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第51回日本甲状腺外科学会学術集会

会長講演
10 月 25 日（木）　 第 1 会場

13:00～13:50
座長：伊藤　公一（伊藤病院）

PL　　A New Era of Thyroid Ultrasound
昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科　福成　信博

特別講演
10 月 26 日（金）　 第 1 会場

11:45～12:00
座長：福成　信博（昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科）

SL　　Precision medicine: 次世代シークエンサーを用いた甲状腺癌の診断と TKI 治療
伊藤病院　学術顧問　高見　　博
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特別企画
10 月 25 日（木）　 第 1 会場

14:00～15:30
特別企画 1（JABTS 合同企画）：甲状腺外科医に知って欲しい超音波のコツ

座長：貴田岡正史（イムス三芳総合病院　内分泌・代謝センター）　
鈴木　眞一（福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座）

SE1-1 病理組織像と内部エコーレベルから考える濾胞性腫瘍病変の鑑別方法
伊藤病院　診療技術部　臨床検査室　　佐々木　栄　司

SE1-2 この結節、どこを穿刺しますか？
伊藤病院　内科　　國　井　　　葉

SE1-3 びまん性甲状腺疾患の超音波診断
福島県立医科大学医学部　臨床検査医学講座　　志　村　浩　己

SE1-4 甲状腺外科医に知ってほしい超音波のコツ―甲状腺周辺の頸部超音波診断―
神奈川県立がんセンター　頭頸部外科　　古　川　まどか

10 月 25 日（木）　 第 2 会場

14:00～15:30
特別企画 2：甲状腺外科医に対する将来への要望・提言

座長：今井　常夫（独立行政法人国立病院機構　東名古屋病院　乳腺・内分泌外科）
山下　弘幸（医療法人福甲会　やました甲状腺病院　外科）　　　　　　　　

SE2-1 甲状腺外科と内科とのより良い連携を目指して
医療法人野口記念会　野口病院　内科　　村　上　　　司

SE2-2 耳鼻科医から見た甲状腺外科
大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　　猪　原　秀　典

SE2-3 一核医学医から本学会員の皆さんへお願い
金沢大学　医薬保健総合研究科医学系　核医学　　絹　谷　清　剛

SE2-4 病理医からみた甲状腺外科
慶應義塾大学病院　病理診断科　　亀　山　香　織

10 月 25 日（木）　 第 1 会場

15:35～16:35
特別企画 3：甲状腺微小癌に対する Hot Dibate

座長：杉谷　　巌（日本医科大学大学院医学研究科　内分泌外科学分野）
SE3-1 甲状腺微小癌に対するディベート

福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　鈴　木　眞　一
SE3-2 甲状腺 innocent carcinoma の提唱から 20 年が経過して 

〜小型甲状腺結節は精査の対象にすべきではない〜
たけべ乳腺外科クリニック　　武　部　晃　司

特別発言 低リスクの甲状腺微小乳頭癌は積極的経過観察が取扱いの第一推奨
医療法人神甲会　隈病院　外科　　宮　内　　　昭
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第51回日本甲状腺外科学会学術集会

10 月 26 日（金）　 第 2 会場

8:55～9:55
特別企画 4：甲状腺腫瘍　新 WHO 分類（第 4 版）改訂のポイント（日本甲状腺病理学会合同企画）

座長：廣川　満良（医療法人神甲会　隈病院　病理診断科）
亀山　香織（慶應義塾大学病院　病理診断科）　　　

SE4-1 外科医からみた WHO 新分類
福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　鈴　木　眞　一

SE4-2 新 WHO 分類における被包性濾胞性腫瘍
山梨大学　医学部　人体病理学　　近　藤　哲　夫

SE4-3 濾胞癌における WHO 分類第 4 版の改訂点
大東文化大学　スポーツ・健康科学科　病理形態学　　日　野　る　み

SE4-4 新 WHO 分類における甲状腺低分化癌の改訂点
医療法人神甲会　隈病院　病理診断科　　林　　　俊　哲

コメンテーター（総括） 
杏林大学医学部　病理学　　菅　間　　　博

10 月 26 日（金）　 第 1 会場

13:45～14:45
特別企画 5：New Era of Thyroid Intervention（日本甲状腺 Intervention 研究会（JTIC）合同企画）

座長：福成　信博（昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科）
野口　仁志（医療法人野口記念会　野口病院　研究検査科）　　　　

SE5-1 当科における甲状腺 RFA 治療と新たな挑戦
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

SE5-2 Complications and nightmares of thyroid RFA
Chief, Department of Neuroradiology Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital Chang GungUniversity College of Medicine, Kaohsiung, Taiwan　　Wei-CheLin

SE5-3 Thyroid radiofrequency ablation: Clinical usefulness and complications
Department of Radiology and Research Institute of Radiology. Asan Medical Center　　Jung Hwan Baek
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シンポジウム
10 月 25 日（木）　 第 1 会場

8:10～10:10
シンポジウム 1：低分化癌、未分化癌に対するこれからの治療戦略

座長：小野田尚佳（大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科）　　　
伊藤　康弘（医療法人神甲会　隈病院　治験臨床試験管理科）

S1-1 甲状腺低分化癌の臨床像と予後
伊藤病院　外科　　赤　石　純　子

S1-2 甲状腺未分化癌の臨床像：改訂ガイドラインと甲状腺未分化癌研究コンソーシアム
日本医科大学大学院医学研究科　内分泌外科学分野　　杉　谷　　　巌

S1-3 甲状腺未分化癌に対する手術を含む集学的治療
信州大学医学部外科学第二教室　乳腺内分泌・呼吸器外科部門　　伊　藤　研　一

S1-4 甲状腺未分化がんに対する薬物療法の展開
国立がん研究センター東病院　頭頸部内科　　田　原　　　信

S1-5 甲状腺腫瘍に対する放射線外照射：強度変調放射線治療・粒子線治療への展開と分子画像の応用
岐阜大学大学院医学系研究科　腫瘍制御学講座　放射線医学分野　　松　尾　政　之

10 月 25 日（木）　 第 2 会場

8:10～10:10
シンポジウム 2：甲状腺外科治療に対する医療安全

座長：杉野　公則（伊藤病院　外科）　　　　　　　　　　　　　　　　　
福島　光浩（昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科）

S2-1 オーバービュー：甲状腺・副甲状腺手術における術後出血〜医療安全調査機構警鐘事例から〜
昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科　　福　島　光　浩

S2-2 Rapid Response System は甲状腺外科術後頸部血腫による心停止回避に有用か？
北里大学医学部附属新世紀医療開発センター　侵襲制御・生体危機管理医学（集中治療医学）　　新　井　正　康

