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参加者へのご案内

1. 参加登録
1） 参加費　3,000円

ただし、医学生（大学院生除く）と研修医（医師国家試験取得後3年目まで）は無料です。証明書をご持
参ください。
参加受付は7階メインホ－ルロビ－、受付時間は1日目11：30 ～ 17：00、2日目9：10 ～ 16：00です。

2） 参加費お支払後、ネームカードをお渡ししますので、所属・氏名をご記入の上、会場内では常時ご着用
いただきますようお願いいたします。

3） 参加で取得できる単位は以下のとおりです。
・ 日本呼吸器学会専門医　5単位
・ 日本結核病学会結核・抗酸菌症認定医／指導医、抗酸菌症エキスパート資格　5単位、

筆頭演者　5単位（参加領収書・ネームカードが出席証明になります）
・ 3学会合同呼吸療法認定士　20単位
・ 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会　呼吸ケア指導士　7単位

4） 日本呼吸器学会員は、会員カード（web会員証も可）をお持ちください。
専門医でない場合も参加登録を必ず行ってください。代理の方による受付はできませんので必ずご本人
が行ってください。
参加登録および専門医単位の確認は会員専用ページで行ってください。
なお、会員カードもしくはweb会員証をお持ちいただかなかった場合は、ネームカードについている参
加証明書を専門医更新時にご提出ください。専門医更新時以外は受付いたしませんので各自保管をお願
いいたします。

2. 座長の先生方へのご案内
1） 一般演題座長の先生は、ご担当セッション20分前までに座長受付にて受付をしてください。（2日目朝一

番のセッションは受付開始次第）
2） ご担当セッションにより研修医アワ－ドの評価をしていただきますのでご協力の程、お願いいたします。
3） 各セッションの開始・終了などについてはタイムテ－ブルに従って進行をお願いいたします。

3. 演者（一般演題）の先生方へのご案内
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。発表データはUSBメモリーにてご持参いただき、

発表の30分前までにPC受付及び動作確認をしてください。
（2日目朝は9時10分より受付開始します。）

3） COI（利益相反）状態の有無にかかわらず、発表スライドの一枚目にCOI状態を開示してください。
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。

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PowerPoint 2010、2013、2016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。

5） 日本結核病学会誌に掲載希望の方は「演題名、発表者（共同演者も含む）の名前・所属、抄録本文200字以内」
の原本とそのデータ（Wordファイル）をPC受付時にご提出下さい。

4. その他
1） プログラム冊子は当日忘れずにご持参下さい。
2） 会場内は、すべて禁煙です。
3） 会場内では携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定してください。
4） 駐車場は有料です。公共交通機関をご利用ください。
5） ホームページアドレスhttp://www.ccs-net.co.jp/
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日程表
5月26日（土）

A会場
7階　メインホ－ル

B会場
4階　第7会議室

C会場
4階　第3会議室

9：00

10：00

11：00

12：00
12：00～
12：45 肺癌 -1

A-01～A-05

12：00～
12：45 薬剤性肺障害

B-01～B-05

12：00～
12：54 結核

C-01～C-06

12：45～
13：30 肺癌 -2

A-06～A-10

12：45～
13：30 間質性肺炎・血管炎

B-06～B-10
13：00 12：54～

13：30
非結核性抗酸菌症
C-07～C-10

13：30～
14：06

免疫チェックポイント阻害薬 -1
A-11～A-14

13：30～
14：24 膠原病・血管炎

B-11～B-16

13：30～
14：15 感染症 -1

C-11～C-1514：00
14：06～
14：33

免疫チェックポイント阻害薬 -2
A-15～A-17 14：15～

15：09 感染症 -2
C-16～C-21

14：24～
15：09 肺循環障害・その他

B-17～B-21
14：33～
15：18 分子標的薬

A-18～A-2215：00

15：09～
16：03 過敏性肺炎・稀少疾患

C-22～C-27 

15：15～
16：05

特別企画 1
びまん性肺疾患にお
ける multidisciplinary 
discussion(MDD)

