
第135回日本結核･非結核性抗酸菌症学会東海支部学会
第117回日本呼吸器学会東海地方会
第20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

2020年5月23日（土） 午前11時50分より
2020年5月24日（日） 午前 9時25分より

会 期

会 場 名城大学ナゴヤドーム前キャンパス
 名古屋市東区矢田南 4 -102- 9
 ＴＥＬ 052-832-1151（代表）

 A会場（南館 1階　DSホール）
 B会場（南館 2階　DS201講義室）
 C会場（南館 2階　DS203講義室）

会 長 川部　勤
（東海国立大学機構　名古屋大学大学院　医学系研究科　
総合保健学専攻　先端情報医療学領域　オミックス医療科学）
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会 場
名城大学ナゴヤドーム前キャンパス
〒461-8534
名古屋市東区矢田南 4 -102- 9
TEL 052-832-1151（代表）
【アクセス方法】
JR 中央本線・名鉄瀬戸線「大曽根」駅から徒歩約 10 分。地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅から徒歩約 3分。

協賛企業一覧

広告
　アステラス製薬株式会社
　アストラゼネカ株式会社
　エア・ウォーター・メディカル株式会社
　ＭＳＤ株式会社
　株式会社カーク
　杏林製薬株式会社
　協和キリン株式会社
　サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
　サノフィ株式会社
　塩野義製薬株式会社
　大鵬薬品工業株式会社
　中外製薬株式会社
　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
　株式会社フィリップス・ジャパン
　ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
　株式会社三輪器械
　株式会社八神製作所
　理科研株式会社

機器展示
　株式会社コスモスウェブ
　株式会社フィリップス・ジャパン

共催セミナー
　グラクソ・スミスクライン株式会社
　日本イーライリリー株式会社
　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
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　第135回日本結核・非結核性抗酸菌症学会東海支部学会
　第117回日本呼吸器学会東海地方会
　第20回日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会中部支部会

誌上開催にあたって

国立大学法人　東海国立大学機構　名古屋大学大学院　医学系研究科
総合保健学専攻　先端情報医療学領域

オミックス医療科学　生体防御情報学講座
会長　川部　勤

第135回日本結核・非結核性抗酸菌症学会東海支部学会・第117回日本呼吸器学会東海地方会・第20回日本
サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会中部支部会の3学会合同の地方会を誌上開催させていただくにあたりご
挨拶申し上げます。会長を務めさせていただいております名古屋大学の川部　勤です。

まず、COVID-19に罹患された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、最前線でこの感染症に立ち
向かわれている会員の皆様に深く敬意を表します。

国立大学初の試みとして設立された東海国立大学機構の教員として、また名城大学ナゴヤドーム前キャン
パスを初めて会場とし、学会開催に向けて鋭意努力をしてまいりました。名古屋大学大学院医学系研究科総
合保健学専攻の佐藤光夫先生、松島充代子先生、呼吸器内科の橋本直純先生、若原恵子先生はじめ会員の先
生方のご支援のもと、演題募集、プログラム編成を終えました。しかし、状況は一変し、令和2年4月7日に
国の緊急事態宣言が発令され、愛知県も独自に緊急事態宣言を発出しました。このようなSARS-CoV-2感染
の状況等に鑑み、各学会支部長の今泉和良先生、新實彰男先生、森下宗彦先生、ならびに日本呼吸器学会次
期支部長の小林　哲先生と慎重な協議を重ね、最終的に会場での開催を断念し誌上開催となりました。

学会企画の演者をお願いしました平井豊博先生、小出詠子先生、橋本直純先生、林　悠太先生、また、共
催セミナーでは麻生裕紀先生、玉田　勉先生、山野泰彦先生、山田忠明先生と諸先生方のご講演を拝聴でき
ないのが残念です。一般演題については、既にコロナ禍に伴う激務がはじまるなか、105題と多数の演題を
応募いただいた先生方、さらに、ご参加予定の会員の皆様、関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしま
すこと、心より深くお詫び申し上げます。

地方会は遭遇した興味深い症例を会員が共有し、個人のみならず、地域全体の医療の向上に貢献する有意
義な学術集会です。会員が一堂に会して議論できる地方会の再開と一日も早いCOVID-19の制圧、ならびに
誌上ではありますが、今回の学会が会員の皆様に有意義なものとなりますことを祈念して、ご挨拶とさせて
いただきます。

