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主要プログラム　3月11日（土）

8：50 A会場

開会式
　会　長　力丸　徹

12：15～13：15 Ａ会場

ランチョンセミナー1
　座　長　一木 昌郎（国立病院機構九州医療センター呼吸器内科）
　演　題　「進行・再発非小細胞肺癌治療における化学療法のポジショニング－特に血管新生阻害薬との併用について－」
　　　　　金　永学（京都大学医学部呼吸器内科）

11：05～12：05 Ａ会場

特別講演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　「特発性肺線維症〜概念の変遷と今日的捉え方」
　　　　　渡辺　憲太朗（福岡大学医学部呼吸器内科学）

9：00～11：00 A会場

シンポジウム“united airway disease”
　座　長　門田　淳一（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座）
　　　　　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）
　　　1  「難治性嚥下性肺炎に対する外科的アプローチの新戦略」

（国際医療福祉大学/福岡山王病院音声・嚥下センター　梅﨑　俊郎）
　　　2  「慢性副鼻腔炎患者の呼吸機能について」

（岡山大学医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科　假谷　　伸）
　　　3  「好酸球性副鼻腔炎と気道炎症」

（産業医科大学医学部呼吸器内科学　矢寺　和博）
　　　4  「DPBなどの副鼻腔気管支症候群－マクロライド療法の進歩も含めて－」

（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）　栁原　克紀）

12：15～13：15 Ｂ会場

ランチョンセミナー2
　座　長　迎　寛（長崎大学第二内科）
　演　題　「間質性肺炎・肺線維症の疾患概念と治療のトピックス」
　　　　　吾妻　安良太（日本医科大学 大学院医学研究科 呼吸器内科学分野）



－18－ －19－

14：30～14：50 Ａ会場

禁煙推進セミナー
　飲食店を含む室内全面禁煙に向けて 〜健康増進保護の改正と執るべき立場〜　
　講　師　津田　徹（霧ヶ丘つだ病院）

14：50～15：10 Ａ会場

男女共同参画セッション
　座　長　吉井　千春（産業医科大学若松病院呼吸器内科）
　演　題　「呼吸器学会男女共同参画委員会からの報告」
　　　　　國近　尚美（山口赤十字病院内科）

15：10～16：10 Ａ会場

教育講演
　座　長　藤田　次郎（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）
　演　題　「急性呼吸不全症例への画像所見からのアプローチ」
　　　　　一門　和哉（済生会熊本病院呼吸器内科）

14：30～15：30 Ｂ会場

アフタヌーンセミナー1
　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）
　演　題　「実臨床におけるニボルマブの有効性と副作用マネジメント」
　　　　　菅原　俊一（仙台厚生病院 呼吸器内科）

12：15～13：15 Ｃ会場

ランチョンセミナー3
　座　長　松元　幸一郎（九州大学大学院医学研究院呼吸器内科学分野）
　演　題　「喘息管理における呼気NOモニタリングの展望」
　　　　　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）

13：25～14：25 Ａ会場

特別講演2
　座　長　力丸　徹（医療法人社団高邦会福岡山王病院）
　演　題　「喘息、COPD、間質性肺炎およびOverlap症候群と再生医療の最前線」
　　　　　興梠　博次（熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器内科学）



－18－ －19－

17：10 A会場

閉会式
　会　長　力丸　徹

16：10～17：10 A会場

アフタヌーンセミナー2
　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　「慢性呼吸器疾患に対する呼吸リハビリテーション介入のポイント
　　　　　〜ADL・QOLを視野に入れて〜」
　　　　　北川　知佳（長崎呼吸器リハビリクリニックリハビリテーション科）