15：18～
16：12 その他の腫瘍

A-23～A-28
16：00

16：20～
17：20

イブニングセミナー 1
17：00

17：20～
18：20

イブニングセミナー 2
18：00

19：00

11：55～12：00 開会の辞
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日程表
5月27日（日）

A会場
7階　メインホ－ル

B会場
4階　第7会議室

C会場
4階　第3会議室

9：00

9：30～
10：06

肺胞蛋白症
A-29～A-32

9：30～
10：15 喘息・アレルギー

B-22～B-26

9：30～
10：15 肺腫瘍・胸膜疾患等

C-28～C-3210：00
10：06～
11：09

リンパ増殖性疾患
A-33～A-39

10：15～
10：51

喘息・アレルギー・ 
サルコイドーシス等
B-27～B-30

10：15～
11：00 転移性肺腫瘍等

C-33～C-37

11：00

11：15～
12：15

特別講演 1
12：00

12：25～
13：25

代議員会

12：25～
13：25

ランチョンセミナー13：00

13：35～
14：00 総会

14：00
14：00～
14：30

特別企画 2
男女共同参画講演

14：30～
15：30

結核教育講演15：00

15：30～
16：30

特別講演 216：00

17：00

18：00

19：00

16：30～16：35 閉会の挨拶
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特別演題プログラム

特別講演1	 5月27日（日）11：15～ 12：15　A会場

座長：名古屋掖済会病院　副院長兼呼吸器内科主任部長　　山本　雅史

「肺癌診療最近の話題」
近畿大学医学部　外科学教室呼吸器外科部門　主任教授　　光冨　徹哉　先生

特別講演2	 5月27日（日）15：30～ 16：30　A会場

座長：藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅰ講座　教授　　今泉　和良　先生

「膠原病の診断と治療」
聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center　センター長　　岡田　正人　先生

結核教育講演	 5月27日（日）14：30～ 15：30　A会場

座長：名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科　助教　　進藤　有一郎　先生

「生物学的製剤使用下の呼吸器感染症－ここに気をつけよう」
JCHO 東京山手メディカルセンター　呼吸器内科　　徳田　均　先生

特別企画1　びまん性肺疾患におけるmultidisciplinary	discussion(MDD)	
	 5月26日（土）15：15～ 16：05　B会場

座長：浜松医科大学　保健管理センター　講師　　榎本　紀之　先生 
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科　部長　　片岡　健介　先生
病理解説：津島市民病院　病理診断科　部長　　横井　豊治　先生 
画像解説：名古屋大学大学院医学系研究科 
  総合医学専攻高次医用科学講座量子医学分野　准教授　　岩野　信吾　先生

症例1「上肺陰影を伴った間質性肺炎の一例」
豊田厚生病院　呼吸器内科　　高嶋　浩司　先生

臨床 discussant：片岡　健介　先生

症例2「亜急性に経過したびまん性肺疾患の一例」
浜松労災病院　呼吸器内科　　深田　充輝　先生、豊嶋　幹生　先生

臨床 discussant：榎本　紀之　先生

特別企画2　男女共同参画講演	 5月27日（日）14：00～ 14：30　A会場

座長：名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科　講師　　若原　恵子　先生

「男女共同参画委員会・将来計画委員会の活動報告と今後の取り組み」
山口赤十字病院　第2内科　部長（男女共同参画委員会　副委員長）　　國近　尚美　先生
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共催プログラム

ランチョンセミナー 5月27日（日）12：25～ 13：25　C会場

共催：ブリストル・マイヤ－ズ スクイブ株式会社／小野薬品工業株式会社

座長：名古屋掖済会病院　呼吸器内科　部長　　島　浩一郎　先生

「最新知見から考えるニボルマブの位置づけ」
関西医科大学附属病院　呼吸器腫瘍内科　教授　　倉田　宝保　先生

イブニングセミナー 1 5月26日（土）16：20～ 17：20　C会場

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

座長：公立陶生病院　副院長兼呼吸器・アレルギー疾患内科　部長　　近藤　康博　先生

「特発性肺線維症の急性増悪：診断，治療の課題と予防の重要性」
社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院 呼吸器センター　呼吸器内科　部長　　一門　和哉　先生

