
 

 

 

日 程 表 

 

開会の辞

一般演題Ⅰ
良性疾患（O-1 ～ O-4）

一般演題Ⅱ
悪性腫瘍（O-5 ～ O-8）

一般演題Ⅲ
悪性腫瘍・細胞診（O-9 ～ O-12）

一般演題Ⅳ
術後合併症（O-13 ～ O-16）

ランチョンセミナー

「最新の甲状腺超音波診断と治療について」

福成 信博
（昭和大学横浜市北部病院 副院長、外科教授、甲状腺センター長）

共催：エーザイ株式会社

主題
後進に伝えたい手術技術（S-1 ～ S-7）

閉会の辞

8:50
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座長：大石 一行

伊澤正一郎

座長：鈴木 喜雅

小池 良和

座長：若原 誠

森崎 剛史

座長：三宅 成智

堂西 亮平

座長：福原 隆宏

座長：田中 克浩

滝沢 宏光

福原 隆宏

 



 

 

 

プログラム 

 

 

開会の辞  

（8 時 50 分～9 時 00 分） 

 

 

 

 

 

 

一般演題Ⅰ 良性疾患 

（9 時 00 分～9 時 35 分） 

 

 O-1  甲状腺動静脈瘻の一例 

      近藤 天也 （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-2  バセドウ病の新規発症により増大を来たし気管圧排にて準緊急手術を要した

腺腫様甲状腺腫の 1 例 

      高森 稔弘 （鳥取大学医学部附属病院 検査部） 

 O-3  脱水を契機に高 Ca 血症性クリーゼに至った原発性副甲状腺機能亢進症の

一例 

      高橋 雅子 （鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝学分野） 

 O-4  巨大異所性縦隔内甲状腺腫の一切除例 

      窪内 康晃 （鳥取大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科） 

 

 

 

 

当番世話人 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）

准教授  藤原 和典

（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）

大石 一行
（高知医療センター 乳腺甲状腺外科）

伊澤 正一郎
（鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科学分野）



 

 

 

 

一般演題Ⅱ 悪性腫瘍 

（9 時 40 分～10 時 15 分） 

 

 O-5  長期に存在したと推測される副甲状腺癌の 1 例 

      若原 誠 （鳥取大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科学分野） 

 O-6  経過観察中に結節内に乳頭癌の出現を認めた腺腫様甲状腺腫の 1 例 

      堂西 亮平 （鳥取大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 O-7  Lenvatinib 導入後長期にわたり用量調整により継続治療を行った放射性

ヨウ素内用療法抵抗性分化型乳頭癌の 1 例 

      伊澤 正一郎 （鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科学分野） 

 O-8  尿路結石を伴った副甲状腺癌の 1 例 

      和久 利彦 （小畠病院） 

 

一般演題Ⅲ 悪性腫瘍・細胞診 

（10 時 20 分～10 時 55 分） 

 

 O-9  梗塞壊死を来し高悪性度腫瘍との鑑別が問題となった甲状腺乳頭癌の 1 例 

      遠藤 由香利 （鳥取大学医学部附属病院 病理部） 

 O-10  当院での甲状腺穿刺吸引細胞診の現状 

      松岡 欣也 （愛媛県立中央病院 乳腺内分泌外科） 

 O-11  経過観察中に手術を施行した甲状腺微小乳頭癌の 2 例 

      景山 千幸 （川崎医科大学附属病院 良医育成支援センター） 

 O-12  孤立性肝転移を伴い切除を行った甲状腺濾胞癌の 1 例 

      吉岡 遼 （岡山大学 乳腺・内分泌外科） 

 

鈴木 喜雅
（鳥取大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科学分野）

小池 良和
（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科）

若原 誠
（鳥取大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科分野）

森崎 剛史
（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）



 

 

 

 

一般演題Ⅳ 術後合併症 

（11 時 00 分～11 時 35 分） 

 

 O-13  VANS 法術後の音声機能 

      森崎 剛史 （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-14  気管切開孔閉鎖後に短期間で急速増大し気管狭窄を来した気管内肉芽腫の一例 

