
参加者，発表者へのご案内
1．		参加者は総合受付（1F/アトリウム）で参加費をお支払いください．受付は8時より

開始します．

参加区分 参	加	費		

医	師・研修医 3,000	円

メディカルスタッフ 1,000	円

学生（研修医を除く） 無			料

2．	会場内では携帯電話は電源オフかマナーモードにしてください．

3．		このプログラムは必ずご持参ください．当日会場で1,000円にて販売いたしますが，
部数に限りがございます．

4．	日本呼吸器学会近畿支部	理事会，総会

会議名 時		間 場	所 出席対象

理事会 	 9：45 〜 10：45 3階/会議室5 日本呼吸器学会近畿支部
支部長・理事・監事

総	会 13：05 〜 13：30 第1会場
（2階/さくら東・西）

日本呼吸器学会近畿支部
名誉会員・功労会員・支部長・理事・
監事・代議員・正会員

5．	参加で取得できる単位は以下のとおりです．
	 日本呼吸器学会専門医	出席は5単位、筆頭演者は3単位加算．

日本結核病学会	結核・抗酸菌症認定医/指導医、抗酸菌症エキスパート資格	出席は	
5単位、筆頭演者は5単位追加．
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会　呼吸ケア指導士	出席は7単位、筆頭演者は
7単位加算
3学会合同呼吸器療法認定士	20単位．

＜発表者の方へ＞
1．	発表時間

セッション 発表時間

教育講演（EL） 50分（質疑応答を含む）

ランチョンセミナー（LS） 60	分（質疑応答を含む）

アフタヌーンセミナー（AS） 60	分（質疑応答を含む）

オーラルセッション（OS） 発表	6	分・討論	3	分

ポスターセッション（P） 発表	5	分・討論	3	分
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2．	発表演題に関する利益相反（COI）の開示について
全ての発表・講演について、筆頭演者はCOI（利益相反）の開示が求められます．
　オーラル発表：発表スライドの2枚目にて開示
　ポスター発表：ポスター掲示の最後にて開示
スライド例
近畿地方会口頭発表時，
申告すべきCOI状態がない時

近畿地方会口頭発表時，
申告すべきCOI状態がある時

※詳細は利益相反ページをご覧ください．
　一般社団法人日本呼吸器学会				地方会におけるCOI（利益相反）申告書の提出について
　URL：http://www.jrs.or.jp/modules/about/index.php?content_id=31
　一般社団法人日本結核病学会　倫理委員会「利益相反（COI）関連」
　URL：https://www.kekkaku.gr.jp/medical_staff/#rinri　

3．		一般演題の抄録の訂正をご希望の方は，データ受付にプリントアウト2部（座長用・
事務局用）と抄録データを入れたCD-Rをご提出ください．一般演題抄録は演題名・所
属・発表者名・本文を含めて500字以内です．	

＜オーラル発表者の方へ＞
1．		全会場PCによる発表です．PowerPoint（Windows版）で作成したデータをCD-Rおよび

USBメモリー，あるいはPCにてご持参ください．なお，主催者側で用意するPCのOSは
Windowsで，PowerPointのバージョンはMicrosoft	PowerPoint	2003	〜	2016です．

2．		発表30分前までにデータ受付（2F/ロビー）にて試写を終えてください．
発表データは完成版のみ，お持ちください．データ受付は8時より開始します．
※音声は受け付けられません．
※Macintoshで作成されたデータについては，ご自身のPCをお持ち込みください．
※PCをお持ち込みになる場合は，PCに付属のACアダプタを必ずご持参ください．
※	会場で用意するPCケーブルコネクタの形状はMiniD-sub15ピンです．
　この形状に合ったPCをご使用ください．
　	また，この形状に変換するコネクタを必要とする場合は，必ずご自身でお持ちくだ

さい．
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＜ポスター発表者の方へ＞
1.	 スケジュール

ポスター貼付 	 8：30 〜 10：00

ポスタービューイング 10：00 〜 13：35

発表者集合
（ご自身のポスター前に集合） 13：25

ポスターセッション
（発表5分，討論3分） 13：35 〜 14：30

ポスター撤去 16：00 〜 16：50

優秀演題の表彰
（第1会場） 16：55 〜 17：10

2.	 ポスターのサイズ
ポスター掲示板の大きさは、横90㎝×縦	
210㎝です．
演題名，演者名，所属名は、横70㎝×縦20㎝
でご準備ください．
発表内容の掲示スペースは，横90㎝×縦	
160㎝です．
床から30㎝は貼付しないようお願いいたします．
演題番号（縦横20㎝）・画鋲は事務局で用意い
たします．

＜運営事務局＞
株式会社JTB		西日本MICE事業部
〒541-0058		大阪市中央区南久宝寺町3-1-8　MPR本町ビル9階
TEL：06-6252-5085（平日9:	30 〜 17:	30）
FAX：06-7657-8412
E-mail	:	94jrs-kinki@jtb.com

20cm

20cm

30cm

160cm 210cm

70cm

90cm

演題名・演者名・所属名

展示スペース

COIの開示

演題番号
（事務局準備）
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会場アクセス

大阪国際交流センター

〒543-0001　大阪市天王寺区上本町8丁目2番6号
TEL：06-6772-5931

至天満橋
至なんば 千日前通り

地下鉄千日前線

至阪神高速東大阪線
法円坂出入り口

上本町6

近鉄奈良線
近鉄百貨店

大阪上本町

大阪情報
コンピューター
専門学校

大阪国際
交流センター

谷町九丁目

大
阪
メ
ト
ロ
谷
町
線

生玉南

谷
町
筋

上
町
筋

上本町7

至阪神高速環状線
夕陽丘出入り口

六万体

天王寺消防署

至桃谷

天王寺区役所上本町9

四天王寺前
夕陽ケ丘

四天王寺

至天王寺

天王寺警察署

近鉄「大阪上本町駅」あるいは大阪メトロ谷町線「谷町九丁目駅」から徒歩約10分
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会場案内図

 入口

ギャラリー

Exit 非常口

大ホールアトリウム

ルームGルームG

レストラン

ホテルロビー

ホ
ワ
イ
エ

ポスター
会場

参加受付学会
本部 日本呼吸器学会近畿支部

事務局デスク（単位登録）

クローク

1F
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さくら西

ロビー

さくら東

Conference 
Reception  Halls

第２会場
（小ホール）

第４会場
（会議室A・B）

第３会場
（会議室C・D）

第１会場
（さくら東・西） データ受付

2F
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銀杏

日本呼吸器学会近畿支部  理事会
（会議室5）

第５会場
（銀杏）

3F
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

第 1会場
2F

さくら東・西

第 2会場
2F

小ホール

第 3会場
2F

会議室 C・D

第 4会場
2F

会議室 A・B

第 5会場
3F
銀杏

ポスター会場
1F

ギャラリー

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー1
「COPD治療における
Triple Therapyの
対象と有効性」
座長：吉川　雅則
演者：加藤　元一

共催：
グラクソ・スミス
クライン（株）

LS 1  
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー1
「特発性肺線維症に対
する抗線維化薬の早期
導入の意義と問題点」
座長：田口　善夫
演者：新井　　徹

共催：
日本ベーリンガー
インゲルハイム（株）

AS 1

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー2
「重症喘息の病態と
治療」
座長：羽白　　高
演者：浅井　一久

共催：
アストラゼネカ（株）

LS 2

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー3
「肺癌治療における免疫
チェックポイント阻害剤
と化学療法併用の実際」
座長：明石　雄策
演者：田宮　朗裕

共催：
MSD（株）/大鵬薬品工業（株）

LS 3

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー4
「COPD身体活動性
向上に向けた新たな
介入戦略」
座長：山内　基雄
演者：南方　良章

共催：
帝人在宅医療（株）

LS 4

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー5
「呼吸器感染症治療におけ
るPK/PD理論と肺への抗菌
薬移行の重要性」
座長：吉田耕一郎
演者：古家　英寿

共催：
杏林製薬（株）

LS 5

（13:35 ～ 14:30）
医学生・研修医アワード
総合アドバイザー：中野　恭幸
1座長：中西　正典・竹中　英昭
2座長：甲斐　吉郎・児山　紀子
3座長：金子　正博・吉村　千恵

P

 
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー2
座長：栗林　康造
演者：服部　剛弘
　　　本津　茂人

共催：
日本イーライリリー（株）

AS 2

 
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー3
「重症喘息診療
UPDATE ～ 特に生物
学的製剤を中心に～」
座長：玉置　伸二
演者：山口　将史

共催：
ノバルティス ファーマ（株）

AS 3

 
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー4
座長：岩永　賢司
演者：森田　恭平
　　　丸毛　　聡