2020年4月

＊印刷や発送業務もコロナ禍の影響を受けております。冊子が学会会期に間に合わない場合も想定されます
が、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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お知らせ

本プログラム抄録集は誌上開催に変更になったことにより、通常開催用に作成した内容から追加・編集を
したものです。よって通常開催時の内容もそのまま掲載しておりますので何卒ご了承の程、お願い申し上げ
ます。

尚、筆頭演者のみ誌上開催による単位の救済措置が下記のとおりございます。筆頭演者以外で出席予定者
への救済措置はございません。

現段階で救済措置が決まっていないところもございますので、申請の際は恐れ入りますが各自で各学会本
部にご確認をお願い申し上げます。

■日本呼吸器学会 呼吸器専門医
→筆頭演者は3単位付与となります（抄録掲載必須）。参加した場合の5単位は付与されません。

■日本呼吸ケア・リハビリテーション学会　呼吸ケア指導士
→筆頭演者は4点の単位取得が可能です。申請時に抄録集写しの提出が必要となります。

■3学会合同呼吸療法認定士 
→筆頭演者については、事前登録相当（出席および演者としての点）が認められます。
　更新申請の際は、抄録の写しをご提出ください。

以下は、救済措置なし、もしくは未定です。

■日本結核・非結核性抗酸菌症学会
結核・抗酸菌症認定医/指導医、抗酸菌症エキスパート資格

■ICD制度協議会
未定

 第135回日本結核・非結核性抗酸菌症学会東海支部学会
 第117回日本呼吸器学会東海地方会
 第20回日本ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ/肉芽腫性疾患学会中部支部会
 事務局

（2020年4月21日現在）
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参加者へのご案内（会場での開催は中止）

新型コロナウイルス感染症の対応について
座長・演者を含めた参加者で、熱や咳などの症状がある方は参加をご遠慮ください。
また、会期中こまめな手洗いと咳エチケットをお願い申し上げます。会場内の席に余裕がある場
合は、間隔をあけてご着席ください。
会期中、座長・演者の先生方で急遽参加を取りやめる場合は　jrstokai@yahoo.co.jp　までご連絡
をお願い申し上げます。

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。
参加受付は南館1階DS102講義室、受付時間は1日目11：00 ～ 17：00、2日目9：00 ～ 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･非結核性抗酸菌症学会結核・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
・ ICD制度協議会5単位、筆頭演者2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9時より受付開始します）
3） 発表者ツールは使用できません。
4） 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。
5） 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16：9です。

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） 駐車場はありません。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23日（土）

A会場
1階　DSホール

B会場
2階　DS201講義室

C会場
2階　DS203講義室

9：00

10：00

11：00

12：00
12：00～ 
13：00

ランチョンセミナー 1

13：00

13：10～ 
13：37

喘息
A-01～A-03

13：10～ 
13：55 肺癌 1

B-01～B-05

13：10～
13：55　 真菌

C-01～C-0513：37～ 
14：04

好酸球性肺炎
A-04～A-0614：00 13：55～ 

14：40 分子標的薬
B-06～B-10

13：55～
14：40 その他の感染症 1

C-06～C-10
14：04～ 
14：31

薬剤性肺障害
A-07～A-09

15：00 14：50～ 
15：20 肺生理教育講演

15：20～ 
16：05

びまん性肺疾患（膠原病
肺・サルコイドーシス）
A-10～A-14

15：20～ 
16：05

免疫チェックポイント
（有害事象）1
B-11～B-15

15：20～
16：05 結核・非結核性抗酸菌症

C-11～C-15
16：00

16：05～ 
16：41

稀少疾患
A-15～A-18

16：05～ 
16：50

免疫チェックポイント
（有害事象）2
B-16～B-20

16：05～
16：41

その他の肺疾患・COPD
C-16～C-19

17：00
17：00～ 
18：00

イブニングセミナー

18：00

19：00

11：50～11：55 開会の辞
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日程表
5月24日（日）