S2-3 甲状腺外科治療における医療安全 〜甲状腺・副甲状腺手術の後出血に対する管理と対応について〜
伊藤病院　外科　　北　川　　　亘

S2-4 当院における「頚部手術に伴う管理ガイドライン」の運用状況
鳥取大学医学部附属病院　看護部（病棟 8 階 B）　　庄　川　久美子

S2-5 甲状腺・副甲状腺手術における退院後に術後出血を発症した症例の検討
医療法人神甲会　隈病院　看護本部　　新　田　早　苗

10 月 26 日（金）　 第 1 会場

8:55～10:45
シンポジウム 3：進行甲状腺分化癌の新たな治療戦略

座長：岩崎　博幸（神奈川県立がんセンター　乳腺・内分泌外科）　　　　
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）

S3-1 進行甲状腺分化癌に対する手術適応について
横浜市立大学　外科治療学　　中　山　博　貴

S3-2 隣接臓器浸潤に対する手術の限界
草津総合病院　頭頸部甲状腺外科センター　　森　谷　季　吉

プ
ロ
グ
ラ
ム



第51回日本甲状腺外科学会学術集会

S3-3 RAI 治療の今後の展望
金沢大学　医薬保健総合研究科医学系　核医学　　絹　谷　清　剛

S3-4 分化型甲状腺がんに対する m-TKI 治療におけるポイント
神戸大学医学部附属病院　腫瘍センター　　清　田　尚　臣
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ワークショップ
10 月 26 日（金）　 第 3 会場

10:00～11:30
ワークショップ：これからの甲状腺内視鏡手術

座長：原　　尚人（筑波大学医学医療系　乳腺甲状腺内分泌外科）
中条　哲浩（鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科）　　　

WS-1 甲状腺内視鏡手術を安全に導入するには
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科　　中　条　哲　浩

WS-2 甲状腺内視鏡手術の今後の課題、未来への展望
独立行政法人　国立病院機構　岡山医療センター　乳腺甲状腺外科　　臼　井　由　行

WS-3 内視鏡下甲状腺手術ワーキンググループのこれから
筑波大学　医学医療系　乳腺甲状腺内分泌外科　　原　　　尚　人

WS-4 多様な甲状腺疾患に対応可能な内視鏡下甲状腺手術 VANS-3S 法のすすめ
札幌徳洲会病院　耳鼻咽喉科　　片　山　昭　公

特別発言 経験とアンケート調査から見た甲状腺内視鏡手術（VANS 法）の現況と将来展望
金地病院　外科　　清　水　一　雄
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ビデオシンポジウム
10 月 25 日（木）　 第 3 会場

14:00～15:30
ビデオシンポジウム：合併症の少ない甲状腺手術を目指して

座長：宮　　章博（医療法人神甲会　隈病院　外科）　　　　　　　
菊森　豊根（名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科）

VS-1 甲状腺手術における反回神経、上喉頭神経外枝の温存
医療法人神甲会　隈病院　外科　　舛　岡　裕　雄

VS-2 術後難治性リンパ漏を避けるための手技と対策
医療法人福甲会　やました甲状腺病院　頭頸部外科　　森　　　祐　輔

VS-3 合併症の少ない甲状腺手術を目指して - 当院における甲状腺手術時の副甲状腺機能の温存 -
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　武　内　　　大

VS-4 エネルギーデバイスを用いた甲状腺手術　- その選択とポイント -
昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科　　坂　上　聡　志
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10 月 26 日（金）　 第 2 会場

12:10～13:00
ランチョンセミナー 5： 診療ガイドラインに沿った甲状腺腫瘍の治療 

～ rhTSH を用いたアブレーション / アジュバントの有用性～
座長：岡本　高宏（東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

LS5-1 改訂ガイドラインにおける rhTSH
金沢大学　医薬保健総合研究科医学系　核医学　　絹　谷　清　剛

LS5-2 甲状腺分化癌治療における放射性ヨウ素補助療法への期待
藤田保健衛生大学　医学部一般外科学内分泌外科　　日　比　八　束

共催：サノフィ株式会社

10 月 26 日（金）　 第 3 会場

12:10～13:00
ランチョンセミナー 6： 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術の私の工夫と手技の実際 

～安全、確実な手術による患者 QOL 向上を目指して～
座長：清水　一雄（金地病院）

LS6-1 内視鏡下甲状腺手術（VANS 法）を安全に行うコツをお教えします
旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　野　村　研一郎

LS6-2 ハーモニックを用いた甲状腺内視鏡手術 ― 操作のポイントと注意点
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科　　中　条　哲　浩

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

プ
ロ
グ
ラ
ム



The 51th Annual Congress of the Japanese Society of Thyroid Surgery

イブニングセミナー
10 月 25 日（木）　 第 1 会場

17:35～18:25
イブニングセミナー 1： 甲状腺専門医から甲状腺外科専門医へ 

～日本甲状腺学会から将来に向けての提言～
座長：宮内　　昭（医療法人神甲会　隈病院　外科）

ES1 甲状腺機能評価のポイント〜日本甲状腺学会から将来に向けての提言〜
日本甲状腺学会理事長　　山　田　正　信

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

10 月 25 日（木）　 第 2 会場

17:35～18:25
イブニングセミナー 2

座長：山下　弘幸（医療法人福甲会　やました甲状腺病院　外科）
ES2 甲状腺外科手術における蛍光 Navigation Surgery －赤外線蛍光による術中副甲状腺検出法－

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
共催：浜松ホトニクス株式会社／アイ・エム・アイ株式会社
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スポンサードセッション
10 月 25 日（木）　 第 2 会場

15:35～16:35
スポンサードセッション

座長：岩崎　博幸（神奈川県立がんセンター　乳腺・内分泌外科）
SS 甲状腺癌診療 / 近年の放射性ヨウ素内用療法について

医療法人野口記念会　野口病院　放射線科　　野　口　靖　志
共催：富士フイルム富山化学株式会社
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一般演題（特選）
10 月 25 日（木）　 第 3 会場

特選演題（15:35～16:35）
座長：吉田　　明（神奈川県立予防医学協会　中央診療所）　　　

八代　　亨（日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科）

O-24 甲状腺専門クリニックの開院 5 年間で経験した甲状腺全摘症例の検討　＝提携病院での手術成績と術後
管理対策＝

南池袋パークサイドクリニック　　飯　原　雅　季
O-25 甲状腺分化癌に対する FDG/PET-CT の適応と有用性について ‐ 甲状腺全摘 + アブレーション / 全身シ

