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9月4日（金）
【第1日目】

評議員会 8：30～9：00

開会の辞 9：00～9：05
会長：丹羽 宏（聖隷福祉事業団保健事業部地域・企業健診センター）

一般演題 1 9：05～9：26
座長：渡邉 健一（公益財団法人日産厚生会日産玉川病院気胸研究センター）

両側気胸・肺嚢胞
O1�1 両側気胸に対して剣状突起下アプローチによる肺部分切除を施行した 1例

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、大坂 善彦

O1�2 演題取り下げ

O1�3 気腫性肺嚢胞を有する患者の胸腔鏡手術における pitfall と工夫
筑波大学呼吸器外科
○佐伯 祐典、佐藤沙喜子、黒田 啓介、高塚 正己、荒木健太郎、河村 知幸、
柳原 隆宏、鈴木 久史、小林 尚寛、菊池 慎二、後藤 行延、市村 秀夫、
佐藤 幸夫

一般演題 2 9：26～9：54
座長：瀬山 邦明（順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器内科）

LAM/BHD
O2�1 気胸を契機にBirt-Hogg-Dube 症候群を疑った 2例

札幌南三条病院呼吸器外科
○本橋 雄介、加地 苗人、椎名 伸行、野村 俊介

O2�2 Birt-Hogg-Dubé 症候群における FLCN の haploinsufficiency は胸膜中皮細胞の機能障害を惹起
する
順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科1）、同病理診断科2）、東京都立墨東病院呼吸器外科3）、
公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター4）、日本赤十字社医療センター病理部5）

○岡本 翔一1）、江花 弘基3）、栗原 正利4）、三谷 恵子1）、小林 悦子1）、林 大久生2）、
関本 康人1）、西野 宏一1）、熊坂 利夫5）、尾辻 瑞人3）、高橋 和久1）、瀬山 邦明1）

O2�3 治療に難渋した、リンパ脈管筋腫症（LAM）合併両側気胸の 1例
名古屋徳洲会総合病院外科1）、名古屋徳洲会総合病院呼吸器外科2）

○田藏 昂平1）、可児 久典2）、山下 正勝1）、倉田 陽介2）
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O2�4 リンパ脈管筋腫症に肺癌を合併した 10例の臨床的検討
順天堂大学附属順天堂医院呼吸器内科
○虎澤 匡洋、朝尾 哲彦、宿谷 威仁、関本 康人、西野 宏一、岡本 翔一、
高 遼、嶋田奈緒子、高橋 和久、瀬山 邦明

ワークショップ 1 9：55～10：45
座長：岡部 和倫（ベルランド総合病院呼吸器外科）

江花 弘基（東京都立墨東病院胸部心臓血管外科）

胸腔ドレナージの手技・管理
W1�1 当科における初心者のドレーン挿入法と教育

聖マリア病院呼吸器センター1）、福岡大学病院2）

○大渕 俊朗1）、岩﨑 昭憲2）

W1�2 気胸に対する胸腔ドレナージ―当センターの手技・管理―
聖隷三方原病院呼吸器センター外科1）、聖隷保健事業部地域・企業健診センター2）

○棚橋 雅幸1）、鈴木恵理子1）、吉井 直子1）、渡邊 拓弥1）、千馬 謙亮1）、土田 浩之1）、
喚田 祥吾1）、井口 拳輔1）、内山 粹葉1）、丹羽 宏2）

W1�3 人工呼吸器管理中、胸腔ドレーンの抜去によって生じた肺瘻の 1例
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、大坂 善彦

W1�4 肺内に誤挿入されたチェストチューブの管理に難渋した一例
獨協医科大学呼吸器外科1）、東京医科大学病院呼吸器・甲状腺外科2）、鹿児島大学呼吸器外科3）

○荒木 修1）、立花 太明2）、野中 裕斗3）、伊藤 祥之1）、井上 尚1）、前田寿美子1）、
千田 雅之1）

特別講演 10：50～11：40
座長：一和多俊男（浦和医師会浦和メディカルセンター）

SL 形態学から考察するCOPDの病態と肺気腫の進展
奈良県立医科大学呼吸器内科学講座1）、奈良県立医科大学胸部・心臓血管外科学講座2）

○室 繁郎1）、澤端 章好2）

ランチョンセミナー 1 11：50～12：40
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長：金子 公一（医療法人光風会光南病院）

