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ライブ配信　11月21日（土）

11：00〜11：50

共催セミナー1 （呼吸器学会）

座長：山﨑　　章（鳥取大学医学部　統合内科医学講座　呼吸器・膠原病内科学分野）
演者：植木　重治（秋田大学大学院医学系研究科　総合診療・検査診断学講座）
共催：アストラゼネカ株式会社

12：00〜12：50

共催セミナー2 （呼吸器内視鏡学会）

座長：兼松　貴則（松山赤十字病院　呼吸器内科）
演者：野上　尚之（愛媛大学大学院医学系研究科　地域胸部疾患治療学講座）
共催：中外製薬株式会社

13：00〜13：50

共催セミナー3 （呼吸器学会）

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）
演者：松永　和人（山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症内科学講座）
共催：サノフイ株式会社

14：00〜14：50

共催セミナー4 （呼吸器学会）

座長：瀧川奈義夫（川崎医科大学　総合内科学4）
演者：倉田　宝保（関西医科大学附属病院　呼吸器腫瘍内科）
共催：日本イーライリリー株式会社

15：00〜15：50

共催セミナー5 （結核・非結核性抗酸菌症学会学会）

座長：横山　彰仁（高知大学医学部附属病院　呼吸器・アレルギー内科学）
演者：田中　裕士（医大前南4条　内科）
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
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オンデマンド配信　11月21日（土）〜12月21日（月）

呼吸器学会

特別講演 座長：服部　　登　　演者：富山　憲幸

呼吸器学会

COVID-19特別セミナー 座長：阿部　聖裕　　演者：本間　義人

結核・非結核性抗酸菌症学会

教育講演 座長：塩出　昌弘　　演者1：山岡　直樹　　演者2：小橋　吉博

呼吸器学会

将来計画委員会・
男女共同参画委員会報告 座長：礒部　　威／國近　尚美　　演者：伊東　亮治／國近　尚美

呼吸器学会

一般演題1 R-01〜R-06
一般演題2 R-07〜R-12
一般演題3 R-13〜R-17
初期研修医セッション1 R-18〜R-23
初期研修医セッション2 R-24〜R-29
初期研修医セッション3 R-30〜R-34
初期研修医セッション4 R-35〜R-39
初期研修医セッション5 R-40〜R-44
初期研修医セッション6 R-45〜R-49
後期研修医セッション1 R-50〜R-55
後期研修医セッション2 R-56〜R-61
後期研修医セッション3 R-62〜R-67
後期研修医セッション4 R-68〜R-73
後期研修医セッション5 R-74〜R-78
後期研修医セッション6 R-79〜R-84
後期研修医セッション7 R-85〜R-89
後期研修医セッション8 R-90〜R-95
学生セッション R-96

呼吸器内視鏡学会

渡辺洋一記念奨励賞選考対象演題 E-01〜E-04
一般演題1 E-05〜E-09
一般演題2 E-10〜E-14

結核・非結核性抗酸菌症学会

一般演題 T-01〜T-07
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 特別講演 

呼吸器学会	 オンデマンド

座長：広島大学大学院医学系科学研究科　分子内化学　服部　　登

画像診断の現状と今後：コンピュータ支援診断・人工知能を含めて

大阪大学大学院医学系研究科　放射線医学　富山　憲幸

 COVID-19特別セミナー 

呼吸器学会	 オンデマンド

座長：愛媛医療センター　呼吸器内科　阿部　聖裕

症例から学ぶCOVID-19と感染対策

愛媛県立中央病院　呼吸器内科　本間　義人

 教育講演 

結核・非結核性抗酸菌症学会	 オンデマンド

座長：愛媛労災病院　呼吸器内科　塩出　昌弘

1．コロナ禍における結核診療

吉島病院　山岡　直樹

2．非結核性抗酸菌症に対する治療−現状と今後の動向

川崎医科大学　呼吸器内科　小橋　吉博
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将来計画委員会・男女共同参画委員会報告

呼吸器学会	 オンデマンド

「医師の働き方改革で呼吸器内科臨床のリアルワールドは如何に変わるか？」

座長：島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学　礒部　　威 
山口赤十字病院　内科　　　　　　　　　　　　　　國近　尚美

市中病院での改革：若手医師が期待する現場

国立病院機構愛媛医療センター呼吸器内科　伊東　亮治

医師の働き方改革で男女共同参画はどのように進むか

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

 共催セミナー1 

呼吸器学会	 ライブ

11月21日（土）	11：00〜11：50

座長　鳥取大学医学部　統合内科医学講座　呼吸器・膠原病内科学分野　山﨑　　章

病理から見た好酸球性気道炎症の特徴

秋田大学大学院医学系研究科　総合診療・検査診断学講座　植木　重治

共催：アストラゼネカ株式会社

 共催セミナー2 

呼吸器内視鏡学会	 ライブ

11月21日（土）	12：00〜12：50

座長　松山赤十字病院　呼吸器内科　兼松　貴則

非小細胞肺癌における複合がん免疫療法 ～多様な薬剤の上手な使い分け～

愛媛大学大学院医学系研究科　地域胸部疾患治療学講座　野上　尚之

共催：中外製薬株式会社
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 共催セミナー3 

呼吸器学会	 ライブ

11月21日（土）	13：00〜13：50

座長　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　西岡　安彦

重症喘息の現状と課題から考えるDupilumabの役割とは

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

共催：サノフイ株式会社

 共催セミナー4 

呼吸器学会	 ライブ

11月21日（土）	14：00〜14：50

座長　川崎医科大学　総合内科学4　瀧川奈義夫

NSCLC治療2020

関西医科大学附属病院　呼吸器腫瘍内科　倉田　宝保

共催：日本イーライリリー株式会社

 共催セミナー5 

結核・非結核性抗酸菌症学会	 ライブ

11月21日（土）	15：00〜15：50

座長　高知大学医学部附属病院　呼吸器・アレルギー内科学　横山　彰仁

これからのCOPD治療におけるtriple治療の展望 ～その可能性を考える～

医大前南4条内科　田中　裕士

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社
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 呼吸器学会 

