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教育講演1

11月24日（日）　第1会場　（9：50〜10：50）

結核病学会

座長　独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター　呼吸器内科　阿部　聖裕

免疫チェックポイント阻害剤を用いた抗癌治療時の結核の発症
旭川医科大学病院　呼吸器センター　大崎　能伸

ICI治療の現状と免疫関連有害事象としての感染症診療
島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学　礒部　　威

教育講演2

11月24日（日）　第1会場　（10：50〜11：50）

結核病学会

座長　山口赤十字病院　内科　國近　尚美

非結核性抗酸菌症診療の問題
国立病院機構東京病院　呼吸器センター　呼吸器内科　佐々木結花
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日本呼吸器学会Update Session 
−専門医制度統括委員会・将来計画委員会・男女共同参画委員会 報告−

11月23日（土）祝　第1会場　（13：10〜13：50）

呼吸器学会

座長　岡山大学大学院保健学研究科　検査技術科学分野　生体情報科学　宮原　信明 

島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学　　　　　　　礒部　　威

新呼吸器専門医制度の現状
専門医制度統括委員会　委員長／高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科学　横山　彰仁

日本呼吸器学会の会員、専門医の最近の動向
男女共同参画委員会　副委員長、将来計画委員会　委員／山口赤十字病院　内科　國近　尚美

寺子屋セミナー

11月24日（日）　第1会場　（13：20〜14：20）

呼吸器内視鏡学会

座長　国立病院機構南岡山医療センター　　　　　　　　　谷本　　安 

国立病院機構愛媛医療センター　呼吸器内科　　　　伊東　亮冶

プレゼンター　山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学　　　大石　景士 

KKR高松病院　呼吸器内科  　　　　　　　　　　　市川　裕久

コメンテーター　岡山県健康づくり財団附属病院　　　　　　　　　　西井　研治 

島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学　栗本　典昭

ディスカッサー　県立広島病院　呼吸器内科　　　　　　　　　　　　石川　暢久 

岡山赤十字病院　呼吸器内科　　　　　　　　　　　細川　　忍 

愛媛県立中央病院　呼吸器内科　　　　　　　　　　勝田　知也 

島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学　濱口　俊一
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第13回気管支鏡実技セミナー

11月23日（土）祝　セミナー会場　（13：30〜17：00）

司会：国立病院機構山口宇部医療センター　腫瘍内科　青江　啓介

■気管支鏡実技セミナー：研修医
　1．eラーニング　（13：30〜14：00）

　2．実技指導　（14：05〜15：05）

 さぬき市民病院　内科　南木　伸基
 山口大学医学部附属病院　呼吸器感染症内科　枝國　信貴

■気管支鏡実技セミナー：専門医
　1．eラーニング　（14：05〜14：50）

　2．実技指導　（14：55〜17：00）

　　各テーブルに分かれて（1）～（4）の実習を行います。
　　20分毎のローテーションにより各項目の指導を受けていただきます。

（1）EBUS-TBNA ［Aテーブル］

岡山赤十字病院　呼吸器内科　細川　　忍
（2）EBUS-GS ［Bテーブル］

地域医療機能推進機構下関医療センター　森田　克彦
（3）EWS ［Cテーブル］

岡山赤十字病院　呼吸器内科　佐久川　亮
（4）硬性気管支鏡 ［Dテーブル］

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　呼吸器内科　南　　大輔

■受講証明書授与　閉会の挨拶

専門医向けセミナー参加者には気管支鏡専門医制度における業績として10単位が認められます。
参加には事前申し込みが必要です。（第28回中国・四国支部会ホームページよりお申込みください）
・研修医向けセミナー：定員8名、受講料無料
・専門医向けセミナー：定員16名、受講料3,000円
本セミナーは、2018年度GSK医学教育事業助成により行います。

主催：日本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会
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スポンサードセミナー1

11月23日（土）祝　第1会場　（14：00〜15：00）

呼吸器学会

座長　高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科学　横山　彰仁

特発性肺線維症  早期発見・早期診断治療のポイント
済生会熊本病院　呼吸器内科　一門　和哉

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

スポンサードセミナー2

11月23日（土）祝　第1会場　（15：10〜16：10）

呼吸器学会

座長　香川大学医学部　医学教育学講座　坂東　修二

Immunotherapy for Lung Cancer
京都大学大学院医学系研究科　呼吸器内科学　金　　永学

共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー1

11月23日（土）祝　第1会場　（12：00〜13：00）

呼吸器学会

座長　岡山大学病院　呼吸器・アレルギー内科　木浦　勝行

非小細胞肺がんの薬物療法：1次治療を中心に 
〜エビデンスをプラクティスに〜

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　呼吸器内科　野上　尚之

共催：MSD株式会社／大鵬薬品工業株式会社
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ランチョンセミナー2

11月23日（土）祝　第2会場　（12：00〜13：00）

結核病学会

座長　鳥取大学医学部　統合内科医学講座　分子制御内科学分野　山﨑　　章

重症喘息におけるType2炎症の役割と治療の新展開
佐賀大学医学部附属病院　呼吸器内科　髙橋浩一郎

共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー3

11月24日（日）　第1会場　（12：10〜13：10）

結核病学会

座長　山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座　松永　和人

重症喘息におけるIgEの役割
京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　松本　久子

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

ランチョンセミナー4

11月24日（日）　第2会場　（12：10〜13：10）

呼吸器内視鏡学会

座長　川崎医科大学　総合内科学4　瀧川奈義夫

免疫チェックポイント阻害薬が切り拓く治療戦略 
〜今後のオプジーボの使い方を探求する〜

帝京大学医学部　内科学講座　腫瘍内科　関　　順彦

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／小野薬品工業株式会社
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イブニングセミナー1

11月23日（土）祝　第1会場　（17：30〜18：30）

呼吸器学会

座長　岡山大学病院　腫瘍センター　田端　雅弘

切除不能局所進行非小細胞肺癌の新規治療戦略 〜複合免疫療法〜
九州大学病院　呼吸器科　田中謙太郎

共催：アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー2

11月23日（土）祝　第2会場　（17：30〜18：30）

結核病学会

座長　広島大学大学院医系科学研究科　分子内科学　服部　　登

北海道コホート研究から学んだこと
豊水総合メディカルクリニック／北海道呼吸器疾患研究所　北海道大学　西村　正治

共催：グラスソ・スミスクライン株式会社
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11月23日（土）祝　第1会場
後期研修医セッション1 10：10〜10：50
座長　北口　聡一（広島市立安佐市民病院　腫瘍内科 兼 呼吸器内科）　　　　　　　　　
　　　谷口　暁彦（岡山大学病院　血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科）

