
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
分野 筆頭著者 タイトル 

2018 Respirology Case Reports 症例報告 縦隔 松本亮一 

Surgical resection of extramedullary 

haematopoiesis in the posterior 

mediastinum 

2018 Chest 原著 肺 
横山新太

郎 

Tumor Spread Through Air Spaces 

Identifies a Distinct Subgroup With 

Poor Prognosis in Surgically Resected 

Lung Pleomorphic Carcinoma 

2018 The Kurume Medical Journal 原著 肺 村上大悟 
Periostin Expression in Non-Small Cell 

Lung Cancer: Clinical Significance 

2018 Journal of Thoracic Disease 原著 肺 松本亮一 

Lung function in the late 

postoperative phase and influencing 

factors in patients undergoing 

pulmonary lobectomy 

2018 久留米医学会雑誌  肺 光岡正浩 

触知不能な小型肺結節性病変の局在同定の

ための術中マーキング法 Cone beam CT

を用いた新たな試み 

2017 Human Pathology 原著 肺 橋口俊洋 

Prognostic impact of GATA binding 

protein-3 expression in primary lung 

adenocarcinoma 

2017 BMC Surgery 原著 肺 
横山新太

郎 

Survival after initial lung 

metastasectomy for metastatic 

colorectal cancer in the modern 

chemotherapeutic era 

2017 胸部外科 症例報告 縦隔 高森信三 Botallo 靱帯切離部より出血した 1例 

2016 
General Thoracic and 

Cardiovascular Surgery 
原著 肺 岩崎泰憲 

Experimental validation of talc 

pleurodesis for carcinomatous 

pleuritis in an animal model 

2016 The Annals of Thoracic Surgery 原著 縦隔 
横山新太

郎 

Clinicopathologic and Prognostic 

Implications of Programmed Death 

Ligand 1 Expression in Thymoma 

2016 
General Thoracic and 

Cardiovascular Surgery 
原著 肺 永松佳憲 

Predicting exercise capacity after 

lobectomy by single photon emission 

computed tomography and computed 

tomography 



2016 Clinical Cancer Research 原著 縦隔 
横山新太

郎 

Prognostic Value of Programmed Death 

Ligand 1 and Programmed Death 1 

Expression in Thymic Carcinoma 

2015 The Kurume Medical Journal 原著 縦隔 西達矢 

Thymoma in Patient with Myasthenia 

Gravis Has Significantly Fewer 

Forkhead Box P3 Positive Lymphocytes 

than that without One 

2015 
Annals of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery 
症例報告 縦隔 

横山新太

郎 

Ectopic Cervical Thymoma Excised 

through a Transcervical Approach 

Combined with Video-assisted 

Thoracoscopic Surgery: A Case Report 

 

 

【学会報告】 

日付 学会名 開催地 
学会 

分類 
分野 発表者 タイトル 

2018/12/29 
第 59 回 日本肺癌学

会学術集会 
東京 

ポスタ

ー 
肺 西達矢 

Gefitinib 投与前より L858R と T790M の遺

伝子変異を認めた肺癌 

2018/12/29 
第 59 回 日本肺癌学

会学術集会 
東京 

ポスタ

ー 
肺 吉山康一 

がんペプチドワクチン療法の非小細胞肺癌

に対する予防効果の検討 

2018/12/29 
第 59 回 日本肺癌学

会学術集会 
東京 

ポスタ

ー 
肺 吉山康一 

がんペプチドワクチン療法が効果を示した

悪性胸膜中皮腫の一例 

2018/11/23 
第 80 回 日本臨床外

科学会総会 
東京 

ポスタ

ー 
肺 吉山康一 

転移を疑った縦隔リンパ節が自然縮小した

ため切除し得た左肺扁平上皮癌の一例 

2018/11/22 
第 80 回 日本臨床外

科学会総会 
東京 一般 縦隔 

上田雄一

郎 

末期癌患者の心嚢液・胸水貯留に対し心膜

開窓とデンバーシャント留置術を行い症状

緩和し得た一例 

2018/10/05 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 一般 肺 光岡正浩 

Allura Xper FD20 を用いた肺野小型結節の

術中同定法を行った 99 病巣の検討 

2018/10/5 
第 71 回 日本胸部外

科学会定期学術集会 
東京 

ポスタ

ー 
肺 松本亮一 

肺葉切除術後晩期の肺機能評価ならびに影

響を与える因子の検討 

2018/8/24 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島 一般  吉山康一 当院で経験した胸膜切除/肺剥皮術の３例 

2018/8/23 

第 51 回 日本胸部外

科学会九州地方会総

会 

鹿児島 一般  三浦峻 
転移を疑ったリンパ節が自然縮小し、切除

した肺癌の一例 



2018/5/25 
第 41 回日本呼吸器内

視鏡学会学術集会 
東京 

ポスタ

ー 
気管 光岡正浩 

幼児期の術中分離肺換気における気道マネ

ージメント 

2018/5/18 
第 35 回 日本呼吸器

外科学会総会 
幕張 

要望演

題 

その

他 
光岡正浩 

呼吸器外科手術手技トレーニングカリキュ

ラムの導入 

2018/5/18 
第 35 回 日本呼吸器

外科学会総会 
幕張 

ポスタ

ー 
肺 松本亮一 先天性嚢胞性腺腫様奇形の 2切除例 

2018/5/18 
第 35 回 日本呼吸器

外科学会総会 
幕張 

ポスタ

ー 
胸壁 橋口俊洋 胸壁発生悪性リンパ腫の一切除例 

2018/5/18 
第 35 回 日本呼吸器

外科学会総会 
幕張 

ポスタ

ー 
肺 樫原正樹 

#11s リンパ節転移を伴う肺癌に対する右上

葉切除術の 1例 

2018/5/17 
第 35 回 日本呼吸器

外科学会総会 
幕張 一般 肺 樫原正樹 肺切除術における術中 Cone-beam CT 

2018/5/17 
第 35 回 日本呼吸器

外科学会総会 
幕張 一般 肺 吉山康一 

非小細胞肺がんに対するがんペプチドワク

チン療法による予防効果の検討 

2018/5/17 
第 35 回 日本呼吸器

外科学会総会 
幕張 

ポスタ

ー 
胸壁 西達矢 

肋骨骨軟骨腫の切除範囲決定に ConeBeamCT 

による術中マーキングが有用であった一例 

2018/2/24 
第 58 回 日本肺癌学

会九州支部学術集会 
熊本 一般 肺 松本亮一 

当院における胸腔鏡下右肺中葉切除術時の

工夫 

2018/2/23 
第 58 回 日本肺癌学

会九州支部学術集会 
熊本 一般 気管 松本亮一 

巨大前縦隔腫瘍生検時の Temporary 

stenting の意義 

 