オンデマンド

一般演題1

R-01 非小細胞肺癌と肺カルチノイドの重複癌に対してニボルマブを使用し、肺カルチノイド
が縮小した1例
高松赤十字病院　呼吸器科

小川　　瑛、林　　章人、六車　博昭、山本　晃義

R-02 抗TIF1-γ抗体陽性の皮膚筋炎を合併した局所進行肺腺癌の一例
1）倉敷市立市民病院　内科、2）岡山大学病院　呼吸器アレルギー内科

後藤田裕子1）、近藤正太郎1）、金澤　　潔1）、出口　静吾1）、大橋　圭明2）、江田　良輔1）

R-03 全身びまん性骨転移を呈した小細胞肺癌の一例
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院　呼吸器内科

松本　武格、久良木隆繁

R-04 オシメルチニブ投与中に転移性脈絡膜腫瘍に伴う漿液性網膜剥離を合併した肺腺癌の1例
1）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科、2）鳥取大学医学部附属病院　眼科

矢内　正晶1）、馬場　高志2）、阪本　智宏1）、上谷　直希1）、山本なつみ1）、新井　健義1）、
野中　喬文1）、山根　康平1）、照屋　靖彦1）、小谷　昌広1）、山㟢　　章1）

R-05 ペムブロリズマブによる治療を行った膜性腎症合併肺扁平上皮癌の一例
1）JA尾道総合病院　呼吸器内科、2）因島医師会病院　呼吸器内科、3）JA尾道総合病院　腎臓内科

北島真紀子1）、塩谷咲千子2）、細谷　尭永1）、北島　拓真1）、川﨑　広平1）、鈴木　朋子1）、
心石　敬子3）

R-06 左肺下葉と縦隔で異なる治療反応をみせたNUT midline carcinomaの1例
1）高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科、2）高知県立あき総合病院　呼吸器内科

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

一般演題2

R-07 EGFR-TKI投与後に小細胞癌への形質転換を来したEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌3例の
検討
1）広島市立広島市民病院　呼吸器内科、2）広島市立広島市民病院　腫瘍内科

隅井　允彦1）、高山　裕介1）、角本　慎治1）、福代　有希1）、三島　祥平1）、益田　　健1）、
庄田　浩康1）、岩本　康男2）

R-08 当院における高齢者肺癌の臨床的検討
高知赤十字病院　呼吸器内科

森田　　優、坂東　弘基、岡本　悠里、豊田　優子
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R-09 胸囲結核治療中の初期悪化時に診断された限局型小細胞肺癌の一例
岡山赤十字病院　呼吸器内科

森田　絢子、細川　　忍、山田光太郎、梅野　貴裕、萱谷　紘枝、塩尻　正明、佐久川　亮、
別所　昭宏

R-10 喀血にて発見された気管支Dieulafoy病の1例
独立行政法人国立病院機構米子医療センター　呼吸器内科

冨田　桂公、池内　智行、唐下　泰一

R-11 喀血を繰り返す低心肺機能の肺アスペルギルス症に対して肺葉切除を施行し良好な結果
が得られた一例
倉敷中央病院　呼吸器外科

藤本　周祐、小林　正嗣、岩橋　啓介、青野　泰正、松本　和久、中井　　健、山田　　楓、
中島　　尊、高橋　鮎子、奥村　典仁

R-12 肺気腫を背景とした続発性気胸手術症例の検討
1）愛媛医療センター　外科、2）愛媛医療センター　呼吸器科、3）愛媛大学　心臓血管・呼吸器外科

湯汲　俊悟1）、阿部　聖裕2）、鈴木　秀明1）、森本　真光1）、杉本龍士郎3）、坂尾　伸彦3）、
藻利　　優3）、佐野　由文3）

一般演題3

R-13 精神疾患を合併したCOVID-19患者の診療経験
1）松山赤十字病院　呼吸器内科、2）松山赤十字病院　腎臓内科、3）松山赤十字病院　小児科

牧野　英記1）、梶原浩太郎1）、岡　　英明2）、近藤　陽一3）

R-14 SARS-CoV-2感染症との鑑別が問題となったhMPV肺炎の2例
1）JA高知厚生連JA高知病院　内科、
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部　地域呼吸器・総合内科学分野

住友　賢哉1）、森住　　俊1,2）、篠原　　勉1,2）

R-15 Clostridium septicumが起炎菌と考えられた細菌性肺炎、敗血症の1例
高松市立みんなの病院　呼吸器内科

塚﨑　佑貴、河野　洋二、岸本　伸人

R-16 重症筋無力症の治療経過中に肺クリプトコッカス症を合併した1例
三原市医師会病院　内科

妹尾　美里、尾下　豪人、髙橋　達紀、船石　邦彦、三玉　康幸、奥崎　　健

R-17 透析患者に生じたMycobacterium kansasiiによる胸膜炎の1例
村上記念病院　内科

森　　公介、山上　隆司、西野圭一郎、村上　重人、日野　　惠、村上　匡人、村上　凡平
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初期研修医セッション1

R-18 IgG4関連呼吸器疾患との鑑別に苦慮した多発肺嚢胞を伴う肺MALTリンパ腫の1例
1）広島大学病院　臨床研修センター、2）広島大学病院　呼吸器内科、
3）久留米大学医学部　病理学講座、4）広島大学病院　血液内科

小浦　智子1）、棚橋　弘貴2）、山口　覚博2）、山田　恭平3）、難波　将史2）、坂本信二郎2）、
堀益　　靖2）、益田　　武2）、宮本真太郎2）、中島　　拓2）、岩本　博志2）、福島　伯泰4）、
藤髙　一慶2）、濱田　泰伸2）、一戸　辰夫4）、大島　孝一3）、服部　　登2）