イブニングセミナー 2 5月26日（土）17：20～ 18：20　C会場

共催：アストラゼネカ株式会社

座長：藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅰ講座　臨床教授　　近藤　征史　先生

「手術不能III期NSCLCの化学放射線療法の進歩について」
静岡県立静岡がんセンタ－　放射線治療科　部長　　原田　英幸　先生
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第131回日本結核病学会東海地方学会
第113回日本呼吸器学会東海地方学会　一般演題
第16回日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会中部支部会

A会場
第1日目（5月26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）

12：00−12：45　肺癌−1
座長　名古屋掖済会病院　呼吸器内科　田中　太郎

	 A-01	 傍腫瘍症候群の症状が診断契機となった肺小細胞癌の1例
 名古屋掖済会病院　呼吸器内科 森　　美緒　他
	 A-02	 神経症状が発見の契機となった肺小細胞癌の1例
 静岡赤十字病院　呼吸器内科 森田　雅子　他
	 A-03	 抗TIF1-γ抗体陽性皮膚筋炎が契機に診断された間質性肺炎合併小細胞肺癌の1例
 愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科 加藤　俊夫　他
＊	A-04	 気管支鏡にて診断し得た肺混合型小細胞癌の一例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 中島　国也　他
＊	A-05	 気管支内腔進展型の小細胞肺癌の一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 北原　佳泰　他

12：45−13：30　肺癌−2
座長　大垣市民病院　呼吸器内科　中島　治典

＊	A-06	 IgA血管炎を合併した肺小細胞癌の1例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 浅野　元世　他
	 A-07	 扁桃転移を来した肺癌の一例
 小牧市民病院　呼吸器内科 渡邉　祥平　他
	 A-08	 当院で経験した石綿肺がん20例の検討
 旭労災病院　呼吸器科 堀内　　実　他
	 A-09	 肺癌治療に特定食品が寄与した一例
 大久伝内科 寺田　正樹　
＊	A-10	 急速な進行を認めた肺癌肉腫の一例
 独立行政法人国立病院機構　三重中央医療センター　呼吸器内科 坂倉　康正　他

13：30−14：06　免疫チェックポイント阻害薬−1
座長　藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅰ講座　後藤　康洋

＊	A-11	 肺腺癌治療中に生じた両下肢神経障害の一例
 中東遠総合医療センター　呼吸器内科 長崎　公彦　他
	 A-12	 原発性肺癌に対するPembrolizumabの治療中に胆汁うっ滞型肝障害を示唆する病理組織所見

を確認できた1例
 順天堂大学医学部附属静岡病院　 原　　宗央　他
＊	A-13	 ペムブロリズマブによる膵炎が疑われた1例
 中部ろうさい病院　呼吸器内科 錦見　弘子　他
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＊	A-14	 Pembrolizumabが有効であった肺神経内分泌癌の1例
 三重県立総合医療センター　呼吸器内科 伊藤　稔之　他

14：06−14：33　免疫チェックポイント阻害薬−2
座長　市立四日市病院　呼吸器内科　山下　良

＊	A-15	 METexon14	SkippingA	陽性，METexon14	SkippingC陽性でPD-L1高発現の肺腺癌に
pembrolizumabが著効した1例

 松阪市民病院　呼吸器センター 鈴木　勇太　他
	 A-16	 Nivolumabが奏功したK-RAS遺伝子変異陽性invasive	mucinous	adenocarcinomaの一例
 藤田保健衛生大学　呼吸器内科学 I 堀口　智也　他
	 A-17	 非小細胞肺癌に対してニボルマブ投与後のドセタキセルが著効した一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 直井　兵伍　他

14：33−15：18　分子標的薬
座長　浜松医科大学内科学第二講座　呼吸器内科　西本　幸司

	 A-18	 当院におけるEGFR-TKI耐性肺癌に対する再生検の現状と診断率の検討
 松阪市民病院　呼吸器センター 西井　洋一　他
＊	A-19	 胸水セルブロックでEGFR遺伝子T790M変異を確認しオシメルチニブ治療を行った超高齢者

