
主要プログラム 7 月 22 日（金） 

開会式 
会 長 星野 友昭 

8：20～8：30 A会場 

シンポジウム１
座 長 菅 守隆（社会福祉法人恩賜剤財団済生会熊本病院予防医療センター）

濱田 直樹（九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設） 
主 題 「間質性肺疾患の診療～過去、現在、未来～」 

   １ 「特発性肺線維症」 
杉山 幸比古（練馬光が丘病院呼吸器内科） 

   ２ 「膠原病的背景をもつ間質性肺炎」 
須田 隆文（浜松医科大学内科学第二講座） 

   ３ 「急性増悪」 
一門 和哉（済生会熊本病院呼吸器センター呼吸器内科） 

   ４ 「気腫合併肺線維症」 
花岡 正幸（信州大学医学部内科学第一教室） 

特別発言 工藤 翔二（公益財団法人結核予防会） 

8：30～10：50 A会場 

特別講演 
座 長 星野 友昭（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門） 
演 題 「間質性肺炎に対する肺移植」 

伊達 洋至（京都大学大学院医学研究科器官外科学講座呼吸器外科） 

10：50～11：40 A会場 

緊急企画「熊本地震と医療」 
座 長 興梠 博次（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器内科学） 

門田 淳一（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座） 
講演１ 「熊本地震におけるJMAT (日本医師会災害医療チームへ)の参加を体験して」 

坂元 暁（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門） 
講演２ 「熊本地震－被災しなければわからなかったこと」 

柏原　光介（熊本地域医療センター　呼吸器内科） 
甲斐 豊（阿蘇医療センター）

8：30～9：30 B会場 



主要プログラム 7 月 22 日（金） 

ランチョンセミナー１
座 長 中西 洋一（九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設） 
演 題 「非小細胞肺癌治療の光と影」 

高橋 和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学） 

11：50～12：40 A会場 

教育講演 
座 長 渡辺 憲太朗（福岡大学医学部呼吸器内科） 
演題１ 「肺高血圧症の診断と治療の進歩」 

巽 浩一郎（千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学） 
演題２ 「呼吸器疾患に合併した肺高血圧症の診断と治療」 

田邉 信宏（千葉大学大学院先端肺高血圧症医療学寄附講座） 

12：50～14：00 A会場 

ランチョンセミナー２
座 長 一木 昌郎（国立病院機構九州医療センター呼吸器科） 
演 題 「ALK陽性非小細胞肺癌の治療戦略～新時代の幕開け～」 

高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科） 

11：50～12：40 B会場 

ランチョンセミナー３
座 長 林 真一郎（医療法人社団高那会高木病院） 
演 題 「ICS/LABA治療と喘息、COPD」 

橋本 修（日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野） 

11：50～12：40 C会場 

ランチョンセミナー４
座 長 津田 徹（医療法人恵友会霧ヶ岡つだ病院） 
演 題 「身体疾患と睡眠障害の関わりについて」 

内村 直尚（久留米大学医学部神経精神医学講座） 

11：50～12：40 D会場 
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主要プログラム 7 月 22 日（金） 

共催セミナー 
座 長 高山 浩一（京都府立医科大学呼吸器内科） 
演 題 「EGFR遺伝子変異陽性NSCLC治療の新しい展開」 

倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科） 

13：10～14：00 B会場 

学術奨励賞受賞講演１ 
座 長 藤田 昌樹（福岡大学医学部呼吸器内科） 
演 題 「 」 

大田 恵一（九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設） 

14：00～14：15 A会場 

学術奨励賞受賞講演２ 
座 長 永田 忍彦（福岡大学筑紫病院呼吸器内科） 
演 題 「 」 

小田 桂士（産業医科大学医学部呼吸器内科学講座） 

14：15～14：30 A会場 

学術奨励賞受賞講演３ 
座 長 岩永 知秋（独立行政法人国立病院機構福岡病院） 
演 題 「宿主免疫反応賦活による肺炎球菌感染症の制御」 

岩永 直樹（ ） 

14：30～14：45 A会場 

学術奨励賞受賞講演４ 
座 長 荒金 尚子（佐賀大学医学部附属病院血液・呼吸器・腫瘍内科） 
演 題 「 」 

時任 高章（久留米大学医学内科学講座呼吸器･神経･膠原病内科部門） 

14：45～15：00 A会場 

 
-19-



主要プログラム 7 月 22 日（金） 

シンポジウム２
座 長 門田 淳一（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座） 
主 題 「非結核性抗酸菌症診療の最新のストラテジー」 
   １ 「非結核性抗酸菌症の病態解明の進歩」 

