた
1 例

東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科　　岩　内　聡太郎
P03-2 胸骨縦切開を要した巨大副甲状腺腫の 1 例

飯田市立病院　乳腺内分泌外科　　千　野　辰　徳
P03-3 腺腫様甲状腺腫との鑑別に難渋した原発性副甲状腺機能亢進症の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター　乳腺甲状腺外科　　礒　田　ま　や
P03-4 慢性腎不全に腺腫、過形成、正常副甲状腺の複雑な様相を呈した副甲状腺機能亢進症の 1 例

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　野　村　長　久
P03-5 二次性副甲状腺機能亢進症に対する PTx 後の骨塩密度改善の予測因子

名古屋第二赤十字病院　　岡　田　　　学
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一般ポスター4：濾胞性腫瘍（17:40～18:16）
座長：松津　賢一（伊藤病院　外科）

P04-1 腫様甲状腺腫術後に濾胞癌骨転移の診断に至った 2 例
東北大学　総合外科　乳腺・内分泌外科学分野　　角　掛　聡　子

P04-2 再発後 105 ヶ月間無増悪生存中の ER 陽性甲状腺濾胞癌の一例
甲賀病院　　金　澤　真　作

P04-3 TERT promoter mutation as an early molecular pathologic event in follicular thyroid tumors
Nagasaki University　　Sailaubekova Yerkezhan

P04-4 当科における腺腫様甲状腺腫手術例の検討
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

P04-5 術前は甲状腺乳頭癌と診断したが術後腺腫様甲状腺腫の診断と判明した 1 例
川崎医科大学付属病院　　福　間　佑　菜

P04-6 急性発症の片側反回神経麻痺は少し待って手術する
愛知医科大学病院　　西　塔　誠　幸

一般ポスター5：良性（17:10～17:46）
座長：土井原博義（岡山大学病院　乳腺・内分泌外科）

P05-1 バセドウ病手術症例 57 例の臨床病理学的検討
土谷総合病院　外科　　川　﨑　由香里

P05-2 最近経験した Marine-Lenhart 症候群の 2 手術例
川崎医科大学附属病院　良育支援センター　　佐々木　　　梓

P05-3 内服加療のみ継続している機能性甲状腺結節の 1 例
すずかけセントラル病院　乳腺甲状腺科　　鈴　木　やすよ

P05-4 甲状腺機能亢進症を伴う McCune-Albright 症候群に対して放射性ヨウ素内用療法を施行した一例
横浜市立大学　外科治療学　　高　橋　有佳里

P05-5 甲状腺全摘術を施行した橋本病急性増悪の 1 例
北里大学北里研究所病院　乳腺甲状腺外科　　五月女　恵　一

P05-6 若年者バセドウ病術後に hungry bone syndrome を発症した一例
弘前大学医学部附属病院　消化器乳腺甲状腺外科学講座　　岡　野　健　介

一般ポスター6：副甲状腺2（17:46～18:10）
座長：菊地　勝一（野口病院　外科）

P06-1 亜急性甲状腺炎に合併した早期副甲状腺癌の 1 例
山近記念総合病院　外科　　久保田　光　博

P06-2 高カルシウム血症を伴う細胞診穿刺経路再発によって診断された副甲状腺癌
隈病院　外科　　安　藤　孝　人

P06-3 甲状腺、副甲状腺手術における gauze blotting 法での iPTH 測定による副甲状腺組織の確認
隈病院　　山　本　正　利

P06-4 待機的手術を施行できた上皮小体腺腫出血の一例
福山市民病院　　山　下　哲　正

一般ポスター7：髄様癌・MEN（17:10～17:40）
座長：加藤　　弘（北里大学病院　乳腺甲状腺外科）

P07-1 多発性内分泌腫瘍症 2 型（MEN2）における予防的甲状腺全摘術の検討
隈病院　外科　　木　原　　　実
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P07-2 最近経験した甲状腺髄様癌 5 例の検討
川崎医大附属病院　乳腺甲状腺外科　　三　上　剛　司