－20－ －21－

3月11日（土）B会場
症例 1 9：00 ～ 9：24

座　長　川畑　政治（国立病院機構南九州病院）

1 肺実質内に存在した異所性甲状腺腫の一例

公立八女総合病院呼吸器内科　中尾　栄男

2 肺病変より診断し得たEBV関連びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例

　朝倉医師会病院呼吸器内科　佐藤　留美

3 胸腺腫の経過中に赤芽球癆とGood症候群を合併した1例　

　熊本大学医学部附属病院呼吸器内科　穴井　盛靖

症例 2 9：24 ～ 9：56

座　長　古藤　洋（公立学校共済組合九州中央病院呼吸器内科）

4 長期経過を観察できたMulticentric Castleman’s Diseaseの一例

佐賀大学医学部内科学講座血液・呼吸器・腫瘍内科　田代　宏樹

5 両側肺野多発嚢胞性病変を呈したキャッスルマン病の一例

　琉球大学医学部附属病院医師キャリア支援センター　大湾真理子

6 増大する限局性の円形GGNを呈し、高分化腺癌との鑑別に苦慮したIgG4関連肺疾患の一例

　南風病院呼吸器内科　冨岡　勇也

7 金属ヒューム吸入により生じた急性呼吸促迫症候群の１例

　国立病院機構 長崎川棚医療センター呼吸器内科　山領　　豪



－20－ －21－

肺腫瘍 1 9：56 ～ 10：28

座　長　水野　圭子（鹿児島大学病院呼吸器・ストレスケアセンター呼吸器内科）

8 オシメルチニブが奏効したPS 3のEGFRT790M遺伝子変異陽性肺腺癌の1例

熊本大学医学部付属病院呼吸器内科　　赤池　公孝

9 5次治療、PS4でアレクチニブを導入し改善がみられた1例

　浦添総合病院呼吸器センター　　名嘉村　敬

10 Erlotinib性肺臓炎後にafatinib＋bevacizumabでリチャレンジし癌性髄膜炎症状が改善した肺腺癌の一例　

　熊本地域医療センター呼吸器内科　柏原　光介

11 METエクソン14スキッピング変異を認めた非小細胞肺癌の2症例

　佐賀大学医学部附属病院卒後臨床研修センター　八並　由樹

肺腫瘍 2 10：28 ～ 11：00

座　長　川崎　雅之（国立病院機構大牟田病院呼吸器科）

12 EGFR遺伝子変異陽性の腺癌混合型小細胞肺癌の一例

九州大学病院呼吸器科　井手　真亜子

13 肺癌EGFR変異陽性例の癌性髄膜症に対する治療経験

　日本赤十字社長崎原爆病院　中野令伊司

14 洞不全症候群を呈したEML4-ALK陽性肺腺癌の一例　

　熊本大学医学部附属病院呼吸器内科　味志　裕介

15 胸水でALK陰性であったが、胸膜播種病変でALK陽性であった肺腺癌の1例

　国立病院機構沖縄病院呼吸器内科　知花　賢治



－22－ －23－

肺腫瘍 3 11：00 ～ 11：34

座　長　小宮　一利（佐賀大学医学部附属病院呼吸器内科）

16 当院におけるニボルマブ治療症例の検討

熊本中央病院呼吸器内科　稲葉　　恵

17 ニボルマブによる下垂体性副腎不全を来たした肺腺がんの一例

　久留米大学医学部附属病院臨床研修管理センター　矢野　　稜

18 EBUS-GSを用いて診断に至り、nivolumabが奏功した浸潤性粘液肺腺癌の1例　

　熊本大学医学部附属病院呼吸器内科　垣内　洋祐

19 ニボルマブ投与中に副腎皮質機能不全を認めた1例

　福岡赤十字病院呼吸器内科　高尾　智彬

間質性肺炎 13：30 ～ 14：02

座　長　岡元　昌樹（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）

20 抗線維化薬の変更を行いステロイド大量投与を行うことなく急性増悪状態から離脱できた特発性肺線維症の1例

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）久留米総合病院内科・呼吸器内科　小田　華子

21 若年で間質性肺炎を併発したHermansky Pudlak Syndromeの一例

　長崎大学病院呼吸器内科（第二内科）　朝野　寛視

22 上葉優位に線維化病変が進行する経過を観察したアルミニウム肺の1例　

　宮崎大学医学部付属病院卒後臨床研修センター　後庵　　篤

23 3年の職歴で発症し肝障害を合併した溶接工肺の一例

　独立行政法人国立病院機構福岡病院　河野　徳子



－22－ －23－

肺腫瘍 4 15：40 ～ 16：14

座　長　柏原　光介（熊本地域医療センター呼吸器内科）

24 舌の白苔・低K血症を契機に診断しえたACTH産生肺小細胞癌の一例

琉球大学医学部附属病院総合臨床研修・教育センター　宮城　泰雅

25 治療中に小細胞癌への転化をきたした非小細胞肺腺癌の一例

　日本赤十字社長崎原爆病院　田中　咲子

26 胸水細胞診より小細胞がん、経気管支肺生検より扁平上皮がんを検出した肺がんの一例　

　久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科　増田　　健

27 IV期非小細胞肺癌患者における家族背景の予後への影響

　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　白石　祥理

肺腫瘍 5 16：14 ～ 16：46

座　長　海老　規之（飯塚病院呼吸器腫瘍内科）

28 大腸転移を来した原発性肺扁平上皮癌の1例

公立八女総合病院呼吸器内科　時澤　冴子

29 通常型腺癌パターンを伴った高悪性度胎児型腺癌の１例

　唐津赤十字病院内科　井上　　周

30 肺多発癌の治療後に右脈絡膜転移による眼痛、視力低下を認めた1例

　独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院　今田　悠介

31 3つの異なる組織型を認めた異時性多発肺癌の一例

　公立八女総合病院呼吸器内科　平岡　裕樹



－24－ －25－

C会場
呼吸器感染症 1 9：00 ～ 9：32

座　長　青木　洋介（佐賀大学医学部国際医療学講座）

32 集学的治療により救命したStreptococcal toxic shock syndrome(STSS)合併Streptococcus pyogenes肺炎

