


お　願　い
１）一般演題は発表時間６分，討論２分，時間厳守でお願いします。
２）発表はすべてPCプレゼンテーションで，一面映写です。発表データをCD-RまたはUSBメモ

リーにてご持参いただき，発表の30分前までに総合受付PCセンターで受け付けおよび動作
確認をしてください。

３）動画は使用できません。また，スライド枚数の指定はございません。
４）主催者側で用意するPCはWindows XP，アプリケーションはPower Pointです。発表データ

はWindows 版PowerPoint2007で作成してください。データファイルは「演題番号+氏名.ppt」
としてください。

５）一般演題座長の先生は，ご担当セッション20分前までに総合受付にて受付をして下さい。
６）日本結核病学会誌に掲載希望の方は抄録（演題名，所属，演者を含めて200字以内，B5版，ワー

プロ使用）をスライド受付時にご提出ください。
７）参加者は参加費として3,000円（会場整理費2,000円+セミナー参加費1,000円）を納め，参加

証（ネームカード）をお受け取りください。会場内では必ず参加証をお付けください。
 参加受付は１階Ａ会場前です。
８）参加証は学会出席証，セミナー参加証となりますので，大切に保管してください。
９）プログラムは当日忘れずにご持参ください。
10）会場内はすべて禁煙となりますので，ご理解・ご協力をお願いします。
11）ホームページアドレス　日本呼吸器学会東海支部　URL:http://tokai.umin.jp/
　　　　　　　　　　　　　東海支部事務局　URL:http://www.ccs-net.co.jp/

会　　場

アクセス

三重県総合文化センター
〒514-0061　三重県津市一身田上津部田1234　　TEL 059-233-1111
ホームページアドレス　http://www.center-mie.or.jp/

鉄道：近鉄名古屋線津駅下車
　　　JR関西線→伊勢鉄道線　津駅下車
バス：三重交通バスで津駅西口から約５分
徒歩：津駅西口から約25分
タクシー：津駅西口から約５分
自動車：伊勢自動車道
　　　　芸濃インターから約15分
　　　　津インターから約10分
　　　　駐車場は約1,400台（無料）