R-19 血清VEGFが高値を示した肺腺癌合併RS3PE症候群の一例
鳥取県立中央病院　初期研修医

宗村　佑人、上田　康仁、妻鹿　倫征、澄川　　崇、長谷川泰之、杉本　勇二

R-20 肺癌化学療法開始から数年を経て発症した自己免疫性性血小板減少性紫斑病の1例
岡山済生会総合病院　内科

何本　佑太、渡辺　一彦、川井　治之、張田　信吾

R-21 肺癌と合併した気管支内過誤腫の1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・腎高血圧内科学講座、
3）愛媛大学大学院　地域胸部疾患治療学講座

松岡茉莉花1）、菊池　泰輔2）、石井美由紀2）、田口　禎浩2）、川上　真由2）、山本将一朗2）、
濵田　千鶴2）、三好　誠吾2）、濱口　直彦2）、野上　尚之3）、山口　　修2）

R-22 右気管支内腔の広範にわたる病巣進展を認めたMALTリンパ腫の1例
1）国立病院機構東広島医療センター　初期臨床研修医、
2）国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科、
3）国立病院機構東広島医療センター　呼吸器内科

大谷　達矢1）、原田　洋明2）、仁科　麻衣2）、柴田　　諭2）、田中三千彦3）、川口健太郎3）、
西村　好史3）、宮﨑こずえ3）

R-23 Nivolumab投与によりPseudoprogressionを来した悪性胸膜中皮腫の1例
1）鳥取大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター、
2）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科

長田　瑠莉1）、矢内　正晶2）、上谷　直希2）、山本なつみ2）、新井　健義2）、野中　喬文2）、
阪本　智宏2）、小谷　昌広2）、山㟢　　章2）

初期研修医セッション2

R-24 オシメルチニブによるじんま疹型薬疹合併例に対して減感作療法により継続投与可能と
なった一例
鳥取県立中央病院　初期研修医

小嶋　駿介、上田　康仁、妻鹿　倫征、澄川　　崇、長谷川泰之、杉本　勇二

R-25 アレクチニブによる薬剤性肺障害後ロルラチニブを安全に投与できたALK融合遺伝子陽
性肺腺癌の1例
1）高知医療センター　臨床研修センター、2）高知医療センター　呼吸器内科

井上　湧介1）、山根　　高2）、梅下　会美2）、浦田　知之2）
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R-26 肺癌精査中に気管支鏡検査で偶然発見されたfibroepithelial polypの一例
1）国立病院機構東広島医療センター　初期臨床研修医、
2）国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科、
3）国立病院機構東広島医療センター　呼吸器内科

勝間田莉帆1）、原田　洋明2）、仁科　麻衣2）、柴田　　諭2）、田中三千彦3）、川口健太郎3）、
西村　好史3）、宮﨑こずえ3）

R-27 肺小細胞癌に対する化学療法中にALK陽性肺腺癌を続発した一例
鳥取県立中央病院　研修医

竹田　真輝、上田　康仁、妻鹿　倫征、澄川　　崇、長谷川泰之、杉本　勇二

R-28 リンパ組織球様悪性胸膜中皮腫の1例
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　病理診断科

井開　拓実1）、秋田　　慎2）、黒住　悟之2）、西田　俊博3）、塩田　直樹2）

R-29 胸水PSA染色が診断に有用であった，前立腺癌による癌性胸膜炎の1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）

初期研修医セッション3

R-30 健常者に発症した緑膿菌性膿胸の1例
松山赤十字病院

桑原　　希、兼定　晴香、上田　　創、廣瀬　未優、梶原浩太郎、牧野　英記、兼松　貴則

R-31 悪性腫瘍との鑑別を要したマイコプラズマ肺炎の一例
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、3）広島大学病院　呼吸器内科

林　　佑香1）、多田　慎平2）、藤田　　俊2）、松村　未来2）、磯山　正子3）、上野沙弥香2）、
濵井　宏介2）、谷本　琢也2）、石川　暢久2）

R-32 演題取り下げ

R-33 分娩後、急速に増悪した肺クリプトコックス症の一例
福山市民病院　内科

三好　章太、小田　尚廣、滝　　貴大、三谷　玲雄、髙田　一郎

R-34 画像上胸壁浸潤肺癌が疑われ、術中迅速病理診断でも鑑別が困難であった肺アスペルギ
ルス症の1例
倉敷中央病院

岩橋　啓介、小林　正嗣、中井　　健、青野　泰正、松本　和久、山田　　楓、藤本　周祐、
中島　　尊、高橋　鮎子、奥村　典仁

初期研修医セッション4

R-35 ペムブロリズマブによるMPO-ANCA陽性の肺胞出血の一例
1）JA尾道総合病院　臨床研修科、2）JA尾道総合病院　呼吸器内科、
3）因島医師会病院　呼吸器内科

金井　陽奈1）、北島真紀子2）、塩谷咲千子3）、細谷　尭永2）、北島　拓真2）、川﨑　広平2）、
鈴木　朋子2）
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R-36 肺炎を契機に全身性エリテマトーデスによる胸膜炎が誘発されたと考えられた1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）川崎医科大学総合医療センター　総合内科学1

河田真由子1）、宮脇　秀徳1）、竹之内晴香2）、岩本　秀幸2）、田中　仁美2）、白井　　亮2）、
友田　恒一2）、沖本　二郎2）

R-37 ニボルマブ投与中に発症したアレルギー性気管支肺真菌症の一例
1）国立病院機構東広島医療センター　初期臨床研修医、
2）国立病院機構東広島医療センター　呼吸器内科、
3）国立病院機構東広島医療センター　呼吸器外科、
4）千葉大学真菌医学研究センター　臨床感染症分野