琉球大学医学部附属病院総合臨床研修・教育センター　宮城　理子

33 前縦靭帯骨化症により誤嚥性肺炎・慢性膿胸を来した一例

　産業医科大学呼吸器内科学　川端　宏樹

34 肺炎球菌性膿胸の一例　

　社会医療法人友愛会豊見城中央病院呼吸器内科　下地　桐子

35 頭蓋底陥入症が肺炎の原因と考えられた一例

　産業医科大学呼吸器内科学　大塚　美沙

呼吸器感染症 2 9：32 ～ 10：04

座　長　知花　なおみ（那覇市立病院内科）

36 外科的治療の併用により救命できた肺アスペルギルス症の一例

福岡県済生会飯塚嘉穂病院呼吸器科　鈴木　邦裕

37 Aspergillus terreusによる侵襲性肺アスペルギルス症の1症例

　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学　川内　健寛

38 VEGF阻害薬アキシチニブ加療中に慢性壊死性肺アスペルギルス症を発症した腎細胞癌の1例　

　福岡大学筑紫病院呼吸器内科　中野　　亮

39 リステリア菌血症を併発した進展型小細胞肺癌の１例

　福岡大学病院呼吸器内科　中尾　　明



－24－ －25－

呼吸器感染症 3 10：04 ～ 10：30

座　長　串間　尚子（福岡大学病院呼吸器内科）

40 胸部CTにて空洞性病変を認めた成人マイコプラズマ肺炎の1例

産業医科大学若松病院呼吸器内科　鳥井　　亮

41 当院における成人マイコプラズマ感染症症例の検討

　高邦会高木病院呼吸器センター　松尾　綾子

42 マイコプラズマ肺炎に髄膜炎および一過性脳梁膨大部病変を合併した一例　

　済生会二日市病院　吉田つかさ

胸膜・気腫疾患 10：30 ～ 11：02

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）

43 歯科処置を契機に縦隔気腫を発症した2例

長崎大学病院呼吸器内科（第二内科）　石田　智士

44 気胸と判別困難であった胸膜下気腫の一例

　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　塩田　彩佳

45 胸膜癒着術が奏功した特発性乳糜胸の一例　

　JCHO九州病院呼吸器内科　　岡松　佑樹

46 両側難治性胸水を来たした黄色爪症候群の一例

　熊本中央病院呼吸器内科　木村　顕俊



－26－ －27－

サルコイドーシス・肉芽腫性疾患 11：02 ～ 11：34

座　長　安東　優（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座）

47 辺縁が比較的明瞭な孤発性のすりガラス状影を呈し肺癌との鑑別を要したサルコイドーシスの1例

宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター　安藤有里恵

48 ガリウムシンチにて腎に集積がみられなかった肺、腎サルコイドーシスの1例

　原三信病院呼吸器科　麻生　達磨

49 BRAF V600E遺伝子突然変異を認めた肺ランゲルハンス細胞組織球症の1例　

　国立病院機構福岡病院呼吸器内科　川野　奈菜

50 検診で発見され、転移性肺腫瘍との鑑別に苦慮した肺Langerhans細胞組織球症の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　宇都加寿子

結核・抗酸菌症 3 13：30 ～ 14：04

座　長　金城　武士（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）

51 当院における外国生まれ結核患者の検討