R-01 G-CSF製剤投与後に大型血管炎を発症した小細胞肺癌の1例
広島市立安佐市民病院　呼吸器内科

小西　花恵、香川　洋輔、水本　　正、西野　亮平、菅原　文博、北口　聡一

R-02 ペメトレキセドによる薬剤性肺炎を生じた後にアテゾリズマブを投与し有効であった肺
腺癌の1例
県立広島病院　呼吸器内科

松村　未来、野村　晃生、磯山　正子、上野沙弥香、濵井　宏介、谷本　琢也、石川　暢久

R-03 肺腺癌に対してペムブロリズマブ投与中に間質性肺炎が出現しステロイド治療にて肺野
病変がほぼ消失した一例
公立学校共済組合中国中央病院

松本　千晶、八杉　昌幸、池田　元洋、尾形　佳子、玄馬　顕一、上岡　　博

R-04 ペンブロリズマブ投与後に胸膜炎症状が悪化した胸膜播種を伴う肺癌の1例
三原市医師会病院　内科

伊藤　徳明、尾下　豪人、妹尾　美里、船石　邦彦、三玉　康幸、奥崎　　健

R-05 Pembrolizumab投与後に急速に増悪したがnab-PTXで著明な改善が見られた一例
国立病院機構岩国医療センター

河角　敬太、西　　達也、川尻　智香、田村　朋季、工藤健一郎、久山　彰一

11月23日（土）祝　第1会場
後期研修医セッション2 10：50〜11：30
座長　玄馬　顕一（中国中央病院　呼吸器内科）　　　　　　　　　
　　　軒原　　浩（徳島大学大学院医歯薬学研究部　呼吸器・膠原病内科学分野）

R-06 アテゾリズマブ投与後に筋炎と重症筋無力症を合併した一例
1）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座、
2）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座、
3）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・健康長寿学講座、
4）山口大学大学院医学系研究科　臨床神経学講座

筑本愛祐美1）、山路　義和1）、松田　和樹1）、大輝　祐一1）、村川　慶多1）、濱田　和希1）、
末竹　　諒1）、村田　順之1,2）、大石　景士1,2）、浅見　麻紀1）、枝國　信貴1）、平野　綱彦1）、
水本　悠希4）、佐藤　亮太4）、清水　文崇4）、神田　　隆4）、角川　智之3）、松永　和人1）

R-07 KEY-NOTE 189治療中に急性膵炎を発症した肺腺癌の1例
1）独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター　呼吸器内科、
2）独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター　腫瘍内科

上原　　翔1）、青江　啓介2）、大畑秀一郎1）、宇都宮俊彰2）、坂本　健治1）、伊藤　光佑1）、
中西　将元2）、近森　研一2）、前田　忠士2）
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R-08 ステロイドとミコフェノール酸モフェチル無効のニボルマブによる胆管炎にアザチオプ
リンが奏功した一例
1）国立病院機構岩国医療センター　呼吸器内科、2）国立病院機構岩国医療センター　内科

川尻　智香1）、工藤健一郎1）、河角　敬太1）、西　　達也1）、田村　朋季1）、久山　彰一1）、
谷本　光音2）

R-09 オシメルチニブにより薬剤性皮膚血管炎を発症した65歳女性例
1）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座、
2）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座、
3）山口大学大学院医学系研究科　皮膚科学講座

濱田　和希1）、大石　景士2）、沖田　朋子3）、村田　順之2）、山路　義和1）、浅見　麻紀1）、
枝國　信貴1）、平野　綱彦1）、下村　　裕3）、松永　和人1）

R-10 Osimertinibで重症紅斑を起こしたEGFR変異陽性肺扁平上皮癌患者に対してgefitinib
を少量から開始した1例
鳥取大学医学部附属病院　呼吸器内科・膠原病内科

新井　健義、牧野　晴彦、平山　勇毅、矢内　正晶、舟木　佳弘、木下　直樹、山口　耕介、
小谷　昌広、井岸　　正、山崎　　章

11月23日（土）祝　第1会場
後期研修医セッション3 16：20〜17：16
座長　小賀　　徹（川崎医科大学　呼吸器内科学）　
　　　洲脇　俊充（岡山市立市民病院　呼吸器内科）

R-11 クライオバイオプシーにより診断に至った鳥関連慢性過敏性肺炎の一例
1）公益財団法人大原記念中央医療機構倉敷中央病院　呼吸器内科、
2）神奈川県立循環器呼吸器病センター　呼吸器内科

横江　真弥1）、有田眞知子1）、丹羽　　崇2）、神戸　寛史1）、山野　隆史1）、川瀧　正典1）、
山形　　昂1）、早瀬百々子1）、百瀬　　匡1）、三ツ井美穂1）、田中　友樹1）、中西　陽祐1）、
田中　彩加1）、福田　　泰1）、横山　俊秀1）、伊藤　明広1）、梅田　武英1）、時岡　史明1）、
石田　　直1）

R-12 間質性肺炎剖検例25例のうち臨床的に特発性肺線維症が疑われた18例の後方視的検討
KKR高松病院　呼吸器内科

田岡　征高、森　　由弘、荒川裕佳子、市川　裕久

R-13 当院における強皮症関連間質性肺炎に対してミコフェノール酸モフェチルを用いた3例
の後方視的検討
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院　呼吸器内科

神戸　寛史、有田眞知子、多田　有作、山野　隆史、横江　真弥、川瀧　正典、
早瀬百々子、山形　　昂、百瀬　　匡、三ツ井美穂、田中　友樹、中西　陽祐、
田中　彩加、福田　　泰、梅田　武英、横山　俊秀、伊藤　明広、時岡　史明、石田　　直
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R-14 両肺びまん性陰影と急激な腎機能低下を認めた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の69歳
男性例
1）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座、
2）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座

大輝　祐一1）、村田　順之2）、村川　慶多1）、大石　景士2）、山路　義和1）、浅見　麻紀1）、
枝國　信貴1）、平野　綱彦1）、松永　和人1）

R-15 ANCA関連血管炎性中耳炎を来した顕微鏡的多発血管炎の一例
1）山口大学医学部付属病院　呼吸器・感染症内科学講座、
2）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座

松田　和樹1）、山路　義和1）、筑本愛祐美1）、大輝　祐一1）、村川　慶多1）、濱田　和希1）、
末竹　　諒1）、村田　順之2）、大石　景士2）、浅見　麻紀1）、枝國　信貴1）、平野　綱彦1）、
松永　和人1）

R-16 無症候性原発性胆汁性胆管炎に発症した肝肺症候群の一例
1）山陰労災病院　呼吸器・感染症内科、2）山陰労災病院　消化器内科、
3）山陰労災病院　循環器内科

高橋　良輔1）、野中　喬文1）、山本　章裕1）、加藤　和宏1）、福谷　幸二1）、松本　行雄1）、
前田　直人2）、網崎　良祐3）

R-17 重症の肺胞蛋白症による呼吸不全が気管支鏡を用いた区域洗浄により改善した1例
1）広島大学病院　呼吸器内科、2）広島赤十字原爆病院　呼吸器内科

高橋　達紀1）、益田　　武1）、松本　　悠1）、山口　覚博1）、坂本信二郎1）、橋本　香莉2）、
堀益　　靖1）、宮本真太郎1）、中島　　拓1）、岩本　博志1）、藤高　一慶1）、山崎　正弘2）、
濱田　泰伸1）、服部　　登1）

11月23日（土）祝　第2会場
初期研修医セッション1 10：10〜10：50
座長　柴田　　諭（国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科）　　　
　　　浅見　麻紀（山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学）

R-18 抗ARS抗体陽性間質性肺炎、多発石灰化リンパ節、甲状腺転移を有する肺腺癌に
CBDCA+nab-PTXが奏功した1例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　呼吸器内科