共催：
サノフィ（株）

AS 4

 
（9:00 ～ 9:36）
一般演題
「喘息･COPD」

座長：
上田　哲也

OS 1-1 ～
OS 1-4

OS 1

 
（9:00 ～ 9:36）
一般演題
「肺癌：臨床1」

座長：
谷﨑　潤子

OS 4-1 ～
OS 4-4

OS 4

 
（9:00 ～ 9:45）

一般演題
「肺癌：免疫
チェックポイント
阻害剤1」

座長：
金　　永学

OS 11-1 ～
OS 11-5

OS 11  
（9:45 ～ 10:30）
一般演題
「肺癌：免疫
チェックポイント
阻害剤2」

座長：
内野　順治

OS 12-1 ～
OS 12-5

OS 12  
（10:30～11:06）
一般演題
「肺癌：免疫
チェックポイント
阻害剤3・irAE1」

座長：
浦田　佳子

OS 13-1 ～
OS 13-4

OS 13

 
（9:00 ～ 9:45）

一般演題
「リンパ腫1」

座長：
水守　康之

OS 20-1 ～
OS 20-5

OS 20

 
（9:00 ～ 9:54）

一般演題
「胸膜疾患」

座長：
岡田あすか

OS 27-1 ～ OS 27-6

OS 27

 （8:30～ 10:00）

ポスター貼付
 （10:00 ～ 13:35）

ポスタービューイング
 （16:00 ～ 16:50）

ポスター撤去

 
（9:54 ～ 10:30）
一般演題
「肺循環障害1」

座長：
石川　秀雄

OS 28-1 ～
OS 28-4

OS 28  
（10:30～11:06）
一般演題
「肺循環障害2」

座長：
松井　秀夫

OS 29-1 ～
OS 29-4

OS 29

 
（9:45～10:21）
一般演題
「リンパ腫2」

座長：
郷間　　厳

OS 21-1 ～
OS 21-4

OS 21  
（10:21 ～ 11:06）

一般演題
「縦隔疾患」

座長：
吉村　　将

OS 22-1 ～
OS 22-5

OS 22

 
（9:36 ～ 10:21）
一般演題
「アレルギー性
肺疾患」

座長：
石浦　嘉久

OS 2-1 ～
OS 2-5

OS 2  
（10:21 ～ 11:06）
一般演題
「呼吸不全」

座長：
平田　暢彦

OS 3-1 ～
OS 3-5

OS 3

 
（9:36 ～ 10:21）
一般演題
「肺癌：臨床2」

座長：
鈴木　秀和

OS 5-1 ～
OS 5-5

OS 5  
（10:21 ～ 11:06）
一般演題
「他の肺腫瘍1」

座長：
早田　敦志

OS 6-1 ～
OS 6-5

OS 6  
（14:40 ～ 15:16）
一般演題
「間質性
肺疾患1」

座長：
西山　　理

OS 7-1 ～
OS 7-4

OS 7

 
（13:35 ～ 14:11）
一般演題
「結核」

座長：
三木　真理

OS 14-1 ～
OS 14-4

OS 14  
（14:11 ～ 14:56）
一般演題
「非結核性抗酸
菌症1」

座長：
伊藤　功朗

OS 15-1 ～
OS 15-5

OS 15  
（14:56 ～

15:32）
一般演題
「非結核性抗
酸菌症2」

座長：
橋本　章司

OS 16-1 ～
OS 16-4

OS 16

 
（14:40 ～ 15:25）
一般演題
「検査手技・治療
手技」

座長：
少路　誠一

OS 23-1 ～
OS 23-5

OS 23

 
（14:40 ～ 15:16）
一般演題
「肺癌：分子
標的治療薬1」

座長：
金田　裕靖

OS 30-1 ～
OS 30-4

OS 30  
（15:16～15:52）
一般演題
「肺癌：分子
標的治療薬2」

座長：
西野　和美

OS 31-1 ～
OS 31-4

OS 31  
（15:52～16:28）
一般演題
「肺癌：irAE2」

座長：
藤本　大智

OS 32-1 ～
OS 32-4

OS 32  
（16:28～17:04）
一般演題
「肺癌：irAE3」

座長：
高濱　隆幸

OS 33-1 ～
OS 33-4

OS 33

 
（15:25 ～

15:52）
一般演題
「呼吸リハビリ
テーション」

座長：
東本　有司

OS 24-1 ～
OS 24-3

OS 24  
（15:52 ～ 16:37）
一般演題
「真菌性肺疾患1」

座長：
朝野　和典

OS 25-1 ～
OS 25-5

OS 25  
（16:37 ～ 17:13）
一般演題
「真菌性肺疾患2」

座長：
笠原　　敬

OS 26-1 ～
OS 26-4

OS 26

 
（15:32 ～ 16:08）
一般演題
「呼吸器感染症」

座長：
尾形　　誠

OS 17-1 ～
OS 17-4

OS 17  
（16:08～16:44）
一般演題
「稀少疾患1」

座長：
藤田　悦生

OS 18-1 ～
OS 18-4

OS 18  
（16:44 ～

17:11）
一般演題
「稀少疾患2」

座長：
澤口博千代

OS 19-1
～

OS 19-3

OS 19

 
（15:16 ～ 15:52）
一般演題
「間質性
肺疾患2」

座長：
橋本　成修

OS 8-1 ～
OS 8-4

OS 8  
（15:52 ～ 16:28）
一般演題
「間質性
肺疾患3」

座長：
佐々木　信

OS 9-1 ～
OS 9-4

OS 9  
（16:28 ～ 17:04）
一般演題
「他の肺腫瘍2」

座長：
後藤　　功

OS 10-1 ～
OS 10-4

OS 10

 （11:10～11:45）

男女共同参画
推進フォーラム
座長：松本　久子
　　　佐野　博幸
演者：立原　素子
　　　岩永　賢司

 （13:05 ～
13:30）

総会

 
（14:40 ～ 15:30）
教育講演1
「難治性喘息の
診断と治療」

座長：東田　有智
演者：西村　善博

EL 1  
（15:30 ～ 16:20）
教育講演2
「COPDの最新治療   
Triple製剤は万能か？」

座長：平井　豊博
演者：室　　繁郎

EL 2  
（16:20 ～ 17:10）
教育講演3
「肺癌の薬物療法：
最新の標準的治療」

座長：今村　文生
演者：山本　信之

EL 3

（8:00 ～）
受付

（8:55 ～ 9:00）
開会の辞

（17:10 ～ 17:25）
優秀演題の表彰・
閉会の辞

学会進行予定表　（一般演題：オーラルセッション発表7分＋質疑2分）
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

第 1会場
2F

さくら東・西

第 2会場
2F

小ホール

第 3会場
2F

会議室 C・D

第 4会場
2F

会議室 A・B

第 5会場
3F
銀杏

ポスター会場
1F

ギャラリー

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー1
「COPD治療における
Triple Therapyの
対象と有効性」
座長：吉川　雅則
演者：加藤　元一

共催：
グラクソ・スミス
クライン（株）

LS 1  
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー1
「特発性肺線維症に対
する抗線維化薬の早期
導入の意義と問題点」
座長：田口　善夫
演者：新井　　徹

共催：
日本ベーリンガー
インゲルハイム（株）

AS 1

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー2
「重症喘息の病態と
治療」
座長：羽白　　高
演者：浅井　一久

共催：
アストラゼネカ（株）

LS 2

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー3
「肺癌治療における免疫
チェックポイント阻害剤
と化学療法併用の実際」
座長：明石　雄策
演者：田宮　朗裕

共催：
MSD（株）/大鵬薬品工業（株）

LS 3

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー4
「COPD身体活動性
向上に向けた新たな
介入戦略」
座長：山内　基雄
演者：南方　良章

共催：
帝人在宅医療（株）

LS 4

 
（12:00 ～ 13:00）

ランチョンセミナー5
「呼吸器感染症治療におけ
るPK/PD理論と肺への抗菌
薬移行の重要性」
座長：吉田耕一郎
演者：古家　英寿

共催：
杏林製薬（株）

LS 5

（13:35 ～ 14:30）
医学生・研修医アワード
総合アドバイザー：中野　恭幸
1座長：中西　正典・竹中　英昭
2座長：甲斐　吉郎・児山　紀子
3座長：金子　正博・吉村　千恵

P

 
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー2
座長：栗林　康造
演者：服部　剛弘
　　　本津　茂人

共催：
日本イーライリリー（株）

AS 2

 
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー3
「重症喘息診療
UPDATE ～ 特に生物
学的製剤を中心に～」
座長：玉置　伸二
演者：山口　将史

共催：
ノバルティス ファーマ（株）

AS 3

 
（13:35 ～ 14:35）

アフタヌーンセミナー4
座長：岩永　賢司
演者：森田　恭平
　　　丸毛　　聡

共催：
サノフィ（株）

AS 4

 
（9:00 ～ 9:36）
一般演題
「喘息･COPD」

座長：
上田　哲也

OS 1-1 ～
OS 1-4

OS 1

 
（9:00 ～ 9:36）
一般演題
「肺癌：臨床1」

座長：
谷﨑　潤子

OS 4-1 ～
OS 4-4

OS 4

 
（9:00 ～ 9:45）

一般演題
「肺癌：免疫
チェックポイント
阻害剤1」

座長：
金　　永学

OS 11-1 ～
OS 11-5

OS 11  
（9:45 ～ 10:30）
一般演題
「肺癌：免疫
チェックポイント
阻害剤2」

座長：
内野　順治

OS 12-1 ～
OS 12-5

OS 12  
（10:30～11:06）
一般演題
「肺癌：免疫
チェックポイント
阻害剤3・irAE1」

座長：
浦田　佳子

OS 13-1 ～
OS 13-4

OS 13

 
（9:00 ～ 9:45）

一般演題
「リンパ腫1」

座長：
水守　康之

OS 20-1 ～
OS 20-5

OS 20

 
（9:00 ～ 9:54）

一般演題
「胸膜疾患」

座長：
岡田あすか

OS 27-1 ～ OS 27-6

OS 27

 （8:30～ 10:00）

ポスター貼付
 （10:00 ～ 13:35）

ポスタービューイング
 （16:00 ～ 16:50）

ポスター撤去

 
（9:54 ～ 10:30）
一般演題
「肺循環障害1」

座長：
石川　秀雄

OS 28-1 ～
OS 28-4

OS 28  
（10:30～11:06）
一般演題
「肺循環障害2」

座長：
松井　秀夫

OS 29-1 ～
OS 29-4

OS 29

 
（9:45～10:21）
一般演題
「リンパ腫2」

座長：
郷間　　厳

OS 21-1 ～
OS 21-4

OS 21  
（10:21 ～ 11:06）

一般演題
「縦隔疾患」

座長：
吉村　　将

OS 22-1 ～
OS 22-5

OS 22

 
（9:36 ～ 10:21）
一般演題
「アレルギー性
肺疾患」

座長：
石浦　嘉久

OS 2-1 ～
OS 2-5

OS 2  
（10:21 ～ 11:06）
一般演題
「呼吸不全」

座長：
平田　暢彦

OS 3-1 ～
OS 3-5

OS 3

 
（9:36 ～ 10:21）
一般演題
「肺癌：臨床2」

座長：
鈴木　秀和

OS 5-1 ～
OS 5-5

OS 5  
（10:21 ～ 11:06）
一般演題
「他の肺腫瘍1」

座長：
早田　敦志

OS 6-1 ～
OS 6-5

OS 6  
（14:40 ～ 15:16）
一般演題
「間質性
肺疾患1」

座長：
西山　　理

OS 7-1 ～
OS 7-4

OS 7

 
（13:35 ～ 14:11）
一般演題
「結核」

座長：
三木　真理

OS 14-1 ～
OS 14-4

OS 14  
（14:11 ～ 14:56）
一般演題
「非結核性抗酸
菌症1」

座長：
伊藤　功朗

OS 15-1 ～
OS 15-5

OS 15  
（14:56 ～

15:32）
一般演題
「非結核性抗
酸菌症2」

座長：
橋本　章司

OS 16-1 ～
OS 16-4

OS 16

 
（14:40 ～ 15:25）
一般演題
「検査手技・治療
手技」

座長：
少路　誠一

OS 23-1 ～
OS 23-5

OS 23

 
（14:40 ～ 15:16）
一般演題
「肺癌：分子
標的治療薬1」

座長：
金田　裕靖

OS 30-1 ～
OS 30-4

OS 30  
（15:16～15:52）
一般演題
「肺癌：分子
標的治療薬2」

座長：
西野　和美

OS 31-1 ～
OS 31-4

OS 31  
（15:52～16:28）
一般演題
「肺癌：irAE2」

座長：
藤本　大智

OS 32-1 ～
OS 32-4

OS 32  
（16:28～17:04）
一般演題
「肺癌：irAE3」

座長：
高濱　隆幸

OS 33-1 ～
OS 33-4

OS 33

 
（15:25 ～

15:52）
一般演題
「呼吸リハビリ
テーション」

座長：
東本　有司

OS 24-1 ～
OS 24-3

OS 24  
（15:52 ～ 16:37）
一般演題
「真菌性肺疾患1」

座長：
朝野　和典

OS 25-1 ～
OS 25-5

OS 25  
（16:37 ～ 17:13）
一般演題
「真菌性肺疾患2」

座長：
笠原　　敬

OS 26-1 ～
OS 26-4

OS 26

 
（15:32 ～ 16:08）
一般演題
「呼吸器感染症」

座長：
尾形　　誠

OS 17-1 ～
OS 17-4

OS 17  
（16:08～16:44）
一般演題
「稀少疾患1」

座長：
藤田　悦生

OS 18-1 ～
OS 18-4

OS 18  
（16:44 ～

17:11）
一般演題
「稀少疾患2」

座長：
澤口博千代

OS 19-1
～

OS 19-3

OS 19

 
（15:16 ～ 15:52）
一般演題
「間質性
肺疾患2」

座長：
橋本　成修

OS 8-1 ～
OS 8-4

OS 8  
（15:52 ～ 16:28）
一般演題
「間質性
肺疾患3」

座長：
佐々木　信

OS 9-1 ～
OS 9-4

OS 9  
（16:28 ～ 17:04）
一般演題
「他の肺腫瘍2」

座長：
後藤　　功

OS 10-1 ～
OS 10-4

OS 10

 （11:10～11:45）

男女共同参画
推進フォーラム
座長：松本　久子
　　　佐野　博幸
演者：立原　素子
　　　岩永　賢司

 （13:05 ～
13:30）

総会

 
（14:40 ～ 15:30）
教育講演1
「難治性喘息の
診断と治療」

座長：東田　有智
演者：西村　善博

EL 1  
（15:30 ～ 16:20）
教育講演2
「COPDの最新治療   
Triple製剤は万能か？」

座長：平井　豊博
演者：室　　繁郎

EL 2  
（16:20 ～ 17:10）
教育講演3
「肺癌の薬物療法：
最新の標準的治療」

座長：今村　文生
演者：山本　信之

EL 3

（8:00 ～）
受付

（8:55 ～ 9:00）
開会の辞

（17:10 ～ 17:25）
優秀演題の表彰・
閉会の辞
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教育講演
【第1会場（2F　さくら東・西）　14：40～ 17：10】

EL1．	 難治性喘息の診断と治療
座　長：東田　有智（近畿大学病院　病院長）
演　者：西村　善博（神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科　教授）
時　間：14：40 ～ 15：30

EL2．	 COPDの最新治療　Triple製剤は万能か？
座　長：平井　豊博（京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　教授）
演　者：室　　繁郎（奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座　教授）
時　間：15：30 ～ 16：20

EL3．	 肺癌の薬物療法：最新の標準的治療
座　長：今村　文生（大阪国際がんセンター　副院長）
演　者：山本　信之（和歌山県立医科大学　呼吸器内科・腫瘍内科　教授）
時　間：16：20 ～ 17：10

男女共同参画推進フォーラム
【第1会場（2F　さくら東・西）　11：10～ 11：45】

座　長：松本　久子（京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　准教授）
　　　　佐野　博幸（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　准教授）

