
学会発表 

2009年 

加勢田 靜, 柿崎 徹, 竹内 健, 杉浦 八十生 

開胸術と同等のリンパ節郭清を胸腔鏡下手術で行うための工夫.  

日本呼吸器外科学会総会 2009. 

加勢田 靜, 杉浦 八十生, 柿崎 徹, 青木 輝浩 

癌に対する内視鏡外科手術の長期成績(胃・食道・肺・大腸) 肺癌に対する胸腔鏡下肺

葉切除・リンパ節郭清 15年の遠隔成績 

日本内視鏡外科学会総会 2009. 

杉浦 八十生, 加勢田 靜, 柿崎 徹, 竹内 健 

急激な経過をとった肺原発早期 large cell neuroendocrine carcinomaの 1例.  

日本呼吸器外科学会総会 2009. 

2010年 

杉浦 八十生, 江間 俊哉, 堀之内 宏久, 泉 陽太郎, 朝倉 啓介, 福冨 寿典, 山内 良

兼, 野守 裕明 

胸腺腫術後放射線療法における全肺照射の有効性. 肺癌学会総会 2010. 

中山 敬史, 奥井 将之, 杉浦 八十生, 山内 良兼, 福冨 寿典, 朝倉 啓介, 江間 俊

哉, 泉 陽太郎, 渡邊 真純, 堀之内 宏久, 野守 裕明, 林 雄一郎 

原発性肺癌(c-STAGE IA)に対しセンチネルリンパ節を同定し micrometastasis を診断

し得た 1例. 肺癌 2010. 

中山 敬史, 奥井 将之, 杉浦 八十生, 朝倉 啓介, 泉 陽太郎, 堀之内 宏久, 福冨 寿

典, 山内 吉兼, 野守 裕明, 林 雄一郎 

原発性肺癌(C-stageIA)に対しセンチネルリンパ節を術中に同定、micrometastasis を

認め N1を診断し得た 2例. 肺癌 2010. 

2011年 

中山 敬史, 奥井 将之, 橋本 浩平, 山内 吉兼, 福冨 寿典, 朝倉 啓介, 大塚 崇, 河

野 光智, 泉 陽太郎, 堀之内 宏久, 野守 裕明 

肺癌におけるセンチネルリンパ節同定の検討 Ri 法と色素法の比較. 日本呼吸器外科

学会総会 2011. 

中山 敬史, 堀之内 宏久, 奥井 将之, 橋本 浩平, 山内 吉兼, 福冨 寿典, 大塚 崇, 

河野 光智, 泉 陽太郎, 野守 裕明 

再発性多発性軟骨炎による気管狭窄に対し T-tube挿入し、16年間経過観察し得ている

1例. 気管支学会総会 2011. 

2012年 

井澤 菜緒子, 根本 悦夫, 杉浦 八十生, 加勢田 靜 

胆石胆嚢炎術後の腹腔内膿瘍に合併した有瘻性 mrsa膿胸の 1例. 日本呼吸器外科学会



総会 2012. 

根本 悦夫, 井澤 菜緒子, 杉浦 八十生, 加勢田 靜 

多剤耐性肺結核に対する 2手術例. 日本呼吸器外科学会総会 2012. 

杉浦 八十生, 井澤 奈緒子, 根本 悦夫, 加勢田 静 

乳癌術後 24年後に孤立性肺転移を認めた一例. 日本呼吸器外科学会総会 2012. 

杉浦 八十生, 柿崎 徹, 根本 悦夫, 加勢田 靜, 井野元 智恵, 中村 直哉, 野守 裕明 

乳癌術後 26年目に孤立肺転移を認めた 1症例. 肺癌学会関東地方海 2012. 

杉浦 八十生, 根本 悦夫, 加勢田 靜 

Gefitinib 投与後肝機能異常を認め投与法を工夫することにより治療が奏功している 3

症例. 日本癌治療学会総会 2012. 

