
第109回 日本結核病学会
第79回 日本呼吸器学会近畿地方会

日　時：平成24年6月30日（土）　午前9時より

会　場：メルパルク京都
〒600-8216　京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13

TEL 075-352-7444（代表）

会　長 一   山       智
京都大学大学院医学研究科　臨床病態検査学

〒606-8507　京都市左京区聖護院川原町54　TEL 075-751-3565
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理　　事　　会 （10：45 ～ 11：45）    5F/会議室2         　　
評　議　員　会 （12：00 ～ 13：00）   6F/会議室D（第3会場）　
総　　　　　会 （13：05 ～ 13：20）   7F/スタジオ1（第1会場）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  第2会場（6F/会議室C）　 
ランチョンセミナー1～3（12：00 ～ 13：00）　      第4会場（5F/会議室A）　
 　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  第5会場（5F/会議室B）　
教　育　講　演1～3（14：20 ～ 17：20）   第1会場（7F/スタジオ1）
学　会　本　部   6F/会議室4   　　   　  

参加者、発表者へのご案内
1．参加者は総合受付（6F）で参加費3,000円をお支払いください。受付は8時30分よ

り開始します。日本結核病学会近畿支部評議員の方は、評議員会会費2,000円を別
途お支払いください。

2．会場内では携帯電話は電源オフかマナーモードにしてください。

3．このプログラムは必ずご持参ください。当日会場で1,000円にて販売いたしますが、
部数に限りがございます。

＜日本呼吸器学会　専門医資格更新のための単位取得について＞
対象者：日本呼吸器学会専門医の資格をお持ちの方
地方会出席の5単位、演者はこれに3単位が加算されます。
教育講演出席は5単位です。事前申込は不要です。当日、呼吸器学会近畿支部事務
局のデスクにて教育講演出席のスタンプを捺印いたしますので、参加証明のスタ
ンプカードをお持ちください。バーコード付きのカードはご利用いただけません
のでご注意ください。参加証明のスタンプカードは、日本呼吸器学会（本部）より
専門医の方に配布されています。

＜発表者の方へ＞
1．一般演題の口演時間は7分、討論時間は2分です。時間厳守をお願いします。

2．全会場PCによる発表です。PowerPoint（Windows版）で作成したデータをCD-Rおよび
USBメモリー、あるいはPCにてご持参ください。なお、主催者側で用意するPCのOSは
Windows 7で、PowerPointのバージョンはMicrosoft PowerPoint 2003/2007/2010です。

3．発表30分前までにデータ受付（6F/会議室3）にて試写を終えてください。発表デー
タは完成版のみ、お持ちください。データ受付は8時30分より開始します。
※Macintoshで作成されたデータについては、ご自身のPCをお持ち込みください。
※PCをお持ち込みになる場合は、PCに付属のACアダプタを必ずご持参ください。
※会場で用意するPCケーブルコネクタの形状はMiniD-sub15ピンです。この形状

に合ったPCをご使用ください。また、この形状に変換するコネクタを必要とす
る場合は、必ずご自身でお持ちください。

4．抄録の訂正をご希望の方は、データ受付にプリントアウト2部と抄録データを入れ
たCD-Rをお持ちください。抄録は演題名・所属・発表者名・本文を含めて200字
以内です。
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会 場 ア ク セ ス

メルパルク京都
JR京都駅烏丸中央改札口すぐ

〒600-8216 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13
TEL：075-352-7444（代表）   FAX：075-352-7390

■新幹線をご利用の場合
●JR京都駅（烏丸中央口） 東へ約1分

■飛行機をご利用の場合
●大阪（伊丹）空港 ジ バ で約60分【片道/1,280】 「京都駅八条口」下車徒歩5分

■お車をご利用の場合
●名神高速道路　京都南 ー 国道1号線経由で約10分
　阪神高速8号京都線鴨川西出口降りて河原町十条左折、竹田街道十条を右折、
　竹田街道直進し（約5分）、高倉塩小路を左折、一つ目の信号を左折

ローム京都
駅前ビル
ローム京都
駅前ビル 京都タワー京都タワー

法華クラブ法華クラブ

東塩小路町東塩小路町

バスターミナルバスターミナル

タクシー乗場タクシー乗場

ホテルグランヴィア京都ホテルグランヴィア京都

烏丸中央改札口烏丸中央改札口

ルネサンスビルルネサンスビル

京都センチュリー京都センチュリー

京都第２タワー京都第２タワー

萩乃家萩乃家

プレサンスプレサンス

ドーミーインドーミーイン

塩小路通塩小路通

佐野家佐野家

ドコモショップドコモショップJTBJTB

エスケービルエスケービル

京都駅前 2京都駅前 2

ミリオンミリオン

バス総合案内所バス総合案内所

メルパルク
京都

JR 京都

会 場 案 内 図
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呼吸器感染症１ （9:00～9:45）
 座長：髙倉 俊二（1～5）

呼吸器感染症２ （9:45～10:30）
 座長：宮良 高維（6～10）

呼吸器感染症３ （10:30～11:24)
 座長：前田 光一（11～16）

呼吸器感染症４ （13:20～14:14)
 座長：大西    尚（17～22）

肺癌1  （9:00～9:45）
 座長：岩崎 吉伸（23～27）

肺癌2  （9:45～10:30）
 座長：遠藤 和夫（28～32）

肺癌3  （10:30～11:06)
 座長：安宅 信二（33～36）

その他の腫瘍１ （11:06～11:42)
 座長：藤田 史郎（37～40）

その他の腫瘍３ （14:05～14:41)
 座長：福岡 和也（46～49）

サルコイドーシス （16:11～16:47)
 座長：平井 豊博（60～63）

リンパ腫・リンパ増殖性疾患 （15:26～16:11）
 座長： 木島 貴志（55～59）

リンパ腫 （14:41～15:26）
 座長： 小谷 義一（50～54）

その他の腫瘍２ （13:20～14:05）
 座長： 小牟田 清（41～45）

日本結核病学会近畿支部  総会（13:05～13:20）

（14:20～17:20）

3.『気管支喘息における気道炎症評価の進歩』
（16:20～17:20）

座長：東田 有智　演者：松永 和人

『肺炎診療における医療・介護関連肺炎（NHCAP）の
今日的意義－To Treat, or Not to Treat ?－』

座長：三笠 桂一　演者：寺本 信嗣
共催：塩野義製薬㈱

（12:00～13:00）1

第1会場
（7F/スタジオ1）

第2会場
（6F/会議室C）

（15:20～16:20）
座長：福岡 和也　演者：平林 正孝

2.『Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期非小細胞肺癌の治療を
　　　　　   巡る諸問題－内科の立場から－』

1.『結核診療ガイドライン
　　　　　　  －結核診療の理解のために－』

座長：倉澤 卓也　演者：吉川 公章
（14 : 20～15 : 20）

7 2

日本結核病学会近畿支部

理事会
（10:45～11:45）
会場：6F/会議室5

結核１
　　　　　　　　（9:00～9:45）
 座長： 永井 崇之（64～68）

結核２
　　　　　　　　（9:45～10:30）
 座長： 田村 猛夏（69～73）

結核３
　　　　　　　　（10:30～11:15)
 座長： 佐藤 敦夫（74～78）

結核４
　　　　　　　　（13:20～14:05）
 座長： 露口 一成（79～83）

非結核性抗酸菌症１
　　　　　　　　（14:05～14:50）
 座長： 北田 清悟（84～88）

非結核性抗酸菌症２
　　　　　　　　（14:50～15:35）
 座長： 伊藤    穣（89～93）

治療手技・検査手技
　　　　　　　　（15:35～16:20）
 座長： 岡本 紀雄（94～98）

日本結核病学会近畿支部

評議員会
（12:00～13:00）

第3会場
（6F/会議室D）

間質性肺炎
　　　　　　　　　（9:00～9:45）
 座長： 冨岡 洋海（99～103）

自己免疫性疾患
　　　　　　　　　（9:45～10:30）
 座長： 槇野 茂樹（104～108）

過敏性肺炎
　　　　　　　　（13:20～14:05）
 座長： 羽白    高（115～119）

呼吸筋・呼吸調節障害、
閉塞性肺疾患　　　　　　　　（13:20～14:05）

 座長： 小賀 　徹（151～155）

急性呼吸不全・ARDS
　　　　　　　　（14:05～14:50）
 座長： 富井 啓介（156～160）

稀少肺疾患・その他１ 
　　　　　　　　（14:50～15:35）
 座長： 源 誠二郎（161～165）

化学性肺炎
　　　　　　　　（14:05～14:50）
 座長： 河村 哲治（120～124）

喘息・アレルギー疾患
　　　　　　　　（14:50～15:35）
 座長： 鴨井　 博（125～129）

好酸球性肺炎・薬剤性肺炎
　　　　　　　　（15:35～16:20）
 座長： 山口 将史（130～134）

ANCA関連疾患
　　　　　　　　（10:30～11:24）
 座長： 福井 基成（109～114）

肺循環障害
　　　　　　　　　（9:00～9:45）
 座長： 吉川 雅則（135～139）

気道疾患
　　　　　　　　　（9:45～10:30）
 座長： 竹中 英昭（140～144）

胸膜・縦隔関連疾患
　　　　　　　　（10:30～11:24）
 座長： 酒井 直樹（145～150）

3
『睡眠時無呼吸症候群における

最近のトピックス』
座長：陳　 和夫　演者：木村 　弘

共催：フクダライフテック関西㈱

（12:00～13:00）2
『COPDの炎症と増悪』

座長：三嶋 理晃　演者：藤本 圭作
共催：グラクソ・スミスクライン㈱

（12:00～13:00）

第4会場
（5F/会議室A）

第5会場
（5F/会議室B）

稀少肺疾患・その他２
　　　　　　　　（15:35～16:11)
 座長：西村 善博（166～169）
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教育講演
【 第1会場（7F/スタジオ1）　14：20～ 17：20 】