A会場
1階　DSホール

B会場
2階　DS201講義室

C会場
2階　DS203講義室

9：00

9：25～
10：01

免疫チェックポイント
（治療効果）
A-19～A-22

9：25～
10：01

過敏性肺炎
B-21～B-24

9：25～
10：10 その他の感染症 2

C-20～C-24
10：00

10：01～
10：37

リンパ増殖性疾患
A-23～A-26

10：01～
10：55 間質性肺炎

B-25～B-30
10：10～
10：55 非結核性抗酸菌症

C-25～C-29

11：00
11：00～
12：00

特別講演

12：00

12：15～
13：15

ランチョンセミナー 2

12：15～
13：15

代議員会
13：00

13：20～
13：40 総会

13：45～
14：15 男女共同参画講演14：00

14：30～
15：30

結核教育講演15：00

15：30～
16：06

その他の肺疾患
A-27～A-30

15：30～
16：06

縦隔腫瘍
B-31～B-34

15：30～
16：15 肺癌 2

C-30～C-3416：00
16：06～
16：42 胸膜疾患

A-31～A-34

16：06～
16：33

その他の腫瘍
B-35～B-37

17：00

18：00

19：00

16：42～16：45 閉会の辞
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特別演題プログラム

特別講演	 5月24日（日）11：00～ 12：00　A会場

座長：名古屋大学大学院　医学系研究科　総合保健学専攻　オミックス医療科学　教授　　川部　勤

『基礎研究から観えた臨床医学的問題の解決への糸口』
名古屋大学大学院　医学系研究科　呼吸器内科学講座　准教授　　橋本　直純　先生

結核教育講演	 5月24日（日）14：30～ 15：30　A会場

座長：独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　院長　　長谷川　好規　先生

『抗酸菌診療 tips＆topics』
独立行政法人　国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器内科 / 感染対策室　診療医長　　林　悠太　先生

肺生理教育講演	 5月23日（土）14：50～ 15：20　A会場

座長：愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科　教授　　伊藤　理　先生

『オシレーション法による呼吸抵抗測定の要点～測定原理から臨床応用まで～』
京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　教授　　平井　豊博　先生

男女共同参画講演	 5月24日（日）13：45～ 14：15　A会場

座長：名古屋大学大学院　医学系研究科　呼吸器内科　医局長　　若原　恵子　先生

『法改正を踏まえた医師の働き方の現状とこれから～男女共同参画の立場から～』
愛知県医師会理事　日本医師会男女共同参画委員　こいで内科医院　　小出　詠子　先生
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共催プログラム

ランチョンセミナー 1	 5月23日（土）12：00～ 13：00　A会場

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

座長：一宮市立市民病院　呼吸器内科　部長　　麻生　裕紀　先生

基調講演『COPDを取り巻く環境』
一宮市立市民病院　呼吸器内科　部長　　麻生　裕紀　先生

『トリプル治療戦略～喘息とCOPDそれぞれの側面から～』
東北大学大学院　医学系研究科　内科病態学講座　呼吸器内科学分野　講師　　玉田　勉　先生

ランチョンセミナー 2	 5月24日（日）12：15～ 13：15　A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：名古屋大学大学院　医学系研究科　呼吸器内科学　病院助教　　阪本　考司　先生

『びまん性肺疾患　診療のポイント』
公立陶生病院　呼吸器・アレルギ－疾患内科　部長　　山野　泰彦　先生

イブニングセミナー	 5月23日（土）17：00～ 18：00　A会場

共催：日本イーライリリー株式会社

座長：独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター　呼吸器内科・腫瘍内科　　小暮　啓人　先生

『EGFR遺伝子陽性/陰性別の2次治療戦略を考える』
京都府立医科大学大学院　医学研究科　呼吸器内科学　病院准教授　　山田　忠明　先生
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第135回日本結核 ･非結核性抗酸菌症学会東海⽀部学会
第117回 日 本 呼 吸 器 学 会 東 海 地 ⽅ 会 　一般演題
第20回日本サルコイド－シス /肉芽腫性疾患学会中部⽀部会

A会場
第1日目（5月23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）

13：10−13：37　喘息
＊ A-01 ベンラリズマブの効果が不十分であった好酸球性副鼻腔炎合併難治性喘息に対してデュピル

マブが奏功した1例
 岐阜赤十字病院　呼吸器内科 堀　賢一郎　他
＊ A-02 頻回の入院を要した難治性喘息にメポリズマブが奏効した一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 太田　　翔　他
 A-03 肺MAC症治療中に合併したアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の一例
 国立病院機構東名古屋病院　呼吸器内科 八木　光昭　他