菊地 利明（新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸器・感染症内科学分野） 
   ２ 「ガイドラインに基づいた非結核性抗酸菌症の診断と治療」 

鈴木 克洋（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター） 
   ３ 「生物学的製剤使用時の非結核性抗酸菌症のマネージメント」 

渡辺 彰（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発寄附研究部門） 

16：00～17：30 A会場 

イブニングセミナー１
座 長 川山 智隆（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門）
演 題 「重症喘息の病態・治療の最前線」

一ノ瀬 正和（東北大学大学院医学系研究科・医学部 呼吸器内科学分野） 

17：30～18：20 A会場 

学術奨励賞受賞講演５ 
座 長 矢寺 和博（産業医科大学医学部呼吸器内科学） 
演 題 「 」 

田代 宏樹（佐賀大学医学部内科学講座血液･呼吸器･腫瘍内科） 

14：45～15：00 A会場 

International Special Lecture 1 
Chairman Tomoaki Hoshino (Division of Respirology, Neurology, and 

Rheumatology, Department of Internal Medicine, Kurume 
University School of Medicine） 

Title「NCI's Precision Medicine Initiative for Oncology」 
Naoko Takebe (Investigational Drug Branch,Division of Cancer 
Treatment and Diagnosis, National Cancer Institute,National 
Institutes of Health） 

16：00～17：00 B会場 
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主要プログラム 7 月 22 日（金） 

イブニングセミナー２
座 長 迎 寛（長崎大学医学部第二内科） 
演 題 「特発性肺線維症（IPF）の診断と治療の新たな展望」 

小倉 高志（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科） 

17：30～18：20 C会場 

イブニングセミナー３
座 長 田中 文啓（産業医科大学第2外科） 
演 題 「変貌する肺がん診療」 

中川 和彦（近畿大学医学部腫瘍内科） 

17：30～18：20 D会場 
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主要プログラム 7 月 23 日（土） 

 

モーニングセミナー
座 長 井上 博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学）
演 題 「喘息・COPDにおける咳と痰を考える」

玉置 淳（東京女子医科大学内科学第一講座） 

8：30～9：20 A会場 

教育セミナー１「COPD」 
座 長 興梠 博次（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器内科学） 
演 題 「COPD診療の最前線」 

三嶋 理晃（大阪済生会野江病院院長・京都大学名誉教授） 

09：30～10：20 A会場 

教育セミナー２「間質性肺炎」 
座 長 迎 寛（長崎大学医学部第二内科） 
演題１ 「間質性肺炎」 

田口 善夫（公益財団法人天理よろづ相談所病院呼吸器内科） 
演題２ 「呼吸器病学二天一流」 

河野 修興（広島都市学園大学健康科学部） 

10：20～11：40 A会場 

International Special Lecture 2 
Chairman Tomoaki Hoshino (Division of Respirology, Neurology, and 

Rheumatology, Department of Internal Medicine, Kurume 
University School of Medicine） 

Title「Update on Cancer Immunotherapy at the NCI」 
Naoko Takebe (Investigational Drug Branch,Division of Cancer 
Treatment and Diagnosis, National Cancer Institute,National 
Institutes of Health） 

10：50～11：40 B会場 
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ランチョンセミナー5
座 長 山田 一彦（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門） 
演 題 「肺がんに対する免疫治療の光と影」 

大江 裕一郎（国立がん研究センター中央病院呼吸器内科） 

11：50～12：40 A会場 

ランチョンセミナー6
座 長 青木 洋介（佐賀大学医学部国際医療学講座国際医療・臨床感染症学分野） 
演 題 「感染症診療におけるステロイドホルモンの役割 ―両刃の剣―」 