1.　結核診療ガイドライン －結核診療の理解のために－
座　長：倉澤　卓也 （医聖会学研都市病院　顧問）
演　者：吉川　公章 （宏潤会大同病院　理事長）

2.　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期非小細胞肺癌の治療を巡る諸問題 －内科の立場から－
座　長：福岡　和也 （兵庫医科大学がんセンター　准教授）
演　者：平林　正孝 （兵庫県立尼崎病院　呼吸器内科　部長）

3.　気管支喘息における気道炎症評価の進歩
座　長：東田　有智 （近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　教授）
演　者：松永　和人 （和歌山県立医科大学　内科学第三講座　講師）

ランチョンセミナー
【 12：00～ 13：00 】

1.　肺炎診療における医療・介護関連肺炎（NHCAP）の今日的意義
－To Treat, or Not to Treat ?－
座　長：三笠　桂一 （奈良県立医科大学　感染症センター　教授）
演　者：寺本　信嗣 （筑波大学附属病院　ひたちなか社会連携教育研究センター　教授）
共　催：塩野義製薬株式会社
会　場：第2会場（6F/会議室C）

2.　COPDの炎症と増悪
座　長：三嶋　理晃 （京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　教授）
演　者：藤本　圭作  （信州大学医学部保健学科　検査技術科学専攻　生体情報検

査学講座　教授）

共　催：グラクソ・スミスクライン株式会社
会　場：第4会場（5F/会議室A）

3.　睡眠時無呼吸症候群における最近のトピックス
座　長：陳　　和夫 （京都大学大学院医学研究科　呼吸管理睡眠制御学講座　教授）
演　者：木村　　弘  （奈良県立医科大学　内科学第二講座　教授）
共　催：フクダライフテック関西株式会社
会　場：第5会場（5F/会議室B）

第　1　会　場
7F/スタジオ1

開会の辞（8：55～9：00） 会長　一　山　　　智

呼吸器感染症１（9：00～9：45） 座長　髙　倉　俊　二
（京都大学医学部附属病院　検査部・感染制御部）

1 ．肺結核治療中に好酸球性肺炎を発症し、気管支鏡を契機に空洞内のMSSA膿瘍を形成し
た一例
明石医療センター　呼吸器内科
○西馬　照明，堂國　良太，梅澤佳乃子，大曽根祥子，櫻井　綾子，倉本　衣美，
　吉村　　将，木南　佐織，大西　　尚

2 ．慢性肺疾患を有さず発症した緑膿菌による市中肺炎の5例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○永田　一真，大歳　丈博，藤本　大智，川村　卓久，玉井　浩二，竹下　純平，
　田中　広祐，松本　　健，門田　和也，大塚今日子，中川　　淳，立川　　良，
　大塚浩二郎，富井　啓介

3 ．Pasteurella multocida 肺炎の1例
兵庫県立加古川医療センター
○尾野　慶彦，富田菜々子，河野　祐子，土屋　貴昭

4 ．発熱、咽頭痛、胸痛で来院したLemierre症候群が疑われた一例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科1，同　循環器内科2，同　感染症科3

○杉尾　裕美1，大井　一成1，松村有希子2，村瀬　博紀1，川瀬　裕一2，深尾あかり1，
中田　紘介3，古田健二郎1，中治　仁志1，森田　恭平1，久保　健児3，大津　聡子3，
池上　達義1，杉田　孝和1，堀川　禎夫1，西山　秀樹1

５．3年後の膿胸発症により判明した、胃潰瘍穿孔による横隔膜下膿瘍の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　外科2，同　放射線科3，
同　臨床病理科4

○大歳　丈博1，門田　和也1，藤本　大智1，川村　卓久1，玉井　浩二1，松本　　健1，
竹下　純平1，田中　広祐1，永田　一真1，大塚今日子1，中川　　淳1，立川　　良1，
大塚浩二郎1，片上　信之1，富井　啓介1，井ノ口健太2，伊藤　　亨3，今井　幸弘4

呼吸器感染症２（9：45～10：30） 座長　宮　良　高　維
（関西医科大学　第一内科）

6 ．肥料商に発症した重症レジオネラ肺炎の一例
彦根市立病院　呼吸器科
○内田　泰樹，月野　光博，重森　　度，林　　栄一，渡邊　勇夫
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7 ．脳症、横紋筋融解症、急性腎不全など多臓器障害を合併した重症レジオネラ肺炎の1例
市立枚方市民病院　内科1，大阪医科大学附属病院　膠原病内科2，
群馬県衛生環境研究所　保健科学係3

○鶴岡健二郎1，佐藤　智彦1，大上　隆彦1，石田　貴昭2，大上　隆彦1，石岡　大成3

8 ．間質性肺炎の急性増悪にレジオネラ肺炎の関与が示唆された一剖検例
兵庫県立尼崎病院
○竹村　知容，片岡　裕貴，四宮真利子，上松　浩子，嶋田　雅俊，二階堂純一，
　平野　勝也，平位　知之 

9 ．構音障害を呈し、頭部MRI拡散強調画像で脳梁膨大部に高信号域を認めたレジオネラ肺
炎の一例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター
○石島見佳子，安間　恵子，高松　和史，北島　尚昌，松木　隆典，井上　大生，
　石床　　学，糸谷　　涼，竹村　昌也，櫻本　　稔，福井　基成

10．Legionella pneumophila serogroup 4による肺炎と考えられた一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○安田　一行，森本　千絵，辻　　貴弘，中塚　賀也，加持　雄介，安田　武洋，
　橋本　成修，寺田　邦彦，黄　　文禧，羽白　　高，田中　栄作，田口　善夫

呼吸器感染症３（10：30～11：24） 座長　前　田　光　一
（奈良県立医科大学附属病院　感染症センター）

11．食道癌化学療法中に発症したノカルジア肺炎の1例
大阪市立総合医療センター　臨床腫瘍科
○岡田　秀明，金原　史朗，勝島　詩恵，津谷あす香，平良　高一，徳永　伸也，
　駄賀　晴子，武田　晃司

12．気管支喘息治療中に肺放線菌症を併発した無脾症の一例
公立八鹿病院　呼吸器科
○山本　裕也，鷲尾　輝明，中村　晃史，寺下　　聡，塩田　哲広

13．潰瘍性大腸炎に対するタクロリムス投与が発症に関与したと思われるニューモシスチス
肺炎の一例
市立池田病院　内科1，同　呼吸器内科2，同　消化器内科3

○鈴木　綾乃1，田幡江利子2，芥川　　茂2，橋本　重樹2，厨子慎一郎3

14．重症アルコール性肝炎に合併したニューモシスティス肺炎の1例
石切生喜病院　呼吸器内科
○揚塩　文崇，南　　謙一，小原　由子，竹内　珠貴，小林　大起，江口　陽介

15．LIPの診断を契機に発見されたHIV感染症の一例
大阪府済生会野江病院　呼吸器内科
○合田　　悟，田嶋　範之，馬場希一郎，八木　由生，伊藤　　力，山岡　新八

16．AIDSの2例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科
○西尾　智尋，関谷　玲奈，山下　修司，金田　俊彦，木田　陽子，金子　正博，
　藤井　　宏，冨岡　洋海

呼吸器感染症４（13：20～14：14） 座長　大　西　　　尚
（明石医療センター　呼吸器科）

17．当院にて経験した水痘肺炎の二例
和歌山県立医科大学附属病院　内科学第三講座
○平松　政高，岡　亜早子，金井　一修，森下友紀子，川端　宏樹，菊池　崇史，
　神田　匡兄，市川　朋宏，赤松啓一郎，小荒井　晃，平野　綱彦，中西　正典，
　杉浦　久敏，松永　和人，南方　良章，一ノ瀬正和

18．健常者に両肺の多発浸潤影を呈した肺クリプトコッカス症の1例
京都桂病院　呼吸器センター　呼吸器内科
○砂留　広伸，橋本　教正，岩坪　重彰，西村　知子，山藤　　緑，市川　靖子，
　西村　尚志

19．空洞を形成しアスペルギローマを合併した肺クリプトコッカス症の1例
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科
○牧野　　靖，西山　　理，山崎　　亮，沖本　奈美，深井　有美，忌部　　周，
　塚本　敬造，宮嶋　宏之，山藤　啓史，佐野安希子，佐藤　隆司，岩永　賢司，
　東本　有司，中島　宏和，久米　裕昭，東田　有智

20．肺アスペルギローマの形成過程
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　臨床研究センター2

○倉原　　優1，杉本　親寿1，橘　　和延1,2，露口　一成2，鈴木　克洋1，林　　清二1

21．EBUS-TBNAにて診断した肺ムコール症の1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○水守　康之，増田　佳奈，大西　康貴，白石　幸子，瀧口　純司，福光　研介，
　勝田　倫子，鏡　　亮吾，三村　一行，横山　俊秀，渡部　悦子，塚本　宏壮，
　守本　明枝，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治，望月　吉郎

22．モクズガニの非加熱摂取で同時発症したウェステルマン肺吸虫症の2例
国立病院機構姫路医療センター
○瀧口　純司，守本　明枝，増田　佳奈，大西　康貴，白石　幸子，福光　研介，
　鏡　　亮吾，三村　一行，勝田　倫子，渡部　悦子，横山　俊秀，水守　康之，
　塚本　宏壮，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治，望月　吉郎
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教育講演（14：20～17：20）  
 