ンチを基本治療方針とした場合 ‐
神戸市立医療センター中央市民病院　頭頸部外科　　篠　原　尚　吾

O-26 甲状腺分化癌の死亡症例の検討（1971-1997 年 vs 2006-2017 年）
伊藤病院　外科　　友　田　智　哲

O-27 穿刺吸引細胞診で良性と診断された甲状腺結節の長期フォロー後の転帰
医療法人神甲会　隈病院　外科　　木　原　　　実

O-28 甲状腺未分化癌に対するバルプロ酸併用 AP 療法 16 例とウィークリーパクリタキセル 5 例の比較検討
医療法人野口記念会　野口病院　研究検査科　　野　口　仁　志

O-29 再発のないバセドウ病手術術式を求めて 60 年
栗原甲状腺クリニック　　栗　原　英　夫
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一般演題（口演）
10 月 25 日（木）　 第 3 会場

副甲状腺（8:10～8:40）
座長：中野　正吾（愛知医科大学　乳腺内分泌外科）　　　　　　

佐藤　伸也（医療法人福甲会　やました甲状腺病院　外科）

O-1 副甲状腺腫大腺の術前 CT 局在診断における MPR 画像（軸位断・冠状断・矢状断）評価の有用性
豊橋市民病院　移植外科　　長　坂　隆　治

O-2 当科における原発性副甲状腺機能亢進症の局在診断と手術術式の検討
福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　松　本　佳　子

O-3 赤外観察カメラシステムを用いた副甲状腺の術中検索法
医療法人福甲会　やました甲状腺病院　外科　　進　藤　久　和

O-4 内因性蛍光を利用した副甲状腺の新しい術中検出法
鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科学　　新　田　吉　陽

内視鏡手術（8:45～9:20）
座長：原　　尚人（筑波大学医学医療系　乳腺甲状腺内分泌外科）

片山　昭公（札幌徳洲会病院　耳鼻咽喉科）　　　　　　　

O-5 内視鏡下甲状腺手術の最適化を目指して
徳島大学　胸部・内分泌・腫瘍外科　　坪　井　光　弘

O-6 当院における甲状腺内視鏡手術の導入
今村総合病院　外科　　有　馬　豪　男

O-7 完全内視鏡下甲状腺切除術 (TET) におけるピットフォール：良性腫瘍から悪性腫瘍へ
慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科　　齋　藤　慶　幸

O-8 耳後部アプローチによる内視鏡補助下甲状腺手術
福井大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科学　　菅　野　真　史

O-9 副甲状腺上腺の摘出における内視鏡下手術の利点
聖路加国際病院　消化器・一般外科　　横　井　忠　郎

濾胞性腫瘍（9:25～10:00）
座長：田中　克浩（川崎医科大学　乳腺甲状腺外科）

亀山　香織（慶應義塾大学病院　病理診断科）

O-10 当科で手術を施行した甲状腺濾胞性腫瘍 280 例の検討
福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　東　　　孝　泰

O-11 小児の甲状腺濾胞性病変への対応
医療法人神甲会　隈病院　頭頸部外科　　金　村　信　明

O-12 遠隔転移により診断された甲状腺濾胞癌の検討
東北大学病院　総合外科　　高　橋　淑　郎

O-13 転移が発見契機になった甲状腺濾胞癌―濾胞腺腫術後追跡の重要性－
伊勢赤十字病院　頭頸部・耳鼻咽喉科　　福　家　智　仁

O-14 濾胞癌と濾胞腺腫を区別する新たな遺伝子発現セットの開発
福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　岩　舘　　　学

プ
ロ
グ
ラ
ム



The 51th Annual Congress of the Japanese Society of Thyroid Surgery

10 月 25 日（木）　 第 2 会場

乳頭癌（10:15～10:45）
座長：菊森　豊根（名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科）

枝園　忠彦（岡山大学病院　乳腺・内分泌外科）　　　　　　

O-15 甲状腺乳頭癌の長期にわたる術後成績の検討
天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科　　児　嶋　　　剛

O-16 甲状腺乳頭癌根治術後の遠隔転移再発症例におけるサイログロブリンダブリングタイムの検討
東北大学　乳腺内分泌外科学分野　　中　島　範　昭

O-17 甲状腺乳頭癌の UICC8 版による予後解析
愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科部　　鈴　木　秀　典

O-18 非全摘甲状腺分化癌 T4 症例の経過
京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　北　村　守　正

10 月 25 日（木）　 第 3 会場

反回神経（10:10～10:45）
座長：杉野　圭三（医療法人あかね会土谷総合病院　外科）

家根　旦有（近畿大学医学部奈良病院　耳鼻咽喉科）

O-19 内視鏡下甲状腺切除術導入における術中神経モニタリングの意義
名古屋第二赤十字病院　　平　光　高　久

O-20 甲状腺手術教育における術中持続神経モニタリング（CIONM）の有用性
札幌医科大学　医学部　耳鼻咽喉科　　黒　瀬　　　誠

O-21 反回神経は甲状腺脱転で右は逆『く』の字に屈曲する
独立行政法人　国立病院機構　岡山医療センター　乳腺甲状腺外科　　臼　井　由　行

O-22 甲状腺手術時の反回神経視認性に影響する因子の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　耳鼻咽喉科　　本　多　啓　吾

O-23 持続的神経刺激プローブを用いた反回神経術中モニタリングの評価
大阪市立大学　乳腺・内分泌外科　　小野田　尚　佳

10 月 26 日（金）　 第 3 会場

手術（8:55～9:55）
座長：武山　　浩（東京慈恵会医科大学　乳腺内分泌外科）

五十嵐健人（五十嵐内分泌クリニック）　　　　　　

O-30 鎖骨授動術：甲状腺外科専門医に必須の手技
医療法人神甲会　隈病院　外科　　宮　　　章　博

O-31 甲状腺癌浸潤による喉頭部分切除症例に対する一期的音声改善術
鳥取大学医学部　感覚運動医学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野　　福　原　隆　宏

O-32 片側反回神経麻痺を伴う甲状腺乳頭癌症例の検討
神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科　　手　島　直　則

O-33 甲状腺癌手術における副甲状腺機能温存のための上部傍気管リンパ節郭清省略の合理性
北里大学医学部乳腺甲状腺外科　　加　藤　　　弘

O-34 当科における甲状腺癌外側区域郭清術に伴う合併症についての検討
金沢医科大学頭頸部甲状腺外科学　　能　田　拓　也
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O-35 甲状腺癌術後のドレーン管理
信州大学外科 2　乳腺内分泌外科　　金　井　敏　晴