１．	 共働きのリアル白書－うまくいっているはず？－
演者：立原　素子（�神戸大学大学院医学研究科　内科学講座　�

呼吸器内科学分野　講師）

２．	 新呼吸器専門医制度～最新の動向～
演　者：岩永　賢司（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科　准教授）
主　催：日本呼吸器学会近畿支部
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ランチョンセミナー
【12：00～ 13：00】

LS1．	 COPD治療におけるTriple	Therapyの対象と有効性
座　長：吉川　雅則（奈良県立医科大学　栄養管理部　病院教授）
演　者：加藤　元一（市立岸和田市民病院　呼吸器センター長）
共　催：グラクソ・スミスクライン株式会社

LS2．	 重症喘息の病態と治療
座　長：羽白　　高（天理よろづ相談所病院　呼吸器内科　部長）
演　者：浅井　一久（大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器内科学　准教授）
共　催：アストラゼネカ株式会社

LS3.	 肺癌治療における免疫チェックポイント阻害剤と化学療法併用の実際
座　長：明石　雄策（近畿大学奈良病院　腫瘍内科　講師）
演　者：田宮　朗裕（国立病院機構近畿中央呼吸器センター　呼吸器内科　医長）
共　催：MSD株式会社/大鵬薬品工業株式会社

LS4.	 COPD身体活動性向上に向けた新たな介入戦略
座　長：山内　基雄（奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座　准教授）
演　者：南方　良章（国立病院機構和歌山病院　院長）
共　催：帝人在宅医療株式会社

LS5.	 呼吸器感染症治療におけるPK/PD理論と肺への抗菌薬移行の重要性
座　長：吉田耕一郎（近畿大学病院　安全管理部　感染対策室）
演　者：古家　英寿（平心会　大阪治験病院）
共　催：杏林製薬株式会社
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アフタヌーンセミナー
【13：35～ 14：35】

AS1．	特発性肺線維症に対する抗線維化薬の早期導入の意義と問題点
座　長：田口　善夫（天理よろづ相談所病院　副院長）
演　者：新井　　徹（�国立病院機構和歌山病院近畿中央呼吸器センター　�

呼吸不全研究部長）
共　催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

AS2．	　座　長：栗林　康造（兵庫医科大学　内科学呼吸器内科　教授）

	 １．		非小細胞肺癌における一次治療　	
～ ICIと細胞障害性抗癌剤の併用療法を中心に～
演　者：服部　剛弘（兵庫県立がんセンター　呼吸器内科　部長）

	 ２．		免疫チェックポイント阻害剤＋化学療法後の治療選択肢としてのサイ
ラムザ＋ドセタキセル療法
演　者：本津　茂人（奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座　講師）

共　催：日本イーライリリー株式会社

AS3．	重症喘息診療UPDATE	～特に生物学的製剤を中心に～
座　長：玉置　伸二（国立病院機構奈良医療センター　副院長）
演　者：山口　将史（滋賀医科大学　呼吸器内科　学内講師）
共　催：ノバルティス�ファーマ株式会社

AS4．	　座　長：岩永　賢司（�近畿大学医学部　内科学教室　�
呼吸器・アレルギー内科部門　准教授）

	 １．		気管支喘息の併存症からみた治療戦略　	
～吸入療法の工夫、舌下免疫療法,	生物学的製剤、	
　気管支サーモプラスティの使い分け～
演　者：森田　恭平（日本赤十字社�大阪赤十字病院　呼吸器内科　医長）

	 ２．		気管支喘息のバイオマーカーからみた治療戦略	
～生物学的製剤を中心に～
演　者：丸毛　　聡（田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器内科　部長）

共　催：サノフィ株式会社
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第　１　会　場
2F/さくら東・西

開会の辞�　8：55 ～ 9：00	 会長　村木　正人	
	 （近畿大学奈良病院　呼吸器・アレルギー内科）

� OS�1� 9：00 ～ 9：36
一般演題　オーラルセッション� �	
喘息･COPD	 座長　上田　哲也	
	 （大阪府済生会中津病院　呼吸器内科）

OS1-1	 デユピリマブ投与後速やかに自覚症状およびピークフロー値の改善がみられた1例
滋賀県立総合病院　呼吸器内科
○塩田　哲広，橋本健太郎，野原　　淳，石床　　学，渡邉　壽規，島田　一恵

OS1-2	 再発性好酸球性副鼻腔炎を合併した重症喘息に対してデュピルマブ投与が奏功した
一例
1）南和広域医療企業団南奈良総合医療センター，2）同　吉野病院
○甲斐　吉郎1），松田　昌之1），岩井　一哲2），國松　幹和2），田村　　緑2），	
福岡　篤彦2）

OS1-3	 BenralizumabからDupilumabへの変更にて状態改善をみとめた重症気管支喘息の
一例
国立病院機構大阪刀根山医療センター　呼吸器内科
○三木　真理，山本　悠司，松木　隆典，福島　清春，押谷　洋平，香川　浩之，
辻野　和之，好村　研二，三木　啓資，木田　　博

OS1-4	 Budesonide/formoteroleによる治療中の喘息-COPD	 オーバラップ患者への
grycopyrronium追加効果の検討	
関西医科大学　第一内科学講座
○石浦　嘉久，澤井　裕介，玉置　岳史，清水　俊樹，野村　昌作

� OS�2� 9：36 ～ 10：21
一般演題　オーラルセッション� �	
アレルギー性肺疾患	 座長　石浦　嘉久	
	 （関西医科大学総合医療センター　呼吸器腫瘍アレルギー内科）

OS2-1	 急速に増大する巨大肺腫瘤影を呈した多発血管炎性肉芽種症の１例
神鋼記念病院　呼吸器センター　呼吸器内科
○田中　悠也，大塚浩二郎，橋田　恵佑，三好　琴子，井上　明香，門田　和也，
鈴木雄二郎，芳賀ななせ，伊藤　公一，笠井　由隆，桝屋　大輝
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OS2-2	 気管支喘息経過中に劇症型心筋炎発症で好酸球性多発血管炎性肉芽腫症と診断され
た1例
大阪大学医学部　呼吸器・免疫内科学
○枝廣　龍哉，安部　祐子，中坪彩恵子，生田　昌子，仲谷　健史，白山　敬之，
三宅浩太郎，小山　正平，平田　陽彦，岩堀　幸太，長友　　泉，武田　吉人，
熊ノ郷　淳

OS2-3	 好酸球性胃腸炎で再燃した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）に対してメポ
リズマブが奏功した一例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター内科
○林　　優介，丸毛　　聡，菊池悠次郎，駒沢　志織，前谷　知毅，山田　　翔，
宇山　倫弘，白石　祐介，伊元　孝光，北島　尚昌，井上　大生，片山　優子，
福井　基成

OS2-4	 診断に苦慮した鳥関連過敏性肺臓炎の一例
住友病院　呼吸器内科
○浅田　侑樹，田嶌匠之助，奥村　太郎，中田　侑吾，桂　　悟史，工藤　慶子，
古下　義彦，重松三知夫

OS2-5	 非典型的な画像所見を呈した加湿器肺の一例
愛仁会高槻病院　呼吸器内科
○山岡　貴志，藤本　昌大，中村　美保，山田　　潤，小濱みずき，福井　崇文，
梅谷　俊介，上領　　博，船田　泰弘

� OS�3� 10：21 ～ 11：06
一般演題　オーラルセッション� �	
呼吸不全	 座長　平田　暢彦	
	 （大阪大学医学部附属病院　呼吸器内科）

OS3-1	 びまん性汎細気管支炎の診断が下った一例について
パナソニック健康保険組合松下記念病院　呼吸器内科
○井ノ口乃英瑠，谷口　隆介，山田　崇央

OS3-2	 間質性肺炎を合併した肝肺症候群の一例
京都市立病院　呼吸器内科
○西川　圭美，高田　直秀，吉岡　秀敏，太田　登博，五十嵐修太，小林　祐介，
中村　敬哉，江村　正仁

OS3-3	 片肺の胸腔ドレナージにて再膨張性肺水腫を来した1例
1）兵庫医科大学　内科学講座呼吸器科，2）同　胸部腫瘍学特定講座
○東山　友樹1），三上　浩司1,2），亀井　貴雄1），多田　陽郎1），石垣　裕敏1），	
中島　康博1），祢木　芳樹1），二木麻衣子1,2），柴田　英輔1,2），南　　俊行1,2），
高橋　　良1,2），横井　　崇1,2），栗林　康造1,2），木島　貴志1）
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OS3-4	 びまん性汎細気管支炎による慢性2型呼吸不全急性増悪に高流量鼻カニュラ酸素療
法が奏功した一例
神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科
○松梨　敦史，永田　一真，嶋田　有里，島　　佑介，益田　隆広，細谷　和貴，
平林　亮介，佐藤　悠城，藤本　大智，立川　　良，中川　　淳，富井　啓介

OS3-5	 シネMRIで呼吸運動を観察した肥満低換気症候群（OHS）の1例
滋賀県立総合病院　呼吸器内科
○橋本健太郎，野原　　淳，石床　　学，渡邉　壽規，塩田　哲広

11：10 ～ 11：45
男女共同参画推進フォーラム　

	 座長　松本　久子（京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学）	
	 佐野　博幸（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

１．『共働きのリアル白書－うまくいっているはず？－』
立原　素子

（神戸大学大学院医学研究科　内科学講座　呼吸器内科学分野）

２．『新呼吸器専門医制度～最新の動向～』
岩永　賢司

（近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科）

	 主催：日本呼吸器学会近畿支部

� LS�1� 12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 1	 座長　吉川　雅則	
	 （奈良県立医科大学　栄養管理部）

『COPD治療におけるTriple	Therapyの対象と有効性』
加藤　元一

（市立岸和田市民病院　呼吸器センター）
	 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

� AS�1� 13：35 ～ 14：35
アフタヌーンセミナー 1	 座長　田口　善夫	
	 （天理よろづ相談所病院）

『特発性肺線維症に対する抗線維化薬の早期導入の意義と問題点』
新井　　徹

（国立病院機構近畿中央呼吸器センター　呼吸不全研究部）
	 共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
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� EL�1� 14：40 ～ 15：30
教育講演1	 座長　東田　有智	
	 （近畿大学病院）

『難治性喘息の診断と治療』
西村　善博

（神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科）

� EL�2� 15：30 ～ 16：20
教育講演2	 座長　平井　豊博	
	 （京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学）

『COPDの最新治療　Triple製剤は万能か？』
室　　繁郎

（奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座）

� EL�3� 16：20 ～ 17：10
教育講演3	 座長　今村　文生	
	 （大阪国際がんセンター）

『肺癌の薬物療法：最新の標準的治療』
山本　信之

（和歌山県立医科大学　呼吸器内科・腫瘍内科）

17：10 ～ 17：25	 	
優秀演題の表彰・閉会の辞　　	 会長　村木　正人	
	 （近畿大学奈良病院　呼吸器・アレルギー内科）
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第　２　会　場
2F/小ホール

� OS�4� 9：00 ～ 9：36
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：臨床1	 座長　谷﨑　潤子	
	 （市立岸和田市民病院　腫瘍内科）

OS4-1	 傍腫瘍性の視神経炎と視神経転移の鑑別を要した肺癌・食道癌の1例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター
○前谷　知毅，井上　大生，山田　　翔，菊池悠次郎，駒沢　志織，林　　優介，
宇山　倫弘，白石　祐介，伊元　孝光，北島　尚昌，片山　優子，丸毛　　聡，
福井　基成

OS4-2	 仮面尿崩症を呈した肺腺癌の一例
愛仁会　明石医療センター　呼吸器内科
○橋本　梨花，畠山由記久，村上　翔子，吉村　遼佑，岡本真理子，川口　亜記，
池田　美穂，岡村佳代子，島田天美子，吉村　　将，大西　　尚

OS4-3	 ペメトレキセドを計110コース投与し，8年以上SDを維持出来た肺腺癌の一例
滋賀医科大学　呼吸器内科
○植木　康光，長尾　大志，徳岡　駿一，大岡　　彩，平山　陽子，山崎　晶夫，
河島　　暁，松尾由美子，行村瑠里子，内田　泰樹，仲川　宏昭，黄瀬　大輔，
山口　將史，大澤　　真，小川恵美子，中野　恭幸

OS4-4	 抗TIF1-γ抗体陽性の皮膚筋炎を合併した進展型小細胞肺癌に対してアムルビシン
投与で症状の改善を得た1例
1）加古川中央市民病院　呼吸器内科，2）同　リウマチ・膠原病内科
○高原　　夕1），徳永俊太郎1），石田　貢一1），山本　　賢1），矢谷　敦彦1），	
岩田　帆波1），藤井　真央1），堀　　朱矢1），大西　貴久2），山根　隆志2），	
西馬　照明1）