1



12：40～13：20
肺癌１
A-1～A-5

13：20～14：00
肺癌２
A-6～A-10

14：00～14：40
肺腫瘍

A-11～A-15

14：40～15：20
肺腫瘍・胸腺
A-16～A-20

15：20～16：00
肺腫瘍・転移
A-21～A-25

12：40～13：20
結核１
B-1～B-5

13：20～14：08
結核・抗酸菌症
B-6～B-11

14：08～14：48
抗酸菌症・膿胸
B-12～B-16

14：48～15：28
感染症１
B-17～B-21

15：28～16：00
感染症２
B-22～B-25

16：00～17：00
イブニングセミナー

12：40～13：28
ARDS・気胸・胸膜

C-1～C-6

13：28～14：08
サルコイドーシス
C-7～C-11

14：08～14：32
サルコイドーシス・アミロイドーシス

C-13～C-15
14：32～15：04
リンパ腫
C-16～C-19

15：04～15：52
間質性肺炎
C-20～C-25

開会の辞

9：30

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

18：30

Ａ会場
 １階　中ホ－ル

Ｂ会場
１階　レセプションルーム

Ｃ会場
２階　大会議室

9：00～9：40
過敏性肺臓炎
A-26～A-30

9：40～10：12
薬剤性肺炎１
A-31～A-34
10：12～10：44
薬剤性肺炎２
A-35～A-38

10：44～11：16
COPD１　A-39～A-42

11：20～12：20
特別講演

13：30～14：00
総会

14：00～16：30
教育講演

16：30～　閉会の辞

9：00～9：32
COPD２・感染症３
B-26～B-29
9：32～10：04
感染症４
B-30～B-33

10：04～10：44
感染症５
B-34～B-38

10：44～11：16
肺癌化学療法
B-39～B-42

12：30～13：30
ランチョンセミナー

9：00～9：40
症例１

C-26～C-30

9：40～10：12
症例２

C-31～C-34
10：12～10：44

症例３
C-35～C-38
10：44～11：16

症例４
C-39～C-42

12：30～13：30
代議員会

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

18：30

Ａ会場
 １階　中ホ－ル

Ｂ会場
１階　レセプションルーム

Ｃ会場
２階　大会議室

日程表
11月13日（土）

2



9：00～9：40
過敏性肺臓炎
A-26～A-30

9：40～10：12
薬剤性肺炎１
A-31～A-34
10：12～10：44
薬剤性肺炎２
A-35～A-38

10：44～11：16
COPD１　A-39～A-42

11：20～12：20
特別講演

13：30～14：00
総会

14：00～16：30
教育講演

16：30～　閉会の辞

9：00～9：32
COPD２・感染症３
B-26～B-29
9：32～10：04
感染症４
B-30～B-33

10：04～10：44
感染症５
B-34～B-38

10：44～11：16
肺癌化学療法
B-39～B-42

12：30～13：30
ランチョンセミナー

9：00～9：40
症例１

C-26～C-30

9：40～10：12
症例２

C-31～C-34
10：12～10：44

症例３
C-35～C-38
10：44～11：16

症例４
C-39～C-42

12：30～13：30
代議員会

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

18：30

Ａ会場
 １階　中ホ－ル

Ｂ会場
１階　レセプションルーム

Ｃ会場
２階　大会議室

日程表
11月14日（日）
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第98回日本呼吸器学会東海地方学会セミナ−

11月13日（土）

B会場　イブニングセミナ−　16:00〜17:00

座長：岐阜市民病院　呼吸器腫瘍内科　澤　　祥幸　先生

「進行非小細胞肺癌における分子標的治療の実地導入」
近畿大学　内科学講座腫瘍内科部門　准教授　岡本　　勇　先生

共催：中外製薬株式会社

11月14日（日）

A会場　特別講演　11:20〜12:20

座長：三重中央医療センター　呼吸器科　井端　英憲　先生

「呼吸器感染症と喘息」
長崎大学　呼吸器内科　准教授　松瀬　厚人　先生

A会場　教育講演　14:00〜16:30

「肺移植の現状と未来」
座長：三重中央医療センター　呼吸器外科　金田　正徳　先生

三重大学　胸部心臓血管外科　　　　島本　　亮　先生

「脳死肺移植〜本邦の現状と世界との比較〜」
大阪大学　呼吸器外科　教授　奥村明之進　先生

「脳死体からの肺移植のシステム」
日本臓器移植ネットワーク移植コーディネーター　朝居　朋子　先生

「生体肺移植の現状」
京都大学　呼吸器外科　教授　伊達　洋至　先生

「アメリカにおける肺移植」
三重大学　胸部心臓血管外科　講師　島本　　亮　先生

「呼吸器内科から見た肺移植」
三重大学　呼吸器内科　病院教授　田口　　修　先生

質疑応答・総合討論
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B会場　ランチョンセミナ−　12:30〜13:30

座長：名古屋市立大学　呼吸器内科　小栗　鉄也　先生

「肺癌化学療法の最新トピックスと支持療法」
埼玉県がんセンター　呼吸器内科　部長　酒井　　洋　先生

共催：大鵬薬品工業株式会社
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A会場
第１日目（11月13日　土曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いてます）

12:40〜13:20
肺癌１　座長　大垣市民病院　呼吸器科　中島　治典

Ａ−１ 肺癌経過観察中に腫瘍マーカーの季節性変動を認めた１例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 津久井　賢　他
Ａ−２ 悪性胸膜中皮腫に対する胸膜全摘術後に腹膜播種を来した一剖検例

 刈谷豊田総合病院　呼吸器内科 島津　哲子　他
Ａ−３ 背部痛にて発症した若年性肺癌の１例

 社会保険中京病院　呼吸器科 加藤　朋子　他
Ａ−４ 縦隔リンパ節転移により肺動脈狭窄をきたした肺腺がんの一例

 社会保険中京病院  呼吸器科 宮松　晶子　他
*Ａ−５ 当院において初期治療からBSCとなった肺癌患者の一般的特徴
 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 川合　智子　他
13:20〜14:00
肺癌２　座長　小牧市民病院　呼吸器科　岩田　　晋