P07-3 散発性甲状腺髄様癌に副甲状腺機能亢進症を合併していた 1 例
金地病院　外科　　山　口　夏　希

P07-4 甲状腺髄様癌再発例に使用したバンデタニブが無効となり、レンバチニブに変更し奏功を認めた 1 例
長野赤十字病院　乳腺・内分泌外科　　浜　　　善　久

P07-5 両側性褐色細胞腫に対する副腎摘除術後 11 年目に後腹膜再発を認めた MEN2A の 1 例
大阪大学　泌尿器科　　氏　家　　　剛

一般ポスター8：副腎（17:40～18:10）
座長：安井　孝周（名古屋市立大学　腎・泌尿器科学分野）

P08-1 褐色細胞腫におけるメチロシン術前投与の初期経験
久留米大学医学部　泌尿器科学講座　　築　井　克　聡

P08-2 正常血圧褐色細胞腫に対する術前α遮断薬投与は有用である
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　一　川　貴　洋

P08-3 多彩な合併症で治療に難渋した ACTH 産生副腎褐色細胞腫の 1 例
立正佼成会付属佼成病院　　高　橋　和　宏

P08-4 当院における内分泌非活性副腎腫瘍に対する外科的切除の臨床的検討
久留米大学医学部　泌尿器科学講座　　小笠原　尚　之

P08-5 副腎腫瘍出血を疑い手術を施行した 3 例
藤田医科大学医学部　内分泌外科　　中　村　健　人

一般ポスター9：手術1（17:10～17:46）
座長：森谷　季吉（草津総合病院　頭頚部甲状腺外科センター）

P09-1 ECMO 待機下甲状腺手術 8 例の検討　〜挿管先行か？ ECMO 先行か？〜
市立釧路総合病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　坂　下　智　博

P09-2 4 科合同カンファレンスにて手術方針を検討し手術にあたった巨大縦隔甲状腺腫の一例
昭和大学横浜市北部病院　　坂　上　聡　志

P09-3 緊急気道確保後、準緊急的に甲状腺全摘を行った甲状腺腫瘤の一例
琉球大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座　　上　里　　　迅

P09-4 良性甲状腺腫によって生じた高度気道狭窄の 2 例
日本赤十字社和歌山医療センター　　本　多　啓　吾

P09-5 甲状腺乳頭癌再発・縦隔リンパ節転移による腕頭静脈浸潤に対して心膜パッチ修復術を併用し根治術を施
行した 1 例

川崎医科大学総合医療センター　　中　村　有　希
P09-6 ウシ心膜パッチによる血行再建を行った進行甲状腺癌の一例

横浜市立大学付属病院　外科治療学　　佐　藤　　　泉

一般ポスター10：乳腺（17:46～18:10）
座長：藤森　　実（信州上田医療センター　乳腺内分泌外科）

P10-1 原発巣と転移巣にて HER2 発現の不一致が生じた乳癌甲状腺転移の 1 症例
聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科　　西　川　　　徹

P10-2 男性乳管内乳頭腫の一例
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　松　原　由　佳

P10-3 10 年間にわたり Fulvestrant が奏功していると考えられる高齢者局所進行乳癌症例
藤崎病院　外科　　櫻　井　健　一
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P10-4 高齢者男性乳癌にセンチネルリンパ節生検術を施行した 1 例
日本歯科大学附属病院　乳腺内分泌外科／藤崎病院　外科　　櫻　井　健　一