気胸最新の話題
LS1 びまん性嚢胞性肺疾患の難治性気胸に対する治療

公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター
○栗原 正利
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会長講演 12：50～13：20
座長：水野 武郎（聖隷三方原病院呼吸器センター名誉所長）

PA 気胸の歴史探訪―ヒポクラテス、アレクサンダー大王、医心方、金創医から胸
腔鏡手術まで
聖隷福祉事業団保健事業部地域・企業健診センター
○丹羽 宏

シンポジウム 13：20～14：50
座長：門倉 光隆（昭和大学横浜市北部病院）

岩崎 正之（東海大学医学部外科学系呼吸器外科学）

気胸手術におけるアプローチの工夫
S�1 当院における気胸手術におけるUniportal VATS の現状と Tips

都立墨東病院呼吸器外科
○江花 弘基、小林 亜紀、尾辻 瑞人

S�2 気胸手術におけるアプローチの工夫-胸壁滑車法を用いた単孔式手術の有用性
公益財団法人日産厚生会日産玉川病院気胸研究センター
○坪島 顕司、栗原 正利、由佐城太郎、今村 信宏、渡邉 健一

S�3 気胸手術におけるアプローチの工夫
東海大学医学部外科学系呼吸器外科学
○渡邊 創、中野 圭、壺井 貴朗、橋本 諒、濱中瑠利香、中野 隆之、
須賀 淳、中村 雄介、中川 知己、河野 光智、増田 良太、岩﨑 正之

S�4 原発性自然気胸におけるアプローチの工夫～マリオネット手術～
神戸労災病院呼吸器外科
○仲田 庄志

S�5 原発性自然気胸に対する細径胸腔鏡手術
神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器外科1）、横浜市立大学外科治療学教室2）

○稲福 賢司1）、田尻 道彦1）、荒井 宏雅1）、中村 生1）、菊西 啓雄1）、益田 宗孝2）

S�6 若年男性自然気胸に対する経乳輪アプローチを用いた胸腔鏡手術の有用性
前橋赤十字病院呼吸器外科
○井貝 仁、上吉原光宏、古澤 慎也、大沢 郁、矢澤 友弘、松浦奈都美

コーヒーブレイクセミナー 1 15：00～15：50 共催：CSLベーリング株式会社
座長：澤端 章好（奈良県立医科大学胸部心臓血管外科）

ディベート：肺気腫に対する肺容量減量手術―外科治療 vs 気管支インターベ
ンション
CS1�1 機能的画像による重症COPDの外科治療―気腫肺減量術―

地方独立行政法人静岡市立静岡病院呼吸器外科
○千原 幸司
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CS1�2 肺気腫に対する肺容量減量手術：一方向弁による気管支鏡的肺容量減量術
聖マリアンナ医科大学呼吸器内科
○峯下 昌道

要望演題 1 16：00～16：36
座長：加賀基知三（北海道大学循環器・呼吸器外科）

溝渕 輝明（千葉県済生会習志野病院呼吸器外科）

月経随伴・女性気胸
R1�1 臓側胸膜に肺瘻を認めた月経随伴性気胸の 1例

北播磨総合医療センター呼吸器外科1）、北播磨総合医療センター病理診断科2）

○田中 宏樹1）、髙田 昌彦1）、山本 侑毅2）

R1�2 横隔膜切除検体より異所性子宮内膜組織を証明できた月経随伴性気胸の一例
東海大学医学部付属八王子病院呼吸器外科1）、東海大学医学部外科学系呼吸器外科学2）

○有賀 直広1）、和田 篤史1）、中川 知己1）、増田 良太2）、山田 俊介1）、岩﨑 正之2）

R1�3 月経随伴性気胸の術前診断における局所麻酔下胸腔鏡検査の有用性の検討
公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター1）、公益財団法人日産厚生会玉川病院呼吸
器外科2）