O-36 人工鼻を用いた甲状腺癌気管開窓手術後の気道管理
名古屋大学医学部附属病院　耳鼻いんこう科　　都　築　秀　典

O-37 甲状腺術後出血による気道緊急の対処法
埼玉医科大学　消化器一般外科　　大　原　泰　宏

10 月 26 日（金）　 第 2 会場

アブレーション・放射線治療（10:00～10:45）
座長：茂松　直之（慶應義塾大学医学部　放射線科学教室）　　

野口　靖志（医療法人野口記念会　野口病院　放射線科）

O-38 甲状腺濾胞癌の再発、転移に対する PETCT とサイバーナイフ定位放射線治療：9 例の検討
新百合ヶ丘総合病院　放射線治療科　　宮　崎　紳一郎

O-39 甲状腺分化癌の骨転移に対する 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
O-40 分化型甲状腺癌のリンパ節転移および骨転移再発に対し外照射が有用であった症例

筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　安　藤　有佳里
O-41 甲状腺分化癌に対する外来アブレーション後の再発症例の検討

信州大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　　伊　藤　勅　子
O-42 放射性ヨウ素投与後に甲状腺床外残存病変が判明した症例における rhTSH の安全性および有効性

弘前大学　放射線治療科　　川　口　英　夫
O-43 当科における甲状腺分化癌に対する放射性ヨウ素内用療法の経験について

福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　鈴　木　　　聡

その他悪性腫瘍（10:45～11:30）
座長：伊藤　研一（国立大学法人信州大学医学部　外科学教室　乳腺内分泌・呼吸器外科部門）

林　　隆一（国立がん研究センター東病院　頭頸部外科）　　　　　　　　　　　　　　

O-44 当院における微小癌経過観察の推移—新しいマネージメントが受け入れられるまで—
医療法人神甲会　隈病院　外科　　伊　藤　康　弘

O-45 散発性甲状腺髄様癌における超音波所見と臨床的特徴の比較
伊藤病院　外科　　藪　田　智　範

O-46 甲状腺未分化癌の集学的治療への提言
国際医療福祉大学市川病院　乳腺・甲状腺外科　　神　森　　　眞

O-47 甲状腺悪性リンパ腫 13 例の検討
関西医科大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　八　木　正　夫

O-48 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（続報）
医療法人野口記念会　野口病院　外科　　菊　地　勝　一

O-49 大阪府における甲状腺癌の偶然発見の増加
大阪府済生会千里病院　外科　　豊　田　泰　弘

分子標的治療薬（14:00～15:00）
座長：伊藤　康弘（医療法人神甲会　隈病院　治験臨床試験管理科）

田原　　信（国立がん研究センター東病院　頭頸部内科）　　
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O-50 甲状腺未分化癌細胞株に対する Sorafenib の VEGF 阻害作用に関する検討
大阪市立大学大学院　腫瘍外科学　　石　原　沙　江

O-51 当院で行われた放射性ヨウ素内用療法 (RAI) 治療患者における TKI 治療の対象となる症例像の検討
伊藤病院　外科　　大　桑　恵　子

O-52 進行再発甲状腺癌に対するレンバチニブ導入症例の検討
鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科　　中　条　哲　浩

O-53 切除不能な甲状腺分化癌・低分化癌に対するレンバチニブの使用経験
恵佑会札幌病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　谷　口　雅　信

O-54 レンバチニブの異なる初回投与量における有効性と認容性の検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　山　﨑　春　彦

O-55 レンバチニブの長期内服を可能にするために
東京医科大学　呼吸器・甲状腺外科学分野　　田　村　温　美

O-56 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブおよび放射線外照射の有用性
金地病院　外科　　福　森　龍　也

O-57 甲状腺がんに対するレンバチニブ治療中の観血的処置の安全性に関する遡及的検討
神戸大学医学部附属病院　腫瘍・血液内科　　金　原　史　朗

10 月 26 日（金）　 第 3 会場

診断（画像診断・細胞診）（14:00～15:00）
座長：福島　光浩（昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科）　　　　　　　

福原　隆宏（鳥取大学　医学部　感覚運動医学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O-58 ARFI エラストグラフィ（ARFI imaging）による甲状腺結節の悪性診断
鳥取大学医学部　感覚運動医学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科　　福　原　隆　宏

O-59 甲状腺結節に対する血流評価とエラストグラフィの組み合わせによる診断方法の検討
福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　町　野　　　翔

O-60 甲状腺癌術後リンパ節転移の栄養血管の CT による同定の試み
北光記念病院　放射線科　　中　駄　邦　博

O-61 甲状腺癌の肺転移の臨床的挙動に影響する因子の検討 -PET/CT による評価 -
北光記念病院　放射線科　　中　駄　邦　博

O-62 FDG-PET/CT で発見された甲状腺異常集積症例の検討
徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科　　青　山　万理子

O-63 穿刺針径の違いでの甲状腺細胞診細胞採取量について
伊藤病院　外科　　北　川　　　亘

O-64 乳頭癌様核を有する非浸潤性甲状腺濾胞性腫瘍（NIFTP）の当科における頻度の検討
日本医科大学付属病院　内分泌外科　　眞　田　麻梨恵

O-65 NIFTP 導入に伴う甲状腺細胞診の新たな課題：NIFTP、濾胞型乳頭癌および通常型乳頭癌の細胞所見
修文大学看護学部病理学　　越　川　　　卓
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優秀ポスター
10 月 25 日（木）　 第 1 会場

優秀ポスター発表1（10:15～10:45）
座長：山下　弘幸（医療法人福甲会　やました甲状腺病院　外科）

堀内喜代美（東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）　　　

P-8 RT-PCR 法を用いて診断した非機能性副甲状腺癌の 1 例
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　松　原　由　佳

P-39 甲状腺癌術後残存組織のアブレーションにおけるヨウ素制限期間の尿中ヨウ素濃度への影響
北光記念病院栄養科　　田　村　美　香

P-41 血液透析患者における甲状腺癌全摘術後の放射性ヨード内用療法の経験
熊本大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　藤　木　義　敬

P-48 甲状腺疾患手術例からみた他臓器悪性腫瘍の合併に関する検討
松江市立病院　乳腺・内分泌・血管・胸部外科　　野　津　　　長

P-61 当科におけるバセドウ病に合併した甲状腺癌の検討
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　澤　　　　　文

10 月 26 日（金）　 第 1 会場

優秀ポスター発表2（10:50～11:20）
座長：岡本　高宏（東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

大桑　恵子（伊藤病院　外科）　　　　　　　　　　

P-72 原発性副甲状腺機能亢進症症例における腎機能の関与について
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　星　　　　　葵

P-103 甲状腺 FNA における ROSE とセルブロック併用の試み
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　病理診断科　　安　田　玲　子