� OS�5� 9：36 ～ 10：21
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：臨床2	 座長　鈴木　秀和	
	 （大阪はびきの医療センター　肺腫瘍内科）

OS5-1	 Lambert-Eaton筋無力症候群（LEMS）とSIADHを併発した小細胞肺癌の1例
1）神戸医療センター　内科，2）同　呼吸器内科，3）同　呼吸器外科
○梁川　禎孝1），大内　愛子1），原　　夏実2），土屋　貴昭2），木村　賢司3）

OS5-2	 転移により劇症肝不全を呈し，急速に死亡に至った小細胞肺癌の1剖検例
1）医仁会武田総合病院　呼吸器内科，2）同　病理診断科
○首藤　紗希1），仲　　　恵1），小西智沙都1），前川　晃一1），岡本　英一2）
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OS5-3	 化学療法中に主気管支腔側に発育する小細胞癌の出現を認めた肺扁平上皮癌の1例
1）大手前病院　呼吸器内科，2）同　呼吸器外科，3）同　病理
○堀尾　大介1），廣岡　亜矢1），中野　孝司1），飯田慎一郎1），前田　　純2），	
松本　澪華3）

OS5-4	 肺小細胞癌へ形質転換をきたしたEGFR遺伝子変異陰性の肺腺癌の一例
大阪鉄道病院　呼吸器内科
○小林　正典，西田　浩平，晋山　真実，玉垣　学也，藤井　達夫

OS5-5	 ALK陽性肺腺癌が治療中に小細胞肺癌への形質転換を認めた一例
堺市立総合医療センター　呼吸器内科　呼吸器外科　病理診断科
○黒田　　凌，西田　幸司，北島　拓真，山田　知樹，中野　仁夫，高岩　卓也，
髙島　純平，桝田　　元，草間　加与，郷間　　厳，軽部　隆介，池田　直樹，
棟方　　哲

� OS�6� 10：21 ～ 11：06
一般演題　オーラルセッション� �	
他の肺腫瘍1	 座長　早田　敦志	
	 （和歌山県立医科大学附属病院　呼吸器内科･腫瘍内科）

OS6-1	 肺小細胞癌治療中に胸水より印環細胞癌を検出した一例
大阪鉄道病院　呼吸器内科
○西田　浩平，玉垣　学也，小林　正典，晋山　真実，藤井　達夫

OS6-2	 若年者に発症した肺粘表皮癌の1例
1）国立病院機構奈良医療センター　内科，	
2）奈良県総合医療センター　呼吸器外科
○小山　友里1），西前　弘憲1），髙橋　輝一1），田中小百合1），芳野　詠子1），	
板東　千昌1），久下　　隆1），玉置　伸二1），櫛部　圭司2）

OS6-3	 結核性胸膜炎治療中に急速に進行した肺肉腫様癌の一剖検例
1）奈良県総合医療センター　呼吸器内科，2）同　血液腫瘍内科，	
3）同　緩和ケア科，4）同　病理診断科
○山崎安寿弥1），伊佐敷沙恵子1），光石　大貴1），宮高　泰匡1），伊藤　武文1），	
小林　真也2），竹澤　祐一3），石田　英和4）

OS6-4	 proGRP高値を呈し術後再発を来した非定型カルチノイドの1例
1）大阪府済生会吹田病院　呼吸器内科，2）同　呼吸器外科
○太田　和輝1），岡田あすか1），堀本　和秀1），古山　達大1），茨木　敬博1），	
美藤　文貴1），村上　伸介1），竹中　英昭1），長　　澄人1），西村　元宏2），	
松浦　吉晃2）

OS6-5	 若年に見られ，1年間で明らかな増大を呈した肺炎症性筋線維芽細胞腫瘍の1例
1）国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科，2）同　病理検査室
○塚本　宏壮1），竹野内政紀1），平田　展也1），平岡　亮太1），久米佐知枝1），	
平野　克也1），小南　亮太1），水野　翔馬1），大西　康貴1），加藤　智浩1），	
花岡　健司1），鏡　　亮吾1），勝田　倫子1），三宅　剛平1），水守　康之1），	
佐々木　信1），河村　哲治1），中原　保治1），三村　六郎2）
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� LS�2� 12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 2	 座長　羽白　　高	
	 （天理よろづ相談所病院　呼吸器内科）

『重症喘息の病態と治療』
浅井　一久

（大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器内科学）
	 共催：アストラゼネカ株式会社

� AS�2� 	13：35 ～ 14：35
アフタヌーンセミナー 2	 座長　栗林　康造	
	 （兵庫医科大学　内科学呼吸器内科）

１．『	非小細胞肺癌における一次治療　～ ICIと細胞障害性抗癌剤の
併用療法を中心に～』

服部　剛弘
（兵庫県立がんセンター　呼吸器内科）

２．『	免疫チェックポイント阻害剤＋化学療法後の治療選択肢とし
てのサイラムザ＋ドセタキセル療法』

本津　茂人
（奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座）

	 共催：日本イーライリリー株式会社

� OS�7� 14：40 ～ 15：16
一般演題　オーラルセッション� �	
間質性肺疾患1	 座長　西山　　理	
	 （近畿大学病院　呼吸器・アレルギー内科）

OS7-1	 右前胸部痛を主訴に受診し一側性の肺野浸潤影を認め，経気管支肺生検にて特発性
器質化肺炎と診断した一例
1）国立病院機構南和歌山医療センター　呼吸器科，2）同　病理診断科
○春谷　勇平1），村上　裕亮1），萩原　　慎1），北市　正則2）

OS7-2	 胸背部痛で受診し左肺下葉に単発腫瘤影を認め，急性線維素性器質化肺炎と診断後
に自然軽快を認めた1例
1）国立病院機構南和歌山医療センター　呼吸器科，2）同　病理診断科
○村上　裕亮1），春谷　勇平1），萩原　　慎1），北市　正則2）

OS7-3	 UIPパターンでMPO-ANCA陽性であった一例
大阪府結核予防会大阪病院　内科
○東口　将佳，西岡　紘治，木村　裕美，松本　智成
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OS7-4	 器質化肺炎の既往のあるANCA陽性慢性下気道感染症の増悪を契機に間質性肺病変
の急性増悪をきたした一例
1）天理よろづ相談所病院　呼吸器内科，2）同　放射線診断部
○松村　和紀1），丸口　直人1），山本　　亮1），中村　哲史1），上山　雅晋1），	
寺田　　悟1），稲尾　　崇1），加持　雄介1），安田　武洋1），橋本　成修1），	
羽白　　高1），田中　栄作1），田口　善夫1），西本　優子2），野間　惠之2）

� OS�8� 15：16 ～ 15：52
一般演題　オーラルセッション� �	
間質性肺疾患2	 座長　橋本　成修	
	 （天理よろづ相談所病院　呼吸器内科）

OS8-1	 当初，好酸球性肺炎が疑われた抗ARS抗体症候群の1例
1）若草第一病院　研修医室，2）同　呼吸器内科，3）近畿大学奈良病院　皮膚科
○上野　峻輔1），姜　　成勲2），吉岡　　希3），泉　　沙恵1），足立　規子2）

OS8-2	 抗MDA-5抗体，抗SRP抗体，抗TIF1γ抗体陽性を示したCADMの1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○東野　幸子，竹野内政紀，平岡　亮太，平田　展也，平野　克也，久米佐知枝，
小南　亮太，高橋　清香，水野　翔馬，大西　康貴，加藤　智浩，花岡　健司，
鏡　　亮吾，勝田　倫子，三宅　剛平，塚本　宏壮，水守　康之，佐々木　信，
河村　哲治，中原　保治

OS8-3	 血漿交換を含めた集学的治療を行うも，救命できなかった抗MDA5抗体陽性の間質
性肺炎の一例
京都第二赤十字病院　呼吸器内科
○木村　　拓，廣瀬　和紀，國松　勇介，谷　　望未，橋本いずみ，黒野　由莉，
竹田　隆之

OS8-4	 強皮症関連間質性肺炎の急性増悪の1例
近畿大学　医学部　呼吸器・アレルギー内科
○大森　　隆，西山　　理，吉川　和也，御勢　久也，佐伯　　翔，山崎　　亮，
綿谷奈々瀬，西川　裕作，佐野安希子，佐野　博幸，岩永　賢司，原口　龍太，
東田　有智

� OS�9� 15：52 ～ 16：28
一般演題　オーラルセッション� �	
間質性肺疾患3	 座長　佐々木　信	
	 （国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科）

OS9-1	 IgG4関連疾患を疑われステロイド加療するも呼吸不全死した1剖検例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器センター
○山田　　翔，北島　尚昌，菊池悠次郎，前谷　知毅，宇山　倫弘，林　　優介，
白石　祐介，伊元　孝光，井上　大生，片山　優子，福井　基成

－20－



OS9-2	 本学・関連施設で診療した肺病変を有する多中心性キャッスルマン病5例の臨床的
検討
1）和歌山県立医科大学　血液内科，2）紀南病院　血液内科
○田村　志宣1），小浴　秀樹2），堀　　善和2），森本　将矢2），蒸野　寿紀1,2），	
西川　彰則1），園木　孝志1）

OS9-3	 ローヤルゼリーストロングRによる薬剤性肺障害の一例
明石医療センター　呼吸器内科
○川口　亜記，岡村佳代子，村上　翔子，橋本　梨花，吉村　遼佑，岡本真理子，
池田　美穂，畠山由記久，島田天美子，吉村　　将，大西　　尚

OS9-4	 アベマシクリブによる薬剤性肺炎が疑われた一例
1）神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科，2）同　乳腺外科
○島　　佑介1），立川　　良1），嶋田　有里1），益田　隆広1），松梨　敦史1），	
細谷　和貴1），平林　亮介1），佐藤　悠城1），藤本　大智1），永田　一真1），	
中川　　淳1），武部沙也香2），富井　啓介1）

�OS�10� 16：28 ～ 17：04
一般演題　オーラルセッション� �	
他の肺腫瘍2	 座長　後藤　　功	
	 （大阪医科大学医学部附属病院　呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科）

OS10-1	 肺野末梢のmucous	gland	adenomaの一切除例
1）市立伊丹病院　呼吸器内科，2）同　呼吸器外科
○永田　憲司1），仲田　庄志2），奥村　好邦2），福田　郁恵1），堅田　　敦1），	
寒川　貴文1），原　　彩子1），原　　聡志1），木下　善詞1），細井　慶太1）

OS10-2	 胃癌術後に転移性肺腫瘍として発見され，急速に進行した1例
公立甲賀病院　内科
○村山　恒峻，入山　朋子，福永健太郎

OS10-3	 肺のみに転移を認めた前立腺癌の1例
大阪赤十字病院　呼吸器内科
○大木元達也，吉村　千恵，水谷　　萌，青柳　貴之，石川　遼一，豊蔵恵里佳，	
西　　健太，多木　誠人，中川　和彦，森田　恭平，黄　　文禧，西坂　泰夫

OS10-4	 原発性肺癌との鑑別を要した悪性黒色腫による転移性肺腫瘍の一例
1）天理よろづ相談所病院　呼吸器内科，2）同　放射線科，3）同　病理診断部
○寺田　　悟1），丸口　直人1），山本　　亮1），中村　哲史1），松村　和紀1），	
上山　維晋1），稲尾　　崇1），加持　雄介1），安田　武洋1），橋本　成修1），	
羽白　　高1），田中　英作1），田口　善夫1），野間　惠之2），本庄　　原3），	
小橋陽一郎3）
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第　３　会　場
2F/会議室C・D

�OS�11� 9：00 ～	9：45
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：免疫チェックポイント阻害剤1	 座長　金　　永学	
	 （京都大学医学部附属病院　呼吸器内科）

OS11-1	 左肺静脈から左房内へ直接進展を認め，ペムブロリズマブが著効した非小細胞肺癌
の1例
済生会吹田病院
○古山　達大，岡田あすか，太田　和輝，堀本　和秀，茨木　敬博，村上　伸介，
竹中　英昭，長　　澄人

