
8：40 Ａ会場

開会式
　会　長　宮﨑　英士

8：50～10：50 A 会場

シンポジウム１
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）

松元幸一郎（九州大学大学院医学研究院臨床医学部門　内科学講座呼吸器内科学分野）
　主　題　超高齢社会と呼吸器疾患：治療と予防のエビデンス
　　　1　「誤嚥性肺炎の治療と予防」

小宮　幸作（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）
　　　2　「高齢者気道疾患（COPD・気管支喘息）の治療と合併症・併存症対策」

室　　繁郎（京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学）
　　　3　「超高齢者に対する肺癌薬物療法」

瀬戸　貴司（独立行政法人国立病院機構九州がんセンター　呼吸器腫瘍科）
　　　4　「高齢者の在宅医療／緩和療法の現状と課題」

大湾　勤子（独立行政法人国立病院機構沖縄病院　呼吸器内科）

10：55～11：45 A 会場

特別講演
　座　長　中西　洋一（九州大学大学院医学研究院　胸部疾患研究施設）
　演　題　「感染制御におけるパラダイムシフト―One Health 時代の感染症対策―」

賀来　満夫（東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座　総合感染症学分野）

11：55～12：45 A 会場

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　胸部疾患研究施設）
演　題　「長期生存を得るためには～ここまでわかってきた免疫チェックポイント阻害薬～」

各務　博（埼玉医科大学国際医療センター　呼吸器内科）

11：55～12：45 B 会場

ランチョンセミナー２
座　長　安東　優（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）
演　題　「特発性肺線維症（IPF）の診断と治療」

津島　健司（国際医療福祉大学医学部　呼吸器内科学）

主要プログラム　９月22日（金）



11：55～12：45 C 会場

ランチョンセミナー３
座　長　興梠　博次（熊本大学／社会保険　大牟田天領病院）
演　題　「高齢者喘息UPDATE」

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）

11：55～12：45 D 会場

ランチョンセミナー４
座　長　杉尾　賢二（大分大学医学部　呼吸器・乳腺外科学講座）
演　題　「非小細胞肺癌に対する薬物療法を考える

― 誰も教えてくれなかった “Science, Evidence and Art”―」
田中　文啓（産業医科大学医学部　第2外科学）

12：55～13：15 A 会場

男女共同参画セッション
　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　「イクボスを考える」

吉井　千春（産業医科大学若松病院　呼吸器内科）

13：20～14：10 A 会場

教育講演
　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　「特別企画『研究の渡り方 ～若手呼吸器内科医への研究ノスヽメ～』」

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）

14：15～14：30 A 会場

学術奨励賞受賞講演１
　座　長　石松　祐二（長崎大学医学部　保健学科）
　演　題　成人血液内科病棟におけるRSウイルスアウトブレイクの臨床的検討と遺伝子系統樹解析

鍋谷　大二郎（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（第一内科））

14：30～14：45 A 会場

学術奨励賞受賞講演２
　座　長　渡辺　憲太朗（福岡大学医学部　総合医療研究センター）
　演　題　肺扁平上皮がんにおける Discoidin Domain Receptor 2 変異および発現の機能解析

渡邉　直美（佐賀大学医学部　血液 ･呼吸器 ･腫瘍内科）



14：45～15：00 A 会場

学術奨励賞受賞講演３
　座　長　古藤　洋（九州中央病院　呼吸器内科）
　演　題　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

工藤　国弘（九州大学大学院医学研究院附属　胸部疾患研究施設）

15：00～15：15 A 会場

学術奨励賞受賞講演４
　座　長　力丸　徹（福岡山王病院　呼吸器内科）
　演　題　EGFR遺伝子変異陽性充実型肺腺癌の高悪性度な癌微小環境

猿渡　功一（熊本大学医学部附属病院　呼吸器内科）

15：15～15：30 A 会場

学術奨励賞受賞講演５
　座　長　平松　和史（大分大学医学部　医療安全管理医学講座）
　演　題　誤嚥リスク因子のある肺炎における口腔レンサ球菌の重要性：気管支肺胞洗浄液の16S ribosomal 

RNA遺伝子を用いた細菌叢解析
赤田　憲太朗（産業医科大学医学部　呼吸器内科学講座）

15：40～17：30 A 会場

シンポジウム２
座　長　藤田　昌樹（福岡大学医学部　呼吸器内科学）

一門　和哉（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院　呼吸器内科）
　主　題　呼吸器救急Up To Date
　　　1　「診療の基本、HFNCなどの呼吸管理を含めて」

