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　　参加者、発表者へのご案内　　
1．参加者は総合受付で参加費3,000円をお支払いください。

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。当日会場にて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。
教育プログラム出席は5単位です。当日、呼吸器学会近畿支部事務局のデスクにて教育プログラム出席の
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
は使用できませんのでご注意ください。

発 表 者 の 方 へ

第1会場（1F/能楽ホール）でご発表される方、および座長の先生へ
能楽ホールの舞台上は、施設の規程により土足厳禁となっております。発表時は靴を脱いで登壇し
てください。

1．一般演題の口演時間は6分、討論時間は3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 XP（SP2）で、
PowerPointのバージョンはMicrosoft PowerPoint 2000/2002（XP）/2003/2007です。

3．発表30分前までにデータ受付（1F/エントランスホール）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。
※Macintosh・Windows Vistaで作成されたデータについては、ご自身のパソコンをお持ち込み

ください。
※動画・音声がある場合も、ご自身のパソコン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、総合受付の抄録訂正受付に2部とCD-Rに抄録データを入れてお持ちく

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。
5．ご発表の20分前までに、会場内左手前方の次演者席にお座りください。

座 長 の 先 生 へ

1．ご担当セッション開始の30分前までに座長受付にお立ち寄りいただき、連絡事項の確認をしてください。
2．ご担当セッション開始の20分前までに、会場内右手前方の次座長席にお座り下さい。
3．時間厳守での進行にご協力をお願いします。

 
理　　事　　会 （9：00 ～ 10：00）   2F/特別応接室
評　議　員　会 （12：15 ～ 13：00）   1F/会議室1（第2会場）
総　　　　　会 （13：15 ～ 13：30）   1F/能楽ホール（第1会場）

ランチョンセミナー（12：00 ～ 13：00）
      第4会場（2F/レセプションホール）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    第5会場（2F/会議室3・4）
教育プログラム（10：00 ～ 11：45、13：30～14：15）   第1会場（1F/能楽ホール）
学　会　本　部   1F/応接室
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会 場 ア ク セ ス
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会 場 案 内 図
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教育プログラム
【 第 1 会場（1F/ 能楽ホール）】

1．シンポジウム（10：00 〜 11：45） 
　　『M. avium complex 症の治療　─いつ始めて、いつ終わるのか？』

司　会：鈴木　克洋 （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　部長）

1）肺 M. avium complex 症治療の個別化　─私案─
　　　演　者：望月　吉郎 （国立病院機構姫路医療センター　副院長）

2）肺 MAC 症治療の考え方
　　　演　者：小川　賢二 （国立病院機構東名古屋病院　臨床研究部長、呼吸器科　部長）

3）ガイドラインに沿った治療が行われた肺 MAC 症の長期追跡調査
　　　演　者：小橋　吉博 （川崎医科大学　呼吸器内科　准教授）

2．特別講演（13：30 〜 14：15） 
　　『40 年ぶりに発生した新型インフルエンザ：その対策の検証』

座　長：田中　栄作 （天理よろづ相談所病院　感染症管理センター　センター長）
演　者：大石　和徳 （大阪大学微生物病研究所　感染症国際研究センター　特任教授）

ランチョンセミナー
【 12：00 ～ 13：00 】

1．特発性肺線維症の診断と治療
　　　─症例を通してピルフェニドンの使い方を考える─
　　　座　長：田口　善夫 （天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　部長）
　　　演　者：小倉　高志 （神奈川県立循環器呼吸器病センター　呼吸器科　部長）
　　　共　催：塩野義製薬株式会社

2．COPD ガイドライン第 3 版にみる大規模臨床研究のインパクト
　　　座　長：石原　享介 （神戸市立医療センター西市民病院　院長）
　　　演　者：羽白　　高 （天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　副部長）
　　　共　催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
　　　　　　　ファイザー株式会社



─ 8 ─ ─ 9 ─

第　1　会　場
1F/能楽ホール

開会の辞（8：55～9：00） 会長　田　中　栄　作

非結核性抗酸菌症（9：00～9：54） 座長　佐　藤　敦　夫
（国立病院機構南京都病院　呼吸器科）

1．左S1+2区域切除術を施行し寛解に至ったM. xenopi症の1例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○福永健太郎　　中塚　賀也　　岡森　　慧

池添　浩平　　遠渡　純輝　　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

同　放射線科　　野間　恵之　　　　　　　　　　　　　　
同　病理部　　小橋陽一郎　　　　　　　　　　　　　　

2．出産時に巨大空洞性病変で発見された非結核性抗酸菌症の1例
北野病院　呼吸器センター　○鈴木　進子　　髙松　和史　　石床　　学

糸谷　　涼　　松本　正孝　　櫻本　　稔
福井　基成　　瀧　　俊彦　　大政　　貢

3．エタネルセプト治療中の関節リウマチに発病した肺MAC症の1例
京都府立医科大学　呼吸器内科　○上田　幹雄　　伊達　紘二　　小山　泰規

山田　崇央　　田宮　暢代　　細木　誠之
平松　　真　　中西　雅樹　　河野　能士
有本太一郎　　岩崎　吉伸　　丸中　良典

4．胸痛と血痰で発症したM. avium症の一切除例
赤穂市民病院　呼吸器科　○山口　将史　　塩田　哲広　　清川　寛文

5．FDG-PETで集積を認めた孤立結節型肺M. intracellulare症の１例　
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科　○横山　俊秀　　勝田　倫子　　三村　一行

後藤　孝吉　　渡部　悦子　　田畑　寿子
宮川　倫子　　真弓哲一郎　　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

6．当センターにおけるMycobacterium gordonaeの分子疫学的解析
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　○吉田志緒美　　鈴木　克洋　　露口　一成

岡田　全司　　　　　　　　　　　　　　
同　研究検査科　　冨田　元久　　　　　　　　　　　　　　

同　内科　　坂谷　光則　　　　　　　　　　　　　　
神戸市環境保健研究所　　岩本　朋忠　　　　　　　　　　　　　　
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教育プログラム 

1．シンポジウム（10：00～11：45）
『M. avium complex症の治療　─いつ始めて、いつ終わるのか？』

司会　鈴　木　克　洋
（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　部長）

1）肺M. avium complex症治療の個別化　─私案─
　　　演　者：望月　吉郎（国立病院機構姫路医療センター　副院長）

2）肺MAC症治療の考え方
　　　演　者：小川　賢二（国立病院機構東名古屋病院　臨床研究部長、呼吸器科　部長）

3）ガイドラインに沿った治療が行われた肺MAC症の長期追跡調査
　　　演　者：小橋　吉博（川崎医科大学　呼吸器内科　准教授）

2．特別講演（13：30～14：15）
『40年ぶりに発生した新型インフルエンザ：その対策の検証』

　　　座　長：田中　栄作 （天理よろづ相談所病院　感染症管理センター　センター長）
　　　演　者：大石　和徳 （大阪大学微生物病研究所　感染症国際研究センター　特任教授）

 

結核1（14：20～14：56） 座長　松　本　智　成
（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　臨床研究部）

7．結核接触者健診へのクオンティフェロンTB-2Gの導入
大阪府四條畷保健所　○水越　京子　　成本　靖志　　永尾　朝江

大阪府立公衆所衛生研究所　　河原　隆二　　　　　　　　　　　　　　

8．当センター結核病棟新規結核入院患者におけるHIV抗体検査
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　○松本　智成　　田村　嘉孝　　永井　崇之

