
講座名 呼吸器外科学
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】

Araki O, Chida M, Karube Y,
Hayama M, Tamura M,
Kobayashi S, Ishihama H,
Oyaizu T

 Positive pleural lavage
cytology results highly
related to local recurrence:
institutional report and
pooled analysis findings

Chirurgia 24 5 251 255 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【症例報告】
Minowa M，Chida M，Eda S，
Matsumura Y

Pulmonary artery injury
during mediastinoscopy
controlled without gauze
packing

Journal of Cardiothoracic
Surgery

6 15 2011

2 【症例報告】
小林哲，井上尚，荒木修，苅
部陽子，葉山牧夫，田村元
彦，小柳津毅，千田雅之

85歳のPancoast型肺癌に対す
る同時化学放射線療法後の手
術経験

胸部外科 64 6 479 482 2011

3 【症例報告】

井上尚，荒木修，苅部陽子，
葉山牧夫，田村元彦，小林
哲，小柳津毅，関哲男，池田
康紀，梅津英央，長井千輔，
千田雅之

横隔膜転移をきたした子宮体
癌

胸部外科 64 9 832 835 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】 千田雅之
呼吸器外科術後合併症のマ
ネージメント-1．肺瘻のマ
ネージメント

Prog.Med 31 991 998 2011

2 【総説等】 千田雅之

胸部外科の指針．原発性肺癌
における止血・凝固系指標と
臨床病理学因子との関連性．
討論１

胸部外科 64 5 356 357 2011

3 【総説等】 千田雅之 中枢気道の腫瘍 胸部外科 64 8 733 737 2011



4 【総説等】 千田雅之
書評「わかりやすい血栓と止
血の臨床．日本血栓止血学会
編集委員会　編集」

胸部外科 64 12 1076 1076 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】

Chida M， Karube Y， Hayama
M， Tamura M， Kobayashi
S， Ishihama H， Oyaizu T，
Matsumura Y

Rib head resection via
costotransverse ligament
release approach for
patient with non-small cell
lung cancer invading chest
wall

19th European Conference
on General Thoracic
Surgery

Marseill
e

2011 6 5～8

2 【学会・研修会発表】 千田雅之
呼吸器外科領域における形成
手術

第276回埼玉胸部疾患懇話会
新春特別講演会

大宮 2011 1 14

3 【学会・研修会発表】

葉山牧夫，井上尚，荒木修，
苅部陽子，田村元彦，小林
哲，小柳津毅，千田雅之，本
間浩一

孤立性脳転移にて発症した胸
腺癌の1例

第30回日本胸腺研究会 長崎 2011 2 5

4 【学会・研修会発表】
小林哲，井上尚，苅部陽子，
葉山牧夫，田村元彦，小柳津
毅，千田雅之

抗アセチルコリンレセプター
抗体価上昇を伴った胸腺腫症
例の検討

第30回日本胸腺研究会 長崎 2011 2 5

5 【学会・研修会発表】
葉山牧夫，井上尚，苅部陽
子，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，千田雅之，本間浩一

腫瘍内に部分的に細胞異型を
認めたA型胸腺腫の1例

第30回日本胸腺研究会 長崎 2011 2 5

6 【学会・研修会発表】
葉山牧夫，井上尚，苅部陽
子，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，石濱洋美，千田雅之

右側大動脈弓を合併した左上
葉肺癌の1 切除例

第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 12

7 【学会・研修会発表】
小柳津毅，井上尚，苅部陽
子，葉山牧夫，田村元彦，小
林哲，千田雅之

女性自然気胸手術症例の検討
第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 12



8 【学会・研修会発表】
松村輔二，箕輪宗生，荒木
修，苅部陽子，千田雅之

進行肺癌に対する導入療法後
管状肺葉切除術の検討

第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 12

9 【学会・研修会発表】
井上尚，苅部陽子，葉山牧
夫，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，千田雅之

IgG4 関連疾患に合併した肺癌
と胃癌の多重癌の１例

第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 12

10 【学会・研修会発表】
苅部陽子，井上尚，葉山牧
夫，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，千田雅之

低肺機能を合併した両側横隔
神経進展を疑う浸潤型胸腺腫
に対して導入化学療法後に手
術を行った1 例

第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 13

11 【学会・研修会発表】
小林哲，井上尚，苅部陽子，
葉山牧夫，田村元彦，小柳津
毅，千田雅之

縦隔ミュラー管嚢腫の1 手術
例

第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 13

12 【学会・研修会発表】
田村元彦，井上尚，苅部陽
子，葉山牧夫，小林哲，小柳
津毅，千田雅之

開胸部の癒着防止に酸化セル
ロースシート貼付けが有用で
あった１例

第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 13

13 【学会・研修会発表】
森永真史，山岸茂樹，千田雅
之

突然の背部痛と胸水貯留で発
見された小児後縦隔血管腫の1
例

第28回日本呼吸器外科学会
総会

別府 2011 5 13

14 【学会・研修会発表】 千田雅之
胸腔鏡手術をとりまく問題点-
呼吸器外科の現在的課題-

第10回山陰内視鏡外科研究
会

松江 2011 5 21

15 【学会・研修会発表】

葉山牧夫，井上尚，苅部陽
子，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，石濱洋美，千田雅之，
本間浩一