P-126 甲状腺癌で手術を受ける小児若年者が必要とする支援－提供した継続的支援内容の分析から－
福島県立医科大学看護学部／附属病院看護部　　古　橋　知　子

P-132 レンバチニブ投与で切除可能となった浸潤性頸部転移リンパ節の病理組織学的な薬剤効果の検証
函館五稜郭病院　外科　　小　林　　　慎

P-139 偶発型甲状腺未分化癌 4 例の検討
神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科　　森　田　成　彦
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一般演題（ポスター）
10 月 25 日（木）　 ポスター会場

副甲状腺①（16:40～17:05）
座長：川真田明子（南池袋パークサイドクリニック）

P-1 甲状腺手術における副甲状腺同定困難のリスク因子に関する検討
市立釧路総合病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　坂　下　智　博

P-2 原発性副甲状腺機能亢進症との鑑別が困難であった異所性腺腫様甲状腺腫の 1 例
昭和大学横浜市北部病院　外科系診療センター　外科　　金　兒　健太郎

P-3 近赤外光検出システム (pde-neo) を使用した副甲状腺評価の経験
高知医療センター　乳腺甲状腺外科　　大　石　一　行

P-4 検索摘出に近赤外線カメラが有用だった異所性前縦隔副甲状腺腫の一例
東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科　　田部井　　　功

副甲状腺②（17:05～17:30）
座長：平川　昭平（済生会横浜市南部病院　外科　甲状腺センター）

P-5 頸部操作で摘出可能であった縦隔内異所性副甲状腺腫の一例
東京女子医科大学病院　乳腺・内分泌外科　　藤　本　美樹子

P-6 巨大副甲状腺腺腫の治療経験
日本大学医学部乳腺内分泌外科　　榎　本　克　久

P-7 機能性嚢胞性副甲状腺腺腫の一例
横浜市立大学附属病院　一般外科　　茂　木　いづみ

P-8 RT-PCR 法を用いて診断した非機能性副甲状腺癌の 1 例
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　松　原　由　佳

P-9 多発遠隔転移を伴った副甲状腺癌の 1 例
新潟大学大学院医歯学総合研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野　　植　木　雄　志

その他悪性腫瘍①（16:40～17:05）
座長：益戸　功彦（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）

P-10 Hobnail 様の細胞を有する甲状腺乳頭癌の 2 例
国立病院機構京都医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　伊　藤　真裕子

P-11 広範な内部壊死を伴った甲状腺低分化癌の一例
日立総合病院　外科　　三　島　英　行

P-12 前頭骨に転移再発を来した高齢者の甲状腺低分化癌の一例
日本医科大学付属病院　内分泌外科　　銭　　　真　臣

P-13 当科における甲状腺扁平上皮癌症例の検討
琉球大学医学部附属病院　耳鼻咽喉頭頸部外科　　安慶名　信　也

その他悪性腫瘍②（17:05～17:30）
座長：松津　賢一（伊藤病院　外科）

P-14 乳頭癌 5 例を認めた家族性非髄様性甲状腺癌の 1 家系
岡山医療センター　乳腺・甲状腺外科　　秋　山　一　郎

P-15 MEN2A を見落とさない診療体制構築の必要性を感じた一例
山梨県立中央病院病院　外科　　井　上　正　行
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P-16 散発性甲状腺髄様癌と肺癌の同時性重複癌の 1 例
独立行政法人　国立病院機構　高知病院　外科・呼吸器外科　　日　野　弘　之

P-17 calcitonin 非産生の亜型髄様癌の一例
新百合ケ丘総合病院　耳鼻咽喉科　　田　路　正　夫

手術①（16:40～17:05）
座長：渋谷　　洋（しぶや甲状腺クリニック）

P-18 経静脈的に進展し、内頸静脈に腫瘍塞栓を形成した甲状腺濾胞癌の 2 例
福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座　　片　方　雅　紀

P-19 両側内頚静脈浸潤に対し、片側内頚静脈合併切除にとどまった一例
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　佐々木　啓　太

P-20 甲状腺乳頭癌の原発巣または転移リンパ節の内頸静脈浸潤、合併切除を要した 2 例
産業医科大学　第一外科　　井　上　　　譲

P-21 甲状腺乳頭がん頸部再発に対して、総頚動脈、椎骨動脈合併切除にて摘出し得た 1 例
手稲渓仁会病院　胸部一般外科　　加　藤　弘　明

基礎・病理（17:05～17:30）
座長：岩舘　　学（福島県立医科大学医学部　甲状腺内分泌学講座）

P-22 甲状腺乳頭癌組織における miR-21 と MAPK の関連
金地病院　研究室　　杉　下　佳　之

P-23 甲状腺癌のアミノ酸トランスポーター発現解析
和歌山県立医科大学付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　　榎　本　圭　佑

P-24 甲状腺未分化癌における上皮間葉移行と microRNA200b の関係
和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　玉　川　俊　次

P-25 同一腫瘍内に甲状腺悪性リンパ腫と甲状腺乳頭癌を併発し、濾胞性腫瘍も合併していた 1 例
東北大学病院　総合外科（乳腺内分泌外科）　　佐　藤　真　実

P-26 演題取り消し

手術②（16:40～17:05）
座長：三浦　大周（赤坂三浦クリニック）

P-27 先天性胆道閉鎖による肝硬変症の為、生体肝移植術待機中に発見された局所進行若年甲状腺乳頭癌症例の
治療経験

聖マリアンナ横浜市西部病院　消化器・一般外科　　矢　吹　由香里
P-28 リンパ節転移が肩甲上神経浸潤を来たした甲状腺乳頭癌の 1 例

地方独立行政法人　那覇市立病院　外科　　宮　国　孝　男
P-29 肺転移を伴った再発性甲状腺癌気管浸潤に対し、気管管状切除を行った一例

東京医科大学　呼吸器・甲状腺外科学分野　　伊　藤　純　子
P-30 当科の甲状腺癌手術例においての気管合併切除例（喉頭摘出含む）の検討

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

乳頭癌①（17:05～17:30）
座長：岡村　律子（日本医科大学武蔵小杉病院　救急・総合診療センター　総合診療科）

P-31 錐体葉良性結節として切除術を施行した異所性甲状腺乳頭癌の一例
日本医科大学付属病院　内分泌外科　　數　阪　広　子

P-32 甲状腺乳頭癌を合併した Black thyroid の 1 例
岐阜赤十字病院　外科　　関　野　誠史郎
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P-33 PET-CT で弱い集積のみを認めた甲状腺乳頭癌の 1 例
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学　　小　池　良　和

P-34 腹直筋内に神経鞘腫が発生した甲状腺乳頭癌の一例
公立松任石川中央病院甲状腺診療科　　道　岸　隆　敏

術後管理・合併症①（16:40～17:05）
座長：長濵　充二（伊藤病院　外科）

P-35 当科における甲状腺手術合併症の検討
手稲渓仁会病院　耳鼻咽喉科・頭頚部外科　　今　井　　　聡

P-36 甲状腺癌の手術の際に経験した披裂軟骨脱臼の 1 例
増田医院　　増　田　裕　行

P-37 甲状腺癌手術後第 17 病日に気管穿孔を発症した一例
信州大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　　黒　岩　正　嗣