1）結核診療ガイドライン －結核診療の理解のために－（14：20～15：20） 
　　　座　長：倉澤　卓也（医聖会学研都市病院　顧問）
　　　演　者：吉川　公章（宏潤会大同病院　理事長）

2）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期非小細胞肺癌の治療を巡る諸問題 －内科の立場から－（15：20～16：20）
　　　座　長：福岡　和也（兵庫医科大学がんセンター　准教授）
　　　演　者：平林　正孝（兵庫県立尼崎病院　呼吸器内科　部長）

3）気管支喘息における気道炎症評価の進歩（16：20～17：20）
　　　座　長：東田　有智（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　教授）
　　　演　者：松永　和人（和歌山県立医科大学　内科学第三講座　講師）

 

閉会の辞（17：20～17：25） 会長　一　山　　　智

第　2　会　場
6F/会議室C

肺癌１（9：00～9：45） 座長　岩　崎　吉　伸
（京都府立医科大学大学院医学研究科　呼吸器内科学）

23．非喫煙者の男性親子に発症した非小細胞肺癌
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　外科2，同　臨床研究センター3，
同　臨床検査科4

○倉原　　優1，川口　知哉1，内海　朝喜2，伊佐　俊一3，金津　正樹1，田宮　朗裕1，
浅見　和弘1，沖塩　協一1，安宅　信二1，清水　重喜4，北市　正則4，林　　清二1

24．脈絡膜転移を来した肺腺癌の一例
公立八鹿病院　呼吸器科
○鷲尾　輝明，山本　裕也，中村　晃史，寺下　　聡，塩田　哲広

25．肺腺癌に伴う肺性肥大性骨関節症の一例
大津赤十字病院　呼吸器科1，日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科部2

○野口　　進1，濱川　洋子1，嶋　　一樹1，金田　祥平1，深尾あかり2，豊　洋次郎1，
茆原　雄一1，高橋　憲一1，片倉　浩理1，山中　　晃1，酒井　直樹1

26．NSIPの経過中、間質性肺炎と鑑別が困難な肺腺癌を合併した一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　放射線科2，同　医学研究所病理3

○中塚　賀也1，安田　一行1，橋本　就子1，辻　　貴宏1，加持　雄介1，安田　武洋1，
橋本　成修1，寺田　邦彦1，黄　　文禧1，羽白　　高1，田中　栄作1，田口　善夫1，
野間　恵之2，小橋陽一郎3

27．CDDP+PEMが有効であった肺腺様嚢胞癌の1例
高槻赤十字病院　呼吸器センター
○片山　優子，佐渡　紀克，西原　祐美，深田　寛子，旗智　幸政，北　　英夫，
　村田真理子，菅　　理晴，千葉　　渉

肺癌２（9：45～10：30） 座長　遠　藤　和　夫
（兵庫県立尼崎病院　呼吸器内科）

28．ゲフィチニブによる治療中に骨シンチグラム上フレア現象がみられた肺癌の1例
奈良県立奈良病院　呼吸器内科1，同　放射線科2，大阪府医師会保健医療センター3

○藤原　清宏1，小林　真也1，藤岡　伸啓1，寺本佳奈子1，伊藤　武文1，杉村　裕子1，
竹澤　祐一1，宮坂　俊輝2，菊井　正紀3

29．ゲフィチニブが奏功した眼窩内転移を有する肺腺癌の一例
神鋼会神鋼病院　呼吸器センター1，神戸海星病院　眼科・角膜センター2

○後藤　慶子1，木村　研吾1，松本　祐介1，吉田　千尋1，小山　美鳥1，狛　　泰子1，
　中島　成泰1，松岡　弘典1，桝屋　大輝1，吉松　昭和1，鈴木雄二郎1，安積　　淳2
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30．EGFR遺伝子にexon19 delationとT790Mのdouble mutationをもつ症例にerlotinibが奏
効した一例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　臨床研究センター2

○前倉　俊也1，田宮　朗裕1，直木　陽子1，金津　正樹1，大町　直樹1，浅見　和弘1，
沖塩　協一2，川口　知哉1，安宅　信二2

31．エルロチニブ単剤無効例にベバシズマブを併用して腫瘍制御が得られた進行性肺腺癌の1例
松下記念病院　呼吸器科1，同　外科2

○高尾　幸司1、笠松　　悠1、吉野谷清和1、木田　　節1、笠松　美宏1、和泉　宏幸2

32．術後再発肺癌に対しGefi tinib投与中にB型肝炎の増悪をきたし、Entecavirが有用であっ
た一症例
大阪警察病院　呼吸器科
○二見　真史，西嶌　　悠，木庭　太郎，濱口　眞成，竹内　美子，南　　誠剛，
　緒方　嘉隆，山本　　傑，小牟田　清

肺癌３（10：30～11：06） 座長　安　宅　信　二
（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科）

33．肺癌放射線化学療法併用療法後に発症した収縮性心膜炎の一例
兵庫県立尼崎病院　呼吸器内科1，同　病理診断科2

○嶋田　雅俊1，竹村　知容1，片岡　裕貴1，二階堂純一1，平野　勝也1，平位　知之1，
原　　良和1，遠藤　和夫1，平林　正孝1，鷹巣　晃昌2

34．肺癌への3DSRT後に再燃する両側の浸潤影を認めた1例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科1，同　病理科2

○木田　陽子1，関谷　玲奈1，山下　修司1，金田　俊彦1，西尾　智尋1，金子　正博1，
藤井　　宏1，冨岡　洋海1，勝山　栄治2

35．進行肺癌に対するPemetrexed維持療法中に急速な経過をたどった重症Clostridium 
diffi  cile偽膜性腸炎の1例
高槻赤十字病院　呼吸器センター1，同　呼吸器外科2

○籏智　幸政1，北　　英夫1，谷村　和哉1，片山　優子1，西原　祐美1，佐渡　紀克1，
菅　　理晴2，千葉　　渉2，村田真理子2，深田　寛子1

36．剖検にて判明した顕微鏡的肺動脈腫瘍塞栓症の1例
関西電力病院　呼吸器内科
○澤田　宗生，竹嶋　　好，久保　嘉朗

その他の腫瘍１（11：06～11：42） 座長　藤　田　史　郎
（先端医療センター　総合腫瘍科）

37．尿管癌によるPulmonary Tumor Thrombotic Microangiopathy（PTTM）の1剖検例
市立岸和田市民病院　呼吸器科1，同　病理診断科2，同　呼吸器外科3，同　泌尿器科4，
同　腫瘍内科5

○阪口　正洋1，丸毛　　聡1，岸田　澪華2，寺西　　敬1，樋上　雄一1，古下　義彦1，
三浦　幸樹3，西畑　雅也4，飯塚　徳重2，武田　真幸5，川島　正裕3，加藤　元一1

38．取り下げ

39．局所麻酔下胸腔鏡検査にて胸膜播種と診断し得た、乳癌術後再発の4症例
明石医療センター　呼吸器内科
○倉本　衣美，堂國　良太，梅澤佳乃子，大曽根祥子，櫻井　綾子，吉村　　将，
　木南　佐織，西馬　照明，大西　　尚

40．急速に出現した両側胸水、胸膜腫瘤を契機に診断された滑膜肉腫の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○橋本　就子，黄　　文禧，安田　一行，辻　　貴宏，中塚　賀也，加持　雄介，
　安田　武洋，橋本　成修，寺田　邦彦，羽白　　高，田中　栄作，田口　善夫

ランチョンセミナー1（12：00～13：00）  
 

肺炎診療における医療・介護関連肺炎（NHCAP）の
今日的意義－To Treat, or Not to Treat ?－ 

　　　座　長：三笠　桂一（奈良県立医科大学　感染症センター　教授）
　　　演　者：寺本　信嗣（筑波大学附属病院　ひたちなか社会連携教育研究
　　　　　　　　　　　　  センター　教授）
　　　共　催：塩野義製薬株式会社

 

その他の腫瘍２（13：20～14：05） 座長　小　牟　田　清
（大阪警察病院　呼吸器内科）

41．多発肺内転移、多発骨転移を認めた胸腺未分化癌の1例
兵庫県立尼崎病院　呼吸器センター1，同　病理診断科2

○片岡　裕貴1，四宮真利子1，上松　浩子1，竹村　知容1，嶋田　雅俊1，二階堂純一1，
平野　勝也1，平位　知之1，原　　良和1，岩切章太郎1，阪井　宏彰1，遠藤　和夫1，
平林　正孝1，鷹巣　晃昌2

42．胸腺腫に対しCBDCA、PTX投与後に発症し、診断に苦慮したIsaacs症候群の一例
神戸大学医学部附属病院
○日下部祥人，笠井　大介，徳永俊太郎，石川結美子，立原　素子，坂下　明大，
　小林　和幸，船田　泰弘，小谷　義一，西村　善博

43．甲状腺右葉を取り巻くように進展した頚部異所性胸腺腫の1例
先端医療センター　総合腫瘍科1，神戸市立医療センター中央市民病院　頭頚部外科2，
同　臨床病理科3

○竹下　純平1，田中　広祐1，秦　　明登1，加地　玲子1，藤田　史郎1，片上　信之1，
　篠原　尚吾2，今井　幸弘3
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44．縦隔脂肪肉腫の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科1，同　呼吸器外科2

○中治　仁志1，大井　一成1，多木　誠人1，村瀬　博紀1，杉尾　裕美1，深尾あかり1，
古田健二郎1，森田　恭平1，池上　達義1，杉田　孝和1，堀川　禎夫1，西山　秀樹1，
住友　伸一2

