


ご　挨　拶

第124回日本結核病学会東海地方学会・第106回日本呼吸器学会東海地方学会
第９回日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会中部支部会
会長　丹羽　宏（聖隷三方原病院　呼吸器センター外科）

　伝統ある本学会を平成26年11月29日（土）、30日（日）にアクトシティ浜松で開催させて

いただくにあたりひとことご挨拶申し上げます。147題と多数の演題応募をいただき誠にあ

りがとうございました。特別講演は香川大学の横見瀬裕保教授に肺癌の術前導入化学放射線

療法について、結核教育講演は結核予防会複十字病院の白石裕治先生に肺抗酸菌症の外科治

療についてお話しいただきます。女性医師支援シンポジウムは東海大学呼吸器外科の吉野和

穂先生に基調講演をしていただきます。今回新たな試みとして症例検討会「内科・外科のボー

ダーを越えて」を企画いたしました。内科治療か外科治療か最適な治療に迷ったらどうすべ

きか内科と外科のエキスパートの皆さんに意見を戦わせてもらいます。女性医師支援シンポ

ジウムと症例検討会はアンサーパッドを使用して会場の皆様にも議論に参加していただく予

定です。

　ランチョンセミナー、イブニングセミナーもそれぞれの分野のエキスパートの先生をお招

きしています。浜松が遠方の会員の皆様もいらっしゃいますので、初日の昼食にお困りにな

らないよう、今回は11／29（土）にもランチョンセミナーを開催いたします。

　皆様２日間にわたり心ゆくまで勉強していただき、浜松を楽しんでいただければと思いま

す。本学会の成功にお力添えいただきますよう心よりお願い申し上げます。
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お　願　い

１）一般演題は発表時間６分、討論３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分前までに各会場前で受付及び動作確認を
してください。（２日目朝は８時30分より受付開始します。）

３）発表スライドの一枚目にCOI状態を開示してください。（全演題）
４）動画は使用出来ません。また、スライド枚数の指定はございません。
５）主催者側で用意するPCはWindows、アプリケーションはPowerPointです。
	 発表データはWindows版PowerPoint2010で作成してください。
	 データファイル名は「演題番号＋氏名.pptx」としてください。
６）一般演題座長の先生は、ご担当セッション20分前までに４階座長受付にて受付をしてく

ださい。
７）日本結核病学会誌に掲載希望の方は抄録原本（演題名、所属を含め200字以内）および、

そのデータ（Wordファイル）をスライド受付時にご提出下さい。
８）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）をお受け取り下さい。	
サルコイドーシス学会のみの参加は無料です。

　　会場内では必ず参加証をお付け下さい。参加受付は４階です。
９）	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下さい。
　　尚、地方会会場でも単位登録が可能となりましたので会員カードをご持参ください。
10）プログラムは当日忘れずにご持参下さい。
11）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。
12）ホームページアドレス　http://www.ccs-net.co.jp/
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ホームページアドレス　http://www.actcity.jp/

東名高速：
浜松I.C、浜松西I.Cより約30分

新幹線：
名古屋より浜松駅まで
ひかり約35分、こだま約50分
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11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