山下　崇史（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）
　　　2　「ARDS新ガイドライン」

川村　宏大（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院　呼吸器内科）
　　　3　「IPF 急性増悪」

石井　　寛（福岡大学病院　呼吸器内科）
　　　4　「COPDの増悪および気管支喘息発作の管理、治療における問題点について」

内田　章文（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　呼吸器内科学）
　　　5　「新しい成人肺炎診療ガイドラインにおける論点」

今村　圭文（長崎大学病院　呼吸器内科／感染症内科（第二内科））



17：30～18：20 B 会場

イブニングセミナー1
座　長　藤田　次郎（琉球大学医学部附属病院）
演　題　「多様化する気管支喘息吸入治療薬の使い分けを考える」

放生　雅章（NTT東日本関東病院　呼吸器センター）

17：30～18：20 C 会場

イブニングセミナー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）
演　題　「薬剤耐性（AMR）時代における肺炎治療」

栁原　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）



主要プログラム　９月23日（土）

8：20～9：10 B 会場

キーパッドセミナー
座　長　梅木　健二（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）
演　題　「感染症と非感染症との鑑別点！」

岡田　文人（大分市医師会立アルメイダ病院　放射線科・放射線部）

9：00～9：40 A 会場

教育セミナー１
　座　長　永田　忍彦（福岡大学筑紫病院　呼吸器内科）
　演　題　「リキッドバイオプシーの現状と将来展望」

荒金　尚子（佐賀大学医学部　血液・呼吸器・腫瘍内科／同附属病院　呼吸器内科）

9：40～10：20 A 会場

教育セミナー２
　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　「重症難治性喘息への挑戦 ～病態解析から得られたもの、そうでないもの～」

松本　久子（京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学）

10：25～10：55 A 会場

特別セミナー
　座　長　門田　淳一（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）
　演　題　「内科領域の新専門医制度について～呼吸器領域を含めて～」

横山　彰仁（日本内科学会・日本呼吸器学会　専門医制度審議会会長／高知大学医学部　血液・呼吸器内科）

11：00～11：50 A 会場

招請講演
　座　長　宮﨑　英士（大分大学医学部　総合診療・総合内科学講座）
　演　題　「特発性間質性肺炎―概念の変遷と集学的治療戦略―」

本間　栄（東邦大学医学部内科学講座　呼吸器内科学分野）



12：00～12：50 A 会場

ランチョンセミナー5
座　長　迎　寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　呼吸器内科学（第二内科））
演　題　「肺癌骨転移のmanagement」

平井　文彦（九州大学大学院医学研究院　消化器・総合外科学（第二外科））

12：00～12：50 B 会場

ランチョンセミナー6
座　長　藤田　昌樹（福岡大学医学部　呼吸器内科）
演　題　「プレシジョンメディシン時代のACP～ EGFR遺伝子変異陽性患者のトータルケア～」

佐々木　治一郎（北里大学医学部附属新世紀医療開発センター　横断的医療領域開発部門　臨床腫瘍学）

12：00～12：50 C 会場

ランチョンセミナー7
座　長　喜舎場　朝雄（沖縄県立中部病院　呼吸器内科）
演　題　「急性呼吸不全に対する酸素療法・NPPV・HFNCの使い分け」

永田　一真（神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科）

12：00～12：50 D 会場

ランチョンセミナー8
座　長　岩永　知秋（国立病院機構福岡病院）
演　題　「喘息診療の現状と展望」

岩永　賢司（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

13：00～15：00 A 会場

シンポジウム３
座　長　迎　寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　呼吸器内科学分野（第二内科））

矢寺　和博（産業医科大学医学部　呼吸器内科学）
　主　題　間質性肺疾患：さらなる病態の理解と治療への展望
　　　1　「間質性肺疾患の新規血清マーカーの開発と新たな治療法確立への試み」

角川　智之（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座　呼吸器内科学（第二内科））
　　　2　「職業・環境と間質性肺疾患」

城戸　貴志（産業医科大学医学部　呼吸器内科学）
　　　3　「喫煙関連呼吸器難病に対する前向きコホート研究」

濵田　直樹（九州大学大学院医学研究院　胸部疾患研究施設）
　　　4　「遺伝子変異に伴う肺胞上皮障害と肺線維化」

濡木　真一（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）
　　　5　「細胞老化と上皮統合性からみた喫煙関連肺疾患の病態機構」