13：37−14：04　好酸球性肺炎

＊ A-04 代表的な総合感冒薬であるPL顆粒による急性好酸球性肺炎の一例
 はるひ呼吸器病院　呼吸器内科 藤原　秀之　他
＊ A-05 非燃焼・加熱式タバコの関与が示唆された好酸球性肺炎の一例
 名古屋市立大学病院　呼吸器・免疫アレルギー内科 和田千咲子　他
＊ A-06 加熱式タバコにより好酸球性肺炎を発症した一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 板東　知宏　他

14：04−14：31　薬剤性肺障害

＊ A-07 ジアフェニルスルホンが原因と考えられた薬剤性好酸球性肺炎の一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 平松　俊哉　他
＊ A-08 長期投与のメサラジンによる薬剤性肺障害の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-09 抗甲状腺薬によるANCA関連間質性肺炎と考えられた1例
 三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 岡野　智仁　他

15：20−16：05　びまん性肺疾患（膠原病肺・サルコイドーシス）

 A-10 多剤併用療法が有効であった抗MDA5抗体陽性の間質性肺炎合併無筋症性皮膚筋炎の1例
 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
＊ A-11 抗EJ抗体陽性の間質性肺疾患の一例
 浜松労災病院　呼吸器内科 岸本　　叡　他
 A-12 治療抵抗性の肺病変を合併した成人発症Still病の一例
 国立病院機構天竜病院　呼吸器・アレルギー科 大嶋　智子　他



― 9 ―

＊ A-13 急性発症したサルコイドーシスの1例
 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 森田芽生子　他
 A-14 原発性空洞形成を認めた肺サルコイドーシスの一例
 浜松医科大学医学部附属病院　呼吸器内科 鈴木　貴人　他

16：05−16：41　稀少疾患
＊ A-15 外科的生検で診断し得た単中心性キャッスルマン病の1例
 藤田医科大学　呼吸器内科学　I 廣地真理子　他
 A-16 浸潤影を呈した多発血管炎性肉芽腫症(GPA)の1例
 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 児嶌　　駿　他
＊ A-17 喀血を繰り返す妊婦の気管支動脈蔓状血管腫にBAEが奏功した1例
 静岡市立静岡病院　呼吸器内科 尾針　甲祐　他
＊ A-18 クライオ生検により診断したリンパ脈管筋腫症の1例
 浜松医科大学　第二内科 角田　　智　他
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B 会場
第1日目（5月23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　肺癌 1
＊ B-01 CTガイド下生検後に穿刺経路部播種を来した肺扁平上皮癌の一例
 順天堂大学医学部附属静岡病院　呼吸器内科 五藤　千奈　他
＊ B-02 上大静脈ステントおよび気道ステント留置が有効であった肺腺癌の一例
 JA 愛知厚生連　海南病院　呼吸器内科 杉山　智美　他
＊ B-03 甲状腺転移をきたした浸潤性肺腺癌の一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 伊藤祐太朗　他
＊ B-04 Lambert-Eaton症候群による呼吸不全を呈した肺腺癌の一例
 名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科 後藤　　希　他
＊ B-05 閉塞性肺炎を契機に診断した肺粘表皮癌の一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 野口陽一朗　他

13：55−14：40　分子標的薬

＊ B-06 ステロイド併用下にOsimertinib再投与が可能であった薬剤性好酸球性肺炎の一例
 トヨタ記念病院　統合診療科 内田　岬希　他
＊ B-07 EGFR exon20挿入変異陽性の原発性肺腺癌に対してosimertinibが有効であった1例。
 静岡済生会総合病院　呼吸器内科 中村　匠吾　他
 B-08 悪性胸水を伴うEGFR遺伝子変異陽性肺癌に対しEGFR-TKI・抗VEGF抗体併用療法が奏功し

た2例
 藤田医科大学　呼吸器内科学 I 伊奈　拓摩　他
 B-09 当院の肺癌患者におけるオンコマイン Dx Target Test マルチ CDxシステムの現状
 松阪市民病院　呼吸器センター 西井　洋一　他
 B-10 オシメルチニブ投与中に肺障害をきたし，エルロチニブに薬剤変更し，治療行った肺腺癌の

