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第　1　会　場
10F/1003

開　会　の　辞 （8：55 ～ 9：00） 会長　東　田　有　智

喘息1 （9：00 ～ 9：45） 座長　船　田　泰　弘
 （神戸大学大学院医学系研究科　内科学講座　呼吸器内科学分野）

1.　アドエアの有効性と経済性の検討
 耳原総合病院　内科 ○緒方　　洋

2.　短期間のステロイド全身投与でCT上の中枢気道壁厚が著しく改善した重症型喘息の1例  
 近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科 ○塚本　敬造　　山片　重良　　宮嶋　宏之
  　忌部　　周　　山藤　啓史　　西川　裕作
  　内藤　映理　　市橋　秀夫　　池田　容子
  　佐野安希子　　佐藤　隆司　　山縣　俊之
  　佐野　博幸　　宮良　高維　　岩永　賢司
  　村木　正人　　冨田　桂公　　東田　有智

3.　トリコフィトン単独陽性の咳喘息の1例
 三菱京都病院　呼吸器、アレルギー科 ○海老原千尋　　佐藤　　寛　　安場　広高

4.　救急外来における喘息発作症例の検討
 神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 ○田川　直洋　　金子　正博　　奥田　千幸
  　金田　俊彦　　久保田未央　　藤井　　宏
  　冨岡　洋海

5.　 気管支鏡による吸痰が奏効した喘息発作の一例
 市立長浜病院　呼吸器科 ○李　　信男　　野原　　淳　　坂口　泰人
  　河野　朋哉　　野口　哲男　　寺田　泰二

喘息2・血管炎 （9：45 ～ 10：30） 座長　原　口　龍　太
 （橋本市民病院　呼吸器内科）

6.　Microscopic polyangitisの一例 
 大阪市立北市民病院　呼吸器科 ○宮本奈津子　　川口　　俊　　洲鎌　芳美
  　白石　　訓　　寺川　和彦

7.　 肺非結核性抗酸菌症と鑑別を要したANCA関連血管炎の1例
 国立病院機構姫路医療センター ○三村　一行　　勝田　倫子　　後藤　孝吉
  　渡部　悦子　　岡田　秀明　　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

8 .　肺胞出血により発症したANCA関連血管炎の一例
 国立病院機構奈良医療センター　呼吸器内科 ○田中小百合　　米田　和之　　久下　　隆
  　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
 同　内科学第一講座 　田邊　　香　　原田　幸児　　斎藤　能彦
 五条山病院　精神科 　小畔　邦彦

9.　 Adaptive Servo-Ventilationが有効であった心不全合併高齢者重症気管支喘息の1例
 三菱京都病院　呼吸器、アレルギー科 ○陣上　直人　　海老原千尋　　佐藤　　寛
  　安場　広高

10.　 睡眠呼吸障害治療によりコントロールが改善した重症難治性喘息の1例
 京都大学　呼吸器内科・同　呼吸管理睡眠制御学 ◯越智ともみ　　高橋　憲一　　山口　将史
  　茆原　雄一　　小賀　　徹　　坪井　知正
  　新実　彰男　　陳　　和夫　　三嶋　理晃

好酸球性肺疾患1 （10：30 ～ 11：06） 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）

11.　 片側肺に広範な浸潤影を呈した好酸球性肺炎の1例
 大阪厚生年金病院　内科 ○松長由里子　　鈴木　夕子　　田中　陽子
  　田子謙太郎　　佐々木義明　　片山　和宏
 同　病理科 　春日井　務

12.　呼吸不全を呈した好酸球性肺炎の2例 
 済生会吹田病院　呼吸器内科 ○岡田あすか　　長　　敬翁　　山下　みお
  　藤田　幸男　　青野　英幸　　竹中　英昭
  　長　　澄人

13.　当院で経験した急性好酸球性肺炎の3例
 神鋼病院　呼吸器センター ○松尾　千聡　　松岡　弘典　　笠井　由隆
  　桝屋　大輝　　吉松　昭和　　鈴木雄二郎

14.　 煙草抽出液によるリンパ球刺激試験で陽性を認めた急性好酸球性肺炎の一例 
 大阪医科大学　第一内科 ○坂中　太輔　　池田宗一郎　　吉田　修平
  　田村　洋輔　　玉舎　　学　　藤阪　保仁
  　藤田　一彦　　倉田　宝保　　高須太三郎
  　後藤　　功　　花房　俊昭
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好酸球性肺疾患2 （11：06 ～ 11：42） 座長　新　実　彰　男
 （京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学） 

15.　好酸球性細気管支炎と考えられた一例 
 京都大学　呼吸器内科 ○斧　紀久子　　清川　寛文　　松本　久子
  　伊藤　功朗　　中治　仁志　　新実　彰男
  　三嶋　理晃

16 .　気管支喘息加療中に著明な閉塞性肺障害を呈した好酸球性肺疾患の1例
 淀川キリスト教病院　呼吸器センター ○赤松　弘朗　　新村　直子　　乾　　恭子
  　上地　隆史　　早川　美緒　　今橋由美子
  　大谷賢一郎　　柳生　恭子　　加地　政秀
  　紙森　隆雄　　藤原　　寛

17 .　PETで強い集積を認め当初肺癌が疑われたABPAの一例
 近畿大学医学部奈良病院　呼吸器・アレルギー内科 ○中島　宏和　　澤口博千代　　星　　　晋
  　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

18.　 BALF中好酸球比率の増加に差異を認めた好酸球性肺炎の二例
 市立枚方市民病院　内科 ○中野　祥子　　星　　　穣　　大上　隆彦
 同　中央検査科 　上野　　浩

教育講演 （13：30 ～ 17：30）

1.　肺炎球菌ワクチン：新たな視点と展開 （13：30 ～ 14：30）
 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
  高病原性感染症部門 臨床感染症学研究グループ　特任教授）

2.　COPD治療　now and then （14：30 ～ 15：30）
 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：永井　厚志 （東京女子医科大学　第一内科　主任教授）

3.　睡眠時無呼吸 －最近の進歩と今後の展開－ （15：30 ～ 16：30）
 座　長：木村　　弘 （奈良県立医科大学　内科学第二講座　教授）
 演　者：陳　　和夫 （京都大学大学院医学研究科　呼吸管理睡眠制御学　教授）

4.　気管支喘息のコントロール （16：30 ～ 17：30）
 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：冨田　桂公 （近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　准教授）

閉　会　の　辞 （17：30 ～ 17：35） 会長　東　田　有　智

第　2　会　場
10F/1002

びまん性肺疾患1 （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　臨床研究センター呼吸不全・難治性肺疾患研究部）

19.　29才女性の分類不能間質性肺炎の1例 
 国立病院機構姫路医療センター　内科 ○田畑　寿子　　勝田　倫子　　三村　一行
  　後藤　孝吉　　渡部　悦子　　岡田　秀明
  　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
 天理よろづ相談所病院　病理 　小橋陽一郎

20 .　特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を合併した間質性肺炎の1例
 神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 ○中川　智広　　冨岡　洋海　　奥田　千幸
  　金田　俊彦　　久保田未央　　金子　正博
  　藤井　　宏
 同　病理科 　勝山　栄治

21.　 閉塞性細気管支炎と間質性肺炎を合併したクローン病の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　　櫻井　綾子　　村瀬　公彦
  　大塚今日子　　原田　有香　　木田　陽子
  　竹嶋　　好　　林　三千雄　　西村　尚志
  　富井　啓介　　石原　享介

22 .　大腸癌を合併した抗KS抗体陽性の間質性肺炎の一例
 北野病院　呼吸器センター ○髙松　和史　　相原　顕作　　石床　　学
  　糸谷　　涼　　鈴木　進子　　松本　正孝
  　上田　哲也　　福井　基成
 同　臨床病理部 　弓場　吉哲