6 月 4 日（金）　 ポスター・展示会場（メインバンケット　楓）

一般ポスター11：乳頭癌3（15:20～15:50）
座長：大月　直樹（近畿大学医学部　耳鼻咽喉科学教室）

P11-1 バセドウ病を合併した甲状腺乳頭癌に対して片葉切除を施行した一例
公立陶生病院　　長谷川　雄　基

P11-2 二重大動脈弓を伴う甲状腺乳頭がんに対して、甲状腺左葉切除術を施行した一例
横浜市立大学　外科治療学教室　　荻　窪　まどか

P11-3 頸部リンパ節転移から発見された甲状腺微小乳頭癌の症例
平塚共済病院　外科　　田　中　彩　乃

P11-4 斜角筋間に PET 陽性腫瘤を認めた甲状腺乳頭がんの一例
岐阜大学　　飯　沼　亮　太

P11-5 縦隔内甲状腺嚢胞形成型甲状腺乳頭癌の 1 例
岡山医療センター　乳腺・甲状腺外科　　野　上　智　弘

一般ポスター12：分子標的薬（15:20～15:56）
座長：前田　茂人（長崎医療センター　乳腺・内分泌外科）

P12-1 当院における sorafenib の治療成績と長期間奏功する患者群の検討
福山市民病院　乳腺甲状腺外科　　中　本　翔　伍

P12-2 当科における根治切除不能甲状腺癌に対するレンバチニブ使用症例の検討
徳島市民病院　外科　　小笠原　　　卓

P12-3 レンバチニブ投与に伴う急性胆嚢炎発症例の検討
福山市民病院　乳腺甲状腺外科　　山　本　真　理

P12-4 低用量レンバチニブ投与で病勢コントロールを得た甲状腺乳頭癌の 3 例
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科　　坂　本　晋　一

P12-5 レンバチニブ投与開始後 5 年以上 PR が得られている甲状腺乳頭癌再発の 1 例
名古屋セントラル病院　乳腺・内分泌外科　　小　林　宏　暢

P12-6 甲状腺乳頭癌頸動脈浸潤による頸動脈洞症候群をきたした症例における Lenvatinib 使用経験
北里大学病院　乳腺甲状腺外科　　加　藤　　　弘

一般ポスター13：進行甲状腺癌（15:20～15:56）
座長：北川　　亘（伊藤病院　外科）

P13-1 甲状腺癌の遠隔転移症例の検討
大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科　　野　田　　　諭

P13-2 内頸静脈内の腫瘍栓として再発した甲状腺低分化癌の 1 例
愛媛県立中央病院　乳腺・内分泌外科　　畑　地　登志子

P13-3 在宅緩和ケアに介護保険を導入した高齢者甲状腺低分化癌の 1 手術例
筑波学園病院　乳腺内分泌外科　　石　川　智　義

P13-4 右心房転移をきたした甲状腺未分化癌の 1 例
徳島大学病院　胸部・内分泌・腫瘍外科　　山　本　清　成

P13-5 集学的治療に加え、断食療法や栄養療法を含む様々な代替医療を実践し、長期延命できた甲状腺未分化癌
の 1 例

伊藤病院　　鈴　木　章　史
P13-6 未分化転化をきたした 55 歳未満の進行甲状腺乳頭癌の一例

筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　竹　内　直　人
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一般ポスター14：手術2（15:20～15:56）
座長：池田　佳史（国際医療福祉大学熱海病院）

P14-1 甲状腺手術における鎖骨授動術（transmanubrial osteomuscular sparing approach）
高知医療センター　乳腺甲状腺外科　　大　石　一　行

P14-2 胸腔鏡補助下開胸操作による肝硬変合併患者の腺腫様甲状腺腫摘出例
琉球大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座　　嘉　陽　祐　紀

P14-3 当科にて VANS 法を用いて手術を行った良性結節性甲状腺腫の検討
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　高　原　　　幹