Ａ会場
３階　31会議室

D会場
５階　52・53・54会議室

C会場
４階　43・44会議室

Ｂ会場
４階　41会議室

13：10～13：46
肺癌－１
A-１～A-４

座長：大田亜希子

13：46～14：31
肺癌－２
A-５～A-９

座長：沖　　昌英

14：31～15：16
肺癌－３
A-10～A-14

座長：遠渡　純輝

15：16～15：52
肺腫瘍

A-15～A-18
座長：今井　直幸

15：52～16：28
外科治療
A-19～A-22

座長：水野幸太郎

16：40～17：40
イブニングセミナー１
司会：樋田　豊明

17：45～19：00
イブニングセミナー２
（症例検討会）
司会：丹羽　　宏

12：00～13：00
ランチョンセミナー１
司会：中村　秀範

11：55～12：00　開会の辞

13：10～13：55
間質性肺炎
B-１～B-５

座長：武田　直也

13：55～14：40
過敏性肺臓炎
B-６～B-10

座長：吉田　康秀

14：40～15：25
好酸球肺炎
B-11～B-15

座長：佐藤　　潤

15：25～15：52
薬剤性肺炎－１
B-16～B-18

座長：中島　治典
15：52～16：28
薬剤性肺炎－２
B-19～B-22

座長：内藤　雅大

13：10～13：55
真菌症－１
C-１～C-５

座長：小清水直樹

13：55～14：40
真菌症－２
C-６～C-10

座長：油田　尚総

14：40～15：16
肺炎

C11～C-14
座長：前田　浩義

15：16～16：01
感染症－１
C15～C-19

座長：野﨑　裕広

13：10～13：46
リンパ増殖性疾患－１

D-１～D-４
座長：高木　健裕

13：46～14：22
リンパ増殖性疾患－２

D-５～D-８
座長：小島　英嗣
14：22～14：58
サルコイドーシス
D９～D-12

座長：沓名　健雄

15：15～16：15
女性医師支援
シンポジウム
司会：今泉　和良

日程表
11月29日（土）

９：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

Ａ会場
３階　31会議室

E会場
２階　22・23会議室

C会場
４階　43・44会議室

Ｂ会場
４階　41会議室

9：00～9：36
肺癌転移－１
A-23～A-26

座長：松尾　正樹

9：36～10：12
肺癌転移－２
A-27～A-30

座長：後藤　康洋

10：12～10：48
分子標的薬治療
A-31～A-34

座長：朝田　和博

11：00～12：00
特別講演

司会：丹羽　　宏

13：20～13：40　総会

15：27～16：03
気管支鏡治療
A-38～A-41

座長：岡地　太郎

15：00～15：27
転移性肺癌
A-35～A-37

座長：藤井　雅人

13：50～14：50
結核教育講演
司会：矢野　智紀

12：10～13：10
ランチョンセミナー２
司会：須田　隆文

9：00～9：45
膠原病

B-23～B-27
座長：大久保仁嗣

9：45～10：21
肉芽腫・血管炎
B-28～B-31

座長：草ヶ谷秀樹
10：21～10：48
喘息・アレルギー
B-32～B-34

座長：伴　　直昭

15：00～15：45
急性肺障害
B-35～B-39

座長：矢野　利章

12：10～13：10
代議員会

9：00～9：36
結核

C-20～C-23
座長：魲　　稔隆
9：36～10：12

非結核性抗酸菌症－１
C-24～C-27

座長：島　浩一郎
10：12～10：39

非結核性抗酸菌症－２
C-28～C-30

座長：横山　俊彦

9：00～9：45
呼吸管理・吸入
E-１～E-５

座長：松田　俊明

9：45～10：21
縦隔腫瘍
E-６～E-９

座長：棚橋　雅幸

10：21～10：57
胸膜腫瘍
E-10～E-13

座長：森山　　悟

15：00～15：45
希少疾患
E-14～E-18

座長：三木　良浩

15：00～15：45
感染症－２
C-31～C-35

座長：松井　　隆

16：03～16：08　閉会の辞
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９：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

Ａ会場
３階　31会議室

E会場
２階　22・23会議室

C会場
４階　43・44会議室

Ｂ会場
４階　41会議室

9：00～9：36
肺癌転移－１
A-23～A-26

座長：松尾　正樹

9：36～10：12
肺癌転移－２
A-27～A-30

座長：後藤　康洋

10：12～10：48
分子標的薬治療
A-31～A-34

座長：朝田　和博

11：00～12：00
特別講演

司会：丹羽　　宏

13：20～13：40　総会

15：27～16：03
気管支鏡治療
A-38～A-41

座長：岡地　太郎

15：00～15：27
転移性肺癌
A-35～A-37

座長：藤井　雅人

13：50～14：50
結核教育講演
司会：矢野　智紀

12：10～13：10
ランチョンセミナー２
司会：須田　隆文

9：00～9：45
膠原病

B-23～B-27
座長：大久保仁嗣

9：45～10：21
肉芽腫・血管炎
B-28～B-31

座長：草ヶ谷秀樹
10：21～10：48
喘息・アレルギー
B-32～B-34

座長：伴　　直昭

15：00～15：45
急性肺障害
B-35～B-39

座長：矢野　利章

12：10～13：10
代議員会

9：00～9：36
結核

C-20～C-23
座長：魲　　稔隆
9：36～10：12

非結核性抗酸菌症－１
C-24～C-27

座長：島　浩一郎
10：12～10：39

非結核性抗酸菌症－２
C-28～C-30

座長：横山　俊彦

9：00～9：45
呼吸管理・吸入
E-１～E-５

座長：松田　俊明

9：45～10：21
縦隔腫瘍
E-６～E-９

座長：棚橋　雅幸

10：21～10：57
胸膜腫瘍
E-10～E-13

座長：森山　　悟

15：00～15：45
希少疾患
E-14～E-18

座長：三木　良浩

15：00～15：45
感染症－２
C-31～C-35

座長：松井　　隆

16：03～16：08　閉会の辞

日程表
11月30日（日）

5



第106回日本呼吸器学会東海地方学会セミナ−

11月29日（土）

A会場　ランチョンセミナー１　12：00～13：00

司会：聖隷浜松病院　呼吸器内科　中村　秀範

「ドライバー変異が描く肺癌治療の近未来予想図」
新潟大学医歯学総合病院　呼吸器感染症内科/高次救命災害治療センター　三浦　　理

共催：中外製薬株式会社

D会場　女性医師支援シンポジウム　15：15～16：15

「女性医師のキャリアとワークライフバランス」
　　　　①基調講演	 	 	 司会：藤田保健衛生大学　呼吸器内科Ⅰ　今泉　和良

「大学病院の女性呼吸器外科５名の生活」
東海大学　呼吸器外科　吉野　和穂

　　　　②一般講演	 	 	 司会：藤田保健衛生大学　呼吸器内科Ⅰ　今泉　和良

F-1　「女性医師のキャリア継続について」
名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科　西尾　朋子