Ａ−６ G-CSF産生肺癌の３例
 市立四日市病院　呼吸器科 宮崎　晋一　他
Ａ−７ CTガイド下生検後に膿胸を発症した肺多形癌１例

 市立島田市民病院　呼吸器内科 伊藤　靖弘　他
Ａ−８ 肺カルチノイドの１例

 小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 榎本　泰典　他
Ａ−９ 腺様嚢胞癌と診断した一例

 藤田保健衛生大学　呼吸器内科・アレルギー科 岡村　拓哉　他
Ａ−10 胸腔鏡下肺葉切除術にて診断された粘表皮癌の１例

 JA愛知厚生連豊田厚生病院　呼吸器内科 中平　健一　他
14:00〜14:40
肺腫瘍　座長　名古屋大学　呼吸器外科　宇佐美範恭

Ａ−11 孤立性線維性腫瘍（SFT）の１切除例
 島田市民病院　呼吸器内科・外科 齊藤　正男　他
Ａ−12 当科で経験した巨大孤立性線維性腫瘍の２例

 安城更生病院　呼吸器外科・心臓血管外科 藤永　一弥　他
*Ａ−13 緊急double Yステント留置後化学療法を行った肺小細胞がんの１例
 国立病院機構名古屋医療センター　呼吸器科 田中　宏明　他
*Ａ−14 気管原発過誤腫の１例
 愛知県厚生連安城更生病院　呼吸器内科 松澤　令子　他
Ａ−15 気管支内脂肪腫の一例

 市立島田市民病院　呼吸器内科 齋藤　好久　他

 第116回日本結核病学会東海地方学会
  一　般　演　題
 第98回日本呼吸器学会東海地方学会
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14:40〜15:20
肺腫瘍・胸腺　座長　聖隷三方原病院　呼吸器センター内科　松井　　隆

Ａ−16 経過中に自然縮小した胸腺腫の１例
 県立多治見病院　呼吸器科 志津　匡人　他
Ａ−17 胸腺小細胞がんの１例

 国立病院機構名古屋医療センター　呼吸器科 坪井　理恵　他
Ａ−18 血小板減少，慢性DICを合併した胸腺カルチノイド腫瘍の一例

 岐阜県総合医療センター　呼吸器内科 都竹　晃文　他
Ａ−19 胸壁原発円形細胞型脂肪肉腫の一例

 三重中央医療センター　呼吸器科 西井　洋一　他
Ａ−20 肺原発高分化硬化型脂肪肉腫の１例

 聖隷三方原病院　呼吸器センター外科 鈴木恵理子　他
15:20〜16:00
肺腫瘍・転移　座長　岐阜市民病院　呼吸器腫瘍内科　吉田　　勉

Ａ−21 診断に難渋した紡錘細胞癌の一例
 市立島田市民病院　呼吸器内科 菅沼　史恵　他
*Ａ−22 PET-CTが原発巣検索に有用であった卵巣癌・癌性胸膜炎の一例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 小川　喜子　他
Ａ−23 腎癌肺転移の２例

 岐阜市民病院　呼吸器・腫瘍内科 二村　洋平　他
Ａ−24 腎癌術後30年経過し再発肺転移を認めたclear　cell　carcinomaの一例

 トヨタ記念病院　呼吸器科 三田　　亮　他
Ａ−25 TBLBにて診断し得た乳房外Paget病肺転移の１例

 岐阜大学医学部付属病院　呼吸器内科・第二内科 伊藤　文隆　他
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B会場
第１日目（11月13日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いてます）

12:40〜13:20
結核１　座長　国立病院機構三重中央医療センター　呼吸器科　西井　洋一

Ｂ−１ 腹膜サルコイドーシスの自然軽快直後に肺結核を発症した１例
 津島市民病院　呼吸器内科 中尾　彰宏　他
Ｂ−２ 麻痺性イレウスにて発症した結核性腹膜炎・胸膜炎の１剖検例