一例
 松阪市民病院　呼吸器内科 鈴木　勇太　

15：20−16：05　免疫チェックポイント（有害事象）1

＊ B-11 Pembrolizumab投与中に類天疱瘡を発症した肺腺癌の一例
 三重県立総合医療センター　呼吸器内科 伊藤　稔之　他
＊ B-12 Pembrolizumab投与後に発症した多発十二指腸潰瘍の1例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 渥美爽太朗　他
 B-13 当院における抗PD-1抗体投与後にACTH単独欠損症を発症した肺癌症例の検討
 大同病院　呼吸器内科 平田　雄也　他
 B-14 Pembrolizumab投与によるACTH単独欠損症を来した肺扁平上皮癌の1例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 一條甲子郎　他
 B-15 Pembrolizumabによる薬剤性髄膜炎と診断した1例
 一宮市立市民病院　呼吸器内科 山田　千晶　他
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16：05−16：50　免疫チェックポイント（有害事象）2

＊ B-16 ペムブロリズマブ治療中にフォークト-小柳-原田病を発症した非小細胞肺癌の1例
 安城更生病院　教育研修・臨床研究支援センター 尾崎　　遥　他
＊ B-17 Atezolizumab投与により間質性腎炎を発症した1例
 名古屋大学医学部付属病院　呼吸器内科 石井あずさ　他
＊ B-18 非小細胞肺癌に対してAtezolizumab投与後に血小板減少を来した2症例
 小牧市民病院　呼吸器内科 多湖　真弓　他
 B-19 非小細胞肺癌に対してNivolumabを使用後に気管支喘息を発症した一例
 藤田医科大学　医学部　呼吸器内科学 II 講座 加藤　研一　他
＊ B-20 インフルエンザワクチン投与直後に肺障害を発症したペムブロリズマブ療法中の肺癌の1例
 社会医療法人宏潤会　大同病院　呼吸器内科 天草　勇輝　他
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C会場
第1日目（5月23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
＊ C-01 アレルギー性気管支肺アスペルギルスと鑑別を要した気管支アスペルギルス症の1例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科　 中川栄実子　他
＊ C-02 関節リウマチ患者に発症した侵襲性肺アスペルギルス症の一例
 紀南病院　内科 増田　考祐　他
＊ C-03 巨大空洞を呈した肺アスペルギルス症の一例
 JA 愛知厚生連　江南厚生病院　呼吸器内科 西村　直人　他
＊ C-04 器質化肺炎様の画像所見を呈した肺クリプトコッカス症の一例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 副島　和晃　他
 C-05 鋳型様物質からアスペルギルスが培養されたびまん性肺疾患の一例
 松阪市民病院　呼吸器センター内科 藤原研太郎　他

13：55−14：40　その他の感染症 1

 C-06 非典型な画像所見を呈するAIDS関連ニューモシスチス肺炎の1例
 名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 鈴木　博貴　他
＊ C-07 悪性黒色腫に対する免疫チェックポイント阻害薬長期治療中に発症したニューモシスチス肺

炎の1例
 名古屋市立大学病院　呼吸器・アレルギー内科 大貫　友博　他
＊C-08 糖尿病教育入院中に発症したニューモシスチス肺炎の1例
 JA 愛知厚生連　江南厚生病院　呼吸器内科 井浪　榛香　他
＊ C-09 カナキヌマブ投与中に発症した肺炎球菌性肺炎
 藤田医科大学　呼吸器内科学Ι 外山　陽子　他
 C-10 播種性ノカルジア症の1例
 名古屋掖済会病院　呼吸器内科 岩間真由子　他

15：20−16：05　結核・非結核性抗酸菌症

＊ C-11 肺MAC症における予後予測因子としての血小板平均容積（MPV）の有用性
 豊川市民病院　呼吸器内科 鈴木　達朗　他
 C-12 当院における抗MAC抗体価の測定の臨床的意義に関する報告ー第1報
 岐阜大学医学部　呼吸病態学 浅野　雅広　他
＊ C-13 晩期初期悪化をきたした結核性胸膜炎の1例
 国立病院機構名古屋医療センター　呼吸器内科 龍見　東樹　他
 C-14 審査腹腔鏡で診断された結核性胸腹膜炎の一例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 大石　享平　他
＊ C-15 画像所見が先行し，発熱から診断までに6 ヶ月を要した脾結核の1例
 JCHO 中京病院　呼吸器内科 柴田　智文　他
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16：05−16：41　その他の肺疾患・COPD

