
第134回日本結核病学会東海地方学会
第116回日本呼吸器学会東海地方学会
第19回日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会中部支部会

社）日本呼吸器学会　URL http://www.jrs.or.jp

2019年11月16日（土） 午前11時55分より
2019年11月17日（日） 午前 9時より

会 期

会 場 大垣市民会館
 岐阜県大垣市新田町 1丁目 2番地
 ＴＥＬ 0584-89-1111（代表）

 A会場（ 1階　ホール）
 B会場（ 3階　大会議室 1）
 C 会場（ 3階　大会議室 2）

会 長 安藤　守秀
（大垣市民病院　呼吸器内科）
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駐車場のご案内

※無料駐車場（326 台）あり

会 場
大垣市民会館
〒503-0856
岐阜県大垣市新田町 1丁目 2番地
TEL 0584-89-1111（代表）

【アクセス方法】
■JR大垣駅より
大垣駅南口　タクシー 10 分
名阪近鉄バス（大垣駅発（3）乗場 市民会館行）約15分。

協賛企業一覧

広告
　アストラゼネカ株式会社
　株式会社 エバホームケアサービス
　杏林製薬株式会社
　コヴィディエン ジャパン株式会社
　サノフィ株式会社
　塩野義製薬株式会社
　第一三共株式会社
　大鵬薬品工業株式会社
　チェスト株式会社
　中外製薬株式会社
　株式会社ツムラ
　帝人在宅医療株式会社
　日本化薬株式会社
　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
　ノバルティス ファーマ株式会社
　フクダライフテック中部株式会社
　ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
　Meiji Seika ファルマ株式会社

共催セミナー
　グラクソ・スミスクライン株式会社
　帝人在宅医療株式会社
　日本イーライリリー株式会社
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参加者へのご案内

1. 参加登録
1） 参加費3,000円。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1階ホールホワイエ、受付時間は1日目11：00 ～ 17：00、2日目8：30 ～ 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、筆頭演者　3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） ご担当セッションにより研修医アワー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ー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7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分前までに発表データ受付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） 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） スライド枚数の指定はございませんが、動画は使用できません。

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で作成してください。発表データファイル名は「演題番号＋氏名」としてください。スクリー
ンのアスペクト比は4：3です。

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）を発表データ受付時にご提出ください。

4. その他
1） プログラム抄録集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） 駐車場は無料ですが台数に限りがあります。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
11月16日（土）

A会場
1階　ホール

B会場
3階　大会議室1

C会場
3階　大会議室2

9：00

10：00

11：00

12：00
12：00～ 
12：50 肺癌 1

A-01～A-05

12：00～ 
12：40

間質性肺炎・膠原病・
血管炎 1
B-01～B-04

12：00～ 
12：50 結核・非結核性 

抗酸菌症 1
C-01～C-05

12：40～ 
13：20

間質性肺炎・膠原病・
血管炎 2
B-05～B-08

13：00 12：50～ 
13：30 肺癌 2

A-06～A-09

12：50～ 
13：40 結核・非結核性 

抗酸菌症 2
C-06～C-1013：20～ 

14：00 薬剤性肺障害 1
B-09～B-12

13：30～ 
14：10 肺癌 3

A-10～A-13
13：40～ 
14：30 結核・非結核性 

抗酸菌症 3
C-11～C-15

14：00
14：00～ 
14：30

薬剤性肺障害 2
B-13～B-1514：10～ 

15：00 分子標的薬
A-14～A-18 14：30～ 

15：10 肺循環障害・その他 1
B-16～B-19

14：30～ 
15：30 真菌・その他の 

感染症 1
C-16～C-21

15：00
15：00～ 
15：50 免疫チェックポイント

阻害薬 1
A-19～A-23

15：10～ 
15：40

肺循環障害・その他 2
B-20～B-22

16：00
16：00～ 
16：40 肺生理教育講演

16：45～ 
17：35 イブニングセミナー 1

17：00

17：40～ 
18：30 イブニングセミナー 218：00

19：00

11：55～12：00 開会の辞
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日程表
11月17日（日）