F-2　「当院における女性医師の現状」　　
旭労災病院　呼吸器科　横山多佳子

　　　　③アンサーパッドを用いた聴衆参加によるディスカッション

司会：東海大学　呼吸器外科　吉野　和穂

藤田保健衛生大学　呼吸器内科Ⅰ　今泉　和良

A会場　イブニングセミナー１　16：40～17：40

司会：愛知県がんセンター中央病院　呼吸器内科　樋田　豊明

「石綿（アスベスト）関連疾患の診療ポイント」
公益社団法人地域医療振興協会　横須賀市立うわまち病院　三浦溥太郎

共催：独立行政法人　環境再生保全機構
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B会場　イブニングセミナー２　17：45～19：00

症例検討会「内科・外科のボーダーを越えて」

　外科治療か内科治療かどちらを選択するのがよいか迷う場面が多々あります。日頃遭遇しそう

で、治療方針の決定に難渋する症例を提示し、外科、内科のエキスパートに意見を戦わせてもら

います。アンサーパッドを用いて会場の皆さんにも参加いただく予定です。

司会　聖隷三方原病院　呼吸器センター外科　丹羽　　宏

　　　　症例提示

岐阜市民病院　呼吸器内科　堀場あかね

豊橋市民病院　呼吸器内科　竹山　佳宏

　　　　外科ディスカッサント

鈴鹿中央総合病院　呼吸器外科　深井　一郎

愛知県がんセンター中央病院　胸部外科　坂尾　幸則

浜松医科大学　第１外科　船井　和仁

　　　　内科ディスカッサント

名古屋医療センター　呼吸器科　坂　　英雄

岐阜大学　呼吸器内科　大野　　康

浜松医療センター　呼吸器内科　笠松　紀雄
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11月30日（日）

A会場　特別講演　11：00～12：00

司会：聖隷三方原病院　呼吸器センター外科　丹羽　　宏

「局所進行肺癌に対する導入化学放射線療法—安全に効率的に行なうためにー」
香川大学医学部附属病院　院長、呼吸器外科　横見瀬　裕保

A会場　ランチョンセミナー２　12：10～13：10

司会：浜松医科大学　第２内科　須田　隆文

「EGFR遺伝子変異陽性肺癌における治療戦略ー2014アップデートー」
北海道大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　大泉　聡史

共催：日本イーライリリー株式会社

A会場　結核教育講演　13：50～14：50

司会：名古屋市立大学　腫瘍免疫外科　矢野　智紀

「肺抗酸菌症の外科治療」
公益財団法人結核予防会複十字病院　呼吸器センター　白石　裕治

後援：日本結核病学会東海支部

第106回日本呼吸器学会東海地方学会セミナ−
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A会場
第１日目（11月29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）

13：10−13：46
肺癌−１　　座長　トヨタ記念病院　呼吸器科　大田　亜希子

A-１	 小細胞肺癌と多発胃癌を同時発症し、全身化学療法を導入した一例
	 藤田保健衛生大学病院　呼吸器内科学Ⅰ	 武山　知子　他
A-２	 皮膚筋炎で発症した小細胞肺癌の１例
	 独立行政法人　三重県立総合医療センター　呼吸器内科	 寺島　俊和　他
A-３	 肺混合型小細胞癌の１例
	 社会医療法人明陽会成田記念病院　呼吸器内科	 長谷川森一　他
*A-４	 棍棒上陰影を呈した小細胞肺癌の１例
	 松阪市民病院　呼吸器センター	 鈴木　勇太　他
13：46−14：31
肺癌−２　　座長　名古屋医療センター　呼吸器科　沖　　昌英

A-５	 非終末呼吸細気管支上皮由来の肺腺癌を合併した気腫合併肺線維症の１剖検例
	 浜松労災病院　呼吸器内科	 豊嶋　幹生　他
*A-６	 TS-１が著効した進行大細胞肺癌の１例
	 朝日大学歯学部附属村上記念病院　呼吸器内科	 石垣　裕敏　他
A-７	 自然縮小を認めた砂粒体を伴う肺腺癌の１例
	 静岡市立清水病院　呼吸器内科	 伊波　奈穂　他
A-８	 肺癌の精査中に膵頭部癌の併発を認めた重複癌の１例
	 JA愛知厚生連江南厚生病院　呼吸器内科	 浅野　俊明　他
A-９	 ７年の経過をたどり肺腺癌と診断された１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 一條甲子郎　他
14：31−15：16
肺癌−３　　座長　岐阜大学　呼吸器内科　遠渡　純輝