＊ C-16 アダリムマブ投与中に気道病変が発見されたクローン病の1例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 中井　省吾　他
 C-17 潰瘍性大腸炎患者に発症した肺病変
 名古屋市立東部医療センター　呼吸器内科 前田　浩義　他
＊ C-18 インフルエンザによる慢性閉塞性肺疾患の増悪にたこつぼ症候群を合併した1例
 聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科 稲葉龍之介　他
 C-19 行政と恊働し実施した松阪市におけるCOPDの認知度調査アンケートについて
 松阪市民病院　呼吸器センター 中村　祐基　他
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A会場
第2日目（5月24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）

	 9：25−10：01　免疫チェックポイント（治療効果）
＊ A-19 ペムブロリズマブの治療中にhyperprogressionをきたしたと考えられた肺腺癌の1例
 名古屋市立東部医療センター　呼吸器内科 西山　和宏　他
 A-20 多発脳転移を有する肺大細胞神経内分泌癌に対してアテゾリズマブ併用化学療法が奏効した1例
 浜松医科大学医学部附属病院　呼吸器内科 直井　兵伍　他
＊ A-21 原発不明の未分化癌に対してPembrolizumabが著効した一例
 一宮市立市民病院　呼吸器内科 浅岡　るう　他
 A-22 二次治療オプジーボ投与後集学的治療で病勢制御している右上葉進行大細胞神経内分泌癌の1例
 愛知県がんセンター　呼吸器内科 堀尾　芳嗣　他

10：01−10：37　リンパ増殖性疾患

＊ A-23 肺結核治療開始後のparadoxical reactionとの鑑別を要した悪性リンパ腫の一例
 安城更生病院　教育研修・臨床研究支援センター 江崎香穂里　他
 A-24 びまん性大細胞型リンパ腫に伴って生じた両側乳び胸の一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 北原　佳泰　他
＊ A-25 胸水貯留で発見された原発性マクログロブリン血症の一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学　I 藤井　真理　他
＊ A-26 単発肺結節影で見つかったHodgikinリンパ腫の1例
 中東遠総合医療センター　呼吸器内科 太田　智陽　他

15：30−16：06　その他の肺疾患

＊ A-27 前胸壁の放射線性皮膚障害を起因とした喀血の1例
 刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 近藤　正樹　他
＊ A-28 重度の呼吸不全を呈した肺動静脈瘻の一例
 名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科 中瀬　　敦　他
＊ A-29 ARDS発症後の精査で上腸間膜動脈血栓症，腸管壊死の診断に至り，緊急手術を行った一例
 一宮市立市民病院　呼吸器内科 竹本　賢人　他
 A-30 超硬合金肺が疑われ，微量元素分析を行い，珪肺と診断した一例
 名古屋大学大学院　医学系研究科　呼吸器内科学 井上　正英　他
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16：06−16：42　胸膜疾患

＊ A-31 乳癌治療中の胸水貯留に対して放射線性胸膜炎が疑われた一例
 聖隷浜松病院　呼吸器内科 大竹　健人　他
 A-32 胸腔内穿破により胸水貯留をきたした仮性膵嚢胞の一例
 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
＊ A-33 続発性自然気胸を契機に診断を得た混合型小細胞肺癌の1例
 トヨタ記念病院　統合診療科 武内　優子　他
＊ A-34 胸腔鏡下で大腸粘液腺癌の巨大胸膜転移を観察しえた一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 籠尾南海夫　他
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B 会場
第2日目（5月24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）

	 9：25−10：01　過敏性肺炎
＊ B-21 Sphingomonas paucimobilisの関与が疑われた加湿器による過敏性肺炎の一例
 国立病院機構三重中央医療センター　呼吸器内科 岩中　宗一　他
＊ B-22 3回目の入院で診断確定した加湿器肺の1例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 芹澤沙耶香　他
＊ B-23 レース鳩飼育歴を有する鳥関連急性過敏性肺炎の一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 高塚　生吹　他
＊ B-24 みかん農家に発症した過敏性肺炎の1例
 聖隷三方原病院　呼吸器科 金崎　大輝　他

10：01−10：55　間質性肺炎

＊ B-25 経気管支肺生検においてacute fibrinous organizing pneumonia (AFOP)を呈した一例
 聖隷浜松病院 藤田侑以子　他
 B-26 PROMISE試験-多施設前向き観察研究-について
 名古屋大学医学部附属病院　メディカル IT センター 古川　大記　他
 B-27 造血幹細胞移植後の上葉優位型肺線維症に急性増悪を合併した一例
 名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科 村上　　靖　他
 B-28 抗Ku抗体陽性のDesquamative interstitial pneumoniaの1例
 名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科 寺町　　涼　他
 B-29 線維性間質性肺疾患の急性増悪 -タイプ間比較に関する二次コホート検証研究-
 名古屋大学大学院医学系研究科　病態内科学講座　呼吸器内科学 鈴木　　淳　他
 B-30 慢性骨髄単球性白血病に間質性肺炎を合併した1例
 公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科 佐藤　智則　他