A会場
1階　ホール

B会場
3階　大会議室1

C会場
3階　大会議室2

9：00
9：00～ 
9：40

免疫チェックポイント
阻害薬 2
A-24～A-27

9：00～ 
9：40 喘息・アレルギー疾患 1

B-23～B-26

9：00～ 
9：40

真菌・その他の 
感染症 2
C-22～C-25

9：40～ 
10：20

免疫チェックポイント
阻害薬 3
A-28～A-31

9：40～ 
10：20 喘息・アレルギー疾患 2

B-27～B-30

9：40～ 
10：20

真菌・その他の 
感染症 3
C-26～C-29

10：00

10：30～ 
11：00 男女共同参画講演

11：00
11：05～ 
12：05

特別講演

12：00

12：15～ 
13：15

ランチョンセミナー

12：15～ 
13：15

代議員会
13：00

13：20～
13：40 総会

13：45～ 
14：45

結核教育講演
14：00

15：00 14：50～ 
15：30 腫瘍 1

A-32～A-35

14：50～ 
15：50 サルコイドーシス

B-31～B-36

14：50～ 
15：40 真菌・その他の 

感染症 4
C-30～C-34

15：30～ 
16：10 腫瘍 2

A-36～A-39
15：40～ 
16：20 稀少疾患 1

C-35～C-3816：00 15：50～ 
16：30 リンパ増殖性疾患 1

B-37～B-4016：10～ 
16：50 腫瘍 3

A-40～A-43
16：20～ 
16：50

稀少疾患 2
C-39～C-4116：30～ 

17：00
リンパ増殖性疾患 2
B-41～B-43

17：00

18：00

19：00

17：00～17：05 閉会の挨拶
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特別演題プログラム

特別講演	 11月17日（日）11：05～ 12：05　A会場

座長：大垣市民病院　呼吸器内科　部長　　安藤　守秀

『慢性呼吸器疾患のチーム医療―これからの呼吸ケア・リハビリテーション―』
前橋赤十字病院　呼吸器内科　副部長　　堀江　健夫　先生

結核教育講演	 11月17日（日）13：45～ 14：45　A会場

座長：長良医療センター　統括診療部長　　加藤　達雄　先生

『結核・非結核性抗酸菌症の診療　−最近のトピックを交えて−』
独立行政法人国立病院機構　近畿中央呼吸器センター　感染症研究部長　　露口　一成　先生

肺生理教育講演	 11月16日（土）16：00～ 16：40　B会場

座長：岐阜市民病院　呼吸器内科　部長　　吉田　勉　先生

『症例から学ぶ肺機能検査』
東京医療センター　呼吸器科　医長　　小山田　吉孝　先生

男女共同参画講演	 11月17日（日）10：30～ 11：00　A会場

座長：大垣市民病院　呼吸器内科　　加賀城　美智子　先生

『岐阜大学医学部における男女共同参画の取り組み』
岐阜大学医学部附属地域医療医学センター　センター長　　村上　啓雄　先生
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共催プログラム

ランチョンセミナー	 11月17日（日）12：15～ 13：15　B会場

共催：日本イーライリリー株式会社

座長：松阪市民病院　呼吸器センター　センター長　兼　副院長　　畑地　治　先生

『ドライバー遺伝子変異陰性における最新薬物療法の治療戦略』
帝京大学医学部　内科学講座　腫瘍内科　教授　　関　順彦　先生

イブニングセミナー 1	 11月16日（土）16：45～ 17：35　B会場

共催：帝人在宅医療株式会社

座長：大垣市民病院　呼吸器内科　部長　　安藤　守秀

『酸素療法 Up to date』
公立陶生病院　副院長　　近藤　康博　先生

イブニングセミナー 2	 11月16日（土）17：40～ 18：30　B会場

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

座長：小牧市民病院　副院長　　小島　英嗣　先生

『COPD診療で喘息病態を見逃さないために』
国立国際医療研究センター病院　呼吸器内科　診療科長　　放生　雅章　先生
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第134回日本結核病学会東海地方学会
第116回日本呼吸器学会東海地方学会　一般演題
第19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（11月16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）