○由佐城太郎1）、今村 信宏2）、坪島 顕司2）、渡邊 健一2）、栗原 正利2）

R1�4 女性気胸の 1組の双生児発症例
中頭病院呼吸器外科
○嘉数 修、大田 守雄

一般演題 3 16：36～17：04
座長：塩 豊（福島県立医科大学呼吸器外科学講座）

先天性嚢胞性肺疾患
O3�1 繰り返す肺炎を契機に発見された成人期先天性肺気道奇形の 1手術例

東京女子医科大学呼吸器外科1）、同病理診断科2）

○四手井博章1）、前田 英之1）、光星 翔太1）、高圓 瑛博1）、青島 宏枝1）、井坂 珠子1）、
長嶋 洋治2）、神崎 正人1）

O3�2 胸腔鏡下に切除術を施行した気管支閉鎖症の 3例
横浜労災病院呼吸器外科1）、横浜市立大学附属病院外科治療学2）

○菅原 海1）、山本 健嗣1）、亀田 洋平1）、前原 孝光1）、益田 宗孝2）

O3�3 成人で発見された先天性嚢胞状腺腫様形成異常（CCAM）の 3切除例
福島県立医科大学附属病院呼吸器外科
○峯 勇人、山口 光、髙木 玄教、尾崎 有紀、武藤 哲史、岡部 直行、
松村 勇輝、塩 豊、鈴木 弘行

O3�4 非典型的な先天性嚢胞性肺疾患
北海道大学循環器・呼吸器外科
○加賀基知三、大塚 慎也、佐々木明洋、山崎 洋、氏家 秀樹、藤原（黒田）晶、
加藤 達哉、樋田 泰浩、若狭 哲
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一般演題 4 17：04～17：25
座長：櫻庭 幹（市立札幌病院呼吸器外科）

外傷性気胸
O4�1 鍼治療後気胸を合併、胸腔鏡下に残存鍼を摘出した 1例

聖フランシスコ病院外科
○白藤 智之、大曲 武征

O4�2 針治療が原因と疑われた中等度の両側同時性気胸の一例
ベルランド総合病院呼吸器外科
○松田 由美、原 幹太朗、永野 晃史、岡部 和倫

O4�3 高エネルギー外傷に伴う外傷性気胸の検討
東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学分野
○坂井 貴志、佐野 厚、肥塚 智、大塚 創、田巻 一義、東 陽子、
伊豫田 明

一般演題 5 17：25～17：53
座長：岩崎 昭憲（福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）

外科治療 1
O5�1 3 ポート完全鏡視下手術から単孔式手術への移行

関西医科大学総合医療センター呼吸器外科1）、関西医科大学呼吸器外科学講座2）

○中野 隆仁1,2）、金田浩由紀1,2）、村川 知弘2）

O5�2 すべての気胸手術は単孔式で可能か？ 当科の現況から
千葉県済生会習志野病院呼吸器外科
○溝渕 輝明、長門 芳、越智 敬大

O5�3 当科における続発性気胸の治療成績
前橋赤十字病院呼吸器外科
○松浦奈都美、井貝 仁、大沢 郁、矢澤 友弘、上吉原光宏

O5�4 当科での気胸手術症例に対する胸膜補強の検討
東京女子医科大学呼吸器外科
○光星 翔太、四手井博章、高圓 瑛博、前田 英之、青島 宏枝、井坂 珠子、
神崎 正人
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9月5日（土）
【第2日目】

一般演題 6 8：30～8：58
座長：田中 明彦（市立札幌病院呼吸器外科）

周術期管理・悪性腫瘍
O6�1 術中気管支喘息発作により肺葉換気不全をきたした気胸 2例

昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター1）、昭和大学藤が丘病院呼吸器外科2）

○岡田 桃華1）、北見 明彦1）、大橋 慎一1,2）、田中 洋子1）、鈴木 浩介1）、植松 秀護1）、
神尾 義人1,2）、門倉 光隆1）

O6�2 肺切除術後患者の術後合併症と身体活動量
聖隷三方原病院リハビリテーション部1）、聖隷三方原病院呼吸器外科2）、聖隷クリストファー
大学リハビリテーション学部3）

○柳田 頼英1）、大曲 正樹1）、町口 輝1）、棚橋 雅幸2）、鈴木恵理子2）、吉井 直子2）、
渡邊 拓弥2）、俵 祐一3）、有薗 信一3）

O6�3 癌性胸膜炎を伴う肺癌に合併した自然気胸の 2手術例
新東京病院呼吸器外科
○油原 信二、河野 匡

O6�4 肺悪性腫瘍による続発性気胸に対し気管支充填術と自己血パッチ胸膜癒着術で改善した 1例
大阪はびきの医療センター呼吸器外科1）、大阪はびきの医療センター呼吸器内視鏡内科2）