藤田 次郎（琉球大学大学院感染症・呼吸器・消化器内科学(第一内科)） 

11：50～12：40 B会場 

ランチョンセミナー7
座 長 森永 謙二（独立行政法人環境再生保全機構石綿健康被害救済部） 
演 題 「石綿関連呼吸器疾患」 

三浦 溥太郎（ ） 

11：50～12：40 C会場 

ランチョンセミナー8
座 長 喜舎場 朝雄（沖縄県立中部病院呼吸器内科）
演 題 「薬剤耐性時代における呼吸器真菌症」

泉川 公一（ ） 

11：50～12：40 D会場 
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シンポジウム３
座 長 中西 洋一（九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設） 

益田 典幸（北里大学医学部呼吸器内科） 
主 題 「肺がん化学療法の有害事象のマネージメント」 
   １ 「肺がん化学療法の有害事象のマネージメント」 

弦間 昭彦（日本医科大学医学部呼吸器内科） 
   ２ 「薬剤性肺障害の診断と治療」 

横山 彰仁（高知大学医学部血液・呼吸器内科） 
   ３ 「肺がん薬物療法時にみられる皮膚障害の特徴と症状マネジメント」 

山崎 直也（国立がんセンター中央病院 皮膚腫瘍科） 

13：00～14：30 A会場 

開会式 
会 長 星野 友昭 

14：30～14：40 A会場 

「肺の日」市民公開講座 
司 会 星野 友昭（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門） 
主 題 「肺を健康に保つ栄養や運動について考える」 
   １ 「肺を保護する栄養療法」 

塩谷 隆信（秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻） 
   ２ 「肺を強化する運動療法」 

小川 浩正（ ） 

16：00～17：30 A会場 
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7月 22日（金） 

 肺腫瘍（１）    9:30～10:10  

座 長 福田 実（長崎大学病院第二内科） 

1 転移性肺癌の合併が疑われた気腫合併性肺線維症の一例 
 福岡大学医学部 呼吸器内科  和田 健司 

2 肺癌治療開始後に皮膚筋炎症状が顕在化した皮膚筋炎合併小細胞肺癌の1例 
 産業医科大学病院 初期臨床研修医  有冨 貴史 

3 nab-Paclitaxel の使用中に間質性肺疾患を発症した非小細胞肺癌4例の検討 
 産業医科大学若松病院 呼吸器内科  島袋 活子 

4 クリゾチニブによる薬剤性急性膵炎が疑われた1例
 宮崎大学 医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野  新屋　琴子 

5 肺癌に伴う発熱性好中球減少症における予後不良因子の検討 
 福岡大学病院呼吸器内科  池田 貴登 

 肺腫瘍（２）    10:10～10:42 

座 長 東 公一（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門） 

6 第一世代 EGFR-TKI 獲得耐性例における afatinib 治療効果と血漿分子マーカー測定結果の検討 
 佐賀大学 医学部 血液・呼吸器・腫瘍内科  中村 朝美 

7 エルロチニブ耐性後に再生検で小細胞癌を認めたEGFR変異陽性非小細胞肺癌の1例
 長崎大学病院 第二内科  永田  幸 

8 EGFR-TKI 投与後に慢性骨髄単球性白血病の急性転化を認めた進行期肺腺癌の1例 
 九州大学 大学院 医学研究院附属 胸部疾患研究施設  緒方 大聡 

9 アファチニブが有効であったEGFR遺伝子変異陽性混合型小細胞癌の一例
 福岡県 済生会 二日市病院  森渕 粛斗 

 肺腫瘍（３）    14:10～14:42 

座 長 川崎 雅之（独立行政法人国立病院機構大牟田病院） 

10 既治療進行・再発非小細胞肺癌に対してニボルマブ治療を施行した10症例の検討 
 熊本地域医療センター 呼吸器内科  柏原 光介 

11 進行非小細胞肺癌に対するNivolumab の使用経験 
 日本赤十字社長崎原爆病院  福田 正明 

12 ニボルマブ投与後に脳転移腫瘍内出血、心筋梗塞を発症した肺腺癌の１例
 鹿児島大学 医歯学総合研究科 呼吸器内科学  楠元 公士 

13 crizotinib 投与中に出現した脳転移に alectinib が著効したALK陽性肺腺癌の一例 
 大分県立病院 呼吸器内科  増田 大輝 

 B 会場 
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 肺腫瘍（４）   14:42～15:14  

座 長 原田 大志（九州大学大学院医学研究院胸部疾患研究施設） 

14 骨転移を有する進行非小細胞肺癌のうち、骨代謝マーカー高値例に対するゾレドロン酸投与の第 II 相臨床試験
 琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座（第一内科） 古堅  誠 