眞田　莉花1）、西村　好史2）、田中三千彦2）、川口健太郎2）、宮﨑こずえ2）、仁科　麻衣3）、
原田　洋明3）、柴田　　諭3）、亀井　克彦4）

R-38 キャッスルマン病が疑われ，器質化肺炎による呼吸不全を呈した1例
1）松山赤十字病院　臨床研修センター、2）松山赤十字病院　呼吸器センター

恩地　芳子1）、廣瀬　未優2）、上田　　創2）、兼定　晴香2）、梶原浩太郎2）、牧野　英記2）、
兼松　貴則2）

R-39 モストグラフによる評価が有用な可能性が示唆された声帯機能不全合併喘息の1例
1）広島大学病院　卒後臨床研修センター、2）広島大学病院　呼吸器内科、
3）広島大学病院　耳鼻咽喉科

小田　絢香1）、大谷　俊人2）、西田　　学3）、堀越裕一郎2）、山口　覚博2）、坂本信二郎2）、
堀益　　靖2）、益田　　武2）、中島　　拓2）、宮本真太郎2）、岩本　博志2）、藤高　一慶2）、
濱田　泰伸2）、竹野　幸夫3）、服部　　登2）

初期研修医セッション5

R-40 皮疹から早期診断に至った、急速進行性間質性肺炎合併抗MDA-5抗体陽性皮膚筋炎の
一例
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　皮膚科、
4）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器膠原病内科

西上　美侑1）、平山　勇毅2）、新石　健二3）、武田　賢一2）、龍河　敏行2）、小西　龍也2）、
山㟢　　章4）

R-41 柴苓湯が原因と考えられた薬剤性肺障害の一例
1）高知赤十字病院　診療科部、2）高知赤十字病院　呼吸器内科

中内友合江1）、坂東　弘基2）、森田　　優2）、岡本　悠里2）、豊田　優子2）

R-42 COVID-19と鑑別を要した防風通聖散による薬剤性肺障害の一例
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

髙見奈都子1）、齊藤　尚美2）、石山さやか2）、大成洋二郎2）

R-43 電子タバコ関連肺障害を強く疑った39歳米国人男性の一例
1）国立病院機構岩国医療センター　内科、2）国立病院機構岩国医療センター　呼吸器内科

大深　雄輔1）、河角　敬太2）、槇本　　剛2）、中西　将元2）、田村　朋季2）、久山　彰一2）
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R-44 防水スプレー使用後に急性肺障害を発症しステロイドが著効した1例
1）広島市立広島市民病院　初期研修医、2）広島市立広島市民病院　呼吸器腫瘍内科

平野ななみ1）、高山　裕介2）、福代　有希2）、角本　慎治2）、隅井　允彦2）、三島　祥平2）、
益田　　健2）、庄田　浩康2）、岩本　康男2）

初期研修医セッション6

R-45 肝硬変を合併し、肝肺症候群に進展したサルコイドーシスの1例
1）徳島大学病院　卒後臨床研修センター、
2）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、
3）徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器内科学分野、
4）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、5）徳島大学病院　病理部、
6）徳島県立三好病院　呼吸器内科

折野　逸人1）、内藤　伸仁2）、内藤　仁美6）、高橋　直希2）、田中　宏典3）、佐藤　正大2）、
河野　　弘2,4）、上原　久典5）、軒原　　浩2）、高山　哲治3）、西岡　安彦2,4）

R-46 多発性骨髄腫に肺アミロイドーシスを合併した一例
1）広島赤十字・原爆病院　呼吸器科、2）広島赤十字・原爆病院　血液内科

三宅　慎也1）、谷脇　雅也1）、板垣　充弘2）、川本　数真1）、乙原　雅也1）、泉　　祐介1）、
松本奈穂子1）、大橋　信之1）、山崎　正弘1）

R-47 MRSA心内膜炎を合併した肺結核の1例
1）愛媛医療センター　初期研修医、2）愛媛医療センター　呼吸器内科

関岡　輝洋1）、伊東　亮治2）、山本　哲也2）、仙波真由子2）、佐藤　千賀2）、渡邊　　彰2）、
阿部　聖裕2）

R-48 うっ血性心不全として初期治療されていた特発性乳び胸の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

篠原　　充1）、多田　慎平2）、藤田　　俊2）、松村　未来2）、上野沙弥香2）、濵井　宏介2）、
谷本　琢也2）、石川　暢久2）

R-49 iVAPS with AutoEPAPが有用であった肥満低換気症候群（OHS）の一例
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

井上理香子1）、中西　徳彦2）、森高　智典2）、井上　孝司2）、勝田　知也2）、橘　さやか2）、
本間　義人2）、近藤　晴香2）、能津　昌平2）

後期研修医セッション1

R-50 皮膚筋炎を合併したEGFR陽性肺腺癌の1例
広島赤十字・原爆病院　呼吸器内科

乙原　雅也、松本奈穂子、川本　数真、泉　　祐介、谷脇　雅也、大橋　信之、山崎　正弘

R-51 オシメルチニブ投与中にうっ血性心不全を発症した1例
1）松江市立病院　呼吸器内科、2）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科

新井　健義1,2）、木下　直樹2）、山本なつみ2）、上谷　直希2）、野中　喬文2）、矢内　正晶2）、
阪本　智宏2）、山口　耕介2）、小谷　昌広2）、山㟢　　章2）
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R-52 演題取り下げ

R-53 腫瘍関連網膜症を契機に診断した限局型小細胞肺癌の1例
1）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科、2）山陰労災病院　呼吸器内科、
3）鳥取大学医学部附属病院　眼科

上谷　直希1）、黒田　桂介1,2）、岡崎　亮太1）、馬場　高志3）、山本なつみ1）、野中　喬文1）、
矢内　正晶1）、原田　智也1）、小谷　昌広1）、山㟢　　章1）

R-54 ペメトレキセドを含む化学療法で9年以上病勢をコントロールできた、ALK融合遺伝子
陽性肺癌の1例
1）広島市立安佐市民病院　呼吸器内科、2）広島市立安佐市民病院　腫瘍内科