A-10	 SIADHを発症した肺扁平上皮癌の一例
	 知多市民病院　呼吸器内科	 夏目　瑠奈　他
*A-11	 FDG-PETで異常高集積を認めた肺定型カルチノイドの１例
	 名古屋市立東部医療センター　呼吸器内科	 森下　真圭　他
A-12	 腫瘍崩壊症候群（TLS）を発症した扁平上皮肺癌の１例
	 聖隷浜松病院　呼吸器内科	 大橋　佳奈　他
*A-13	 急速に進行する低酸素血症を呈したpulmonary	tumor	thrombotic	microangiopathyの１剖検例
	 聖隷浜松病院　呼吸器内科	 松井　知治　他
A-14	 化学療法中に食道穿孔を来した肺腺癌の一例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科	 阿部　岳文　他

	 第124回日本結核病学会東海地方学会
	 第106回日本呼吸器学会東海地方学会　一　般　演　題
	 第９回日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会中部支部会
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15：16−15：52
肺腫瘍　　座長　岐阜県立多治見病院　呼吸器内科　今井　直幸

A-15	 気管内に発症した原発性肺平滑筋腫の１例
	 磐田市立総合病院　呼吸器内科	 三輪　　聖　他
A-16	 ２年の経過で進行なく経過している肺類上皮血管内皮腫の１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 西本　幸司　他
A-17	 様々な所見を呈し診断に苦慮した血管肉腫の１例
	 中部ろうさい病院　呼吸器内科	 和田裕紀子　他
*A-18	 胸膜炎治療後、下腿浮腫を契機に発見されたintimal	sarcomaの一例
	 藤田保健衛生大学病院　呼吸器内科・アレルギー科	 堀口　智也　他
15：52−16：28
外科治療　　座長　刈谷豊田総合病院　呼吸器外科　水野幸太郎

A-19	 有茎広背筋弁を用いた横隔膜再建術により呼吸機能が改善した横隔膜弛緩症の１例
	 JA三重厚生連鈴鹿中央総合病院　呼吸器外科	 渡邊　拓弥　他
*A-20	 胸腔鏡下に切除した胸膜発生Calcifying	Fibrous	Tumorの１例
	 刈谷豊田総合病院　呼吸器外科	 松井　琢哉　他
A-21	 15年前の経過を追えたSolitary	Fibrous	Tumorの１手術例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター外科	 設楽　将之　他
A-22	 縦隔悪性腫瘍を疑った心膜周囲脂肪壊死の１例
	 名古屋市立大学病院　呼吸器外科	 森山　　悟　他
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B会場
第１日目（11月29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）

13：10−13：55
間質性肺炎　　座長　刈谷豊田総合病院　呼吸器内科　武田　直也

*B-1	 	外科的肺生検にて診断し、pirfenidoneによる治療を行った特発性PPFE（pleuroparenchymal	
fibroelastosis）の１例

	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 櫻井　あや　他
*B-２	 慢性ベリリウム症の１例
	 半田市立半田病院	 日下　真宏　他
*B-３	 CPFEに合併した肺高血圧症に対してSildenafilが奏効した一例
	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 加納　裕也　他
*B-４	 急速進行型の特発性器質化肺炎と考えられた１例
	 沼津市立病院　呼吸器内科	 中ノ森　綾　他
*B-５	 間質性肺炎合併の肝肺症候群の一例
	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 森　　裕太　他
13：55−14：40
過敏性肺臓炎　　座長　沼津市立病院　呼吸器内科　吉田　康秀

*B-６	 家族内発症をきたした夏型過敏性肺臓炎の１例
	 独立行政法人三重県立総合医療センター　呼吸器内科	 齋木　晴子　他
*B-７	 肺炎として治療された過敏性肺臓炎の一例
	 岐阜市民病院　呼吸器・腫瘍内科	 丹羽　宏文　他
*B-８	 慢性進行性肺アスペルギルス症に合併した加湿器肺の一例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 青山　弘幸　他
*B-９	 イソシアネートが原因と考えられた過敏性肺炎の１例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 林　　一郎　他
B-10	 環境整備により自宅生活が可能となった住宅関連過敏性肺炎の１例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 櫻井　章吾　他
14：40−15：25
好酸球性肺炎　　座長　磐田市立総合病院　呼吸器内科　佐藤　　潤

*B-11	 短期間で陰影の移動を認めた慢性好酸球性肺炎の１例
	 市立四日市病院　呼吸器内科	 角田　　瑛　他
B-12	 禁煙のみで治癒した急性好酸球性肺炎の一例
	 岐阜赤十字病院　呼吸器内科	 天野　裕樹　他
*B-13	 急性好酸球性肺炎の１例
	 名古屋掖済会病院　呼吸器科	 糸魚川英之　他
*B-14	 慢性好酸球性肺炎の１例
	 名古屋掖済会病院　呼吸器科	 篠原　由佳　他
*B-15	 急性好酸球性肺炎の１例
	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 小野寺良太　他

