
第78回 日本呼吸器学会
第108回 日本結核病学会近畿地方会

日　時：平成23年12月3日（土）　午前9時より

会　場：大阪国際会議場
〒530-0005　大阪市北区中之島5-3-51
 TEL 06-4803-5555（代表）

会　長 平  田   一  人
大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学

〒545-8585　大阪市阿倍野区旭町1-4-3　TEL 06-6645-3995



─ 1─

 
広 報 委 員 会 （9：05 ～ 9：25）    8F/804               　     　
理　　事　　会 （9：30 ～ 10：30）    8F/804               　     　
代　議　員　会 （12：15 ～ 13：00）   10F/1002（第3会場）　  　
総　　　　　会 （13：05 ～ 13：20）   10F/1003（第1会場）　  　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  第2会場（10F/1001）　  　
ランチョンセミナー1～3（12：00 ～ 13：00）　      第4会場（10F/1004・1005）　
 　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  第5会場（10F/1008）　  　
教　育　講　演1～3（13：20 ～ 17：20）   第1会場（10F/1003）　  　
学　会　本　部   10F/1007 　　   　　　  　  

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。受付は8時30分より開始しま
す。日本呼吸器学会近畿支部代議員の方は、代議員会会費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 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（10F/ホワイエ）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、各会場前の受付に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。
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大阪国際会議場
〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番51号

TEL：06-4803-5555（代表）   FAX：06-4803-5620
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■関西国際空港から
●JR関西空港線（関空快速）・大阪環状
線で「大阪駅」へ。

●南海電車特急で「なんば駅」へ。地下
鉄千日前線に乗り換え「阿波座駅」へ。
●空港バスで「JR大阪駅」へ。

■大阪国際空港（伊丹）から
●大阪モノレールで「蛍池駅」へ。阪急
に乗り換え「大阪駅」へ。

●空港バスで「JR大阪駅」へ。

■新幹線（新大阪駅）から
●JR東海道本線で「大阪駅」まで約4分。

■周辺駅からのアクセス
●京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」下車（2番出口）
●JR大阪環状線「福島駅」から徒歩約10分
●JR東西線「新福島駅」（2番・3番出口）から徒歩約10分
●阪神電鉄「福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
●大阪市営地下鉄「阿波座駅」（中央線1号出口・千日前線9号出口）から徒歩約10分
●JR「大阪駅」駅前大阪市営バスターミナルから、大阪市営バス（53系統　船津橋行）
　または（55系統　鶴町四行）で約15分「堂島大橋」バス停下車すぐ

JR大阪駅
シャトルバスのりば〈無料（定員28名）〉
■リーガロイヤルホテル大阪行き
●運行時間／毎日7：45 ～ 22：15（所要時間約10分）
　•10：00 ～ 21：00（6分間隔）
　•7：45 ～ 10：00および21：00 ～ 22：15（15分間隔）
●乗降場所／ JR大阪駅西側（高架南寄り）
※ご利用の際は、桜橋口方面をご利用いただくことを
お勧めいたします。

駐車場のご案内
当館北側道路「中之島通」より地下スロープ
へお入り下さい。
料　　　金 1時間500円

ご利用時間  8：00 ～ 22：00

収 容 台 数 304台

車 高 制 限 2.1ｍ

車 長 制 限 5.0m
※利用料金について、障害者が運転又は同乗する自
動車に対して免除できることがありますので、窓口・
駐車場スタッフに障害者手帳をお示し下さい。

第1会場：会議室1003（教育講演）

第2会場：会議室1001（ランチョンセミナー1）

第3会場：会議室1002（代議員会）

第4会場：会議室1004・1005（女性医師支援フォーラム、ランチョンセミナー2）

第5会場：会議室1008（ランチョンセミナー3）

第6会場：会議室1009

総合受付・データ受付・日本呼吸器学会近畿支部デスク：10Fホワイエ

クローク：会議室1006

学会本部：会議室1007

広報委員会：会議室804【8F】9:05～9:25

理 事 会：会議室804【8F】9:30～10:30

代 議 員 会：会議室1002（第3会場）12:15～13:00

総　　　会：会議室1003（第1会場）13:05～13:20
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閉塞性肺疾患
　　　　（9:00～9:54）
 座長：南方 良章
　　　　　　　　（1～6）

アレルギー肺疾患Ⅰ
　　　　（9:54～10:48）
 座長：岩永 賢司
　　　　　　　　（7～12）

アレルギー肺疾患Ⅱ
　　　　　　　　（10:48～11:42)
 座長：安場 広高（13～18）

腫瘍性疾患Ⅰ　   
　　　　（9:00～9:54）
 座長：福岡 和也
　　　　　　　（19～24）

腫瘍性疾患Ⅱ 　  
　　　　（9:54～10:48）
 座長：櫻本 　稔
　　　　　　　（25～30）

腫瘍性疾患Ⅲ
　　　　　　　　（10:48～11:42)
 座長：中谷 光一（31～36）

結核Ⅰ
　　　　　　　　（9:00～9:54）
 座長： 森　 雅秀（55～60）

結核Ⅱ
　　　　　　　　（9:54～10:48）
 座長： 白石 　訓（61～66）

非結核性抗酸菌
　　　　　　　　（10:48～11:51)
 座長： 杉田 孝和（67～73）

腫瘍性疾患Ⅴ 
　　　　　　　　（14:24～15:18）
 座長： 浦田　佳子（43～48）

腫瘍性疾患Ⅵ 
　　　　　　　　（15:18～16:12）
 座長： 小牟田 清（49～54）

（13:20～17:20）

3.『肺炎診療の新展開』
（15:20～16:20）

座長：東田 有智
演者：朝野 和典

腫瘍性疾患Ⅳ 
　　　　　　　　（13:30～14:24）
 座長： 河村 哲治（37～42）

胸膜・縦隔疾患Ⅱ
　　　　　　　　（14:24～15:18）
 座長： 長尾 大志（80～85）

胸膜・縦隔疾患Ⅲ
　　　　　　　　（15:18～16:12）
 座長： 上田 哲也（86～91）

胸膜・縦隔疾患Ⅰ
　　　　　　　　（13:30～14:24）
 座長： 南　 謙一（74～79）

日本呼吸器学会近畿支部

代議員会
（12:15～13:00）

日本呼吸器学会近畿支部  総会
（13:05～13:20）

1.『COPDの update：
　　新治療戦略を考える』

（13:20～14:20）
座長：平田 一人
演者：永井 厚志

2.『膠原病の間質性肺炎』
（14:20～15:20）

座長：林 　清二
演者：槇野 茂樹

4.『高齢者肺炎に対する
　　ワクチン戦略の新展開』

（16:20～17:20）
座長：三嶋 理晃
演者：大石 和徳

『難治性喘息の病態とその治療』
座長：一ノ瀬 正和　演者：大田 健
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

（12:00～13:00）1

日本呼吸器学会近畿支部
理事会

(9:30～10:30)
会場:8F/804

日本呼吸器学会近畿支部
広報委員会 
(9:05～9:25)
会場:8F/804

第1会場
（10F/1003）

第2会場
（10F/1001）

第3会場
（10F/1002）

呼吸器感染症Ⅰ 
　　　　　　　　　（9:00～9:54）
 座長： 加藤 元一（111～116）

呼吸器感染症Ⅱ
　　　　　　　　　（9:54～10:48）
 座長： 宮良 高維（117～122）

呼吸器感染症Ⅳ 
　　　　　　　　（13:30～14:24）
 座長： 西村 善博（129～134）

急性呼吸不全・ARDS
　　　　　　　　(13:30～14:24)
 座長：石原 英樹（92～97）

原因不明の疾患
　　　　　　　　(14:24～15:18)
 座長：富井 啓介（98～103）

間質性肺疾患Ⅳ 
　　　　　　　　（13:30～14:24）
 座長： 新井 　徹（165～170）

稀少疾患・その他Ⅰ
　　　　　　　　（14:24～15:18）
 座長： 松本 久子（171～176）

稀少疾患・その他Ⅱ 
　　　　　　　　（15:18～16:12）
 座長： 竹中 英昭（177～182）

肺循環障害 
　　　　　　　　（14:24～15:18）
 座長： 友田 恒一（135～140）

気道疾患 
　　　　　　　　（15:18～16:12）
 座長： 長谷川吉則（141～146）

全身性疾患に伴う肺病変
　　　　　　　　(15:18～16:21)
 座長：少路 誠一（104～110）

呼吸器感染症Ⅲ 
　　　　　　　　（10:48～11:42）
 座長： 閔　 庚燁（123～128）

間質性肺疾患Ⅰ 
　　　　　　　　　（9:00～9:54）
 座長： 羽白　 高（147～152）

間質性肺疾患Ⅱ 
　　　　　　　　　（9:54～10:48）
 座長： 西村 尚志（153～158）

間質性肺疾患Ⅲ 
　　　　　　　　（10:48～11:42）
 座長： 藤原 　寛（159～164）

2
『非小細胞肺癌における治療戦略の変化

～新ガイドライン改定のポイント～
IV期進行非小細胞肺癌』

座長：中野 孝司　演者：山本 信之
共催：中外製薬株式会社

（12:00～13:00） 3
『慢性咳嗽の病態・診断・治療』
座長：川瀬 一郎　演者：藤村 政樹

共催：小野薬品工業株式会社

（12:00～13:00）

第４会場
（10F/1004・1005）

第５会場
（10F/1008）

第6会場
（10F/1009）

第2回  呼吸器科診療にたずさわる
女性医師支援を考えるフォーラム
　　　　　　　　(10:50～11:50)