45．急速に増大を認めた成熟奇形腫の一例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　臨床検査科2，同　外科3，
同　放射線科4

○大町　直樹1，清水　重喜2，西条　伸彦1，金津　正樹1，田宮　朗裕1，松田　能宣1，
大隈　智尚4，浅見　和弘1，沖塩　協一1，尹　　享彦3，北市　正則2，安宅　信二1

その他の腫瘍３（14：05～14：41） 座長　福　岡　和　也
（兵庫医科大学　がんセンター）

46．局所麻酔下胸腔鏡検査では確定診断が得られなかった肉腫型悪性胸膜中皮腫の一例
公立八鹿病院　呼吸器科
○塩田　哲広，鷲尾　輝明，山本　裕也，中村　晃史，寺下　　聡

47．胸水出現後約3年の経過で後腹膜腫瘤を呈した悪性胸膜中皮腫の一例
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科1，同　リハビリテーション科2

○佐藤　隆司1，深井　有美1，山崎　　亮1，沖本　奈美1，忌部　　周1，宮嶋　宏之1，
塚本　敬造1，山藤　啓史1，牧野　　靖1，佐野安希子1，西山　　理1，佐野　博幸1，
東本　有司1，山縣　俊之2，岩永　賢司1，中島　宏和1，吉田耕一郎1，久米　裕昭1，
東田　有智1

48．横隔膜原発悪性孤発性線維性腫瘍の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　呼吸器外科2，同　病理部3

○安田　武洋1,2,3，安田　一行1，橋本　就子1，辻　　貴宏1，中塚　賀也1，加持　雄介1，
橋本　成修1，寺田　邦彦1，黄　　文禧1，羽白　　高1，田中　栄作1，田口　善夫1，
中川　達雄2，本庄　　原3，小橋陽一郎3

49．肺癌との鑑別が困難であった胸壁発生desmoid type fi bromatosisの1例
兵庫医科大学　内科学呼吸器・RCU科1，同　がんセンター2，
同　病理学分子病理部門3，同　病理学病院病理部門4

○中島　康博1，村上　亜紀1，柴田　英輔1，金村　晋吾1，本田　実紀1，神谷　　瞳1，
大桑　久弥1，前田　理沙1，大搗泰一郎1，平山　倫子1，寺田　貴普1，岡田あすか1，
山田　秀哉1，田村　邦宣1，田端　千春1，中野　孝司1，福岡　和也2，鳥井　郁子3，
塚本　吉胤4

リンパ腫（14：41～15：26） 座長　小　谷　義　一
（神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科）

50．乳糜胸水を伴ったびまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）の1例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，
同　臨床研究センター呼吸不全・難治性疾患研究部2，同　臨床検査科3

○園延　尚子1，橘　　和延1,2，清水　重喜3，北市　正則3，井上　義一2，林　　清二1

51．上大静脈症候群にて発症した縦隔原発悪性リンパ腫の2例
公立八鹿病院　呼吸器科
○中村　晃史，鷲尾　輝明，山本　裕也，寺下　　聡，塩田　哲広

52．急速に悪化していったEBUSTBNAにて診断した成人T細胞白血病リンパ腫の一例
大阪府立呼吸器アレルギー医療センター　肺腫瘍内科1，同　病理診断科2

○東　祐一郎1，田宮　基裕1，北井香菜子1，森田沙斗武1，大塚　倫之1，白山　敬之1，
山鳥　忠宏1，森下　直子1，鈴木　秀和1，岡本　紀雄1，平島　智徳1，河原　邦光2，
川瀬　一郎1

53．PET/CTが診断に有用であった膿胸関連リンパ腫の1例
大阪大学大学院医学系研究科　呼吸器・免疫アレルギー内科学
○新居　卓朗，東口　将佳，高橋　　良，李　　京美，三宅浩太郎，森村　　治，
　大谷　安司，南　　俊行，河面　　聡，平田　陽彦，井上　幸治，長友　　泉，
　武田　吉人，木田　　博，木島　貴志，立花　　功，熊ノ郷　淳

54．Primary Eff usion Lymphoma（PEL）の一例
明石医療センター
○梅澤佳乃子，大西　　尚，堂國　良太，大曾根祥子，櫻井　綾子，倉本　衣美，
　吉村　　将，木南　佐織，西馬　照明

リンパ腫・リンパ増殖性疾患１（15：26～16：11） 座長　木　島　貴　志
（大阪大学大学院医学系研究科　呼吸器・免疫アレルギー内科学）

55．血痰を契機に発見された気管限局MALTリンパ腫の1例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　臨床病理部2

○黄　　文禧1，安田　一行1，辻　　貴宏1，橋本　就子1，中塚　賀也1，加持　雄介1，
安田　武洋1，橋本　成修1，寺田　邦彦1，羽白　　高1，田中　栄作1，田口　善夫1，
本庄　　原2，小橋陽一郎2

56．好酸球増多を伴うびまん性肺陰影にて発症した肝脾T細胞リンパ腫の一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座
○上田　将秀，藤田　幸男，中村　篤宏，大屋　貴広，熊本　牧子，山本　佳史，
　本津　茂人，児山　紀子，山内　基雄，須崎　康恵，友田　恒一，吉川　雅則，
　木村　　弘

57．急速に増大する孤立性腫瘤影を呈したリンパ腫様肉芽腫症の1例
国立病院機構姫路医療センター
○勝田　倫子，望月　吉郎，中原　保治，河村　哲治，佐々木　信，守本　明枝，
　水守　康之，塚本　宏壮，横山　俊秀，渡部　悦子，三村　一行，鏡　　亮吾，
　白石　幸子，瀧口　純司，福光　研介，大西　康貴，増田　佳奈，三村　六郎

58．RA患者の治療経過中にみられたnodular lymphoid hyperplasiaの一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　膠原病センター2，同　放射線部3，
同　医学研究所病理4

○加持　雄介1，安田　一行1，橋本　就子1，辻　　貴宏1，中塚　賀也1，安田　武洋1，
橋本　成修1，寺田　邦彦1，黄　　文禧1，羽白　　高1，田中　栄作1，田口　善夫1，
八田　和大2，野間　惠之3，藤田　久美4，小橋陽一郎4
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59．肺癌との鑑別が困難であったMTX関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）の1例
神戸赤十字病院　呼吸器内科1，同　内科2，国立病院機構岡山医療センター　臨床検査科3

○坂本　明香1，杉本　啓介1，横山　祐二2，伊賀真紀子2，國定　浩一2，上田　裕介1，
藤井　昌学1，梶本　和宏1，山鳥　一郎3

サルコイドーシス（16：11～16：47） 座長　平　井　豊　博
（京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学）

60．大阪地区サルコイドーシス剖検例の検討、最近剖検例中心に
愛染橋病院　内科1，りんくう総合医療センター　検査科病理2，
国立循環器病研究センター　病理部3，大阪大学　呼吸器・免疫アレルギー内科4，
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター5，宝塚市立病院6，和泉市民病院7，
泉大津市民病院8

○立花　暉夫1，今北　正美2，植田　初江3，立花　　功4，北市　正則5，井上　義一5，
林　　清二5，竹中　雅彦6，松下　晴彦7，伊東　友好8

61．下肺野優位の間質性陰影を呈したサルコイドーシスの一例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科1，同　呼吸器外科2，同　臨床病理科3

○金田　俊彦1，関谷　怜奈1，山下　修司1，木田　陽子1，西尾　智尋1，金子　正博1，
藤井　　宏1，冨岡　洋海1，竹尾　正彦2，勝山　栄治3

62．多彩な神経症状にて発症し、縦隔リンパ節生検にて診断された神経サルコイドーシスの一例
関西医科大学　内科学第一講座
○林　　美奈，鳥居芳太郎，杉本　博是，片芝　雄一，尾形　　誠，玉置　岳史，
　札谷　直子，二木麻衣子，横井　　崇，清水　俊樹，宮良　高維，野村　昌作

63．脾病変を合併したサルコイドーシスの1例
泉大津市立病院　呼吸器内科1，同　外科2，同　病理科3

○伊東　友好1，東郷　直希2，永井　祐吾2，伊藤　彰彦3

第　3　会　場
6F/会議室D

結核１（9：00 ～ 9：45） 座長　永　井　崇　之
（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症内科）

64．原発性咽頭結核の 1 例
大阪市立十三市民病院　呼吸器内科
○高木　彩佳，長安　書博，洲鎌　芳美，白石　　訓

65．結核性胸膜炎治療中に発症した胸囲結核の一例
大阪府済生会吹田病院1，吉野町国民健康保険吉野病院2

○村上　伸介1，鵜山　広樹2，松田　昌之1，春成加奈子1，赤塚沙知子1，太田　浩世1，
竹中　英昭1，長　　澄人1

66．人工骨頭置換術後の股関節部結核性膿瘍の一例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科1，同　整形外科2

○藤井　　宏1，関谷　怜奈1，山下　修司1，金田　俊彦1，木田　陽子1，西尾　智尋1，
金子　正博1，冨岡　洋海1，山根　逸郎2

67．子宮内膜結核の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　産婦人科2，同　臨床病理部3

○大塚浩二郎1，立川　　良1，大塚今日子1，中川　　淳1，永田　一真1，松本　　健1，
門田　和也1，竹下　純平1，田中　広祐1，大歳　丈博1，藤本　大智1，片上　信之1，
富井　啓介1，平尾明日香2，北　　正人2，今井　幸弘3