肺癌の1例
 JA 愛知厚生連　海南病院　呼吸器内科 松本　早紀　他
＊	A-20	 Osimertinib治療中にうっ血性心不全を発症した肺腺癌の1例
 名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科 稲垣　雅康　他
	 A-21	 EGFR-TKI治療後に扁平上皮癌に形質転化しafatinibが奏効した肺腺癌の一例
 名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科 高橋　一臣　他
	 A-22	 ROS1遺伝子検索における判定不能例の検討
 藤田保健衛生大学　呼吸器内科学Ⅰ 後藤　康洋　他

15：18−16：12　その他の腫瘍
座長　名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科　横山　俊彦

＊	A-23	 肺癌，多発骨転移との鑑別を要した多発性骨髄腫の1例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 持塚　康孝　他
	 A-24	 胸部異常陰影で発見された多発性骨髄腫の1例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 平野　達也　他
＊	A-25	 パゾパニブが有効であった胸腔内滑膜肉腫の1例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科 中村　佳夏　他
＊	A-26	 後縦隔原発の傍神経節細胞腫の1例
 浜松医科大学　内科学第二講座　呼吸器内科 稲葉龍之介　他
＊	A-27	 経過中に腫瘍塞栓症を併発したMucoepidermoid	carcinomaの1例
 国立病院機構　名古屋医療センター　呼吸器内科 鳥居　厚志　他
	 A-28	 胸部異常陰影で発見された原発性肺平滑筋肉腫の1例
 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　呼吸器内科 矢田　吉城　他
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B 会場
第1日目（5月26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）

12：00−12：45　薬剤性肺障害
座長　三重県立総合医療センター　呼吸器内科　藤原　篤司

＊	B-01	 クロピドグレルによる薬剤性肺炎の1例
聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科 杉山　未紗　他

＊	B-02	 黄蓮解毒湯による薬剤性肺炎の一例
磐田市立総合病院　呼吸器内科 村野　萌子　他

＊	B-03	 防風通聖散による薬剤性肺障害が疑われた一例
聖隷浜松病院　呼吸器内科 内田小百合　他

B-04	 免疫チェックポイント阻害剤の再投与で薬剤性肺障害の再燃を来した悪性黒色腫の1例
三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 藤原　拓海　他

＊	B-05	 シリコンインプラント術後11年経過し間質性肺炎を発症したアジュバント病の一例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 野口陽一朗　他

12：45−13：30　間質性肺炎・血管炎
座長　磐田市立総合病院　呼吸器内科　松島　紗代実

B-06	 IPEX症候群に間質性肺炎を合併し，ステロイド投与が奏功した1例
藤田保健衛生大学　呼吸器内科学Ⅰ 井上　敬浩　他

B-07	 抗PL-7抗体陽性間質性肺炎の1例
浜松労災病院　呼吸器内科 深田　充輝　他

＊	B-08	 気管支喘息重積発作にて人工呼吸器管理を要し，脳梗塞を合併した好酸球性多発血管炎性肉
芽腫症の一例

名古屋徳洲会総合病院　呼吸器内科 田藏　昂平　他
＊	B-09	 シェーグレン症候群と多発血管炎性肉芽腫症を合併した1例

中東遠総合医療センター　呼吸器内科 鈴木　浩二　他
＊	B-10	 脳死片肺移植後に閉塞性細気管支炎症候群(BOS)に伴う呼吸状態の悪化を認めた一例

公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 松本　　惇　他

13：30−14：24　膠原病・血管炎
座長　刈谷豊田総合病院　呼吸器内科　武田　直也

＊	B-11	 筋炎症状に間質性肺炎が先行した抗ARS抗体症候群の一例
名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科 酒井　麻里　他