OS11-2	 左心室壁への転移を認めた扁平上皮癌の1例
滋賀県立総合病院
○野原　　淳，橋本健太郎，石床　　学，渡辺　寿規，塩田　哲広

OS11-3	 PD-L1発現率の異なる左右の二重肺癌に対しPembrolizmabを投与した1例
国立病院機構姫路医療センター
○水野　翔馬，竹野内政紀，平田　展也，平岡　亮太，久米佐知枝，平野　克也，
小南　亮太，高橋　清香，東野　幸子，加藤　智浩，花岡　健司，鏡　　亮吾，
勝田　倫子，横井　陽子，三宅　剛平，水守　康之，塚本　宏壮，佐々木　信，
河村　哲治，中原　保治

OS11-4	 Crizotinib耐性獲得後にPembrolizumabが著効したROS1融合遺伝子陽性肺腺癌の
一例
住友病院　呼吸器内科
○田嶌匠之助，古下　義彦，中田　侑吾，駒沢　志織，工藤　慶子，桂　　悟史，
奥村　太郎，重松三知夫

OS11-5	 大細胞神経内分泌肺癌に対してPembrolizumabが奏功した一例
大阪府済生会中津病院　呼吸器内科
○野田　彰大，寺西　　敬，宮崎　慶宗，佐藤　竜一，佐渡　紀克，齊藤　隆一，
東　　正徳，長崎　忠雄，上田　哲也，長谷川吉則
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�OS�12� 9：45 ～ 10：30
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：免疫チェックポイント阻害剤2	 座長　内野　順治	
	 （京都府立医科大学　呼吸器内科）

OS12-1	 PD-L1高発現未治療進行非小細胞肺癌におけるPembrolizumabの治療効果と総腫
瘍量の関連性
1）近畿大学医学部　内科学腫瘍内科部門，2）市立岸和田市民病院　腫瘍内科，	
3）近畿大学奈良病院　腫瘍内科，4）和泉市立総合医療センター　腫瘍内科，	
5）近畿大学医学部　ゲノム生物学教室，6）同　病理学教室
○鈴木慎一郎1），原谷　浩司1），加藤　了資1），谷崎　潤子2），岡部　崇記3），	
明石　雄策3），長谷川喜一4），尾崎　智博2），西尾　和人5），伊藤　彰彦6），	
林　　秀敏1），中川　和彦1）

OS12-2	 免疫チェックポイント阻害薬奏効後に転移巣増大を来した肺癌症例の遺伝子的検討
1）近畿大学病院　腫瘍内科，2）近畿大学医学部　ゲノム生物学教室
○佐藤　千尋1），林　　秀敏1），坂井　和子2），田中　　薫1），武田　真幸1），	
西尾　和人2），中川　和彦1）

OS12-3	 肺腺癌に対するEGFR-TKI治療中に小細胞癌への形質転換を認め免疫チェックポイ
ント阻害剤が奏功した1例
国立病院機構姫路医療センター
○鏡　　亮吾，永田　恵子，竹野内正紀，平田　展也，平岡　亮太，久米佐知枝，
平野　克也，小南　亮太，水野　翔馬，大西　康貴，加藤　智浩，花岡　健司，
勝田　倫子，塚本　宏壮，水守　康之，三宅　剛平，佐々木　信，河村　哲治，
中原　保治

OS12-4	 HIV患者に発症した非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線療法後にデュルバルマ
ブを使用した一例
滋賀医科大学医学部附属病院　呼吸器内科
○大岡　　彩，山崎　晶夫，徳岡　駿一，平山　陽子，河島　　暁，松尾裕美子，
行村瑠里子，内田　泰樹，仲川　宏昭，黄瀬　大輔，山口　将史，大澤　　真，
長尾　大志，小川恵美子，中野　恭幸

OS12-5	 アテゾリズマブの投与により胸腹水が消失し，長期に寛解を維持しているPD-L1免
疫染色陰性の肺癌の一例
滋賀医科大学　呼吸器内科
○小杉　和希，山口　将史，徳岡　駿一，大岡　　彩，平山　陽子，山崎　晶夫，
河島　　暁，松尾裕美子，行村瑠里子，内田　泰樹，仲川　宏昭，黄瀬　大輔，
大澤　　真，長尾　大志，小川恵美子，中野　恭幸
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�OS�13� 10：30 ～ 11：06
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：免疫チェックポイント阻害剤3・irAE1	 座長　浦田　佳子	
	 （兵庫県立がんセンター　呼吸器内科）

OS13-1	 経過中にPD-L1発現を認めたEGFR遺伝子変異陽性肺癌の一例
1）近畿大学奈良病院　腫瘍内科，2）同　呼吸器内科
○岡部　崇記1），明石　雄策1），高濱　隆幸1），村木　正人2），澤口博千代2），	
花田宗一郎2），國田　裕貴2）

OS13-2	 下血による出血性ショックで死亡した非小細胞肺癌の一例
大坂赤十字病院　呼吸器内科
○豊蔵恵里佳，水谷　　萌，青柳　貴之，大木元達也，石川　遼一，西　　健太，
多木　誠人，中川　和彦，森田　恭平，黄　　文禧，吉村　千恵，西坂　泰夫

OS13-3	 CBDCA	+	nab-PTX	+	Pembrolizumabによる加療中，汎発性帯状疱疹を発症した肺
扁平上皮癌の1例
1）兵庫医科大学　内科学講座　呼吸器科，2）同　胸部腫瘍学　特定講座
○祢木　芳樹1），東山　友樹1），亀井　貴雄1），多田　陽郎1），石垣　裕敏1），	
中島　康博1），二木麻衣子1,2），柴田　英輔1），三上　浩司1），南　　俊行1），	
高橋　　良1），横井　　崇1,2），栗林　康造1），木島　貴志1,2）

OS13-4	 肺腺癌に対してpembrolizumab投与中に髄膜脳炎を来した１剖検例
1）大阪警察病院　呼吸器内科，2）同　病理診断科
○岡田　英泰1），金岡　賢輔1），池邉　沙織1），西松佳名子1），森泉　和則1），	
井原　祥一1），南　　誠剛1），山寺みさき2），安岡　弘直2）

� LS�3� 12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 3	 座長　明石　雄策	
	 （近畿大学奈良病院　腫瘍内科）

『肺癌治療における免疫チェックポイント阻害剤と化学療法併用の
実際』
田宮　朗裕

（国立病院機構近畿中央呼吸器センター　呼吸器内科）
	 共催：MSD株式会社/大鵬薬品工業株式会社
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�OS�14� 13：35 ～ 14：11
一般演題　オーラルセッション� �	
結核	 座長　三木　真理	
	 （独立行政法人国立病院機構刀根山病院　呼吸器内科）

OS14-1	 新しい多剤耐性肺結核治療DNAワクチンの第1相医師主導治験研究
1）国立病院機構近畿中央呼吸器センター　臨床研究センター，2）茨城東病院，	
3）東京病院，4）結核予防会大阪病院，5）ジェノミディア（株），	
6）大阪大学大学院医学系研究科，7）大阪刀根山病院，	
8）国立国際医療研究センター
○岡田　全司1），橋元　里実1），仲谷　　均1），西松　志保1），木岡由美子1），	
池本やよい1），井上　義一1），露口　一成1），林　　清二1），喜多　洋子1），	
齋藤　武文2），山根　　章3），松本　智成4），中島　俊洋5），金田　安史6），	
朝野　和典6），熊ノ郷　淳6），木田　　博7），三上　礼子8）

OS14-2	 肺炎と鑑別が困難であった結核症例の検討
関西医科大学　内科学第一講座
○福田　直樹，尾形　　誠，宮下　修行，泉野　弘樹，中濱かほり，山中　雄太，
木畑佳代子，金田　俊彦，吉岡　弘鎮，倉田　宝保，野村　昌作

OS14-3	 頸部リンパ節結核による食道皮膚瘻をきたした粟粒結核の1例
神戸市立西神戸医療センター　呼吸器内科
○乾　　佑輔，松岡　　佑，藤本　昌大，木田　陽子，纐纈　力也，桜井　稔泰，
多田　公英，池田　顕彦

OS14-4	 びまん性スリガラス影と急性呼吸不全を伴った播種性BCG感染症の一例
1）和歌山県立医科大学付属病院　第3内科，2）同　血液内科
○田中　将規1），杉本　武哉1），小澤　雄一1），山形　奈緒1），高倉　敏彰1），	
古田　勝之1），佐藤　孝一1），柴木　亮太1），寺岡　俊輔1），徳留なほみ1），	
早田　敦志1），赤松啓一郎1），洪　　泰浩1），中西　正典1），上田　弘樹1），	
田村　志宣2），山本　信之1）

�OS�15� 14：11 ～ 14：56
一般演題　オーラルセッション� �	
非結核性抗酸菌症1	 座長　伊藤　功朗	
	 （京都大学医学部附属病院　呼吸器内科）

OS15-1	 直腸癌肺転移核出術の12年後，切除部位に急速に増大し腫瘤影を呈した肺
M.avium 症の1例
国立病院機構姫路医療センター
○大西　康貴，中原　保治，河村　哲治，佐々木　信，横井　陽子，塚本　宏壮，
三宅　剛平，勝田　倫子，鏡　　亮吾，花岡　健司，加藤　智浩，東野　幸子，
水野　翔馬，高橋　清香，小南　亮太，平野　克也，久米佐知枝，平岡　亮太，
平田　展也，竹野内政紀
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OS15-2	 当院で経験した播種性非結核性抗酸菌症の2例
高槻赤十字病院　呼吸器科
○鳳山　絢乃，野溝　　岳，長谷川浩一，後藤　健一，深田　寛子，中村　保清，
北　　英夫

OS15-3	 間質性肺炎に対する免疫抑制療法中に発症した非結核性抗酸菌性腱鞘滑膜炎の１例
明石医療センター
○岡村佳代子，村上　翔子，岡本真理子，吉村　遼佑，川口　亜記，池田　美穂，
畠山由記久，島田天美子，吉村　　将，大西　　尚

OS15-4	 非結核性抗酸菌症の再発が異なる起炎菌によって起きた一症例
1）近畿大学奈良病院，2）近畿大学医学部附属病院
○澤口博千代1），國田　裕貴1），花田宗一郎1），村木　正人1），東田　有智2）

OS15-5	 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症に続発した肺M.avium症および肺
M.abscessus症の一例
国立病院機構姫路医療センター
○花岡　健司，竹野内政紀，平田　展也，平岡　亮太，久米佐知枝，平野　克也，
小南　亮太，水野　翔馬，大西　康貴，加藤　智浩，鏡　　亮吾，勝田　倫子，
三宅　剛平，塚本　宏壮，水守　康之，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治

�OS�16� 14：56 ～ 15：32
一般演題　オーラルセッション� �	
非結核性抗酸菌症2	 座長　橋本　章司	
	 （大阪はびきの医療センター　感染症内科）

OS16-1	 亜急性に発症し	特徴的な画像所見を呈した	肺Mycobacterium	massiliense 症の1例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○山本　　亮，加持　雄介，丸口　直人，中村　哲史，松村　和紀，上山　維晋，
寺田　　悟，稲尾　　崇，安田　武洋，橋本　成修，羽白　　高，田中　栄作，
田口　善夫

OS16-2	 Mycobacteroides	abscessus 	complex	におけるマクロライド耐性誘導に関する検討
1）国立病院機構近畿中央呼吸器センター　臨床研究センター　感染症研究部，	
2）同　内科，3）同　臨床検査科
○吉田志緒美1），露口　一成1），木原　実香3），嶋谷　泰明3），小林　岳彦2），	
井上　義一1），鈴木　克洋2）

OS16-3	 CTガイド下肺生検が肺癌との鑑別に有効であったMycobacterium	Kansasii症の一例
大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器内科学
○稲津さつき，佐藤佳奈子，渡辺　徹也，東田　充功，松本　吉矢，澤　　兼士，
中井　俊之，山本　典雄，川口　知哉

OS16-4	 Mycobacterium	terraeによる非結核性抗酸菌症の一例
大阪市立十三市民病院　呼吸器内科
○高木　康裕，河本　健吾，引石　惇仁，白石　　訓
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�OS�17� 15：32 ～ 16：08
一般演題　オーラルセッション� �	
呼吸器感染症	 座長　尾形　　誠	
	 （関西医科大学　呼吸器・感染症内科）

OS17-1	 NTM加療中にAchromobacter	xylosoxidans肺炎をきたした1例
神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科
○岩本　夏彦，梅澤佳乃子，桐生　辰徳，桂田　雅大，桂田　直子，永野　達也，
山本　正嗣，立原　素子，小林　和幸，西村　善博