      万木 洋平 （国立病院機構米子医療センター 胸部・乳腺外科） 

 O-15  術後 2 日目に喉頭浮腫をきたした巨大甲状腺腫瘤の 1 例 

      佐々木 梓 （川崎医科大学附属病院 良医育成支援センター） 

 O-16  最近経験した甲状腺切除における術後出血の 2 例 

      三上 剛司 （川崎医科大学附属病院 乳腺甲状腺外科） 

 

ランチョンセミナー 

（12 時 00 分～13 時 00 分） 

 

最新の甲状腺超音波診断と治療について 

    福成 信博  

（昭和大学横浜市北部病院 副院長、外科教授、甲状腺センター長） 

共催：エーザイ株式会社  

 

  

座長 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）

三宅 成智
（山陰労災病院 耳鼻咽喉科）

堂西 亮平
（鳥取大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科）



 

 

 

 

主題 後進に伝えたい手術技術 

（13 時 15 分～14 時 20 分） 

  

 

 S-1  当科における神経モニタリング装置(NIM)の考え方、使い方 

      小池 良和 （川崎医科大学 乳腺甲状腺外科） 

 S-2  甲状腺手術における鎖骨授動術 

(transmanubrial osteomuscular sparing approach） 

      大石 一行 （高知医療センター 乳腺甲状腺外科） 

 S-3  当科の外側領域頸部郭清 －頭頸部外科医の見地から－ 

      三宅 成智 （山陰労災病院 耳鼻咽喉科） 

 S-4  甲状腺外科における反回神経麻痺とその対処 〜音声改善のための手術

手技〜 

      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） 

 S-5  若い外科医に伝えたい甲状腺手術のテクニック 

      臼井 由行 （淳風会健康管理センター） 

 S-6  師匠から学んだ気管合併切除・一期的再建術のエッセンス 

      山崎 眞一 （田岡病院 乳腺甲状腺科、 徳島市民病院 外科） 

 S-7  VANS 変法を用いた内視鏡補助下甲状腺手術 

      山崎 眞一 （田岡病院 乳腺甲状腺科、 徳島市民病院 外科） 

 

閉会の辞 

（14 時 25 分～14 時 30 分） 

 

当番世話人 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）

田中 克浩
（川崎医科大学 乳腺甲状腺外科）

滝沢 宏光
（徳島大学 胸部・内分泌・腫瘍外科）

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）



 

 

 

Web 発表Ⅰ（主題・一般演題） 

 

 W-主題  甲状腺未分化癌気管浸潤に対するハイブリッドステントの使用経験 

坪井 光弘 （徳島県立中央病院 外科） 

 W-2  低用量レンバチニブで長期 PR を維持できている再発甲状腺乳頭癌の 1 例 

      青山 万理子 （徳島大学大学院 胸部・内分泌・腫瘍外科） 

 W-3  切除困難な頸部リンパ節転移に対しカプレルサを導入した甲状腺髄様癌の1例 

      築家 伸幸 （広島大学病院 耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 W-4  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 

      庄野 隆志 （徳島大学病院 食道・乳腺・甲状腺外科） 

 

Web 発表Ⅱ（一般演題） 

 

 

 W-5  コロナ禍で逼迫する放射性ヨード内用療法の現況 

      秋山 一郎 （岡山医療センター 乳腺・甲状腺外科） 

 W-6  広範な嚢胞形成を主体とした甲状腺未分化癌の 1 例 

      河田 健吾 （香川県立中央病院 乳腺・内分泌外科） 

 W-7  当科における甲状腺癌に対するレンバチニブ使用経験の検討 

      小笠原 卓 （徳島市民病院 外科） 

 W-8  Lenvatinib 投与中に心不全，急性腎不全となった甲状腺癌症例 

      三橋 耕平 （鳥取赤十字病院 頭頸部外科センター） 

 W-9  甲状腺乳頭癌における外側区域リンパ節転移と遠隔転移の関連についての検討 

      中村 匡孝 （四国がんセンター 頭頸科・甲状腺腫瘍科） 

紺谷 桂一
（香川大学 乳腺内分泌外科）

坪井 光弘
（徳島県立中央病院 外科）

門田 伸也
（四国がんセンター 頭頸科・甲状腺腫瘍科）

上田 勉
（広島大学大学院医系科学研究科

耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学研究室)