11



15：25−15：52
薬剤性肺炎−１　　座長　大垣市民病院　呼吸器内科　中島　治典

*B-16	 盲腸癌の治療中に生じた薬剤性肺炎の一例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科	 岡崎　絢子　他
B-17	 薬剤中止にて迅速に改善したメサラジンによる薬剤性肺障害の１例
	 三重大学医学部附属病院　呼吸器内科	 藤原研太郎　他
B-18	 クリゾチニブによる二次性器質化肺炎の一例
	 愛知医科大学病院　呼吸器・アレルギー内科	 浅井　信博　他
15：52−16：28
薬剤性肺炎−２　　座長　松阪市民病院　呼吸器センター　内藤　雅大

*B-19	 防風通聖散または八味地黄丸による薬剤性肺炎と考えられた１例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科	 松田　律史　他
B-20	 漢方薬による薬剤性肺障害の検討
	 名古屋第二赤十字病院	 川浪　匡史　他
*B-21	 漢方薬により薬剤性肺障害をきたしたと考えられた８例の臨床的検討
	 藤田保健衛生大学　呼吸器内科学Ⅰ	 平岡　繁典　他
*B-22	 牛車腎気丸による薬剤性肺障害の一例
	 静岡市立静岡病院　呼吸器内科	 小谷内敬史　他
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C会場
第１日目（11月29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）

13：10−13：55
真菌症−１　　座長　藤枝市立総合病院　呼吸器内科　小清水直樹

*C-１	 喀血を来した肺囊胞内アスペルギルス感染の一切除例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 古川　陽子　他
C-２	 	成人型原発性無γグロブリン血症に合併したアレルギー性気管支肺アスペルギルス症（ABPA）

と思われる１例
	 浜松医療センター　呼吸器内科	 田中　和樹　他
C-３	 Schizophyllum	commune（スエヒロダケ）によるアレルギー性気管支肺真菌症の１例
	 浜松医療センター　呼吸器内科	 青島洋一郎　他
*C-４	 肺炎治療後に診断されたアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の１例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 大久保明紘　他
C-５	 肺嚢胞の細菌感染後早期にアスペルギローマを併発した１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 古河　俊哉　他
13：55−14：40
真菌症−２　　座長　三重県立総合医療センター　呼吸器内科　油田　尚総

*C-６	 健診を契機に発見された肺ヒストプラズマ症の１例
	 トヨタ記念病院　内科	 加藤　早紀　他
*C-７	 著明な縦隔リンパ節腫大を呈したクリプトコッカス症の１例
	 名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科	 福村　晶子　他
C-８	 肺クリプトコックス症13例の臨床的検討
	 名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科	 清水　美帆　他
*C-９	 急性骨髄性白血病の治療中に気管支穿孔を来した肺真菌症の１例
	 静岡赤十字病院　呼吸器科	 堀池　安意　他
C-10	 	器質化肺炎に対するステロイド治療中に顕在化し，呼吸不全を呈した重症肺クリプトコッカス

症の１例
	 中部ろうさい病院　呼吸器内科	 横井　英人　他
14：40−15：16
肺炎　　座長　名古屋市立東部医療センター　呼吸器内科　前田　浩義

C-11	 レジオネラ肺炎後に器質化肺炎を発症した１例
	 大垣市民病院　呼吸器内科	 堀　　　翔　他
C-12	 当院で１ヶ月間に経験したレジオネラ肺炎の３例
	 浜松労災病院　呼吸器内科	 秋山　訓通　他
*C-13	 Acinetobacter	baumaniiによる重症市中肺炎、敗血症の１例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科	 佐藤　元己　他
*C-14	 ヒトメタニューモウイルス肺炎の２例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 宮城島　俊　他

13



15：16−16：01
感染症−１　　座長　中京病院　呼吸器科　野﨑　裕広

*C-15	 Lemierre症候群の１例
	 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科	 岡　　圭輔　他
*C-16	 経気管支肺生検にて診断しえた肺放線菌症の１例
	 国家公務員共済組合連合会名城病院　呼吸器内科	 荒川由香里　他
C-17	 トブラマイシン吸入が有効であった副鼻腔気管支症候群の１例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 高田　和外　他
*C-18	 FDG-PETで高集積を認めた肺葉内肺分画症の一例
	 静岡市立静岡病院　呼吸器内科	 渡辺　綾乃　他
C-19	 飼い猫との濃厚な接触が発症の原因と考えられたPasteurella	multocidaによる肺感染症の１例
	 名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科	 小玉　勇太　他
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D会場
第１日目（11月29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）