髙田悠太朗1）、小西　花恵1）、水本　　正1）、西野　亮平1）、菅原　文博1）、北口　聡一1,2）

R-55 非区域性浸潤影を呈した肺腺癌にクライオ生検を施行したことが有用であった一例
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、2）神奈川県立循環器呼吸器病センター

横江　真弥1）、横山　俊秀1）、本倉　優美1）、栗岡　勇輔1）、川瀧　正典1）、甲田　拓之1）、
百瀬　　匡1）、中西　陽祐1）、濱川　正光1）、福田　　泰1）、丹羽　　崇2）、伊藤　明広1）、
時岡　史明1）、有田真知子1）、石田　　直1）

後期研修医セッション2

R-56 EGFR遺伝子変異の有無により肺癌術後再発との鑑別が困難であった前立腺癌脳転移の
一例
県立広島病院　呼吸器内科

多田　慎平、濵井　宏介、藤田　　俊、松村　未来、上野沙弥香、谷本　琢也、石川　暢久

R-57 多発骨髄腫を合併した肺扁平上皮癌の一例
川崎医科大学付属病院　呼吸器内科

頼住　　昇、阿部　公亮、渡辺　安奈、安田　有里、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-58 当科における進展型小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋エトポシド＋アテゾリズマブ
療法に関する検討
島根大学医学部内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学

御手洗裕紀、中島　和寿、田中　聖子、幡　高次郎、奥野　峰苗、谷野　明里、天野　芳宏、
中尾　美香、濱口　　愛、堀田　尚誠、濱口　俊一、長尾　大志、栗本　典昭、津端由佳里、
礒部　　威

R-59 維持透析中の進展型小細胞肺癌患者にカルボプラチン、エトポシド、アテゾリズマブ併
用療法が奏効した1例
広島大学病院　呼吸器内科

渡　　直和、山口　覚博、坂本信二郎、堀益　　靖、益田　　武、宮本真太郎、中島　　拓、
岩本　博志、藤高　一慶、濱田　泰伸、服部　　登
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R-60 肺動静脈瘻手術によって偶然発見された、甲状腺癌微小肺転移の一例
1）福山市民病院　内科、2）福山市民病院　呼吸器外科、3）福山市民病院　乳腺甲状腺外科

滝　　貴大1）、小田　尚廣1）、三谷　玲雄1）、高田　一郎1）、山田　英司2）、室　　雅彦2）、
池田　雅彦3）

R-61 粟粒結核との鑑別を要したEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌の1例
1）広島市立安佐市民病院　呼吸器内科、2）広島市立安佐市民病院　腫瘍内科

小西　花恵1）、髙田悠太朗1）、水本　　正1）、西野　亮平1）、北口　聡一2）、菅原　文博1）

後期研修医セッション3

R-62 肺原発悪性黒色腫に対して免疫チェックポイント阻害薬併用療法を行なった1例
1）広島市立広島市民病院　呼吸器内科、2）広島市立広島市民病院　腫瘍内科、
3）はるた呼吸器クリニック

角本　慎治1）、庄田　浩康1）、益田　　健1）、高山　裕介1）、三島　祥平1）、隅井　允彦1）、
福代　有希1）、岩本　康男2）、沖川　佳子2）、春田　吉則3）

R-63 肺腺癌の治療中にROS1融合遺伝子陽性と判明した一例
1）愛媛大学大学院　循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座（第二内科）、
2）愛媛大学　地域胸部疾患治療学講座

菊池　泰輔1）、山本将一朗1）、石井美由紀1）、川上　真由1）、田口　禎浩1）、濵田　千鶴1）、
三好　誠吾1）、濱口　直彦1）、野上　尚之2）、山口　　修1）

R-64 Infliximab抵抗性の免疫関連大腸炎に対して大腸全摘術を行った1例
1）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器・膠原病内科、2）山陰労災病院　呼吸器・感染症内科、
3）鳥取大学医学部附属病院　消化器内科

野中　喬文1）、加藤　竜平2）、山本なつみ1）、矢内　正晶1）、原田　智也1）、八島　一夫3）、
山﨑　　章1）

R-65 気管支鏡検査施行時に存在した粘液栓のため診断に難渋した肺腺癌の一例
1）独立行政法人国立病院機構福山医療センター　内科、
2）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、
3）岡山大学病院　呼吸器・アレルギー内科

知光　祐希1）、齋藤　悠夏1）、三好　啓治2）、森近　大介2）、米花　有香2）、市原　英基3）、
岡田　俊明2）

R-66 PembrolizumabによるACTH単独欠損症の2例
川崎医科大学　総合内科学4

市山　成彦、越智　宜昭、三村　彩香、田岡　征高、長﨑　泰有、中西　秀和、小原　弘之、
山根　弘路、瀧川奈義夫

R-67 肺腺癌に対する化学放射線療法による放射線食道炎を契機に発症した腸管気腫症の1例
広島大学病院　呼吸器内科

伊藤　徳明、益田　　武、山口　覚博、坂本信二郎、堀益　　靖、宮本真太郎、中島　　拓、
岩本　博志、藤高　一慶、濱田　泰伸、服部　　登
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後期研修医セッション4

R-68 EBUS-TBNAにてサルコイドーシスと診断した多発リンパ節腫脹を合併した肺癌の一例
1）川崎医科大学附属病院　呼吸器内科、2）川崎医科大学附属病院　病院病理部

渡辺　安奈1）、黒瀬　浩史1）、安田　有里1）、頼住　　昇1）、田中　仁美1）、八十川直哉1）、
阿部　公亮1）、吉岡　大介1）、加藤　茂樹1）、伊禮　　功2）、小橋　吉博1）、小賀　　徹1）

R-69 殺虫剤の吸入で発症した外因性リポイド肺炎の一例
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）山口大学医学部附属病院　病理診断科