12：00−12：50　肺癌 1
座長　三重県立総合医療センター　呼吸器内科　藤原　篤司

＊ A-01 経気管支生検の際にガイドシース先端の不透過チップの脱落を認め摘除困難であった一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学 I 伊奈　拓摩　他
＊ A-02 ICI併用化学療法が奏功し，著明な好酸球増多が改善した肺腺癌の1例
 三重県立総合医療センター　呼吸器内科 伊藤　稔之　他
＊ A-03 当院で経験した類基底細胞型扁平上皮癌16例の臨床的検討
 国立病院機構　三重中央医療センター　呼吸器内科 大岩　綾香　他
＊ A-04 多発頚部リンパ節転移による気道狭窄を来した肺多形癌の1剖検例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 芹澤沙耶香　他
＊ A-05 たこつぼ心筋症，Trousseau症候群を合併した肺癌の一例
 春日井市民病院 全並　正人　他

12：50−13：30　肺癌 2
座長　小牧市民病院　呼吸器内科　後藤　大輝

＊ A-06 肺腺癌皮膚転移の一例
 小牧市民病院　呼吸器内科 縣　　知優　他
＊ A-07 当院にて初めて職業性石綿ばく露が指摘された肺癌19例の検討
 旭ろうさい病院　呼吸器科 伊藤　圭馬　他
＊ A-08 原発巣と転移リンパ節のPD-L1染色に差異が見られた肺腺癌の1例
 三重大学医学部附属病院　臨床研修・キャリア支援部 伊藤　優希　他
＊ A-09 NGS法とPNA-LNA PCR clamp法でuncommon mutationを確認した肺腺癌の1例
 松阪市民病院　呼吸器センター内科 江角　征哉　他

13：30−14：10　肺癌 3
座長　藤田医科大学ばんたね病院　呼吸器内科　桑原　和伸

＊ A-10 化学放射線療法を施行した維持血液透析中の限局型小細胞肺癌の1例
 聖隷三方原病院　呼吸器内科 藤田侑以子　他
 A-11 大腸癌の転移性肺腫瘍との鑑別が問題となった腸型肺腺癌の一例
 岐阜県立多治見病院 井上　徳子　他
 A-12 腫瘍崩壊症候群を合併した大細胞神経内分泌癌の一例
 藤田医科大学ばんたね病院　呼吸器内科 出口亜里紗　他
＊ A-13 傍腫瘍性神経症候群を合併した小細胞肺癌の1例
 大垣市民病院　呼吸器内科 舩坂　高史　他
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14：10−15：00　分子標的薬
座長　松阪市民病院　呼吸器センター　呼吸器内科　藤原　研太郎

 A-14 骨格筋転移を有しLorlatinibが奏効したALK遺伝子転座陽性肺腺癌の1例
 順天堂大学医学部附属静岡病院　呼吸器内科 松田　浩成　他
 A-15 gefitinib投与後にT790M変異がみられたEGFR遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌の一例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 大石　享平　他
＊ A-16 当院における高齢EGFR陽性非小細胞肺癌患者に対する一次治療としてのOsimertinibの検討
 松阪市民病院　呼吸器内科 古橋　一樹　他
＊ A-17 Crizotinibが著効したROS1融合遺伝子陽性肺癌の一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 近藤　優樹　他
＊ A-18 当院におけるPD-L1高発現EGFR陽性肺腺癌に対する1次治療としてのオシメルチニブの治療