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（第3内科））



15：00 A 会場

閉会式
　会　長　宮﨑　英士

16：00～17：00 A 会場

市民公開講座　肺の日
　司　会　宮﨑　英士（大分大学医学部　総合診療・総合内科学講座）

専門医が語る『知っててほしい肺の病気』
～最新の予防と治療を知って、自分らしく生きよう～

　　　1　「肺炎を予防しよう！」
平松　和史（大分大学医学部　医療安全管理医学講座）

　　　2　「知っておきたい肺がんのこと～みんなで学んで患者力を上げよう～」
森永　亮太郎（大分県立病院　呼吸器腫瘍内科）



B会場 9月22日（金）

呼吸器感染症（1） 8：50～9：22

座　長　健山　正男（琉球大学医学部　第一内科）

1 健常者に発症した粟粒結核に肺クリプトコックス症を合併した１例
長崎みなとメディカルセンター　呼吸器内科　中尾　　匠

2 呼吸不全の改善に時間を要した HIV 感染者におけるニューモシスチス肺炎の1例
福岡大学病院　呼吸器内科　池田　貴登

3 慢性型成人 T 細胞白血病 / リンパ腫の肺浸潤増悪中にニューモシスチス肺炎を発症した1例
社会福祉法人十善会十善会病院　津山　頌章

4 HIV 陽性のニューモシスチス肺炎加療後に多彩な胸部異常陰影を呈した1例
大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座　本城　　心

呼吸器感染症（2） 9：22～9：54

座　長　知花　なおみ（那覇市立病院　呼吸器内科）

5 胸壁まで進展し悪性腫瘍との鑑別を要した肺アクチノマイセス症の1例
沖縄県立中部病院　呼吸器内科　根井雄一郎

6 慢性肉芽腫症に合併した Aspergillus udagawae 感染症の一例
大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座　吉村　遼佑

7 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）感染を契機に発症した侵襲性肺アスペルギルス症の１例
宮崎県立延岡病院　内科　藤田　良佑

8 当院における慢性進行性肺アスペルギルス症臨床像の検討
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　吉見　通洋



呼吸器感染症（3） 9：54～10：26

座　長　山本　和子（長崎大学病院　呼吸器内科／感染症内科（第二内科））

9   ステロイドパルスとトロンボモジュリンαが奏功した肺胞出血，DIC を合併したインフルエンザ肺炎の一例
おもろまちメディカルセンター　呼吸器内科　照屋　宏充

10 当院で経験した救命し得なかった重症インフルエンザ肺炎の1例
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院　研修医　大力　　睦

11 V-V ECMO による管理で救命できた肺炎球菌肺炎による重症 ARDS の一例
済生会熊本病院　神宮　直樹

12 当科における成人侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）の臨床像について
熊本中央病院　呼吸器内科　田代　貴大

肺腫瘍（1） 14：15～14：47

座　長　中村　朝美（佐賀大学医学部附属病院　血液・呼吸器・腫瘍内科）

13 難聴を契機に診断された肺癌の1例
産業医科大学若松病院　呼吸器内科　島袋　活子

14 クロム精製従事者に発症した同時多発性肺癌の1例
産業医科大学　呼吸器内科学　山口　雄大

15 嚢胞性の縦隔リンパ節転移を認めた肺腺癌の1例
産業医科大学医学部　呼吸器内科学　千葉　要祐

16 治療経過中に非小細胞肺癌から小細胞癌への形質転換が疑われた症例
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　呼吸器内科　田村　浩子



肺腫瘍（2） 14：47～15：19

座　長　海老　規之（飯塚病院　呼吸器腫瘍内科）

17 Afatinib が奏功した EGFR minor mutation L747P 非小細胞肺癌の一例
長崎大学病院　感染症内科（熱研内科）　安田　一行

18 アファチニブ・オシメルチニブ抵抗性の骨髄癌腫症を呈し、粟粒肺転移に進展した EGFR 変異陽性肺癌の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　天久　康絢