山原　美穂、南　　大輔、藤原　慶一、萱谷　紘枝、佐藤　　賢、下西　　惇、松浦　宏昌、
西村　　淳、尾関　太一、柴山　卓夫、米井　敏郎

R-19 シクロスポリン依存の再生不良性貧血に、ペンブロリズマブを導入した肺腺癌の一例
福山市民病院　内科

滝　　貴大、小田　尚廣、藤岡　佑輔、三谷　玲雄、松本　誠司、末次　慶收、髙田　一郎

R-20 抗PD-1抗体によるimmune-related adverse event後のアテゾリズマブが有効で
あった2症例
1）県立広島病院　臨床研修センター、2）県立広島病院　呼吸器内科

藤田　　俊1）、上野沙弥香2）、松村　未来2）、野村　晃生2）、磯山　正子2）、濱井　宏介2）、
谷本　琢也2）、石川　暢久2）
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R-21 オシメルチニブが原因と考えられた肺胞出血の1例
1）県立広島病院　臨床研修センター、2）県立広島病院　呼吸器内科

木村　圭那1）、松村　未来2）、野村　晃生2）、磯山　正子2）、上野沙弥香2）、濱井　宏介2）、
谷本　琢也2）、石川　暢久2）

R-22 PD-1阻害剤による遅発性hyperprogressive disease（HPD）が疑われた一例
1）岡山大学病院　卒後臨床研修センター、2）岡山大学病院　呼吸器・アレルギー内科、
3）岡山大学病院　血液・腫瘍内科

平　　佑貴1）、平生　敦子2）、加藤　有加2）、久保　寿夫2）、頼　　冠名2）、市原　英基2）、
大橋　圭明2）、堀田　勝幸2）、田端　雅弘2）、前田　嘉信3）、木浦　勝行2）

11月23日（土）祝　第2会場
初期研修医セッション2 10：50〜11：30
座長　片岡　和彦（国立病院機構岩国医療センター　胸部外科）　　　　　
　　　大橋　圭明（岡山大学病院　呼吸器・アレルギー内科）

R-23 肺扁平上皮癌に対するニボルマブ療法中に視神経周囲炎を来した一例
国立病院機構岡山医療センター　呼吸器内科

安東　愛理、藤原　慶一、下西　　惇、松浦　宏昌、西村　　淳、尾関　太一、萱谷　紘枝、
南　　大輔、佐藤　　賢、柴山　卓夫

R-24 原発性肺癌との鑑別を要したBRAF V600E変異陽性粘膜悪性黒色腫の一例
1）独立行政法人国立病院機構岩国医療センター　初期臨床研修医、
2）独立行政法人国立病院機構岩国医療センター　呼吸器内科

瓜生　拓夢1）、田村　朋季2）、河角　敬太2）、川尻　智香2）、西　　達也2）、工藤健一郎2）、
久山　彰一2）

R-25 原発性肺癌に対して左肺舌区下葉管状切除術を施行した1例
1）国立病院機構関門医療センター　総合診療科、2）国立病院機構宇部医療センター

橋本　鉄平1,2）、川本　常喬2）、沖田　理貴2）、林　雅太郎2）、井野川英利2）、岡部　和倫2）

R-26 脊椎まで浸潤した局所進行肺癌に対し肋骨と脊椎部分合併切除を施行し肉眼的完全切除
がなされた1例
1）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　初期臨床研修医、
2）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科、
3）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　呼吸器内科、
4）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　整形外科

松元聡一郎1）、原田　洋明2）、宇治郷　諭4）、中島　千佳2）、川口健太郎3）、西村　好史3）、
宮崎こずえ3）、上垣内　篤2）、柴田　　諭2）、村上　　功3）、岸　　和彦4）

R-27 高齢男性の右胸壁に発生した平滑筋肉腫の一手術例
1）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　初期臨牀研修医、
2）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科、
3）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　心臓血管外科、
4）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　呼吸器内科

沖本　昂祐1）、原田　洋明2）、上垣内　篤2）、江村　尚悟3）、川口健太郎4）、西村　好史4）、
宮崎こずえ4）、柴田　　諭2）、村上　　功4）
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11月23日（土）祝　第2会場
初期研修医セッション3 14：00〜14：48
座長　濱田　泰伸（広島大学大学院医系科学研究科　生体機能解析制御科学）
　　　加藤　有加（岡山大学病院　血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科）　　

R-28 当院におけるペムブロリズマブ使用後の間質性肺疾患症例の検討
1）徳島県立中央病院　医学教育センター、2）徳島県立中央病院　呼吸器内科

福井亜理沙1）、稲山　真美2）、鈴江　涼子2）、宮本　憲哉2）、手塚　敏史2）、葉久　貴司2）

R-29 進行胃癌に対するニボルマブ投与中に小腸穿孔を来し、irAEと鑑別を要した非小細胞肺
癌小腸転移の1剖検例
1）松江市立病院　教育研修センター、2）松江市立病院　呼吸器内科、
3）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科、4）松江市立病院　消化器内科、
5）松江市立病院　病理診断科

上谷　直希1）、矢内　正晶2,3）、堀江　　聡4）、吉田　　学5）、武田　賢一2）、龍河　敏行2）、
小西　龍也2）、山﨑　　章3）

R-30 当科における悪性胸膜中皮腫の2次治療の検討
1）徳島大学病院　卒後臨床研修センター、2）徳島大学病院　呼吸器・膠原病内科、
3）徳島大学病院　臨床試験管理センター

磯村　祐太1）、香川　耕造2）、米田　浩人2）、軒原　　浩2）、大塚　憲司2）、佐藤　正大2）、
飛梅　　亮2）、香西　博之2）、坂口　　暁3）、吾妻　雅彦2）、西岡　安彦2）

R-31 気胸を契機に発見された胸膜中皮腫の一例
1）山口県済生会下関総合病院、2）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座、
3）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座、
4）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・健康長寿学講座

作田　美穂1）、山路　義和2）、上原　　翔2）、大輝　祐一2）、筑本愛祐美2）、村川　慶多2）、
松田　和樹2）、濱田　和希2）、末竹　　諒2）、村田　順之2）、大石　景士3）、浅見　麻紀2）、
枝國　信貴2）、平野　綱彦2）、角川　智之4）、小畑　秀登1）、松永　和人2）

R-32 ダサチニブ関連胸水に膿胸を合併した一例
1）徳島県立三好病院　医学教育センター、2）徳島県立三好病院　呼吸器内科、
3）徳島県立三好病院　内科

阿部　　司1）、原田　紗希2）、尾崎　領彦2）、田宮　弘之2）、藤原宗一郎3）

R-33 アファチニブ投与により良好な治療効果が得られたEGFR uncommon mutation陽性
肺癌の一例
1）愛媛大学医学部附属病院　総合臨床研修センター、
2）愛媛大学大学院　循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

石井美由紀1）、三好　誠吾2）、廣瀬　未優2）、杉本　英司2）、川上　真由2）、加藤　高英2）、
山本将一朗2）、濵田　千鶴2）、山口　　修2）、濱口　直彦2）
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11月23日（土）祝　第2会場
初期研修医セッション4 14：48〜15：28
座長　中西　徳彦（愛媛県立中央病院　呼吸器内科）　　
　　　豊田　優子（徳島大学大学院医歯薬学研究部　地域リウマチ・総合内科学分野）