　　 主催：日本呼吸器学会近畿支部　　 
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日本呼吸器学会近畿支部　主催
第2回　呼吸器科診療にたずさわる女性医師支援を考えるフォーラム

　日本呼吸器学会近畿支部では『呼吸器科診療にたずさわる女性医師支援を考えるフォーラム』を
昨年度に引き続き開催することとなりました。
　呼吸器科診療にたずさわる女性医師の支援に関して、学生、研修医、医師等、男性、 女性を問わず、
それぞれの立場からのご意見、ご提案、問題提起をいただきたいと存じます。

　　開会の挨拶　東田　有智 （日本呼吸器学会近畿支部　支部長、
 　近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　教授）

司会　木村　　弘　（日本呼吸器学会　将来計画委員会　委員長、　　 　　
 　奈良県立医科大学　内科学第二講座　教授）　　 　　

　　1.　全国調査からみた女性医師支援策の現状
　　　　木村　　弘 （日本呼吸器学会　将来計画委員会　委員長、
 　奈良県立医科大学　内科学第二講座　教授）

　　2.　本学における女性医師支援の取り組み
　　　　須崎　康恵 （奈良県立医科大学　女性研究者支援センター「まほろば」支援員、
 　奈良県立医科大学　内科学第二講座　助教）

　　3.　専門病院で女性医師が働き続けるには
　　　　里内美弥子 （兵庫県立がんセンター　呼吸器内科　部長）

　　パネルディスカッション

世話人（日本呼吸器学会近畿支部　理事）
支部長／東田　有智　（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　教授）
理　事／木村　　弘　（奈良県立医科大学　内科学第二講座　教授）
　　　　三嶋　理晃　（京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　教授）

ワーキンググループ（50音順）
有本太一郎　    市川　朋宏　
（京都府立医科大学　呼吸器内科 ）   （和歌山県立医科大学　内科学第三講座）
岡田あすか　    木村　　弘　
（兵庫医科大学　内科学呼吸器・RCU科）  （奈良県立医科大学　内科学第二講座）
佐野　博幸 ［フォーラム事務局長］　  須崎　康恵 　
（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）  （奈良県立医科大学　内科学第二講座） 

鈴木真優美 　    櫨木　暢子 
（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） （神戸大学大学院医学研究科　呼吸器内科学）

長尾　大志    永田　光里 
（滋賀医科大学　呼吸器内科）    （大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学）

平井　豊博
（京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学）

■フォーラムお問い合わせ先　日本呼吸器学会近畿支部　事務局
　〒541-0046　大阪市中央区平野町3-2-13　平野町中央ビル4F　福田商店広告部内
　TEL：06-6231-2725　FAX：06-6231-2805
　E-mail：jrskinki@adfukuda.jp　URL：http://plaza.umin.ac.jp/~kinki/

教育講演
【 第1会場（10F/1003）　13：20～ 17：20 】

1.　COPDのupdate：新治療戦略を考える
座　長：平田　一人 （大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学　教授）
演　者：永井　厚志 （東京女子医科大学　第一内科　教授）

2.　膠原病の間質性肺炎
座　長：林　　清二 （国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　院長）
演　者：槇野　茂樹 （大阪医科大学　第一内科　診療准教授）

3.　肺炎診療の新展開
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：朝野　和典 （大阪大学医学部　感染制御部　教授）

4.　高齢者肺炎に対するワクチン戦略の新展開
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：大石　和徳 （大阪大学微生物病研究所　特任教授）

ランチョンセミナー
【 12：00～ 13：00 】

1.　難治性喘息の病態とその治療
座　長：一ノ瀬正和 （和歌山県立医科大学　内科学第三講座　教授）
演　者：大田　　健 （帝京大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　教授）
共　催：グラクソ・スミスクライン株式会社
会　場：第2会場（10F/1001）

2.　非小細胞肺癌における治療戦略の変化～新ガイドライン改定のポイント～
IV期進行非小細胞肺癌
座　長：中野　孝司 （兵庫医科大学　内科学呼吸器・RCU科　主任教授）
演　者：山本　信之  （静岡県立静岡がんセンター　副院長・呼吸器内科　部長）
共　催：中外製薬株式会社
会　場：第4会場（10F/1004・1005）

3.　慢性咳嗽の病態・診断・治療
座　長：川瀬　一郎 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　院長）
演　者：藤村　政樹  （金沢大学附属病院　呼吸器内科　臨床教授）
共　催：小野薬品工業株式会社
会　場：第5会場（10F/1008）

日　時：平成23年12月3日（土）　10:50～11:50
会　場： 大阪国際会議場　10F/1004・1005  （第 78回 日本呼吸器学会近畿地方会と同時開催）
参加費：無料 ※地方会へご出席の方は、参加費受付にて別途学会参加費（3,000円）をお支払い下さい。
定　員：先着150名（事前申込みなし。当日直接会場へお越し下さい。）

※参加は無料です。お気軽にご参加下さい。
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第　1　会　場
10F/1003

開会の辞（8：55～9：00） 会長　平　田　一　人

閉塞性肺疾患（9：00～9：54） 座長　南　方　良　章
（和歌山県立医科大学　内科学第三講座）

1 ．周術期病状安定化にオマリズマブが有用であった気管支喘息合併COPDの一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○寺田　邦彦，天野　雅史，江原　　淳，安田　一行，辻　　貴宏，中塚　賀也，
　加持　雄介，安田　武洋，橋本　成修，黄　　文禧，羽白　　高，田中　栄作，
　田口　善夫

2．過去5年間に当院にて経験されたDPB症例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○安田　一行，天野　雅史，江原　　淳，辻　　貴宏，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

3．当院におけるバレニクリンを使用した禁煙外来の現状と課題
市立吹田市民病院　呼吸器・アレルギー内科1，同　外科2

○南　　崇史1，宮本　武明1，辻　　文生1，横内　秀起2

4 ．Sleep apnea syndromeでのSAO（ΔN2, CV）の指標とRespiratory disturbance index
（RDI）との関連
橋本市民病院　呼吸器内科1，同　内科2，同　代謝内科3，
近畿大学医学部堺病院　呼吸器・アレルギー内科4，
近畿大学医学部附属病院　呼吸器・アレルギー内科5，橋本市民病院　循環器内科6

○曽根勝真弓1，藤田　悦生1，阪中啓一郎2，河合　　純2，船橋　亮輔2，大星　隆司3，
西川　裕作4，宮嶋　宏之5，久米　裕昭5，東田　有智5，山本　勝廣6

５．胃壁内膵仮性嚢胞から両側胸水をきたした閉塞型睡眠時無呼吸症候群の一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座
○太田　浩世，松田　昌之，茨木　敬博，児山　紀子，山内　基雄，友田　恒一，
　吉川　雅則，木村　　弘

6．ASV（Adaptive Servo Ventilation）が有効であった肥満低換気症候群の1例
明石医療センター　呼吸器内科
○山本梨津子，小澤　一之，梅澤佳乃子，倉本　衣美，吉村　　将，木南　佐織，
　西馬　照明，大西　　尚

アレルギー肺疾患Ⅰ（9：54～10：48） 座長　岩　永　賢　司
（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

7 ．遷延性咳嗽、慢性咳嗽患者の診療所レベルでの受診状況　̶2011年夏季
かわぐち呼吸器内科クリニック
○川口　　俊

8．ブシラミンによる好酸球性胸膜炎の一例
若草第一病院　呼吸器科1，石切生喜病院2

○山田　一宏1，谷澤　伸一1，足立　規子1，白井　敦子1，西田　　達2，増田　大介2，
　藤井　祥貴2 

9 ．健康食品（ミドリムシノチカラ）によると考えられた好酸球性肺炎の一例
国立病院機構姫路医療センター
○田畑　寿子，望月　吉郎，中原　保治，河村　哲治，佐々木　信，岡本　裕子，
　守本　明枝，水守　康之，塚本　宏壮，真弓哲一郎，渡部　悦子，横山　俊秀，
　三村　一行，鏡　　亮吾，勝田　倫子，大西　康貴

10．呼吸器外来における呼気NO測定の有用性の検討
公立八鹿病院　呼吸器科
○山口　耕介，中村　晃史，寺下　　聡，塩田　哲広

11．手品師に発症した鳥飼病の１例
大阪厚生年金病院　内科
○楢林　朋子，田子謙太郎，田中　陽子，佐々木義明

12．呼気 NO （FeNO） 高値を呈し治療により低下したアレルギー性気管支肺アスペルギルス
症 （ABPA） の1例
京都府立医科大学　呼吸器内科
○竹村　佳純，今林　達哉，千原　祐介，伊達　絋二，小山　泰規，田宮　暢代，
　上田　幹雄，有本太一郎，岩崎　吉伸

アレルギー肺疾患Ⅱ（10：48～11：42） 座長　安　場　広　高
（三菱京都病院　呼吸器・アレルギー科）

13．転位気管支に粘液塞栓を認めたアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の一例
済生会吹田病院　呼吸器内科1，奈良県立医科大学　内科学第二講座2