9．神戸市での結核菌バンク事業においてクラスター形成している13株について
神戸市保健所　○藤山　理世　　樋口　純子　　白井　千香

片上　祐子　　千原三枝子　　河上　靖登
神戸市環境保健研究所　　岩本　朋忠　　　　　　　　　　　　　　

10．ジェノスカラーRiF-TBと従来の薬剤感受性検査結果の比較検討
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　研究検査科　○富田　元久　　北市　正則　　　　　　　

同　臨床研究センター　　吉田志緒美　　鈴木　克洋　　露口　一成
同　内科　　坂谷　光則　　　　　　　　　　　　　　

神戸市環境保健研究所　　岩本　朋忠　　　　　　　　　　　　　　
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結核2（14：56～15：32） 座長　塚　口　勝　彦
（国立病院機構奈良医療センター　内科）

11．抗結核剤投与後に大球性貧血を来した肺結核の1例　
国立病院機構姫路医療センター　内科　○水守　康之　　勝田　倫子　　三村　一行

後藤　孝吉　　横山　俊秀　　渡部　悦子
田畑　寿子　　宮川　倫子　　真弓哲一郎
塚本　宏壮　　守本　明枝　　佐々木　信
河村　哲治　　中原　保治　　望月　吉郎

12．Poncet病と考えられた一例
京都第一赤十字病院　呼吸器科　○荻野　浩嗣　　塩津　伸介　　茎田　祐司

永原　秀剛　　長谷川浩一　　徳田　深作
内匠千恵子　　上島　康生　　大野　聖子
平岡　範也　　　　　　　　　　　　　　

13．中耳結核を合併した肺結核の1例
国立病院機構奈良医療センター　内科　○右田　尊史　　田中小百合　　久下　　隆

米田　和之　　岡村　英生　　塚口　勝彦
田村　猛夏　　　　　　　　　　　　　　

14．空洞切開、右肺全摘、大網充填を含む外科的治療が有効であったXDRTBの1例
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　○露口　一成　　吉田志緒美　　鈴木　克洋

岡田　全司　　　　　　　　　　　　　　
同　内科　　林　　清二　　坂谷　光則　　　　　　　
同　外科　　中村　幸生　　松村　晃秀　　　　　　　

結核3（15：32～16：08） 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）

15．クローン病へのインフリキシマブ投与後に肺結核、結核性リンパ節炎、心膜炎を併発し
た１例

国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科　○玉置　岳史　　露口　一成　　鈴木　克洋
林　　清二　　坂谷　光則　　　　　　　

16．DICを併発した粟粒結核の一例
国立病院機構奈良医療センター　呼吸器内科　○田中小百合　　久下　　隆　　米田　和之

右田　尊史　　岡村　英生　　塚口　勝彦
田村　猛夏　　　　　　　　　　　　　　

奈良県立医科大学　内科学第二講座　　木村　　弘　　　　　　　　　　　　　　
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17．胸腔鏡下肺生検が粟粒結核の診断に有用であった１例
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　○宮嶋　宏之　　佐野　博幸　　久米　裕昭

山藤　啓史　　西川　裕作　　内藤　映理
佐野安希子　　佐藤　隆司　　山縣　俊之
宮良　高維　　岩永　賢司　　冨田　桂公
村木　正人　　東田　有智　　　　　　　

18．発熱・腰痛で発症した粟粒結核・胸椎カリエスの一例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科　○田川　直洋　　金子　正博　　奥田　千幸

金田　俊彦　　木田　陽子　　藤井　　宏
冨岡　洋海　　石原　享介　　　　　　　

真菌（16：08～16：53） 座長　西　坂　泰　夫
（大阪赤十字病院　呼吸器内科）

19．悪性リンパ腫治療11年後に慢性壊死性肺アスペルギルス症（CNPA）を発症した１例
兵庫県立加古川病院　呼吸器内科　◯大搗泰一郎　　土屋　貴昭　　加堂　哲治

20．スエヒロタケによるmucoid impactionの1例　
国立病院機構姫路医療センター　○後藤　孝吉　　勝田　倫子　　三村　一行

横山　俊秀　　渡部　悦子　　田畑　寿子
宮川　倫子　　真弓哲一郎　　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

21．20年の経過で慢性呼吸不全に陥ったアレルギー性気管支肺アスペルギルス症（ABPA）の1例
国立病院機構姫路医療センター　○塚本　宏壮　　勝田　倫子　　三村　一行

後藤　孝吉　　横山　俊秀　　渡部　悦子
田畑　寿子　　宮川　倫子　　真弓哲一郎
水守　康之　　守本　明枝　　佐々木　信
河村　哲治　　中原　保治　　望月　吉郎

22．肺癌化学療法中に発症したPneumocystis肺炎の剖検例
滋賀県成人病センター　呼吸器内科　○泰間　美紀　　中奥　敬史　　岡村　美里

渡邉　壽規　　中谷　光一　　　　　　　
同　病理診断部　　武内　英二　　寺島　　剛　　　　　　　

23．多発性肺野円形陰影にて発見、FDG-PET検査で不均一な集積を呈し、悪性疾患との鑑
別が困難であった肺クリプトコッカス症の一例

大阪府済生会野江病院　呼吸器内科　○八木　由生　　山岡　新八　　伊藤　　力

閉会の辞（16：53～17：00）　 会長　田　中　栄　作
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第　2　会　場
1F/会議室1

肺癌1（9：00～9：54） 座長　三　尾　直　士
（京都大学大学院医学研究科　集学的がん診療学）

24．慢性腎不全を合併した進行肺腺癌に分子標的治療薬を投与し有効だった3例の検討
奈良県立奈良病院　呼吸器科　○田村　　緑　　伊藤　武文　　杉村　裕子

竹澤　祐一　　　　　　　　　　　　　　

25．ゲフィチニブをエルロチニブに変更し改善がみられた癌性髄膜炎の一例
神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科　○永野　達也　　小谷　義一　　畠山由記久

河　　良崇　　岡本　朱矢　　倉本　衣美
笠井　大介　　船田　泰弘　　西村　義博

26．初診時に病的骨折で発症し、7年間抗癌剤治療を行えている肺線癌の1例
大阪府立呼吸器・アレルギーセンター　肺腫瘍内科　○清水希容子　　平島　智徳　　松浦　由佳

田宮　基裕　　森下　直子　　鈴木　秀和
笹田　真滋　　岡本　紀雄　　小林　政司
松井　　薫　　楠　　洋子　　　　　　　

同　病理検査部　　河原　邦光　　　　　　　　　　　　　　
大阪大学大学院医学研究科　呼吸器・免疫アレルギー内科学　　川瀬　一郎　　　　　　　　　　　　　　

　
27．当院におけるEGFR遺伝子変異検査システムについて

天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○加持　雄介　　中塚　真也　　岡森　　慧
石井　　徹　　福永健太郎　　池添　浩平
遠渡　純輝　　安田　武洋　　橋本　成修
寺田　邦彦　　羽白　　高　　田中　栄作
田口　善夫　　　　　　　　　　　　　　

同　医学研究所病理　　小橋陽一郎　　　　　　　　　　　　　　

28．モザバプタン塩酸塩併用による化学療法にて奏功したSIADH合併進展型小細胞肺癌の
一例

大津市民病院　呼吸器科　○平沼　　修　　藤友結美子　　原田　英彦

29．当院禁煙外来の現状
兵庫県立尼崎病院　禁煙外来　○一本松英恵　　楢林　朋子　　原　　良和

遠藤　和夫　　平林　正孝　　　　　　　
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肺癌2（9：54～10：57） 座長　平　島　智　徳
（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　肺腫瘍内科）