R-34 ヴォトリエント投与後に発症したNSIPの一例
1）川崎医科大学総合医療センター　臨床教育研修センター、2）川崎医科大学　総合内科学1

川人　一真1）、小山　勝正2）、岩本侑一郎2）、白井　　亮2）、沖本　二郎2）、友田　恒一2）

R-35 両肺に多発結節影を認めた多発血管炎性肉芽腫症の2例
1）愛媛大学医学部　臨床研修センター、2）松山赤十字病院　呼吸器内科

上田　　創1,2）、田口　禎浩2）、兼定　晴香2）、甲田　拓之2）、梶原浩太郎2）、牧野　英記2）、
兼松　貴則2）

R-36 体重の減少が効果的であった気管支喘息の1例
1）国家公務員共済組合連合会呉共済病院　総合診療科、
2）国家公務員共済組合連合会呉共済病院　呼吸器内科

関本　美月1）、河瀬　成穂2）、香川　　慧2）、秦　　雄介2）、福原　和秀2）、堀田　尚克2）

R-37 胸水貯留を認めたサルコイドーシスの一例
1）川崎医科大学　卒後臨床研修センター、2）川崎医科大学　呼吸器内科学、
3）川崎医科大学　病院病理部

角南　由理1）、黒瀬　浩史2）、伊禮　　功3）、頼住　　昇2）、田中　仁美2）、八十川直哉2）、
阿部　公亮2）、吉岡　大介2）、加藤　茂樹2）、小橋　吉博2）、小賀　　徹2）

R-38 右大腿の筋肉内腫瘤を契機に診断されたサルコイドーシスの1例
1）松江市立病院　教育研修センター、2）松江市立病院　呼吸器内科、3）松江市立病院　病理診断科

藤瀬　美琴1）、小西　龍也2）、武田　賢一2）、龍河　敏行2）、吉田　　学3）

11月23日（土）祝　第2会場
初期研修医セッション5 15：28〜16：08
座長　森　　由弘（KKR 高松病院　呼吸器内科）
　　　時岡　史明（倉敷中央病院　呼吸器内科）

R-39 脳死肺移植後両側胸水と下腿浮腫で入院し死亡され剖検した1例
1）愛媛県立中央病院　臨床研修センター、2）愛媛県立中央病院　呼吸器内科

奥村　　彩1）、勝田　知也2）、中西　徳彦2）、関　　祥子2）、近藤　晴香2）、中村　純也2）、
本間　義人2）、橘　さやか2）、井上　孝司2）、森高　智典2）

R-40 骨髄異形成症候群に器質化肺炎を合併した一例
1）マツダ株式会社マツダ病院　臨床研修センター、2）マツダ株式会社マツダ病院　呼吸器内科

清原敬一郎1）、齊藤　尚美2）、石山さやか2）、大成洋二郎2）

R-41 器質化肺炎を合併したALK融合遺伝子陽性肺癌の1例
呉共済病院

小西　智子、香川　　慧、河瀬　成穂、秦　　雄介、福原　和秀、堀田　尚克
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R-42 間質性肺炎合併肺がんの手術後の急性増悪に対してニンテタニブが著効した1例
1）愛媛県立中央病院　臨床研修センター、2）愛媛県立中央病院　呼吸器内科、
3）愛媛県立中央病院　呼吸器外科

山下　亜紀1）、勝田　知也2）、井上　孝司2）、古川　克郎3）、赤尾　恵子3）、中西　徳彦2）、
中村　純也2）、近藤　晴香2）、橘　さやか2）、本間　義人2）、森高　智典2）、安達　剛弘3）

R-43 リザーバー付き鼻カニューレが症状緩和に有益であった偽中皮腫様進展を呈する肺腺癌
1）中国労災病院　救急部、2）中国労災病院　呼吸器内科、3）中国労災病院　病理部

真鍋　大樹1）、塩田　直樹2）、伊勢田侑鼓1）、黒住　悟之2）、秋田　　慎2）、西田　俊博3）

11月23日（土）祝　第2会場
初期研修医セッション6 16：08〜16：48
座長　石田　　直（倉敷中央病院　呼吸器内科）　　　　　　　　　　　
　　　濱口　直彦（愛媛大学医学部附属病院　呼吸器センター）

R-44 肥満低換気症候群に合併した筋強直性ジストロフィーによるⅡ型呼吸不全の1例
1）高知大学医学部　医療人育成支援センター、2）高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科

前田　美咲1）、中谷　　優2）、山根真由香2）、大山　洸右2）、水田　順也2）、荻野　慶隆2）、
岩部　直美2）、渡部　雅子2）、穴吹　和貴2）、髙松　和史2）、酒井　　瑞2）、大西　広志2）、
窪田　哲也2）、横山　彰仁2）

R-45 PVL陽性の市中感染型MRSA肺炎の1例
1）広島大学病院　卒後臨床研修センター　呼吸器内科、2）広島大学病院　呼吸器内科、
3）広島大学病院　感染症科

植田　真智1）、稲田　修吾2）、棚橋　弘貴2）、益田　　武2）、坂本信二郎2）、山口　覚博2）、
堀益　　靖2）、大森慶太郎3）、宮本真太郎2）、中島　　拓2）、岩本　博志2）、藤高　一慶2）、
濱田　泰伸2）、服部　　登2）

R-46 Clostridium difficileによる膿胸の一例
岡山市立市民病院　呼吸器内科

田中　涼果、濱田　　昇、譲尾　昌太、堀内　武志、洲脇　俊充

R-47 繰り返す感染を契機に発見された成人の気管支閉鎖症の1例
1）広島市立安佐市民病院　臨床研修医、2）広島市立安佐市民病院　呼吸器内科

金川　宗寛1）、小西　花恵2）、香川　洋輔2）、水本　　正2）、西野　亮平2）、菅原　文博2）、
北口　聡一2）

R-48 当院における肺非結核性抗酸菌症手術例の検討
1）独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター　呼吸器内科、
2）愛媛大学医学部付属病院　総合臨床研修センター、
3）独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター　呼吸器外科

八島　千恵1,2）、阿部　聖裕1）、山本　哲也1）、仙波真由子1）、佐藤　千賀1）、渡邉　　彰1）、
伊東　亮治1）、湯汲　俊悟3）
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11月23日（土）祝　第3会場
一般演題1 14：40〜15：28
座長　友田　恒一（川崎医科大学総合医療センター　内科）
　　　岸本　伸人（高松市立みんなの病院　呼吸器内科）

R-49 多発結節影を呈した肺原発悪性リンパ腫の1例
KKR高松病院　呼吸器科

市川　裕久、田岡　征高、石川　眞也、荒川裕佳子、森　　由弘

R-50 肺内無構造沈着物を伴う肺・胸腺MALTリンパ腫の1例
1）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器内科・膠原病内科、2）鳥取大学医学部附属病院　病理診断科、
3）鳥取大学医学部附属病院　血液内科