P-38 絹糸が原因と考えられた甲状腺術後の肉芽腫形成を伴う難治性頸部膿瘍の 1 例
愛知医科大学　乳腺・内分泌外科　　安　藤　孝　人

放射線治療（17:05～17:30）
座長：野口　靖志（医療法人野口記念会　野口病院　放射線科）

P-39 甲状腺癌術後残存組織のアブレーションにおけるヨウ素制限期間の尿中ヨウ素濃度への影響
北光記念病院栄養科　　田　村　美　香

P-40 当院での甲状腺乳頭癌術後アブレーション症例の臨床的解析
福岡山王病院　　冨　永　洋　平

P-41 血液透析患者における甲状腺癌全摘術後の放射性ヨード内用療法の経験
熊本大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　藤　木　義　敬

P-42 CyberKnife による定位放射線照射が有効であった甲状腺 MALT リンパ腫の一例
新百合ケ丘総合病院　耳鼻咽喉科　　田　路　正　夫

P-43 甲状腺 CASTLE に対し IMRT を施行した 1 例
神奈川県立がんセンター乳腺内分泌外科　　菅　原　裕　子

術後管理・合併症②（16:40～17:05）
座長：進藤　久和（医療法人福甲会　やました甲状腺病院　外科）

P-44 甲状腺・副甲状腺手術後出血の検討
神戸市立医療センター中央市民病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　竹　林　慎　治

P-45 甲状腺手術後に頚部腫脹をきたした症例の検討
JR 広島病院　外科　　矢　野　将　嗣

P-46 当院における甲状腺全摘術後の副甲状腺機能低下をきたした症例の検討
筑波大学医学医療系　乳腺内分泌外科　　竹　内　直　人

P-47 演題取り消し

その他腫瘍（17:05～17:30）
座長：加藤　　弘（北里大学病院　乳腺甲状腺外科）

P-48 甲状腺疾患手術例からみた他臓器悪性腫瘍の合併に関する検討
松江市立病院　乳腺・内分泌・血管・胸部外科　　野　津　　　長

P-49 術後 23 年目に切除された腎癌の転移性甲状腺腫瘍の 1 例
徳島市民病院外科　　小笠原　　　卓
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P-50 甲状腺転移を伴う p16 陽性中咽頭癌の一例
草津総合病院　耳鼻咽喉頭頸部甲状腺外科　　武　信　真佐夫

P-51 嚢胞形成性の甲状腺乳頭癌との鑑別が困難であった気管支嚢胞腺癌の手術例
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-52 初期の珪肺による頸部・縦隔石灰化リンパ節腫大を甲状腺癌からの転移と誤った一例
公立松任石川中央病院　耳鼻咽喉科　　塚　谷　才　明

バセドウ病・橋本病①（16:40～17:05）
座長：和田　修幸（横浜関内わだクリニック）

P-53 手術を含めた集学的治療によって救命し得たバセドウ病クリーゼ症例
三重大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科　　石　永　　　一

P-54 Thiamazole(MMI) 短期服用で ANCA 関連血管炎をきたしたバセドウ病の 1 手術例
小畠病院内分泌外科　公立学校共済組合中国中央病院内分泌外科　　和　久　利　彦

P-55 当科で経験した IgG4 甲状腺炎 4 例
近畿大学医学部奈良病院　耳鼻咽喉科　　尾　崎　大　輔

P-56 バセドウ病全摘後 TSH レセプター抗体高値を保つ妊婦の管理
きんせんクリニック　　金　泉　秀　典

バセドウ病・橋本病②（17:05～17:30）
座長：横井　忠郎（聖路加国際病院　外科　消化器・一般外科）

P-57 当科におけるバセドウ甲状腺全摘術の現況
総合上飯田第一病院　外科　　加　藤　万　事

P-58 気道確保に検討を要した巨大甲状腺腫を伴うバセドウ病の 1 症例
岐阜大学医学部耳鼻咽喉科　　大　橋　敏　充

P-59 術前管理に難渋した 2 例のバセドウ病から学んだこと
日本医科大学武蔵小杉病院　内分泌外科　　赤　須　東　樹

P-60 安定したアドヒアランスは得られなかったが、131I 内用療法後に安全に手術を施行できたバセドウ病の 1 例
長野赤十字病院　乳腺内分泌外科　　中　島　弘　樹

P-61 当科におけるバセドウ病に合併した甲状腺癌の検討
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　澤　　　　　文

分子標的治療薬①（16:40～17:05）
座長：菅沼　伸康（神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科）

P-62 Second Interim Analysis of RIFTOS-MKI Study: A subgroup of Japanese Patients
日本医科大学　内分泌外科　　杉　谷　　　巌

P-63 ソラフェニブが奏功し長期病状コントロール可能な再発甲状腺癌の 1 症例
長野赤十字病院　乳腺内分泌外科　　浜　　　善　久

P-64  RAI 治療が実施困難な進行甲状腺乳頭癌に対して倫理審査委員会を経てレンバチニブを投与した 1 例
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　松　尾　知　平

P-65 当院におけるバンデタニブの使用経験
名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科　　稲　石　貴　弘

分子標的治療薬②（17:05～17:30）
座長：東山　卓也（医療法人神甲会　隈病院　外科）

P-66 当院における頭頸部癌でのレンバチニブの副作用評価
草津総合病院　薬剤部　　鈴　木　　　仁
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P-67 Lenvatinib を長期使用できている 2 例
まるがめ医療センター　乳腺甲状腺外科　　太　田　裕　介

P-68 当院における高齢者に対するレンバチニブ投与経験
東邦大学医療センター大森病院　乳腺内分泌外科　　齊　藤　芙　美

P-69 レンバチニブを補助薬物療法的に使用した甲状腺未分化癌の 1 症例
国立病院機構　高崎総合医療センター　乳腺・内分泌外科　　鯉　淵　幸　生

P-70 演題取り消し
　　

10 月 26 日（金）　 ポスター会場

副甲状腺③（13:05～13:30）
座長：中島　範昭（東北大学大学院　乳腺内分泌外科学分野）

P-71 シナカルセト内服中断により高 Ca 血症性クリーゼを呈した高齢者の原発性副甲状腺機能亢進症の 1 例
慈泉会　相澤病院　外科センター　　村　山　大　輔

P-72 原発性副甲状腺機能亢進症症例における腎機能の関与について
筑波大学附属病院　乳腺甲状腺内分泌外科　　星　　　　　葵

P-73 甲状腺内完全埋没副甲状腺を認めた再発性腎性副甲状腺亢進症の 1 例
川崎医科大学付属病院　乳腺甲状腺外科　　福　間　佑　菜

P-74 副甲状腺全摘後の自家移植片増殖により再発をきたした腎性副甲状腺機能亢進症の一例
京都大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　山　本　浩　孝