○北原 直人1）、杉浦 裕典1）、小菅 淳1）、福山 馨1）、岡本 紀雄2）、門田 嘉久1）

ワークショップ 2 9：00～9：50
座長：林 明宏（新古賀病院呼吸器外科）

伊豫田 明（東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学分野）

女性気胸のマネージメント
W2�1 当院での女性気胸のマネージメントに対する検討

東京女子医科大学八千代医療センター呼吸器外科
○黄 英哲、今林 宏樹、星野 英久、関根 康雄

W2�2 女性気胸手術症例の検討
東京慈恵会医科大学呼吸器外科
○布施 喜信、後藤 圭佑、浅野 久敏、荒川 智嗣、原田愛倫子、重盛林太郎、
加藤 大喜、柴崎 隆正、森 彰平、松平 秀樹、平野 純、大塚 崇

W2�3 女性気胸手術症例の後方視的検討
聖隷三方原病院呼吸器センター外科1）、聖隷保健事業部地域・企業健診センター2）

○喚田 祥吾1）、棚橋 雅幸1）、鈴木恵理子1）、吉井 直子1）、渡邊 拓弥1）、千馬 謙亮1）、
土田 浩之1）、井口 拳輔1）、内山 粹葉1）、丹羽 宏2）
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W2�4 女性自然気胸症例の特徴
東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学分野
○東 陽子、佐野 厚、坂井 貴志、肥塚 智、大塚 創、伊豫田 明

コーヒーブレイクセミナー 2 10：00～10：50
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長：丹羽 宏（聖隷福祉事業団保健事業部地域・企業健診センター）

気胸・嚢胞性肺疾患と理学療法
CS2 気胸・嚢胞性肺疾患と呼吸リハビリテーション

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学療法学分野1）、長崎大学病院リハビリテーション部2）

○神津 玲1,2）

一般演題 7 11：00～11：21
座長：小倉 高志（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）

間質性肺炎・COPD
O7�1 COPD急性増悪時の呼吸困難により離床が難渋した症例

聖隷三方原病院リハビリテーション部
○シュレスタ燿マン、大曲 正樹、伊藤 恭兵、山本 敦也、柳田 頼英、町口 輝、
新村阿矢乃、井口 太平、田尾 美空、和久田雅史

O7�2 間質性肺炎合併例の肺切除手術におけるErythromycin と N-Acetylcysteine の投与による急性増
悪の予防効果について
市立札幌病院呼吸器外科1）、札幌医科大学呼吸器外科2）

○田中 明彦1）、櫻庭 幹1）、三品泰二郎1）、新井 航2）

O7�3 特発性間質性肺炎に合併した気胸症例の多施設共同後方視的検討
順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器内科1）、順天堂大学医学部附属浦安病院呼吸器内
科2）、順天堂大学医学部附属練馬病院呼吸器内科3）、埼玉県済生会川口総合病院呼吸器内科4）、
社会医療法人社団順江会江東病院呼吸器内科5）

○越智 裕介1）、加藤 元康1）、荒井 裕太4）、本村 宏明3）、住吉 一誠1）、渡邊 純子1）、
井原 宏彰5）、関谷 充晃4）、十合 晋作1）、佐々木信一2）、藤井 充弘5）、木戸 健治3）、
瀬山 邦明1）、高橋 和久1）

一般演題 8 11：21～11：42
座長：大塚 崇（東京慈恵会医科大学呼吸器外科）

遺伝性疾患の気胸
O8�1 マルファン症候群合併気胸と原発性自然気胸の比較検討

公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター
○今村 信宏、栗原 正利、坪島 顕司、由佐城太郎、渡邊 健一

O8�2 術後肺虚脱遷延と気胸再発を繰り返しEhlers-Danlos 症候群、血管型を疑った自然気胸の 1例
昭和大学病院呼吸器外科1）、昭和大学横浜市北部病院呼吸器外科2）

○山本 滋1）、新谷裕美子1）、南方 孝夫1）、氷室 直哉1）、遠藤 哲哉1）、片岡 大輔1）、
武井 秀史1）、門倉 光隆2）
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O8�3 Ehlers-Danlos 症候群を背景とした気胸に対し手術を施行した 2例
慶應義塾大学医学部外科学（呼吸器）1）、慶應義塾大学病院病理診断部2）

○西田 梨紗1）、加勢田 馨1）、岡 直幸1）、鈴木 嵩弘1）、前田 智早1）、中込 貴博1）、
政井 恭兵1）、朝倉 啓介1）、菱田 智之1）、江本 桂2）、淺村 尚生1）