15 骨形成を伴った原発性肺癌の１例 
 佐賀大学医学部内科学講座 血液・呼吸器・腫瘍内科  栗原 有紀 

16 下肢麻痺を契機に発見された脊髄転移を伴う肺腺癌の1例 
 JCHO諌早総合病院 呼吸器内科  梨木 栄作 

17 腸型肺腺癌の一例 
 朝倉医師会病院 呼吸器内科  富永 芳和 

 診断  15:14～15:54  

座 長 力丸 徹（医療法人社団高邦会福岡山王病院呼吸器内科） 

18 びまん性肺疾患における気管支肺胞洗浄液中の細胞分画の検討 
 九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設  緒方 彩子 

19 肺血流シンチと FDG-PET陽性所見をもとに、TBLBで診断し得たAsian variant IVL の一例  
 大分大学 医学部 地域医療学センター  石井 稔浩 

20 当院での局所麻酔下胸腔鏡検査の検討 
 独立行政法人 地域医療機能連携推進機構 諫早総合病院 研修医  牧角倫之介 

21 気管支肺胞洗浄液を用いた肺リンパ腫の分子生物学的診断手法の確立 
 産業医科大学 呼吸器内科  城戸 貴志 

22 下咽頭癌と舌癌手術後，肺孤立性結節を呈し原発性肺癌と鑑別が困難であった肺アスペルギルス症の1例  
 熊本大学医学部附属病院 呼吸器内科  高木 僚 
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 COPD（１）    9:00～ 9:24 

座 長 東元 一晃（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学） 

23 増悪退院したCOPDの特性 非入院GOLD3・4期 COPDと比較して 
 長生堂渡辺医院  白仁田秀一 

24 肺高血圧症がCOPDの身体活動性に及ぼす影響の検討 
 国立病院機構福岡病院 内科  吉田  誠 

25 地域一般住民における気流制限と頚動脈内膜中膜複合体厚(IMT)の関係：久山町研究 
 独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター 呼吸器内科  工藤 国弘 

結核・抗酸菌症（１）    9:24～ 9:48 

座 長 福島 喜代康（日本赤十字社長崎原爆諫早病院呼吸器内科） 

26 器質化肺炎様の陰影を呈し、抗酸菌検査を繰り返すも診断に苦慮した肺結核・結核性胸膜炎の一例
 国立病院機構沖縄病院呼吸器内科  仲本 敦 

27 TNF阻害薬治療中に結核性胸膜炎を発症した１例 
 NHO熊本再春荘病院 リウマチ科  森 俊輔 

28 結核性咽後膿瘍をきたした多発性骨結核の一例 
 長崎大学病院 感染症内科（熱研内科）  増田 真吾 

結核・抗酸菌症（２）  9:48～10:20 

座 長 田尾 義昭（独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター） 

29 結核学会分類 bIII3 を呈した結核患者の尿中からは結核菌抗原が高率に検出される 
 久留米大学医学部内科学講座 呼吸器神経膠原病内科部門  川山 智隆 

30 胸部CTで肺底部に微細な陰影のみを認めたQFT陽性若年女性の肺結核の一例 
 独立行政法人国立病院機構 熊本再春荘病院 呼吸器内科  小松 太陽 

31 当院におけるT-spot 陰性の結核感染症の2例について 
 独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター 呼吸器内科  田口 和仁 

32 当院における結核症例の検討 
 大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  安東 優 

 C 会場 
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薬剤誘起性肺障害（１） 14:10～14:34  