OS17-2	 肺MAC症に合併した肺ノカルジア症の一例
1）彦根市立病院　呼吸器内科，2）同　呼吸器外科
○井上　拓也1），月野　光博1），岡本　菜摘1），奥野　雄大1），渡邊　勇夫1），	
林　　栄一2）

OS17-3	 多発すりガラス陰影を呈した肺トキソカラ症の一例
天理よろづ相談所病院　呼吸器内科
○丸口　直人，山本　　亮，中村　哲史，松村　和紀，寺田　　悟，上山　維晋，
稲尾　　崇，加持　雄介，安田　武洋，橋本　成修，羽白　　高，田中　栄作，
田口　善夫

OS17-4	 呼吸器系基礎疾患をもつインフルエンザ患者におけるペラミビル投与時の呼吸器症
状の改善に関する検討
1）岸和田市民病院　呼吸器センター，2）塩野義製薬，3）医大前南４条内科，	
4）ばんどう内科診療所
○加藤　元一1），税所　　優2），田中　裕士3），坂東　琢磨4）

�OS�18� 16：08 ～ 16：44
一般演題　オーラルセッション� �	
稀少疾患1	 座長　藤田　悦生	
	 （橋本市民病院　呼吸器内科）

OS18-1	 慢性肉芽腫症（CGD）保因者に発症した右中葉気管支内肉芽腫の1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○水守　康之，竹野内政紀，平田　展也，平岡　亮太，久米佐知枝，平野　克也，
小南　亮太，高橋　清香，水野　翔馬，大西　康貴，加藤　智浩，花岡　健司，
鏡　　亮吾，勝田　倫子，三宅　剛平，塚本　宏壮，佐々木　信，河村　哲治，
中原　保治

OS18-2	 自己免疫性肺胞蛋白症（APAP）の一例
石切生喜病院　呼吸器センター　呼吸器内科
○平位　佳歩，櫻井　祐輔，中濱　賢治，谷　恵利子，吉本　直樹，江口　陽介，
南　　謙一

OS18-3	 短期間に多彩な出血症状を呈した後天的凝固因子欠乏症の診断に難渋した一例
大阪警察病院　呼吸器内科
○塚口　晃洋，森泉　和則，金岡　賢輔，池邉　沙織，岡田　英泰，西松佳名子，
井原　祥一，南　　誠剛
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OS18-4	 同時期に血胸で発症し緊急手術を要したOsler病の親子例
1）愛仁会明石医療センター　呼吸器内科，2）同　呼吸器外科
○岡本真理子1），畠山由記久1），村上　翔子1），橋本　梨花1），吉村　遼佑1），	
川口　亜記1），池田　美穂1），岡村佳代子1），島田天美子1），吉村　　将1），	
大西　　尚1），光井　　卓2），田内　俊輔2）

�OS�19� 16：44 ～ 17：11
一般演題　オーラルセッション� �	
稀少疾患2	 座長　澤口博千代	
	 （近畿大学奈良病院　呼吸器・アレルギー内科）

OS19-1	 喀血を呈した肺Langerhans細胞組織球症の1例
和泉市立総合医療センター　呼吸器内科
○上田　隆博，上西　　力，古瀬　秀明，中辻　優子，柳生　恭子，松下　晴彦

OS19-2	 診断に苦慮したリンパ管腫症の1症例
近畿大学病院　呼吸器・アレルギー内科
○西川　裕作，西山　　理，吉川　和也，白波瀬　賢，御勢　久也，佐伯　　翔，
山崎　　亮，綿谷奈々瀬，大森　　隆，佐野安希子，山縣　俊之，佐野　博幸，
岩永　賢司，原口　龍太，東田　有智

OS19-3	 血球貪食症候群を伴ったメソトレキセート関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）の1例
1）国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科，2）同　血液内科，3）同　病理
○勝田　倫子1），日下　輝俊2），竹野内政紀1），平岡　亮太1），平田　展也1），	
平野　克也1），小南　亮太1），水野　翔馬1），大西　康貴1），加藤　智宏1），	
花岡　健司1），鏡　　亮吾1），三宅　剛平1），水守　康之1），塚本　宏壮1），	
佐々木　信1），河村　哲治1），三村　六郎3），中原　保治1）

－28－



第　４　会　場
2F/会議室A・B

�OS�20� 9：00 ～	9：45
一般演題　オーラルセッション� �	
リンパ腫1	 座長　水守　康之	
	 （国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科）

OS20-1	 著明なアミロイド沈着を伴う肺MALTリンパ腫の１例
済生会吹田病院　呼吸器内科
○堀本　和秀，長　　澄人，岡田あすか，村上　伸介，太田　和輝，古山　達大，
茨木　敬博，竹中　英昭

OS20-2	 両側胸水を呈し，診断に苦慮した悪性リンパ腫の１例
1）公立那賀病院　呼吸器内科，2）同　病理診断科
○金井　一修1），高瀬　衣里1），小暮美和子1），土橋友紀子1），中西　宏公1），	
池田　剛司1），小島　史好2）

OS20-3	 原因不明の両側性すりガラス影に対して胸腔鏡下肺生検で診断した血管内悪性リン
パ腫の一例
1）神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科，2）同　呼吸器外科，	
3）同　血液内科，4）同　病理診断科
○嶋田　有里1），中川　　淳1），島　　佑介1），大崎　　恵1），松梨　敦史1），	
益田　隆広1），細谷　和貴1），平林　亮介1），佐藤　悠城1），藤本　大智1），	
永田　一真1），立川　　良1），富井　啓介1），甲　　貴文2），高橋　　豊2），	
平本　展大3），山下　大祐4），原　　重雄4）

OS20-4	 血管内大細胞型B細胞リンパ腫の早期診断に経気管支肺生検が有用であった一例
関西電力病院　呼吸器内科
○古川雄一郎，岩崎　剛平，田村佳菜子，篠木　聖徳，稲田　祐也，伊東　友好

OS20-5	 極めて淡いびまん性肺野濃度上昇を示し，TBLBで診断確定した血管内リンパ腫の	
1例
国立病院機構姫路医療センター
○永田　恵子，中原　保治，河村　哲治，佐々木　信，水守　康之，塚本　宏壮，
三宅　剛平，勝田　倫子，鏡　　亮吾，花岡　健司，加藤　智浩，大西　康貴，
水野　翔馬，小南　亮太，平野　克也，久米佐知枝，平岡　亮太，平田　展也，
竹野内政紀，三村　六郎
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�OS�21� 9：45 ～ 10：21
一般演題　オーラルセッション� �	
リンパ腫2	 座長　郷間　　厳	
	 （堺市立総合医療センター　呼吸器内科）

OS21-1	 経気管支生検で診断に至った肺原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の2例
1）和歌山県立医科大学附属病院　呼吸器内科・腫瘍内科，2）同　血液内科
○古田　勝之1），早田　敦志1），小澤　雄一1），垣　　貴大1），奥田　有香1），	
高倉　敏彰1），田中　将規1），佐藤　孝一1），杉本　武哉1），柴木　亮太1），	
寺岡　俊輔1），徳留なほみ1），赤松啓一郎1），洪　　泰浩1），中西　正典1），	
上田　弘樹1），田村　志宣2），山本　信之1）

OS21-2	 中枢気道狭窄で発症した医原性免疫不全症関連リンパ増殖性疾患の一例
神鋼記念病院　呼吸器センター
○橋田　恵佑，三好　琴子，田中　悠也，井上　明香，門田　和也，大塚浩二郎，
芳賀ななせ，伊藤　公一，笠井　由隆，桝屋　大輝，鈴木雄二郎

OS21-3	 メソトレキセート長期使用中に発症した胸壁びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の
1例
大阪市立総合医療センター　呼吸器内科
○池田　哲也，三木　雄三，西村美沙子，杉山由香里，住谷　充弘，少路　誠一

OS21-4	 前縦隔に巨大な腫瘤影を認めた若年女性の縦隔大細胞型B細胞性リンパ腫の一例
奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座
○竹田　　奨，太田　浩世，上田　将秀，安積　秀一，大谷　　惇，長谷川　惇，	
田中　晴之，天野　逸人，山本　佳史，本津　茂人，山内　基雄，室　　繁郎

�OS�22� 10：21 ～ 11：06
一般演題　オーラルセッション� �	
縦隔疾患	 座長　吉村　　将	
	 （明石医療センター　呼吸器内科）

OS22-1	 気胸発症時に発見された縦隔血腫の一例
1）国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科，2）同　放射線科
○小南　亮太1），竹野内政紀1），平岡　亮太1），平田　展也1），久米佐知枝1），	
平野　克也1），大西　康貴1），水野　翔馬1），加藤　智浩1），鏡　　亮吾1），	
花岡　健司1），勝田　倫子1），三宅　剛平1），水守　康之1），塚本　宏壮1），	
佐々木　信1），河村　哲治1），中原　保治1），東野　貴徳2）

OS22-2	 歯科用炭酸ガスレーザーを用いて歯槽切開排膿を行った際に皮下縦隔気腫を来した
１例
1）大阪はびきの医療センター　呼吸器内科，2）同　集中治療科
○米田　　翠1），田村香菜子1），新井　　剛1），金　　成浩2），馬越　泰生1），	
清水　一範1），柏　　庸三2），森下　　裕1），松岡　洋人1）
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OS22-3	 縦隔炎を合併した侵襲性肺炎球菌感染症の一例
済生会滋賀県病院　呼吸器内科
○福井　基隆，長谷川　功，橋倉　博樹

OS22-4	 前縦隔巨大腫瘤を呈したAskin腫瘍の一例
1）国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科，2）同　病理診断科
○竹野内政紀1），平田　展也1），平岡　亮太1），平野　克也1），小南　亮太1），	
水野　翔馬1），大西　康貴1），東野　幸子1），加藤　智浩1），花岡　健司1），	
鏡　　亮吾1），勝田　倫子1），三宅　剛平1），塚本　宏壮1），水守　康之1），	
横井　陽子1），佐々木　信1），河村　哲治1），中原　保治1），三村　六郎2）

OS22-5	 高度な気管支狭窄を合併した大細胞神経内分泌腫瘍の1例
1）近畿大学奈良病院　呼吸器・アレルギー内科，2）同　腫瘍内科，	
3）同　呼吸器外科，4）同　病理診断科，	
5）近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科
○花田宗一郎1），國田　裕貴1），澤口博千代1），村木　正人1），岡部　崇記2），	
明石　雄策2），磯野　友美3），楠本　英則3），塩野　裕之3），若狭　朋子4），	
太田　善夫4），東田　有智5）

� LS�4� 12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 4	 座長　山内　基雄	
	 （奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座）

『COPD身体活動性向上に向けた新たな介入戦略』
南方　良章

（国立病院機構和歌山病院）
	 共催：帝人在宅医療株式会社

� AS�3� 13：35 ～ 14：35
アフタヌーンセミナー 3	 座長　玉置　伸二	
	 （国立病院機構奈良医療センター）

『重症喘息診療UPDATE	～特に生物学的製剤を中心に～』
山口　将史

（滋賀医科大学　呼吸器内科）
	 共催：ノバルティス	ファーマ株式会社
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�OS�23� 14：40 ～ 15：25
一般演題　オーラルセッション� �	
検査手技・治療手技	 座長　少路　誠一	
	 （大阪市立総合医療センター　呼吸器内科）

OS23-1	 当科におけるBacteria	検査でのBAL	の実施状況
1）橋本市民病院　呼吸器内科，2）同　臨床研修センター，	
3）和歌山県立医大卒後臨床研修センター，4）橋本市民病院　総合内科，	
5）同　循環器内科，6）同　救急科，7）同　外科
○藤田　悦生1），廣實　太郎2），西上　英樹2），千田　修平2），高尾　美穂2），	
上野　　健3），岡部　友香3），青木　達也4），平山　陽士4），橋本　忠幸4），	
小林　克暢5），寒川　浩道5），桝野　富蔵5），匹本　樹寿5），星屋　博信5），	
河原　正明1），國立　晃成6），坂田　好史7），嶋田　浩介7），山本　勝廣5）

OS23-2	 多発空洞性結節破綻に伴う反復性の両側膿気胸に対し，EWSが有効であった一例
1）淀川キリスト教病院　呼吸器内科，2）同　リウマチ膠原病内科，	
3）同　呼吸器外科，4）同　病理診断科
○吉田　也恵1），覺野　重毅1），澤　　信彦1），西島　正剛1），大谷賢一郎1），	
紙森　隆雄1），藤原　　寛1），金万　淳一2），加地　政秀3），大谷　恭子4）