効果についての検討
 松阪市民病院　呼吸器センター　呼吸器内科 中村　祐基　他

15：00−15：50　免疫チェックポイント阻害薬 1
座長　名古屋市立大学病院　呼吸器・アレルギー内科　前野　健

＊ A-19 ペムブロリズマブによる脊髄炎の一例
 名古屋市立大学病院　呼吸器・アレルギー内科 藤井　　藍　他
＊ A-20 EGFR-TKIが早期に不応となりAtezolizumabが著効したEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌の一例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 田村可菜美　他
 A-21 Pembrolizumab投与中に著明な血小板減少をきたした肺腺癌の一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学 I 相馬　智英　他
 A-22 腎細胞癌に対してニボルマブとイピリマブ投与中に気管支喘息と好酸球性副鼻腔炎を発症し

た1例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 渡邉　裕文　他
＊ A-23 Pembrolizumab併用化学療法中に発症したInfliximabが著効した難治性免疫関連大腸炎の 

1例
 浜松医科大学　呼吸器内科 野中　翔太　他
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B 会場
第1日目（11月16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）

12：00−12：40　間質性肺炎・膠原病・血管炎 1
座長　公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科　山野　泰彦

＊ B-01 乳癌放射線治療後に器質化肺炎を繰り返した一例
 静岡県立総合病院 高橋　進悟　他
＊ B-02 放射線性肺臓炎に対してクライオ生検を実施した一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 板東　知宏　他
 B-03 活動性関節リウマチとNSIP patternの間質性肺炎を同時に発症した1例
 浜松労災病院　呼吸器内科 幸田　敬悟　他
＊ B-04 肺癌を疑われた多発血管炎性肉芽腫症の1例
 岐阜赤十字病院　呼吸器内科 五島隆之介　他

12：40−13：20　間質性肺炎・膠原病・血管炎 2
座長　岐阜大学医学部附属病院　呼吸器内科　柳瀬　恒明

 B-05 両肺多発結節と耳合併症を認めたMPO-ANCA陽性多発血管炎性肉芽腫症の一例
 愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科 佐藤　美佳　他
＊ B-06 急速進行性の経過をとった顕微鏡的多発血管炎の一例
 岐阜大学医学部附属病院　呼吸器内科 岩井　正道　他
 B-07 入院中に発症した肺病変先行型の関節リウマチの一例
 藤田医科大学　医学部　呼吸器内科学 II 講座 堀口　紘輝　他
＊ B-08 急速進行性のANCA関連血管炎に対して血漿交換療法を含む集学的治療が奏功した一例
 岐阜大学医学部附属病院　呼吸器内科 岩井　正道　他

13：20−14：00　薬剤性肺障害 1
座長　中東遠総合医療センター　呼吸器内科　牧野　靖

 B-09 柴苓湯による薬剤性肺障害の一例
 静岡赤十字病院　呼吸器内科 遠藤　慶成　他
＊ B-10 ST合剤による薬剤性肺障害と診断した一例
 中東遠総合医療センター 村田　一真　他
＊ B-11 市販漢方薬(防風通聖散)による薬剤性肺障害と考えられた1例
 中東遠総合医療センター　呼吸器内科 守田　裕啓　他
＊ B-12 ミノサイクリンによる好酸球性肺炎の一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 中川栄実子　他
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14：00−14：30　薬剤性肺障害 2
座長　静岡済生会総合病院　呼吸器内科　池田　政輝

＊ B-13 ダプトマイシンによる薬剤性肺障害を発症した一例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 綿貫　雅之　他
＊ B-14 ザルトプロフェンによる薬剤性好酸球性肺炎の1例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 青山　周平　他
＊ B-15 繰り返す肺炎が診断の契機になった薬剤性肺障害の一例
 静岡済生会総合病院　呼吸器内科 角田　　智　他