68．結核性と考えられた髄膜脳炎・縦隔リンパ節炎の治療終了 2 年後に脳病変が再発した 1 例
国立病院機構刀根山病院　呼吸器内科
○香川　浩之，森　　雅秀，松井　秀記，里見　明俊，玄山　宗到，立石　義隆，
　藤川　健弥，好村　研二，三木　啓資，三木　真理，北田　清悟，橋本　尚子，
　前倉　亮治

結核２（9：45 ～ 10：30） 座長　田　村　猛　夏
（国立病院機構奈良医療センター　内科）

69．健常な成人女性に生じた結核性腹膜炎を伴う粟粒結核の一例
大阪市立十三市民病院　呼吸器内科
○洲鎌　芳美，高木　彩佳，長安　書博，白石　　訓

70．原因不明の副腎不全、腎盂腎炎にて来院した粟粒結核の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○藤本　大智，大歳　丈博，川村　卓久，玉井　浩二，田中　広祐，松本　　健，
　門田　和也，竹下　純平，永田　一真，中川　　淳，大塚今日子，立川　　良，
　大塚浩二郎，片上　信之，富井　啓介
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71．ARDS 様病態に加え高度肝障害を呈し血漿交換を要した粟粒結核が疑われた一例
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　集中治療科1，同　呼吸器内科2，
同　感染症内科3，同　臨床研究部4，同　アレルギー内科5，同6

○東　祐一郎1，森下　　裕2，長　　彰翁5，森田沙斗武2，津森　鉄平2，板東　千昌2，
宍戸　克子2，宍戸　直彦2，黒川　雅史3，田村　嘉孝3，韓　　由紀5，永井　崇之3，
松本　智成4，松岡　洋人1，石原　英樹2，川瀬　一郎6

72．ARDS、DIC、多臓器不全を呈した粟粒結核の一例
京都市立病院　呼吸器内科
○野溝　　岳，野村奈都子，瀬戸瑠里子，小林　祐介，張　　孝徳，中村　敬哉，
　江村　正仁 

73．播種性血管内凝固を合併した粟粒結核にトロンボモジュリン製剤が奏効した 1 例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　臨床研究センター感染症研究部2

○白石　幸子1，倉原　　優1，二見　真史1，橘　　和延1，露口　一成2，鈴木　克洋1，
林　　清二1

結核３（10：30 ～ 11：15） 座長　佐　藤　敦　夫
（国立病院機構南京都病院　呼吸器科・内科）

74．Rifampicin 再投与により Stevens-Johnson 症候群様症状を呈した肺結核の一例
国立病院機構奈良医療センター　内科
○田村　　緑，新田　祐子，小山　有里，田中小百合，芳野　詠子，久下　　隆，
　玉置　伸二，岡村　英生，田村　猛夏

75．結核感染における抗 IL-6R 抗体と抗 TNF α抗体の比較
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター
○岡田　全司，喜多　洋子，金丸　典子，橋元　里実，井上　義一，坂谷　光則

76．抗 TNF 製剤で発症した結核に対する抗 TNF 製剤を中止しない結核・リウマチ治療
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症センター1，同　臨床研究部2，
同　感染症内科3

○松本　智成1,2,3，黒川　雅史1,3，田村　嘉孝1,3，永井　崇之1,3，川瀬　一郎1

77．クオンティフェロン TB-2G（QFT-2G）判定保留症例の検討
国立病院機構大阪医療センター　呼吸器内科1，同　感染症内科2，
同　臨床検査科3

○木村　　剛1，小河原光正1，宮本　　智1，安藤　性實1，上平　朝子2，白坂　琢磨2，
眞能　正幸3

78．肺結核入院患者における入院時 QFT（クォンティフェロン）検査の検討
喜望会谷向病院　呼吸器科
○坪田　典之、谷　　靖彦

結核４（13：20 ～ 14：05） 座長　露　口　一　成
（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　臨床研究センター）

79．神戸市における 2012 年現在の多剤耐性結核の状況
神戸市中央区保健福祉部1，神戸市保健所2，神戸市環境保健研究所3

○藤山　理世1,2，松林　恵介2，水尻　節子2，白井　千香2，樋口　純子2，片上　祐子2，
千原三枝子2，伊地智昭浩2，有川健太郎3，中西　典子3，岩本　朋忠3

80．兵庫県北部但馬地域における抗酸菌感染症の現状
公立八鹿病院　呼吸器科 
○寺下　　聡，鷲尾　輝明，山本　裕也，中村　晃史，塩田　哲広

81．一般病院に入院中に結核と診断された症例の検討
奈良県立奈良病院　呼吸器内科
○杉村　裕子，藤岡　伸啓，寺本佳奈子，伊藤　武文，小林　真也，藤原　清宏，
　竹澤　祐一

82．中高年齢層における潜在性結核感染症治療の現状と課題
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症内科
○田村　嘉孝，黒川　雅史，韓　　由紀，松本　智成，永井　崇之

83．低蔓延時代の関西の結核対策におけるアドボカシー活動
関西大学　社会安全学部
○高鳥毛敏雄

非結核性抗酸菌症１（14：05 ～ 14：50） 座長　北　田　清　悟
（国立病院機構刀根山病院　呼吸器科）

84．肺非結核性抗酸菌症に対する外科治療の検討
国立病院機構滋賀病院　呼吸器外科
○尾崎　良智，井上　修平，藤田　琢也，大内　政嗣

85．肺 MAC 症における気道病変の定量的評価に関する検討
京都大学医学部　呼吸器内科
○平井　豊博，伊藤　　穣，小熊　　毅，藤田　浩平，今井誠一郎，三嶋　理晃

86．当センターにおける Mycobacterium intracellulare の遺伝子型とクラリスロマイシン感
受性の検討
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　臨床研究センター1，同　内科2，
同　臨床検査科3，
神戸市環境保健研究所4

○吉田志緒美1，露口　一成1，鈴木　克洋2，富田　元久3，岡田　全司1，林　　清二2，
岩本　朋忠4

87．局所麻酔下胸腔鏡検査で診断した非結核性抗酸菌性胸膜炎の 1 例
公立八鹿病院　呼吸器科
○寺下　　聡，鷲尾　輝明，山本　裕也，中村　晃史，塩田　哲広
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88．カルタゲナー症候群の経過中に、MAC を合併した一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学2

○辻　　貴宏1，池添　浩平2，安田　一行1，中塚　賀也1，加持　雄介1，安田　武洋1，
橋本　成修1，寺田　邦彦1，黄　　文禧1，羽白　　高1，田中　栄作1，田口　善夫1

非結核性抗酸菌症２（14：50 ～ 15：35） 座長　伊　藤　　　穣
（京都大学医学部附属病院　呼吸器内科）

89．Mycobacterium abscessus 肺感染症の一例
滋賀医科大学　内科学講座呼吸器内科1，同　保健管理センター2

○中野　恭幸1，龍神　　慶1，中川　雅登1，坂下　拓人1，神田　理恵1，福永健太郎1，
和田　　広1，伊藤まさみ1，山口　将史1，小熊　哲也1，長尾　大志1，小川惠美子2

90．気胸と胸膜炎にて発症した Mycobacterium kansasii 感染症の 1 例
大阪赤十字病院　呼吸器科
○長野　宏昭，岡本　菜摘，吉田　真教，花岡　健司，中川　和彦，中村　保清，
　吉村　千恵，若山　俊明，西坂　泰夫，網谷　良一

91．肺 Mycobacterium colombiense の一例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　臨床研究センター2，
同　臨床検査科3，神戸市環境保健研究所4

○佐々木由美子1，露口　一成1,2，吉田志緒美2，富田　元久3，新井　徹1,2，鈴木　克洋1，
岩本　朋忠4，林　　清二1

92．若年者に認めた Mycobacterium xenopi の 1 例
高槻赤十字病院　呼吸器センター
○佐渡　紀克，籏智　幸政，北　　英夫，西原　祐美，片山　優子，深田　寛子，
　村田眞理子，菅　　理晴

93．肺非結核性抗酸菌症および慢性壊死性肺アスペルギルス症の経過中に MPO-ANCA と
PR3-ANCA の上昇を認めた 1 例
国立病院機構奈良医療センター　内科
○玉置　伸二，久下　　隆，田村　　緑，田中小百合，小山　友里，芳野　詠子，
　岡村　英生，田村　猛夏

治療手技・検査手技（15：35 ～ 16：20） 座長　岡　本　紀　雄
（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　外来化学療法科）

94．EBUS-TBNA 後に、薬剤耐性菌等による急性縦隔リンパ節炎を発症した小細胞肺癌の 1 例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター
○井上　大生，石島見佳子，北島　尚昌，松木　隆典，高松　和史，糸谷　　涼，
　石床　　学，竹村　昌也，櫻本　　稔，福井　基成

95．当院における EBUS-TBNA 症例の検討
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　肺腫瘍内科
○白山　敬之，岡本　紀雄，鈴木　秀和，山鳥　忠宏，森下　直子，田宮　基裕，
　北井香菜子，大塚　倫之，平島　智徳，川瀬　一郎

96．椎体による圧排性気管支狭窄に対して金属ステント留置が有効であった 1 例
兵庫県立尼崎病院　呼吸器センター
○池田　太郎，竹村　知容，片岡　裕貴，四宮真利子，上松　浩子，嶋田　雅俊，
　二階堂純一，平野　勝也，平位　知之，原　　良和，岩切章太郎，阪井　宏彰，
　遠藤　和夫，平林　正孝