One Step Nucleic acid
Amplification(OSNA)法による
非小細胞肺癌リンパ節転移診
断の有効性について

第111回日本外科学会定期
学術集会

紙上開催 2011 5 26～28



16 【学会・研修会発表】
苅部陽子，西村嘉裕，冨岡真
一郎

Endobronchial Watanabe
Spigot（EWS）が有効であった
大量 air leak を来した終末
期肺癌の 1 例

第34回日本呼吸器内視鏡学
会学術集会

浜松 2011 6 17

17 【学会・研修会発表】
苅部陽子，西平守道，葉山牧
夫，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，千田雅之

被膜外脈管浸潤を呈した胸腺
腫の1例

第161回日本肺癌学会関東支
部会

東京 2011 6 18

18 【学会・研修会発表】
葉山牧夫，西平守道，苅部陽
子，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，石濱洋美，千田雅之

当科における胸腺癌手術症例
の検討

第42回栃木県癌治療懇話会 宇都宮 2011 7 9

19 【学会・研修会発表】
西平守道，苅部陽子，葉山牧
夫，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，千田雅之

気管支MALTomaのfollow中に認
めた肺扁平上皮癌に対し気管
支形成術を施行した1例

第137回日本呼吸器内視鏡学
会関東支部会

東京 2011 7 9

20 【学会・研修会発表】
小柳津毅，西平守道，苅部陽
子，葉山牧夫，田村元彦，小
林哲，千田雅之

放射線（70Gy）照射と化学療
法御に右上葉楔状切除を行っ
た肺腺癌の１例

第138回日本呼吸器内視鏡学
会関東支部会

東京 2011 9 17

21 【学会・研修会発表】

葉山牧夫，西平守道，苅部陽
子，田村元彦，小林哲，小柳
津　￥毅，石濱洋美，千田雅
之

CBDCA+ALM+Bev投与後に拡大ス
リーブ切除を施行した肺腺癌
の1例

TOTOF 2011 宇都宮 2011 9 29

22 【学会・研修会発表】
千田雅之，西平守道，苅部陽
子，葉山牧夫，田村元彦，小
林哲，小柳津毅

同側肺癌再手術例における気
管支・肺動脈管状切除―特に
気管支・肺動脈の授動に関し
て―

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 3

23 【学会・研修会発表】

坂口浩三，大和靖，田村元
彦，千田雅之，羽藤泰，堀尾
裕俊，山内良兼，澤端章好，
村杉雅秀，中山光男，星永
進，金子公一，川村雅文，野
守裕明

術後気管支断端瘻に関する後
ろ向き多施設共同研究

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 3



24 【学会・研修会発表】
小柳津毅，西平守道，苅部陽
子，葉山牧夫，田村元彦，小
林哲，千田雅之

肺原発MALTリンパ腫の1例 第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 4

25 【学会・研修会発表】
小林哲，西平守道，苅部陽
子，葉山牧夫，田村元彦，小
柳津毅，千田雅之

術前 concurrent
chemoradiotherapy（CRT）を
施行した cT3N0，cT4N0 症例
の検討

第52回日本肺癌学会総会 大阪 2011 11 4

26 【学会・研修会発表】
葉山牧夫，小林哲，小柳津
毅，千田雅之

当科における胸腺癌手術症例
の検討

第73回日本臨床外科学会総
会

東京 2011 11 17

27 【学会・研修会発表】
小柳津毅，葉山牧夫，小林
哲，千田雅之

若年者巨大肺嚢胞の1例
第73回日本臨床外科学会総
会

東京 2011 11 18

28 【学会・研修会発表】

葉山牧夫，西平守道，苅部陽
子，田村元彦，小林哲，小柳
津毅，千田雅之，石濱洋美，
本間浩一

One Step Nucleic acid
Amplification（OSNA）法によ
る肺癌リンパ節転移診断の有
効性について

第39回獨協医学会 壬生 2011 12 3



番号 見出し 発表者名 演題 講座名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1 【公開講座】 千田雅之 肺がんの早期発見と治療
平成23年度獨協医科大学公
開講座

宇都宮 2011 7 2

2 【公開講座】 千田雅之 肺がんの早期発見と治療
平成23年度獨協医科大学公
開講座

壬生 2011 7 23

3 【公開講座】 千田雅之 肺がんの診断と外科治療
北関東域連携がん 先進医療
人材育成プラン特別合同セ
ミナー

群馬 2011 9 12

4 【公開講座】 小柳津毅 肺がんの早期発見と治療
平成23年度獨協医科大学公
開講座

小山 2011 9 24
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