13：10−13：46
リンパ増殖性疾患−１　　座長　三重大学　呼吸器内科　高木　健裕

*D-１	 縦隔原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）の１例
	 松阪市民病院　呼吸器内科	 坂口　　直　他
D-２	 多中心性Castleman病の１例
	 磐田市立総合病院　呼吸器内科	 二橋　文哉　他
*D-３	 TAFRO症候群と思われた１例
	 岐阜県総合医療センター　呼吸器内科	 鷲見　弘文　他
D-４	 TBLBで診断し得た肺MALTリンパ腫の１例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 宮松　晶子　他
13：46−14：22
リンパ増殖性疾患−２　　座長　小牧市民病院　呼吸器内科　小島　英嗣

D-５	 メソトレキセート関連と思われる悪性リンパ腫の１例
	 岐阜大学医学部　呼吸器内科	 豊吉紗耶香　他
D-６	 MTX-LPDの一例
	 三重中央医療センター　呼吸器科	 西井　洋一　他
*D-７	 メソトレキセート治療中に併発したNK/T	cell	lymphomaの１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 平野　友美　他
*D-８	 TBLBで診断に至ったメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患（MTX-related	LPD）の１例
	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 後藤　洋輔　他
14：22−14：58
サルコイドーシス　　座長　名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　沓名　健雄

D-９	 多様な臨床経過を呈したサルコイドーシスの１例
	 松阪市民病院　呼吸器センター	 内藤　雅大　他
D-10	 サルコイドーシスに心嚢水貯留を合併し、経過観察中に自然軽快した一例
	 半田市立半田病院　呼吸器内科	 久野　泰雅　他
*D-11	 肉芽腫性間質性腎炎による腎不全で発症したサルコイドーシスの一例
	 名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科	 柘植　彩花　他
*D-12	 発熱と筋肉痛をきたしたサルコイドーシスの一例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 鈴木　貴人　他
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A会場
第２日目（11月30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）

９：00−９：36
肺癌転移−１　　座長　中部ろうさい病院　呼吸器内科　松尾　正樹

*A-23	 閉塞性膵炎をきたした肺腺癌多発膵転移の一例
	 浜松医科大学　第二内科	 一戸　宏哉　他
*A-24	 診断から10年後に骨転移を来した肺腺癌の一例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 山下　有己　他
*A-25	 肺扁平上皮癌の前立腺転移により膀胱タンポナーデをきたした一例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 下田由季子　他
A-26	 約13年の経過後に遠隔転移を来たしたmucinous	cystadenocarcinomaの１例
	 藤田保健衛生大学　呼吸器内科Ⅰ	 丹羽　義和　他
９：36−10：12
肺癌転移−２　　座長　藤田保健衛生大学　呼吸器内科　後藤　康洋

A-27	 手指骨転移にて発見された肺扁平上皮癌の１例
	 岐阜県立多治見病院　呼吸器内科	 松浦　彰伸　他
*A-28	 肺癌に合併した癌性腹膜炎の１例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 長田　啓史　他
A-29	 脈絡膜転移に伴う右眼の視力低下を契機に発見されたALK陽性肺癌の１例
	 中京病院　呼吸器内科	 玄　　崇永　他
*A-30	 脈絡膜転移を来した肺腺癌の１例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 安藤　清香　他
10：12−10：48
分子標的薬治療　　座長　静岡県立総合病院　呼吸器内科　朝田　和博

A-31	 EGFR-TKI既治療の患者に対してアファチニブを投与した３例
	 磐田市立総合病院　呼吸器内科	 天野　雄介　他
A-32	 EML4-ALK融合遺伝子陽性であった肺扁平上皮癌の１例
	 中東遠総合医療センター　呼吸器内科	 牧野　　靖　他
*A-33	 エルロチニブ投与中止後に髄膜癌腫症でDisease	flareをきたした一例
	 聖隷浜松病院　呼吸器内科	 田島　寛之　他
A-34	 Erlotinib投与終了直後に出現した突然の神経障害-Disease	flareの一例
	 聖隷浜松病院　呼吸器内科	 松井　知治　他
15：00−15：27
転移性肺癌　　座長　静岡市立静岡病院　呼吸器内科　藤井　雅人

*A-35	 空洞陰影を呈した乳癌肺転移の１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 田中　悠子　他
*A-36	 空洞を伴う肺多発結節影を契機に発見された前立腺癌の１例
	 浜松医科大学　第二内科	 森田　雅子　他
A-37	 乳房切除術から40年後に肺転移にて発見された再発乳癌の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	 浅野　幸市　他
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15：27−16：03
気管支鏡治療　　座長　名古屋大学　呼吸器内科　岡地　太郎

*A-38	 気管支鏡下に摘出しえた長期間介在した気管支異物の１例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 伊藤　訓敏　他
*A-39	 挿管人工呼吸器管理を要した気道熱傷の１例
	 沼津市立病院　呼吸器内科	 藤田　尚人　他
*A-40	 	気管支喘息、COPDによる慢性呼吸不全に対し、EWS挿入による気管支鏡的肺容量減少療法を