 津島市民病院　呼吸器内科 住田　　敦　他
Ｂ−３ 抗結核薬の副作用における薬剤リンパ球刺激試験（DLST）施行時期の検討

 独立行政法人国立病院機構天竜病院　呼吸器科 三輪　清一　他
Ｂ−４ 肺結核治療後にサルコイドーシスと診断した１例

 独立行政法人国立病院機構天竜病院　呼吸器科 金井　美穂　他
Ｂ−５ 多発筋炎を合併した肺結核症の治療経験

 国立病院機構東名古屋病院　呼吸器内科 辻　　清太　他
13:20〜14:08
結核・抗酸菌症　座長　国立病院機構天竜病院　呼吸器科　三輪　清一

*Ｂ−６ 診断にEBUS-TBNAが有用であった結核性心外膜炎の１例
 岐阜市民病院　呼吸器内科・腫瘍内科 野田　佳史　他
Ｂ−７ 不明熱を主訴としたCryptic military tuberculosisの一例

 岡崎市民病院　呼吸器内科 武山　知子　他
Ｂ−８ 興味ある気管支内腔所見を呈した肺結核の１例

 愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科 田中　博之　他
Ｂ−９ 治療開始６ヶ月後に多発肺内結節が出現した結核性胸膜炎の一例

 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 佐藤　慈子　他
*Ｂ−10 孤立性腫瘤影を呈し肺癌との鑑別が問題となった肺MAC症の１例
 JA愛知厚生連豊田厚生病院　呼吸器・アレルギー科 釜谷　直人　他
*Ｂ−11 孤立性結節影を呈した非結核性抗酸菌症の１例
 名古屋記念病院　呼吸器科 中村　祐美　他
14:08〜14:48
抗酸菌症・膿胸　座長　国立病院機構三重中央医療センター　呼吸器外科　安達　勝利

Ｂ−12 腸骨に結節性病変を呈した非結核性抗酸菌症性骨髄炎の１例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 鈴木　嘉洋　他
*Ｂ−13 結節影を呈し原発性肺癌との鑑別を要した肺非結核性抗酸菌症の１例
 小牧市民病院 呼吸器アレルギー科 岸本真理子　他
Ｂ−14 M. gordonaeが検出された11例

 JA愛知厚生連安城更生病院　呼吸器内科 池ノ内紀祐　他
Ｂ−15 局所麻酔下胸腔鏡を併用した治療を行った膿胸症例の検討

 三重県立総合医療センター　呼吸器科 藤原研太郎　他
*Ｂ−16 胸腔鏡手術で治癒を得た高齢者有瘻性膿胸の１手術例
 三重県厚生連鈴鹿中央総合病院　呼吸器外科 渡邉　拓弥　他
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14:48〜15:28
感染症１　座長　浜松医科大学　呼吸器科　柄山　正人

*Ｂ−17 気管支嚢胞内感染の１切除例
 聖隷浜松病院　呼吸器内科 江間　亮吾　他
Ｂ−18 外科的切除を行ったActinomycesとFusobacteriumによる肺膿瘍の１例

 大垣市民病院　呼吸器科 雪田　洋介　他
Ｂ−19 レンサ球菌による肺化膿症に皮下膿瘍・脳膿瘍を併発した１例

 一宮市立市民病院　呼吸器科 福島　　曜　他
*Ｂ−20 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の２例
 愛知厚生連海南病院　呼吸器科 吉田　明弘　他
*Ｂ−21 Schizophyllum communeによる気管支粘液栓の１例
 名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 武田　知子　他
15:28〜16:00
感染症２　座長　静岡県立総合病院　呼吸器内科　藤井　雅人

Ｂ−22 脳幹膿瘍を合併した肺ノカルジア症の１例
 三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 大西　真裕　他
*Ｂ−23 ウエステルマン肺吸虫症の１例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 寺町　　涼　他
*Ｂ−24 横紋筋融解症を合併したレジオネラ肺炎の１例
 浜松医科大学　呼吸器内科 加藤　雅一　他
Ｂ−25 救命しえたレジオネラ肺炎の一例

 静岡市立清水病院　呼吸器内科 藤田　総文　他
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C会場
第１日目（11月13日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いてます）

12:40〜13:28
ARDS・気胸・胸膜　座長　三重大学　呼吸器内科　高木　健裕

C１ 前期破水後，ARDSを発症した妊婦の１例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 藤井　雅人　他
*C２ 帝王切開術後に発症したARDSの１例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 宮沢亜矢子　他
C３ 当院における再膨張性肺水腫症例の検討