座 長 石松 祐二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科内部障害リハビリテーション学分野） 

33 ファモチジンによる薬剤性肺障害と考えられた一例 
 福岡大学筑紫病院 呼吸器内科  青山 崇 

34 器質化を伴う薬剤性好酸球性肺炎と診断された一例 
 沖縄県立中部病院 呼吸器内科  百瀬 匡 

35 ダサチニブが原因と考えられた肺胞出血の1例 
 聖マリア病院 呼吸器内科  平田 慎治 

膠原病合併肺疾患（１）  14:34～14:58  

座 長 寒川 卓哉（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学） 

36 病理組織検査から肺リウマチ結節と診断された4症例の臨床的検討 
 ＮＨＯ福岡病院 呼吸器内科  石松 明子 

37 血栓性微小血管障害症に合併した肺胞出血の一例 
 佐賀大学 医学部 内科学講座 血液・呼吸器・腫瘍内科  貞松 宏典 

38 顕微鏡的多発血管炎に合併する気管支拡張症の予後解析 
 佐賀大学 医学部 附属病院  田代 宏樹 

間質性肺炎（１）   14:58～15:30  

座 長 坂本 憲穂（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器病態制御学） 

39 歯科技工士に発症したインジウム肺の一例 
 久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門  矢野 千葉 

40 モザイクパターンのスリガラス影を呈し、肺病変先行型の膠原病関連間質性肺炎が疑われた一例
 九州大学大学院医学研究院 胸部疾患研究施設  木村 信一 

41 PPFE症例の肺門拳上に関する検討 
 福岡大学病院 呼吸器内科  石井 寛 

42 経気管支肺生検で診断し得た上葉優位型肺線維症の1例 
 福岡大学病院呼吸器内科  温麟太郎 
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 呼吸管理                               9:00～ 9:32  
 
座 長 藤井 一彦（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器内科学分野） 
 
43 当院における慢性呼吸不全患者に対する在宅呼吸管理についての検討 

 独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター  中野 貴子 
44 人工呼吸器管理中に気道クリアランス向上のため気道粘液除去装置(カフアシスト E70)を併用し改善した1例 

 熊本大学 医学部 附属病院 呼吸器内科  今村 光佑 
45 CPAP治療で12年間糖尿病の再発がなかった肥満低換気症候群の1例 

 福岡大学医学部 呼吸睡眠医学講座  吉村  力 
46 通信モデムを使用したCPAP管理によりCPAP治療のアドヒアランス向上傾向を認めた現状報告 

 JCHO佐賀中部病院 呼吸器内科  柴田 貴章 
 
 気管支病変                              9:32～ 9:56  
 
座 長 是枝 快房（独立行政法人国立病院機構南九州病院呼吸器科） 
 
47 潰瘍性大腸炎に対してインフリキシマブ投与中に発症した再発性多発軟骨炎の1例 

 大分赤十字病院 呼吸器内科  藤崎 秀明 
48 再発性多発軟骨炎の一例 

 国立病院機構 南九州病院 呼吸器科  安田 俊介 
49 治療に難渋した気管支異物と気管支膿瘍の一例 

 福岡大学病院 卒後臨床研修センター  斧出 大紀 
 
 症例（１）                              9:56～10:20  
 
座 長 松元 信弘（宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野） 
 
50 健診で発見されたmulticentric Castlemann's disease の一例 

 産業医科大学 呼吸器内科  松永 崇史 
51 クローン病治療中に肺の結節影が出現した一症例 

 琉球大学 医学部 第一内科  仲宗根真央 
52 びまん性汎細気管支炎と診断されていた原発性線毛運動不全症 

 宮崎大学 医学部 免疫感染病態学講座  河野 猛嗣 
 
 
 
 
 
 

 D 会場 
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サルコイドーシス・肉芽腫性疾患  14:10～14:42  

座 長 杉本 峯晴（社会保険大牟田天領病院） 

53 典型的な嚢胞性病変を伴わず診断に苦慮した肺 Langerhans 組織球症の一例 
 大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  溝口 優美 

54 複視を来した筋サルコイドーシスの1例 
 国立病院機構 九州医療センター 呼吸器科  熊野 友美 

55 血清マーカー陰性、気管支内腔の腫瘍様変化をきたすなど非典型的所見を呈したサルコイドーシスの1例  
 JCHO久留米総合病院 呼吸器内科  小田 華子 

56 増悪しながらも９年間という長期間経過観察しえた多臓器サルコイドーシスの一例 
 九州大学病院 臨床教育研修センター  吉弘 央乃 

 症例（２）  14:42～15:06  

座 長 高橋 浩一郎（佐賀大学医学部附属病院血液・呼吸器・腫瘍内科） 

57 嚢胞性線維症に対し、ドルナーゼアルファ吸入液・トブラマイシン吸入液を使用した一例 
 高邦会 高木病院 呼吸器内科  藤田 一彰 

58 サルコイドーシスと強皮症の合併例に認められた自己免疫性肺胞蛋白症の一例
 大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  皆尺寺いずみ 