○春成加奈子1，小口　展生1，赤塚沙知子1，村上　伸介1，竹中　英昭1，長　　澄人1，
　熊本　牧子2，木村　　弘2
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14．Mesalazineによる薬剤性肺障害の一例
大阪赤十字病院
○花岡　健司，岡本　菜摘，吉田　真教，長野　宏昭，中川　和彦，中村　保清，
　吉村　千恵，若山　俊明，西坂　泰夫，網谷　良一

15．肺がん検診を契機に発見された薬剤性肺炎の1例
泉大津市立病院　呼吸器内科
○伊東　友好，濱中　裕子，田中　秀典

16．腫瘤様陰影を呈した好酸球性肺炎の一例
天理よろづ相談所病院
○江原　　淳，安田　一行，天野　雅史，辻　　貴宏，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

17．シムビコート導入にて著明に使用量減少できた短期作用型気管支拡張剤（SABA）依存性
気管支喘息の一例
西淀病院1，ファミリークリニックなごみ2

○大野　啓文1，福島　　啓1，大島　民旗2，穐久　英明1

18．関節リウマチに対しトシリズマブ使用中に両肺GGOが出現した1症例
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，石原　享介1，勝山　栄治2

教育講演（13：20～17：20）   
1）COPDのupdate：新治療戦略を考える（13：20～14：20） 
　　　座　長：平田　一人（大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学　教授）
　　　演　者：永井　厚志（東京女子医科大学　第一内科　教授）

2）膠原病の間質性肺炎（14：20～15：20）
　　　座　長：林　　清二（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　院長）
　　　演　者：槇野　茂樹（大阪医科大学　第一内科　診療准教授）

3）肺炎診療の新展開（15：20～16：20）
　　　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：朝野　和典（大阪大学医学部　感染制御部　教授）

4）高齢者肺炎に対するワクチン戦略の新展開（16：20～17：20）
　　　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：大石　和徳（大阪大学微生物病研究所　特任教授）

 

閉会の辞（17：20～17：25） 会長　平　田　一　人

第　2　会　場
10F/1001

腫瘍性疾患Ⅰ（9：00～9：54） 座長　福　岡　和　也
（兵庫医科大学　がんセンター）

19．病理組織学的に紡錘細胞を認めた肺癌2例の比較検討
京都市立病院　呼吸器内科
○瀬戸瑠里子，野溝　　岳，野村奈都子，小林　祐介，張　　孝徳，酒井　茂樹，
　中村　敬哉，江村　正仁

20．骨転移に対し、集学的治療により長期制御された肺腺癌の１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
○永田　光里，吉村　成央，揚塩　文崇，玉垣　学也，小林　大起，中川　直子，
　今橋由美子，梅川加奈子，鈴村　倫弘，渡辺　徹也，一丸　之寿，光岡　茂樹，
　栩野　吉宏，浅井　一久，木村　達郎，鴨井　　博，金澤　　博，工藤　新三，
　平田　一人

21．Metastatic calcifi cation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

○津田　　学1，宮本奈津子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

22．FDG-PETで見逃されRAとして治療された、肺癌に起因する二次性HPO（肺性肥大性骨
関節症）の一例
京都大学医学部　呼吸器内科
○内海　貴裕，金　　永学，奥田　千幸，中谷　香織，冨樫　勝泰，真砂　勝泰，
　三嶋　理晃

23．器質化肺炎との鑑別を要した細気管支肺胞上皮癌の1例
奈良県立奈良病院　呼吸器内科
○藤岡　伸啓，杉村　裕子，長　　敬翁，伊藤　武文，小林　真也，藤原　清宏，
　竹澤　祐一

24．肺小細胞癌の治療中に発症した傍腫瘍症候群の1例
医仁会武田総合病院　呼吸器内科
○深田　寛子，前川　晃一，金星　匡人，池上裕美子　

腫瘍性疾患Ⅱ（9：54～10：48） 座長　櫻　本　　　稔
（田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター）

25．尿崩症を来した肺癌下垂体転移の一例
　　公立八鹿病院　呼吸器科

○中村　晃史，山口　耕介，寺下　　聡，塩田　哲広
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26．5年以上生存した進行非小細胞肺癌症例の検討
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　肺腫瘍内科1，同　外来化学療法科2

○森田沙斗武1，平島　智徳1，森村　　治1，岡藤　浩平1，白山　敬之1，松浦　由佳1，
　田宮　基裕1，森下　直子2，岡本　紀雄1，小林　政司2，川瀬　一郎1

27．EBUS-TBNAにて診断した気管支カルチノイドの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，望月　吉郎，中原　保治，河村　哲治，佐々木　信，岡本　裕子，
　守本　明枝，塚本　宏壮，真弓哲一郎，田畑　寿子，渡部　悦子，横山　俊秀，
　三村　一行，勝田　倫子，鏡　　亮吾，大西　康貴

28．内臓逆位を有する患者における肺腺癌の剖検例
石切生喜病院　呼吸器センター内科
○江口　陽介，晋山　真実，中井　俊之，松井　秀記，野村　奈穂，南　　謙一

29．大腸癌術後3年に出現した左下葉結節の肺生検 （症例報告）
美杉会男山病院　外科1，美杉会佐藤病院　外科2，社会保険滋賀病院　呼吸器外科3

○福田　正順1，清水　謙司1，河合　泰博2，松延　政一3

30．進行肺癌に伴う上大静脈症候群に対して血管内ステント治療が著効した一例
彦根市立病院　呼吸器科1，滋賀医科大学　内科学講座呼吸器内科2

○重森　　度1，月野　光博1，渡邊　勇夫1，内田　泰樹1，山口　将史2，中野　恭幸2，
　長尾　大志2，小熊　哲也2

腫瘍性疾患Ⅲ（10：48～11：42） 座長　中　谷　光　一
（滋賀県立成人病センター　呼吸器内科）

31．Bf-NAVIとLung Point両者で仮想気管支鏡ナビゲーションを作成した2症例の検討
公立八鹿病院　呼吸器科
○寺下　　聡，中村　晃史，山口　耕介，塩田　哲広

32．多種抗癌剤抵抗性進行性肺癌に対する抗癌剤動注－塞栓治療（TAI）の予後への影響
岸和田盈進会病院
○国定　慶太，石川　秀雄，高藤　　淳，中谷　幸造

33．食道狭窄をきたした肺粘表皮癌の1例
彦根市立病院　呼吸器科
○月野　光博，渡邊　勇夫，内田　泰樹，重森　　度，林　　栄一

34．ゲフィチニブが奏功した脈絡膜転移を伴う原発性肺腺癌の一例
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

○小山　美鳥1，木村　研吾1，松本　佑介1，狛　　泰子1，福光　研介1，松岡　弘典1，
吉松　昭和1，中島　成泰1，桝屋　大輝1，鈴木雄二郎1，安積　　淳2

35．Lambert-Eaton症候群に合併した原発巣不明の小細胞肺癌の一例
神鋼病院　呼吸器センター
○福光　研介，木村　研吾，松本　佑介，小山　美鳥，狛　　泰子，中島　成泰，
　松岡　弘典，桝屋　大輝，吉松　昭和，鈴木雄二郎

36．EBUS-GS法が診断に有用であったIA期小細胞肺癌の一例
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　肺腫瘍内科
○森村　　治，岡本　紀雄，森田沙斗武，白山　敬之，岡藤　浩平，田宮　基裕，
　松浦　由佳，森下　直子，鈴木　秀和，小林　政司，平島　智徳，川瀬　一郎

腫瘍性疾患Ⅳ（13：30～14：24） 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）

37．ゲフィチニブ治療後耐性例に対しドセタキセル併用ゲフィチニブ療法で再び奏功した進
行肺腺癌の一例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科
○直木　陽子，田宮　朗裕，竹内奈緒子，金津　正樹，蓑毛祥次郎，三森　友靖，
　沖塩　協一，浅見　和弘，安宅　信二，川口　知哉

38．化学放射線治療にて尿蛋白の減少を認めたネフローゼ症候群合併肺癌の一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座1，同　看護学科　臨床病態医学2，
同　病理病態学講座3，同　内科学第一講座4

○新田　祐子1，山本　佳史1，本津　茂人1，藤田　幸男1，児山　紀子1，山内　基雄1，
　須崎　康恵1，友田　恒一1，吉川　雅則1，木村　　弘1，濱田　　薫2，中谷　公彦3，
鮫島　謙一4

39．AFP産生肺癌の一例
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，田口　善夫1，田中　栄作1，羽白　　高1，黄　　文禧1，寺田　邦彦1，
　橋本　成修1，加持　雄介1，中塚　賀也1，辻　　貴宏1，安田　一行1，江原　　淳1，
天野　雅史1，中川　達雄2，徳永　義昌2，小橋陽一郎3，本庄　　原3

40．肺小細胞癌による卵巣転移の１例
市立岸和田市民病院　呼吸器科1，同　呼吸器外科2

○樋上　雄一1，寺西　　敬1，出原　裕美1，小林　岳彦1，古下　義彦1，丸毛　　聡1，
　三浦　幸樹2，川島　正裕2，加藤　元一1

41．EGFR遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　放射線部2，同　病理部3

○橋本　成修1，田中　栄作1，羽白　　高1，黄　　文禧1，寺田　邦彦1，安田　武洋1，
　加持　雄介1，中塚　賀也1，辻　　貴宏1，江原　　淳1，安田　一行1，天野　雅史1，
　田口　善夫1，野間　恵之2，小橋陽一郎3
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42．ペメトレキセドによる二次化学療法を長期投与した肺腺癌の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　呼吸器外科3，
同　病院病理部4