末田悠里子1）、舟木　佳弘1）、矢内　正晶1）、新井　健義1）、平山　勇毅1）、木下　直樹1）、
牧嶋かれん2）、福田　哲也3）、山﨑　　章1）

R-51 経気管支肺生検で肺クリプトコッカス症と診断した若年健常者の一例
国家公務員共済組合連合会吉島病院　呼吸器センター　呼吸器内科

前田　憲志、井上亜沙美、佐野　由佳、尾﨑　紀仁、吉岡　宏治、池上　靖彦、山岡　直樹

R-52 左胸水貯留・右肺上葉浸潤影を契機に全身性エリテマトーデス（SLE）と診断した77歳
男性例
1）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座、
2）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座、
3）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・健康長寿学講座

末竹　　諒1）、浅見　麻紀1）、大輝　祐一1）、筑本愛祐美1）、村川　慶多1）、松田　和樹1）、
濱田　和希1）、村田　順之2）、大石　景士2）、山路　義和1）、枝國　信貴1）、角川　智之3）、
平野　綱彦1）、松永　和人1）

R-53 血痰、発熱、右胸膜痛を主訴に受診し、肺動脈肉腫と診断した一例
1）山口宇部医療センター　呼吸器内科、2）山口宇部医療センター　腫瘍内科、
3）山口宇部医療センター　放射線科

坂本　健次1）、大畑秀一郎2）、宇都宮利彰2）、近森　研一2）、青江　啓介2）、前田　忠士2）、
亀井　治人2）、小野田秀子3）、松本　常男3）

R-54 胸腔鏡下生検で確定診断を得たCalcifying fibrous tumorの1例
徳島大学医学部　胸部内分泌腫瘍外科

宮本　直輝、吉田　光輝、高嶋　美佳、松本　大資、河北　直也、坪井　光弘、鳥羽　博明、
川上　行奎、近藤　和也、滝沢　宏光、丹黒　　章
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11月23日（土）祝　第3会場
一般演題2 15：28〜16：16
座長　岡田　俊明（国立病院機構福山医療センター　呼吸器内科）
　　　近森　研一（国立病院機構山口宇部医療センター　腫瘍内科）　

R-55 Uncommon EGFR mutation陽性肺腺癌に対し一次治療としてオシメルチニブを投与
した一例
独立行政法人国立病院機構福山医療センター　呼吸器内科

松下　瑞穂、知光　祐希、三好　啓治、森近　大介、米花　有香、岡田　俊明

R-56 肺全摘術適応だったIIA期の高分化肺腺癌に対し，EGFR-TKIにより，2年以上の病勢制
御とQOLを維持できた一例
1）独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　呼吸器内科、
2）独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　呼吸器外科、
3）独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　病理診断科

濱田亜理沙1）、平川　　哲1）、三登　峰代1）、北原　良洋1）、中野喜久雄1）、三村　剛史2）、
山下　芳典2）、在津　潤一3）、倉岡　和矢3）

R-57 免疫チェックポイント阻害剤使用後にサルベージ手術を行った原発性肺癌の1症例
高松市立みんなの病院　呼吸器外科

多々川貴一、三崎　伯幸

R-58 集学的治療により、初発から15年の長期生存が得られているIVa期胸腺腫の一例
1）JA尾道総合病院　呼吸器内科、2）県立広島病院　臨床腫瘍科、3）近畿大学奈良病院　呼吸器外科

鈴木　朋子1）、土井美帆子2）、塩野　裕之3）、篠崎　勝則2）、中　　康彦1）、北島真紀子1）、
吉田　　敬1）

R-59 演題取り下げ

R-60 上大静脈症候群を呈した浸潤性胸腺腫の1剖検例
山口大学医学部附属病院　呼吸器・感染症内科

浅見　麻紀、大輝　祐一、筑本愛祐美、村川　慶多、松田　和樹、濱田　和希、末竹　　諒、
村田　順之、山路　義和、大石　景士、枝國　信貴、平野　綱彦、松永　和人

11月23日（土）祝　第3会場
一般演題3 16：16〜17：04
座長　萱谷　紘枝（国立病院機構岡山医療センター　呼吸器内科）　　　　　　
　　　石井　知也（香川大学医学部　内科学講座　血液・免疫・呼吸器内科学）

R-61 Pembrolizumabにより長期奏功を得た高齢者非小細胞肺癌の2例
1）NHO高知病院　呼吸器センター　内科、2）NHO高知病院　病理

矢葺　洋平1）、畠山　暢生1）、岡野　義夫1）、町田　久典1）、門田　直樹1）、森田　　優1）、
成瀬　桂史2）、大串　文隆1）

R-62 化学療法と免疫療法を安全に施行出来た80歳女性の一例
山口宇部医療センター

宇都宮利彰、上原　　翔、大畑秀一郎、坂本　健次、伊藤　光祐、近森　研一、青江　啓介、
前田　忠士、亀井　治人
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R-63 病理学的に確認されたニボルマブ投与晩期に生じたpseudoprogressionの一例
1）岡山大学医学部　呼吸器・アレルギー内科、2）岡山大学病院　呼吸器外科、
3）岡山大学病院　病理部、4）岡山大学病院　血液・腫瘍内科

角南　良太1）、久保　寿夫1）、加藤　有加1）、二宮貴一朗1）、市原　英基1）、大橋　圭明1）、
頼　　冠名1）、堀田　勝幸1）、田端　雅弘1）、山本　治慎2）、都地　友紘3）、山根　正修2）、
豊岡　伸一2）、前田　嘉信4）、木浦　勝行1）

R-64 免疫チェックポイント阻害剤による内分泌障害（甲状腺機能障害、副腎機能障害）をきた
した症例
市立三次中央病院

松田　賢一、粟屋　禎一、江草　弘基

R-65 クラリスロマイシンとドセタキセルの併用により薬剤性肝障害を生じた非結核性抗酸菌
症の一例
愛媛県立中央病院　呼吸器内科

中村　純也、近藤　晴香、本間　義人、橘　さやか、勝田　知也、井上　考司、中西　徳彦、
森高　智典

R-66 柴胡桂枝湯により重篤な薬剤性肺障害をきたし、人工呼吸管理を要した1例
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院

隅井　允彦、田中三千彦、大月　鷹彦、近藤　丈博

11月24日（日）　第2会場
後期研修医セッション4 9：32〜10：12
座長　冨田　桂公（国立病院機構米子医療センター　呼吸器内科）　　　　　　　　　　　　
　　　田中　俊樹（山口大学大学院医学系研究科　器官病態外科学講座（第一外科））

R-67 抗菌薬治療が奏功した巨大肺膿瘍の1例
1）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座、
2）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座、
3）国立病院機構山口宇部医療センター　呼吸器内科、
4）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・健康長寿学講座

村川　慶多1）、村田　順之2）、大輝　祐一1）、筑本愛祐美1）、松田　和樹1）、上原　　翔1,3）、
濱田　和希1）、末竹　　諒1）、大石　景士2）、山路　義和1）、浅見　麻紀1）、枝國　信貴1）、
平野　綱彦1）、角川　智之1,4）、松永　和人1）

R-68 背側・腹側の有瘻性膿胸腔への開窓術後、背側は大網・広背筋充填、腹側は陰圧閉鎖療
法にて根治に至った1例
1）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科、
2）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　外科、
3）広島医療生活協同組合広島共立病院　外科、
4）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　呼吸器内科、
5）独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　皮膚科