国立病院機構宮崎東病院呼吸器内科　伊井　敏彦

52 胸膜外合成樹脂充填術66年後に有漏性膿胸を契機に活動性肺結核に至った1症例

　国立病院機構西別府病院　内科　吉松　哲之

53 食道癌化学放射線治療後に食道気管支瘻と肺結核再燃をきたした1例　

　福岡県済生会二日市病院呼吸器外科　桑原　元尚

54 肺病変先行型関節リウマチを合併した肺結核症の一例

　独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター呼吸器科　古川　里恵



－26－ －27－

結核・抗酸菌症 4 14：04 ～ 14：30

座　長　松本　武格（福岡大学病院呼吸器内科）

55 急激な経過をたどった非結核性抗酸菌症の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　坂崎　優樹

56 肺非結核性抗酸菌症（NTM）の感染環境因子に関する臨床的検討

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

57 気管支肺胞洗浄で確定診断となった肺Mycobacterium shinjukuense症の1例　

　大分県立病院呼吸器内科　木村　裕香

免疫・アレルギー 14：30 ～ 15：04

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）

58 冷房の洗浄スプレー使用後に発症した慢性好酸球性肺炎の一例

沖縄赤十字病院内科　内原　照仁

59 トキソカラ症による好酸球性肺炎の1例

　国立病院機構福岡病院呼吸器内科　山城　朋子

60 家族内発症した夏型過敏性肺炎の2症例　

　国立病院機構熊本再春荘病院呼吸器内科　廣岡さゆり

61 IL-38のアレルギー炎症における役割

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　松岡　昌信



－28－ －29－

膠原病関連肺疾患 15：04 ～ 15：38

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）

62 全身性エリテマトーデス（SLE）に合併した器質化肺炎の１例

友愛会豊見城中央病院　笠島　志穂

63 皮膚筋炎合併間質性肺障害(PM/DM-ILD)における抗ARS抗体、抗MDA5抗体と臨床、画像所見の経過の解析

　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　堀川奈津子

64 未治療で自然軽快を認めた抗ARS抗体陽性間質性肺炎の一例　

　産業医科大学呼吸器内科学　川口　貴子

65 典型的な皮膚所見を伴わなかった抗MDA-5抗体陽性急速進行性間質性肺炎の１例

　長崎大学病院医療教育開発センター　緒方　良介

呼吸器感染症 4 15：38 ～ 16：10

座　長　若松　謙太郎（国立病院機構大牟田病院）

66 慢性湿疹の治療中に発症した肺クリプトコッカス症

大分県厚生連鶴見病院呼吸器内科　田村　寛子

67 多彩な陰影を呈した肺クリプトコッカス症の一例

　大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座　松本　紘幸

68 ST合剤以外のPCP予防薬投与中に発症したニューモシスチス肺炎の一例　

　福岡大学病院呼吸器内科　佐々木朝矢

69 インフルエンザ非流行期に発症したインフルエンザウィルスA(H1N1) pdm09肺炎の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