○堀尾　大介1，山田　秀哉1，田端　千春1，前田　理沙1，寺田　貴普1，平山　倫子1，
　柴田　英輔1，金村　晋吾1，大桑　久弥1，神谷　　瞳1，本田　実紀1，大搗泰一郎1，
　岡田あすか1，村上　亜紀1，田村　邦宣1，中野　孝司1，福岡　和也2，長谷川誠紀3，
塚本　吉胤4，廣田　誠一4

腫瘍性疾患Ⅴ（14：24～15：18） 座長　浦　田　佳　子
（兵庫県立がんセンター　呼吸器内科）

43．両側腎転移による腎不全を呈した小細胞肺癌の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○加持　雄介，安田　一行，天野　雅史，辻　　貴宏，江原　　淳，中塚　賀也，
　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

44．上下部の内視鏡検査で診断がつかず突然の腹痛で発見された肺癌小腸転移、腸穿孔の一例
大阪医科大学　第一内科1，近畿大学医学部　腫瘍内科2，
大阪医科大学　一般・消化器外科3

○池田宗一郎1，平田　結衣1，榛葉　　卓1，松永　仁綜1，鶴岡健二郎1，吉田　修平1，
　田村　洋輔1，川口　哲史1，築家　直樹1，辻　　洋志1，今西　将史1，坂東　園子1，
　玉舎　　学1，藤田　一彦1，高須太三郎1，後藤　　功1，花房　俊昭1，藤阪　保仁2，
住吉　一浩3，野原　丈裕3

45．GemcitabineとBevacizumabの併用化学療法中に血栓性血小板減少性紫斑病を発症した
肺大細胞癌の一症例
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
○西嶌　　悠，平田　陽彦，木田　　博，大谷　安司，高橋　　良，井上　幸治，
　長友　　泉，武田　吉人，木島　貴志，立花　　功，熊ノ郷　淳

46．Gefi tinib内服下で増悪した癌性髄膜炎に対し、erlotinibが著効した一症例
京都大学医学部附属病院　呼吸器内科
○濱谷　康弘，山口　神奈，冨樫　庸介，真砂　勝泰，金　　永学，三嶋　理晃

47．カルボプラチン＋ペメトレキセドによる化学療法施行中に骨髄浸潤を来した肺腺癌の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

○神谷　　瞳1，岡田あすか1，福岡　和也2，柴田　英輔1，金村　晋吾1，本田　実紀1，
大桑　久弥1，前田　理沙1，大搗泰一郎1，寺田　貴普1，平山　倫子1，村上　亜紀1，
山田　秀哉1，田村　邦宜1，田端　千春1，中野　孝司1

48．超高齢者非小細胞癌に対する単剤化学療法とBSCとの比較
松下記念病院　呼吸器科
○朴　　将源，笠松　　悠，吉野谷清和，角谷　昌弘，笠松　美宏

腫瘍性疾患Ⅵ（15：18～16：12） 座長　小　牟　田　清
（大阪警察病院　呼吸器内科）

49．肺機能検査異常が発見の契機となった腺様嚢胞癌の一例
京都第一赤十字病院　呼吸器科1，同　呼吸器外科2

○塩津　伸介1，高田　真衣1，村西　佑介2，荻野　浩嗣1，長谷川浩一1，内匠千恵子1，
　上島　康生2，大野　聖子1，平岡　範也1

50．肺病変を伴い診断に苦慮したホジキンリンパ腫の一例
明石医療センター　呼吸器内科1，兵庫県立がんセンター　血液内科2

○梅澤佳乃子1，堂國　良太1，櫻井　綾子1，倉本　衣美1，吉村　　将1，木南　佐織1，
　西馬　照明1，大西　　尚1，五明　広志2

51．小細胞肺癌脳転移巣に対するドレナージ術及びOmmaya reservoir留置術が成功した
2症例の検討
大阪警察病院　呼吸器科
○木庭　太郎，濱口　眞成，竹内　美子，仲谷　健史，南　　誠剛，緒方　嘉隆，
　山本　　傑，小牟田　清

52．間質性陰影をきたし治療に反応せず急速に呼吸不全が進行した一例
大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学1，育和会記念病院2

○揚塩　文崇1，澤　　兼士1，浅井　一久1，玉垣　学也1，小林　大起1，中川　直子1，
今橋由美子1，梅川加奈子1，鈴村　倫弘1，渡辺　徹也1，一丸　之寿1，光岡　茂樹1，
栩野　吉弘1，木村　達郎1，鴨井　　博1，金澤　　博1，工藤　新三1，栗原　直嗣2，
平田　一人1

53．局所麻酔下胸腔鏡検査により腫瘍細胞の胸膜浸潤を確認したリンパ形質細胞性リンパ腫の１例
公立八鹿病院　呼吸器科
○中村　晃史，寺下　　聡，山口　耕介，塩田　哲広

54．早期診断にて化学療法を導入できた膵癌合併pulmonary tumor thrombotic 
microangiopathy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

○田中　広祐1，川村　卓久1，玉井　浩二1，竹下　純平1，松本　　健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，富井　啓介1，
今井　幸弘2
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結核Ⅰ（9：00 ～ 9：54） 座長　森　　　雅　秀
（国立病院機構刀根山病院　呼吸器内科）

55．胸水非貯留例の局所麻酔下胸腔鏡検査で偶然診断された結核性胸膜炎の 1例
公立八鹿病院　呼吸器科
○寺下　　聡，中村　晃史，山口　耕介，塩田　哲広

56．真性皮膚結核の一例
姫路聖マリア病院　内科1，同　皮膚科2

○水野　翔馬1，塩見　耕平1，太田　誠介1，松村　　正1，岸本　信康1，多田　祥子2，
　眞部　恵子2

57．非結核性抗酸菌症を同時合併した肺結核治療症例の検討
喜望会谷向病院　呼吸器科
○坪田　典之，谷　　靖彦

58．頚部結核性リンパ節炎と鑑別を要した菊池病の 1例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　外科2，同　臨床検査科3

○倉原　　優1，松村　晃秀2，橘　　和延1，露口　一成1，鈴木　克洋1，清水　重喜3，
　北市　正則3，林　　清二1

59．救急外来を経由して入院となった肺結核症例の検討
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科
○金子　正博，藤井　　宏，関谷　怜奈，山下　修司，金田　俊彦，木田　陽子，
　西尾　智尋，冨岡　洋海

60．肺結核を疑った患者に対する気管支鏡検査の妥当性に関する検討
愛仁会高槻病院　内科
○竹中かおり，杉村　春佳，川口　智美，城谷　知彦，竹中　和弘

結核Ⅱ（9：54 ～ 10：48） 座長　白　石　　　訓
（大阪市立十三市民病院　呼吸器内科）

61．神戸市での結核患者支援における医療機関と保健所との連携
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，伊地智昭浩2，
　有川健太郎3， 中西　典子3，岩本　朋忠3

62．両頸部リンパ節結核、骨結核を合併した肺結核の 1例
国立病院機構刀根山病院　呼吸器腫瘍内科
○各務　慎一，森　　雅秀，灘波　良信，矢野　幸洋，新中　　学，米田　　勉，
　木村　裕美，岡田　達也，山口　俊彦，横田総一郎

63．当院で経験した気管支結核症例の検討
神鋼病院　呼吸器センター
○木村　研吾，鈴木雄二郎，松本　佑介，小山　美鳥，狛　　泰子，福光　研介，
　松岡　弘典，吉松　昭和，中島　成泰，桝屋　大輝 

64．イレウスで発症した脊椎カリエスの一例
国立病院機構奈良医療センター　内科1，同　整形外科2，奈良県立医科大学　放射線科3

○田村　　緑1，田中小百合1，芳野　詠子1，久下　　隆1，玉置　伸二1，岡村　英生1，
田村　猛夏1，森下　　亨2，三浦　幸子3

65．マイコプラズマ肺炎との鑑別を要した肺結核症の一例
神戸赤十字病院　呼吸器内科1，同　内科2

○杉本　啓介1，秋泉　春樹1，伊賀真紀子2，横山　祐二2，上田　裕介2，國定　浩一2，
藤井　昌学1，梶本　和宏1

66．結核病床のない地域中核病院におけるDOTSの現状
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，玉井　浩二，川村　卓久，門田　和也，松本　　健，竹下　純平，
　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

非結核性抗酸菌（10：48 ～ 11：51） 座長　杉　田　孝　和
（日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器科）

67．悪性腫瘍治療経過中に増悪を認めた肺MAC症の 2例
医仁会武田総合病院
○藤田　浩平，前川　晃一，深田　寛子，池上裕美子

68．Mycobacterium aviumによる頸部リンパ節炎
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科1，同　耳鼻咽喉科2

○池上　達義1，多木　誠人1，村瀬　博紀1，杉尾　裕美1，古田健二郎1，中治　仁志1，
　森田　恭平1，杉田　孝和1，堀川　禎夫1，西山　秀樹1，鈴木　千晶2

69．劇症型を示したMycobacterium abscessus 肺炎の一例
済生会野江病院
○田嶋　範之，馬場希一郎，八木　由生，伊藤　　力，山岡　新八
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70．非喫煙若年女性患者に発症したMycobacterium xenopi 肺感染症の 1切除例
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　研究検査科3，
同　外科4