OS23-3	 クライオバイオプシーで鳥関連慢性過敏性肺臓炎と診断した一例
1）天理よろづ相談所病院　呼吸器内科，2）同　放射線診断部，3）同　病理診断部
○上山　維晋1），丸口　直人1），山本　　亮1），中村　哲史1），松村　和紀1），	
寺田　　悟1），稲尾　　崇1），加持　雄介1），安田　武洋1），橋本　成修1），	
羽白　　高1），田中　栄作1），田口　善夫1），野間　惠之2），本庄　　原3），	
小橋陽一郎3）

OS23-4	 胸膜腔を利用してCTガイド下生検を施行した腺様嚢胞癌肺転移の一例
滋賀県立総合病院　呼吸器内科
○石床　　学，橋本健太郎，野原　　淳，渡邉　壽規，塩田　哲広

OS23-5	 気管支結石症による喀血に対して気管支動脈塞栓術が奏功した１例
1）国立病院機構近畿中央呼吸器センター　内科，	
2）同　臨床研究センター
○片山加奈子1），蓑毛祥次郎1），龍華　美咲1），中尾　桂子1），橘　　和延1），	
松井　秀夫1），井上　義一2）
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�OS�24� 15：25 ～ 15：52
一般演題　オーラルセッション� �	
呼吸リハビリテーション	 座長　東本　有司	
	 （近畿大学病院　リハビリテーション部）

OS24-1	 3週間呼吸リハビリテーションで骨格筋組織酸素化の改善を認めた間質性肺炎患者
の1症例
1）		JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部，	
2）森ノ宮医療大学大学院　保健医療学研究科，	
3）		JCHO星ヶ丘医療センター　呼吸器内科
○嶋崎　勇介1），堀　　竜次1,2），門川　泰輔1），松下有加里1），竹田　倫世3），	
中村　孝人3）

OS24-2	 CPAPを併用した運動療法を施行した動的気道虚脱を疑うCOPDの一症例
1）		JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション部，	
2）森ノ宮医療大学　保健医療学部，3）星ヶ丘医療センター　呼吸器内科
○松下有加里1,2），嶋崎　勇介1,2），竹田　倫世3），中村　孝人3）

OS24-3	 COPD患者における横隔膜動態と換気効率の関連
1）近畿大学病院　リハビリテーション部，	
2）近畿大学医学部　リハビリテーション医学，3）同　呼吸器・アレルギー内科学
○白石　　匡1），東本　有司2），杉谷　竜司1），水澤　裕貴1），藤田　修平1），	
西山　　理3），山崎　　亮3），木村　　保1），福田　寛二2），東田　有智3）

�OS�25� 15：52 ～ 16：37
一般演題　オーラルセッション� �	
真菌性肺疾患1	 座長　朝野　和典	
	 （大阪大学医学部附属病院　感染制御部）

OS25-1	 ニューモシスチス肺炎を契機に多様な感染症を呈しHIV感染症と診断された１例
1）近畿大学奈良病院　呼吸器・アレルギー内科，2）同　病理診断科，	
3）近畿大学病院　呼吸器・アレルギー内科
○國田　裕貴1），花田宗一郎1），澤口博千代1），村木　正人1），若狭　朋子2），	
太田　善夫2），東田　有智3）

OS25-2	 化学療法施行後1年で細胞性免疫低下によるニューモシスチス肺炎を発症した播種
性非結核性抗酸菌症の一例
明石医療センター　呼吸器内科
○畠山由記久，藤本　昌大，村上　祥子，橋本　梨花，吉村　遼佑，岡本真理子，
川口　亜記，池田　美穂，岡村佳代子，島田天美子，吉村　　将，大西　　尚

OS25-3	 免疫不全をきたす基礎疾患のない慢性進行性肺アスペルギルス症の一例
愛仁会高槻病院　呼吸器内科
○高宮　　麗，中村　美保，山岡　貴志，藤本　昌大，福井　崇文，山田　　潤，
小濱みずき，梅谷　俊介，上領　　博，船田　泰弘
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OS25-4	 経皮的気管支動脈塞栓術でfungus	ballの消退を認めた慢性進行性肺アスペルギル
ス症の一例
国立病院機構近畿中央呼吸器センター
○蓑毛祥次郎，片山加奈子，龍華　美咲，露口　一成，松井　秀夫，鈴木　克洋

OS25-5	 腎細胞癌の再発に対してアキシチニブ内服中に，気胸と急速に空洞化病変を呈した
肺真菌症を再発した一例
国立病院機構大阪刀根山医療センター　呼吸器内科
○松木　隆典，山本　悠司，福島　清春，香川　浩之，押谷　洋平，辻野　和之，
橋本　尚子，好村　研二，三木　真理，三木　啓資，木田　　博

�OS�26� 16：37 ～ 17：13
一般演題　オーラルセッション� �	
真菌性肺疾患2	 座長　笠原　　敬	
	 （奈良県立医科大学附属病院　感染制御内科）

OS26-1	 抗菌薬不応の浸潤影を肺クリプトコッカス症と診断し得た症例
田附興風会医学研究所北野病院
○駒沢　志織，伊元　孝光，菊池悠次郎，前谷　知毅，山田　　翔，宇山　倫弘，
林　　優介，白石　祐介，北島　尚昌，井上　大生，片山　優子，丸毛　　聡，
福井　基成

OS26-2	 Sweet病による肺病変と鑑別を要した肺クリプトコックス症の1例
加古川中央市民病院　呼吸器内科
○藤井　真央，矢谷　敦彦，岩田　帆波，徳永俊太郎，堀　　朱矢，西馬　照明

OS26-3	 二次性器質化肺炎に対する全身ステロイド漸減中に発症した肺クリプトコッカス症
の1例
公立学校共済組合近畿中央病院　呼吸器内科
○酒井　俊輔，長　　彰翁，葉山　善友，山口　統彦，合屋　　将

OS26-4	 関節リウマチに対してMTX投与中に発症した重症肺クリプトコッカス症の一例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○三宅　剛平，平岡　亮太，平田　展也，平野　克也，久米佐知枝，高橋　清香，
小南　亮太，大西　康貴，加藤　智浩，花岡　健司，鏡　　亮吾，勝田　倫子，	
横井　陽子，水守　康之，塚本　宏壮，佐々木　信，河村　哲治，中原　保治
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第　５　会　場
3F/銀杏

�OS�27� 9：00 ～	9：54
一般演題　オーラルセッション� �	
胸膜疾患	 座長　岡田あすか	
	 （大阪市立総合医療センター　腫瘍内科）

OS27-1	 特発性間質性肺炎に伴う難治性気胸に対し，第XIII因子の補充が奏功した2例
1）京都大学医学部附属病院　呼吸器内科，	
2）京都大学大学院医学研究科　呼吸不全先進医療講座，	
3）京都大学医学部附属病院　呼吸器外科
○軸屋　紀宏1），谷村　和哉1），上桝　　潔1），半田　知宏1,2），渡邉　　創1），	
谷澤　公伸1），松本　久子1），平井　豊博1），大角　明宏3），山田　義人3），	
磯和　賢秀3），伊達　洋至3）

OS27-2	 局所麻酔下胸腔鏡で横隔膜交通部位が同定できた，原発性胆汁性肝硬変による肝性
胸水の一例
明石医療センター　呼吸器内科
○池田　美穂，畠山由記久，村上　翔子，橋本　梨花，岡本真理子，吉村　遼佑，
川口　亜記，岡村佳代子，島田天美子，吉村　　将，大西　　尚

OS27-3	 ムチン産生肺腺癌に対する化学療法後に，アスペルギルス膿胸を併発した1例
加古川中央市民病院　呼吸器内科
○矢谷　敦彦，石田　貢一，山本　　賢，岩田　帆波，藤井　真央，徳永俊太郎，
堀　　朱矢，西馬　照明

OS27-4	 術前経皮的動脈塞栓術（TAE）を施行し肺切除術を行った進行性出血性慢性膿胸の
一例
１）NHO近畿中央呼吸器センター　内科，２）同　外科
○龍華　美咲1），片山加奈子1），蓑毛祥次郎1），松井　秀夫1），井上　　康1），	
櫻井　禎子2），尹　　亨彦2）

OS27-5	 急性呼吸不全，急性腎不全を合併し集学的治療により救命し得た有瘻性膿胸の一例
1）京都大学医学部附属病院　呼吸器内科，2）同　呼吸器外科，3）同　腎臓内科，
4）同　消化器内科
○榎本　昌光1），白田　全弘1），谷澤　公伸1），伊藤　功朗1），磯和　賢秀2），	
大角　明宏2），栃尾　　明3），坂井　　薫3），宮本　心一4），松本　久子1），	
伊達　洋至2），平井　豊博1）

OS27-6	 長期間にわたる石綿関連病変（胸膜プラーク，良性石綿胸水，びまん性胸膜肥厚，
肺癌）を観察し得た1剖検例
済生会中和病院
○木村喜美太，徳山　　猛，青野　英幸，新井　正伸，櫻井　正樹，森岡　　崇，
片岡　良介，白石　直敬，平田　一記，酒井　勇紀，岡村　英生，北田　裕陸，
堤　　雅弘
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�OS�28� 9：54 ～ 10：30
一般演題　オーラルセッション� �	
肺循環障害1	 座長　石川　秀雄	
	 （えいしん会岸和田リハビリテーション病院　喀血･肺循環センター）

OS28-1	 繰り返す肺炎・胸膜炎で病歴から肺梗塞と診断しえた一例
市立伊丹病院　呼吸器内科
○福田　郁恵，永田　憲司，堅田　　敦，寒川　貴文，原　　彩子，原　　聡志，
木下　善詞，細井　慶太

OS28-2	 特発性器質化肺炎と鑑別を要し，胸部単純CT所見が有用であった多発肺梗塞の1例
1）国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科，2）同　放射線科
○平田　展也1），永田　恵子1），竹野内政紀1），平岡　亮太1），久米佐知枝1），	
平野　克也1），小南　亮太1），水野　翔馬1），大西　康貴1），加藤　智浩1），	
花岡　健司1），鏡　　亮吾1），勝田　倫子1），三宅　剛平1），水守　康之1），	
塚本　宏壮1），佐々木　信1），河村　哲治1），中原　保治1），東野　貴徳2）

OS28-3	 間質性肺炎に合併し肺静脈閉塞性疾患（PVOD）の関与が疑われた肺高血圧症の	
１例
国立病院機構姫路医療センター
○平野　克也，永田　恵子，竹野内政紀，平岡　亮太，平田　展也，久米佐知枝，
小南　亮太，高橋　清香，水野　翔馬，大西　康貴，加藤　智浩，花岡　健司，
鏡　　亮吾，勝田　倫子，三宅　剛平，塚本　宏壮，水守　康之，佐々木　信，
河村　哲治，中原　保治

OS28-4	 肺換気・血流シンチグラムにより診断した慢性血栓閉塞性肺高血圧症（CTEPH）の
1例
1）星ヶ丘医療センター　感染制御内科，2）同　呼吸器内科，3）同　循環器内科
○山口　尚希1），前倉　俊也2），濱田恵理子2），中山　絵美2），竹田　倫世2），	
辻本　和徳1），菅原　政貴3），中村　孝人2）

�OS�29� 10：30 ～ 11：06
一般演題　オーラルセッション� �	
肺循環障害2	 座長　松井　秀夫	
	 （国立病院機構近畿中央呼吸器センター　呼吸器内科･感染症内科）

OS29-1	 ゼラチンスポンジでの気管支動脈塞栓術後も喀血を生じ金属コイル塞栓術が有効で
あった特発性喀血症の1症例
岸和田リハビリテーション病院　喀血・肺循環センター
○大町　直樹，山口　　悠，西原　　昂，石川　秀雄

OS29-2	 金属コイルによる塞栓術が奏功した肺靭帯動脈肺動脈瘻の１例
えいしん会岸和田リハビリテーション病院　喀血・肺循環センター
○西原　　昂，山口　　悠，大町　直樹，石川　秀雄
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OS29-3	 脳膿瘍を契機に診断された肺動静脈瘻の1例
1）東住吉森本病院　臨床研修センター，2）呼吸器内科，3）脳神経外科，	
4）循環器内科，5）呼吸器外科，6）東住吉森本リハビリテーション病院，
7）大阪市立大学大学院医学研究科　呼吸器内科学
○浦川　　愛1），武田　倫子2），礒野　直史3），山本　崇之4），細見　興太4），	
夛田　洋平4），西矢　大輔4），宮崎知奈美4），森田　隆平5），松井　秀紀2），	
大宮　英泰6），前田　惠子4），高木　康浩4），坂上　祐司4），寺柿　政和4），	
浅井　一久7）