23 .　薬剤性肺障害と鑑別を要した抗ARS抗体陽性間質性肺炎の一例
 京都市立病院　呼吸器内科 ○後藤　健一　　酒井　茂樹　　江村　正仁
  　張　　孝徳　　杉尾　裕美　　金光　禎寛
  　中村　敬哉

24.　 特発性間質性肺炎急性増悪におけるPMX-DHPについて
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科 ○辻　　泰佑　　杉本　親寿　　西山　明秀
  　井上　　康　　橘　　和延　　新井　　徹
  　源　誠二郎　　井上　義一　　林　　清二
  　坂谷　光則
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びまん性肺疾患2 （9：54 ～ 10：30） 座長　加　堂　哲　治
 （兵庫県立加古川病院　内科）

25.　 抗CADM-140抗体陽性皮膚筋炎に伴う間質性肺炎の一例 
 社会保険紀南病院　呼吸器内科 ◯高島　純平　　政田　健太　　早川　隆洋
　  　田村　志宣　　那須　英紀

26.　急速に悪化した皮膚筋炎によるNSIPの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

27 .　Cushing病術後の長期経過で皮膚筋炎を合併し外科生検にてOP（organizing pneumonia）
　　を呈した一例
 大阪医科大学　呼吸器内科他 ○玉舍　　学　　中村　敬彦　　池田宗一郎
  　寺崎　文生　　槇野　茂樹　　後藤　　功
  　花房　俊昭　　林　　哲也　　森田　琢也
  　花岡　伸治　　辻　　　求
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　研究検査科 　北市　正則

28 .　外科生検にてOP（organizing pneumonia）の所見を認めたAmyopathic DMの一例 
 大阪医科大学　呼吸器内科他 ○玉舍　　学　　田崎龍之介　　吉田　修平
  　池田宗一郎　　高須太三郎　　槇野　茂樹
  　後藤　　功　　花房　俊昭　　辻　　　求
 北摂病院　呼吸器内科他 　貴島　源一　　島田　　篤　　中尾　圭一
  　立花　秀一
 慶応大学　内科 　佐藤　慎二
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　研究検査科 　北市　正則

びまん性肺疾患3 （10：30 ～ 11：06） 座長　竹　中　雅　彦
  （宝塚市立病院　呼吸器科）

29.　 好酸球肺炎発症と同時に両側多発関節痛、抗CCP抗体陽性を認めた一症例
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科 ○香川　智子　　新井　　徹　　井上　義一
  　西山　明秀　　鈴木　克洋　　林　　清二
  　坂谷　光則
 同　放射線科 　審良　正則
 同　研究検査科 　北市　正則

30.　 慢性好酸球性肺炎と鑑別を要し肺病変先行型リウマチ肺が疑われた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　　岡田　秀明
  　田畑　寿子　　宮川　倫子　　塚本　宏壮
  　守本　明枝　　佐々木　信　　河村　哲治
  　中原　保治　　望月　吉郎
 天理よろづ相談所病院　病理 　小橋陽一郎

31 .　肺野異常影から診断された無症状のリウマチ結節の1例
 神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科 ○原田　有香　　櫻井　綾子　　村瀬　公彦
  　大塚今日子　　立川　　良　　木田　陽子
  　竹嶋　　好　　林　三千雄　　西村　尚志
  　富井　啓介　　石原　享介
 同　呼吸器外科 　高橋　　豊
 同　臨床病理科 　今井　幸弘
 先端医療センター　総合腫瘍科 　片上　信之

32 .　関節リウマチ治療中に同時性に両側気胸を発症した1例
 西神戸医療センター　呼吸器科 ○伊藤　明広　　大寺　　博　　竹中かおり
  　池田　顕彦　　桜井　稔泰　　多田　公英
  　岩崎　博信
 同　呼吸器外科 　大竹　洋介
 同　病理科 　橋本　公夫

過敏性肺臓炎 （11：06 ～ 11：51） 座長　田　口　善　夫
 （天理よろづ相談所病院　呼吸器内科）

33.　気管支喘息に合併した鳥飼病の一例 
  大阪医科大学　第一内科 ○大石　優子　　池田宗一郎　　川口　哲史
  　坂東　園子　　高村　香織　　玉舎　　学
  　藤阪　保仁　　藤田　一彦　　高須太三郎
  　後藤　　功　　花房　俊昭

34.　喉頭摘出患者に発生した鳥飼病の1例 
 天理よろづ相談所病院　呼吸器内科 ○橋本　典諭　　福永健太郎　　池添　浩平
  　加持　雄介　　佐藤栄三郎　　安田　武洋
  　橋本　成修　　羽白　　高　　水口　正義
  　田中　栄作　　田口　善夫

35.　冬季に発症した夏型過敏性肺炎の一例 
 淀川キリスト教病院　呼吸器内科 ○乾　　恭子　　上地　隆史　　早川　美緒
  　赤松　弘朗　　今橋由美子　　大谷賢一郎
  　柳生　恭子　　紙森　隆雄　　藤原　　寛

36.　多彩な陰影を呈した過敏性肺臓炎の1例 
 橋本市民病院　呼吸器内科 ○大森　　隆　　原口　龍太
 近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科 　内藤　映理　　冨田　桂公　　村木　正人
　  　東田　有智

37.　結核治療中にびまん性小粒状影とスリガラス影を呈した一例
 西神戸医療センター　呼吸器科 ○大寺　　博　　伊藤　明広　　竹中かおり
  　桜井　稔泰　　池田　顕彦　　多田　公英
  　岩崎　博信



― 14 ― ― 15 ―

薬剤性肺障害1（13：30 ～ 14：06） 座長　少　路　誠　一
 （大阪市立総合医療センター　呼吸器内科）

38 .　アミオダロン投与にて増悪した間質性肺炎の一例 
 滋賀医科大学医学部附属病院　呼吸循環器内科 ○神田　理恵　　城　日加里　　林　　秀樹
  　和田　　広　　坂口　　才　　西尾　智尋
  　大澤　　真　　長尾　大志　　中野　恭幸
  　堀江　　稔

39 .　アミオダロンによる薬剤性肺炎を発症し、ステロイド中止後に再燃した1例
 神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器科 ○木田　陽子　　桜井　綾子　　大塚今日子
  　村瀬　公彦　　原田　有香　　立川　　良
  　秦　　明登　　竹嶋　　好　　加地　玲子
  　林　三千雄　　西村　尚志　　富井　啓介
  　片上　信之　　石原　享介
 同　病理科 　今井　幸弘

40. 　抗結核薬内服が原因と考えられた薬剤性肺炎の一例 
 石切生喜病院　呼吸器センター ○小林　大起　　白土　直子　　梅川加奈子
  　蓮舎香陽子　　南　　謙一　　伊東　友好
 いわさきクリニック内科呼吸器科 　岩﨑　剛和

41.　 エンドキサンによる遅発性肺障害の可能性が考えられたびまん性無気肺硬化型肺線維症の一例
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　呼吸器科 ○新井　　徹　　杉本　親寿　　露口　一成
  　橘　　和延　　鈴木　克洋　　林　　清二
  　坂谷　光則
 同　臨床研究センター 　井上　義一
 同　病理 　北市　正則
 同　放射線科 　審良　正則

薬剤性肺障害2・その他 （14：06 ～ 14：51） 座長　小牟田　　　清
 （大阪警察病院　呼吸器科）

42.　エタネルセプトの薬剤性肺炎と考えられた間質性肺炎の1例
 京都府立医科大学大学院　免疫内科学 ○妹尾　高宏　　河野　正孝　　坪内　康則
  　石野　秀岳　　濱口　真英　　山本　相浩
  　角谷　昌俊　　中村　　薫　　川人　　豊