19 肺癌と子宮頸癌の重複癌に対しアレクチニブを使用した一症例
琉球大学附属病院　医師キャリア支援センター　田港　希和

20 当院における ROS1陽性肺癌の2例
佐賀大学医学部　呼吸器内科　小楠　真典

肺腫瘍（3） 15：19～15：51

座　長　水野　圭子（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　呼吸器内科学）

21 Liquid biopsy と転移性膵腫瘍で EGFR 遺伝子変異結果が異なった肺腺癌の1例
国立病院機構長崎医療センター　呼吸器内科　芦澤　博貴

22 組織検体で T790M 陰性であったが細胞診検体で T790M 陽性でオシメルチニブ治療を行った症例の検討
熊本中央病院　呼吸器内科　稲葉　　恵

23 エベロリムスを使用し肺非定型カルチノイドの進行が抑制できた1例
社会保険大牟田天領病院　内科・呼吸器科　須加原一昭

24 当院における肺癌に対する酵素標的増感放射線療法の検討
長崎県島原病院　深堀　　範



胸膜病変（1） 15：51～16：23

座　長　東　公一（久留米大学医学部　呼吸器・神経・膠原病内科）

25 確定診断に苦慮した超高齢者膿胸関連リンパ腫の一例
製鉄記念八幡病院　呼吸器内科　井上　博之

26 局所麻酔下胸腔鏡で早期診断し得た悪性胸膜中皮腫の一例
大分赤十字病院　呼吸器内科　宮崎　周也

27 多発脳転移で発症し、小腸転移による小腸穿孔を来した悪性胸膜中皮腫の一例
久留米大学医学部　臨床研修管理センター　前田　高暢

28 当院の癌性心膜炎症例の臨床的検討
国家公務員共済組合連合会　新別府病院　呼吸器内科　伊藤　和信



喘息・アレルギー（1） 8：50～9：14

座　長　東元　一晃（鹿児島市立病院　呼吸器内科）

29 無気肺とリンパ節腫大を伴い肺癌との鑑別を要した ABPA の一例
宮崎県日南病院　内科　土田　真平

30 好酸球性肺炎と気管支喘息の病態を呈した肺アスペルギルス症の1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 アレルギー性気管支肺真菌症（ABPM）における「小葉中心性粒状影」の治療変化に関する検討
長崎大学病院　呼吸器内科（第二内科）　奥野　大輔

喘息・アレルギー（2） 9：14～9：46

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）

32 スギ喘息患者における免疫療法（シダトレン）のインパクト
医療法人英知会山形クリニック　山形　英司

33 当院における気管支喘息に対する抗体治療の現況
熊本中央病院　呼吸器内科　福嶋　一晃

34 当院で実施した気管支サーモプラスティについての検討
大分赤十字病院　呼吸器内科　板井真梨子

35 当院での気管支サーモプラスティ施行症例の検討
飯塚病院　呼吸器病センター　呼吸器内科　浅地　美奈

C会場



COPD・禁煙 9：46～10：18

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）

36 禁煙世相をどう理解するか　ー8年間の禁煙指導を振り返ってー
表参道吉田病院（熊本）　津田　富康

37 喫煙習慣解析結果から推測される今後の見通し　ー8年間の禁煙指導を振り返ってー
表参道吉田病院（熊本）　津田　富康

38 地域一般住民における呼吸機能低下に及ぼす歯周病の影響の検討：久山研究
九州大学大学院医学研究院附属　胸部疾患研究施設　福山　　聡

39 COPD 患者における心肺運動負荷試験（CPET）の検討
佐賀大学医学部　血液・呼吸器・腫瘍内科　田中　将英

抗酸菌（1） 14：15～14：47

座　長　中野　貴子（福岡東医療センター　呼吸器内科）

40 遺伝子解析で確定診断となった Mycobacterium kyorinense 肺感染症の1例
大分県立病院　呼吸器内科　首藤　久之

41 健常者に発症した Mycobacterium xenopi の1例
九州大学病院　臨床研修医　坂本　典彦

42 乳癌化学療法中に空洞を形成する腫瘤影を呈した MAC 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　恒吉　信吾

43 肺非結核性抗酸菌症治療中に SIADH を合併した1例
原三信病院　呼吸器内科　安藤　裕之



抗酸菌（2） 14：47～15：11

座　長　松永　和子（福岡山王病院　呼吸器内科）

44 経静脈抗菌薬による再治療後の経口抗菌薬維持療法が奏功した肺 M.abscessus 症の一例，本邦報告例49例の検討
琉球大学大学院医学研究科 感染制御医科学専攻 感染制御特別コース　感染症・呼吸器・消化器内科学　上　　若生

45 一般病院における MAC 抗体陽性例の検討
医療法人大分記念病院　呼吸器内科　杉崎　勝教

46 非結核性抗酸菌症に対する外科治療例についての検討
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター　呼吸器内科　中野　貴子