30．悪性リンパ腫の経過観察中に発生した細気管支肺胞上皮癌の一例
大阪府済生会中津病院　呼吸器内科　○長崎　忠雄　　加藤　友美　　小野健太郎

斉藤　隆一　　孫野　直起　　森島　敏隆
上田　哲也　　長谷川吉則　　坂東　憲司

31．硅肺結節に一致して発症した二重癌と考えられる1例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○安田　武洋　　田口　善夫　　田中　栄作

羽白　　高　　寺田　邦彦　　橋本　成修
遠渡　純輝　　加持　雄介　　池添　浩平
福永健太郎　　中塚　賀也　　　　　　　

32．リンパ節腫大の評価が困難であったBHL合併小細胞肺癌の一例
兵庫県立尼崎病院　呼吸器センター　○平野　勝也　　片岡　裕貴　　二階堂純一

平位　知之　　楢林　朋子　　今村　直人
原　　良和　　一本松英恵　　岩切章太郎
遠藤　和夫　　糸井　和美　　平林　正孝

33．化学放射線療法で完全寛解となった後、同側肺に出現した空洞性腺癌の手術例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○中塚　賀也　　岡森　　慧　　石井　　徹

池添　浩平　　福永健太郎　　遠渡　純輝
加持　雄介　　橋本　成修　　安田　武洋
寺田　邦彦　　羽白　　高　　田中　栄作
田口　善夫　　　　　　　　　　　　　　

同　呼吸器外科　　徳永　義昌　　中川　達雄　　神頭　　徹
同　放射線科　　野間　恵之　　　　　　　　　　　　　　

同　病理部　　本庄　　原　　小橋陽一郎　　　　　　　

34．肺原発リンパ上皮腫様癌の一例
石切生喜病院　呼吸器センター内科　○小林　大起　　白土　直子　　蓮舎香陽子

伊東　友好　　南　　謙一　　　　　　　
同　臨床検査部　　虎頭　　廉　　　　　　　　　　　　　　

いわさきクリニック　　岩﨑　剛和　　　　　　　　　　　　　　

35．胸部CT上認められた小結節3例
公立学校共済組合近畿中央病院　呼吸器内科・外科・放射線科　○三島　誉史　　船越　俊幹　　二木　俊江

原　　紘子　　河面　　聡　　大崎　　匡
西岡　清訓　　上甲　　剛　　　　　　　
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36．閉塞性肺炎を契機に発見された気管支カルチノイドの1例
彦根市立病院　呼吸器科　○月野　光博　　西川　忠男　　渡邊　勇夫

林　　栄一　　内田　泰樹　　　　　　　

肺癌3（10：57～11：33） 座長　中　谷　光　一
（滋賀県立成人病センター　呼吸器内科）

37．胃転移した肺扁平上皮癌の一例
国立病院機構南京都病院　呼吸器内科　○杉山　牧子　　小島真由美　　西尾　智尋

辰巳　秀璽　　水口　正義　　角　　謙介
小栗　　晋　　佐藤　敦夫　　坪井　知正
倉澤　卓也　　　　　　　　　　　　　　

38．歯肉転移を来した肺腺癌の一例
滋賀医科大学　呼吸器内科　○桝田　　元　　坂下　拓人　　瀬戸瑠里子

神田　理恵　　和田　　広　　坂口　　才
山田　英人　　大澤　　真　　長尾　大志
中野　恭幸　　　　　　　　　　　　　　

39．急性膵炎で発見された小細胞肺癌の一例
北野病院　呼吸器センター　○石床　　学　　髙松　和史　　糸谷　　涼

鈴木　進子　　松本　正孝　　上田　哲也
櫻本　　稔　　福井　基成　　　　　　　

40．眼窩内転移をきたしたと考えられる肺癌の1例
市立岸和田市民病院　呼吸器内科　○後藤　俊介　　奥野　将之　　小林　岳彦

濱本　裕美　　古下　義彦　　加藤　元一
同　呼吸器外科　　三浦　幸樹　　川島　正裕　　　　　　　

腫瘍1（14：20～15：23） 座長　工　藤　新　三
（大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学）

41．肺実質内に腫瘤を形成し、カルチノイドに合併したsolitary fibrous tumor の1例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科　〇竹嶋　　好　　永田　一真　　櫻井　綾子

南條　成輝　　村瀬　公彦　　大塚今日子
立川　　良　　林　三千雄　　富井　啓介

同　病理部　　今井　幸弘　　　　　　　　　　　　　　
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42．突然の胸痛で発見されたsolitary fibrous tumorの症例
市立岸和田市民病院　呼吸器科　○古下　義彦　　小林　岳彦　　濱本　裕美

三浦　幸樹　　後藤　俊介　　川島　正裕
加藤　元一　　　　　　　　　　　　　　

43．胸膜炎で発症した悪性線維性組織球腫の一例
石切生喜病院　呼吸器内科　○白土　直子　　伊東　友好　　小林　大起

蓮舎香陽子　　南　　謙一　　虎頭　　簾

44．肺原発平滑筋肉腫の一例
京都市立病院　呼吸器内科　○張　　孝徳　　酒井　茂樹　　後藤　健一

杉尾　裕美　　中村　敬哉　　江村　正仁
高槻赤十字病院　　金光　禎寛　　　　　　　　　　　　　　

45．肺癌肉腫の一切除例
ツカザキ病院　呼吸器科　○八木　一之　　　　　　　　　　　　　　

国立病院機構姫路医療センター　呼吸器外科　　宮本　好博　　今西　直子　　　　　　　
兵庫県立姫路循環器病センター　病理科　　古本　　勝　　　　　　　　　　　　　　

46．肺原発軟骨肉腫と考えられた１例
兵庫県立加古川病院　呼吸器内科　◯土屋　貴昭　　大搗泰一郎　　加堂　哲治

47．2年間の経過で巨大腫瘤となった癌肉腫の1例
近畿大学医学部堺病院　呼吸器内科　○熊井　紫乃　　岩橋　　彩　　保田　昇平

家田　泰浩　　長坂　行雄　　　　　　　

腫瘍2（15：23～15：59） 座長　加　藤　元　一
（市立岸和田市民病院　呼吸器内科）

48．ソラフェニブ投与中に気胸を併発した腎癌肺転移の一例
大阪医科大学　内科学Ⅰ　○藤田　一彦　　吉田　修平　　中村　敬彦

坂東　園子　　玉舎　　学　　藤阪　保仁
高須太三郎　　倉田　宝保　　池田宗一郎
後藤　　功　　花房　俊昭　　　　　　　

49．前立腺癌の肺転移の2例
市立枚方市民病院　内科　○平　憲吉郎　　星　　　穣　　大上　隆彦

同　中央検査科　　上野　　浩　　　　　　　　　　　　　　
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50．低ガンマグロブリン血症を伴った胸腺腫いわゆるGood症候群の一例
大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学　○井尻　尚樹　　宇治　正人　　浅井　一久