43 .　イブプロフェンDLST陽性で、薬剤中止後に再燃したNSIP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
  　渡部　悦子　　岡田　秀明　　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
 天理よろづ相談所病院　病理 　小橋陽一郎

44 .　健康食品による間質性肺炎と考えられた1例
 大阪市立総合医療センター　呼吸器内科 ○金村　信明　　西島　正剛　　住谷　充弘
  　少路　誠一
 同　臨床腫瘍科 　清田　秀美　　駄賀　晴子　　武田　晃司

45 .　シベレスタットが著効した遅発性輸血関連肺傷害の1例
 関西医科大学　第一内科 ○兵　　　晃　　清水　俊樹　　杉本　博是
  　鳥居芳太郎　　安室　秀樹　　横井　　崇
  　尼川　龍一　　福原　資郎

46 .　放射線照射早期に照射野外に出現した放射線性肺炎の1例
 京都第一赤十字病院　呼吸器科  ○塩津　伸介　　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

ARDS・肺高血圧症 （14：51 ～ 15：27） 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）

47 .　NPPVを使用し抗生剤にステロイドを併用した肺炎によるARDS
 住友病院　呼吸器内科 ○冨樫　庸介　　今村　拓也　　重松三知夫
  　佐竹　範夫

48.　 NPPVが有効であった肺炎球菌肺炎によるARDSの2例
 奈良県立奈良病院　呼吸器内科 ○櫻井　正樹　　田村　　緑　　伊藤　武文
  　杉村　裕子　　竹澤　祐一

49.　 COPD、IPを合併した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一剖検例 
 奈良県立医科大学　内科学第二講座 ○鵜山　広樹　　小林　真也　　児山　紀子
 　 　中川　智子　　長山　功佑　　山内　基雄
 　 　吉川　雅則　　濱田　　薫　　木村　　弘

50.　 心拍出量低下を伴い腎機能障害を繰り返した慢性血栓塞栓性肺高血圧症の1例
 奈良県立医科大学　内科学第二講座 ○三浦　公郎　　櫻井　正樹　　太田　浩世
　  　山本　佳史　　小林　真也　　山内　基雄
  　吉川　雅則　　木村　　弘

急性肺障害（ガス吸入による） （15：27 ～ 15：54） 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）

51.　 フロン熱分解産物による急性肺傷害が疑われた1症例
 市立堺病院　呼吸器内科 ○西田　幸司　　大田　加与　　大成　功一

52 .　亜硝酸ガス吸入により急性肺障害を呈した一例
 市立加西病院　内科 ○宮田　吉晴　　奥野　恵子　　山谷　利幸
  　山邊　　裕
 神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科 　小林　和幸　　小谷　義一　　西村　善博
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53.　硝酸ガス吸入による呼吸不全の1例 
 石切生喜病院　呼吸器センター ○伊東　友好　　小林　大起　　白土　直子
  　蓮舎香陽子　　秋月　克彦　　南　　謙一
  　西田　　達

肺胞出血 （15：54 ～ 16：30） 座長　大　西　　　尚
 （明石医療センター　呼吸器科）

54.　若年者にみられた肺胞出血の1例
 天理よろづ相談所病院　呼吸器内科 ○佐藤栄三郎　　橋本　典諭　　福永健太郎
  　池添　浩平　　加持　雄介　　安田　武洋
  　橋本　成修　　羽白　　高　　水口　正義
  　田中　栄作　　田口　善夫
 同　総合診療部 　石丸　裕康
 同　放射線科 　野間　恵之
 同　病理部 　小橋陽一郎

55 .　てんかん発作に伴い繰り返し発症した肺胞出血の一例 
 京都大学医学部　呼吸器内科 ○東　　正徳　　上田　美帆　　伊藤　功朗
  　平井　豊博　　三嶋　理晃　
 同　神経内科 　松本　理器

56 .　気腫性病変を背景に発症した特発性肺胞出血の一例 
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　呼吸器科 ○伯井彩恵子　　新井　　徹　　橘　　和延
  　香川　智子　　井上　　康　　西山　明秀
  　杉本　親寿　　林　　清二　　坂谷　光則
 同　臨床研究センター 　井上　義一
 同　病理 　北市　正則
 同　放射線科 　審良　正則

57 .　Adaptive Servo-Ventilation（ASV）で改善した肺高血圧症・肺胞出血の1例
 北野病院　呼吸器センター ○鈴木　進子　　高松　和史　　石床　　学
  　糸谷　　涼　　相原　顕作　　松本　正孝
  　上田　哲也　　福井　基成

第　3　会　場
10F/1001

結核1 （9：00 ～ 9：45） 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）

58.　神戸市での結核菌バンク事業において中学1年時の感染が判明した21歳男性の肺結核の1例 
 神戸市保健所 ○藤山　理世　　田中　賀子　　樋口　純子
  　白井　千香　　河上　靖登
 神戸市環境保健研究所 　岩本　朋忠　　園部　俊明

59.　肺結核接触者定期外職員健診151例の報告
 宝塚市立病院　ICT ○竹中　雅彦　　森　　亜子　　児島　正道
  　折田　　環　　石村さおり　　吉岡　展睦
  　新　　康憲　　萩原　裕子　　春藤　和代
 同　呼吸器科 　松田　良信

60.　 ジェノスカラーによる結核菌のRFP耐性迅速診断法の検討
 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 ○露口　一成　　吉田志緒美　　鈴木　克洋 
  　岡田　全司
 同　内科 　坂谷　光則
 同　研究検査科 　富田　元久

61.　 多剤耐性結核に対してリネゾリドを投与した一例
 国立病院機構南京都病院　呼吸器内科 ○辰巳　秀爾　　佐藤　敦夫　　小栗　　晋
  　角　　謙介　　西尾　智尋　　杉山　牧子
  　倉澤　卓也

62.　 当院における抗酸菌症症例の検討－肺結核症を中心に－
 ツカザキ病院　呼吸器科 ○八木　一之
 同　内科 　宇野順三郎　　塚崎　義人
 同　検査科 　阿部さやか　　坪田　典子　　中田　千景
  　鷺沢　　薫　　天野久美子　　内海　亜生
  　岸本健太郎　　山本　貴久

結核2 （9：45 ～ 10：30） 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）

63.　 好酸球増多症を合併し発症した肺結核の一例
 市立枚方市民病院　内科 ○貫野　　賢　　星　　　穣　　大上　隆彦
 同　中央検査科 　上野　　浩
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64 .　結核性大腿骨転子滑液包炎で発症した肺結核の一例
 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
 同　整形外科 　藤間　保晶　　森下　　亨　　島屋　正孝

65 .　エタネルセプトにて治療中の慢性関節リウマチに発症した粟粒結核の一症例 
 西宮市立中央病院　呼吸器内科 ○鶴田　直敏　　大塚　倫之　　日下部祥人
  　齋藤　宣之　　二重　隆史　　池田　聡之

66.　 汎血球減少を呈し、骨髄検査により診断した急性経過の粟粒結核の一例 
 天理よろづ相談所病院　呼吸器内科 ○池添　浩平　　田中　栄作　　櫻本　　稔
  　羽白　　高　　水口　正義　　橋本　成修
  　安田　武洋　　佐藤栄三郎　　加持　雄介
  　福永健太郎　　田口　善夫
 同　血液内科 　橋本　典諭

67.　粟粒結核の一例 
 神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 ○岩崎　理一　　藤井　　宏　　奥田　千幸 
  　金田　俊彦　　久保田未央　　金子　正博
  　冨岡　洋海

非結核性抗酸菌症 （10：30 ～ 11：06） 座長　高　嶋　哲　也
 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　結核内科）

68.　肺M. marinum症と考えられた1症例
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科 ○矢木　泰弘　　林　　清二　　坂谷　光則
 同　臨床研究センター 　露口　一成　　鈴木　克洋
 同　検査科 　富田　元久