P14-4 反回神経および喉頭機能を温存し得た喉頭浸潤のある甲状腺乳頭癌の手術症例
いまきいれ総合病院　　花牟禮　　　豊

P14-5 バセドウ病による甲状腺クリーゼに伴う肝不全に対し甲状腺全摘後に生体肝移植を施行した一例
長崎大学大学院　移植・消化器外科　　森　田　　　道

P14-6 2 期的に根治手術を行った同時性 3 重複癌（甲状腺、肝臓、腎臓）の 1 例
岩手県立胆沢病院　　宇田川　輝　久

一般ポスター15：手術3（15:20～15:56）
座長：軸薗　智雄（日本医科大学　内分泌外科）

P15-1 当院における甲状腺術後出血症例の対応
平塚共済病院　　中　山　博　貴

P15-2 甲状腺癌術後の乳び漏のため頸部浮腫を生じ気管内挿管を要した 1 例
岡山医療センター　乳腺・甲状腺外科　　秋　山　一　郎

P15-3 甲状腺乳頭癌 Stage Ⅳ B の術後に両側乳糜胸を生じた 1 例
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　　川　野　汐　織

P15-4 甲状腺全摘術後認めた喉頭肉芽腫の一症例
隈病院　　佐　野　　　奨

P15-5 当科における甲状腺全摘術後の副甲状腺機能低下症の発生率
住友病院　　浜　口　寛　子

P15-6 甲状腺結節に対する超音波ガイド下穿刺吸引細胞診にて傍気管部に気腫を来した 1 例
藤田医科大学　内分泌外科／名古屋甲状腺診療所　外科　　香　川　　　力

一般ポスター16：悪性リンパ腫（15:20～15:56）
座長：佐川　　庸（愛媛県立中央病院　乳腺・内分泌外科）

P16-1 甲状腺癌リンパ節転移との鑑別が必要であった悪性リンパ腫の 1 例
相澤病院　外科　　橋　都　透　子

P16-2 難治性の急性化膿性甲状腺炎として手術治療後に判明した甲状腺悪性リンパ腫の一例
仙台市立病院　　福　田　かおり

P16-3 18F-FDG-PET/CT で集積を認めなかったびまん性大細胞性 B 細胞性悪性リンパ腫（DLBCL）の 1 例
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　緒　方　良　平

P16-4 針生検で診断可能であった甲状腺 T 細胞リンパ腫の 1 例
弘前大学医学部附属病院　乳腺甲状腺外科　　西　村　顕　正

P16-5 アブスコパル効果を示した甲状腺原発形質細胞腫の 1 例
徳島大学病院　食道・乳腺・甲状腺外科　　庄　野　隆　志

P16-6 診断に難渋した Riedel 甲状腺炎の一例
金地病院　外科　　星　　　雅　恵
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一般ポスター17：稀な病理（15:20～15:56）
座長：亀山　香織（昭和大学横浜市北部病院　臨床病理診断科）

P17-1 甲状腺低分化癌の診断・治療後に頚部リンパ節再発を来たし切除後に胸腺様 分化を示す癌（Intrathyroidal 
epithelial thymoma/Carcinoma showing thymus-like differentiation：ITET/CASTLE）と判明した 1 例

川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学　　山　本　　　裕
P17-2 転移性 intrathyroid thymic carcinoma に対する precision medicine の経験から得られたがん免疫療法の

選択について
山梨大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　　石　井　裕　貴

P17-3 甲状腺腫瘍との術前鑑別が困難であった頸部正中 dermoid cyst の一例
長崎みなとメディカルセンター　乳腺・内分泌外科　　崎　村　千　香

P17-4 甲状腺線維性偽腫瘍（Burned-out tumor）の一例
刈谷豊田総合病院　　内　藤　明　広

P17-5 甲状腺から発生した孤立性線維性腫瘍の一例
伊勢赤十字病院　頭頸部・耳鼻咽喉科　　福　家　智　仁

P17-6 甲状腺乳頭癌に合併した腋窩類上皮血管内皮腫の一例
東京大学大学院医学系研究科　乳腺内分泌外科学　　丹　羽　隆　善

日本内分泌外科学会雑誌　第38巻　増刊号　2021

プ
ロ
グ
ラ
ム

S42