鴨井　　博　　金澤　　博　　工藤　新三
平田　一人　　　　　　　　　　　　　　

51．CDDP+TXT+放射線照射にて加療した胸腺癌の2例
高槻赤十字病院　呼吸器センター　○金光　禎寛　　高橋　珠紀　　片山　優子

谷村　和哉　　伏屋　芳紀　　西川　滋人
曽和　晃正　　菅　　理晴　　北　　英夫

胸水・中皮腫（15：59～16：44） 座長　福　岡　和　也
（兵庫医科大学　内科学 呼吸器・RCU科）

52．針治療による気胸が原因と推測されたtrapped lung の一例
明石医療センター　呼吸器科　○岩佐　直子　　山本　聡美　　西馬　照明

大西　　尚　　　　　　　　　　　　　　
同　内科　　木南　佐織　　　　　　　　　　　　　　

同　心臓血管外科　　戸部　　智　　　　　　　　　　　　　　

53．食道憩室穿孔による血胸の1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科　○渡部　悦子　　勝田　倫子　　三村　一行

後藤　孝吉　　横山　俊秀　　田畑　寿子
宮川　倫子　　真弓哲一郎　　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

54．腹膜炎症状を契機に発見された悪性胸腹膜中皮腫の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○橋本　成修　　田中　栄作　　羽白　　高

寺田　邦彦　　安田　武洋　　加持　雄介
遠渡　純輝　　池添　浩平　　福永健太郎
中塚　賀也　　石井　　徹　　岡森　　慧
田口　善夫　　　　　　　　　　　　　　

同　放射線部　　野間　恵之　　　　　　　　　　　　　　
同　病理部　　小橋陽一郎　　　　　　　　　　　　　　

55．診断に難渋した胸水の一例
京都大学医学部　呼吸器内科　○小野　賀大　　平井　豊博　　三嶋　理晃

同　呼吸器外科　　宮原　　亮　　　　　　　　　　　　　　
京都桂病院　呼吸器センター　　東　　正徳　　　　　　　　　　　　　　

兵庫医科大学　内科学 呼吸器・RCU科　　福岡　和也　　　　　　　　　　　　　　
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56．血液透析患者に発症し急速な転帰をたどった悪性胸膜中皮腫の一例
大阪厚生年金病院　内科　○笠島　裕明　　田中　陽子　　田子謙太郎

鈴木　夕子　　佐々木義明　　　　　　　
同　病理科　　春日井　務　　　　　　　　　　　　　　
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第　3　会　場
1F/ 会議室 2

リンパ増殖性疾患 1（9：00 ～ 9：36） 座長　池　田　顕　彦
（西神戸医療センター　呼吸器科）

57．シェーグレン症候群を合併し、胸腺、肺に同一クローン性病変を認めた MALT リンパ
腫の１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　　永田　一真　　桜井　綾子
南條　成輝　　村瀬　公彦　　立川　　良
竹嶋　　好　　林　三千雄　　片上　信之
富井　啓介　　　　　　　　　　　　　　

同　免疫血液内科　　井上　大地　　　　　　　　　　　　　　
同　臨床病理科　　今井　幸弘　　　　　　　　　　　　　　

58．酸球増多を伴った Localized lymphoid hyperplasia の 1 例
兵庫医科大学　内科学 呼吸器・RCU 科　○村上　亜紀　　三上　浩司　　前田　理沙

野木　佳孝　　岡田あすか　　寺田　貴普
平山　倫子　　安光　亮洋　　山田　秀哉
飯田慎一郎　　田村　邦宣　　田端　千春
栗林　康造　　福岡　和也　　中野　孝司

同　胸部腫瘍科　　坪田　紀明　　　　　　　　　　　　　　
同　呼吸器外科　　多久和輝尚　　長谷川誠紀　　　　　　　
同　分子病理学　　鳥井　郁子　　辻村　　亨　　　　　　　

59．Hyalinizing granuloma を合併した multicentric  Castleman’s disease の１例　 
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　○竹内奈緒子　　新井　　徹　　杉本　親寿

橘　　和延　　林　　清二　　坂谷　光則 
同　臨床研究センター　　井上　義一　　　　　　　　　　　　　　 

同　研究検査科　　北市　正則　　高木　理博　　　　　　　
同　放射線科　　審良　正則　　　　　　　　　　　　　　

60．肺病変を呈した multicentric Castleman’s disease: MCD の一例
大阪赤十字病院　呼吸器科　○長野　宏昭　　黄　　文禧　　花岡　健司

時岡　史明　　中村　保清　　吉村　千恵
若山　俊明　　西坂　泰夫　　網谷　良一
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リンパ増殖性疾患 2（9：36 ～ 10：12） 座長　杉　田　孝　和
（日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科）

61．ニューモシスチス肺炎が診断契機となった成人 T 細胞白血病の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科　○森田　恭平　　村瀬　博紀　　中川　　淳

古田健二郎　　馬庭　　厚　　渡邊　茂樹
池上　達義　　杉田　孝和　　堀川　禎夫
西山　秀樹　　　　　　　　　　　　　　

62．発症から約 1 年後に TBLB にて診断された血管内リンパ腫の一例
京都大学医学部　呼吸器内科　○濱本　裕美　　伊藤　功朗　　伊藤　　穣

新実　彰男　　松本　久子　　三嶋　理晃
同　血液内科　　山下　浩平　　　　　　　　　　　　　　

63．FDG-PET で肺野にびまん性の集積を呈した Intravascular lymphomatosis；IVL の一例 
大阪赤十字病院　呼吸器科　○花岡　健司　　黄　　文禧　　長野　宏昭

時岡　史明　　中村　保清　　吉村　千恵
若山　俊明　　西坂　泰夫　　網谷　良一

64．悪性中皮腫との鑑別を要した多発性骨髄腫の一例
大阪赤十字病院　呼吸器科　○黄　　文禧　　時岡　史明　　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

同　血液内科　　岡田　典子　　　　　　　　　　　　　　

気管支（10：12 ～ 10：48） 座長　谷　尾　吉　郎
（大阪府立急性期・総合医療センター　内科）

65．大量喀血および肺気腫続発自然気胸に対するオキシセルロース（ORC）気管支充填術
方佑会植木病院　呼吸器内科　○岡崎　　浩　　　　　　　　　　　　　　

66．頭部外傷で救命救急センター入院中義歯嵌頓を来たした一例
大阪府立急性期・総合医療センター　内科・呼吸器内科　○緒方　　良　　清水真理子　　高島　純平

有住　俊広　　谷尾　吉郎　　　　　　　
同　消化器内科　　原田　直毅　　西山　　範　　竹田　　晃
同　救急診療科　　芝　　博子　　今田　泰介　　　　　　　

67．3 度の BAE 後の喀血に対し、EWS による気管支充填術を施行した肺アスペルギルス症
の一例

石切生喜病院　呼吸器センター　○松井　秀記　　濱中　裕子　　長安　書博
野村　菜穂　　南　　謙一　　　　　　　
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68．誤嚥 5 年後に気管支鏡下で除去し得た気道異物の 1 例
国立病院機構姫路医療センター　○田畑　寿子　　勝田　倫子　　三村　一行

後藤　孝吉　　渡部　悦子　　横山　俊秀
宮川　倫子　　真弓哲一郎　　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