－28－ －29－

呼吸器感染症 5 16：10 ～ 16：42

座　長　高橋　浩一郎（佐賀大学医学部附属病院呼吸器内科）

70 遷延する浸潤陰影を呈し、気管支肺生検にて肺放線菌症と診断した一例

福岡大学筑紫病院呼吸器内科　吉田　祐士

71 Nocardia beijingensisによる肺ノカルジア症を発症した気管支拡張症の一例

　長崎県五島中央病院　内科　小野沙和奈

72 気管支血管束周囲の粒状影や浸潤影を呈したNocardia beijingensisによる肺ノカルジア症の1例　

　大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座　内田そのえ

73 ミノサイクリン塩酸塩が著効した複数のポリープ様隆起性病変を呈する気管支ノカルジア症の1例

　独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院　濱口　正義



－30－ －31－

喘息 1 9：00 ～ 9：26

座　長　林　真一郎（医療法人社団高邦会高木病院）

74 Trametes hirsutaの関与が疑われたABPMの1例

長崎大学病院感染症内科（熱研内科）　安田　一行

75 巨大な嚢胞性病変を合併したアレルギー性気管支肺真菌症の1例

　国立病院機構長崎医療センター呼吸器内科　志方　真妃

76 アレルギー性肺気管支真菌症(ABPM)における胸部CT上「粒状影」の出現時期の検討　

　長崎大学病院呼吸器内科　木下　理恵

喘息 2・睡眠時無呼吸症候群 9：26 ～ 10：02

座　長　福島　千鶴（長崎大学病院臨床研究センター）

77 オマリズマブが有効であったACOS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

78 人工呼吸器管理及び深麻酔が無効でECMOを用いて救命し得た重症気管支喘息の一例

　社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院呼吸器内科　金城　優美

79 喘息に対するLAMAのコリン作動性炎症制御の可能性　

　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学　松山　崇弘

80 ＣＰＡＰ療法アドヒアランスに影響する因子の検討

　清和会長田病院呼吸器内科　木下　正治

D会場



－30－ －31－

結核・抗酸菌症 1 10：02 ～ 10：36

座　長　福島　喜代康（日本赤十字社長崎原爆諫早病院）

81 当院におけるARDSを合併した粟粒結核の臨床的検討

NHO大牟田病院呼吸器科　若松謙太郎

82 両肺に大小不同の結節影を呈した粟粒結核の1例

　福岡大学病院呼吸器内科　池田　貴登

83 粟粒陰影を呈するも、抗酸菌が検出されず治療が遅れ、結核性髄膜炎に進展した粟粒結核の１例　

　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター呼吸器内科　比嘉真理子

84 5年以上治療を行っている難治性脳結核の1例

　国立病院機構大牟田病院呼吸器科　原　真紀子

結核・抗酸菌症 2 10：36 ～ 11：08

座　長　平松　和史（大分大学医学部附属病院感染制御部）

85 左完全無気肺の後遺症を残した気管気管支結核の1例

国立病院機構沖縄病院呼吸器内科　仲本　　敦

86 両側性結核性胸膜炎から腹壁結核に進展した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　木下　　隆