間質性肺炎（1） 15：11～15：43

座　長　岡元　昌樹（久留米大学医学部　呼吸器・神経・膠原病内科）

47 8年を経て再発した急性間質性肺炎の一例
製鉄記念八幡病院　呼吸器内科　石田　浩一

48 クリプトコックス髄膜炎を合併した特発性間質性肺炎の1例
大分県厚生連鶴見病院　牛嶋　量一

49 抗 MDA5抗体陽性の分類不能型特発性間質性肺炎の一例
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　　稜

50 自己免疫性肺胞蛋白症の自然軽快後、間質性肺炎を発症した一剖検例
国立病院機構宮崎東病院　呼吸器内科　北村　瑛子



間質性肺炎（2） 15：43～16：07

座　長　一安　秀範（熊本大学医学部附属病院　呼吸器内科）

51  CT 画像測定ソフトで評価した気腫合併肺線維症における呼吸機能の検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　福島喜代康

52  福岡県における喫煙関連呼吸器難病における背景因子と生存について（中間解析）
JCHO 久留米総合病院　呼吸器内科　北里　裕彦

53  当院における間質性肺炎に対する脳死肺移植登録状況　―移植法改正前後の変化―
福岡大学医学部　呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　平塚　昌文



症例・診断（1） 8：50～9：14

座　長　一木　昌郎（九州医療センター　呼吸器内科）

54 気胸を契機に診断に至った肺原発絨毛癌の1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

55 発作性心房頻拍を契機に診断した中縦隔原発脱分化型脂肪肉腫の一例
熊本大学医学部　呼吸器内科　杉野　嘉彦

56 胸腺肉腫様癌の一剖検例
済生会熊本病院　呼吸器内科　阿南　圭祐

症例・診断（2） 9：14～9：46

座　長　柏原　光介（熊本地域医療センター　呼吸器内科）

57 非小細胞肺癌術後に骨転移再発が疑われた遅発性メッシュ感染の一例
宮崎大学医学部内科学講座　神経呼吸内分泌代謝学分野　内山　尚美

58 超高齢者に発症した前立腺癌の気管支内転移の1例
国立病院機構嬉野医療センター　佐々木英祐

59 非典型的な気管支内進展を呈した食道癌術後再発の1例
国立病院機構大牟田病院　長岡　愛子

60 肺性肥大性骨関節症を合併した肺大細胞癌の一例
宮崎県立延岡病院　呼吸器外科　能勢　直弘

D会場



症例・診断（3） 9：46～10：18

座　長　川崎　雅之（大牟田病院　呼吸器科）

61 発熱と多発性の胸膜腫瘤で発見された腎細胞癌の1例
福岡大学病院　呼吸器内科　串間　尚子

62 びまん性の肺転移をきたした皮膚有棘細胞癌の1例
福岡大学病院　呼吸器内科　島　理佳子

63 当科で経験した悪性線維性組織球腫の肺転移の一例 
国立病院機構別府医療センター　呼吸器内科　犬塚　　優

64 大量血胸で受診した、大腸癌肺転移の1例
大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座　藤島　宣大

症例・診断（4） 10：18～10：50

座　長　原田　泰志（福岡大学筑紫病院　呼吸器内科）

65 両肺に多発結節影を呈した diffuse large B cell lymphoma（DLBCL）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　古鉄　泰彬

66 急速な臨床症状と全身播種で発症し、特徴的な画像所見を呈したびまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫の一例
大分大学医学部　総合診療・総合内科学講座　土井　恵里

67 超音波気管支鏡ガイド下経気管支針生検により診断した肺びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の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　重草　貴文