14：30−15：10　肺循環障害・その他 1
座長　市立四日市病院　呼吸器内科　山下　良

＊ B-16 皮膚筋炎に伴う間質性肺炎の肺高血圧症に対してシルデナフィルが奏効した一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 副島　和晃　他
＊ B-17 大腿骨骨幹部骨折後に発症した脂肪塞栓症候群の1例
 市立四日市病院　呼吸器内科 小林　　凱　他
＊ B-18 片肺洗浄により改善した 自己免疫性肺胞蛋白症の1例
 名古屋掖済会病院　呼吸器内科 伊藤　利泰　他
 B-19 洗浄側を上方とした側臥位で肺胞洗浄術を行った自己免疫性肺胞蛋白症の1例
 岐阜大学医学部附属病院　第二内科　呼吸器内科 佐々木優佳　他

15：10−15：40　肺循環障害・その他 2
座長　岐阜大学医学部附属病院　呼吸器内科　遠渡　純輝

 B-20 気管支喘息重責発作との鑑別を有し，気管切開に至った声帯開大不全の1例
 三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 岡野　智仁　他
＊ B-21 気管支バルブに続発した閉塞性肺炎により呼吸機能が改善した1例
 松阪市民病院　呼吸器センター内科 岡田　真輝　他
＊ B-22 食事療法で軽快した肝硬変に伴う乳び胸水の1例
 浜松医療センター　呼吸器内科 小川　秀己　他
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C会場
第1日目（11月16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）

12：00−12：50　結核・非結核性抗酸菌症 1
座長　聖隷浜松病院　呼吸器内科 　橋本　大

 C-01 インフリキシマブ使用中にIGRA陽転化を来した播種性結核症の一例
 聖隷浜松病院　呼吸器内科 持塚　康孝　他
＊ C-02 多発脳梗塞を契機に診断に至った結核性髄膜炎の一例
 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
 C-03 IgA血管炎を合併した高齢者結核の1例
 国立病院機構天竜病院　呼吸器・アレルギー科 大嶋　智子　他
 C-04 乳腺結核の1例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 加藤　早紀　他
 C-05 中耳結核から肺結核の診断に至った一例
 津島市民病院　内科 小林都仁夫　他

12：50−13：40　結核・非結核性抗酸菌症 2
座長　藤枝市立総合病院　呼吸器内科　小清水　直樹

＊ C-06 早期より多剤耐性肺結核を想定し，治療が奏効した一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 野口陽一朗　他
＊ C-07 診断，治療に難渋した頭蓋内結核病変の一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学　I 加古　寿志　他
 C-08 CA125が高値を示した結核性胸腹膜炎の1例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 一條甲子郎　他
＊ C-09 EBUS-TBNAで診断された結核性リンパ節炎の1例
 聖隷三方原病院　呼吸器内科 柚木茉里那　他
 C-10 多剤耐性肺結核が考えられ診断に難渋した1例
 はるひ呼吸器病院　呼吸器内科 小橋　保夫　他

13：40−14：30　結核・非結核性抗酸菌症 3
座長　国立病院機構名古屋医療センター　呼吸器内科　中畑　征史

＊ C-11 シリコンYステントを両断して抜去した気管・気管支結核の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
＊ C-12 非結核性抗酸菌症に伴った気管支結石の1例
 聖隷浜松病院　呼吸器内科 竹田健一郎　他
＊ C-13 非結核性抗酸菌症に難治性気胸および胸膜炎を合併した1例
 浜松医科大学医学部附属病院　呼吸器内科 森川　圭亮　他
＊ C-14 EWS充填術，自己血・トロンビン注入，胸膜癒着術の併用が奏功した肺MAC症による難治性

気胸・膿胸の一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 籠尾南海夫　他
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 C-15 適切な感受性試験結果が治療に有用であったMycobacterium abscessus complex感染症の
1例