上垣内　篤1）、原田　洋明1）、渡邊　淳弘2）、中島　千佳1,3）、川口健太郎4）、西村　好史4）、
間所　直樹5）、宮崎こずえ4）、柴田　　諭1）、池田　昌博2）、村上　　功4）
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R-69 85歳以上の高齢者肺癌症例に対する手術成績
山口大学大学院　器官病態外科学　呼吸器外科

藤田　顕弘、田中　俊樹、村上　順一、佐野　史歩、中村　玉美、吉峯　宗大、濱野　公一

R-70 喘息発作に伴って発症した縦隔気腫および皮下気腫合併の一例
川崎医科大学　呼吸器内科

頼住　　昇、阿部　公亮、田中　仁美、八十川直哉、黒瀬　浩史、吉岡　大介、加藤　茂樹、
小橋　吉博、小賀　　徹

R-71 末梢肺まで至り鉗子把持が困難であったネジ気管支異物に対し、キュレットの使用が有
用であった1例
鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科

乾　　元気、山根　康平、中本　成紀、小谷　昌広、舟木　佳弘、矢内　正晶、新井　健義、
黒田　桂介、山崎　　章

11月24日（日）　第2会場
後期研修医セッション5 10：12〜11：00
座長　小西　龍也（松江市立病院　呼吸器内科）　　　　　
　　　髙松　和史（高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科学）

R-72 抗MAC抗体強陽性を呈した肺Mycobacterium abscessus complex症の一例
1）独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院　呼吸器・感染症内科、
2）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器内科・膠原病内科

野中　喬文1）、加藤　和宏1）、高橋　良輔1）、山本　章裕1）、福谷　幸二1）、松本　行雄1）、
山崎　　章2）

R-73 再燃を繰り返した肺クリプトコッカス症の1例
岩国医療センター　胸部外科

氏家　裕征、渡邉　元嗣、調枝　治樹、片岡　和彦

R-74 マクロライド療法にて呼吸器症状と認知機能の改善を認めた高齢発症と考えられたびま
ん性汎細気管支炎の一例
川崎医科大学　総合内科学1

岩本侑一郎、白井　　亮、小山　勝正、沖本　二郎、友田　恒一

R-75 喀痰培養を繰り返すことで、肺ムコール症の診断に至った一例
1）高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科、2）高知大学医学部　病理学講座

中谷　　優1）、穴吹　和貴1）、大山　洸右1）、水田　順也1）、荻野　慶隆1）、山根真由香1）、
岩部　直美1）、渡部　雅子1）、高松　和史1）、酒井　　瑞1）、辻　希美子1）、大西　広志1）、
窪田　哲也1）、横山　彰仁1）、岩下　和花2）、長沼　誠二2）、村上　一郎2）

R-76 豪雨災害の復旧作業後に発症した肺放線菌症の1例
三原市医師会病院　内科

船石　邦彦、尾下　豪人、伊藤　徳明、妹尾　美里、三玉　康幸、奥崎　　健

R-77 Legionella longbeachaeによる重症肺炎の1例
福山市民病院　内科

藤岡　佑輔、三谷　玲雄、小田　尚廣、高田　一郎
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11月24日（日）　第2会場
後期研修医セッション6 11：00〜11：48
座長　久山　彰一（国立病院機構岩国医療センター　呼吸器内科）
　　　窪田　哲也（高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科学）

R-78 uncommon EGFR mutationを有する高齢非小細胞肺がんに1次治療でオシメルチニ
ブを投与した5例の検討
国立病院機構四国がんセンター　呼吸器内科

森　　俊太、原田大二郎、佐伯　和彦、上月　稔幸、野上　尚之

R-79 7次治療でpembrolizumabを投与したALK融合遺伝子陽性肺癌
川崎医科大学　総合内科学4

市山　成彦、河原辰由樹、長崎　泰有、中川　　望、越智　宜昭、中西　秀和、小原　弘之、
山根　弘路、瀧川奈義夫

R-80 Pembrolizumabが奏効したG-CSF産生原発性肺癌の1例
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院　呼吸器内科

山野　隆史、横山　俊秀、田中　彩加、福田　　泰、梅田　武英、伊藤　明広、時岡　史明、
有田眞知子、石田　　直

R-81 原発性肺癌との鑑別を要したMTX関連リンパ増殖性肺疾患の1例
1）鳥取大学医学部付属病院　呼吸器・膠原病内科、2）鳥取大学医学部付属病院　感染症内科

黒田　桂介1）、中本　成紀2）、山口　耕介1）、原田　智也1）、山根　康平1）、山崎　　章1）

R-82 シェーグレン症候群に続発した耳下腺MALTリンパ腫と肺腺癌の合併例
川崎医科大学　総合内科学4

河原辰由樹、越智　宣昭、山根　弘路、市山　成彦、長崎　泰有、中川　　望、山岸　智子、
中西　秀和、小原　弘之、瀧川奈義夫

R-83 浸潤型胸腺腫に合併したTAMAによる皮膚症状に化学療法が奏功した1例
広島市立広島市民病院　呼吸器腫瘍内科

福代　有希、高山　裕介、細谷　尭永、中村　貴志、三島　祥平、益田　　健、庄田　浩康、
岩本　康男

11月24日（日）　第2会場
一般演題4 13：20〜14：08
座長　奥崎　　健（三原市医師会病院　内科）　
　　　岩本　博志（広島大学病院　呼吸器内科）

R-84 緩徐な経過を示し、診断に苦慮した肺結核の1例
1）岡山大学病院　呼吸器・アレルギー内科、
2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学

高田　健二1）、谷口　暁彦1）、岩本　佳隆1）、二宮貴一朗1）、加藤　有加1）、久保　寿夫1）、
頼　　冠名1）、市原　英基1）、大橋　圭明1）、堀田　勝幸1）、田端　雅弘1）、宮原　信明1）、
木浦　勝行1）、前田　嘉信2）
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R-85 粟粒結核治療中にニューモシスチス肺炎を発症した一例
倉敷中央病院　呼吸器内科

田中　友樹、石田　　直、有田眞知子、時岡　史明、梅田　武英、伊藤　明広、横山　俊秀、
福田　　泰、田中　彩加

R-86 喀痰からB群溶血性連鎖球菌（GBS）が検出された症例の臨床的検討
社会医療法人近森会近森病院　呼吸器内科

石田　正之、中岡　大士、白神　　実

R-87 若年市中肺炎患者の在院日数に関する研究
笠岡市立市民病院

高田　真吾、北村　賢一、小野　芳郎、小栗栖和郎、小野　彰範、稲垣　登稔

R-88 肺機能検査でFEV1≧70%の喫煙者における呼吸器症状の有無と臨床的意義
KKR高松病院

森　　由弘、田岡　征高、市川　裕久、荒川裕佳子

R-89 繰り返す肺炎を契機に診断された成人期発症免疫不全症の一例
国立病院機構南岡山医療センター

藤井　　誠、大上　康広、石賀　充典、田中　寿明、藤原　義朗、河田　典子、木村　五郎、
谷本　　安

11月24日（日）　第3会場
学生・メディカルスタッフセッション 9：00〜9：24
座長　平野　綱彦（山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座）
　　　佐伯　達矢（国立病院機構山口宇部医療センター　看護部）　