68 胸部 CT にて多発粒状影を呈した血管内リンパ腫の一例
古賀病院21　呼吸器内科　中津留広成



気管支病変 14：15～14：47

座　長　髙田　昇平（NHO 福岡東医療センター　呼吸器内科）

69 気管支内脂肪腫の1例
福岡大学病院　呼吸器内科　温　麟太郎

70 DNAH5遺伝子に変異を認め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

71 若年男性に発生した Primary pulmonary myxoid sarcoma（PPMS）の一例
福岡山王病院　呼吸器内科　谷村　玲子

72 気道異物を契機に発症した器質化肺炎の１例
社会医療法人青洲会福岡青洲会病院　呼吸器内科　杉本　幸弘

肉芽腫性肺疾患 14：47～15：11

座　長　宇佐川　佑子（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）

73 副甲状腺機能亢進症を呈したサルコイドーシスの一例
長崎大学病院　医療教育開発センター　宮下　律子

74 空洞を伴う多発肺結節影を認めた若年発症サルコイドーシスの1例
福岡大学筑紫病院　呼吸器内科　竹田　悟志

75 加湿器肺の一例
独立行政法人国立病院機構熊本南病院　鈴村　智子



育成賞受賞講演（1） 9：30～10：02

座　長　白石　素公（福岡大学病院　呼吸器内科）

76 慢性呼吸不全患者に対する6分間ペグボード・リング試験の有用性
だいかく病院　リハビリテーション科　新宮　大雅

77 夫からの環境タバコ煙曝露による妻の COPD 発症リスクに関する検討
医療法人保善会田上病院　陶山　和晃

78 日常診療における NSAIDs 不耐症の鑑別の重要性
長崎大学病院　第二内科（呼吸器内科）　林　　史子

79 アスピリン喘息（AIA）/ アスピリン不耐呼吸器疾患（AERD）の特徴に関する検討
福岡大学医学部　福岡大学病院　卒後臨床研修センター　木村　翔一

育成賞受賞講演（2） 10：02～10：28

座　長　杉崎　勝教（大分記念病院　呼吸器内科）

80 経皮的ドレナージが奏効し、細菌叢解析法で原因菌が推定できた難治性肺化膿症の1例
産業医科大学　呼吸器内科　根本　一樹

81 ペムブロリズマブによる薬剤性肺障害が疑われた肺腺癌の1例
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　呼吸器内科学　森園翔一朗

82 当院における T790M 変異検索目的に再生検を行った EGFR 遺伝子変異陽性進行非扁平非小細胞肺癌の検討
宮崎大学医学部内科学講座　神経呼吸内分泌代謝学分野　瀬戸口健介

B会場 9月23日（土）



呼吸器感染症（5） 13：00～13：32

座　長　串間　尚子（福岡大学医学部　呼吸器内科）

83 活動性病変を呈しながら末梢血好酸球増加を認めなかったトキソカラ症の一例
大分大学医学部　総合診療・総合内科学講座　髙崎　智美

84 原発性肺癌との鑑別を要した肺犬糸状虫症の1例
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　内山憲一郎

85 後縦隔腫瘍との鑑別が困難であったウエステルマン肺吸虫症の1例
熊本大学医学部附属病院　呼吸器内科　川口　紘矢

86 シカの生食が原因と考えられたウェステルマン肺吸虫症の３症例
国立病院機構大分医療センター　呼吸器内科　一宮　朋来

呼吸器感染症（6） 13：32～14：04

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）

87 当院での過去1年での Klebsiella pneumoniae による膿胸
沖縄県立中部病院　呼吸器内科　前田　顕子

88 健常者に発症した Klebsiella pneumoniae による肺化膿症の一例
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

89 経皮的ドレナージで軽快した背側肺膿瘍の2例
大分県立病院　呼吸器内科　山田祐莉子

90 トシリズマブ使用中に両側膿胸を合併した降下性壊死性縦隔炎の一例
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



呼吸器感染症（7） 14：04～14：36

座　長　吉永　健（熊本中央病院　呼吸器内科）

91 低栄養患者に発症した緑膿菌による敗血症・肺膿瘍の一例 
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

92 RA へのバイオ治療に関連する重篤な呼吸器感染症発生頻度とそのリスク因子の解析：多施設後ろ向き研究
熊本再春荘病院　森　　俊輔

93 嚥下内視鏡検査を行った患者の嚥下機能予後・生命予後評価
黒木記念病院　伊東　猛雄

94 高齢肺炎患者における細菌性膿尿の合併率および予後に及ぼす影響
天心堂へつぎ病院　呼吸器内科　岡　　宏亮



血管炎 9：10～9：42

座　長　坂本　理（熊本再春荘病院　呼吸器内科）

95 多発血管炎性肉芽腫症の1例
大分県厚生連鶴見病院　青木　貴紀

96 Pancoast 腫瘍に類似する臨床像を呈した多発血管炎性肉芽腫症の一例
熊本地域医療センター　呼吸器内科　村本　　啓

97 大血管炎を伴う多発血管炎性肉芽腫症の一例
熊本大学医学部附属病院　呼吸器内科　林　　英孝

98 プロカルシトニン上昇を伴い市中肺炎との鑑別に苦慮した顕微鏡的多発血管炎の2例
福岡大学筑紫病院　呼吸器内科　森　専一郎

膠原病関連肺障害 9：42～10：14

座　長　福島　千鶴（長崎大学病院第二内科　臨床研究センター）

99 限局型全身性強皮症に合併したびまん性肺胞出血の一例
社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院　市川　宏美