喘息（10：48 ～ 11：24） 座長　松　本　久　子
（京都大学医学部附属病院　呼吸器内科）

69．抗 IgE 抗体投与により症状の改善を認めた重症喘息の 2 例
赤穂市民病院　呼吸器科　○塩田　哲広　　山口　将史　　　　　　　

70．気管支喘息治療中に低カリウム性周期性四肢麻痺を認めた 1 例
国立病院機構舞鶴医療センター　呼吸器科　○升井　朝美　　　　　　　　　　　　　　

京都府立医科大学附属病院　呼吸器内科　　上田　幹雄　　有本太一郎　　　　　　　

71．Chest pain variant asthma と考えられた１症例
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　○松本　佑介　　久米　裕昭　　宮嶋　宏之

忌部　　周　　塚本　敬造　　山藤　啓史
西川　裕作　　内藤　映理　　佐野安希子
佐藤　隆司　　山縣　俊之　　佐野　博幸
東本　有司　　岩永　賢司　　宮良　高雄
村木　正人　　冨田　桂公　　東田　有智

72．入院中に突然の嘔吐・下痢・痙攣を来し、後に意図的な薬物過量内服と判明した難治性
喘息の 1 例

神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科　○立川　　良　　永田　一真　　櫻井　綾子
南條　成輝　　大塚今日子　　村瀬　公彦
久保田未央　　加地　玲子　　竹嶋　　好
林　三千雄　　片上　信之　　富井　啓介

SAS（11：24 ～ 11：51） 座長　北　　　英　夫
（高槻赤十字病院　呼吸器科）

73．難治性高血圧症に complex SAS を合併した 1 例
大阪市立総合医療センター　呼吸器内科　○田中　彩子　　住谷　充弘　　宮本奈津子

西島　正剛　　少路　誠一　　　　　　　
同　臨床腫瘍科　　文田　壮一　　岡田　秀明　　小林　真也

駄賀　晴子　　武田　晃司　　　　　　　
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74．Mandibular advancement splint が有効であった、口渇を伴う Sleep apnea syndrome
の 3 例

八尾市立病院　診療局　○瀬川　恵子　　　　　　　　　　　　　　
同　内科　　藤田　悦生　　大江　洋介　　元村　正明

桑山　真輝　　服部　英喜　　米田正太郎
同　循環器科　　篠田　幸紀　　井城　延明　　足立　孝好

星田　四朗　　　　　　　　　　　　　　
同　歯科口腔外科　　松岡　裕大　　濱口　裕弘　　　　　　　

近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　　東田　有智　　　　　　　　　　　　　　

75．睡眠時無呼吸を合併した先天性副腎皮質過形成症の一例
京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科　○濱田　　哲　　原田　有香　　茆原　雄一

相原　顕作　　谷澤　公伸　　渡辺　　創
半田　知宏　　三嶋　理晃　　　　　　　

同　呼吸管理睡眠制御学　　小賀　　徹　　坪井　知正　　陳　　和夫

呼吸管理（14：20 ～ 15：14） 座長　坪　井　知　正 
（京都大学大学院医学研究科　呼吸管理睡眠制御学）

76．NPPV を導入し有効であった Williams-Campbell syndrome の一例
滋賀医科大学附属病院　呼吸器内科　○瀬戸瑠里子　　坂下　拓人　　桝田　　元

神田　理恵　　和田　　広　　山田　英人
坂口　　才　　大澤　　真　　長尾　大志
中野　恭幸　　　　　　　　　　　　　　

77．NPPV にてコントロール可能であった大量肝性胸水の１例
大津赤十字病院　呼吸器科　○高橋　憲一　　中川　和彦　　樋上　雄一

森山あかり　　玉里　滋幸　　片倉　浩理
山中　　晃　　酒井　直樹　　　　　　　

同　整形外科　　満　　和樹　　　　　　　　　　　　　　
同　消化器科　　金　　秀基　　　　　　　　　　　　　　

78．横隔神経麻痺による呼吸不全に対し CPAP bi-level を導入した一例
済生会千里病院　呼吸器内科　○中島　　陽　　古川　　貢　　倉田香菜子

津森　哲平　　鈴木真優美　　　　　　　

79．APRV が効果的であった ARDS の症例
大阪警察病院　呼吸器科　○仲谷　健史　　緒方　嘉隆　　岡藤　浩平

白山　敞之　　南　　誠剛　　小林知加子
山本　　傑　　小牟田　清　　　　　　　
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80．開心術後に仰臥位で低酸素血症を来たした一例
北野病院　呼吸器センター　○櫻本　　稔　　松本　正孝　　鈴木　進子

糸谷　　涼　　石床　　学　　髙松　和史
井上　大生　　福井　基成　　　　　　　

81．呼吸不全患者に対する HighFO ネブライザー® の有用性の検討
北野病院　呼吸器センター　○髙松　和史　　井上　大生　　石床　　学

糸谷　　涼　　鈴木　進子　　松本　正孝
櫻本　　稔　　福井　基成　　　　　　　

サルコイドーシス（15：14 ～ 16：17） 座長　林　　　清　二 
（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科）

82．分娩後悪化し長期経過追及中のサルコイドーシス症例
宝塚市立病院　呼吸器科　○竹中　雅彦　　　　　　　　　　　　　　

愛染橋病院　内科　　立花　暉夫　　　　　　　　　　　　　　
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科　　坂谷　光則　　林　　清二　　井上　義一

83．全身倦怠感、嘔気で来院し、腎不全を呈したサルコイドーシスの１例
淀川キリスト教病院　呼吸器センター　○藤原　隆弘　　今橋由美子　　鍋谷大二郎

新村　直子　　乾　　恭子　　上地　隆史
大谷賢一郎　　柳生　恭子　　紙森　隆雄
藤原　　寛　　　　　　　　　　　　　　

84．発熱で発症した不全型 Heerfordt 症候群の 1 例
和泉市立病院　呼吸器内科　○折野　祥子　　黒田　世良　　玉垣　学也

鈴村　倫弘　　中図香陽子　　山田　政司
松下　晴彦　　　　　　　　　　　　　　

85．気管支内多発性隆起性病変を伴いびまん性粒状影を認めたサルコイドーシスの 1 例
宝塚市立病院　呼吸器科　○野木　佳孝　　竹中　雅彦　　松田　良信

86．発熱と多発結節影で発症したサルコイドーシスの１例
済生会吹田病院　呼吸器内科　○岡田あすか　　鵜山　広樹　　山下　みお

藤田　幸男　　青野　英幸　　竹中　英昭
長　　澄人　　　　　　　　　　　　　　

同　病理部　　橋本　和明　　　　　　　　　　　　　　

87．診断に苦慮した著明な肺高血圧症を伴ったサルコイドーシスの一例
大阪赤十字病院　呼吸器科　○時岡　史明　　黄　　文禧　　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

同　病理部　　若狭　朋子　　　　　　　　　　　　　　
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88．急性腎不全により発症したサルコイドーシスの一例
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　○長　　彰翁　　鉄本　訓史　　武田　吉人

木田　　博　　合屋　　将　　木島　貴志
吉田　光宏　　立花　　功　　川瀬　一郎
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第　4　会　場
2F/レセプションホール

間質性肺炎（9：00～9：54） 座長　井　上　義　一
（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）

89．エネルギー分散型X線検出器にてタングステンの肺への沈着を認めた超硬合金肺の一例
市立加西病院　内科　○奥野　恵子　　　　　　　　　　　　　　

神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科　　小谷　義一　　西村　善博　　　　　　　
明石医療センター　呼吸器科　　大西　　尚　　　　　　　　　　　　　　