R-90 外科的肺生検にて診断し得た肺ヒストプラズマ症の1例
1）鳥取大学医学部　医学科、2）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器内科・膠原病内科、
3）鳥取大学医学部附属病院　感染症内科、4）鳥取大学医学部附属病院　胸部外科

田中　悠大1）、舟木　佳弘2）、山根　康平2）、小谷　昌広2）、阪本　智宏2）、岡崎　亮太2）、
山口　耕介2）、森田　正人2）、北浦　　剛3）、中西　敦之4）、谷口　雄司4）、山崎　　章2）

R-91 ロルラチニブ投与開始後早期に中枢神経障害を認めたALK融合遺伝子陽性非小細胞肺癌
の1例
1）鳥取大学医学部　医学科、2）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科

飛弾美紗都1）、矢内　正晶2）、照屋　靖彦2）、民本　泰浩2）、岡崎　亮太2）、舟木　佳弘2）、
阪本　智宏2）、森田　正人2）、牧野　晴彦2）、小谷　昌広2）、山﨑　　章2）

R-92 呼吸ケアサポートチームに歯科口腔外科医師、歯科衛生士が加入することの効果
綜合病院山口赤十字病院　呼吸ケアサポートチーム

弘中　祐介、國近　尚美、上村　俊介、加藤　君江、竹中　陽子、河野　　慎、末永真一郎、
阿部　　寛、伊藤　真詞、谷村　知明、山野井　康
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11月24日（日）　第3会場
一般演題5 9：24〜10：20
座長　角川　智之（山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・健康長寿学）
　　　市川　裕久（KKR 高松病院　呼吸器内科）　　　　　　　　　

R-93 特発性肺線維症急性増悪による急性呼吸不全に対する呼吸管理の意思決定因子の検討
1）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学、
2）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学、3）山口宇部医療センター　呼吸器内科

大石　景士1）、平野　綱彦2）、村田　順之1）、大輝　祐一2）、村川　慶多2）、筑本愛祐美2）、
松田　和樹2）、濱田　和希2）、末竹　　諒2）、山路　義和2）、浅見　麻紀2）、枝國　信貴2）、
坂本　健次3）、青江　啓介3）、松本　常男3）、亀井　治人3）、松永　和人2）、矢野　雅文1）

R-94 呼吸変動X心拍変動の同時計測にて心肺停止事故のオンサイト予測を目指したAIシステ
ムの開発
1）呉医療センター・中国がんセンター、2）呉工業高等専門学校　電気情報工学分野、
3）山口大学大学院創成科学研究科

中村　浩士1）、平野　　旭2）、山脇　正雄2）、中島　翔太3）、平野　　靖3）

R-95 慢性骨髄性白血病治療薬のダサチニブにより乳び胸を来した1例
1）山口県済生会下関総合病院　呼吸器科、2）JHCO下関医療センター　血液内科

松嶋　　敦1）、磯嶋　　佑1）、宇山　和宏1）、平野　洋子1）、小畑　秀登1）、縄田　涼平2）

R-96 頚胸椎への放射線治療後に梨状窩穿孔から縦隔炎に至り，頸胸部縦隔のドレナージ術に
て救命できた1例
1）国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科、
2）国立病院機構東広島医療センター　外科・消化器外科

中島　千佳1）、原田　洋明1）、沖本　昂祐1）、松元聡一郎1）、上垣内　篤1）、渡邊　淳弘2）、
豊田　和広2）、貞本　誠治2）、柴田　　諭1）

R-97 肺癌診断時の気管支鏡検査後に発症した肺化膿症の検討
高松赤十字病院

六車　博昭、小川　　瑛、林　　章人、山本　晃義、網谷　良一

R-98 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症が合併した難治性気管支喘息に対してベンラリ
ズマブを投与した1例
1）山口宇部医療センター　呼吸器内科、
2）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座

大畑秀一郎1）、上原　　翔1）、坂本　健次1）、伊藤　光佑1）、亀井　治人1）、松永　和人2）

R-99 急速な陰影の増悪を示した慢性壊死性肺アスペルギルス症の一例
1）因島医師会病院　呼吸器内科、2）JA尾道総合病院　呼吸器内科

塩谷咲千子1）、中　　康彦2）、北島真紀子2）、鈴木　朋子2）、吉田　　敬2）
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11月23日（土）祝　第3会場
一般演題1 10：10〜10：42
座長　前田　忠士（国立病院機構山口宇部医療センター　腫瘍内科）　　　　　　　　　　　　
　　　濱口　俊一（島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学）

E-01 微小肺病変にバーチャル気管支鏡ナビゲーションを利用した術前気管支鏡下マーキング
（VAL-MAP）の検討
公立学校共済組合中国中央病院

池田　元洋、松本　千晶、八杉　昌幸、尾形　佳子、玄馬　顕一、鳥越英次郎、平野　　豊、
鷲尾　一浩、上岡　　博

E-02 当院血液内科の依頼で行った気管支鏡検査の有用性の検討
1）坂出市立病院　呼吸器内科、2）坂出市立病院　血液内科

喜多　信之1）、松岡　亮仁2）、田岡　輝久2）、中村　洋之1）

E-03 ディスポーザブルガイドシースのX線不透過チップが脱落した1例
1）川崎医科大学附属病院　卒後臨床研修センター、2）川崎医科大学　呼吸器内科学

竹之内晴香1）、八十川直哉2）、頼住　　昇2）、田中　仁美2）、黒瀬　浩史2）、阿部　公亮2）、
吉岡　大介2）、加藤　茂樹2）、小橋　吉博2）、小賀　　徹2）

E-04 気管支肺胞洗浄に伴う低酸素血症に関する検討
徳島県立中央病院　呼吸器内科

手塚　敏史、稲山　真美、鈴江　涼子、宮本　憲哉、葉久　貴司

11月23日（土）祝　第3会場
一般演題2 10：42〜11：14
座長　小畑　秀登（下関総合病院　呼吸器科）　　
　　　別所　昭宏（岡山赤十字病院　呼吸器内科）

E-05 当院における局所麻酔下胸腔鏡検査の検討
国立病院機構愛媛医療センター　呼吸器内科

伊東　亮治、山本　哲也、仙波真由子、佐藤　千賀、渡邉　　彰、阿部　聖裕

E-06 大量胸水および胸膜腫瘤を契機に診断された甲状腺濾胞癌の一例
1）徳島大学病院　呼吸器・膠原病内科、2）徳島大学病院　胸部・内分泌・腫瘍外科

村上　行人1）、香川　耕造1）、小山　壱也1）、吾妻　雅彦1）、松本　大資2）、坪井　光弘2）、
川上　行奎2）、近藤　和也2）、佐藤　正大1）、大塚　憲司1）、軒原　　浩1）、西岡　安彦1）

E-07 part-solid lesionに対しガイドシース併用気管支腔内超音波断層法でpinpoint biopsy
によって診断を得た一例
島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学　

小林　美郷、栗本　典昭、幡　高次郎、御手洗裕紀、梅本　洵朗、白築　陽平、中尾　美香、
天野　芳宏、中島　和寿、濱口　俊一、礒部　　威
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E-08 局所麻酔下胸腔鏡検査においてEndo-Cytoscopy Systemを用いて細胞診断を行った
一例
島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学