ランチョンセミナー 2 11：50～12：40 共催：コヴィディエンジャパン株式会社
座長：川村 雅文（帝京大学呼吸器外科）

気胸に対する局所麻酔下胸腔鏡手術
LS2 難治性続発性自然気胸に対する non-intubated surgery

東北大学加齢医学研究所呼吸器外科学分野
○野田 雅史

総会 12：50～13：20

ワークショップ 3 13：20～14：10
座長：藤野 昇三（社会医療法人財団石心会川崎幸病院呼吸器外科）

森山 重治（近森病院呼吸器外科）

若年者気胸に対する再発予防の工夫
W3�1 若年者自然気胸手術症例における吸収性シートの有用性の検討

名古屋市立大学大学院医学研究科腫瘍・免疫外科学
○小田 梨紗、奥田 勝裕、遠藤 克彦、横田 圭右、立松 勉、松井 琢哉、
中西 良一

W3�2 若年者自然気胸手術時の断端被覆法変更による再発率の変化
刈谷豊田総合病院呼吸器外科
○雪上 晴弘、鈴木あゆみ、山田 健

W3�3 若年者自然気胸に対するソフト凝固を使用した胸腔鏡手術の妥当性
鈴鹿中央総合病院呼吸器外科
○川野 理、辻 卓真、深井 一郎

W3�4 成長期気胸に対するS6部分切除の再考
聖マリア病院呼吸器センター1）、福岡大学呼吸器外科2）

○大渕 俊朗1）、岩﨑 昭憲2）

要望演題 2 14：10～14：46
座長：大渕 俊朗（社会福祉法人雪の聖母会聖マリア病院呼吸器外科）

神崎 正人（東京女子医科大学呼吸器外科）

原発性自然気胸・血気胸の標準治療
R2�1 原発性自然気胸に対する 3port 胸腔鏡下手術の治療成績

聖隷三方原病院呼吸器センター外科1）、聖隷福祉事業団保健事業部地域・企業健診センター2）

○渡邊 拓弥1）、棚橋 雅幸1）、鈴木恵理子1）、吉井 直子1）、千馬 謙亮1）、土田 浩之1）、
井口 拳輔1）、内山 粹葉1）、丹羽 宏2）
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R2�2 原発性自然気胸における治療戦略の再考―保存的治療後再発時の手術は妥当か？
公益財団法人日産厚生会日産玉川病院気胸研究センター
○坪島 顕司、栗原 正利、由佐城太郎、今村 信宏、渡邉 健一

R2�3 当院における高度虚脱度の原発性自然気胸症例の検討
横浜労災病院呼吸器外科1）、横浜市立大学外科治療学2）

○山本 健嗣1）、前原 孝光1）、亀田 洋平1）、菅原 海1）、益田 宗孝2）

R2�4 特発性血気胸に対する当院の治療成績
聖隷三方原病院呼吸器センター外科1）、聖隷保健事業部地域・企業健診センター2）

○土田 浩之1）、棚橋 雅幸1）、鈴木恵理子1）、吉井 直子1）、渡邊 拓弥1）、千馬 謙亮1）、
喚田 祥吾1）、井口 拳輔1）、内山 粹葉1）、丹羽 宏2）

ワークショップ 4 14：50～15：50
座長：中西 浩三（国立病院機構埼玉病院呼吸器外科）

武井 秀史（昭和大学外科学講座呼吸器外科学部門）

高齢者難治性気胸の治療戦略
W4�1 当院における高齢者気胸手術例の検討

慶應義塾大学医学部外科学（呼吸器）
○岡 直幸、加勢田 馨、西田 梨紗、鈴木 嵩弘、前田 智早、中込 貴博、
政井 恭兵、朝倉 啓介、菱田 智之、淺村 尚生

W4�2 高齢者気胸に対する治療戦略
聖隷三方原病院呼吸器センター外科1）、聖隷保健事業部地域・企業健診センター2）

○鈴木恵理子1）、棚橋 雅幸1）、吉井 直子1）、渡邊 拓弥1）、千馬 謙亮1）、土田 浩之1）、
喚田 祥吾1）、井口 拳輔1）、内山 粋葉1）、丹羽 宏2）

W4�3 複数の治療手技が必要となった高齢者難治性治療症例の検討
市立札幌病院呼吸器外科
○櫻庭 幹、三品泰次郎、田中 明彦

W4�4 高齢者気胸手術におけるダブルレイヤー法の有用性の検討
神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター呼吸器外科1）、神戸大学医学部附属病院
呼吸器外科2）