97．アルゴンプラズマ凝固（APC）にて治療を行った中心型早期扁平上皮癌の 1 例
京都府立医科大学　呼吸器内科
○今林　達哉，竹内　真弓，千原　佑介，伊達　紘二，小山　泰規，竹村　良純，
　上田　幹雄，有本太一郎，岩崎　吉伸

98．気管支胸腔瘻による呼吸困難発作に対し、EWS による気管支塞栓術が有効であった 1 例
神戸赤十字病院　内科1，同　呼吸器内科2

○伊賀真紀子1，杉本　啓介2，横山　祐二1，國定　浩一1，上田　裕介2，藤井　昌学2，
梶本　和宏2　
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第　4　会　場
5F/会議室A

間質性肺炎（9：00～9：45） 座長　冨　岡　洋　海
（神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科）

99．抗 CCP 抗体が関節リウマチ発症予測に有用であった器質化肺炎の 1 例
西宮市立中央病院　呼吸器内科
○福島　清春，野田　昌宏，上浪　　健，葉山　善友，鶴田　直敏，斉藤　宣之，
　二重　隆史，池田　聡之

100．OJ 抗体陽性の間質性肺炎の 1 例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科1，天理よろづ相談所病院　病理2，
京都大学医学部附属病院　リウマチセンター3

○渡部　悦子1，増田　佳奈1，大西　康貴1，瀧口　純司1，白石　幸子1，福光　研介1，
鏡　　亮吾1，勝田　倫子1，三村　一行1，横山　俊秀1，水守　康之1，塚本　宏壮1，
守本　明枝1，佐々木　信1，河村　哲治1，中原　保治1，望月　吉郎1，小橋陽一郎2，
藤井　隆夫3

101．急性間質性肺炎治療後さまざまな合併症をきたした抗リン脂質抗体症候群の一例
国立病院機構姫路医療センター　内科
○塚本　宏壮，増田　佳奈，大西　康貴，瀧口　純司，白石　幸子，福光　研介，
　鏡　　亮吾，勝田　倫子，三村　一行，横山　俊秀，渡部　悦子，水守　康之，
　守本　明枝，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治，望月　吉郎

102．原発性胆汁性肝硬変に合併した間質性肺炎の一例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科1，天理よろづ相談所病院　病理2

○横山　俊秀1，増田　佳奈1，大西　康貴1，鏡　　亮吾1，勝田　倫子1，白石　幸子1，
瀧口　純司1，福光　研介1，三村　一行1，渡部　悦子1，水守　康之1，塚本　宏壮1，
守本　明枝1，佐々木　信1，河村　哲治1，中原　保治1，望月　吉郎1，小橋陽一郎1

103．尋常性乾癬に合併した間質性肺炎の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　放射線部2，同　医学研究所3

○橋本　成修1，安田　一行1，橋本　就子1，辻　　貴宏1，中塚　賀也1，加持　雄介1，
安田　武洋1，寺田　邦彦1，黄　　文禧1，羽白　　高1，田中　栄作1，野間　恵之2，
本庄　　原3，小橋陽一郎3，田口　善夫3

自己免疫性疾患（9：45～10：30） 座長　槇　野　茂　樹
（大阪医科大学　第一内科（膠原病内科））

104．皮疹出現前の初期病変をとらえた Amyopathic DM に伴う急速進行性間質性肺炎の 1 例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○玉井　浩二，大歳　丈博，藤本　大智，川村　卓久，竹下　純平，田中　広祐，
　松本　　健，門田　和也，永田　一真，大塚今日子，中川　　淳，立川　　良，
　大塚浩二郎，富井　啓介

105．混合性結合組織病（MCTD）に伴う間質性肺炎に対しステロイド治療を行い、肺高血
圧の著明な改善を認めた一例
田附興風会北野病院　呼吸器センター1，同　病院2

○松木　隆典1，羽間　大祐1，石島見佳子1，北島　尚昌1，井上　大生1，高松　和志1，
石床　　学1，糸谷　　涼1，竹村　昌也1，櫻本　　稔1，福井　基成1，松浦　良信1,2，
村上　　功2，西田　美和2，旗知さおり2，八木田正人2

106．関節症状と並行しない病勢を示す難治性胸水を呈したリウマチ性胸膜炎の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○大塚今日子，大歳　丈博，藤本　大智，玉井　浩二，川村　卓久，門田　和也，
　松本　　健，田中　広祐，永田　一真，中川　　淳，立川　　良，大塚浩二郎，
　片上　信之，富井　啓介

107．両側胸水と著明な全身浮腫で発症した全身性エリテマトーデスの一例
滋賀医科大学医学部附属病院　呼吸器内科1，滋賀医科大学　保健管理センター2

○吉橋　彩子1，神田　理恵1，中川　雅登1，坂下　拓人1，福永健太郎1，龍神　　慶1，
和田　　広1，伊藤まさみ1，小熊　哲也1，山口　将史1，長尾　大志1，中野　恭幸1，
小川恵美子2

108．MPO-ANCA 陽性で顕微鏡的多発血管炎による胸膜炎と考えられた一例
豊郷病院　呼吸器科
○伊部　邦宏，山口　大介，鎌苅　邦彦，福田　正悟，橋本　圭司，佐藤　公彦

ANCA関連疾患（10：30～11：24） 座長　福　井　基　成
（田附興風会北野病院　呼吸器センター内科）

109．びまん性肺胞出血と肺血栓塞栓症を合併した PR3-ANCA 陽性顕微鏡的多発血管炎の 1 例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　臨床研究センター2

○長山　郁惠1，倉原　　優1，園延　尚子1，直木　陽子1，辻　　泰祐1，大町　直樹1，
　佐々木由美子1，露口　一成2，橘　　和延1,2，鈴木　克洋1，井上　義一2，林　　清二1

110．難治性鼻汁・鼻出血を伴った ANCA 関連間質性肺炎の 1 例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科1，天理よろづ相談所病院2

○守本　明枝1，増田　佳奈1，大西　康貴1，瀧口　純司1，白石　幸子1，福光　研介1，
鏡　　亮吾1，勝田　倫子1，三村　一行1，渡部　悦子1，横山　俊秀1，水守　康之1，
塚本　宏壮1，佐々木　信1，河村　哲治1，中原　保治1，望月　吉郎1，小橋陽一郎2

111．脳梗塞発症と同時に見つかった好酸球性胸水および間質性肺炎
日赤和歌山医療センター　呼吸器内科
○村瀬　博紀，大井　一成，深尾あかり，杉尾　裕美，古田健二郎，中治　仁志，
　森田　恭平，池上　達義，杉田　孝和，堀川　貞夫，西山　秀樹

112．好酸球増多を呈した ANCA 関連肺胞出血の一例
済生会吹田病院　呼吸器内科
○春成加奈子，松田　昌之，赤塚沙知子，太田　浩世，村上　伸介，竹中　英昭，
　長　　澄人
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113．重複記載のため取り消し

114．びまん性肺胞出血で発症し ANCA 陰性であった Wegener 肉芽腫症の一例
大阪市立総合医療センター　呼吸器内科1，同　臨床腫瘍科2

○西島　正剛1，津田　　学1，吉田　真也1，宮本奈津子1，住谷　充弘1，少路　誠一1，
岡田　秀明2，駄賀　晴子2，武田　晃司2

ランチョンセミナー2（12：00～13：00）  
 

COPDの炎症と増悪 
　　　座　長：三嶋　理晃（京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　教授）
　　　演　者：藤本　圭作（信州大学医学部保健学科　検査技術科学専攻
　　　　　　　　　　　　  生体情報検査学講座　教授）
　　　共　催：グラクソ・スミスクライン株式会社

 

過敏性肺炎（13：20～14：05） 座長　羽　白　　　高
（天理よろづ相談所病院　呼吸器内科）

115．BALF 中の CD4/CD8 比が高値を示した夏型過敏性肺炎の 1 例
大阪赤十字病院
○中川　和彦，有安　　亮，岡本　菜摘，吉田　真教，長野　宏昭，花岡　健司，
　中村　保清，吉村　千恵，若山　俊明，西坂　泰夫，網谷　良一，

116．薬剤性肺炎と過敏性肺炎を合併したと考えられる一例
和歌山県立医科大学　呼吸器・アレルギー内科
○玉置　雅治，平松　政高，川端　宏樹，赤松啓一郎，森下友紀子，安藤真理子，
　金井　一修，菊池　崇史，神田　匡兄，古川加奈子，市川　朋宏，小荒井　晃，
　平野　綱彦，中西　正典，杉浦　久敏，松永　和人，南方　良章，一ノ瀬正和

117．禁煙が発症誘因と考えられた鳥関連過敏性肺臓炎の一例
大阪赤十字病院　呼吸器科1，同　病理部2

○吉田　真教1，岡本　菜摘1，長野　宏昭1，花岡　健司1，中川　和彦1，中村　保清1，
吉村　千恵1，若山　俊明1，西坂　泰夫1，網谷　良一1，若狭　朋子2

118．約 18 年間にわたり経時的に経過観察し得た慢性鳥飼病の一例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科1，天理よろづ相談所病院　病理部2

○福光　研介1，増田　佳奈1，大西　康貴1，白石　幸子1，瀧口　純司1，鏡　　亮吾1，
勝田　倫子1，三村　一行1，渡部　悦子1，横山　俊秀1，塚本　宏壮1，水守　康之1，
守本　明枝1，佐々木　信1，河村　哲治1，中原　保治1，望月　吉郎1，小橋陽一郎2

119．慢性経過に関わらず放射線病理学的に亜急性変化を伴った鳥関連過敏性肺炎の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　呼吸器外科2，
同　臨床病理科3