副甲状腺④（13:30～13:55）
座長：堀内喜代美（東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

P-75 GCM2 遺伝子変異を有する家族性弧発性副甲状腺機能亢進症
医療法人野口記念会　野口病院　外科　　内　野　眞　也

P-76 術前に 2 度の骨折、術後に心不全、Hungry bone syndrome を発症した MEN1 型、原発性副甲状腺機能
亢進症の 1 例

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　外科　　大城戸　政　行
P-77 アロマターゼ阻害薬内服中の高齢者無症候性原発性副甲状腺機能亢進症の一例

高崎総合医療センター　乳腺内分泌外科　　荻　野　美　里
P-78 妊娠後期に副甲状腺摘出術を施行した原発性副甲状腺機能亢進症の 1 例

藤田保健衛生大学　一般外科学　内分泌外科　　酒　井　由　美
P-79 併存甲状腺乳頭癌は非切除とした高齢者原発性副甲状腺機能亢進症の一手術例

日立総合病院　乳腺甲状腺外科　　小　澤　　　優

その他悪性腫瘍③（13:05～13:30）
座長：舛岡　裕雄（医療法人神甲会　隈病院　外科）

P-80 ルビエールリンパ節転移により多彩な症状を来した甲状腺乳頭癌症例
山口県立総合医療センター耳鼻咽喉科　　竹　本　　　剛

P-81 乳頭癌を合併した甲状舌管嚢胞の一例
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-82 胸膜肺芽腫治療後に甲状腺癌を発症した DICER1 症候群の 1 例
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　菅　沼　伸　康

P-83 妊娠を契機に診断された甲状腺濾胞癌骨転移後 72 ヶ月間無増悪生存の一例
国際医療福祉大学市川病院　乳腺・甲状腺外科　　金　澤　真　作
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その他悪性腫瘍④（13:30～13:55）
座長：中山　博貴（横浜市立大学附属病院　一般外科）

P-84 甲状腺原発悪性孤立性線維腫の 1 例
京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頚部外科　　樋　渡　　　直

P-85 Well-differentiated tumor of uncertain malignant potential (WDT-UMP) の 2 例
あかね会　土谷総合病院　外科　　三　隅　俊　博

P-86 術前診断の難しかった甲状腺紡錘形細胞腫瘍の 2 例
医療法人神甲会　隈病院　外科　　東　山　卓　也

P-87 当科における甲状腺悪性リンパ腫についての検討
福井大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　堤　内　俊　喜

P-88 メトトレキセート関連リンパ増殖性疾患との鑑別に難渋した甲状腺悪性リンパ腫の 1 例
岡山労災病院　外科　　河　合　　　央

手術③（13:05～13:30）
座長：赤須　東樹（日本医科大学武蔵小杉病院　内分泌外科）

P-89 上気道の不完全閉塞によりうっ血性肺水腫を来した巨大甲状腺腫の 2 例
会津中央病院　外科　　長谷川　　　翔

P-90 悪性甲状腺腫上縦隔リンパ節転移に対する頚部アプローチ方による切除
医療法人野口記念会　野口病院　外科　　立　谷　陽　介

P-91 頸部創から摘出した部分型縦隔内甲状腺腫の 1 例
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　　齋　藤　　　亙

P-92 甲状腺乳頭癌の縦隔リンパ節転移に対して胸骨部分切開にて縦隔郭清を行った一例
聖路加国際病院　消化器・一般外科　　横　井　忠　郎

手術④（13:30～13:55）
座長：福森　龍也（金地病院　外科）

P-93 非反回下喉頭神経を認めた甲状腺癌の 1 例
東京都立多摩総合医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　林　　　崇　明

P-94 術中に左横隔神経を損傷し、頚神経ワナを用いて神経再建を行った一例
みさと健和病院　外科　　坂　口　智　一

P-95 甲状軟骨浸潤を認める再発甲状腺癌に対し喉頭温存手術を施行した 1 例
国立がん研究センター東病院　頭頸部外科　　長　岐　孝　彦

P-96 超高齢者の甲状腺乳頭癌再発腫瘤に対して手術を行い QOL を改善できた 1 例
那覇市立病院　外科　　小　野　亮　子

P-97 甲状腺切除後の気管前面を胸骨甲状筋で被うと、嚥下時の頚部皮膚の引きつれを防止する
伊都クリニック　　大　島　　　章

細胞診①（13:05～13:30）
座長：北川　　亘（伊藤病院　外科）

P-98 甲状腺穿刺吸引細胞診後の甲状腺びまん性腫大 2 例
南池袋パークサイドクリニック　　川真田　明　子

P-99 当科における甲状腺穿刺吸引細胞診後頸部腫脹に対する取り組み
愛知医科大学　卒後臨床研修センター　　坂　野　福　奈

P-100 甲状腺穿刺吸引細胞診後、遅発性甲状腺腫脹により挿管管理に至った症例の検討
愛知医科大学病院　耳鼻咽喉科　　岡　本　啓　希
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P-101 当科における PEIT 施行症例の検討
金沢医科大学　頭頸部外科　　野　村　　　智

細胞診②（13:30～13:55）
座長：廣川　満良（医療法人神甲会　隈病院　病理診断科）

P-102 当科での甲状腺穿刺吸引細胞診の検体適正率の向上に向けて
大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科　　青　木　健　剛

P-103 甲状腺 FNA における ROSE とセルブロック併用の試み
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　病理診断科　　安　田　玲　子

P-104 穿刺針遺残物より作製した液状化検体細胞診標本の有用性
鳥取大学医学部附属病院　病理部　　遠　藤　由香利

P-105 細胞診で未分化癌様の所見を呈した甲状腺異型腺腫の 1 切除例
勤医協中央病院　外科　　諸　星　直　輝

P-106 術前の穿刺吸引細胞診で予測しえた甲状腺硝子化索状腫瘍
伊勢赤十字病院　　小　林　大　介

術前診断・画像（13:05～13:30）
座長：児玉　ひとみ（埼玉石心会病院　乳腺内分泌外科）

P-107 当院における甲状腺良性腫瘍に対する手術適応の検討
神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科　　古波蔵　かおり