69.　 末梢肺の気腫肺化を認めたMAC症の一手術例
 北野病院　呼吸器センター外科部門 ○垣田　浩子　　志熊　　啓　　豊　洋次郎
  　大政　　貢　　瀧　　俊彦

70 .　クラリスロマイシン、シプロフロキサシン投与中に増悪したM. abscessus症の一例 
 大阪市立北市民病院　呼吸器科 ○川口　　俊　　宮本奈津子　　洲鎌　芳美
  　白石　　訓　　寺川　和彦

71.　 Mycobacterium celatumによる脊椎炎、肺膿瘍の1例
 大津赤十字病院　呼吸器科 ○樋上　雄一　　中川　和彦　　森山あかり
  　玉里　滋幸　　小島真由美　　片倉　浩理
  　酒井　直樹　　山中　　晃

肺真菌症 （11：06 ～ 11：51） 座長　酒　井　直　樹
 （大津赤十字病院　呼吸器内科）

72 .　喀血死した慢性肺アスペルギルス症の1剖検例
 神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 ○冨岡　洋海　　奥田　千幸　　久保田未央
  　金田　俊彦　　金子　正博　　藤井　　宏
 同　病理科 　勝山　栄治

73.　 診断に苦慮しイトリコナゾールの経皮的注入を試みた侵襲性肺アスペルギルス症の1例
 国立病院機構神戸医療センター　呼吸器科 ○宗和　将志　　陰下　敏昭

74 .　イトラコナゾール治療にて菌球が消失した気管支内アスペルギルスローマの一例 
 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　　桜井　綾子　　南條　成輝
  　村瀬　公彦　　木田　陽子　　立川　　良
  　原田　有香　　秦　　明登　　竹嶋　　好
  　加地　玲子　　藤田　史郎　　林　三千雄
  　西村　尚志　　富井　啓介　　片上　信之
  　石原　享介  
 同　臨床病理科 　今井　幸弘

75.　 膠原病肺の診断でステロイドパルス療法を施行され、一時陰影の改善を認めたクリプトコッカス症の一例 
 明石医療センター　呼吸器科 ○岩佐　直子　　大西　　尚　　山本　聡美
  　河　　良崇　　西馬　照明
 同　内科 　木南　佐織　　坂本　　丞
 同　病理診断科 　佐野　暢哉

76.　 関節リウマチ治療中に両肺野びまん性斑状陰影を伴って発症した肺クリプトコッカス症の一例
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科 〇竹崎　彰夫　　西江　健一　　中尾　桂子
  　香川　智子　　松田　能宣　　杉本　親寿
  　西山　明秀　　橘　　和延　　新井　　徹
  　露口　一成　　井上　義一　　鈴木　克洋
  　林　　清二　　坂谷　光則
 同　検査科 　北市　正則

感染症1 （13：30 ～ 14：15） 座長　橋　本　章　司
 （大阪大学医学部附属病院　感染制御部）

77.　 PET検査で陽性を呈し肺癌と鑑別が困難であった放線菌感染症の一例
 大阪警察病院　呼吸器内科  ○仲谷　健史　　緒方　嘉隆　　岡藤　浩平
  　白山　敞之　　南　　誠剛　　小林知可子
  　小牟田　清

78.　腎移植後患者に発症した肺ノカルジア症の一例 
 奈良県立医科大学　感染症センター ○小川　　拓　　米川　真輔　　中川　智代
  　笠原　　敬　　前田　光一　　古西　　満
  　三笠　桂一
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79.　 Nocardia beijingensisとNocardia farcinicaを検出したびまん性気管支拡張症の1例
 国立病院機構姫路医療センター　内科 ○後藤　孝吉　　勝田　倫子　　三村　一行
  　渡部　悦子　　岡田　秀明　　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

80 .　MFLX単剤にて治療したレジオネラ肺炎の1症例
 近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科 ○西川　裕作　　宮良　高維　　佐野　博幸
  　忌部　　周　　塚本　敬造　　宮嶋　宏之
  　山藤　啓史　　内藤　映理　　市橋　秀夫
  　山片　重良　　池田　容子　　佐野安希子
  　佐藤　隆司　　山縣　俊之　　岩永　賢司
  　村木　正人　　冨田　桂公　　東田　有智

81.　 レジオネラ迅速診断キットに偽陽性を示した細菌性肺炎の1例
 神戸逓信病院　内科 ○郷間　　厳　　池田　和人　　冨永　正幸
 岐阜大学大学院医学研究科　病態制御学分野 　大楠　清文

感染症2 （14：15 ～ 15：00） 座長　坂　本　廣　子
 （大有会井上病院　内科）

82 .　空洞形成性塊状影を呈した緑膿菌感染症の3症例 
 日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科 ○中川　　淳　　古田健二郎　　森田　恭平
  　田尻　智子　　馬庭　　厚　　渡邊　茂樹
  　池上　達義　　杉田　孝和　　堀川　禎夫
  　西山　秀樹

83.　Pasteurella maltocidaによる肺炎の一例 
 淀川キリスト教病院　呼吸器内科 ○上地　隆史　　乾　　恭子　　早川　美緒
  　赤松　弘朗　　今橋由美子　　大谷賢一郎
  　柳生　恭子　　紙森　隆雄　　藤原　　寛

84.　マイコプラズマ細気管支炎の一例
 和歌山県立医科大学　呼吸器・アレルギー内科 ○神田　匡兄　　杉浦　久敏　　田中　里江
  　柳沢　　悟　　市川　朋宏　　小荒井　晃
  　赤松啓一郎　　平野　綱彦　　松永　和人
  　南方　良章　　一ノ瀬正和

85.　 当科で経験した100歳以上の肺炎患者6名の検討
 大津赤十字病院　呼吸器科 ○森山あかり　　中川　和彦　　樋上　雄一
  　玉里　滋幸　　和田　　広　　小島真由美
  　片倉　浩理　　山中　　晃　　酒井　直樹

86.　 当院における重症度分類別にみた市中肺炎症例についての検討 
 天理よろづ相談所病院　呼吸器内科 ○加持　雄介　　福永健太郎　　池添　浩平
  　安田　武洋　　橋本　成修　　羽白　　高
  　水口　正義　　田中　栄作　　田口　善夫

感染症3 （15：00 ～ 15：45） 座長　宮　良　高　維
 （近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

87 .　両側胸水と右上葉すりガラス陰影を呈した肺吸虫症の1例
 国立病院機構姫路医療センター　内科 ○渡部　悦子　　勝田　倫子　　三村　一行
  　後藤　孝吉　　岡田　秀明　　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

88.　 胸部異常陰影を呈したイヌ回虫症の3例の検討
 奈良県立医科大学　内科学第二講座 ○本津　茂人　　山本　佳史　　児山　紀子
  　早川　正樹　　櫻井　正樹　　小林　真也
  　山内　基雄　　玉置　伸二　　友田　恒一
  　吉川　雅則　　木村　　弘
 同　看護学科　臨床病態医学 　濱田　　薫
 同　寄生虫学 　吉川　正英

89.　イヌ回虫幼虫移行症の2症例 
 星ヶ丘厚生年金病院　呼吸器科 ○水野　陽花　　小川　修平　　中村　孝人
 奈良県立医科大学　寄生虫学 　吉川　正英

90.　肺炎で入院した、いきなりAIDSの2症例 
 宝塚市立病院　呼吸器科 ○竹中　雅彦　　松沢　祥子　　松田　良信

91.　 BALで好酸球増多がみられたAIDS関連ニューモシスチス肺炎の1例
 和泉市立病院　呼吸器内科 ○玉垣　学也　　鈴村　倫弘　　山田　政司
  　松下　晴彦

感染症4 （15：45 ～ 16：21） 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）

92 .　腎移植25年後に発症したニューモシスチス肺炎の一例 
 済生会千里病院　呼吸器内科 ○大山　泰幸　　東口　雅佳　　鈴木真優美
  　古川　　貢　　荒金　和美