○三森　友靖1，露口　一成2，吉田志緒美2，北市　正則3，鈴木　克洋1，松村　晃秀4，
　林　　清二1

71．多量の喀痰と咳を呈した肺カンサシ症の 1例
淀川キリスト教病院
○柳生　恭子，藤原　　寛，紙森　隆雄，大谷賢一郎，新村　直子，井尻　尚樹，
　吉田　多恵，高田　宗武，加地　政秀，水口真二郎

72．非結核性抗酸菌症の再治療導入翌日に著明な血小板減少を来たした一例
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症内科1，
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター2

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

73．肺炎様の浸潤影を呈した非結核性抗酸菌症の一例
兵庫医科大学　内科学呼吸器・RCU科1，同　がんセンター2，同　病院病理部3

○寺田　貴普1，前田　理沙1，金村　晋吾1，柴田　英輔1，本田　実紀1，神谷　　瞳1，
　大桑　久弥1，大搗泰一郎1，三上　浩司1，野木　佳孝1，平山　倫子1，岡田あすか1，
村上　亜紀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，
塚本　吉胤3，廣田　誠一3

胸膜・縦隔疾患Ⅰ（13：30 ～ 14：24） 座長　南　　　謙　一
（石切生喜病院　呼吸器内科）

74．感染性大動脈瘤と鑑別を要した悪性胸膜中皮腫の一例
愛仁会高槻病院　呼吸器内科1，同　循環器内科2

○川口　智美1，竹中かおり1，杉村　春佳1，城谷　知彦1，竹中　和弘1，清水　木綿2，
　村井　直樹2，中島　健爾2，清水　洋志2，高岡　秀幸2

75．膿胸関連リンパ腫の一例
神戸市立医療センター中央市民病院
○中川　　淳，玉井　浩二，川村　卓久，松本　　健，門田　和也，竹下　純平，
　田中　広祐，永田　一真，大塚今日子，立川　　良，大塚浩二郎，富井　啓介

76．胸水貯留症例に対するベバシズマブを含んだ化学療法の検討
兵庫県立がんセンター　呼吸器内科
○福正　りさ，里内美弥子，奥野　恵子，服部　剛弘，島田天美子，浦田　佳子，
　根来　俊一

77．サルコイドーシスとシェーグレン症候群の関与が疑われた胸水貯留の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　臨床病理科2

○大塚浩二郎1，立川　　良1，中川　　淳1，大塚今日子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，川村　卓久1，玉井　浩二1，片上　信之1，
富井　啓介1，今井　幸弘2

78．乳糜胸を合併したサルコイドーシスの一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座1，奈良県立医科大学附属病院　リウマチセンター2

○松田　昌之1，太田　浩世1，児山　紀子1，玉置　伸二1，友田　恒一1，吉川　雅則1，
藤本　　隆2，木村　　弘1

79．各種気管支充填術無効の肺癌続発難治性気胸に対しヒストアクリル気管支内注入が奏功
した１例
方佑会植木病院　呼吸器内科1，同　外科2

○岡崎　　浩1，植木　孝浩2

胸膜・縦隔疾患Ⅱ（14：24 ～ 15：18） 座長　 長　尾　大　志
（滋賀医科大学　呼吸器内科）

80．胸腔内悪性黒色腫の稀な１例
兵庫医科大学　内科学呼吸器・RCU科1，同　病理学分子病理部門2，
同　病院病理部3

○大桑　久弥1，柴田　英輔1，金村　晋吾1，神谷　　瞳1，本田　実紀1，大搗泰一郎1，
前田　理沙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，
田村　邦宣1，福岡　和也1，田端　千春1，中野　孝司1，鳥井　郁子2，辻村　　亨2，
塚本　吉胤3，廣田　誠一3

81．primary eff usion lymphoma の一例
国立病院機構姫路医療センター　内科1，同　血液内科2，同　病理3

○塚本　宏壮1，大西　康貴1，鏡　　亮吾1，三村　一行1，勝田　倫子1，岡本　裕子1，
水守　康之1，横山　俊秀1，渡部　悦子1，田畑　寿子1，真弓哲一郎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，日下　輝俊2，三村　六郎3

82．神経線維腫症 1型に合併した縦隔原発の悪性末梢神経鞘腫瘍（MPNST）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，
同　外科3，同　臨床検査科4

○山本　聡美1，坂本　鉄基3，川口　知哉1，沖塩　協一2，安宅　信二2，内海　朝喜3，
尹　　亨彦3，清水　重喜4，北市　正則4，松村　晃秀3，林　　清二1
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83．左胸水貯留を認め、IgG4 関連疾患・結核性胸膜炎との鑑別に苦慮した、リンパ形質細
胞性リンパ腫の 1例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター1，同　臨床病理部2

○井上　大生1，石島見佳子1，北島　尚昌1，松木　隆典1，高松　和史1，糸谷　　涼1，
　石床　　学1，鈴木　進子1，竹村　昌也1，櫻本　　稔1，福井　基成1，弓場　吉哲2

84．膵管胸腔瘻を確認し得た膵性胸水の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，望月　吉郎，中原　保治，河村　哲治，佐々木　信，岡本　裕子，
　塚本　宏壮，水守　康之，真弓哲一郎，田畑　寿子，渡部　悦子，横山　俊秀，
　三村　一行，勝田　倫子，鏡　　亮吾，大西　康貴

85．組織学的に中皮腫が否定され良性石綿胸水にて経過 2年後、悪性中皮腫が発症した 1例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　外科2，同　臨床検査科3

○中尾　桂子1，杉本　親寿1，浅見　和弘1，阪口　全宏2，川口　知哉1，北市　正則3，
　安宅　信二1，林　　清二1

胸膜・縦隔疾患Ⅲ（15：18 ～ 16：12） 座長　上　田　哲　也
（大阪府済生会中津病院　呼吸器内科）

86．当院における局所麻酔下胸腔鏡検査の検討
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　肺腫瘍内科
○岡藤　浩平，岡本　紀雄，鈴木　秀和，田宮　基裕，松浦　由佳，白山　敬之，
　森村　　治，森田沙斗武，森下　直子，小林　政司，平島　智徳

87．気胸・胸水を契機に発見された悪性胸膜中皮腫の 1症例
京都桂病院　呼吸器センター呼吸器内科1，　同　呼吸器センター呼吸器外科2，
同　病理診断科3，
京都大学大学院医学研究科　呼吸管理睡眠制御学4

○西村　知子1，吉田　博徳1，山藤　　緑1，春名　　茜1，市川　靖子1，西村　尚志1，
　大畑　惠資2，寺田　泰二2，安原裕美子3，小賀　　徹4

88．当院におけるEBUS-TBNA施行症例の検討
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，平島　智徳，小林　政司，岡本　紀雄，鈴木　秀和，森下　直子，
　田宮　基裕，松浦　由佳，岡藤　浩平，森村　　治，森田沙斗武

89．粟粒様肺転移をきたした悪性中皮腫の 1例
大阪市立大学医学部附属病院　呼吸器内科1，同　放射線科2，同　呼吸器外科3

○中島　杏奈1，渡辺　徹也1，鴨井　　博1，金澤　　博1，工藤　新三1，平田　一人1，
　下野　太郎2，泉　　信博3，永野　晃史3，西山　典利3

90．縦隔類皮嚢腫との鑑別を要した type B2 thymoma の一例
淀川キリスト教病院　呼吸器センター1，同　放射線科2，同　総合内科3，同　病理科4

○加地　政秀1，水口真二郎1，高田　宗武1，森田　倫世1，吉田　也恵1，井尻　尚樹1，
　鍋谷大二郎1，新村　直子1，大谷賢一郎1，柳生　恭子1，紙森　隆雄1，藤原　　寛1，
　吉村　博英2，三木　豊和3，寺村　一裕4

91．診断に苦慮したMeigs 症候群の 1例
市立岸和田市民病院　呼吸器科1，同　呼吸器外科2，生長会府中病院　婦人科3

○阪口　正洋1，樋上　雄一1，寺西　　敬1，出原　裕美1，小林　岳彦1，古下　義彦1，
　丸毛　　聡1，三浦　幸樹2，川島　正裕2，加藤　元一1，森岡　朋子3
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第　4　会　場
10F/1004・1005

急性呼吸不全・ARDS（13：30～14：24） 座長　石　原　英　樹
（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　呼吸器科）

92．ARDSを呈した粟粒結核の若年男性の 1例
淀川キリスト教病院　呼吸器センター1，同　集中治療科2

○新村　直子1，森田　倫世1，吉田　也恵1，高田　宗武1，井尻　尚樹1，鍋谷大二郎1，
　水口真二郎1，大谷賢一郎1，柳生　恭子1，加地　政秀1，紙森　隆雄1，藤原　　寛1，
　三木　豊和2

93．人工呼吸管理を必要とする好酸球性肺炎を呈した、トキソカラ症の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科
○多木　誠人，村瀬　博紀，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　禎夫，西山　秀樹

94．人工呼吸器管理を要した器質化肺炎の一例
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，同　放射線科4

○廣岡　亜矢1，杉本　親寿1，新井　　徹1，園延　尚子1，竹内奈緒子1，庄田　武司1，
香川　智子1，井上　　康1，西山　明秀1，北市　正則3，審良　正則4，林　　清二1，
井上　義一2

95．エベロリムスによる薬剤性肺障害の 2例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　泌尿器科2