原田　美沙1）、松田　和樹1）、浅見　麻紀1）、山路　義和1）、大石　景士2）、枝国　信貴1）、
平野　綱彦1）、星井　嘉信3）、松永　和人1）

R-70 ステロイド治療の代替薬としてメトトレキサートが有効であったサルコイドーシスの2
症例
1）川崎医科大学総合医療センター　総合内科4、2）KKR高松病院　呼吸器内科

田岡　征高1）、河原辰由樹2）、市川　裕久2）、荒川裕佳子2）、瀧川奈義夫1）、森　　由弘2）

R-71 高齢発症肺ランゲルハウス細胞組織球症の経過中に肺性心を来した一例
1）西予市立西予市民病院、2）愛媛県立中央病院

村上　将紀1,2）、中西　徳彦2）、森高　智典2）、井上　考司2）、勝田　知也2）、橘　さやか2）、
近藤　春香2）、中村　純也2）、本間　義人2）、杉田　敦郎2）、前田　智治2）

R-72 当院における50%ブドウ糖液を用いた胸膜癒着術が奏効した3例
高知医大学医学部　呼吸器・アレルギー内科

西森　朱里、大山　洸右、水田　順也、伊藤　孟彦、植村　夏実、荻野　慶隆、岩部　直美、
山根真由香、穴吹　和貴、渡部　雅子、高松　和史、酒井　　瑞、大西　広志、窪田　哲也、
横山　彰仁

R-73 当科における胸水貯留を呈した膠原病および類縁疾患症例の検討
1）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、
2）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

磯村　祐太1）、内藤　伸仁1）、山下　雄也1）、福家　麻美1）、小山　壱也1）、佐藤　正大1）、
河野　　弘1,2）、軒原　　浩1）、西岡　安彦1,2）

後期研修医セッション5

R-74 Herbaspirillum sp.感染により肺炎・敗血症を来たした73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　健康長寿学講座

大輝　祐一1）、村田　順之2）、水津　純輝1）、原田　美沙1）、村川　慶多1）、松田　和樹1）、
上原　　翔1）、濱田　和希1）、大畑秀一郎1）、大石　景士2）、山路　義和1）、浅見　麻紀1）、
枝國　信貴1）、角川　智之3）、平野　綱彦1）、松永　和人1）

R-75 PCR検査が3回陰性だが抗体検査で陽性が確認されたCOVID-19の2例
国立病院機構高知病院　内科

近藤　圭大、安宅　克博、門田　直樹、岡野　義夫、畠山　暢生、町田　久典、竹内　栄治
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R-76 脱感作療法で薬疹再発なくST合剤予防内服できた1例
鳥取大学医学部　呼吸器･膠原病内科

石川　博基、岡崎　亮太、照屋　靖彦、末田悠里子、原田　智也、髙田　美樹、山㟢　　章

R-77 Veillinella parvulaにより菌血症を来した非小細胞肺癌の一例
国家公務員共済組合連合会KKR高松病院　呼吸器科

河原辰由樹、市川　裕久、松岡　克浩、関　　祥子、徳永　義昌、荒川裕佳子、石川　真也、
森　　由弘

R-78 演題取り下げ

後期研修医セッション6

R-79 非AIDS患者のニューモシスチス肺炎の気管支肺胞洗浄で好酸球上昇を認めた1例
1）愛媛県立新居浜病院、2）愛媛県立中央病院

能津　昌平1）、勝田　知也2）、中西　徳彦2）、中村　純也2）、近藤　晴香2）、本間　義人2）、
橘　さやか2）、井上　考司2）、森高　智典2）

R-80 膿胸の治療中にメトロニダゾール誘発性脳症を来した一例
1）鳥取県立中央病院、2）鳥取大学医学部附属病院

妻鹿　倫征1,2）、上田　康仁1）、澄川　　崇1）、長谷川泰之1）、杉本　勇二1）、山﨑　　章2）

R-81 ガイドシースを用いた気管支鏡的排膿で診断した高病原性Klebsiella pneumoniae肺
化膿症の一例
1）松江市立病院　呼吸器内科、2）鳥取大学医学部附属病院　呼吸器膠原病内科

平山　勇毅1）、武田　賢一1）、龍河　敏行1）、小西　龍也1）、山﨑　　章2）

R-82 免疫関連肝障害に対するステロイド治療を契機に発症した播種性クリプトコッカス症の
1例
鳥取大学医学部附属病院　呼吸器膠原病内科

山本なつみ、矢内　正晶、野中　喬文、原田　智也、牧野　晴彦、小谷　昌広、山﨑　　章

R-83 遅発性嘔吐予防で用いたデキサメタゾンによってニューモシスチス肺炎を発症した1例
高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科

伊藤　孟彦、山根真由香、中谷　　優、酒井　　瑞、西森　朱里、植村　夏実、大山　洸右、
水田　順也、荻野　慶隆、岩部　直美、渡部　雅子、穴吹　和貴、高松　和史、大西　広志、
窪田　哲也、横山　彰仁

R-84 珪肺に合併し，閉塞性肺炎と前縦隔腫瘤を契機に診断された形質芽球性リンパ腫の一例
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、藤原　慶一、栗林　忠弘、安東　愛理、大森　洋樹、田中　涼果、大西　桐子、
瀧川　雄貴、光宗　　翔、松浦　宏昌、工藤健一郎、南　　大輔、佐藤　晃子、佐藤　　賢、
米井　敏郎、柴山　卓夫
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後期研修医セッション7

R-85 西日本豪雨災害を契機に発症したアレルギー性気管支肺アスペルギルス症に対しベンラ
リズマブが著効した1例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

大森　洋樹、藤原　慶一、松浦　宏昌、安東　愛理、田中　涼果、山原　美穂、大西　桐子、
栗林　忠弘、瀧川　雄貴、光宗　　翔、工藤健一郎、南　　大輔、佐藤　晃子、佐藤　　賢、
米井　敏郎、柴山　卓夫