 藤田医科大学　呼吸器内科学 I 前田　侑里　他

14：30−15：30　真菌・その他の感染症 1
座長　聖隷三方原病院　呼吸器内科　加藤　慎平

＊ C-16 クリプトコッカス胸膜炎を発症した一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 伊藤友一朗　他
＊ C-17 肺腺癌の治療中にアスペルギルス感染に伴う腹腔内出血を来した一剖検例
 聖隷浜松病院　呼吸器内科 平間隆太郎　他
 C-18 剖検にて診断した侵襲性肺アスペルギルス症の1例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 浅野　元世　他
＊ C-19 IgG4関連疾患の治療経過中に現病の再燃との鑑別を要した肺クリプトコッカス症の一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 秋山　　萌　他
＊ C-20 AIDS患者に発症した播種性ヒストプラズマ症の1例
 聖隷三方原病院　呼吸器内科 山田耕太郎　他
 C-21 シフラが病勢を反映していると考えられた肺放線菌症の一例
 JA 愛知厚生連豊田厚生病院　呼吸器内科 林　かずみ　他
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A会場
第2日目（11月17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　免疫チェックポイント阻害薬 2
座長　中部ろうさい病院　呼吸器内科　松下　明弘

＊ A-24 ペムブロリズマブ投与中に急性間質性腎炎をきたした非小細胞肺癌の1例
 岐阜市民病院　呼吸器内科 北村　　悠　他
 A-25 Durvalumab開始後に急性に薬剤性血小板減少症をきたした肺癌の1例
 名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 川浪　匡史　他
 A-26 ニボルマブ投与後に筋炎合併重症筋無力症を発症した気管支内扁平上皮癌の一例
 中部ろうさい病院　呼吸器内科 大槻　　遼　他
 A-27 Atezolizumab投与後に髄膜炎をきたした一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学 1 井上　敬浩　他

	 9：40−10：20　免疫チェックポイント阻害薬 3
座長　藤田医科大学　呼吸器内科学 1　岡村　拓哉

＊ A-28 ペムブロリズマブ単剤療法中に発症した劇症1型糖尿病の一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学 1 森谷　遼馬　他
 A-29 Atezolizumabによる血球貪食症候群を発症した一例
 静岡市立清水病院　呼吸器内科 伊波　奈穂　他
＊ A-30 デュルバルマブによるPseudoprogressionが疑われた非小細胞肺癌の1例
 松阪市民病院　呼吸器センター内科 川口　敦之　他
＊ A-31 急速に進行し小腸イレウスをきたした縦隔原発多形癌に対しペムブロリズマブが奏効した1例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 久米　敦紀　他

14：50−15：30　腫瘍 1
座長　刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー疾患内科　鈴木　嘉洋

＊ A-32 左胸水を合併した縦隔脂肪腫の1例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 街道　達哉　他
＊ A-33 血痰を契機に診断した肺内血腫の一例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 山田　悠貴　他
＊ A-34 アスペルギルス症の合併が疑われた肺血管肉腫の剖検例
 名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科 都島　悠佑　他
 A-35 呼吸不全を呈した肺カルチノイド腫瘍の1例
 静岡市立静岡病院 甲斐翔太郎　他
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15：30−16：10　腫瘍 2
座長　大垣市民病院　呼吸器内科　中島　治典

＊ A-36 巨大軟骨肉腫の1例
 大垣市民病院　呼吸器内科 坂野　聖弥　他
＊ A-37 乳腺転移を認めた肺神経内分泌癌の1例
 聖隷浜松病院　呼吸器内科 勝又　　萌　他
＊ A-38 多発肺転移を来した神経内分泌分化を伴う前立腺癌の1例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 山下　遼真　他
＊ A-39　 気管支内転移巣からの生検組織で転座型腎細胞癌の診断に至った1例。
 静岡済生会総合病院　呼吸器内科 中村　匠吾　他

16：10−16：50　腫瘍 3
座長　静岡県立総合病院　呼吸器内科　三枝　美香

＊ A-40 嚢胞性病変を伴った肉腫型の限局性悪性胸膜中皮腫の一例
 地方独立行政法人　三重県立総合医療センター　呼吸器内科 増田　考祐　他
＊ A-41 縦隔非セミノーマ性胚細胞腫瘍に対して化学療法＋腫瘍摘出術を施行し完全寛解が得られた 