兵庫県立がんセンター　病理診断科　　大林　千穂　　　　　　　　　　　　　　

90．肺・胃・軟部組織に浸潤をきたし、ステロイドにて軽快した好酸球増多症の一例
滋賀医科大学　呼吸器内科　○神田　理恵　　坂下　拓人　　瀬戸瑠璃子

桝田　　元　　和田　　広　　坂口　　才
山田　英人　　大澤　　真　　長尾　大志
中野　恭幸　　　　　　　　　　　　　　

91．大葉性肺炎様陰影を呈した好酸球性肺炎の一例
近畿大学医学部奈良病院　○永井　康晴　　中島　宏和　　田村　光信

澤口博千代　　中島　重徳　　　　　　　
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　　東田　有智　　　　　　　　　　　　　　

92．溶接工肺の1例
神戸労災病院　内科　○坂本　浩一　　橋本由香子　　松本　恵子

瀧口　純司　　岡村佳代子　　大西　一男

93．再燃したNSIPの治療中に縦隔気腫を併発した一例
市立池田病院　内科　○河嶋　瑠美　　芥川　　茂　　手島　昌之

梶原　信之　　橋本　重樹　　今井　康陽
黒川　正典　　　　　　　　　　　　　　

94．特発性肺線維症（IPF）の臨床診断基準（ATS）から見た、びまん性肺疾患外科的肺生検
連続43症例の臨床画像病理（CRP）検討
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　○高木　理博　　北市　正則　　井上　義一

審良　正則　　竹内奈緒子　　香川　智子
佐々木由美子　　杉本　親寿　　西山　明秀
新井　　徹　　橘　　和延　　松村　晃秀
林　　清二　　坂谷　光則　　　　　　　
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過敏性肺臓炎（9：54～10：48） 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）

95．人工呼吸管理を要した夏型過敏性肺炎の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科　○馬庭　　厚　　寒川　理加　　村瀬　博紀

中川　　淳　　古田健二郎　　森田　恭平
池上　達義　　杉田　孝和　　堀川　禎夫
西山　秀樹　　　　　　　　　　　　　　

同　集中治療部　　久保　健児　　辻本登志英　　　　　　　

96．M.avium感染と、M.aviumに起因したhypersensitivity-like diseaseの併存と考えられた
一例

市立吹田市民病院　呼吸器内科　○宮本　武明　　南　　崇史　　辻　　文生

97．蕎麦により発症した過敏性肺臓炎の一例
関西医科大学附属枚方病院　呼吸器内科　○久保　りか　　安藤　性實　　今村麻衣子

谷尻　　力　　横井　　崇　　鳥居芳太郎
米津　精文　　福原　資郎　　　　　　　

98．COPD急性増悪との鑑別を要した過敏性肺臓炎の一例
明石医療センター　呼吸器科　○山本　聡美　　岩佐　直子　　木南　佐織

西馬　照明　　大西　　尚　　　　　　　
同　病理診断科　　佐野　暢哉　　　　　　　　　　　　　　

99．加湿器との関連が疑われた過敏性肺臓炎の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○岡森　　慧　　橋本　成修　　中塚　賀也

石井　　徹　　福永健太郎　　池添　浩平
遠渡　純輝　　加持　雄介　　安田　武洋
寺田　邦彦　　羽白　　高　　田中　栄作
田口　善夫　　　　　　　　　　　　　　

100．トリ飼育により発症した鳥関連過敏性肺炎の一例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科　○奥田　千幸　　冨岡　洋海　　金田　俊彦

木田　陽子　　金子　正博　　藤井　　宏
石原　享介　　　　　　　　　　　　　　

同　臨床病理科　　勝山　栄治　　　　　　　　　　　　　　
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膠原病（10：48～11：24） 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）

101．シェーグレン症候群に肺高血圧症を合併した一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座　○太田　浩世　　山田　有紀　　児山　紀子

友田　恒一　　吉川　雅則　　濱田　　薫
木村　　弘　　　　　　　　　　　　　　

同　病理科　　笠井　孝彦　　　　　　　　　　　　　　

102．Sweet病の気管・気管支病変と考えられた１例
高槻赤十字病院　呼吸器センター　○谷村　和哉　　西川　滋人　　片山　優子

伏屋　芳紀　　曽和　晃正　　金光　禎寛
菅　　理晴　　北　　英夫　　　　　　　

103．DIP病変を認めたリウマチ肺の1例　
国立病院機構姫路医療センター　○真弓哲一郎　　勝田　倫子　　三村　一行

後藤　孝吉　　渡部　悦子　　横山　俊秀
田畑　寿子　　宮川　倫子　　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

天理よろづ相談所病院　病理　　小橋陽一郎　　　　　　　　　　　　　　

104．肺胞出血と腎機能障害を呈した男性SLEの一例
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　　立川　　良　　櫻井　綾子

南條　成輝　　村瀬　公彦　　大塚今日子
久保田未央　　竹嶋　　好　　加地　玲子
林　三千雄　　片上　信之　　富井　啓介

肺胞出血（14：20～15：05） 座長　半　田　知　宏
（京都大学医学部附属病院　リハビリテーション部（呼吸器内科））

105．診断に難渋したウェゲナー肉芽腫の一例
赤穂市民病院　呼吸器科　○山口　将史　　塩田　哲広　　　　　　　

兵庫県がんセンター　病理　　大林　千穂　　　　　　　　　　　　　　

106．難治性肺炎と鑑別を要したWegener肉芽腫症の１例
済生会吹田病院　呼吸器内科　○小口　展生　　岡田あすか　　鵜山　広樹

山下　みお　　藤田　幸男　　青野　英幸
竹中　英昭　　長　　澄人　　　　　　　

同　病理部　　橋本　和明　　　　　　　　　　　　　　
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107．肺胞出血を呈したWegener肉芽腫症の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○遠渡　純輝　　佐藤栄三郎　　中塚　真也

石井　　徹　　池添　浩平　　加持　雄介
福永健太郎　　安田　武洋　　橋本　成修
寺田　邦彦　　羽白　　高　　田中　栄作
田口　善夫　　　　　　　　　　　　　　

同　膠原病センター　　八田　和大　　　　　　　　　　　　　　
同　放射線部　　野間　恵之　　　　　　　　　　　　　　

同　病理　　小橋陽一郎　　　　　　　　　　　　　　

108．抗核抗体が陽性で、ワーファリンとプレタール内服患者に発症したびまん性肺胞出血
の1例

彦根市立病院　呼吸器科　○渡邊　勇夫　　月野　光博　　林　　栄一
西川　忠男　　　　　　　　　　　　　　

109．大量輸血を要したびまん性肺胞出血の一例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　 内科　○中尾　桂子　　新井　　徹　　西山　明秀

香川　智子　　大塚　淳司　　杉本　親寿
井上　　康　　橘　　和延　　林　　清二
坂谷　光則　　　　　　　　　　　　　　

同　臨床研究センター　　井上　義一　　　　　　　　　　　　　　
同　研究検査科　　審良　正則　　　　　　　　　　　　　　

同　放射線科　　北市　正則　　　　　　　　　　　　　　

血管炎（15：05～15：41） 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）

110．BHL所見にて発症した大動脈炎症候群の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科　○櫻井　綾子　　永田　一真　　南條　成輝

村瀬　公彦　　大塚今日子　　立川　　良
久保田未央　　竹嶋　　好　　加地　玲子
林　三千雄　　片上　信之　　富井　啓介

111．慢性好酸球性肺炎発症後20年の経過で血管炎を発症した1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科　○三村　一行　　勝田　倫子　　後藤　孝吉