行った１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 丹羽　琢哉　他
*A-41	 消化器内視鏡用スネアが摘出に有用であった歯冠補綴物による気道異物の１例
	 磐田市立総合病院　呼吸器内科	 深田　充輝　他
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B会場
第２日目（11月30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）

９：00−９：45
膠原病　　座長　名古屋市立大学　呼吸器・免疫アレルギー内科学　大久保仁嗣

B-23	 治療抵抗性であった抗ARS抗体陽性間質性肺炎の一例
	 大垣市民病院　呼吸器内科	 中島　治典　他
*B-24	 早期集学的治療が奏功したclinically	amyopathic	dermatomyositis関連間質性肺炎の１例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科	 後藤　彩乃　他
B-25	 	内科的治療に反応せず肺移植に至ったclinically	 amyopathic	 dermatomyositis関連間質性肺炎の

１例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科	 赤堀　大介　他
*B-26	 肺野病変先行型の抗EJ抗体陽性抗ARS抗体症候群の１例
	 名古屋市立大学病院　呼吸器内科	 北林佑季也　他
B-27	 器質化肺炎が先行したRS3PE症候群の１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 勝又　峰生　他
９：45−10：21
肉芽腫・血管炎　　座長　浜松医科大学　呼吸器内科　草ヶ谷秀樹

B-28	 Wegener肉芽腫症が疑われた両側多発肺結節影の１例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 清水　隆宏　他
B-29	 腹痛で発症したChurg-Strauss症候群の一例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 野原　冠吾　他
*B-30	 敗血症性肺塞栓症との鑑別を要したGranulomatosis	with	polyangiitisの１例
	 藤田保健衛生大学　呼吸器内科学Ⅰ	 相馬　智英　他
B-31	 特発性間質性肺炎として長期経過観察中に発症した顕微鏡的多発血管炎の１例
	 三重中央医療センター　呼吸器科	 藤本　　源　他
10：21−10：48
喘息・アレルギー　　座長　藤田保健衛生大学　呼吸器内科学Ⅱ講座　伴　　直昭

B-32	 成人気管支喘息患者と嗅覚障害の関連性についての検討
	 藤田保健衛生大学　呼吸器内科学Ⅱ講座	 志賀　　守　他
B-33	 豆乳によるアナフィラキシー反応をきたしたPollen-food	Allergy	Syndromeの１例
	 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
B-34	 強制オシレーション法を用いたAsthma-COPD	Overlap	Syndrome（ACOS）の検討
	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 松田　俊明　他
15：00−15：45
急性肺障害　　座長　浜松医療センター　呼吸器内科　矢野　利章

B-35	 防腐剤の吸入により発症した化学性肺炎の１例
	 順天堂大学医学部附属静岡病院	 原　　宗央　他
B-36	 抗血小板薬内服中に気道出血を起こし呼吸不全を呈した１例
	 安城更生病院　呼吸器科	 林　　修平　他
*B-37	 B型インフルエンザ罹患後に急性呼吸窮迫症候群を呈した１例
	 浜松医科大学　第二内科	 小野　愛子　他
B-38	 輸血関連急性肺障害（TRALI）の１例
	 磐田市立総合病院　呼吸器科	 青野　祐也　他
B-39	 フッ素加工樹脂（テフロン®）吸入によるポリマーヒューム熱の１例
	 三重大学医学部附属病院　呼吸器内科	 都丸　敦史　他
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C会場
第２日目（11月30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）

９：00−９：36
結核　　座長　国立病院機構長良医療センター　呼吸器内科　魲　　稔隆

*C-20	 不明熱精査中に粒状影出現の経過を追えた粟粒結核の１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 布施　佑馬　他
C-21	 気管、気管支結核の１例
	 一宮市立市民病院　呼吸器内科	 笠原　嵩翔　他
*C-22	 結核性胸膜炎治療中に肺内進展を認めた胸膜結核腫の１例
	 藤枝市立総合病院　呼吸器内科	 宮下　晃一　他
C-23	 肺非結核性抗酸菌症と肺結核を合併した一例
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科	 幸田　敬悟　他
９：36−10：12
非結核性抗酸菌症−１　　座長　名古屋掖済会病院　呼吸器科　島　浩一郎

*C-24	 Mycobacterium	avium	complexによる椎体膿瘍の一例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 望月　栄佑　他
C-25	 気管支中心性肉芽腫像を呈した肺Mycobacterium　avium症の一例
	 静岡市立静岡病院　呼吸器内科	 大嶋　智子　他
*C-26	 重症ITPに喀血と急速に進展する両肺びまん性浸潤影を伴い診断に苦慮したMAC症の一例
	 藤田保健衛生大学病院　呼吸器内科・アレルギー科	 安岡　宏展　他
C-27	 非結核性抗酸菌症に対する外科治療成績
	 聖隷三方原病院　呼吸器センター外科	 雪上　晴弘　他
10：12−10：39
非結核性抗酸菌症−２　　座長　名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科　横山　俊彦