○永田　一真1，松本　　健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，大塚今日子1，中川　　淳1，立川　　良1，大塚浩二郎1，富井　啓介1，
川喜田睦司2

96．塩素ガス吸入による急性肺障害の 1例
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科
○深井　有美，忌部　　周，佐藤　隆司，沖本　奈美，綿谷奈々瀬，塚本　敬造，
　宮嶋　宏之，山藤　啓史，市橋　秀夫，佐野安希子，牧野　　靖，西山　　理，
　山縣　俊之，佐野　博幸，岩永　賢司，東本　有司，中島　宏和，富田　桂公，
　久米　裕昭，東田　有智

97．ボルテゾミブによる薬剤性肺障害が疑われた一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科1，同　免疫血液内科2

○川村　卓久1，永田　一真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，大塚今日子1，立川　　良1，中川　　淳1，大塚浩二郎1，富井　啓介1，
石川　隆之2

原因不明の疾患（14：24～15：18） 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）

98．非結核性抗酸菌症に合併したANCA関連血管炎の一例
和歌山県立医科大学　内科学第三講座
○神田　佳典，小荒井　晃，平野　綱彦，菊池　崇史，金井　一修，安藤真理子，
　杉浦　久敏，松永　和人，南方　良章，一ノ瀬正和

99．肺非結核性抗酸菌症経過中に発症したWegener 肉芽腫症の１例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○玉井　浩二，川村　卓久，松本　　健，門田　和也，竹下　純平，田中　広祐，
　永田　一真，大塚今日子，中川　　淳，立川　　良，大塚浩二郎，富井　啓介

100．急性呼吸不全を呈した肺サルコイドーシスの一例
和泉市立病院　呼吸器内科
○佐藤佳奈子，星　　　晋，藤本　寛樹，松下　晴彦

101．サルコイドーシス悪性腫瘍合併症例の検討、大阪地区症例中心
宝塚市立病院　呼吸器内科1，愛染橋病院　内科2，
大阪大学　呼吸器・免疫アレルギー内科3，
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科4

○竹中　雅彦1，立花　暉夫2，立花　　功3，井上　義一4，林　　清二4

102．C-ANCA陰性、P-ANCA陽性を呈したWegener 肉芽腫症の一例
済生会吹田病院　呼吸器内科
○村上　伸介，春成加奈子，赤塚沙知子，小口　展生，竹中　英昭，長　　澄人

103．胸腔内結石の一例
大阪府済生会野江病院　呼吸器外科
○中川　正嗣，寺町　政美

全身性疾患に伴う肺病変（15：18～16：21） 座長　少　路　誠　一
（大阪市立総合医療センター　呼吸器内科）

104．末梢神経障害に対し IVIG を用いた好酸球性肺炎を伴うChurg-Strauss 症候群の一例
市立枚方市民病院　内科
○石田　貴昭，大上　隆彦，
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105．気道病変を認めたチャーグストラウス症候群の一例
和歌山県立医科大学附属病院　内科学第三講座1，同　皮膚科学講座2，
同　臨床検査医学3

○江川亜早子1，平野　綱彦1，池田　高治2，中村　靖司3，南方　良章1，松永　和人1，
杉浦　久敏1，中西　正典1，小荒井　晃1，赤松啓一郎1，市川　朋宏1，古川加奈子1

菊池　崇史1，平松　政高1，川端　宏樹1，安藤真理子1，金井　一修1，一ノ瀬正和1

106．強膜炎が診断の契機となったMPO-ANCA陽性のWegener 肉芽腫の一例
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科1，同　腎臓内科2，同　病理科3

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

107．シェーグレン症候群に合併した肺アミロイドーシスの一例
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

○沖本　奈美1，西山　　理1，綿谷奈々瀬1，深井　有美1，宮嶋　宏之1，忌部　　周1，
山藤　啓史1，塚本　敬造1，市橋　秀夫1，牧野　　靖1，佐野安希子1，佐藤　隆司1，
山縣　俊之2，佐野　博幸1，岩永　賢司1，東本　有司1，中島　宏和1，冨田　桂公1，
久米　裕昭1，東田　有智1

108．眼痛・強膜炎にて発症したWegener 肉芽腫症の一例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科1，同　リウマチ科2，同　病理部3

○鏡　　亮吾1，大西　康貴1，勝田　倫子1，三村　一行1，渡部　悦子1，横山　俊秀1，
田畑　寿子1，真弓哲一郎1，塚本　宏壮1，水守　康之1，守本　明枝1，岡本　裕子1，
佐々木　信1，河村　哲治1，中原　保治1，望月　吉郎1，岡本　　享2，三村　六郎3

109．多発嚢胞性肺病変を示したシェーグレン症候群の 2症例
関西電力病院　呼吸器内科
○草田　詩恵，澤田　宗生，竹嶋　　好，玉置建一郎，久保　嘉朗

110．両側胸水貯留により発症したANCA関連血管炎の一例
淀川キリスト教病院　呼吸器センター1，同　腎臓内科2，同　総合内科3

○吉田　也恵1，藤原　　寛1，紙森　隆雄1，柳生　恭子1，大谷賢一郎1，新村　直子1，
鍋谷大二郎1，井尻　尚樹1，高田　宗武1，森田　倫世1，加地　政秀1，水口真二郎1，
吉田　俊子2，三木　豊和3

第　5　会　場
10F/1008

呼吸器感染症Ⅰ（9：00～9：54） 座長　加　藤　元　一
（市立岸和田市民病院　呼吸器アレルギー科）

111．アスペルギルスによる感染性肺嚢胞の１例
ベルランド総合病院　呼吸器内科
○稲田　祐也，後藤　充晴，吉本　直樹，千葉　玲哉，梅田　喜亮，真本　卓司，
　畠中　章五，梁　　尚志

112．慢性壊死性肺アスペルギルス症（CNPA）の 3剖検例
̶アスペルギルスの肺組織侵入について̶ 
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

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

113．当科に入院した糖尿病合併肺炎症例の検討
神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科1，同　糖尿病内分泌内科2 
○平田　　悠1，冨岡　洋海1，山下　修司1，関谷　怜奈1，金田　俊彦1，木田　陽子1，
西尾　智尋1，金子　正博1，藤井　　宏1，中村　武寛2

114．無症状で検診にて発見された肺放線菌症の一例
公立八鹿病院　呼吸器科
○塩田　哲広，中村　晃史，山口　耕介，寺下　　聡

115．肺炎球菌肺炎における喀痰中抗原迅速検出キットの意義
公立八鹿病院　呼吸器科
○山口　耕介，中村　晃史，寺下　　聡，塩田　哲広

116．気管支鏡にて診断した肺放線菌症の１例
神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科
○徳永俊太郎，日下部祥人，畠山由記久，河　　良崇，新家　治子，田村　大介，
　石川結美子，櫨木　暢子，立原　素子，笠井　大介，坂下　明大，小林　和幸，
　船田　泰弘，小谷　義一，西村　善博

呼吸器感染症Ⅱ（9：54 ～ 10：48） 座長　宮　良　高　維
（関西医科大学　内科学第一講座）

117．敗血症性肺塞栓症の 2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



─ 26 ─ ─ 27 ─

118．Aeromnas　Hydrophila による重症肺炎、敗血症性ショックから救命しえた一例
大阪厚生年金病院　内科
○桝本恵理子，藤田　千尋，楢林　朋子，田子謙太郎，田中　陽子，佐々木義明

119．SLE加療中に発症し、診断に難渋した侵襲性肺アスペルギルス症の 1例
和歌山県立医科大学附属病院　第三内科
○平松　政高，中西　正典，安藤真理子，金井　一修，森下友紀子，川端　宏樹，
　菊池　崇史，神田　匡兄，古川加奈子，市川　朋宏，小荒井　晃，赤松啓一郎，
　平野　綱彦，杉浦　久敏，松永　和人，南方　良章，一ノ瀬正和

120．非小細胞肺癌の治療中に発症したサイトメガロウイルス肺炎の１例
京都府立医科大学　呼吸器内科
○佐川　友哉，千原　佑介，今林　達哉，伊達　紘二，小山　泰規，田宮　暢代，
　竹村　佳純，河野　能士，上田　幹雄，有本太一郎，岩崎　吉伸

121．リツキシマブを含む化学療法により寛解 1年 10 か月後に発症したニューモシスチス肺
炎の一例
市立池田病院　呼吸器内科1，同　血液内科2

○福井　崇之1，高瀬　直人1，白井　佐和1，田幡江利子1，芥川　　茂1，橋本　重樹1，
片岡　良久2

122．Streptococcus mutans による Septic pulmonary embolism と考えられた 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2

○辻　　泰佑1，露口　一成2，倉原　　優1，後藤　孝吉1，三森　友晴1，佐々木由美子1，
橘　　和延1，井上　義一2，鈴木　克洋1，林　　清二1

呼吸器感染症Ⅲ（10：48 ～ 11：42） 座長　閔　　　庚　燁
（市立伊丹病院　呼吸器内科）

123．多発空洞影を認めた侵襲性肺アスペルギルス症の一例
和泉市立病院　呼吸器内科
○佐藤佳奈子，星　　　晋，藤本　寛樹，松下　晴彦

124．関節リウマチ治療中に多発結節の増大と空洞形成を呈した肺クリプトコッカス症の１例
済生会吹田病院　呼吸器内科
○小口　展生，竹中　英昭，春成加奈子，赤塚沙知子，村上　伸介，長　　澄人