93.　 IPF急性増悪との鑑別を要したニューモシスチス肺炎、異型肺炎の1例
 神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 ○土本　啓嗣　　冨岡　洋海　　奥田　千幸
  　金田　俊彦　　久保田未央　　金子　正博
  　藤井　　宏
 同　病理科 　勝山　栄治
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94.　 Cushing症候群に対するメチラポン投与の翌日に発症した重症Pneumocystis jirovecii 肺炎の1例
 神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科 ○瀬尾龍太郎
 同　呼吸器内科 　立川　　良　　西村　尚志
 同　糖尿病・内分泌内科 　田原裕美子

95.　 関節リウマチに対するPSL・MTX治療中に発症したニューモシスチス肺炎（PCP）の1例 
 神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 ○高井　智子　　奥田　千幸　　久保田未央
  　金田　俊彦　　金子　正博　　藤井　　宏
  　冨岡　洋海
 同　免疫内科 　辻　　　剛

第　4　会　場
10F/1009

肺癌1 （9：00 ～ 9：45） 座長　岡　本　　　勇
 （近畿大学医学部　腫瘍内科）

96.　当院における3A期非小細胞肺癌に対する術前化学療法同時放射線照射の治療経験 
　　先端医療センター　総合腫瘍科、神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科・外科
  ○南條　成輝　　竹嶋　　好　　加地　玲子
  　藤田　史郎　　林　三千雄　　西村　尚志
  　富井　啓介　　片上　信之　　高橋　　豊
  　石原　享介

97 .　当科における非小細胞肺癌切除不能Ⅲ期症例の検討
　　近畿大学医学部附属病院　腫瘍内科、同　放射線腫瘍科 
  ○市川　靖子　　岡本　　勇　　文田　壮一
  　武田　真幸　　寺嶋　応顕　　上田　眞也
  　清水　俊雄　　米阪　仁雄　　鶴谷　純司
  　佐藤　太郎　　西村　恭昌　　中川　和彦

98 .　左S10と右S2のみに限局し、切除術を行ったBACの1例
 神戸赤十字病院　呼吸器科 ○田中　　潤　　杉本　啓介　　梶本　和宏
 同　内科 　横山　祐二　　森本　太郎　　国定　浩一

99.　 FDG-PETにて恥骨筋転移が指摘された肺扁平上皮癌の一例 
 大阪府済生会中津病院　呼吸器内科 ○長崎　忠雄　　小野健太郎　　加藤　友美
  　斉藤　隆一　　阪森　優一　　孫野　直起
  　森島　敏隆　　城間　政尚　　長谷川吉則
  　坂東　憲司

100 .　傍腫瘍神経症候群を契機に発見された肺扁平上皮癌の一例
 京都府立医科大学　呼吸器内科 ○辻　有希子　　河野　能士　　利川　寛実
  　小山　泰規　　山田　崇央　　田宮　暢代
  　平松　　真　　細木　誠之　　中西　雅樹
  　上田　幹雄　　有本太一郎　　岩崎　吉伸
  　丸中　良典

肺癌2 （9：45 ～ 10：30） 座長　西　村　尚　志
 （神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科）

101.　肺内異所性甲状腺を伴った肺癌の一例 
 済生会野江病院　呼吸器外科 ○中川　正嗣　　寺町　政美
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102.　 非結核性抗酸菌症との鑑別に苦慮した乳頭状腺癌の一例
 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
  　草田　詩恵　　米本　千春　　三浦　幸樹
  　後藤　俊介　　川島　正裕　　加藤　元一

103.　 G-CSF産生を伴った、肺Pleomorphic carcinmaの1例 
 市立岸和田市民病院　呼吸器科 ○草田　詩恵　　小林　岳彦　　濱本　裕美
  　米本　千春　　古下　義彦　　三浦　幸樹
  　後藤　俊介　　川島　正裕　　加藤　元一

104 .　免疫性血小板減少症を伴った小細胞肺癌の１例
 兵庫県立尼崎病院　呼吸器センター ○寺下　　聡　　平野　勝也　　平位　知之
  　楢林　朋子　　今村　直人　　原　　良和
  　小林　正嗣　　森　　英恵　　遠藤　和夫
  　糸井　和美　　平林　正孝

105.　口蓋扁桃転移をきたした肺小細胞癌の1例
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　内科 ○倉原　　優　　安宅　信二　　竹内奈緒子
  　中尾　桂子　　浅見　和弘　　矢木　泰弘
  　沖塩　協一　　川口　知哉　　久保　昭仁
  　河原　正明
 同　研究検査科病理 　北市　正則

肺癌3 （10：30 ～ 11：06） 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）

106.　血液透析施行中の小細胞肺癌患者に対し化学療法を施行した1例
 近畿大学医学部附属病院　腫瘍内科 ○竹澤　　健　　岡本　　勇　　寺嶋　応顕
  　宮崎　昌樹　　中川　和彦

107.　 肺小細胞癌の脊髄々膜転移に化学療法が奏功した1例 
 兵庫県立加古川病院　呼吸器内科 ◯土屋　貴昭
 国立病院機構神戸医療センター　呼吸器科 　宗和　将志　　陰下　敏昭

108 .　小細胞肺癌において塩酸アムルビシン（AMR）長期継続によってSDを得られた2症例 
 住友病院　呼吸器内科 ○今村　拓也　　重松三知夫　　冨樫　庸介
  　佐竹　範夫

109 .　高齢者限局型小細胞肺癌に対する化学療法と胸部放射線加速過分割照射同時併用療法の検討 
 近畿大学医学部附属病院　内科学腫瘍内科部門 ○岡本　邦男　　文田　壮一　　武田　真幸
  　市川　靖子　　寺嶋　応顕　　上田　眞也
  　鶴谷　純司　　宮崎　昌樹　　佐藤　太郎
  　岡本　　勇　　中川　和彦
 同　放射線科放射線腫瘍学部門 　西村　恭昌

肺癌4・転移性肺腫瘍 （11：06 ～ 11：42） 座長　長　　澄　人
 （済生会吹田病院　呼吸器病センター）

110.　 肺扁平上皮癌と肺小細胞癌の重複癌が疑われた1例
 奈良県立医科大学　内科学第二講座 ○正田　哲也　　小林　真也　　岩井　加奈
  　本津　茂人　　山本　佳史　　須崎　康恵
  　吉川　雅則　　木村　　弘

111 .　びまん性間質影を呈した膵がん肺転移の一例
 市立池田病院　内科 ○芥川　　茂　　橋本　重樹
 同　消化器科 　下野　沙織　　福田　和人　　今井　康陽

112 .　甲状腺術後11年目に肺転移の手術を行った甲状腺由来の濾胞腺癌の一例
 奈良県立医科大学　胸部・心臓血管外科 ○土手　揚子　　東条　　尚　　木村　通孝
 　 　内藤　　洋　　長田　陽子　　谷口　繁樹

113.　 当院における肺門・縦隔病変に対するコンベックス走査式超音波気管支鏡ガイド下生検検討
 近畿大学医学部　内科学腫瘍内科部門 ○宮崎　昌樹　　文田　壮一　　寺嶋　応顕
  　武田　真幸　　上田　慎也　　清水　俊雄
  　市川　康子　　米阪　仁雄　　佐藤　太郎
  　岡本　　勇　　中川　和彦
 近畿大学医学部堺病院 　福岡　正博

縦隔腫瘍 （13：30 ～ 13：57） 座長　佐　野　博　幸
 （近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