87 悪性リンパ腫との鑑別を要した結核性胸膜炎の一症例　

　社会医療法人天神会新古賀病院呼吸器外科　冨満　信二

88 好中球優位の胸水で発症し外科的胸膜生検で診断を得た結核性胸膜炎の一例

　製鉄記念八幡病院呼吸器内科　中西　喬之



－32－ －33－

気管支病変 11：08 ～ 11：40

座　長　北里　裕彦（地域医療機能推進機構久留米総合病院）

89 アルコール性肝硬変による門脈圧亢進により気管支出血を繰り返した1例

産業医科大学呼吸器内科学　生嶋　一成

90 吸入ステロイドが奏効した挿管後気管狭窄の1例

　社会医療法人友愛会豊見城中央病院呼吸器内科　林　　涼子

91 気管支原発paragangliomaの一例　

　国立病院機構長崎医療センター呼吸器内科　倉田　博基

92 全身性エリテマトーデスを合併した原発性線毛運動不全症の一例

　産業医科大学医学部呼吸器内科学　先成このみ

症例 3 13：30 ～ 14：02

座　長　高田　昇平（国立病院機構福岡東医療センター呼吸器内科）

93 急激な病状の悪化により生前診断が困難であったPTTMの一剖検例

佐賀大学医学部附属病院　吉永　　優

94 リツキシマブ(RTX)投与で寛解導入に至った多発血管炎性肉芽腫症(GPA)の一症例

　琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学講座(第一内科)　橋岡　寛恵

95 限局性結節性肺アミロイドーシスの一例　

　国立病院機構九州医療センター呼吸器科　熊野　友美

96 肺病変を合併した原発性胆汁性肝硬変の2例

　福岡東医療センター呼吸器内科　小川　知洋



－32－ －33－

症例 4 14：02 ～ 14：34

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）

97 陽・陰圧体外式人工呼吸器(RTXレスピレータ)を用いて全肺洗浄を行った自己免疫性肺胞蛋白症の1例

地方独立行政法人那覇市立病院呼吸器内科　高良　麻未

98 すりガラス状結節影を呈した軽症自己免疫性肺胞蛋白症の1例

　長崎大学病院熱研内科（感染症内科）　伊藤　博之

99 狭心症既往のある患者の肺癌化学療法中に生じたKounis症候群の1例　

　国立病院機構熊本再春荘病院呼吸器内科　中嶋　　啓

100 呼吸苦を主訴に来院し、診断がついたGitelman症候群の一例

　高邦会高木病院 呼吸器内科　廣松　慧美

COPD1 14：34 ～ 15：14

座　長　中村　和芳（熊本大学医学部附属病院呼吸器内科）

101 COPD疾患進行と一秒量の経年変化 －喫煙関連呼吸器難病前向きコホート研究から－

霧ヶ丘つだ病院　一木　克之

102 嚥下障害スクリーニングの所見とCOPD増悪の関連性の検討

　飯塚病院呼吸器内科　吉松　由貴

103 1年間の増悪再入院と外来呼吸理学療法の関係について　

　長生堂渡辺医院　白仁田秀一

104 COPD患者における増悪因子の検討　－併存症，日常活動性，体重減少－

　霧ヶ丘つだ病院　池内　智之



－34－

COPD2 15：14 ～ 15：54

座　長　福田　浩一郎（熊本市民病院呼吸器内科）

105 当院における外来呼吸リハビリテーション開始後の現状と課題

宇都宮内科医院リハビリテーション科　中村　雅司

106 労作時低酸素血症は呼吸リハ実施しているCOPDに影響を与えるか？　臨床指標の1年間の変化から

　長生堂渡辺医院　白仁田秀一

107 重症COPD患者のバランス能力に関する検討　

　恵友会霧ヶ丘つだ病院　田中　雄也

108 慢性閉塞性肺疾患患者におけるLate Evening Snackは栄養学的指標・身体機能の改善に有効である

　JCHO佐賀中部病院 リハビリテーション科　富田　　学

薬剤誘起性肺疾患 15：54 ～ 16：26

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（内科学））

109 多発肺結節を呈したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例

国立病院機構九州医療センター呼吸器科　佐々木　潤

110 複数の薬剤の影響が原因として考えられた薬剤誘起性肺障害の1例

　独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）久留米総合病院内科・呼吸器内科　山田　和子

111 セリチニブによる薬剤性肺炎の一例

　浦添総合病院呼吸器センター　土井有紀子

112 ゲフィチニブの増量後に薬剤性間質性肺炎をきたした1例

　福岡大学病院呼吸器内科　温　麟太郎