125．レジオネラ肺炎に肺炎球菌性肺炎を合併した一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○天野　雅史，安田　一行，江原　　淳，辻　　貴宏，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

126．アジスロマイシン耐性が疑われたマイコプラズマ肺炎の２例
市立堺病院　呼吸器内科
○西田　幸司，佐々木真一，伊木れい佳，西江　健一，三宅浩太郎，大田　加与，
　郷間　　厳，大成　功一
　

127．非典型薬剤性過敏症症候群との関連が疑われた透析患者に生じたCMV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　臨床病理科2

○松本　　健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，立川　　良1，中川　　淳1，大塚浩二郎1，富井　啓介1，
　今井　幸弘2

128．慢性好酸球性肺炎に対するステロイド加療後、吸入ステロイド加療中に発症した気管
アスペルギルス症の１症例
大阪警察病院　呼吸器内科
○矢賀　　元，竹内　美子，木庭　太郎，濱口　眞成，仲谷　健史，南　　誠剛，
　緒方　嘉隆，山本　　傑，小牟田　清

呼吸器感染症Ⅳ（13：30 ～ 14：24） 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）

129．Pancoast 症候群を伴うようになった肺アスペルギルス症の 1例報告
市立岸和田市民病院　呼吸器アレルギー科1，同　呼吸器外科2

○小林　岳彦1，寺西　　敬1，樋上　雄一1，古下　義彦1，丸毛　　聡1，出原　裕美1，
三浦　幸樹2，川島　正裕2，加藤　元一1

130．Reversed halo sign を呈した侵襲性肺アスペルギルス症の 1例
先端医療センター　総合腫瘍科1，同　細胞治療科2

○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，
橋本　尚子2，

131．炭酸ランタン水和物誤嚥の関与が疑われた大葉性肺炎の一例
田附興風会医学研究所北野病院
○北島　尚昌，松木　隆典，石島見佳子，井上　大生，高松　和史，糸谷　　涼，
　石床　　学，鈴木　進子，竹村　昌也，櫻本　　稔，福井　基成

132．気管支カルチノイドにクリプトコッカス症を合併した一例
兵庫県立加古川医療センター　呼吸器内科
○富田菜々子，河野　祐子，土屋　貴昭

133．人工透析治療患者に発症したクリプトコッカス性胸膜炎の一例
大阪医科大学附属病院　呼吸器内科1，箕面病院2

○坂東　園子1，松永　仁綜1，鶴岡健二郎1，吉田　修平1，今西　将史1，辻　　　洋1，
藤田　一彦1，高須太三郎2，池田宗一郎1，後藤　　功1，花房　俊明1
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134．肺多型癌術後の脳転移再発に対する gefi tinib 投与 3週後に pneumocystis 肺炎の合併
と考えられた１例
国立病院機構刀根山病院　呼吸器腫瘍内科1，同　呼吸器外科2

○森　　雅秀1，各務　慎一1，新中　　学1，灘波　良信1，矢野　幸洋1，米田　　勉1，
　木村　裕美1，岡田　達也1，山口　俊彦1，横田総一郎1，楠本　英則2，前田　　元2

肺循環障害（14：24～15：18） 座長　友　田　恒　一
（奈良県立医科大学　内科学第二講座）

135．門脈肺高血圧症にAmbrisentan を使用した一例
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

○中濱　賢治1，津田　　学1，宮本奈津子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

136．慢性気胸の脱気後に発症した再膨張性肺水腫の１例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科
○二見　真史，倉原　　優，橘　　和延，林　　清二

137．リピオドールによる子宮卵管造影後に肺塞栓症を生じた１例
大津赤十字病院　呼吸器科1，同　産婦人科2

○高橋　憲一1，上田　　匡2，嶋　　一樹1，濱川　瑶子1，金田　祥平1，野口　　進1，
森山あかり1，豊　洋次郎1，片倉　浩理1，越山　雅文2，山中　　晃1，酒井　直樹1

138．COPDに合併した肺動脈性肺高血圧症の一例
奈良県立医科大学　内科学第二講座1，奈良県立奈良病院　呼吸器内科2

○才川真理子1，中村　篤宏1，太田　浩世1，伊藤　武文2，山本　佳史1，山内　基雄1，
友田　恒一1，吉川　雅則1，木村　　弘1

139．肺血流シンチグラムにより診断に至った肝肺症候群の一例
滋賀医科大学　内科学講座　呼吸器内科
○児玉　浩志，龍神　　慶，中川　雅登，坂下　拓人，神田　理恵，福永健太郎，
　和田　　広，伊藤まさみ，小熊　哲也，山口　将史，長尾　大志，小川恵美子，
　中野　恭幸

140．気管支拡張症に合併した縦隔型気管支動脈瘤の一例
和泉市立病院　呼吸器内科
○星　　　晋，佐藤佳奈子，藤本　寛樹，松下　晴彦

気道疾患（15：18～16：12） 座長　長谷川　吉　則 
（大阪府済生会中津病院　呼吸器内科）

141．消化器用把持鉗子を用いて除去した気管支異物の 2症例
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　呼吸器・アレルギー内科2

○大和　寛幸1，藤原　亮介1，田村　光信1，澤口博千代1，村木　正人1，東田　有智2

142．甲状腺未分化癌による気管狭窄にUltrafl ex stent が奏功した 1例
公立八鹿病院　呼吸器科
○塩田　哲広，中村　晃史，山口　耕介，寺下　　聡

143．ヘアサロンからの帰途救急搬送され、人工呼吸管理を要し皮下・縦隔気腫を生じるも
救命しえた一例
大阪厚生年金病院　内科
○窪田　慶一，楢林　朋子，田子謙太郎，田中　陽子，佐々木義明

144．喀血を繰り返した魚骨による気道異物の一例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科
○大町　直樹，小橋　保夫，杉本　親寿，西山　明秀，橘　　和延，露口　一成，
　新井　　徹，川口　知哉，井上　義一，林　　清二

145．びまん性汎細気管支炎に悪性リンパ腫を合併した 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，河村　哲治，大西　康貴，鏡　　亮吾，勝田　倫子，三村　一行，
　渡部　悦子，田畑　寿子，真弓哲一郎，水守　康之，塚本　宏壮，守本　明枝，
　岡本　裕子，佐々木　信，中原　保治，望月　吉郎

146．気管支喘息増悪とともに発症したHypereosinophilic syndrome（HES）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　免疫血液内科2，同　神経内科3

○玉井　浩二1，川村　卓久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，立川　　良1，大塚浩二郎1，富井　啓介1，
中山　寛之2，青木　一成2，石井　淳子3，山本　司郎3
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間質性肺疾患Ⅰ（9：00～9：54） 座長　羽　白　　　高
（天理よろづ相談所病院　呼吸器内科）

147．イトラコナゾールによる薬剤性肺炎が疑われた一例
和泉市立病院　呼吸器内科
○佐藤佳奈子，星　　　晋，藤本　寛樹，松下　晴彦

148．肺胞出血を来した劇症型抗リン脂質抗体症候群の一例
和泉市立病院　呼吸器内科
○佐藤佳奈子，星　　　晋，藤本　寛樹，松下　晴彦

149．ステロイド補充療法で改善した器質化肺炎合併の自己免疫性視床下部下垂体炎の一例
大阪府立急性期・総合医療センター　内科・呼吸器内科1，
同　糖尿病・代謝内科2，同　免疫リウマチ科3，同　病理科4

○橋本　展洋1，林　　　賢1，橋本　明佳1，河合　　努1，高島　純平1，秋山　太助1，
多河　広史1，中西　大亮1，元根　正晴1，谷尾　吉郎1，藤田　洋平2，加藤　保宏3，
島津　宏樹4，伏見　博彰4

150．Epirubicin 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　病理2

○三村　一行1，大西　康貴1，鏡　　亮吾1，勝田　倫子1，横山　俊秀1，渡部　悦子1，
田畑　寿子1，真弓哲一郎1，水守　康之1，塚本　宏壮1，守本　明枝1，岡本　裕子1，
佐々木　信1，河村　哲治1，中原　保治1，望月　吉郎1，三村　六郎2

151．レボフロキサシンによる薬剤性肺炎と考えられた１例
ベルランド総合病院　呼吸器内科
○吉本　直樹，千葉　玲哉，稲田　祐也，梅田　喜亮，後藤　充晴，真本　卓司，
　畠中　章五，梁　　尚志

152．30 年ぶりの作業で再発した金属ヒューム熱の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○門田　和也，川村　卓久，玉井　浩二，松本　　健，田中　広祐，竹下　純平，
　永田　一真，大塚今日子，中川　　淳，立川　　良，大塚浩二郎，富井　啓介

間質性肺疾患Ⅱ（9：54～10：48） 座長　西　村　尚　志 
（京都桂病院　呼吸器センター呼吸器内科）

153．HRCTで reversed halo sign と嚢胞性変化を呈した、抗 Jo1 抗体陽性 CADMに伴う間
質性肺疾患の 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，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，中川　　淳1，大塚今日子1，大塚浩二郎1，片上　信之1，
富井　啓介1，山下　大祐2，今井　幸弘2

154．著しい線維症ならびにのう胞化を伴う剥離性間質性肺炎（DIP）と診断した一例
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　呼吸器内科1，同　病理診断科2, 
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター3