114 .　ステロイドパルス療法が著効し、切除可能となった巨大胸腺腫の一例 
 天理よろづ相談所病院　呼吸器内科 ○福永健太郎　　田口　善夫　　田中　栄作
   　羽白　　高　　水口　正義　　橋本　成修
  　安田　武弘　　佐藤栄三郎　　加持　雄介
  　池添　浩平　　橋本　典諭　
 同　呼吸器外科 　中川　達雄　　富山　健一
 同　放射線部 　野間　恵之
 同　病理部 　小橋陽一郎

115 .　神経内分泌系分化を示した縦隔腫瘍の一例
 近畿大学医学部堺病院　がん化学療法科 ○牧村ちひろ　　田中　　薫　　杦浦　孝宗
  　高田　　實　　福岡　正博
 近畿大学医学部附属病院　外科 　廣畑　　健
 近畿大学医学部　病理学教室 　伊東　良太　　佐藤　隆夫

116.　胸腺癌に合併した皮膚筋炎の一例 
 天理よろづ相談所病院　呼吸器内科 ○橋本　成修　　田中　栄作　　水口　正義
  　羽白　　高　　安田　武洋　　佐藤栄三郎
 　 　加持　雄介　　池添　浩平　　福永健太郎
  　田口　善夫
 同　放射線部 　野間　恵之
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中皮腫 （13：57 ～ 14：42） 座長　福　岡　和　也
 （兵庫医科大学　内科学 呼吸器・RCU科）

117.　胸膜肥厚の進行過程を観察できた石綿肺患者の1例
 済生会中和病院 ○徳山　　猛　　大貫　雅弘
 奈良県立医科大学 　濱田　　薫　　木村　　弘　　東条　　尚
 国立病院機構奈良医療センター 　田村　猛夏

118.　 診断に難渋した限局性悪性胸膜中皮腫の1例 
 国立病院機構南和歌山医療センター　呼吸器科 ○萩原　　慎　　岡本　邦男　　秋山　裕由
 同　心臓血管外科 　木下　貴裕　　粉川　康三　　林　　弘樹
 同　研究検査科 　古田　朋子

119 .　上大静脈症候群による嗄声と顔面浮腫を初発症状とした悪性胸膜中皮腫の一例
 兵庫医科大学　内科学　呼吸器・RCU科 ○飯田慎一郎　　栗林　康造　　三上　浩司
  　寺田　貴普　　平山　倫子　　安光　亮洋
  　村上　亜紀　　山田　秀哉　　田村　邦宣
  　田端　千春　　福岡　和也　　中野　孝司
 同　胸部腫瘍科 　坪田　紀明
 同　病院病理部 　塚本　吉胤

120.　 肺癌と悪性胸膜中皮腫の同時重複癌と考えられた1例 
 兵庫医科大学病院　内科学　呼吸器・RCU科 ○田村　邦宣　　福岡　和也　　田﨑　智子
  　寺田　貴普　　平山　倫子　　安光　亮洋
  　村上　亜紀　　山田　秀哉　　飯田慎一郎
  　田端　千春　　栗林　康造　　中野　孝司
 同　胸部腫瘍学 　坪田　紀明

121 .　胸水中に著名な好酸球増多を認め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 ○忌部　　周　　市橋　秀夫　　塚本　敬造
  　宮嶋　宏之　　山藤　啓史　　西川　裕作
  　内藤　映理　　山片　重良　　佐野安希子
  　佐藤　隆司　　山縣　俊之　　佐野　博幸
  　宮良　高維　　岩永　賢司　　村木　正人
  　冨田　桂公　　東田　有智

血液・腫瘍性疾患1 （14：42 ～ 15：27） 座長　坂　東　憲　司
 （済生会中津病院　呼吸器内科）

122 .　肺浸潤をみとめた成人T細胞性白血病の1例
 関西医科大学附属枚方病院　呼吸器内科 ○西村佳代子　　岡本　三貴　　玉置　岳史
  　安藤　性實　　谷尻　　力　　今村麻衣子
  　米津　精文　　福原　資郎

123.　 重症呼吸不全で激烈な経過をたどった急性骨髄性単球性白血病の一例
 大阪市立総合医療センター　呼吸器内科 ○西島　正剛　　住谷　充弘　　少路　誠一
 同　臨床腫瘍科 　清田　秀美　　駄賀　晴子　　武田　晃司

124.　 びまん性に蜂巣肺様陰影をみとめたATLの一例
 市立豊中病院　内科 ○蓑毛祥次郎　　滝本　宜之　　鈴木　文子
  　渡邊あかね　　森村　　治　　井上　貴子
  　寺田　晴子　　阿部　欣也

125 .　Unicentric Castlemanリンパ腫の一切除例
 赤穂市民病院　呼吸器科 ○片桐　幸大　　清川　寛文　　塩田　哲広
 京都大学　病理部 　中嶋　安彬

126.　 胸水貯留で発見されたmulticentric Castleman’s disease（MCD）の一例
 西神戸医療センター　呼吸器科 ○松田真太郎　　竹中かおり　　伊藤　明広
  　大寺　　博　　池田　顕彦　　桜井　稔泰
  　多田　公英　　岩崎　博信　
 同　呼吸器外科 　大竹　洋介　　青木　　稔

血液・腫瘍性疾患2 （15：27 ～ 16：12） 座長　加　藤　元　一
 （市立岸和田市民病院　呼吸器アレルギー科）

127.　 集学的治療により長期完全寛解を得た肺原発disseminated non-Hodgkin lymphomaの一例
 国立病院機構刀根山病院　内科 ○立石　善隆　　好村　研二　　北田　清悟
  　平賀　　通　　前倉　亮治
 同　検査科 　橋本　泰吉　　上田　佳世

128 .　間質性肺炎像を呈した肺MALTリンパ腫の一例
 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
  　水口　正義　　羽白　　高　　橋本　成修
  　佐藤栄三郎　　加持　雄介　　池添　浩平
  　橋本　典諭　　福永健太郎 
 同　放射線部 　野間　恵之
 同　病理 　小橋陽一郎

129.　BALTリンパ腫の一例
 明石医療センター　呼吸器科、内科 ○河　　良崇　　大西　　尚　　山本　聡美
  　岩佐　直子　　木南　佐織　　西馬　照明
  　坂本　　丞

130 .　不明熱と低酸素血症にて発症した血管内リンパ腫（IVL）の2例
 神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科 ○桜井　綾子　　富井　啓介　　村瀬　公彦
  　大塚今日子　　立川　　良　　原田　有香
  　木田　陽子　　加地　玲子　　竹嶋　　好
  　林　三千雄　　西村　尚志　　片上　信之
  　石原　享介



― 28 ― ― 29 ―

131.　Primary eff usion lymphomaの一例 
 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　　忌部　　周
  　塚本　敬造　　山藤　啓史　　西川　裕作
  　山片　重良　　市橋　秀夫　　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　　村木　正人
  　冨田　桂公　　東田　有智

その他の腫瘍 （16：12 ～ 16：57） 座長　岩　崎　吉　伸
 （京都府立医科大学大学院医学研究科　内科学教室（呼吸器内科学部門））

132.　喀血により急性呼吸不全をきたした神経線維腫症の1例 
 彦根市立病院　呼吸器科 ○月野　光博　　渡邊　勇夫　　林　　栄一
  　西川　忠男

133.　気管支原発神経鞘腫の1例
 愛仁会高槻病院　呼吸器内科 ○川村　吉彦　　徳永俊太郎　　畠山由記久
  　城谷　知彦　　竹中　和弘　
 同　病理 　岩井　泰博　
 愛仁会総合健康センター 　仲田　裕行

134 .　喘息症状を契機に診断されたSolitary fibrous tumorの1切除例
 済生会吹田病院　呼吸器内科 ○長　　敬翁　　山下　みお　　岡田あすか
  　藤田　幸男　　青野　英幸　　竹中　英昭
  　長　　澄人
 同　呼吸器外科 　岩崎　　靖　　西山　勝彦
 同　病理科 　橋本　和明