59 気管支鏡下区域洗浄中の呼吸管理にネーザルハイフローが有用であった自己免疫性肺胞蛋白症の一例  
 長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）  濱本 琢郎 

呼吸器感染症（１）  15:06～15:54  

座 長 柳原 克紀（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・診断学分野） 

60 PSL投与中にクリプトコックスと肺化膿症の合併を認めた症例 
 長崎大学病院 第二内科  姫野 修一 

61 メトトレキサート内服中に EBV関連リンパ増殖性疾患を発症し診断された肺クリプトコックス症の1例
 佐世保市総合医療センター  丸田 浩志 

62 肺癌との鑑別を要した肺クリプトコッカス症の1例 
 公立学校共済組合 九州中央病院 呼吸器内科  吉村 悠花 

63 健常者に発症した縦隔アスペルギルス症の１例 
 九州大学大学院医学研究院 胸部疾患研究施設  三雲 大功 

64 ニューモシスチス肺炎によるARDSが診断契機となったATLの一例
 熊本大学医学部付属病院 呼吸器内科  味志 裕介 

65 びまん性粒状影を呈し、肉芽腫性変化を認めたエイズ患者のニューモシスチス肺炎の１例 
 済生会二日市病院呼吸器内科  松本 恵太 
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7月 23日（土） 

薬剤誘起性肺障害（２）  9:30～10:10 

座 長 高田 昇平（独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター呼吸器内科） 

66 エベロリムス投与中止後のゲムシタビン投与により薬剤性肺障害が顕在化したと考えられた 1例
 JCHO久留米総合病院 呼吸器内科  山田 和子 

67 大腸癌の肺転移再発に対する FOLFIRI＋BEV療法施行中に発症した薬剤性間質性肺炎の 1例 
 久留米大学病院呼吸器神経膠原病内科  坂元  暁 

68 悪性黒色腫の治療中に発症したニボルマブによる薬剤性間質性肺炎の1例 
 九州大学病院臨床教育研修センター  田中 文彬 

69 Nivolumab投与中にPneumonitis を発症した肺腺癌の1例 
 社会医療法人 青洲会 福岡青洲会病院 呼吸器内科  山本 高之 

70 ゲムシタビンによる薬剤性肺障害とニューモシスティス肺炎を併発した一例 
 長崎大学 医学部 医学科  後藤 光宏 

間質性肺炎（２）  13:00～13:40  

座 長 石井 寛（福岡大学医学部呼吸器内科） 

71 特発性肺線維症患者治療状況の調査 
 国立病院機構 福岡東医療センター 呼吸器科  吉見 通洋 

72 福岡県における喫煙関連呼吸器難病に対する前向きコホート研究 
 独立行政法人 国立病院機構 福岡東医療センター 呼吸器内科  工藤 国弘 

73 当院におけるニンテダニブ投与症例8症例の検討 
 熊本大学医学部附属病院呼吸器内科  岡林比呂子 

74 ニンテダニブの短期的効果、安全性の解析
 久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門  岡元 昌樹 

75 慢性線維性間質性肺炎に合併した肺高血圧症に対する治療経験 
 久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門  増田  健 

 B 会場 
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 胸膜 13:40～14:12  

座 長 梅木 健二（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座） 

76 胸水ADA高値を示し結核性胸膜炎との鑑別が困難であった胸膜悪性腫瘍の一例 
 国立病院機構大牟田病院呼吸器科  赤崎 卓 

77 難治性気胸に対しブドウ糖液による胸膜癒着術を施行した一例 
 琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学  兼久 梢 

78 乳糜胸を契機に診断に至った悪性リンパ腫再燃の一例 
 独立行政法人国立病院機構南九州病院呼吸器内科  濱田 美奈子 

79 胸腔内原発近位型類上皮肉腫の一例 
 熊本大学医学部附属病院 呼吸器内科  荘田 恭朗 
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膠原病合併肺疾患（２）  9:30～10:10 