横山　俊秀　　渡部　悦子　　田畑　寿子
宮川　倫子　　真弓哲一郎　　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
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112．典型的な喘息症状を伴わなかったアレルギー性肉芽腫性血管炎（AGA）の一例
京都大学医学部附属病院　呼吸器内科　○鈴木　貴久　　谷澤　公伸　　伊藤　功朗

相原　顕作　　渡邊　　創　　三嶋　理晃
同　リハビリテーション科　　半田　知宏　　　　　　　　　　　　　　

同　呼吸管理睡眠制御学講座　　陳　　和夫　　　　　　　　　　　　　　
同　病理部　　真鍋　俊明　　　　　　　　　　　　　　

113．器質化肺炎の病理像を呈したPR3-ANCA陽性肺疾患の一例
京都大学医学部　呼吸器内科　○三橋　佳奈　　伊藤　功朗　　後藤　慎平

新実　彰男　　松本　久子　　半田　知宏
三嶋　理晃　　　　　　　　　　　　　　

同　免疫膠原病内科　　川端　大介　　三森　経世　　　　　　　

稀な疾患（15：41～16：35） 座長　羽　白　　　高
（天理よろづ相談所病院　呼吸器内科）

114．自己免疫性肺胞蛋白症に対するgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor 
（GM-CSF） 吸入療法中に認められた結核性胸壁リンパ節炎の一例

国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科　○新井　　徹　　井上　義一　　杉本　親寿
大塚　淳司　　北市　正則　　審良　正則
鈴木　克洋　　林　　清二　　坂谷　光則

同　臨床研究センター　　新井　　徹　　井上　義一　　松室　昭子
広瀬　雅樹　　鈴木　克洋　　　　　　　

同　病理　　北市　正則　　　　　　　　　　　　　　
同　放射線科　　審良　正則　　　　　　　　　　　　　　

115．肺悪性腫瘍と鑑別を要した肺結節性アミロイドーシスの一例
大阪医科大学　胸部外科　○東　　　薫　　森田　琢也　　花岡　伸治

勝間田敬弘　　　　　　　　　　　　　　

116．左肺舌区中心にMMPHによる小粒状影を呈した結節性硬化症の1例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科　○南條　成輝　　立川　　良　　竹嶋　　好

林　三千雄　　富井　啓介　　　　　　　
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117．肺リンパ脈管筋腫症の一例
兵庫医科大学　内科学 呼吸器・RCU科　○ 竹原　樹里　　山田　秀哉　　福岡　和也

三上　浩司　　前田　理沙　　野木　佳孝
岡田あすか　　平山　倫子　　寺田　貴普
安光　亮洋　　村上　亜紀　　飯田慎一郎
田村　邦宣　　田端　千春　　栗林　康造
中野　孝司　　　　　　　　　　　　　　

同　胸部腫瘍科　　坪田　紀明　　　　　　　　　　　　　　
同　呼吸器外科　　多久和輝尚　　奥村　好邦　　田中　文啓

長谷川誠紀　　　　　　　　　　　　　　
同　病院病理部　　中井真由美　　塚本　吉胤　　廣田　誠一

118．重症喘息として治療されていた再発性多発軟骨炎の1例
近畿大学医学部堺病院　呼吸器内科　○岩橋　　彩　　熊井　紫乃　　保田　昇平

家田　泰浩　　長坂　行雄　　　　　　　

119．15年間の経過を追えたランゲルハンス細胞組織球症（LCH）の1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科　○守本　明枝　　勝田　倫子　　三村　一行

後藤　孝吉　　横山　俊秀　　渡部　悦子
田畑　寿子　　宮川　倫子　　真弓哲一郎
水守　康之　　塚本　宏壮　　佐々木　信
河村　哲治　　中原　保治　　望月　吉郎

天理よろづ相談所病院　病理　　小橋陽一郎　　　　　　　　　　　　　　
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第　5　会　場
2F/会議室3・4

肺炎1（9：00～9：36） 座長　宮　良　高　維
（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

120．交通事故を契機にレジオネラ肺炎と診断した1症例
済生会中和病院　内科　○村上　伸介　　新井　正伸　　大屋　修一

長谷川　淳　　米川　真輔　　山口　真紀
塚口　信彦　　徳山　　猛　　北田　裕陸
宮髙　和彦　　東口　隆一　　大貫　雅弘

121．当院におけるレジオネラ肺炎の検討
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　　中川　　淳

森田　恭平　　馬庭　　厚　　池上　達義
杉田　孝和　　堀川　禎夫　　西山　秀樹

122．レジオネラ肺炎の一例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科　○川崎　　悠　　久保田未央　　奥田　千幸

木田　陽子　　金田　俊彦　　金子　正博
藤井　　宏　　冨岡　洋海　　石原　享介

123．空洞性肺病変を呈したサイトメガロウイルス感染症が疑われたSLEの一例
兵庫医科大学　内科学 呼吸器・RCU科　○前田　理沙　　安光　亮洋　　福岡　和也

三上　浩司　　野木　佳孝　　岡田あすか
平山　倫子　　寺田　貴普　　村上　亜紀
山田　秀哉　　飯田慎一郎　　田村　邦宣
田端　千春　　栗林　康造　　中野　孝司

同　内科学リウマチ・膠原病科　　東　　直人　　橋本　尚樹　　横山　和典
澤田　　悠　　佐野　　統　　　　　　　

肺炎2（9：36～10：21） 座長　伊　藤　　　穣 
（京都大学医学部附属病院　呼吸器内科/感染制御部）

124．心室中隔欠損に合併した敗血症性肺塞栓症の1例
国立病院機構姫路医療センター　内科　○勝田　倫子　　三村　一行　　後藤　孝吉

横山　俊秀　　渡部　悦子　　田畑　寿子
宮川　倫子　　真弓哲一郎　　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
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125．数時間で重症化し人工呼吸管理を要した成人H. influenzae type B （BLPACR） 肺炎の
一例

市立堺病院　呼吸器内科　○伊木れい佳　　三宅浩太郎　　大田　加与
西田　幸司　　大成　功一　　　　　　　

126．黄色ブドウ球菌による敗血症性肺塞栓の2例
愛仁会高槻病院　呼吸器内科　○徳永俊太郎　　竹中かおり　　城谷　知彦

竹中　和弘　　仲田　裕行　　　　　　　

127．肺炎球菌ワクチン再接種承認の必要性に関するアンケート調査研究
大阪医科大学　呼吸器内科　○坂東　園子　　　　　　　　　　　　　　

大阪大学微生物病研究所　　坂東　園子　　大石　和徳　　　　　　　

128．ショック・重症肺炎で受診したA群溶連菌によるtoxic shock syndrome（TSS）の一例
市立堺病院　呼吸器内科　○三宅浩太郎　　伊木れい佳　　大田　加与

西田　幸司　　大成　功一　　　　　　　

肺炎3（10：21～10：57） 座長　池　上　達　義
（日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科）