135.　 IgG4関連Infl ammatory Pseudotumorの1症例
 大阪大学医学部附属病院　呼吸器・免疫アレルギー内科 ○山口　典高　　南　　俊行　　井原　祥一
  　大谷　安司　　辻野　和之　　吉田　光宏
  　川瀬　一郎

136.　PET陽性で肺癌と間違われた移動性炎症性腫瘤の一例
 大阪府立急性期・総合医療センター　内科 ○藤本　忠男　　有住　俊広　　緒方　　良
  　大場雄一郎　　児玉　昌身　　谷尾　吉郎
 同　外科 　小間　　勝　　武田　伸一
 同　病理 　島津　宏樹　　伏見　博彰
 小松原千鶴子診療所 　小松原千鶴子

第　5　会　場
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サルコイドーシス1 （9：00 ～ 9：36） 座長　藤　原　　　寛
 （淀川キリスト教病院　呼吸器内科）

137.　喉頭癌・食道癌に合併したサルコイドーシスの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 ○松井　秀記　　姜　　成勲　　植田　隆子
  　渡邊　徹也　　藤本　寛樹　　梅川加奈子
  　田中　秀典　　野村　奈穂　　松村佐恵子
  　児玉　豊城　　湯峯　克也　　光岡　茂樹
  　栩野　吉弘　　宇治　正人　　木村　達郎
  　鴨井　　博　　金澤　　博　　工藤　新三
  　平田　一人

138.　高齢で急性発症したサルコイドーシスの1例
 国立病院機構姫路医療センター　内科 ○岡田　秀明　　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　　塚本　宏壮
  　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

139.　皮膚病変発見時BHL,HLA DQB1＊ 0601陽性Gaシンチ心uptake、Thallium心筋シンチ欠損、
CRBBBからCAVB出現pacing、帯状疱疹出現サルコイドーシス症例

 愛染橋病院 ○立花　暉夫
 宝塚市立病院 　竹中　雅彦
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 　坂谷　光則　　林　　清二　　井上　義一
 国立循環器病センター 　石田　良雄

140.　眼、耳下腺病変、顔面神経まひが発見動機、BHL+肺野病変、皮膚、著明肝病変を示す
サルコイドーシス症例の経過 

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

サルコイドーシス2 （9：36 ～ 10：12） 座長　後　藤　　　功
 （大阪医科大学　第一内科）

141.　 経過中に空洞形成を認めた肺サルコイドーシスの一例
 星ヶ丘厚生年金病院　呼吸器科 〇小川　修平　　水野　陽花　　中村　孝人
 同　呼吸器外科 　時津　浩輔　　折野　達彦
 同　検査部 　丸山　博司
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142 .　サルコイドーシスに合併したSjögren症候群の3例 
 星ヶ丘厚生年金病院　呼吸器内科 ○中村　孝人　　水野　陽花　　小川　修平
 同　呼吸器外科 　時津　浩輔　　折野　達彦
 同　病理 　丸山　博司

143.　 ステロイド薬投与中の肺門・縦隔リンパ節に肉芽腫の残存を認めた肺癌合併サルコイドーシスの1例 
 済生会吹田病院　呼吸器内科 ○山下　みお　　長　　敬翁　　岡田あすか
  　藤田　幸男　　青野　英幸　　竹中　英昭
  　長　　澄人
 同　呼吸器外科 　岩崎　　靖　　西山　勝彦
 同　病理科 　橋本　和明

144 .　胸郭内病変を伴わず腹腔リンパ節腫大で発見されたサルコイドーシスの1例  
 国立病院機構姫路医療センター　内科 ○守本　明枝　　勝田　倫子　　三村　一行
  　後藤　孝吉　　渡部　悦子　　岡田　秀明
  　田畑　寿子　　宮川　倫子　　真弓哲一郎
  　塚本　宏壮　　佐々木　信　　河村　哲治
  　中原　保治　　望月　吉郎

胸膜疾患1 （10：12 ～ 10：57） 座長　南　方　良　章
 （和歌山県立医科大学　内科学第三講座）

145 .　腹部腫瘤で発見され難治性の乳び胸水を伴ったLAMの一症例
 神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科 ○金澤　典子　　岡本　朱矢　　河野　祐子
  　櫨木　暢子　　坂下　明大　　笠井　大介
  　船田　泰弘　　小谷　義一　　西村　善博

146 .　アルコール性肝硬変に伴った難治性乳糜胸の一例
 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　　中川　　淳　　森田　恭平
  　田尻　智子　　馬庭　　厚　　渡邊　茂樹
  　池上　達義　　杉田　孝和　　堀川　禎夫
  　西山　秀樹

147 .　術後乳糜胸水をきたし胸管結紮の再手術を必要とした胸管嚢胞の一例
 結核予防会大阪府支部大阪病院　内科 ○中西　大亮　　井上　幸治　　柏尾　　誠
  　奥田みゆき　　稲田　正彦　　相谷　雅一
  　三宅　正剛　　木村謙太郎
 同　外科 　田中　順哉　　相良　憲幸
 国立病院機構刀根山病院　病理 　上田　佳代

148.　口腔内感染症から波及した膿胸の一例 
 東大阪市立総合病院　呼吸器科  ○香川　浩之　　田中佐也子　　池田　昌人
  　久保　裕一　
 近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科 　東田　有智

149 .　定期健診で胸膜肥厚の進行を指摘され、VATSにて限局性膿胸と診断された一例
 兵庫医科大学　内科学　呼吸器・RCU科 ○三上　浩司　　栗林　康造　　平山　倫子
  　寺田　貴普　　安光　亮洋　　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
 同　呼吸器外科 　多久和輝尚　　田中　文啓　　長谷川誠紀
 同　胸部腫瘍科 　坪田　紀明
 同　分子病理 　辻村　　亨
 大阪厚生年金病院　内科 　佐々木義明

胸膜疾患2 （10：57 ～ 11：42） 座長　中　原　保　治
 （国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科）

150 .　特発性に両側性好酸球性胸水貯留を来した1例
 洛和会音羽病院　呼吸器科 ○土谷美知子　　勝城　裕子　　元石　　充
  　榎堀　　徹
 同　病理 　安井　　寛

151.　尿毒症性胸膜炎を併発した維持透析の3例 
 高槻赤十字病院　呼吸器センター ○高橋　珠紀　　片山　優子　　谷村　和哉
  　伏屋　芳紀　　曽和　晃正　　濱田　和幸
  　菅　　理晴　　北　　英夫

152 .　メルカゾールによる薬剤性胸水が疑われた1例 
 和歌山県立医科大学　内科学第三講座 ○宇本麻衣子　　小荒井　晃　　杉浦　久敏
  　柳澤　　悟　　神田　匡兄　　南方　良章
  　一ノ瀬正和
 同　内科学第一講座 　西　　理宏　　古川　安志
 済生会和歌山病院　内科 　梅田　恭史

153 .　両側胸水と心嚢液貯留を呈したウィルス性心膜炎の1例 
 星ヶ丘厚生年金病院　呼吸器内科 ○前倉　俊也　　中村　孝人　　水野　陽花
  　小川　修平
 同　呼吸器外科 　折野　達彦　　時津　浩輔
 同　病理科 　丸山　博司

154.　胸膜下病変内血流信号に対するパルスドプラ法を用いた新しい波形分析の試み
 済生会奈良病院　内科 ○浜崎　直樹　　今井　輝彦　　柴　五輪男
  　眞島　利匡　　寺本　正治
 平成記念病院　内科 　鴻池　義純
 奈良県立医科大学　内科学第二講座 　木村　　弘
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気道疾患 （13：30 ～ 14：15） 座長　吉　川　雅　則
 （奈良県立医科大学　内科学第二講座）