P-108 甲状腺濾胞性腫瘍の術前画像診断におけるマルチモダリティの可能性について
金沢医科大学　頭頸部外科学講座　　下　出　祐　造

P-109 術前診断に難渋した異所性甲状腺腫の 1 例
日本大学　医学部　外科学系　乳腺内分泌外科学分野　　櫻　井　健　一

P-110 術前診断で甲状腺癌を否定しえなかった肉芽腫性甲状腺炎の一例
東京慈恵会医科大学　乳腺・内分泌外科　　風　間　高　志

良性腫瘍①（13:30～13:55）
座長：前田　茂人（国立病院機構　長崎医療センター　外科）

P-111 手術が有効であったプランマー病の 1 例
高松赤十字病院　胸部・乳腺外科　　法　村　尚　子

P-112 潜在性甲状腺機能亢進症から顕性化した巨大な中毒性多結節性甲状腺腫の 1 例
株式会社日立製作所　日立総合病院　乳腺甲状腺外科　　周　山　理　紗

P-113 Marine-Lenhart 症候群と診断し外科治療が有効であった 1 例
松村総合病院　外科・甲状腺外来　　二　村　浩　史

P-114 Marine-Lenhart 症候群の 1 例
山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学　　山　本　　　滋

P-115 Marine-Lenhart 症候群に対する非外科的治療
北光記念病院　放射線科　　中　駄　邦　博

オカルト癌（13:05～13:25）
座長：神森　　眞（国際医療福祉大学市川病院　乳腺甲状腺外科）

P-116 頚部リンパ節で発見されたオカルト甲状腺乳頭癌の 1 例
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　　山　下　哲　正

P-117 胸膜播種で発見された甲状腺オカルト癌の 1 例
徳島県立中央病院　外科　　中　川　靖　士
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P-118 多発肺転移を伴った甲状腺微小乳頭癌の 1 例
信州大学医学部附属病院　乳腺内分泌外科　　清　水　忠　史

P-119 乳癌術後の PET-CT にて指摘された肋骨病変の生検によって診断された甲状腺オカルト癌の 1 例
愛媛県立中央病院　乳腺・内分泌外科　　佐　川　　　庸

良性腫瘍②（13:25～13:55）
座長：菊地　勝一（医療法人野口記念会　野口病院　外科）

P-120 穿刺吸引と経過観察にて改善が得られた甲状腺嚢胞による反回神経麻痺の 1 例
静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科　　都　築　伸　佳

P-121 副甲状腺発生機序との関連が疑われた頚部嚢胞内乳頭腫の一例
北九州市立医療センター　外科　　古　賀　健一郎

P-122 甲状腺嚢胞内感染から咽後膿瘍を発症した 1 例
和歌山県立医科大学付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　　酒　谷　英　樹

P-123 術前に甲状腺腫瘍と診断された食道憩室
日本赤十字社和歌山医療センター　耳鼻咽喉科　　谷　上　由　城

P-124 特発性声帯麻痺を合併したため悪性腫瘍との鑑別に苦慮した腺腫様甲状腺腫の一例
日本医科大学付属病院　内分泌外科　　松　井　満　美

P-125 甲状腺の好酸性細胞型濾胞腺腫の 2 例
札幌医科大学　耳鼻咽喉科　　宮　田　　　遼

看護教育・患者支援（13:05～13:30）
座長：新田　早苗（医療法人神甲会　隈病院　看護本部）

石澤　　緑（伊藤病院　看護部）　　　　　　　　

P-126 甲状腺癌で手術を受ける小児若年者が必要とする支援－提供した継続的支援内容の分析から－
福島県立医科大学看護学部／附属病院看護部　　古　橋　知　子

P-127 甲状腺手術後合併症への観察とその対応について〜病棟看護師に対する医療安全の視点を含めた計画的
教育〜

昭和大学横浜市北部病院　看護部　　佐々木　仁　美
P-128 甲状腺術後出血の早期発見と対応に関する取り組み〜当院における開創カートの導入と見直し〜

伊藤病院　看護部　　天　野　ますみ
P-129 手術室未経験者への器械出し研修の取組み

伊藤病院　看護部　　岩　井　里　子

分子標的治療薬③（13:30～13:55）
座長：正木　千恵（伊藤病院　外科）

P-130 根治切除不能な血管浸潤が疑われる甲状腺癌に対するレンバチニブの適応
鳥取大学医学部　感覚運動医学講座　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野　　小　山　哲　史

P-131 再発甲状腺乳頭癌気管食道浸潤症例に対するレンバチニブ投与例
札幌医科大学医学部　耳鼻咽喉科　　近　藤　　　敦

P-132 レンバチニブ投与で切除可能となった浸潤性頸部転移リンパ節の病理組織学的な薬剤効果の検証
函館五稜郭病院　外科　　小　林　　　慎

P-133 Lenvatinib 導入化学療法後に切除可能となった甲状腺乳頭癌の 1 例
川崎医科大学　耳鼻咽喉科学　　福　田　裕次郎

P-134 甲状腺乳頭癌に対する TKI 投与後の救済手術は許容されるか
鳥取大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科　頭頸部外科　　三　宅　成　智
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乳頭癌②（13:05～13:30）
座長：木原　　実（医療法人神甲会　隈病院　外科）

P-135 巨大な嚢胞状甲状腺乳頭癌の 1 例
川崎医科大学　耳鼻咽喉科学　　藤　田　尚　晃

P-136 診断に難渋した広範壊死を伴う甲状腺乳頭癌の 1 例
川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　　川　野　汐　織

P-137 複数の微小な甲状腺内転移を認めた乳頭癌の 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-138 原発性肺癌に甲状腺癌多発微小肺転移を合併した 1 例
安城更生病院　外科　　関　　　　　崇

未分化癌（13:30～13:55）
座長：宇留野　隆（伊藤病院　外科）

P-139 偶発型甲状腺未分化癌 4 例の検討
神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科　　森　田　成　彦

P-140 Weekly paclitaxel にて切除可能となった Stage IVC 未分化癌の一例
東京医科大学　呼吸器・甲状腺外科学分野　　小　原　亮　爾

P-141 減量手術および放射線外照射後に総頸動脈破綻をきたした甲状腺未分化癌の一例
東北大学　乳腺・内分泌外科　　佐　藤　未　来

P-142 腹部大動脈瘤が併存した、気管内浸潤を伴う甲状腺未分化癌の一治療例
伊勢崎市民病院　外科　　岡　田　朗　子

P-143 皮下転移再発を繰り返したのち，転移性心臓腫瘍が未分化転化と診断された濾胞性腫瘍の 1 例
あかね会土谷総合病院　外科　　川　﨑　由香里

P-144 偶発型未分化癌合併乳頭癌症例で乳頭癌の遠隔再発を認めた 1 例
川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　　岩　本　　　怜
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