129．気管支拡張症を伴ったくすぶり型ATLに3度左肺膿瘍を合併した一例
石切生喜病院　呼吸器センター　○濱中　裕子　　松井　秀記　　長安　書博

野村　菜穂　　南　　謙一　　　　　　　

130．著しい縱隔の圧排を来たした肺膿瘍の１例
済生会吹田病院　呼吸器内科　○鵜山　広樹　　青野　英幸　　山下　みお

岡田あすか　　藤田　幸男　　竹中　英昭
長　　澄人　　　　　　　　　　　　　　

同　呼吸器外科　　岩崎　　靖　　西山　勝彦　　　　　　　

131．肺癌術後に肺炎を繰り返すも、ミニトラック®長期留置で改善した一例
北野病院　呼吸器センター　○糸谷　　涼　　髙松　和史　　石床　　学

鈴木　進子　　相原　顕作　　松本　正孝
上田　哲也　　櫻本　　稔　　福井　基成

132．早期からの膿胸へのchest tubeによるドレナージの効果の検討
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科　○村瀬　公彦　　永田　一真　　櫻井　綾子

南條　成輝　　大塚今日子　　立川　　良
竹嶋　　好　　林　三千雄　　富井　啓介
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肺血栓塞栓症（10：57～11：33） 座長　櫻　本　　　稔
（北野病院　呼吸器センター内科）

133．誘因として抗精神病薬の関与が疑われた広範型急性肺血栓塞栓症の一例
国立病院機構刀根山病院　内科　○立石　善隆　　菅野　哲平　　元根　正晴

好村　研二　　三木　真理　　三木　啓資
北田　清悟　　橋本　尚子　　平賀　　通
前倉　亮治　　　　　　　　　　　　　　

134．咳嗽を主訴に来院した肺血栓塞栓症の一例
赤穂市民病院　呼吸器科　○清川　寛文　　塩田　哲広　　山口　将史

135．抗リン脂質抗体症候群が疑われた１例
星ヶ丘厚生年金病院　呼吸器科　○小川　修平　　前倉　俊也　　中村　孝人

水野　陽花　　一本松英恵　　　　　　　
同　呼吸器外科　　時津　浩輔　　折野　達彦　　　　　　　

同　検査部　　丸山　博司　　　　　　　　　　　　　　
奈良県立医科大学　放射線科　　三浦　幸子　　　　　　　　　　　　　　

136．術後に診断した肺血栓症の一例
赤穂市民病院　呼吸器科　○塩田　哲広　　山口　将史　　　　　　　

インフルエンザ（14：20～14：47） 座長　林　　　三千雄
（神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科）

137．当院における新型インフルエンザA （H1N1swl）の症例と経験
西神戸医療センター　呼吸器科　○大寺　　博　　河野　祐子　　桜井　稔泰

多田　公英　　池田　顕彦　　　　　　　
同　感染対策チーム　　山本　　剛　　熊木まゆ子　　仁紙　宏之

高蓋　寿朗　　　　　　　　　　　　　　

138．当院における新型インフルエンザ発熱外来設置の経験
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科　○藤井　　宏　　奥田　千幸　　金田　俊彦

木田　陽子　　金子　正博　　冨岡　洋海
石原　享介　　　　　　　　　　　　　　

同　看護部　　俣木　陽子　　小林　佑子　　　　　　　
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139．新型インフルエンザを経験して─現場と行政の連携
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科　○林　三千雄　　竹嶋　　好　　立川　　良

村瀬　公彦　　櫻井　綾子　　永田　一真
大塚今日子　　片上　信之　　富井　啓介
春田　恒和　　岡田　行功　　　　　　　

神戸市保健所　　河上　靖登　　今村　　明　　白井　千香
神戸大学　感染制御部　　荒川　創一　　　　　　　　　　　　　　

肺循環・肺高血圧（14：47～15：32） 座長　長　尾　大　志 
（滋賀医科大学　呼吸器内科）

140．右側臥位で著明な低酸素血症をきたした１例
京都大学医学部附属病院　呼吸器内科　○松井　宏行　　相原　顕作　　高橋　憲一

陳　　和夫　　三嶋　理晃　　　　　　　
同　循環器内科　　多田　朋弥　　　　　　　　　　　　　　

同　心臓血管外科　　坂田　隆造　　　　　　　　　　　　　　

141．右肺部分切除術を施行した肺動静脈瘻の一例
滋賀医科大学　呼吸器内科・呼吸器外科　○坂下　拓人　　瀬戸瑠里子　　桝田　　元

神田　理恵　　和田　　広　　坂口　　才
山田　英人　　大澤　　真　　長尾　大志
手塚　則明　　中野　恭幸　　　　　　　

142．乾性咳嗽を契機として発見された孤立性右肺動脈欠損症の1例
兵庫医科大学　内科学 呼吸器･RCU科　○三上　浩司　　栗林　康造　　前田　理沙

野木　佳孝　　平山　倫子　　寺田　貴普
安光　亮洋　　岡田あすか　　村上　亜紀
山田　秀哉　　飯田慎一郎　　田村　邦宣
田端　千春　　福岡　和也　　中野　孝司

143．原発性胆汁性肝硬変（PBC）に門脈肺高血圧症と肝肺症候群の合併を認めた1例
奈良県立医科大学　内科学第二講座　○山本　佳史　　瀬川　哲也　　尾原佳奈子

児山　紀子　　山内　基雄　　友田　恒一
吉川　雅則　　濱田　　薫　　木村　　弘

144．限局性強皮症に合併した肺高血圧症の一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座　○尾原佳奈子　　春成加奈子　　櫻井　正樹

中村　篤宏　　山本　佳史　　小林　真也
児山　紀子　　山内　基雄　　玉置　伸二
友田　恒一　　吉川　雅則　　木村　　弘
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急性肺損傷・薬剤性肺障害（15：32～16：35） 座長　福　井　基　成 
（北野病院　呼吸器センター内科）

145．ペグインターフェロンα-2bおよびリバビリン治療中にARDSを生じた1例
西神戸医療センター　呼吸器科　○池田　顕彦　　多田　公英　　桜井　稔泰

大寺　　博　　河野　裕子　　　　　　　

146．塩化水素を吸入しARDS/MOFに至った一例 
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○石井　　徹　　岡森　　慧　　中塚　賀也

福永健太郎　　池添　浩平　　遠渡　純輝
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　　　　　　　　　　　　　　

147．パクリタキセル誘発の薬剤性肺炎と考えた1例
神戸逓信病院　内科　○郷間　　厳　　池田　和人　　冨永　正幸

同　外科　　山之口　賢　　仲田　庄志　　　　　　　

148．エタネルセプト投与により間質性肺炎が増悪した1例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　○池添　浩平　　田中　栄作　　羽白　　高

寺田　邦彦　　橋本　成修　　安田　武洋
加持　雄介　　遠渡　純輝　　福永健太郎
石井　　徹　　中塚　賀也　　岡森　　慧
田口　善夫　　　　　　　　　　　　　　

149．メサラジンによる薬剤性肺炎の一例
国立病院機構南京都病院　呼吸器科　○佐藤　敦夫　　倉澤　卓也　　小栗　　晋

水口　正義　　角　　謙介　　西尾　尋智
辰巳　秀爾　　杉山　牧子　　小島真由美

150．mFOLFOX投与による薬剤性肺障害をきたした一例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科　○金田　俊彦　　奥田　千幸　　木田　陽子

金子　正博　　藤井　　宏　　冨岡　洋海
石原　享介　　　　　　　　　　　　　　

同　消化器内科　　三上　　栄　　　　　　　　　　　　　　

151．Clopidogrelによる薬剤性肺炎の1例
和泉市立病院　○玉垣　学也　　松下　晴彦　　鈴村　倫弘

山田　政司　　　　　　　　　　　　　　