155.　当院で経験した気管支結石症の2例
 京都市立病院　呼吸器内科 ○張　　孝徳　　金光　禎寛　　酒井　茂樹
  　後藤　健一　　杉尾　裕美　　中村　敬哉
  　江村　正仁
 同　呼吸器外科 　大類　隼人　　宇根　宏容　　白石伊都子
  　大迫　　努

156.　 悪性リンパ腫に合併した臨床的に閉塞性細気管支炎と診断した一例
 大阪警察病院　呼吸器内科 ○山下　公子　　緒方　嘉隆　　岡藤　浩平
  　白山　敞之　　南　　誠剛　　小林知可子
  　小牟田　清

157.　 MDCTによる再構築画像が診断に有用であった気管内挿管後気道閉塞の一例
 明石医療センター　呼吸器科 ○西馬　照明　　木南　佐織　　山本　聡美
  　岩佐　直子　　河　　良崇　　大西　　尚

158.　 気道熱傷後の気管狭窄にアジャスタブルフランジ気管切開チューブ®留置が有効であった一例
 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　　櫻井　綾子　　立川　　良
  　原田　由香　　竹嶋　　好　　林　三千雄
  　西村　尚志　　富井　啓介　　片上　信之
  　石原　享介

159 .　鍼治療と呼吸理学療法が有効であった最重症期COPDの1例 
　　　北野病院　呼吸器センター、明治国際医療大学、森ノ宮医療大学
  ○鈴木　雅雄　　金尾　顕郎　　鈴木　進子
  　糸谷　　涼　　石床　　学　　相原　顕作
  　松本　正孝　　上田　哲也　　福井　基成

SAS・呼吸管理 （14：15 ～ 14：51） 座長　石　原　英　樹
 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　呼吸器内科）

160.　SASを併発したForestier病の1例
 近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科 ○山藤　啓史　　山縣　俊之　　内藤　映理
  　忌部　　周　　塚本　敬三　　宮嶋　宏之
  　西川　裕作　　山片　重良　　市橋　秀夫
  　佐野安希子　　池田　容子　　佐藤　隆司
  　宮良　高維　　佐野　博幸　　岩永　賢司
  　村木　正人　　冨田　桂公　　東田　有智

161 .　心不全の増悪・軽快に伴いパターン変化が観察された肥満心筋症に伴う睡眠時無呼吸症候群の一例 
 国立病院機構神戸医療センター　呼吸器科 ○門口　倫子　　陰下　敏昭

162.　 閉塞性睡眠時無呼吸患者の基礎疾患と患者特性との関連
 国立病院機構刀根山病院　呼吸器内科 ○元根　正晴　　平賀　　通　　北田　清悟
  　三木　啓資　　三木　真理　　好村　研二
  　立石　善隆　　橋本　尚子　　斉藤　朋子
  　前倉　亮治

163 .　在宅型NIPPVで、手術後管理をした例と低流量酸素療法を併用したⅡ型呼吸不全の2例
 市立貝塚病院　内科 ○尾形　福治　　藤田　悦生　　田村　優子
  　矢倉　宏祐　　東　　正祥　　森田　久樹
 同　外科 　向阪　英樹　　吉田　哲也　　井上　共生
  　中野　博史　　五福　淳二　　西　　敏夫
 近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科 　冨田　桂公　　東田　有智

先天性疾患 （14：51 ～ 15：27） 座長　堀　川　禎　夫
 （日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器科）

164.　 気胸を契機に偶然発見された気腫性変化を伴った肺分画症の一例
 神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科 ○秦　　明登　　桜井　綾子　　南條　成輝
  　大塚今日子　　村瀬　公彦　　立川　　良
  　原田　有香　　木田　陽子　　竹嶋　　好
  　加地　玲子　　林　三千雄　　西村　尚志
  　富井　啓介　　片上　信之　　石原　享介

165 .　感染を契機に診断された先天性嚢胞状腺腫様奇形の1例 
 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　呼吸器内科 ○三森　友靖　　宍戸　克子　　松浦　由佳 
  　阪谷　和世　　小森　千佳　　森下　　裕
  　松岡　洋人　　宍戸　直彦　　石原　英樹
 同　病理検査部 　河原　邦光　　永野　輝明

166 .　横隔膜ヘルニア整復術により呼吸状態の著明改善を認めた先天性側弯症の1例
 国立病院機構姫路医療センター　内科 ○塚本　宏壮　　勝田　倫子　　三村　一行
  　後藤　孝吉　　渡部　悦子　　岡田　秀明
  　田畑　寿子　　宮川　倫子　　真弓哲一郎
  　守本　明枝　　佐々木　信　　河村　哲治
  　中原　保治　　望月　吉郎
 同　呼吸器外科 　宮本　好博

167.　気管支動脈起始部のvariationについて
 岸和田盈進会病院　喀血・肺循環センター ○石川　秀雄　　中谷　幸造　　国定　慶太



― 34 ― ― 35 ―

まれな疾患1 （15：27 ～ 16：03） 座長　小　川　修　平
 （星ヶ丘厚生年金病院　呼吸器科）

168.　無治療で自然軽快した肺胞蛋白症の一例
 神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科 ○奥田　千幸　　久保田未央　　金田　俊彦
  　金子　正博　　藤井　　宏　　冨岡　洋海
 同　病理科 　勝山　栄治

169.　限局性肺アミロイドーシスの一例 
 市立加西病院　内科 ○奥野　恵子　　山谷　利幸　　山邊　　裕
 同　病理科 　岡田　　聰
 神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科 　小林　和幸　　小谷　義一　　西村　善博

170.　 アミロイドーシスを合併したシェーグレン症候群の1例 
 国立病院機構姫路医療センター　内科 ○宮川　倫子　　勝田　倫子　　三村　一行
  　後藤　孝吉　　渡部　悦子　　岡田　秀明
  　田畑　寿子　　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
 天理よろづ相談所病院　病理 　小橋陽一郎

171.　 慢性咳嗽を契機に発見された腎移植後18年経過した肺異所性石灰化の一例
 大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器病態制御内科学 ○藤本　寛樹　　浅井　一久　　鴨井　　博
  　植田　隆子　　渡邉　徹也　　梅川加奈子
  　田中　秀典　　野村　奈穂　　松村佐恵子
  　児玉　豊城　　湯峯　克也　　光岡　茂樹
  　栩野　吉弘　　姜　　成勲　　宇治　正人
  　木村　達郎　　金澤　　博　　工藤　新三
  　平田　一人

まれな疾患2 （16：03 ～ 16：30） 座長　村　木　正　人
 （近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

172 .　4年の経過で診断を得たLymphomatoid granulomatosisの1例
 大阪府済生会野江病院　呼吸器内科 ○武田　倫子　　伊藤　　力　　八木　由生
  　松下　　広　　山岡　新八
 同　呼吸器外科 　中川　正嗣　　寺町　政美
 同　内科 　上杦　裕子　　杉山　裕之
 同　病理 　平塚　拓也

173 .　25年間の経過で、原発性肺癌にて死亡したLangerhans cell histiocytosisの1剖検例
 国立病院機構近畿中央胸部疾患センター ○杉本　親寿　　井上　義一　　杜倉紗代子
  　辻　　泰祐　　西江　健一　　竹崎　彰夫
  　香川　智子　　松田　能宣　　佐々木由美子
  　西山　明秀　　橘　　和延　　新井　　徹
  　鈴木　克洋　　審良　正則　　北市　正則
  　林　　清二　　坂谷　光則

174.　 悪性腫瘍と鑑別を要したMRSAによる化膿性脊椎炎の1例 
 星ヶ丘厚生年金病院　呼吸器科 ○平田　好正　　中村　孝人　　小川　修平
  　水野　陽花
 同　呼吸器外科 　折野　達彦　　時津　浩輔