 小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 森岡　　悠　他
*C４ 再膨張性肺水腫に対してNPPVが有効であった一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 鈴木　　淳　他
C５ 膵性胸水の２例

 一宮市立市民病院　呼吸器科 高木　達矢　他
C６ Meigs症候群の１例

 三重大学　呼吸器内科 内藤　雅大　他
13:28〜14:08
サルコイドーシス　座長　安城更生病院　呼吸器内科　池ノ内紀祐

C７ BALで好酸球分画の上昇を認めたサルコイドーシスの一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 池田　政輝　他
*C８ Necrotizing sarcoid granulomatosis　の一例
 名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科 丹下　直幸　他
*C９ 中葉の無気肺を呈したサルコイドーシスの１例
 浜松医科大学　呼吸器内科 武内　智康　他
C10 複雑な経過をたどったサルコイドーシスの一例

 三重大学　呼吸器内科 高木　健裕　他
C11 寛解・再燃を繰り返すも，ステロイド投与にて長期間良好にコントロールし得ているサルコイドーシスの１例

 三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 藤原　篤司　他
14:08〜14:32
サルコイドーシス・アミロイドーシス　座長　磐田市立総合病院　呼吸器内科　勾坂　伸也

*C13 粟粒結核との鑑別が問題となった肺サルコイドーシスの１例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 武藤　玲子　他
*C14 難治性胸水を契機に診断された胸膜アミロイドーシスの１例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 西本　幸司　他
C15 結節性肺アミロイドーシスの１例

 トヨタ記念病院　呼吸器科 奥村　隼也　他

10



14:32〜15:04
リンパ腫　座長　トヨタ記念病院　呼吸器科　高木　康之

C16 CT上，嚢胞性上縦隔陰影を呈したTリンパ芽球性リンパ腫（T-LBL）の１例
 岐阜市民病院　第２内科 後藤　英子　他
C17 嗄声で発症しEBUSが診断に有効であった悪性リンパ腫の１例

 県西部浜松医療センター　呼吸器科 梅澤　弘毅　他
*C18 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検（EBUS-TBNA）にて診断したバーキットリンパ腫の１例
 名古屋市立大学病院　呼吸器内科 丹羽奈緒美　他
*C19 スピキュラを伴う多発結節影を呈した悪性リンパ腫肺転移の１例
 トヨタ記念病院　内科 古橋　尚博　他
15:04〜15:52
間質性肺炎　座長　名古屋大学　呼吸器内科　岩木　　舞

*C20 抗 ARS抗体症候群に合併した間質性肺炎の１例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 成瀬　智康　他
C21 多彩な肺病理組織所見を認めたUCTDに伴う間質性肺炎の１例

 浜松労災病院　呼吸器内科 豊嶋　幹生　他
C22 GIPを疑う間質性肺炎の一例

 藤田保健衛生大学病院　呼吸器内科・アレルギー科 多田　利彦　他
C23 ピルフェニドンで治療を試みたHermansky-Pudlak症候群に伴う間質性肺炎の１例

 沼津市立病院　呼吸器内科 加藤　史照　他
C24 若年発症したNSIPの１例

 国立病院機構東名古屋病院　呼吸器内科 長谷川万里子　他
C25 肺野病変が先行した皮膚筋炎の一例

 小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 田中健太郎　他
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A会場
第２日目（11月14日　日曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いてます）

9:00〜9:40
過敏性肺臓炎　座長　愛知医科大学　呼吸器アレルギー内科　横江　徳仁

Ａ−26 焼却作業によって発症した肺臓炎の１例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 上原　正裕　他
*Ａ−27 慢性好酸球性肺炎３例の検討
 名古屋掖済会病院　呼吸器科 小沢　直也　他
Ａ−28 サルコイドーシスとの鑑別を要した慢性過敏性肺臓炎の一例

 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 松島紗代実　他
Ａ−29 喫煙が誘因と考えられた急性好酸球性肺炎の１例