＊	B-12	 胸部CTにてcrazy-paving	appearanceを呈したCADMの一例
磐田市立総合病院　呼吸器内科 平松　俊哉　他

＊	B-13	 KL-6やフェリチンが低値であったにも関わらず急速に呼吸不全が進行した抗MDA5抗体陽性
CADMの1例

三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 樋口友里恵　他
＊	B-14	 ECMO・HFOV管理で救命しえたCADM関連急速進行性間質性肺炎の一例

公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 佐藤　智則　他
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＊	B-15	 好酸球性肺炎を先行肺病変とした関節リウマチの2例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 村上有里奈　他
＊	B-16	 混合性結合組織病に関連した間質性肺炎の一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 久保田　努　他

14：24−15：09　肺循環障害・その他
座長　聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科　天野　雄介　

＊	B-17	 輸入感染症との鑑別に難渋した肺血栓塞栓症の1例
 浜松医科大学　内科学第二講座　呼吸器内科 綿貫　雅之　他
＊	B-18	 肺炎球菌肺炎診断後数時間で全身性空気塞栓症を来した1例
 静岡済生会総合病院　呼吸器内科 森　　利枝　他
	 B-19	 非結核性抗酸菌症患者の右冠動脈から分岐する右気管支動脈に対してBAEを施行した1例
 中東遠総合医療センター　呼吸器内科 三上　　智　
	 B-20	 孤立性末梢性肺動脈瘤に対し経カテーテル的動脈塞栓術で治療した一例
 市立四日市病院　呼吸器内科 松井　利憲　他
＊	B-21	 当院におけるネーザルハイフローセラピーを用いた治療経験
 松阪市民病院　呼吸器センター 中村　祐基　他
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C会場
第1日目（5月26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）

12：00−12：54　結核
座長　中東遠総合医療センタ－　呼吸器内科　牧野　靖

C-01	 来院時心肺停止で突然死した肺結核:	死後CTと病理解剖より診断に至った一例
岐阜県立多治見病院　呼吸器内科 矢口　大三　他

＊	C-02	 ノカルジア感染を合併した粟粒結核の1例
静岡県立総合病院　呼吸器内科 増田　寿寛　他

＊	C-03	 中耳結核の一例
岐阜県立多治見病院　呼吸器内科 木村　隼大　他

＊	C-04	 収縮性心膜炎をきたし手術療法を要した結核性心膜炎の一例
市立四日市病院　呼吸器内科 田島　富彦　他

＊	C-05	 結核性腹膜炎の一例
大垣市民病院　呼吸器内科 松山　哲也　他

C-06	 日本入国時に治療歴があった外国人労働者の肺結核の2症例
一宮市立市民病院　呼吸器内科 齋藤　裕子　他

12：54−13：30　非結核性抗酸菌症
座長　独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　呼吸器内科　浅野　周一

＊	C-07	 当院で経験したMycobacterium	abscessus	complex肺感染症の臨床的検討
国立病院機構三重中央医療センター　呼吸器内科 西村　　正　他

C-08	 肺	Mycobacterium	avium	complex（MAC）症の治療経過中にMycobacterium
abscessus症に移行した2例

静岡県立総合病院　呼吸器内科 遠藤　慶成　他
＊	C-09	 空洞形成を伴う孤立性病変を呈したM.abscessusの1例

刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 組橋　裕喜　他

C-10	 肺MAC症治療中に生じた薬剤性無顆粒球症と考えられた1例
国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器内科 八木　光昭　他

13：30−14：15　感染症−1
座長　豊橋市民病院　呼吸器内科・アレルギー内科　竹山　佳宏

＊	C-11	 CTにて虫道形成を認めたウエステルマン肺吸虫症の1例
豊橋市民病院　呼吸器内科 馬場　智也　他

C-12	 2型糖尿病治療中にPasteurella	multocida肺炎によるARDSを発症した1例
静岡県立総合病院　呼吸器内科 大石　享平　他

＊	C-13	 詳細な問診が診断の契機となった肺吸虫症の一例
聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科 宮崎　明子　他