R-86 生活様式の変化が発症誘因と考えられた住居関連急性過敏性肺炎の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）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）、大石　景士2）、水津　純輝1）、濱田　和希1）、原田　美紗1）、大輝　祐一1）、
松田　和樹1）、上原　　翔1）、大畑秀一郎1）、山路　義和1）、村田　順之2）、浅見　麻紀1）、
枝國　信貴1）、平野　綱彦1）、角川　智之1,3）、松永　和人1）

R-87 クライオバイオプシーで診断に至った肺病変で再燃した多発血管炎性肉芽腫症の一例
1）倉敷中央病院　呼吸器内科、2）倉敷中央病院　リウマチ・膠原病科

本倉　優美1）、有田真知子1）、栗岡　勇輔1）、時岡　史明1）、石田　　直1）、姉川　修子2）、
吉田　知宏2）、脇　　大輔2）、西村　啓佑2）

R-88 パスツレラ呼吸器感染症を合併したアレルギー性気管支肺真菌症の1例
1）三原市医師会病院、2）広島大学病院

髙橋　達紀1）、尾下　豪人1）、伊藤　徳明2）、船石　邦彦1）、三玉　康幸1）、妹尾　美里1）、
奥崎　　健1）

R-89 著明な好酸球増多症と気管粘膜病変を伴った好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）の
1例
徳島県立中央病院　呼吸器内科

宮本　憲哉、鈴江　涼子、手塚　敏史、稲山　真美、葉久　貴司

後期研修医セッション8

R-90 高吸収粘液栓により左無気肺を呈したアレルギー性気管支肺アルペルギルス症の1例
呉共済病院

眞田　哲郎、河瀬　成穂、香川　　慧、秦　雄介、堀田　尚克

R-91 IgG4関連疾患との鑑別に難渋した特発性多中心性キャッスルマン病の1例
松山赤十字病院　呼吸器内科

上田　　創、梶原浩太郎、廣瀬　未優、兼定　晴香、牧野　英記、兼松　貴則

R-92 ベンラリズマブの投与が著効した肥満合併女性重症喘息の1例
川崎医科大学

安田　有里、八十川直哉、渡辺　安奈、頼住　　昇、黒瀬　浩史、阿部　公亮、吉岡　大介、
加藤　茂樹、小橋　吉博、小賀　　徹
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R-93 ジアフェニルスルホンによる薬剤性肺炎およびメトヘモグロビン血症を合併した一例
高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科

植村　夏実、山根真由香、渡部　雅子、西森　朱里、伊藤　孟彦、大山　洸右、水田　順也、
荻野　慶隆、穴吹　和貴、岩部　直美、髙松　和史、酒井　　瑞、大西　広志、窪田　哲也、
横山　彰仁

R-94 早期の3剤併用療法にも関わらず進行した抗MDA5抗体陽性間質性肺炎に対し、血漿
交換療法が有効だった1例
1）山口大学大学院医学系研究科　呼吸器・感染症科内科学講座、
2）山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学講座

水津　純輝1）、大石　景士2）、村川　慶多1）、原田　美沙1）、濱田　和希1）、山路　義和1）、
村田　順之2）、浅見　麻紀1）、枝国　信貴1）、平野　綱彦1）、松永　和人1）

R-95 僧帽弁狭窄症により肺胞出血をきたした1剖検例
1）香川大学医学部附属病院、2）香川大学医学部　医学教育学

大原　靖弘1）、井上　卓哉1）、坂井　健一郎1）、渡邊　直樹1）、金地　伸拓1）、坂東　修二2）

学生セッション

R-96 Preserved Ratio Impaired Spirometryから慢性閉塞性肺疾患に進展するリスクにつ
いての検討
1）高知大学医学部　医学科、2）高知大学医学部　呼吸器・アレルギー内科

兼竹　里奈1）、高松　和史2）、伊藤　孟彦2）、西森　朱里2）、植村　夏美2）、大山　洸祐2）、
水田　順也2）、荻野　慶隆2）、岩部　直美2）、山根真由香2）、渡部　雅子2）、穴吹　和貴2）、
酒井　　瑞2）、大西　広志2）、窪田　哲也2）、横山　彰仁2）
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 呼吸器内視鏡学会 

オンデマンド

渡辺洋一記念奨励賞選考対象演題

E-01 生理食塩液を満たした空洞を極細径気管支鏡とEBUSにて評価し得た一例
1）松江赤十字病院　教育研修推進室、2）島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学

亀井　史佳1）、濱口　　愛2）、栗本　典昭2）、御手洗裕紀2）、幡　高次郎2）、奥野　峰苗2）、
谷野　明里2）、中尾　美香2）、天野　芳宏2）、中島　和寿2）、堀田　尚誠2）、津端由佳里2）、
濱口　俊一2）、磯部　　威2）

E-02 大腸癌気管分岐部転移に対しDumon Yステント留置後にUltraflexステントを追加し
長期生存を得られている1例
国立病院機構岡山医療センター　呼吸器内科

田中　涼果、佐藤　　賢、瀧川　雄貴、安東　愛理、大森　洋樹、山原　美穂、大西　桐子、
栗林　忠宏、光宗　　翔、松浦　宏晶、岩本　佳隆、工藤健一郎、南　　大輔、佐藤　晃子、
藤原　慶一、米井　敏郎、柴山　卓夫

E-03 悪性腫瘍に関連した難治性気胸に対するEndobronchial Watanabe Spigot（EWS）と
化学療法併用の有効性
1）県立広島病院　呼吸器内科、2）県立広島病院　呼吸器外科

濱井　宏介1）、上野沙弥香1）、多田　慎平1）、藤田　　俊1）、松村　未来1）、井上　　聡2）、
片山　達也2）、谷本　琢也1）、石川　暢久1）、平井　伸司2）

E-04 肺癌再発が疑われたPET陽性の気管内腫瘍に対し気管支鏡下切除術で診断した肺縫合糸
肉芽腫の1例
国立病院機構岡山医療センター　呼吸器内科

瀧川　雄貴、佐藤　　賢、安東　愛理、大森　洋樹、山原　美穂、大西　桐子、栗林　忠弘、
光宗　　翔、松浦　宏昌、工藤健一郎、南　　大輔、佐藤　晃子、藤原　慶一、米井　敏郎、
柴山　卓夫