○門田　和也1，大歳　丈博1，藤本　大智1，川村　卓久1，玉井　浩二1，松本　　健1，
竹下　純平1，田中　広祐1，永田　一真1，大塚今日子1，中川　　淳1，立川　　良1，
大塚浩二郎1，片上　信之1，富井　啓介1，高橋　　豊2，浜川　博司2，寺師　卓哉2，
宮本　　英2，今井　幸弘3

化学性肺炎（14：05～14：50） 座長　河　村　哲　治
（国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科）

120．イソシアネートによる過敏性肺臓炎が疑われた 1 例
大津赤十字病院　呼吸器科1，日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科2

○立入　律也1，森山あかり1,2，嶋　　一樹1，濱川　瑶子1，金田　祥平1，野口　　進1，
茆原　雄一1，豊　洋次郎1，高橋　憲一1，片倉　浩理1，山中　　晃1，酒井　直樹1

121．取り下げ

122．びまん性粒状影で発見された溶接工肺の1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○増田　佳奈，渡部　悦子，大西　康貴，白石　幸子，瀧口　純司，福光　研介，
　鏡　　亮吾，三村　一行，勝田　倫子，横山　俊秀，水守　康之，塚本　宏壮，
　守本　明枝，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治，望月　吉郎

123．フロンガス吸入後に発症した肺障害の一例
済生会吹田病院
○赤塚沙知子，春成加奈子，松田　昌之，太田　浩世，村上　伸介，竹中　英昭，
　長　　澄人

124．ごま油の鼻うがいが原因と考えられたリポイド肺炎の1例
国立病院機構刀根山病院　呼吸器内科
○玄山　宗到，北田　清悟，香川　浩之，松井　秀記，里見　明俊，立石　義隆，
　藤川　健弥，好村　研二，三木　啓資，橋本　尚子，森　　雅秀，前倉　亮治

喘息・アレルギー疾患（14：50～15：35） 座長　鴨　井　　　博
（大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学）

125．気管支喘息患者における SFC と ICS+ ツロブテロールの比較試験
関西医科大学　内科学第一講座1，六甲アイランド甲南病院2

○二木麻衣子1，谷尻　　力2，杉本　博是1，林　　美奈1，稲垣　詔子1，木畑佳代子1，
札谷　直子1，玉置　岳史1，尾形　　誠1，片芝　雄一1，鳥居芳太郎1，横井　　崇1，
清水　俊樹1，宮良　高維1，野村　昌作1
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126．気管支喘息症状の先行を認めず、高IgG4血症を伴ったアレルギー性肉芽腫性血管炎の一例
洛和会音羽病院　呼吸器内科1，同　病理診断科2，同　京都呼吸器センター3

○土谷美知子1，南　　卓馬1，安井　　寛2，長坂　行雄3

127．呼気NO100ppb以上の臨床的検討
公立八鹿病院　呼吸器科
○塩田　哲広，鷲尾　輝明，山本　裕也，中村　晃史，寺下　　聡

128．気管支病変を伴ったChurg-Strauss症候群の一例
市立吹田市民病院　呼吸器・アレルギー内科
○宮本　武明，武岡　佐和，宮崎　昌樹，辻　　文生

129．悪性リンパ腫治療中に発症したC-ANCA陽性のChurg-Strauss症候群の一例
京都市立病院　呼吸器内科
○小林　祐介，野溝　　岳，野村奈都子，瀬戸瑠里子，張　　孝徳，中村　敬哉，
　江村　正仁

好酸球性肺炎・薬剤性肺炎（15：35～16：20） 座長　山　口　将　史
（滋賀医科大学　呼吸循環器内科）

130．著明な好酸球増多および多発性小結節影を呈した慢性好酸球性肺炎の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科
○池上　達義，大井　一成，村瀬　博紀，深尾あかり，杉尾　裕美，古田健二郎，
　中治　仁志，森田　恭平，杉田　孝和，堀川　禎夫，西山　秀樹

131．総合感冒薬が原因と考えられた好酸球性肺炎の一例
大阪厚生年金病院　内科
○乾　　洋勉，楢林　朋子，田中　陽子，田子謙太郎，佐々木義明

132．冬虫夏草によると考えられた好酸球性肺炎の 1 例
京都大学大学院医学部医学研究科　呼吸器内科学
○金光　禎寛，伊藤　　穣，平井　豊博，松本　久子，伊藤　功朗，小熊　　毅，
　星野　勇馬，三嶋　理晃

133．半夏瀉心湯によると考えられた薬剤性肺炎の 1 例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器科1，同　放射線科2

○三村　一行1，増田　佳奈1，大西　康貴1，瀧口　純司1，白石　幸子1，福光　研介1，
鏡　　亮吾1，勝田　倫子1，横山　俊秀1，渡部　悦子1，水守　康之1，塚本　宏壮1，
守本　明枝1，佐々木　信1，河村　哲治1，中原　保治1，望月　吉郎1，東野　貴徳2

134．スルバクタム / アンピシリン投与 2 日目で非心原性肺水腫を来した肺炎の一例
彦根市立病院　呼吸器科
○重森　　度，月野　光博，渡邊　勇夫，内田　泰樹，林　　栄一

第　5　会　場
5F/会議室B

肺循環障害（9：00～9：45） 座長　吉　川　雅　則
（奈良県立医科大学　内科学第二講座）

135．エチニルエストラジオールによる前立腺癌の加療中に肺血栓塞栓症をきたした一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座
○古川　勝也，山本　佳史，有山　　豊，上田　正秀，森岡由佳里，小口　展生，
　片山公実子，大屋　貴広，中村　篤弘，藤田　幸男，熊本　牧子，本津　茂人，
　児山　紀子，山内　基雄，須崎　康恵，友田　恒一，吉川　雅則，濱田　　薫，
　木村　　弘

136．全身性強皮症限局型に合併した肺静脈閉塞性疾患の一例 
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科1，同　病理科2，
埼玉県立循環器・呼吸器病センター　病理科3

○池尾　　聡1，金子　正博1，関谷　怜奈1，山下　修司1，金田　俊彦1，木田　陽子1，
西尾　智尋1，藤井　　宏1，冨岡　洋海1，勝山　栄治2，河端　美則3

137．Pulmonary veno-occlusive disease の一例
大阪市立総合医療センター　呼吸器内科1，同　腫瘍内科2

○宮本奈津子1，津田　　学1，西島　正剛1，住谷　充弘1，少路　誠一1，岡田　秀明2，
駄賀　晴子2，武田　晃司2

138．サルコイドーシス経過中に慢性血栓塞栓性肺高血圧症を合併した一例
先端医療センター　総合腫瘍科1，神戸市立医療センター中央市民病院　臨床病理科2

○田中　広祐1，竹下　純平1，秦　　明登1，加地　玲子1，藤田　史郎1，片上　信之1，
今井　幸弘2

139．慢性肺血栓塞栓症（CPTE）を合併した片側優位間質性肺炎の一例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター
○北島　尚昌，羽間　大祐，松木　隆典，石島見佳子，井上　大生，高松　和史，
　糸谷　　涼，石床　　学，竹村　昌也，櫻本　　稔，福井　基成

気道疾患（9：45～10：30） 座長　竹　中　英　昭
（大阪府済生会吹田病院　呼吸器内科）

140．ユビデカレノン、ビタミン類、システイン、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽
出液の効能について
小林診療所
○小林　春三
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141．Bronchoscope で除去できた gauze 異物の 1 例
橋本市民病院　呼吸器内科1，同　内科2，同　代謝内科3，同　脳神経外科4，
近畿大学医学部堺病院　呼吸器・アレルギー内科5，
近畿大学医学部附属病院　呼吸器・アレルギー内科6，
橋本市民病院　循環器内科7

○藤田　悦生1，阪中啓一郎2，河合　　純2，八幡　　環2，大星　隆司3，松田　芳和4，
林　　宣秀4，西口　　孝4，西川　裕作5，宮嶋　宏之6，久米　裕昭6，東田　有智6，
山本　勝廣7

142．気管気管支憩室の 10 例の検討について
石切生喜病院　呼吸器内科
○松井　秀記，晋山　真実，中井　俊之，野村　奈穂，江口　陽介，南　　謙一

143．抗 2 型コラーゲン抗体の上昇を伴い再発性多発軟骨炎と考えられた一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座
○小口　展生，児山　紀子，大屋　貴広，中村　篤宏，熊本　牧子，藤田　幸男，
　山本　佳史，本津　茂人，山内　基雄，須崎　康恵，友田　恒一，吉川　雅則，
　木村　　弘

144．気管支閉鎖症の 2 例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科
○古田健二郎，村瀬　博紀，杉尾　裕美，中治　仁志，森田　恭平，池上　達義，
　杉田　孝和，堀川　禎夫，西山　秀樹

胸膜・縦隔関連疾患（10：30 ～ 11：24） 座長　酒　井　直　樹
（大津赤十字病院　呼吸器科）

145．牽引性気管支拡張を伴う浸潤影と縦隔気腫を伴い換気不全を呈した著明なるいそう患
者の 1 剖検例
住友病院　呼吸器内科1，同　病理部2

○森田　吉恵1，奥村　太郎1，坂下　拓人1，重松三知夫1，星田　義彦2

146．妊娠中に発症した月経随伴性気胸の 1 例
市立長浜病院　呼吸器内科
○花谷　　崇，高木　順平，河野　朋哉，野口　哲男

147．緊張性気胸様変化を呈した巨大肺嚢胞の 1 例
愛仁会高槻病院　呼吸器内科1，同　呼吸器外科2，同　心臓血管外科3

○杉村　春佳1，竹中かおり1，桐生　辰徳1，竹中　和弘1，黒田　雄一2，椎名　祥隆2，
三里　卓也3，谷村　信宏3

148．非結核性抗酸菌症の経過中に血気胸を発症し緊急手術を行った 1 例
国立病院機構刀根山病院　呼吸器内科1，同　呼吸器外科2

○森　　雅秀1，里見　明俊1，香川　浩之1，松井　秀記1，玄山　宗到1，立石　義隆1，
藤川　健弥1，好村　研二1，三木　啓資1，三木　真理1，北田　清悟1，橋本　尚子1，
竹内　幸康2，前倉　亮治1