○法華 大助1）、田中 雄悟2）、岡本 武士2）、清水奈保子2）、土井 健史2）、眞庭 謙昌2）

W4�5 高齢間質性肺炎合併気胸手術例についての検討
東京女子医科大学呼吸器外科1）、東京女子医科大学東医療センター呼吸器外科2）

○松本 卓子1,2）、片桐さやか2）、清水 俊榮2）、前 昌宏2）、前田 英之1）、青島 宏枝1）、
井坂 珠子1）、神崎 正人1）
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一般演題 9 15：50～16：18
座長：雪上 晴弘（刈谷豊田総合病院呼吸器外科）

気管支インターベンション
O9�1 胸腔造影を併用したEWSによる気管支充填術が有効であった難治性気胸の 1例

東京慈恵会医科大学呼吸器外科
○原田愛倫子、森 彰平、重盛林太郎、加藤 大喜、柴崎 隆正、平野 純、
松平 秀樹、大塚 崇

O9�2 有瘻性膿胸に対してEWSによる気管支充填術を行った 3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、福井 哲矢、宮田 亮、島津 夢太

O9�3 多発空洞性結節の胸腔内穿破に伴う反復性の両側膿気胸に対し、EWS充填術が有効であった一
例
新生クリニック1）、淀川キリスト教病院呼吸器内科2）、淀川キリスト教病院呼吸器外科3）、淀川
キリスト教病院リウマチ膠原病内科4）、淀川キリスト教病院病理診断科5）

○吉田 也恵1,2）、藤原 寛2）、紙森 隆雄2）、大谷賢一郎2）、西島 正剛2）、水窪由美子2）、
澤 信彦2）、覺野 重毅2）、島津 葉月2）、上野 峻輔2）、白浜かおり2）、永井 貴彬2）、
加地 政秀3）、岡田 諭志3）、谷村 卓哉3）、金万 淳一4）、大谷 恭子5）

O9�4 難治性気漏に対する気管支充填術
聖隷三方原病院呼吸器センター外科1）、聖隷保健事業部地域・企業健診センター2）

○吉井 直子1）、棚橋 雅幸1）、鈴木恵理子1）、渡邊 拓弥1）、千馬 謙亮1）、土田 浩之1）、
喚田 祥吾1）、井口 拳輔1）、内山 粹葉1）、丹羽 宏2）

一般演題 10 16：18～16：39
座長：東 陽子（東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学分野）

外科治療 2
O10�1 肺炎治療により縮小した気管支原性嚢胞の 1例

総合病院聖隷三方原病院呼吸器センター内科1）、同呼吸器センター外科2）、聖隷福祉事業団保
健事業部地域・企業健診センター3）

○稲葉龍之介1）、横村 光司1）、棚橋 雅幸2）、丹羽 宏3）

O10�2 診断に難渋した特発性肺裂傷による肺空洞病変の 1切除例
金沢医科大学病院呼吸器外科
○岩井 俊、本野 望、浦本 秀隆

O10�3 慢性気胸に併発したアスペルギルス胸腔内感染の一手術例
昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター1）、昭和大学藤が丘病院呼吸器外科2）

○大橋 慎一1）、北見 明彦1）、高宮新之介1）、田中 洋子1）、鈴木 浩介1）、植松 秀護1）、
神尾 義人2）、門倉 光隆1）
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一般演題 11 16：39～17：00
座長：奥田 勝裕（名古屋市立大学大学院医学研究科腫瘍・免疫外科学）

外科治療 3
O11�1 全身麻酔回避気胸症例に対する局所麻酔下胸腔鏡手術の成績

市立札幌病院呼吸器外科
○櫻庭 幹、三品泰次郎、田中 明彦

O11�2 感染性肺嚢胞に対してO-arm 術中イメージングシステムを使用し、胸腔鏡下ドレナージを施行し
た 1例
製鉄記念室蘭病院外科・呼吸器外科
○武藤 潤、長谷龍之介、大塚 将平、岡崎 遼、羽根 佑真、齋藤 崇宏、
サシームパウデル、東海林安人、仙丸 直人

O11�3 V-V ECMOを用いて行なった難治性気胸の 1手術例
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院呼吸器外科
○原 祐郁、和田 崇志

閉会の辞 17：00～17：05
会長：丹羽 宏（聖隷福祉事業団保健事業部地域・企業健診センター）