＊	C-14	 Nocardia	concavaによる肺ノカルジア症の1例
浜松医科大学　内科学第二講座　呼吸器内科 伊藤祐太朗　他
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C-15	 肺がんとの鑑別に苦慮した肺ノカルジア症の1例
藤田保健衛生大学病院　呼吸器内科学Ⅰ 後藤　祐介　他

14：15−15：09　感染症−2
座長　静岡県立総合病院　呼吸器内科　　赤松　泰介

C-16	 肺扁平上皮癌に対する化学放射線療法後に肺アスペルギルス症を発症した1例
静岡県立総合病院　呼吸器内科 渡邉　裕文　他

＊	C-17	 当院におけるアレルギー性気管支肺真菌症の胸部CT所見の検討
社会医療法人宏潤会　大同病院　呼吸器内科 天草　勇輝　他

＊	C-18	 免疫抑制患者に発症した肺スケドスポリウム症の一例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 板東　知宏　他

C-19	 プロカルシトニン陰性の敗血症性肺塞栓症を来した4症例の比較検討
名古屋市立東部医療センター　呼吸器内科 森下　真圭　他

＊	C-20	 無顆粒球症に肺炎球菌性肺炎，敗血症性ショック，ARDSを合併して死亡した一例
名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 平松　佑斗　他

C-21	 重症レジオネラ肺炎治療中に非閉塞性腸管虚血（NOMI）を併発した一例
藤田保健衛生大学病院　呼吸器内科学 I 前田　真吾　他

15：09−16：03　過敏性肺炎・稀少疾患
座長　JA 愛知厚生連　海南病院　呼吸器内科　中尾　心人

＊	C-22	 超音波式加湿器による過敏性肺臓炎(加湿器肺)の1例
聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科 明石　拓郎　他

＊	C-23	 空気清浄機が原因として疑われた過敏性肺炎の1例
藤枝市立総合病院　呼吸器内科 森川　圭亮　他

＊	C-24	 みかん農家に発症した過敏性肺臓炎の一例
常滑市民病院　呼吸器内科 田所　宏彦　他

＊	C-25	 慢性咳嗽を主訴に発見された再発性多発軟骨炎の1例
藤田保健衛生大学病院　呼吸器内科学Ⅰ 伊奈　拓摩　他

＊	C-26	 10年間のCT経過観察後に待機的手術を施行した気管支閉鎖症の1例
トヨタ記念病院　統合診療科 泉　　彩夏　他

＊	C-27	 遺伝性球状赤血球症に合併した後縦隔髄外造血巣の1例
聖隷三方原病院　呼吸器センター　外科 藤木　亜衣　他
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A会場
第2日目（5月27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）

9：30−10：06　肺胞蛋白症
座長　名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　土方　寿聡

A-29	 肺胞蛋白症の1例
名古屋掖済会病院　呼吸器内科 糸魚川英之　他

A-30	 気管支肺胞洗浄後，経過観察中に陰影の改善を認めた肺胞蛋白症の1例
独立行政法人国立病院機構天竜病院　呼吸器・アレルギー科 児嶌　　駿　他

A-31	 肺胞蛋白症の一剖検例
大垣市民病院　呼吸器内科 加賀城美智子　他

A-32	 サルコイドーシスの経過中に発症した肺胞蛋白症の一例
静岡県立総合病院　呼吸器内科 田中　悠子　他

10：06−11：09　リンパ増殖性疾患
座長　中部ろうさい病院　呼吸器内科　松尾　正樹

＊	A-33	 呼吸困難を主訴に来院したT細胞性リンパ芽球性リンパ腫の1例
トヨタ記念病院　統合診療科 古田　恭寛　他

＊	A-34	 メトトレキセート関連リンパ増殖性肺疾患の一例
大垣市民病院　呼吸器内科 野田　純也　他

A-35	 下垂体機能低下症，尿崩症を呈したMTX関連リンパ増殖性疾患の1例
浜松医療センター　呼吸器内科 三輪　　聖　他

＊	A-36	 びまん性すりガラス陰影を呈したMTX関連リンパ増殖性疾患の1例
浜松医科大学　第二内科 中安　弘征　他

＊	A-37	 胸部多発結節影を呈し急速に進行したEpstein-Barrウイルス陽性びまん性大細胞型B細胞リン
パ腫の一剖検例

聖隷浜松病院　呼吸器内科 竹田健一郎　他
＊	A-38	 両肺にびまん性すりガラス影を呈したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例