杉浦 八十生, 根本 悦夫, 加勢田 靜, 井野元 智恵 

Gaisboeck症候群を伴う肺癌の 1例. 肺癌 2012. 

中山 敬史, 青景 圭樹, 松村 勇輝, 春木 朋広, 菱田 智之, 吉田 純司, 石井 源一

郎, 永井 完治 

肺癌術後 5 年無再発生存症例における晩期再発予測因子と予後. 日本臨床外科学会総

会 2012. 

中山 敬史, 菱田 智之, 青景 圭樹, 吉田 純司, 小野 祥太郎, 松村 勇輝, 春木 朋

広, 永井 完治 

胸骨正中切開+右第 6 肋間開胸により右残肺全摘術を施行した再発肺がんの一例. 日本

胸部外科学会関東甲信越地方会 2012. 

2013年 

根本 悦夫, 杉浦 八十生, 加勢田 静, 井野元 智恵, 中村 直哉 

転移性肺腫瘍が疑われた非結核性抗酸菌症(Ntm)の 2例. 日本呼吸器外科学会総会  

2013. 

杉浦 八十生, 根本 悦夫, 加勢田 靜 

術後再発肺腺癌および進行肺腺癌に対する gefitinib 投与後の肝機能異常と先行化学

療法についての検討. 日本呼吸器外科学会総会 2013. 

杉浦 八十生, 根本 悦夫, 河合 治, 大久保 泰之, 布施川 久恵, 加勢田 靜 

術後再発肺腺癌および進行肺腺癌に対する gefitinib 投与後の肝機能異常の検討. 日

本癌治療学会総会 2013. 

杉浦 八十生, 根本 悦夫, 大久保 泰之, 河合 治, 菊地 智樹, 中村 直哉, 加勢田 靜 

術前腺癌と診断され cddp+Pem による化学療法を行い術後扁平上皮癌成分のみ認めた腺

扁平上皮癌の 1例. 肺癌 2013. 

2014年 

河合 治, 大久保 泰之, 杉浦 八十生, 橋詰 寿律, 加勢田 静, 根本 悦夫 

非小細胞肺癌脳転移および癌性髄膜炎に対する nab-paclitaxel(アブラキサン)の臨床



効果. 肺癌 2014. 

根本 悦夫, 杉浦 八十生, 加勢田 静 

開胸手術時の切断肋骨固定に対する一工夫. 日本呼吸器外科学会総会 2014. 

小林 麻里子, 藤田 かほる, 杉浦 八十生, 石井 徹仁, 前島 潔, Nstメンバー 

神奈川病院 nstの発展を目指して. 国立病院総合医学会 2014. 

杉浦 八十生, 橋詰 寿律, 根本 悦夫, 加勢田 靜 

副腎原発 Diffuse large B-cell lymphoma化学療法後 8年目に肺原発 MALT lymphoma を

認めた 1症例. 肺癌 2014. 

杉浦 八十生, 根本 悦夫, 加勢田 静 

結核性気胸は嚢胞性病変および入院時排菌量が気胸発症との間に関連がある. 日本呼

吸器外科学会総会 2014. 

中山 敬史, 井上 卓, 山本 学, 藤本 博行 

挿管後および気管切開後の気管狭窄症に対して、T-Tubeでの気道確保が有効であった 1

例. 気管支学 2014. 

中山 敬史, 金岡 里枝, 桧垣 瑛香, 岡村 亮, 出嶋 仁, 高橋 祐介, 松谷 哲行, 本田 

健, 太田 修二, 関 順彦, 田中 文彦, 川村 雅文 

小細胞肺癌に対する右肺下葉切除術後の気管支断端瘻・膿胸を治療しつつ、術後補助化

学療法を施行し得た 1例. 肺癌 2014. 

中山 敬史, 山本 学 

休薬後病変の退縮を認めていたメソトレキセート関連リンパ腫様肉芽腫症に対して肺

部分切除術を施行した 1例. 日本呼吸器外科学会雑誌 2014. 