149．難治性肝性胸水に対し、胸腔鏡下横隔膜縫縮術を行った 1 例
大津赤十字病院　呼吸器科1，同　消化器科2

○森山あかり1，濱川　瑶子1，嶋　　一樹1，金田　祥平1，野口　　進1，豊　洋次郎1，
高橋　憲一1，片倉　浩理1，山中　　晃1，酒井　直樹1，西田　吉宏2，河南　智晴2

150．超音波内視鏡にて気管・食道から観察し得た縦隔海綿状血管腫の一例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器科
○鏡　　亮吾，増田　佳奈，大西　康貴，瀧口　純司，白石　幸子，福光　研介，
　勝田　倫子，三村　一行，渡部　悦子，横山　俊秀，塚本　宏壮，水守　康之，
　守本　明枝，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治，望月　吉郎

ランチョンセミナー3（12：00～13：00）  
 

睡眠時無呼吸症候群における最近のトピックス 
　　　座　長：陳　　和夫（京都大学大学院医学研究科　呼吸管理睡眠
　　　　　　　　　　　　  制御学講座　教授）
　　　演　者：木村　　弘（奈良県立医科大学　内科学第二講座　教授）
　　　共　催：フクダライフテック関西株式会社

 

呼吸筋・呼吸調節障害、閉塞性肺疾患（13：20 ～ 14：05） 座長　小　賀　　　徹 
（京都大学大学院医学研究科　呼吸管理睡眠制御学）

151．CPAP 使用中に PVC の頻発を認めた閉塞型睡眠時無呼吸の一例
京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科1，同　呼吸管理睡眠制御学2

○東　　正徳1，村瀬　公彦1，外山　善朗1，原田　有香1，人見　健文2，吉村　　力2，
小賀　　徹2，三嶋　理晃1，陳　　和夫2

　
152．経皮的 O2/CO2 モニタリングを活用し在宅 NPPV のコンプライアンス向上が得られた一例

神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　心臓血管外科2

○川村　卓久1，大歳　丈博1，藤本　大智1，玉井　浩二1，門田　和也1，松本　　健1，
竹下　純平1，田中　広祐1，永田　一真1，大塚今日子1，立川　　良1，中川　　淳1，
大塚浩二郎1，片上　信之1，富井　啓介1，福永　直人2

153．喘息の重積発作で入院した肥満低換気症候群の一例
市立伊丹病院　呼吸器内科
○出上　裕之，菅　　泰彦，松永　仁綜，高田　哲男，原　　聡志，木下　善詞，
　細井　慶太，閔　庚火華

154．「肺年齢」の縦断的検討 ～経年変化と新評価法の再現性の検討～
京都大学医学部附属病院　リハビリテーション部1，同　呼吸器内科2，
京都予防医学センター3

○佐藤　　晋1，室　　繁郎2，高橋　珠紀2，平井　豊博2，三嶋　理晃2，佐藤　篤彦3
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155．スピリーバ ハンディヘラーからレスピマット移行後の使用におけるアンケート調査
近畿大学医学部奈良病院　呼吸器・アレルギー内科1，
近畿大学医学部附属病院　呼吸器・アレルギー内科2

○花田宗一郎1，大野　剛史1，田村　光信1，澤口博千代1，村木　正人1，東田　有智2

急性呼吸不全・ARDS（14：05 ～ 14：50） 座長　富　井　啓　介 
（神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科）

156．感染性心内膜炎から ARDS を発症した一例
姫路聖マリア病院　呼吸器内科1，同　内科2

○水野　翔馬1，塩見　耕平2，太田　誠介1，松村　　正2，岸本　信康1

157．急性呼吸不全に HFO、急性腎不全に CHDF を併用して救命しえたレジオネラ肺炎の一例
大阪府立急性期・総合医療センター　呼吸器内科1，同　腎臓・高血圧内科2

○秋山　太助1，高島　純平1，多河　広史1，元根　正晴1，上野　清伸1，谷尾　吉郎1，
清水　盛浩2

158．ポリミキシン B 固定化繊維カラムを用いた直接血液灌流法（PMX-DHP）
兵庫県立尼崎病院　呼吸器内科
○四宮真利子，片岡　裕貴，坂本茉莉子，竹村　知容，嶋田　雅俊，二階堂純一，
　平野　勝也，平井　知之，原　　良和，遠藤　和夫，平林　正孝

159．急速に呼吸不全を呈したアミオダロンによる肺胞出血の一例
和泉市立病院　呼吸器内科
○呉家　圭祐，藤本　寛樹，佐藤佳奈子，星　　　晋，松下　晴彦

160．取り下げ

稀少肺疾患・その他１（14：50 ～ 15：35） 座長　源　誠　二　郎 
（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　アレルギー内科）

161．多発リンパ節腫大出現 5 年後に多発浸潤影で発症した IgG4 関連肺疾患の 1 例
国立病院機構姫路医療センター
○大西　康貴，増田　佳奈，福光　研介，瀧口　純司，白石　幸子，鏡　　亮吾，
　勝田　倫子，三村　一行，渡部　悦子，横山　俊秀，水守　康之，塚本　宏壮，
　守本　明枝，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治，望月　吉郎

162．胸椎周囲に腫瘤形成を認めた IgG4 関連疾患の 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科1，同　呼吸器外科2

○森田　恭平1，松本　和也2，大井　一成1，村瀬　博紀1，深尾あかり1，杉尾　裕美1，
古田健二郎1，中治　仁志1，池上　達義1，杉田　孝和1，堀川　禎夫1，住友　伸一2，
西山　秀樹1

163．肺 Multicentric Castleman 病の一例
京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学1，
京都大学医学部附属病院　リハビリテーション部2，
京都健康管理研究会中央診療所　臨床研究センター3，
京都大学大学院医学研究科　放射線診断学4，天理よろづ相談所病院　病理部5，
京都大学大学院医学研究科　呼吸管理睡眠制御学6

○池添　浩平1，北井悠一郎1，半田　知宏1,2，長井　苑子3，久保　　武4，相原　顕作1，
谷澤　公伸1，小橋陽一郎5，陳　　和夫6，泉　　孝英3，三嶋　理晃1

164．胸水貯留・肺高血圧症・呼吸筋力低下などの多彩な呼吸器症状が中心となった POEMS
症候群の 1 例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　臨床病理科2

○立川　　良1，大歳　丈博1，藤本　大智1，川村　卓久1，玉井　浩二1，松本　　健1，
門田　和也1，竹下　純平1，田中　広祐1，永田　一真1，大塚今日子1，中川　　淳1，
大塚浩二郎1，富井　啓介1，今井　幸弘1

165．Rosai-Dorfman 病が疑われた一例
兵庫医科大学病院　呼吸器・RCU科1，同　がんセンター2，同　血液内科3，
同　病院病理部4

○柴田　英輔1，田村　邦宣1，前田　理沙1，大搗泰一郎1，野木　佳孝1，三上　浩司1，
平山　倫子1，寺田　貴普1，岡田あすか1，村上　亜紀1，山田　秀哉1，田端　千春1，
中野　孝司1，福岡　和也2，小川　啓恭3，岡田　昌也3，廣田　誠一4，松田　育雄4

稀少肺疾患・その他２（15：35～16：11） 座長　西　村　善　博 
（神戸大学大学院医学研究科　呼吸器内科学分野）

166．近畿地区で発見した肺胞微石症剖検例の検討、最近剖検例を中心に
愛染橋病院　内科1，草津総合病院　病理診断科2，
近江八幡市立総合医療センター　病理診断科3，近畿大学医学部奈良病院4，
大阪大学　呼吸器・免疫アレルギー内科5，公立学校共済組合近畿中央病院　放射線診断科6，
埼玉医大　呼吸器内科7

○立花　暉夫1，山本　喜敬2，細川　洋平3，中島　重徳4，立花　　功5，上甲　　剛6，
萩原　弘一7

167．大量喀血をきたした肺移植後のリンパ脈管筋腫症の一例
神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科
○安田絵里子，笠井　大介，日下部祥人，徳永俊太郎，石川結美子，立原　素子，
　坂下　明大，小林　和幸，船田　泰弘，小谷　義一，西村　善博

168．診断に難渋し、6 年の経過で多彩な画像（CT）所見を観察しえた大動脈炎症候群の一例
大阪医科大学医学部
○坂東　園子，中村　貴彦，田村　洋輔，今西　将史，築家　直樹，藤田　一彦，
　池田宗一郎，後藤　　功，花房　俊昭

169．経気管支肺生検にて気管支胆汁瘻と診断した一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　外科2，同　臨床病理科3

○松本　　健1，大歳　丈博1，藤本　大智1，川村　卓久1，玉井　浩二1，竹下　純平1，
田中　広祐1，門田　和也1，永田　一真1，大塚今日子1，中川　　淳1，立川　　良1，
大塚浩二郎1，片上　信之1，富井　啓介1，貝原　　聡2，今井　幸弘3



MEMO

抄　　録

教育講演
ランチョンセミナー