一般演題1 「気管支鏡治療」

E-05 喘息発作と誤診された健常成人における異物誤嚥の一例
川崎医科大学附属病院　呼吸器内科

頼住　　昇、阿部　公亮、渡辺　安奈、安田　有里、八十川直哉、黒瀬　浩史、吉岡　大介、
加藤　茂樹、小橋　吉博、小賀　　徹

E-06 内視鏡治療を反復したTracheal mucous gland adenomaの1例
1）村上記念病院　内科、2）愛媛県立中央病院　呼吸器内科、3）愛媛県立中央病院　病理診断科

森　　公介1）、山上　隆司1）、西野圭一郎1）、村上　重人1）、日野　　惠1）、村上　匡人1）、
村上　凡平1）、森高　智典2）、杉田　敦郎3）
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E-07 スネア切除とクライオセラピーにより局所制御を成し得た、扁平上皮癌の気管支への術
後再発の一例
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）、丹羽　　崇2）、横江　真弥1）、川瀧　正典1）、中西　陽祐1）、福田　　泰1）、
伊藤　明広1）、横山　俊秀1）、時岡　史明1）、有田眞知子1）、石田　　直1）

E-08 気管支喘息様症状を契機に診断・治療された気管原発腺様嚢胞癌の一例
国立病院機構岡山医療センター　呼吸器内科

栗林　忠弘、佐藤　　賢、安東　愛理、大森　洋樹、田中　涼果、山原　美穂、大西　桐子、
瀧川　雄貴、光宗　　翔、松浦　宏昌、岩本　佳隆、工藤健一郎、南　　大輔、佐藤　晃子、
藤原　慶一、米井　敏郎、柴山　卓夫

E-09 当院でのステント留置を伴わない全身麻酔下気管支鏡（BFS）的治療の現況
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）、中野　貴之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）

一般演題2 「気管支鏡診断」

E-10 経気管支肺生検が診断に有用であった甲状腺癌合併子宮体癌肺転移の一例
川崎医科大学　総合内科学1

岩本　秀幸、小山　勝正、田中　仁美、竹ノ内晴香、白井　　亮、友田　恒一、沖本　二郎

E-11 全身性強皮症に伴う間質性肺炎の増悪との鑑別を要した鳥関連過敏性肺炎の1例
1）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、
2）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、
3）徳島県立三好病院　呼吸器内科

梶本　達也1）、内藤　伸仁1）、内藤　仁美3）、佐藤　正大1）、河野　　弘1,2）、軒原　　浩1）、
吾妻　雅彦1）、西岡　安彦1,2）

E-12 経気管支肺生検にて診断した好酸球性細気管支炎の一例
高知赤十字病院　内科

岡本　悠里、辻　　和也、森田　　優、坂東　弘基、豊田　優子

E-13 体重減少および咳嗽にて肺癌が疑われたアレルギー性気管支肺真菌症の一例
国立病院機構四国がんセンター

佐伯　和彦、下西　　惇、原田大二郎、二宮　　崇、上月　稔幸

E-14 縦隔リンパ節転移病変を介した気管・上大静脈瘻形成により大量喀血を来した原発性肺
癌の一例
川崎医科大学　総合内科学4

三村　彩香、越智　宣昭、市山　成彦、田岡　征高、長﨑　泰有、中川　　望、中西　秀和、
山根　弘路、小原　弘之、瀧川奈義夫
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オンデマンド

一般演題

T-01 若年外国人結核性髄膜炎の1例
NHO愛媛医療センター　呼吸器内科

渡邉　　彰、山本　哲也、仙波真由子、佐藤　千賀、伊東　亮治、阿部　聖裕

T-02 腸管切除を施行し、術後長期療養を要した腸結核の1例
独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター

森本　真光、仙波真由子、湯汲　俊悟、鈴木　秀明

T-03 愛媛県西条保健所における外国出生結核患者支援の取り組みと今後
愛媛県西条保健所

宇都宮美和、竹内　潤子、木村千鶴子、鈴木　洋司、田窪　小夜、武方　誠二

T-04 当科における骨・関節病変を呈した非結核性抗酸菌症の検討
1）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、
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部　運動機能外科学分野、
3）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

國重　道大1）、内藤　伸仁1）、原田　紗季1）、山下　雄也1）、高橋　直希1）、美馬　正人1）、
香西　博之1,3）、佐藤　正大1）、河野　　弘1,3）、西庄　俊彦2）、浜田　大輔2）、軒原　　浩1）、
松浦　哲也2）、西良　浩一2）、西岡　安彦1,3）

T-05 M. intracellulareによる胸膜炎2例の臨床的検討
KKR高松病院　呼吸器科

松岡　克浩、市川　裕久、河原辰由樹、徳永　義昌、荒川裕佳子、石川　真也、森　　由弘

T-06 骨髄異形性症候群に合併した肺Mycobacterium abscessus症の1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・腎高血圧内科学講座、
3）愛媛大学大学院　地域胸部疾患治療学講座

上野　果住1）、菊池　泰輔2）、石井美由紀2）、田口　禎浩2）、川上　真由2）、山本将一朗2）、
濵田　千鶴2）、三好　誠吾2）、濱口　直彦2）、野上　尚之3）、山口　　修2）

T-07 非結核性抗酸菌症に対する完全鏡視下手術症例の検討
1）愛媛医療センター　外科、2）愛媛医療センター　呼吸器科、3）四国がんセンター　呼吸器外科

湯汲　俊悟1）、阿部　聖裕2）、鈴木　秀明1）、森本　真光1）、伊東　亮治2）、渡邉　　彰2）、
佐藤　千賀2）、仙波真由子2）、山本　哲也2）、末久　　弘3）