100 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
日本赤十字社長崎原爆病院　内科　北崎　　健

101 身体所見から疑い皮膚生検で確定診断した自己抗体陰性の CADM に伴う急速進行性間質性肺炎の救命例
済生会熊本病院　呼吸器内科　仁田脇辰哉

102 ステロイド、免疫抑制薬による3剤併用療法で改善を得た抗 ARS 抗体陽性間質性肺炎の一例
地方独立行政法人那覇市立病院　呼吸器内科　伊元　孝光

C会場



薬剤誘起性肺障害（1） 10：14～10：38

座　長　佐藤　陽子（豊見城中央病院　呼吸器内科）

103 悪性黒色腫に対しニボルマブ投与中に発症した肺胞出血の１例
長崎大学病院　呼吸器内科（第二内科）　小野沙和奈

104 ニボルマブ投与中に急性冠症候群を発症した非小細胞肺癌の一例
熊本大学医学部附属病院　呼吸器内科　垣内　洋祐

105 急性呼吸不全をきたしたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の一例
長崎大学病院　呼吸器内科（第二内科）　田中　咲子

薬剤誘起性肺障害（2） 10：38～11：02

座　長　一宮　朋来（大分医療センター　呼吸器内科）

106 C 型肝炎に対するソホスビル・リバビリン併用療法が原因と考えられた急性呼吸窮迫症候群の1例
大分大学医学部附属病院　呼吸器内科　野中　侑紀

107 長期間の経過観察ののちに診断に至り、複数の薬剤の関与が疑われた肺胞出血の一例
一般社団法人巨樹の会新武雄病院　呼吸器内科　石本　明実

108 間質性肺炎増悪にアザシチジンの関与が示唆された1例
大分大学医学部附属病院　呼吸器内科　竹野祐紀子



肺腫瘍（4） 13：00～13：32

座　長　福田　実（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　がん診療センター）

109 著しく PS が低下したエルロチニブ耐性癌性髄膜炎に対しオシメルチニブが奏功した一例
久留米大学　山田　啓義

110 Erlotinib にて AGEP を発症し、Afatinib に変更し奏功した一例
地方独立行政法人佐賀県医療センター　好生館　小宮奈津子

111 閉塞性肺炎／肺化膿症を合併した肺腺癌にゲフィチニブを使用した１例
宮崎県立延岡病院　内科　西山　聖也

112 ステロイド剤の併用にて EGFR-TKI 治療が施行できた膠原病肺合併進行肺腺癌の一例
熊本地域医療センター　呼吸器内科　柏原　光介

肺腫瘍（5） 13：32～13：56

座　長　猪島　尚子（独立行政法人国立病院機構福岡病院　呼吸器内科）

113 ペムブロリズマブが奏功した G-CSF 産生肺多形癌の1例
九州大学大学院医学研究院附属　胸部疾患研究施設　池松　祐樹

114 間質性肺炎安定期に肺大細胞癌を発症し、Pembrolizumab 投与で間質性肺炎増悪をきたした一例
JCHO 九州病院　高畑有里子

115 pembrolizumab 初回投与後2週間で急速に腫瘍増大を認め、その後 pseudoprogression と診断した肺腺癌の1例
熊本大学医学部附属病院　呼吸器内科　木村　俊貴