1例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 増田　寿寛　他
 A-42 石灰化を認めた胸腺腫の1例
 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 児嶌　　駿　他
＊ A-43 肺野に多発斑状，粒状陰影を伴った右房原発血管肉腫の一例
 岐阜大学　第二内科・呼吸器内科 酒井　千鶴　他
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B 会場
第2日目（11月17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　喘息・アレルギー疾患 1
座長　岐阜県総合医療センター　呼吸器内科　都竹　晃文

 B-23 気管支サーモプラスティにより画像で気管支の拡張を認めた症例
 岐阜県総合医療センター　呼吸器内科 都竹　晃文　他
 B-24 MepolizumabからBenralizumabに変更後，一秒量増加と症状改善を認めた難治性喘息の 

1例
 小牧市民病院　呼吸器内科 山下　有己　他
＊ B-25 ベンラリズマブ単回投与後にデュピルマブに変更し奏功した難治性喘息の1例
 トヨタ記念病院　統合診療科 金森紗乃代　他
＊ B-26 気管支喘息発作加療中に特発性気腹症を発症した一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 北原　佳泰　他

	 9：40−10：20　喘息・アレルギー疾患 2
座長　鈴鹿中央総合病院　呼吸器センター内科　小林　裕康

 B-27 重症喘息に対して抗体製剤を使用した症例の呼吸機能の推移
 松阪市民病院　呼吸器センター内科 藤原研太郎　他
＊ B-28 腎細胞癌加療中に好酸球性肺炎を発症した1例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 杉山　周一　他
＊ B-29 好酸球増多を伴うPembrolizumabによる薬疹にMepolizumabが効果的であった1例
 松阪市民病院　呼吸器センター内科 大森　祐樹　他
＊ B-30 Omalizumab投与により改善した慢性特発性蕁麻疹合併喘息の一例
 鈴鹿中央総合病院　呼吸器センター内科 田端　勇作　他

14：50−15：50　サルコイドーシス
座長　浜松労災病院　呼吸器内科　豊嶋　幹生

 B-31 関節リウマチに対するセルトリズマブペゴル投与中に発症したサルコイドーシスの1例
 浜松労災病院　呼吸器内科 幸田　敬悟　他
＊ B-32 PET-CTを用いることで サルコイドーシスの筋病変を診断し得た一例
 三重県立総合医療センター　呼吸器内科 三木　寛登　他
＊ B-33 甲状腺乳頭癌を合併した甲状腺サルコイドーシスの1例
 中東遠総合医療センター　呼吸器内科 西　　恵佳　他
＊ B-34 胸腔鏡で診断に至った胸膜サルコイドーシスの一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 久保田　努　他
＊ B-35 診断に苦慮したサルコイドーシスの1例
 はるひ呼吸器病院　内科　呼吸器内科 藤原　秀之　
＊ B-36 ぶどう膜炎を契機に判明した刺青サルコイドーシスの1例
 三重県立総合医療センター　呼吸器内科 鶴賀　龍樹　他
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15：50−16：30　リンパ増殖性疾患 1
座長　名古屋掖済会病院　呼吸器内科　浅野　俊明

 B-37 当院で多中心性キャッスルマン病と診断しトシリズマブを導入した3例
 名古屋掖済会病院　呼吸器内科 岩間真由子　他
 B-38 右上葉切除を行い診断した単中心性Castleman病の一例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター外科 上沼　康範　他
 B-39 乳び胸を契機に診断された悪性リンパ腫の一例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 中島　国也　他
＊ B-40 IgG4高値を認めた多中心性キャッスルマン病の1例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 中井　省吾　他