○大塚　倫之1，松岡　洋人1，森下　　裕1，北井香菜子1，東口　将佳1，津森　鉄平1，
板東　千昌1，宍戸　克子1，宍戸　直彦1，沖村　　明2，河原　邦光2，石原　英樹1，
川瀬　一郎3

155．柴胡清肝湯による薬剤性肺炎が疑われた 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，大西　康貴，鏡　　亮吾，三村　一行，勝田　倫子，横山　俊秀，
　田畑　寿子，真弓哲一郎，水守　康之，塚本　宏壮，守本　明枝，岡本　裕子，
　佐々木　信，河村　哲治，中原　保治，望月　吉郎

156．pirfenidone の減量後に特発性肺線維症（IPF）の増悪を来した 1例
田附興風会医学研究所北野病院
○松木　隆典，櫻本　　稔，石島見佳子，北島　尚昌，井上　大生，高松　和史，
　石床　　学，糸谷　　涼，鈴木　進子，福井　基成

157．誤嚥の関与が疑われた若年性間質性肺炎の 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

○勝田　倫子1，望月　吉郎1，中原　保治1，河村　哲治1，佐々木　信1，岡本　裕子1，
守本　明枝1，水守　康之1，塚本　宏壮1，真弓哲一郎1，田畑　寿子1，横山　俊秀1， 
渡部　悦子1，三村　一行1，鏡　　亮吾1，大西　康貴1，小橋陽一郎2

158．低用量アミオダロンの長期投与による肺障害に対しステロイドパルス療法が奏功した
一例
松下記念病院　呼吸器科1，同　循環器科2

○山端　康之1，吉野谷清和1， 笠松　　悠1，角谷　昌俊1，神谷　匡昭2，笠松　美宏1
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間質性肺疾患Ⅲ（10：48～11：42） 座長　藤　原　　　寛 
（淀川キリスト教病院　呼吸器内科）

159．約 2年の経過で進行し、急性の増悪で死亡した鳥関連慢性過敏性肺炎の 1剖検例
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，同　放射線科4

○竹内奈緒子1，新井　　徹1，杉本　親寿1，橘　　和延1，北市　正則3，清水　重喜3，
審良　正則4，林　　清二1，井上　義一2

160．アフィニトールによる薬剤性肺障害と考えられた 2症例
関西電力病院　呼吸器内科
○竹嶋　　好，澤田　宗生，草田　詩恵，玉置健一郎，久保　嘉朗

161．ピルフェニドンが関節症状にも有効であった関節リウマチに合併した間質性肺炎の１例
大阪赤十字病院
○中川　和彦，岡本　菜摘，吉田　真教，花岡　健司，長野　宏昭，中村　保清，
　吉村　千恵，若山　俊明，西坂　泰夫，網谷　良一

162．竜胆瀉肝湯による薬剤性肺障害と考えられた一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　放射線科2

○中塚　賀也1，天野　雅史1，安田　一行1，江原　　淳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

163．当院で経験したエベロリムス（アフィニトール）による薬剤性肺障害の検討
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　泌尿器科2

○黄　　文禧1，天野　雅史1，安田　一行1，江原　　淳1，辻　　貴宏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，奥村　和弘2

164．UIP パターンを呈した鳥飼病の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科1，同　放射線科2，同　臨床病理部3

○辻　　貴宏1，天野　雅史1，安田　一行1，江原　　淳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，本庄　　原3，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

間質性肺疾患Ⅳ（13：30～14：24） 座長　新　井　　　徹 
（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　呼吸器科）

165．防風通聖散が原因と考えられた薬剤性肺炎の 2症例
明石医療センター　呼吸器内科
○堂國　良太，梅澤佳乃子，櫻井　綾子，倉本　衣美，吉村　　将，木南　佐織，
　西馬　照明，大西　　尚

166．漢方製剤による薬剤性肺炎が疑われた 2例
高槻赤十字病院　呼吸器センター
○西原　祐美，佐渡　紀克，片山　優子，谷村　和哉，旗智　幸政，北　　英夫，
　村田眞理子，菅　　理晴，千葉　　渉

167．抗 EGFR抗体 2剤により薬剤性肺炎を来した一例
田附興風会医学研究所北野病院
○石島見佳子，鈴木　進子，北島　尚昌，松木　隆典，井上　大生，高松　和史，
　石床　　学，糸谷　　涼，竹村　昌也，櫻本　　稔，福井　基成

168．チクロピジンもしくはアトルバスタチンによる薬剤性好酸球性肺炎が疑われた一例
京都民医連中央病院　内科
○長谷川　功，田中　信哲，中務　博信

169．アミオダロンによる薬剤性肺胞出血の一例
大阪警察病院　呼吸器内科1，同　循環器内科2

○藤本　康介1，竹内　美子1，赤澤　康裕2，木庭　太郎1，濱口　眞成1，仲谷　健史1，
南　　誠剛1，緒方　嘉隆1，山本　　傑1，小牟田　清1

170．外国製タバコの吸入が発症に関与したと考えられた喫煙者の急性好酸球性肺炎の一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○大塚今日子，川村　卓久，玉井　浩二，松本　　健，門田　和也，竹下　純平，
　田中　広祐，永田　一真，中川　　淳，立川　　良，大塚浩二郎，富井　啓介

稀少疾患・その他Ⅰ（14：24～15：18） 座長　松　本　久　子 
（京都大学医学部附属病院　呼吸器内科）

171．炎症性偽腫瘍の一例
石切生喜病院　呼吸器科
○晋山　真実，南　　謙一，江口　陽介，野村　奈穂，松井　秀記，中井　俊之

172．FDG-PET CTにて早期発見できた再発性多発軟骨炎の１例
国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科1，同　臨床検査科2

○後藤　孝吉1，杉本　親寿1，新井　　徹1，北市　正則2，井上　義一1，林　　清二1

173．気胸で発症した肺ランゲルハンス細胞組織球症の一例
国立病院機構姫路医療センター1，天理よろづ相談所病院2

○大西　康貴1，勝田　倫子1，三村　一行1，鏡　　亮吾1，横山　秀俊1，渡部　悦子1，
田畑　寿子1，真弓哲一郎1，水守　康之1，塚本　宏壮1，守本　明枝1，岡本　裕子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
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174．肺葉内肺分画症の一例
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　放射線科3，
同　病理科4

○関谷　怜奈1，金田　俊彦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，池田　宏国2，竹尾　正彦2，臼杵　則朗3，勝山　栄治4

175．皮疹・肺炎・汎血球減少をきたした一例
公立豊岡病院
○浦瀬　靖代，八幡　晋輔，金田　好弘，小佐見光樹，南　　建輔，家城　隆次

176．サルコイドーシスの経過中の非喫煙者に発症した肺ランゲルハンス細胞組織球症の１例
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科
○忌部　　周，西山　　理，深井　有美，沖本　奈美，綿谷奈々瀬，塚本　敬造，
　宮嶋　宏之，山藤　啓史，市橋　秀夫，佐野安希子，牧野　　靖，佐藤　隆司，
　山縣　俊之，佐野　博幸，岩永　賢司，東本　有司，中島　宏和，冨田　桂公，
　久米　裕昭，東田　有智

稀少疾患・その他Ⅱ（15：18～16：12） 座長　竹　中　英　昭 
（大阪府済生会吹田病院　呼吸器内科）

177．右上葉肺炎を契機に発見した IgG4 関連疾患の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

○真弓哲一郎1，望月　吉郎1，中原　保治1，河村　哲治1，佐々木　信1，岡本　裕子1，
守本　明枝1，水守　康之1，塚本　宏壮1，田畑　寿子1，渡部　悦子1，横山　俊秀1，
三村　一行1，勝田　倫子1，鏡　　亮吾1，大西　康貴1，小橋陽一郎2

178．顎下腺腫瘤と胸水貯留を認め IgG4 関連疾患が疑われた二例
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，谷村　和哉，旗智　幸政，北　　英夫，
　村田真理子，菅　　理晴，千葉　　渉

179．サルコイドーシスに合併した多発性皮膚クリプトコッカス症の１例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科1，同　形成外科2

○森田　恭平1，片山　泰博2，多木　誠人1，村瀬　博紀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，西山　秀樹1

180．IgG4 高値、IgG4 陽性形質細胞の浸潤を認めたmulticentric Castleman 病の１例
大津赤十字病院　呼吸器科1，同　病理部2，富山大学医学部附属病院　外科病理学3

○高橋　憲一1，白瀬　智之2，嶋　　一樹1，濱川　瑶子1，金田　祥平1，野口　　進1，
森山あかり1，豊　洋次郎1，片倉　浩理1，雑賀　興慶2，福岡　順也3，山中　　晃1，
酒井　直樹1

181．日本の肺胞微石症、大阪地区発見例を中心に
愛染橋病院　内科1，大阪大学　呼吸器・免疫アレルギー内科2，
公立学校共済近畿中央病院　放射線科3，大阪大学　放射線医学4，
川口呼吸器内科クリニック5，埼玉医大　呼吸器内科6

○立花　暉夫1，立花　　功2，上甲　　剛3，澄川　裕充4，川口　　俊5，萩原　弘一6

182．Dendriform pulmonary ossifi cation の一症例
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　臨床研究科3，同　放射線科4

○香川　智子1，新井　　徹1，杉本　親寿1，西山　明秀1，橘　　和延1，審良　正則4，
北市　正則3，林　　清二1，井上　義一2