座 長 一安 秀範（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器内科学分野） 

80 子宮頸癌を合併した抗MDA5抗体陽性CADMにおける急速進行性間質性肺炎の1症例 
 熊本大学医学部附属病院呼吸器内科  穴井 盛靖 

81 周産期に生じたCADMに伴う肺病変の1例 
 沖縄県立中部病院 呼吸器内科  根井雄一郎 

82 抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎合併間質性肺障害の一剖検例 
 久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門  藤本 京子 

83 抗MDA- 5 抗体陽性 ILD合併皮膚筋炎の1例 
 久留米大学病院呼吸器神経膠原病内科  堀川奈津子 

84 13年間の治療中に筋炎症状を呈し抗PL-７抗体陽性が判明した間質性肺炎の１例 
 原三信病院  麻生 達磨 

 肺腫瘍（５）     10:10～10:42  

座 長 海老 規之（麻生飯塚病院呼吸器腫瘍内科） 

85 G-CSF 産生肺扁平上皮癌と考えられた1例 
 福岡大学病院 呼吸器内科  井形 文保 

86 下腿浮腫，低カリウム血症，高血糖を契機に診断に至った小細胞肺癌の1例 
 国家公務員共済連合会 浜の町病院 呼吸器内科  坂本 藍子 

87 進行非小細胞肺癌に対するペメトレキセド長期投与例の検討 
 福岡大学病院 呼吸器内科  中尾 明 

88 甲状腺転移により甲状腺機能亢進症を呈した原発性肺腺癌の１例
 大分大学 医学部 呼吸器 感染症内科学講座  古賀 汐梨 

 C 会場 
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 症例（３） 10:42～11:22  

座 長 早田 宏（地方独立行政法人佐世保市総合医療センター呼吸器内科） 

89 抗精神病薬に関連すると考えられた肺動脈血栓塞栓症の1例 
 国立病院機構沖縄病院 呼吸器内科  名嘉山裕子 

90 特発性縦隔気腫の一再発例 
 天草市立河浦病院 内科  村本 啓 

91 EBUS-TBNA後に縦隔膿瘍・心膜炎を発症した１例 
 佐賀県医療センター 好生館 呼吸器内科  加藤 剛 

92 難治性気管支喘息の経過中に診断した好酸球性細気管支炎の一例 
 大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  内田そのえ 

93 ろうそくの煙の吸入が原因と考えられた外因性リポイド肺炎の1例 
 久留米大学医学部 呼吸器・神経・膠原病内科部門  勝見 英徳 

呼吸器感染症（２） 13:00～13:32  

座 長 平松 和史（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座） 

94 インフルエンザに合併したPasteurella multocida による敗血症性細菌性肺炎の一例
 産業医科大学 医学部 呼吸器内科学  池上 博昭 

95 PVL産生市中黄色ブドウ球菌肺炎の１例 
 豊見城中央病院  林 涼子 

96 肺化膿症を呈したBurkholderia cenocepacia の 1例 
 長崎大学病院 感染症内科（熱研内科）  津山 頌章 

97 NHCAP患者に対する簡易的な摂食嚥下機能評価法の検討 
 戸畑共立病院リハビリテーション科  大森 政美 
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 過敏性肺臓炎   13:32～14:12  

座 長 北里 裕彦（独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院呼吸器内科） 

98 膠原病関連間質性肺炎の経過観察中に鳥関連過敏性肺臓炎を発症した１例 
 大分県厚生連 鶴見病院  田村 寛子 

99 羽毛布団使用による鳥関連慢性過敏性肺炎の1例 
 朝倉医師会病院 呼吸器内科  真玉 豪士 

100 真菌類による加湿器肺の一例 
 国立病院機構 大牟田病院 呼吸器科  長岡 愛子 

101 慢性夏型過敏性肺炎の4例 
 福岡大学病院 呼吸器内科  串間 尚子 

102 気管支肺胞洗浄液中のフェリチンが高値であった溶接ヒュームによる急性肺障害の一例 
 大分県立病院 呼吸器内科  菅 貴将 
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呼吸器感染症（３） 9:30～10:02 