中山 敬史, 山本 学 

組織球性壊死性リンパ節炎の一例. 日本呼吸器外科学会雑誌 2014. 

 

2015年 

根本 悦夫, 杉浦 八十生, 橋詰 寿律, 加勢田 静 

気管支断端瘻に対して有茎広背筋弁被覆術を行った 1 例. 日本呼吸器外科学会雑誌 

2015. 

杉浦 八十生, 橋詰 寿律, 加勢田 静, 根本 悦夫 

第 1肋骨形成不全、肺動脈走行異常を伴った肺尖部胸壁浸潤癌の 1例. 日本呼吸器外科

学会雑誌 2015. 

杉浦 八十生, 橋詰 寿律, 加勢田 静, 根本 悦夫 

肺癌術後疼痛・肋間神経痛に対する pregabalinの臨床効果. 日本呼吸器外科学会雑誌 

2015. 

中山 敬史, 伊藤 博道, 米谷 文雄, 堀之内 宏久, 赤塚 誠哉, 林 雄一郎 

経時的に胸腔内移動を認めた有茎性胸膜孤立性線維性腫瘍の 1手術例. 肺癌 2015. 



中山 敬史, 金岡 里枝, 河合 瑛香, 出嶋 仁, 伊藤 博道, 高橋 祐介, 松谷 哲行, 川

村 雅文 

若年自然気胸に対する胸腔鏡下ブラ切除術後症例における再発危険因子と予後. 日本

呼吸器外科学会雑誌 2015. 

中山 敬史, 森田 茂樹, 田中 文彦, 出嶋 仁, 高橋 祐介, 松谷 哲行, 川村 雅文 

肺癌に対する肺区域切除断端に発生した mac 症による炎症性偽腫瘍の 1 例. 日本胸部

外科学会関東甲信越地方会 2015. 

中山 敬史, 石田 毅, 上原 浩文, 松谷 哲行, 森田 茂樹, 近藤 福雄, 川村 雅文 

嚢胞壁に発生した肺腺癌の 1切除例. 日本胸部外科学会関東甲信越地方会 2015. 

2016年 

河合 治, 大久保 泰之, 杉浦 八十生, 荒木 規仁, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 加勢田 

靜, 根本 悦夫 

当院における nivolumab 投与経験 特に多形癌に対する nivolumab 投与報告. 肺癌 

2016. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 成毛 聖夫, 加勢田 靜, 河合 治, 小倉 豪, 中

村 直哉, 根本 悦夫 

前縦隔に認めた myxofibrosarcoma の 1例. 肺癌 2016. 

2017年 

河合 治, 大久保 泰之, 杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 根本 悦夫 

間質性肺炎合併進行非小細胞肺癌化学療法後に nintedanibを投与した 3例. 肺癌 2017. 

橋詰 寿律, 杉浦 八十生, 藤本 博行, 荒木 規仁, 河合 治, 布施川 久恵, 大久保 泰

之, 根本 悦夫 

慢性肺アスペルギルス症の臨床 肺アスペルギルス症に対する外科療法の適応と有効

性. 結核 2017. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 加勢田 靜, 根本 悦夫 

両側胸腔に進展した巨大縦隔脂肪肉腫を clamshell approachで摘出した 1例. 日本呼

吸器外科学会雑誌 2017. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 河合 治, 根本 悦夫 

非小細胞肺癌に対するニボルマブ投与例における免疫関連有害事象の検討. 日本癌治

療学会学術集会抄録集 2017. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 根本 悦夫 

肺全摘後症候群の術前予測因子の検討. 肺癌 2017. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 根本 悦夫 

ピオクタニンを用いた MRSA膿胸 6症例の検討. 日本呼吸器外科学会雑誌 2017. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 根本 悦夫 

水気胸を契機に胸腔鏡において悪性中皮腫と診断した 2例. 気管支学 2017. 



杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 大久保 泰之, 根本 悦夫 

1 秒量 410mL の低肺機能の喀血を来す気管支拡張症に対して肺葉切除を施行した 1 例. 

気管支学 2017. 

成毛 聖夫, 杉浦 八十生, 橋詰 寿律, 根本 悦夫, 加勢田 靜 

比較的長期間経過観察し得た多発 GGO肺癌の 1切除例. 日本呼吸器外科学会雑誌 2017. 

中山 敬史, 堺 崇, 白井 俊, 金岡 里枝, 上原 浩文, 川村 雅文, 根岸 忍 

Nasal High Flow を気管支鏡に応用するための密閉式マウスピースの開発. 気管支学 

2017. 

鳥海 真也, 石船 重之, 河合 治, 杉浦 八十生, 荒木 規仁, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 

根本 悦夫, 庄司 優 

肺癌化学療法時における血清 Na値の推移に関する検討. 肺癌 2017. 

2018年 

河合 治, 荒木 規仁, 大久保 泰之, 杉浦 八十生, 藤本 博行, 根本 悦夫, 橋詰 寿律 

当院における抗 PD-1/PD-L1抗体使用後の化学療法の効果. 肺癌 2018. 

荒木 規仁, 杉浦 八十生, 河合 治, 布施川 久恵, 大久保 泰之, 橋詰 寿律, 根本 悦

夫 

経過観察中に SIADH を発症した肺非結核性抗酸菌症の一例. 結核 2018. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 根本 悦夫 

血痰を伴う炎症性肺疾患症例の検討. 日本呼吸器外科学会雑誌 2018. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 橋詰 寿律, 根本 悦夫 

炎症性肺疾患の外科症例の起因菌と肺切除後の予後についての検討. 気管支学 2018. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 根本 悦夫, 壁島 康郎, 小倉 豪, 橋詰 寿律 

縦隔 germ cell tumor with somatic type malignancy が示唆された 1例. 肺癌 2018. 

中山 敬史, 山内 良兼, 上原 浩文, 松谷 哲行, 川村 雅文 

一側胸腔鏡下ブラ切除後の対側気胸発症に関する予後と予測因子. 日本呼吸器外科学

会雑誌 2018. 

枡田 幸樹, 加志崎 史大, 原田 一樹, 佐藤 航太, 杉浦 八十生, 関戸 康友 

健康診断で発見された Pulmonary epithelioid hemangioendothelioma(PEH)の 1例. 日

本結核病学会関東支部学会・日本呼吸器学会関東地方会合同学会 2018. 

2019年 

河合 治, 荒木 規仁, 杉浦 八十生, 大久保 泰之, 加藤 良一, 根本 悦夫, 橋詰 寿律 

切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法後の Durvalumab 使用経験及び

過去 4年との比較. 肺癌 2019. 

杉浦 八十生, 河合 治, 加藤 良一, 根本 悦夫, 小倉 豪, 橋詰 寿律 

GATA3、TTF-1陽性、PAX8陰性であった原発不明の縦隔リンパ節癌の 1例. 肺癌 2019. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 根本 悦夫, 橋詰 寿律 



肺抗酸菌症肺切除症例の術前評価についての検討. 気管支学 2019. 

杉浦 八十生, 藤本 博行, 根本 悦夫, 橋詰 寿律 

無瘻性膿胸・有瘻性膿胸の検討. 日本呼吸器外科学会雑誌 2019. 

中山 敬史, 吉川 拓磨, 小原 徹也 

青少年期原発性自然気胸に対する胸腔鏡下ブラ切除術の予後と再発予測因子. 日本気

胸・嚢胞性肺疾患学会雑誌 2019. 

中山 敬史, 片桐 さやか, 吉川 拓磨, 小原 徹也 

若年女性原発性自然気胸に対するブラ切除術施行例の臨床学的特徴と予後. 日本呼吸

器外科学会雑誌 2019. 

 