 中部ろうさい病院　呼吸器内科 矢口　大三　他
*Ａ−30 外科的肺生検にて診断された過敏性肺臓炎の一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 富貴原　淳　他
9:40〜10:12
薬剤性肺炎１　座長　藤田保健衛生大学　呼吸器内科・アレルギー科　小橋　保夫

Ａ−31 プロノンによる薬剤性肺障害の１例
 磐田市立病院　呼吸器内科 鈴木清一郎　他
*Ａ−32 ポリミキシンB固相化カラムによる吸着療法（PMX-DHP）が有効であったアミオダロン誘発性薬剤性肺炎の１例
 浜松医科大学　呼吸器内科 堀池　安意　他
Ａ−33 アクテムラによる薬剤性肺炎が疑われた１例

 岐阜県立多治見病院　呼吸器内科 加藤　久明　他
Ａ−34 ３種類の漢方薬が原因と考えられた薬剤性肺障害の２例

 市立島田市民病院　呼吸器内科 佐竹　康臣　他
10:12〜10:44
薬剤性肺炎２　座長　磐田市立総合病院　呼吸器内科　佐藤　　潤

Ａ−35 無症状で発見されたサリドマイド関連薬剤性肺障害の１例
 県西部浜松医療センター　呼吸器科 竹内　孝夫　他
*Ａ−36 アダリムマブ投与後に器質化肺炎を発症した関節リウマチの１例
 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 近藤あかり　他
*Ａ−37 メサラジンによる薬剤性肺炎の一例
 中部ろうさい病院　呼吸器内科 中村　さや　他
Ａ−38 フェレットが原因抗原と考えられた成人喘息の３例

 藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅱ講座 伴　　直昭　他
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10:44〜11:16
COPD１　座長　公立陶生病院　呼吸器アレルギー内科　木村　智樹

*Ａ−39 pneumonectomy syndromeが疑われたCOPD重症例にアドエア治療が著効した一例
 名古屋大学　呼吸器内科 橋本真知子　他
*Ａ−40 たこつぼ型心筋症を発症したCOPD急性増悪の１例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 松井　　彰　他
Ａ−41 安定期COPD患者におけるGERD有病率と治療薬剤との関連

 小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 高田　和外　他
Ａ−42 COPDにおけるCOPD Assessment Test（CAT）の有用性に関する検討

 藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅱ講座 桑原　和伸　他
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B会場
第２日目（11月14日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いてます）

9:00〜9:32
COPD２・感染症３　座長　三重県立総合医療センター　呼吸器科　中原　博紀

Ｂ−26 慢性呼吸器疾患に合併した肺性心に対するシルデナフィルの有効性の検討
 国立病院機構三重中央医療センター　呼吸器科 井端　英憲　他
Ｂ−27 在宅NPPV加療中のII型呼吸不全患者に対し，PGI２が奏功した２例

 松阪市民病院　呼吸器科 畑地　　治　他
*Ｂ−28 PMXが奏功した血中エンドトキシン陰性重症肺炎の１例
 豊田厚生病院　呼吸器科 横井由宇樹　他
*Ｂ−29 クラリスロマイシン投与中に発症したMycoplasma pneumoniaeとChlamydophila pneumoniaeによる重症肺炎の１例
 名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 高橋　一臣　他
9:32〜10:04
感染症４　座長　国立病院機構長良医療センター　呼吸器内科　魲　　稔隆

Ｂ−30 グラム陰性菌の関与が示唆された加湿器肺の１例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 妹川　史朗　他
Ｂ−31 関節リウマチ患者に発症した肺クリプトコックス症の４例

 JA愛知厚生連安城更生病院　呼吸器内科 高橋　幸子　他
Ｂ−32 広範な浸潤影を呈した肺クリプトコックス症の一例

 大垣市民病院　呼吸器科 中島　治典　他
*Ｂ−33 クレブシエラによる重症肺炎に対しopen lung approachが有効であった一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 榊原　利博　他
10:04〜10:44
感染症５　座長　岐阜大学　呼吸器内科　舟口　祝彦

Ｂ−34 インフリキシマブ投与中にニューモシスチス肺炎を発症した関節リウマチ患者の１例
 岐阜赤十字病院　内科 澤田　昌浩　他
Ｂ−35 ガリウムシンチが診断に有用であったニューモシスチス肺炎の１例