座 長 富永 正樹（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門） 

103 空洞病変を有したマイコプラズマ肺炎の1例 
 済生会大牟田病院  平岡 裕樹 

104 器質化肺炎を合併した重症レジオネラ肺炎の1例 
 国立病院機構 長崎医療センター 呼吸器内科  大園 太貴 

105 反復する気胸と胸水、移動性の浸潤影を認めたウエステルマン肺吸虫症の1例 
 宮崎大学 医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野  財部　愛菜 

106 右気胸で発見された肺吸虫症およびトキソカラ症合併症例 
 独立行政法人 国立病院機構 宮崎東病院 呼吸器内科  小玉 剛士 

呼吸器感染症（４） 10:02～10:42 

座 長 伊志嶺 朝彦（中頭病院呼吸器内科） 

107 硫黄顆粒の喀出により診断に至った肺放線菌症の一例 
 独立行政法人国立病院機構 熊本再春荘病院 呼吸器内科  廣岡さゆり 

108 アクチノマイセス，ノカルジアによる肺放線菌混合感染症の一例
 九州大学 大学院 医学研究院附属胸部疾患研究施設  山本 宜男 

109 急速に増大する気道散布性病変を呈した肺ノカルジア症の1例 
 国立病院機構長崎医療センター 呼吸器内科  竹中 悠輔 

110 β-D-グルカン高値を示した播種性ノカルジア症の１例 
 長崎みなとメディカルセンター市民病院 呼吸器内科  中尾  匠 

111 関節リウマチ治療中に発症したノカルジア膿胸の1例 
 久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門  松永 祥弘 

呼吸不全 10:42～11:14 

座 長 柳 重久（宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野） 

112 胸腔ドレナージ後に再膨張性肺水腫を来たし人工呼吸器管理を要した2例 
 琉球大学医学部附属病院 医師キャリア支援センター  山形 航 

113 淡水溺水に伴う急性呼吸窮迫症候群（ARDS）に肺サーファクタント補充療法が奏功した1例
 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 呼吸器内科  平尾 宜子 

114 CTによる経時的評価が治療介入に有用であった、H1N1インフルエンザによる最重症ARDSの ECMOによる1救命例
 済生会熊本病院 呼吸器科  阿南 圭祐 

115 新型インフルエンザ(H1N1)肺炎より急性呼吸促迫症候群を呈した一例 
 製鉄記念八幡病院 呼吸器内科  中西 喬之 

 D 会場 
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 COPD（２）   13:00～13:32 

座 長 松元 幸一郎（九州大学大学院医学研究院胸部疾患研究施設） 

116 COPDの増悪はさらに増悪を呼ぶ？ 
 福岡山王病因呼吸器内科  松永 和子 

117 閉塞性肺疾患患者は内服より吸入療法が嫌い？ 
 久留米大学医学部内科学講座 呼吸器神経膠原病内科部門  今村 陽平 

118 COPDにおける吸入ステロイドと肺炎との関連性 
 福西会病院 呼吸器科  平野 涼介 

119 COPD患者および非喫煙または喫煙健常者における喀痰および末梢血炎症性サイトカインおよびケモカインの検討 
 久留米大学医学部内科学講座 呼吸器神経膠原病内科部門  木下 隆 

結核・抗酸菌症（３）  13:32～14:12  

座 長 古藤 洋（公立学校共済組合九州中央病院呼吸器内科） 

120 CA19-9 が高値を示した非結核性抗酸菌症の1例 
 福岡大学筑紫病院 呼吸器内科  矢次 博 

121 健診で発見された免疫正常者に発症したMycobacterium celatumによる肺非結核性抗酸菌症の一例 
 産業医科大学 医学部 呼吸器内科学  川波 敏則 

122 当院における非結核性抗酸菌症に慢性肺アスペルギルス症を合併した症例の臨床的検討 
 独立行政法人 国立病院機構 福岡病院 呼吸器科  川野 奈菜 

123 多剤併用化学療法が奏功したM.abscessus 症の一例 
 福岡県済生会二日市病院 呼吸器内科  財前 圭晃 

124 マルチプレックスPCRを用いた非結核性抗酸菌の直接的遺伝子増幅検査の臨床応用
 日本赤十字社長崎原爆諫早病院  松竹 豊司 
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