白築　陽平、栗本　典昭、小林　美郷、梅本　洵朗、中尾　美香、天野　芳宏、堀田　尚誠、
濱口　　愛、津端由佳里、濱口　俊一、礒部　　威

11月24日（日）　第1会場
渡辺洋一記念奨励賞選考対象演題 9：00〜9：40
座長　西岡　安彦（徳島大学大学院医歯薬学研究部　呼吸器・膠原病内科学分野）
　　　金廣　有彦（岡山ろうさい病院　内科）　　　　　　　　　　　　　

E-09 当院におけるアエロステント留置経験
独立行政法人国立病院機構高知病院　呼吸器センター

日野　弘之、森田　　優、矢葺　洋平、森下　敦司、門田　直樹、町田　久典、岡野　義夫、
畠山　暢生、篠原　　勉、先山　正二、大串　文隆

E-10 V-V ECMO下のAEROステント留置術が有用であった縦隔型肺扁平上皮癌の1例
1）独立行政法人機構岡山医療センター　呼吸器内科、2）県立広島病院　呼吸器内科

下西　　惇1）、南　　大輔1）、佐藤　　賢1）、濵井　宏介2）、石川　暢久2）、松浦　宏昌1）、
西村　　淳1）、尾関　太一1）、萱谷　紘枝1）、藤原　慶一1）、柴山　卓夫1）、米井　敏郎1）

E-11 クライオバイオプシーで診断した高齢者の間質性肺炎の1例
県立広島病院　呼吸器内科

上野沙弥香、松村　未来、野村　晃生、磯山　正子、濱井　宏介、谷本　琢也、石川　暢久

E-12 クライオバイオプシーによる肺膿瘍を発症した1例
1）公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院　呼吸器内科、
2）神奈川県立循環器呼吸器病センター　呼吸器内科

百瀬　　匡1）、有田眞知子1）、横山　俊秀1）、丹羽　　崇1,2）、神戸　寛史1）、多田　有作1）、
山野　隆史1）、横江　真弥1）、川瀧　正典1）、早瀬百々子1）、山形　　昴1）、三ツ井美穂1）、
田中　彩加1）、田中　友樹1）、中西　陽祐1）、福田　　泰1）、伊藤　明広1）、梅田　武英1）、
時岡　史明1）、石田　　直1）

E-13 気道拡張・ステント留置に対する当院での工夫 −APCやバルーンの利用−
1）高知医療センター　呼吸器外科、2）高知医療センター　呼吸器内科

岡本　　卓1）、徳永　義昌1）、喜田　裕介1）、梅下　会美2）、山根　　高2）、寺澤　優代2）、
浦田　知之2）
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11月24日（日）　第3会場
一般演題3 10：20〜10：52
座長　葉久　貴司（徳島県立中央病院　呼吸器内科）　　　　　　
　　　上月　稔幸（国立病院機構四国がんセンター　呼吸器内科）

E-14 気管支内病変を認めたmantle cell lymphomaの1例
香川労災病院　内科

松岡　克浩、肥後　寿夫、須﨑　規之、永田　拓也、大原　信哉、滝本　秀隆、丸川　將臣

E-15 Alectinibが著効し気管支ステントの自然脱落に至ったALK陽性肺大細胞癌
1）川崎医科大学　総合内科学4、2）川崎医科大学　呼吸器外科

越智　宣昭1）、清水　克彦2）、市山　成彦1）、河原辰由樹1）、長崎　泰有1）、中川　　望1）、
山岸　智子1）、中西　秀和1）、山根　弘路1）、小原　弘之1）、中田　昌男2）、瀧川奈義夫1）

E-16 気管支肺炎改善後に発症した好酸球性肺炎の一例
川崎医科大学　総合内科学1

小山　勝正、岩本侑一郎、白井　　亮、沖本　二郎、友田　恒一

E-17 多発気管支内粘液栓を伴う気管支喘息の経過中に単神経炎を発症し、好酸球性多発血管
炎性肉芽腫症と診断された一例
国立病院機構南岡山医療センター　呼吸器・アレルギー科

木村　五郎、石賀　充典、大上　康広、田中　寿明、藤原　義朗、藤井　　誠、河田　典子、
谷本　　安
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11月23日（土）祝　第3会場
一般演題1 14：00〜14：40
座長　木村　五郎（国立病院機構南岡山医療センター　呼吸器・アレルギー内科）
　　　宮﨑こずえ（国立病院機構東広島医療センター　呼吸器内科）　　　

T-01 Mycobacterium peregrinumによる肺非結核性抗酸菌症の1例
1）独立行政法人国立病院機構高知病院、
2）徳島大学大学院医歯薬学部研究部　地域呼吸器・総合内科学分野

森田　　優1）、矢葺　洋平1）、門田　直樹1）、岡野　義夫1）、畠山　暢生1）、町田　久典1）、
篠原　　勉2）、大串　文隆1）

T-02 Mycobacterium malmoenseによる肺感染症の2例
徳島大学大学院医歯薬学研究部　呼吸器・膠原病内科学分野

佐古　雅宏、香川　耕造、飛梅　　亮、高橋　直希、今倉　　健、内藤　伸仁、香西　博之、
佐藤　正大、豊田　優子、軒原　　浩、吾妻　雅彦、西岡　安彦

T-03 MAC症治療中に症状の難治化を認め、M.abscessusへの菌交代が判明した一例
国立病院機構南岡山医療センター　呼吸器・アレルギー内科

石賀　充典、河田　典子、大上　康広、田中　寿明、藤原　義朗、藤井　　誠、木村　五郎、
谷本　　安

T-04 肺非結核性抗酸菌症の経過中にアレルギー性気管支肺真菌症を合併したと考えられる1例
香川労災病院

丸川　将臣、松岡　克浩、肥後　寿一、須﨑　規之、永田　拓哉

T-05 濃厚な家族歴にもかかわらず接触者検診で発症を防げなかった若年者肺結核の1例
独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター　呼吸器内科

阿部　聖裕、渡邉　　彰、山本　哲也、仙波真由子、佐藤　千賀、伊東　亮治

11月24日（日）　第2会場
一般演題2 9：00〜9：32
座長　山岡　直樹（吉島病院　呼吸器内科）　　　
　　　山本　晃義（高松赤十字病院　呼吸器内科）

T-06 本県におけるLTBI治療脱落・事例の現状分析について
山口県健康福祉部　健康増進課

徳永　瑞希、石丸　泰隆

T-07 当院における結核診療の現状
公立学校共済組合中国中央病院　呼吸器内科

尾形　佳子、松本　千晶、八杉　昌幸、池田　元洋、玄馬　顕一、上岡　　博

T-08 当院での外国人結核患者についての検討
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

吉田　　敬、中　　康彦、北島真紀子、鈴木　朋子
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T-09 結核菌感染に対するIGRA（インターフェロン-γ遊離試験）の有用性と限界 −結核集団
感染事例の検討から−
1）岡山県健康づくり財団附属病院、2）岡山県健康づくり財団健康づくり総合センター、
3）岡山大学健康管理センター

西井　研治1）、玉置　明彦1）、福田　智子1）、小谷　剛士1）、佐藤　利雄2）、中山　　光3）