 半田市立半田病院　呼吸器内科 浅野麻里奈　他
Ｂ−36 関節リウマチ治療中に発症したニューモシスチス肺炎の１例

 静岡市立清水病院　呼吸器内科 芦澤　洋喜　他
*Ｂ−37 AIDS合併ニューモシスチス肺炎の４例
 名古屋掖済会病院　呼吸器科 田中　太郎　他
Ｂ−38 Etanercept使用中に発症したPneumocystis肺炎の一例

 小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 清水　隆宏　他
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10:44〜11:16
肺癌化学療法　座長　国立病院機構名古屋医療センター　小暮　啓人

*Ｂ−39 Cisplatin，Pemetrexed併用化学療法中に低Na血症を呈した肺腺癌の１例
 沼津市立病院　呼吸器内科 平澤　康孝　他
Ｂ−40 ドセタキセル（DTX）療法中に生じた肺障害の危険因子についての検討

 磐田市立総合病院　呼吸器内科 匂坂　伸也　他
Ｂ−41 ペメトレキセドが奏功した粘液産生肺腺癌の１例

 三重大学　呼吸器内科 浦和　昌史　他
*Ｂ−42 erlotinibが著効したEGRF遺伝子変異陰性の非小細胞肺癌の一例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 吉村　克洋　他
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C会場
第２日目（11月14日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いてます）

9:00〜9:40
症例１　座長　名古屋掖済会病院　呼吸器科　後藤　康洋

*C26 肺ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）の１例
 名古屋掖済会病院　呼吸器科 水野　秀和　他
C27 繰り返す肺炎が診断の契機となった肺分画症の一例

 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 丹羽　　充　他
*C28 肺癌手術時に発見された胸腔内遊離体の１例
 刈谷豊田総合病院　内科 小田　梨紗　他
C29 当院におけるLAM ５症例の検討

 藤田保健衛生大学　呼吸器内科・アレルギー科 米田有希子　他
*C30 嚢胞リンパ脈管筋腫症（LAM）の１例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 神谷　陽輔　他
9:40〜10:12
症例２　座長　静岡市立静岡病院　呼吸器内科　佐野　武尚

*C31 PR３-ANCA陽性のChurg-Strauss症候群の１例
 独立行政法人国立病院機構長良医療センター　呼吸器内科 伊藤ひとみ　他
C32 大量γグロブリン療法が多発単神経炎に著効したChurg-Strauss syndromeの１例

 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 岡田　木綿　他
*C33 好酸球性心筋炎を合併したChurg-Strauss syndrome（CSS）の１例
 浜松医科大学　呼吸器内科 加藤　慎平　他
*C34 脳膿瘍を契機に診断された遺伝性出血性毛細血管拡張症（Osler-Weber-Rendu病）の１例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 馬嶋　　俊　他
10:12〜10:44
症例３　座長　刈谷豊田総合病院　呼吸器アレルギー内科　武田　直也

C35 気胸を合併したSwyer-James症候群の１例
 静岡市立静岡病院　呼吸器外科 平野　雅幸　他
C36 気管・気管支に限局した再発性多発軟骨炎の一例

 名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科　 祖開　暁彦　他
C37 検診を契機に発見された肺吸虫症の一例

 三重県立総合医療センター　呼吸器科 前田　　光　他
*C38 右大腿骨骨幹部骨折による脂肪塞栓症の１例
 大垣市民病院　呼吸器科 友松　敏郎　他
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10:44〜11:16
症例４　座長　島田市民病院　呼吸器内科　斉藤　好久

C39 Hodgkinリンパ腫完全寛解４年後に肺胞蛋白症を発症した１例
 愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科 髙橋　大輔　他
*C40 急性リンパ性白血病治療中に肺胞蛋白症を合併した１例
 国立病院機構名古屋医療センター　呼吸器科 龍華　章裕　他
C41 検診で発見された肺胞蛋白症の１例

 三重県立総合医療センター　呼吸器科 都丸　敦史　他
C42 播種性糞線虫症の１例

 半田市立半田病院　呼吸器内科 丸山　英一　他
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