聖隷浜松病院　呼吸器内科 藤田侑以子　他
＊	A-39	 両側肺異常影を呈した血管内リンパ腫の1例

中部ろうさい病院　呼吸器内科 大槻　　遼　他



― 13 ―

B 会場
第2日目（5月27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）

9：30−10：15　喘息・アレルギー
座長　藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅱ講座　桑原　和伸

＊	B-22	 気管支喘息重積発作に合併した縦隔気腫の一例
名古屋市立東部医療センター　呼吸器内科 栗山満美子　他

＊	B-23	 煙草の銘柄変更にて発症した急性好酸球性肺炎の一例
磐田市立総合病院　呼吸器内科 中井　省吾　他

B-24	 ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体（ベンラリズマブ）の使用経験
藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅱ講座 廣瀬　正裕　他

＊	B-25	 ベンラリズマブが奏効した難治性喘息の一例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 平野　智也　他

＊	B-26	 抗IL-5抗体が好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(チャーグ・ストラウス症候群)に奏効した1例
松阪市民病院　呼吸器センター 古橋　一樹　他

10：15−10：51　喘息・アレルギー・サルコイドーシス等
座長　名古屋市立東部医療センター　呼吸器内科　石原　明典

B-27	 IgE多項目同時スクリーニング法間におけるアスペルギルス感作結果と，各コンポーネントの
比較検討

藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅱ講座 加藤　研一　他
＊	B-28	 Aspergillus	terreusによるアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の1例

藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学 II 講座 鬼頭　雄亮　他

B-29	 スパイロメトリーとモストグラフの相関についての考察
松阪市民病院　呼吸器センター　呼吸器内科 伊藤健太郎　

＊	B-30	 乳癌，咽頭MALTリンパ腫に合併した肺サルコイドーシスの1例
刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 山田　悠貴　他
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C会場
第2日目（5月27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）

9：30−10：15　肺腫瘍・胸膜疾患等
座長　松阪市民病院　呼吸器センター　伊藤　健太郎

＊	C-28	 胸腔鏡下肺切除にて診断し得た肺硝子化肉芽腫の1例
刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科 二村　侑歩　他

C-29	 上大静脈，右心房内進展を呈した悪性リンパ腫の一例
大垣市民病院　呼吸器内科 中島　治典　他

＊	C-30	 高校入学時の胸部X線健診で発見された肺軟骨種の1例
聖隷三方原病院　呼吸器センター　外科 矢澤　秀介　他

＊	C-31	 横隔膜および臓側胸膜子宮内膜症による2つの発生機序の関与が推察された月経随伴性気胸の
1例

三重県立総合医療センター　呼吸器内科 三木　寛登　他

C-32	 肝性胸水に対し非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）併用下で胸膜癒着術を施行した1例
静岡市立静岡病院　呼吸器内科 渡辺　綾乃　他

10：15−11：00　転移性肺腫瘍等
座長　トヨタ記念病院　呼吸器内科　木村　元宏

C-33	 乳癌気管支転移の1例
磐田市立総合病院　呼吸器内科 岸本祐太郎　他

＊	C-34	 ARDSで死亡した原発不明癌多発肺転移の1剖検例
三重県立総合医療センター　北勢呼吸器センター 鶴賀　龍樹　他

＊	C-35	 脱分化型軟骨肉腫による肺転移の1例
名古屋掖済会病院　呼吸器内科 岩間真由子　他

＊	C-36	 盲腸癌の転移による気管狭窄に対しAPC焼灼および気管支ステント留置を施行した1例
静岡市立静岡病院　呼吸器内科 丸山　正隆　他

C-37	 診断に苦慮した縦隔腫瘍の1例
静岡市立静岡病院　呼吸器内科 甲斐翔太郎　他
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