C-28	 肺M.kansasii症の３例
	 一宮市立市民病院　呼吸器内科	 齋藤　裕子　他
C-29	 Mycobacterium	abscessusの１例
	 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科	 北川　弘祥　他
C-30	 Mycobacterium	abscessusによる胸膜炎の１例
	 磐田市立総合病院　呼吸器内科	 神谷　陽輔　他
15：00−15：45
感染症−２　　座長　聖隷三方原病院　呼吸器センター内科　松井　　隆

C-31	 脳膿瘍を合併した肺膿瘍の１例
	 沼津市立病院　呼吸器内科	 下村　　巌　他
C-32	 CPT-11を被疑薬とする薬剤性肺炎の加療中に生じた右肺空洞陰影の１例
	 NHO三重中央医療センター　呼吸器科	 岡野　智仁　他
C-33	 好酸球性膿胸の所見を呈した自然気胸の１例
	 三重県立総合医療センター　呼吸器内科	 笹邉　　淳　他
C-34	 Press	through	package（PTP）誤飲により、食道胸腔瘻から膿胸を発症した一例
	 岐阜県立多治見病院　呼吸器内科	 小林　大祐　他
C-35	 アスペルギルス感染を合併した肺葉内肺分画症の１例
	 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科	 松井　　彰　他
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E会場
第２日目（11月30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）

９：00−９：45
呼吸管理・吸入　　座長　公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科　松田　俊明

E-１	 医師・薬剤師を対象とした吸入指導に関するアンケート調査
	 藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅱ講座	 伴　　直昭　他
E-２	 三重県在住医師に対するCOPDの意識調査
	 松阪市民病院　呼吸器センター	 畑地　　治　他
*E-３	 OSAS患者におけるPSG施行時のtcPCO2の推移についての検討
	 松阪市民病院　呼吸器センター	 渡辺健太郎　他
E-４	 ネーザルハイフローによりCO2ナルコーシスの改善が得られたCOPD増悪の２例
	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 横山　俊樹　他
*E-５	 HFOV導入による呼吸管理が奏効し救命し得た間質性肺炎急性増悪の一例
	 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科	 大井　　肇　他
９：45−10：21
縦隔腫瘍　　座長　聖隷三方原病院　呼吸器センター外科　棚橋　雅幸

*E-６	 健診にて発見された著しい嚢胞性変化を認めた小型胸腺腫の１例
	 トヨタ記念病院　統合診療科	 千馬　謙亮　他
*E-７	 傍骨性骨肉腫の１例
	 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　呼吸器科	 山本　雅美　他
*E-８	 胸腔内穿孔で発見された縦隔成熟奇形腫の１例
	 名古屋掖済会病院　呼吸器科	 小林　弘典　他
*E-９	 肺内に穿破した成熟奇形腫の１例
	 静岡市立静岡病院　呼吸器内科	 土屋　一夫　他
10：21−10：57
胸膜腫瘍　　座長　名古屋市立大学　呼吸器外科　森山　　悟

*E-10	 肺癌との鑑別を要した限局性悪性胸膜中皮腫の１例
	 静岡県立総合病院　呼吸器内科	 野口　理絵　他
E-11	 診断に難渋した肉腫型胸膜中皮腫の１例
	 愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科	 髙橋　　歩　他
E-12	 完全切除し得た巨大悪性孤立性線維性腫瘍の１例
	 小牧市民病院　呼吸器内科	 櫻井　　孟　他
*E-13	 当院で経験した孤立性胸膜線維性腫瘍（Solitary	fibrous	tumor	：SFT）の一例
	 一宮市立市民病院　呼吸器内科	 蔭山　　静　他
15：00−15：45
希少疾患　　座長　聖隷浜松病院　呼吸器内科　三木　良浩

E-14	 肺胞蛋白症に対して気管支鏡下に区域肺洗浄を施行した一例
	 岐阜県立多治見病院　呼吸器内科	 井上　徳子　他
*E-15	 気胸を契機に診断し得た肺胞蛋白症の１例
	 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科	 柴田　寛史　他
*E-16	 診断後13年の経過観察中に２児の出産を経験した肺ランゲルハンス細胞組織球症の１例
	 トヨタ記念病院　呼吸器内科	 近藤　友喜　他
E-17	 dendriform	pulmonary	ossificationの１例
	 清須呼吸器疾患研究会　豊和病院	 小橋　保夫　他
E-18	 	結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対しエベロリムスを投与し呼吸機能改善を認めたリンパ脈

管筋腫症の１例
	 名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科	 若原　恵子　他
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