15：30−16：06　縦隔腫瘍

＊ B-31 バセドウ病の治療により縮小が得られた胸腺腫瘍の一例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 川島　大喜　他
＊ B-32 鏡視下手術により完全切除が得られ，診断に至った縦隔原発脂肪肉腫の一例
 三重県立総合医療センター　呼吸器内科 三木　寛登　他
＊ B-33 化学療法が著効し完全切除が可能となった縦隔原発セミノーマの一例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 高橋　進悟　他
＊ B-34 肺と胸腺にMALTリンパ腫が発生したシェーグレン症候群の1例
 三重県立総合医療センター　呼吸器内科 後藤　広樹　他
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16：06−16：33　その他の腫瘍

 B-35 Extrapleural sign陽性の腫瘤影が診断契機となった多発性骨髄腫の1例
 浜松労災病院　呼吸器内科 幸田　敬悟　他
＊ B-36 Chronic expanding hematomaに合併したangiosarcomaの一例
 藤田医科大学　呼吸器内科学 I 木村祐太郎　他
＊ B-37 肺血栓塞栓症の急速な進行を呈した原発不明がんの剖検例
 浜松医療センター　呼吸器内科 小川　秀己　他



― 18 ―

C会場
第2日目（5月24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）

	 9：25−10：10　その他の感染症 2
＊ C-20 インフルエンザによる器質化肺炎様所見に対し，ステロイド加療を行い，嚢胞性変化と線維

化をきたした一例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 森川　圭亮　他
 C-21 外科的胸腔鏡下醸膿胸膜切除術を要したStreptococcus intermedius膿胸の高齢者例
 愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科 深見　正弥　他
 C-22 Staphylococcus argenteusによる市中肺炎の1例
 JA 愛知厚生連豊田厚生病院　呼吸器内科 二村　圭祐　他
 C-23 新型コロナウイルスによる重症肺炎，ARDSの1例
 名古屋掖済会病院　呼吸器内科 平野　達也　他
＊ C-24 慢性下気道感染症における血清および細菌検査についての検討
 鈴鹿中央総合病院　呼吸器センター内科 小久江友里恵　他

10：10−10：55　非結核性抗酸菌症
 C-25 Mycobacterium avium complexによる化膿性脊椎炎/椎間板炎の一例
 静岡県立総合病院　呼吸器内科 田村可菜美　他
＊ C-26 骨転移との鑑別に苦慮した抗IFN-γ抗体陽性Mycobacterium scrofulaceumの1例
 磐田市立総合病院　呼吸器内科 村野　萌子　他
＊ C-27 当院において呼吸器検体培養にてMycobacterium fortuitumを検出した4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
＊C-28 リネゾリドにより改善が得られた難治性Mycobacterium abscessusの1例
 藤枝市立総合病院　呼吸器内科 柴崎　晃司　他
＊ C-29 浸潤性粘液腺癌と鑑別を要し，経過中に膿胸を合併した肺M.massiliense症の一例
 JCHO 中京病院　呼吸器内科 武内　　萌　他

15：30−16：15　肺癌 2
＊ C-30 絨毛癌様変化を伴う低分化肺扁平上皮癌の一例
 聖隷浜松病院　呼吸器内科 平間隆太郎　他
 C-31 原発巣および肺内転移巣ともに著明な空洞を形成した肺扁平上皮癌の1剖検例
 津島市民病院　呼吸器内科 小林　直人　他
 C-32 EGFR変異陽性非小細胞肺癌に対するドセタキセル/ラムシルマブ併用療法の検証
 松阪市民病院　呼吸器センター　呼吸器内科 伊藤健太郎　他
 C-33 胸部造影MRIが生検部位の選択に有用であった塵肺合併肺腺癌の1例
 藤田医科大学病院　呼吸器内科学 I 前田　侑里　他
 C-34 高齢者に対するドセタキセル＋ラムシルマブ併用療法の有効性および安全性についての後方

視的検討
 松阪市民病院　呼吸器内科 坂口　　直　他