16：30−17：00　リンパ増殖性疾患 2
座長　春日井市民病院　呼吸器内科　岩田　晋

＊ B-41 診断に苦慮したメトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患の一例
 春日井市民病院　呼吸器内科 太田　　翔　他
 B-42 EGRR遺伝子変異陽性肺腺癌の治療中のIgG4関連疾患様の病態を呈した一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 伊藤祐太朗　他
＊ B-43 鼻中隔生検により診断に至った気管支壁肥厚を呈するIgG4関連疾患の1例
 静岡済生会総合病院　呼吸器内科 森　　利枝　他
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C会場
第2日目（11月17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　真菌・その他の感染症 2
座長　国立病院機構長良医療センター　呼吸器内科　大西　涼子

＊ C-22 悪性リンパ腫治療中に生じ，非典型的なCT所見を呈したサイトメガロウイルス肺炎の1例
 安城更生病院 太田　祥子　他
＊ C-23 免疫不全の背景がない若年女性に発症したノカルジア肺炎の1例
 岐阜県総合医療センター　呼吸器内科 葛西佑太朗　他
＊ C-24 経過中にST合剤に耐性化を来した肺ノカルジア症の1例
 国立病院機構長良医療センター　呼吸器内科 松本　聖司　他
 C-25 播種性ノカルジアの経過中に肺胞蛋白症を発症した一例
 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 阿部　岳文　他

	 9：40−10：20　真菌・その他の感染症 3
座長　名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　村田　直彦

 C-26 ステロイド加療中に発症した重篤な呼吸不全から救命し得た肺ノカルジア症の一例
 順天堂大学医学部附属静岡病院 上田　翔子　他
 C-27 N.blacklokiaeによる肺ノカルジア症の1例
 伊勢赤十字病院　呼吸器内科 伊藤　有平　他
＊ C-28 気管支喘息発作と鑑別を要した糞線虫症の1例
 岐阜県立多治見病院　呼吸器内科 渡邉　　祥　他
＊ C-29 可逆性脳梁膨大部病変を伴ったレジオネラ肺炎の一例
 名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 大野　弘眞　他

14：50−15：40　真菌・その他の感染症 4
座長　トヨタ記念病院　呼吸器内科　木村　元宏

＊ C-30 レジオネラ肺炎13例の検討
 岡崎市民病院　 佐橋　篤佳　他
＊ C-31 ステロイドが有効であったマイコプラズマ細気管支炎の一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 萩原　　毅　他
 C-32 重症肺膿瘍と敗血症を呈した非チフス性サルモネラ属菌感染症の一例
 沼津市立病院　呼吸器内科 飯岡　義教　他
＊ C-33 空洞性病変により両側気胸をきたした黄色ブドウ球菌性市中肺炎の一例
 トヨタ記念病院　統合診療科 内田　岬希　他
 C-34 サルコイドーシス精査のためのEBUS-TBNA後に縦隔膿瘍を合併し胸腔鏡下のドレナージで救

命した一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 萩本　　聡　他
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15：40−16：20　稀少疾患 1
座長　浜松医科大学医学部附属病院　呼吸器内科　西本　幸司

＊ C-35 肺動脈病変により喀血を繰り返したRosai-Dorfman病の1例
 浜松医科大学医学部附属病院　呼吸器内科 金崎　大輝　他
＊ C-36 健診で発見された肺硝子化肉芽腫症の一例
 浜松医科大学医学部附属病院　内科学第二講座 村野　萌子　他
＊ C-37 クライオバイオプシーで診断した成人型ランゲルハンス細胞組織球症の一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 田ヶ原俊徳　他
＊ C-38 気管・気管支軟化症を呈したムコ多糖症2型（Hunter病）の一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学 1 池田　安紀　他

16：20−16：50　稀少疾患 2
座長　中濃厚生病院　呼吸器内科　淺井　稔博

 C-39 多発スリガラス影を契機に診断した結節性硬化症の一例
 岐阜県立多治見病院　呼吸器内科 木村　隼大　他
＊ C-40 ランゲルハンス細胞肉腫の1例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科 佐藤　友香　他
 C-41 気胸の手術後に健診異常影を契機に診断に至った先天性気管支閉鎖症の1例
 中濃厚生病院　呼吸器内科 安藤　英治　他