肺腫瘍（6） 13：56～14：20

座　長　重永　武彦（大分赤十字病院　呼吸器内科）

116 Nivolumab 治療中に Pseudo-Progression と薬剤性肺障害を来したと思われた肺扁平上皮癌の１例
福岡大学病院　呼吸器内科　中尾　　明

117 Nivolumab による薬剤性間質性肺炎の既往があり、同薬剤を再投与した肺扁平上皮癌の1例
JCHO 九州病院　謝　　柯智

118 Nivolumab 耐性後に化学療法が奏効した非小細胞肺癌の2例
佐世保市総合医療センター　呼吸器内科　須山　隆之



喘息・アレルギー（3） 9：10～9：34

座　長　福田　浩一郎（熊本市民病院　呼吸器内科）

119 気道粘膜病変を呈した急性好酸球性肺炎の一例
大分赤十字病院　呼吸器内科　矢部　道俊

120 喘息治療中に遭遇した好酸球性副鼻腔炎の２例
医療法人英知会山形クリニック　吉岡　大介

121 喘息診療の地域間格差、病診連携、医薬連携に関する調査研究
大分大学医学部医学科　学生（５年次生）　里永　賢郎

抗酸菌（3） 9：34～10：06

座　長　伊井　敏彦（独立行政法人国立病院機構宮崎東病院　呼吸器内科）

122 活動性肺結核治療中に前縦隔腫瘤増大が認められ , 悪性腫瘍との鑑別に苦慮したリンパ節結核の1例
国立病院機構西別府病院　内科　吉松　哲之

123 抗結核薬による薬剤性間質性腎炎を合併し、ステロイド投与が奏功した肺結核の一例
琉球大学大学院医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学講座　新垣　若子

124 小腸穿孔にて発症し保存的に治療しえた腸結核の一例
琉球大学大学院　感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科）　西山　真央

125 肺結核・結核性腹膜炎の加療中に奇異性反応を起こした一例
浦添総合病院　呼吸器センター　栗原　　健

D会場



抗酸菌（4） 10：06～10：38

座　長　瀧川　修一（独立行政法人国立病院機構西別府病院　内科）

126 結核に対する外科治療症例の検討
福岡東医療センター　呼吸器外科　濱田　利徳

127 QFT 陽性、T-SPOT 陰性もしくは判定保留であった活動性結核についての検討
福岡大学筑紫病院　呼吸器内科　赤木　隆紀

128 高齢者肺結核における T-SPOT、QFT-3G、次世代 QFT-Plus の比較検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　福島喜代康

129 当院結核患者の喀痰等を用いた結核薬剤耐性遺伝子変異の検討
日赤長崎原爆諫早病院　松竹　豊司

呼吸器感染症（4） 10：38～11：02

座　長　山口　哲朗（宮崎県立延岡病院　内科）

130 クリニックにおける百日咳74例の検討―百日咳と咳喘息を早期に鑑別し、個別に治療する事は困難である―
名嘉村クリニック　名嘉村　敬

131 複数の抗菌薬に不応な経過から診断されたクラミドフィラ肺炎の一例
沖縄県立中部病院　呼吸器内科　百瀬　　匡

132 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　呼吸器内科　吉田つかさ



胸膜病変（2） 13：00～13：32

座　長　福島　喜代康（日本赤十字社長崎原爆諫早病院　呼吸器科）

133 特発性自然気胸発生の季節性、および気象条件の影響について
学校法人共済組合九州中央病院　呼吸器内科　緒方　大聡

134 自然気胸に対する脱気治療における胸腔内圧測定の有用性
飯塚病院　呼吸器病センター　呼吸器内科　飛野　和則

135　難治性・再発性気胸に対し自己血と OK-432の併用による胸腔内注入療法が奏効した1例
JCHO 久留米総合病院　内科・呼吸器内科　山田　和子

136 胃癌の肺転移により発症した緊張性気胸の一剖検例
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

症例・診断（5） 13：32～14：04

座　長　伊藤　清隆（独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院　呼吸器内科）

137 最近当院で経験したびまん性汎細気管支炎（DPB）の2例
国立病院機構宮崎東病院　呼吸器内科　佐野ありさ

138 びまん性肺胞出血を認め ANCA 関連血管炎合併が疑われたびまん性汎細気管支炎の一例
福岡赤十字病院　呼吸器内科　長谷川真紀

139 びまん性肺病変を呈した特発性多中心性キャッスルマン病の一例
長崎大学病院　呼吸器内科（第２内科）　石岡　泰知

140 気胸を契機に発見された Birt-Hogg-Dube （BHD） 症候群の1家系
熊本大学医学部附属病院　呼吸器内科　後藤由比古



症例・診断（6） 14：04～14：28

座　長　末安　禎子（福岡県済生会二日市病院　呼吸器内科）

141 転移性肺腫瘍との鑑別を要した Diffuse Pulmonary Meningotheliomatosis の1例
熊本労災病院　呼吸器内科　安道　　誠

142 経気管支肺生検にて診断し得た多発性肺平滑筋腫性過誤腫の1例
熊本労災病院　呼吸器内科　丸山　広高

143 びまん性肺骨形成の一例
大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座　渡邉絵里奈