OS29-4	 肺動静脈奇形と鑑別を要し，肺動脈造影で診断した右肺静脈瘤の1例
えいしん会岸和田リハビリテーション病院　喀血・肺循環センター
○山口　　悠，西原　　昂，大町　直樹，石川　秀雄

� LS�5� 12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 5	 座長　吉田耕一郎	
	 （近畿大学病院　安全管理部　感染対策室）

『呼吸器感染症治療におけるPK/PD理論と肺への抗菌薬移行の重要性』
古家　英寿

（平心会　大阪治験病院）
	 共催：杏林製薬株式会社

� AS�4� 13：35 ～ 14：35
アフタヌーンセミナー 4	 座長　岩永　賢司	
	 （近畿大学医学部　内科学教室　呼吸器・アレルギー内科部門）

１．『	気管支喘息の併存症からみた治療戦略　～吸入療法の工夫，舌
下免疫療法，生物学的製剤，気管支サーモプラスティの使い分
け～』

森田　恭平
（日本赤十字社	大阪赤十字病院　呼吸器内科）

２．『	気管支喘息のバイオマーカーからみた治療戦略　～生物学的製
剤を中心に～』

丸毛　　聡
（田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器内科）

	 共催：サノフィ株式会社
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�OS�30� 14：40 ～ 15：16
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：分子標的治療薬1	 座長　金田　裕靖	
	 （大阪市立大学大学院医学研究科　臨床腫瘍学）

OS30-1	 Afatinibを投与中に癌性髄膜炎を合併し，複数回の髄液のEGFR遺伝子変異検索で
T790M変異を認めた肺腺癌の1例
田附興風会医学研究所北野病院　呼吸器内科
○宇山　倫弘，井上　大生，菊池悠次郎，前谷　知毅，山田　　翔，林　　優介，
白石　祐介，伊元　孝光，北島　尚昌，片山　優子，丸毛　　聡，福井　基成

OS30-2	 Osimertinibにより奏効が得られた抗ARS抗体症候群合併肺腺癌の１例
国立病院機構大阪刀根山医療センター
○原　　伶奈，岩井　亜美，久下　朋輝，石島見佳子，上浪　　健，金津　正樹，
赤澤　結貴，矢野　幸洋，山口　俊彦，森　　雅秀

OS30-3	 一次治療のオシメルチニブ投与によって不全型中毒性表皮壊死症を来した症例
京都第二赤十字病院　呼吸器内科
○水野　広輝，橋本いずみ，國松　勇介，谷　　望未，黒野　由莉，廣瀬　和紀，
竹田　隆之

OS30-4	 Crizotinibが小腸転移巣の腫瘍制御に奏効した1例
田附興風会医学研究所北野病院
○菊池悠次郎，北島　尚昌，駒沢　志織，山田　　翔，前谷　知毅，林　　優介，
宇山　倫弘，白石　祐介，伊元　孝光，井上　大生，片山　優子，丸毛　　聡，
西村　貴文，福井　基成

�OS�31� 15：16 ～ 15：52
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：分子標的治療薬2	 座長　西野　和美	
	 （大阪国際がんセンター　呼吸器内科）

OS31-1	 Crizotinibによる薬剤性食道炎をきたしたROS1融合遺伝子陽性肺腺癌の1例
高槻赤十字病院　呼吸器センター
○野溝　　岳，鳳山　絢乃，長谷川浩一，後藤　健一，深田　寛子，中村　保清，
康あんよん，菅　　理晴，北　　英夫

OS31-2	 重篤な中枢神経障害に対しロルラチニブが奏効したALK遺伝子陽性肺癌の2症例
1）星ケ丘医療センター　呼吸器内科，2）同　感染制御内科
○川部　直子1），竹田　倫世1），中山　絵美1），濱田恵理子1），山口　尚希2），	
辻本　和徳2），前倉　俊也1），中村　孝人1）
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OS31-3	 甲状腺低分化癌の経過中に発症したBRAF	V600E陽性肺腺癌の一例
1）天理よろづ相談所病院　呼吸器内科，2）同　耳鼻咽喉科，	
3）同　医学研究所病理診断部
○稲尾　　崇1），丸口　直人1），山本　　亮1），中村　哲史1），松村　和紀1），	
上山　維晋1），寺田　　悟1），加持　雄介1），安田　武洋1），橋本　成修1），	
羽白　　高1），田中　栄作1），田口　善夫1），堀　　龍介2），本庄　　原3）

OS31-4	 当院で経験したBRAF	V600E陽性肺癌の１例
1）兵庫医科大学　内科学講座　呼吸器科，2）同　胸部腫瘍学特定講座
○多田　陽郎1），柴田　英輔1,2），亀井　貴雄1），東山　友樹1），石垣　裕敏1），	
祢木　芳樹1），中島　康博1），二木麻衣子1,2），三上　浩司1,2），南　　俊行1,2），	
高橋　　良1），横井　　崇1,2），栗林　康造1,2），木島　貴志1,2）

�OS�32� 15：52 ～ 16：28
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：irAE2	 座長　藤本　大智	
	 （神戸市立医療センター中央市民病院　呼吸器内科）

OS32-1	 肺癌に対してPembrolizumab投与後に免疫関連副作用としての髄膜炎を来した2例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○久米佐知枝，永田　惠子，竹野内政紀，平田　展也，平岡　亮太，平野　克也，
小南　亮太，水野　翔馬，大西　康貴，加藤　智浩，花岡　健司，鏡　　亮吾，
勝田　倫子，三宅　剛平，塚本　宏壮，水守　康之，佐々木　信，河村　哲治，
中原　保治

OS32-2	 肺扁平上皮癌に対しCarboplatin＋nab-PTX＋Pembrolizumab治療を行いirAEに
よる腎機能障害が疑われた一例
京都府立医科大学附属病院　医学部　呼吸器内科
○菅　　佳史，片山　勇輝，嶋本　貴之，岩破　将博，金子　美子，山田　忠明，
内野　順治，高山　浩一

OS32-3	 ぺムブロリズマブ併用化学療法投与後に急性尿細管間質性腎炎をきたした１例
1）大阪赤十字病院　呼吸器内科，2）同　腎臓内科
○水谷　　萌1），西　　健太1），井上　唯衣2），青柳　貴之1），大木元達也1），	
石川　遼一1），豊蔵恵里佳1），多木　誠人1），中川　和彦1），森田　恭平1），	
黄　　文禧1），吉村　千恵1），西坂　泰夫1）

OS32-4	 非小細胞肺癌に対する複合免疫療法中にVogt-小柳-原田病を発症した一例
1）京都第二赤十字病院　呼吸器内科　初期臨床研修医，2）同　呼吸器内科，	
3）同　呼吸器外科
○東山　広樹1），黒野　由莉2），國松　勇介2），谷　　望未2），橋本いずみ2），	
廣瀬　和紀2），竹田　隆之2），内堀　篤樹3），加藤大志朗3）
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�OS�33� 16：28 ～ 17：04
一般演題　オーラルセッション� �	
肺癌：irAE3	 座長　高濱　隆幸	
	 （近畿大学奈良病院　腫瘍内科）

OS33-1	 Pembrolizumab投与後に発症，ステロイドに一旦反応したが急激な経過で再燃，死
亡に至った間質性肺炎の1例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○平岡　亮太，竹野内政紀，平田　展也，平野　克也，久米佐知枝，小南　亮太，
高橋　清香，水野　翔馬，大西　康貴，加藤　智浩，東野　幸子，花岡　健司，
勝田　倫子，鏡　　亮吾，三宅　剛平，水守　康之，塚本　宏壮，佐々木　信，
河村　哲治，中原　保治

OS33-2	 進行肺腺癌にてペンブロリズマブ投与中に気管支喘息を発症し，免疫関連有害事象
が疑われた一例
西神戸医療センター　呼吸器内科
○益田　隆広，池田　顕彦，多田　公英，桜井　稔泰，纐纈　力也，木田　陽子，
乾　　佑介

OS33-3	 ニボルマブ投与後に免疫性血小板減少性紫斑病を発症した一例
国立病院機構姫路医療センター　呼吸器内科
○高橋　清香，竹野内政紀，平田　展也，平岡　亮太，久米佐知枝，平野　克也，
小南　亮太，水野　翔馬，大西　康貴，東野　幸子，加藤　智浩，花岡　健司，
鏡　　亮吾，勝田　倫子，三宅　剛平，水守　康之，塚本　宏壮，佐々木　信，
河村　哲治，中原　保治

OS33-4	 デュルバルマブ投与により甲状腺機能異常と放射線肺臓炎を同時発症した肺腺癌の
2例
1）市立奈良病院　呼吸器内科，2）田北病院　内科，	
3）奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座，4）市立奈良病院　放射線科
○児山　紀子1），森川　　昇1），中村　真弥2），田崎　正人3），橋本　泰年4）
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ポスター会場
1F/ギャラリー

医学生・研修医アワード	 総合アドバイザー　中野　恭幸	
	 （滋賀医科大学　内科学講座　呼吸器内科）

� P�1� 13：35 ～ 14：30
一般演題　ポスターセッション� �	
医学生・研修医アワード1	 座長　中西　正典	
	 （和歌山県立医科大学附属病院　呼吸器内科･腫瘍内科）

	 座長　竹中　英昭	
	 （大阪府済生会吹田病院　呼吸器内科）

P1-1	 MAC症治療中に肺結核を発症した1例
JCHO神戸中央病院　呼吸器内科
○竹内　康浩，中邨　亮太，大杉　修二

P1-2	 癌性胸膜炎との鑑別に難渋した結核性胸膜炎・心膜炎・リンパ節炎の1例
大阪府済生会野江病院　呼吸器内科
○金子　顕子，松本　　健，田嶋　範之，日下部悠介，山本　直輝，相原　顕作，
山岡　新八，三嶋　理晃

P1-3	 PETの特徴的所見が早期診断につながった結核性腹膜炎の一例
1）枚方公済病院　呼吸器内科，2）同　放射線内科，3）同　外科
○古谷　るふ1），奥田みゆき1），加藤　悠人1），福田　康二1），雑賀　良典2），	
濱田　貴光2），韓　秀火玄3）

P1-4	 喀血を繰り返し気管支動脈塞栓術および胸腔鏡下手術を施行した肺放線菌症の1例
市立伊丹病院
○浦東　明久，福田　郁恵，永田　憲司，堅田　　敦，寒川　貴文，原　　彩子，
原　　聡志，木下　善詞，細井　慶太

P1-5	 サルコイドーシスに併発し診断に難渋した肺ノカルジア症の1例
市立池田病院　呼吸器内科
○九鬼　惇人，清水　裕平，田幡江利子，橋本　重樹

P1-6	 陳旧性胸膜病変から発生したアスペルギルス感染症の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器外科
○北原　健一，長　　博之，島津　夢太，今村　直人，石川　将史
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� P�2� 13：35 ～ 14：30
一般演題　ポスターセッション� �	
医学生・研修医アワード2	 座長　甲斐　吉郎	
	 （南奈良総合医療センター　呼吸器内科）

	 座長　児山　紀子	
	 （市立奈良病院　呼吸器内科）

P2-1	 胸痛を主訴として発見された外傷後Phosphoglyceride	Crystal	Deposition	Disease
の1症例
京都市立病院
○藤井　　洸，田中　伸岳，村西　佑介，河野　朋哉，宮原　　亮

P2-2	 健診で発見された原発性気管支動脈蔓状血管腫の一例
1）市立吹田市民病院　呼吸器内科，2）都島放射線科クリニック　IVRセンター，	
3）市立吹田市民病院　放射線科
○井手　彩夏1），鉄本　訓史1），保本　　卓2），稲田　怜子1），角田　尚子1），	
津田　　学1），樋上　雄一1），油谷　健司3），宮崎　昌樹1）

P2-3	 ペムブロリズマブにより多彩な免疫関連有害事象を呈し，投与中止後もぶどう膜炎
が遷延した肺腺癌の1	例
1）日本生命済生会日本生命病院　総合内科，2）同　眼科
○柳澤　　篤1），甲原　雄平1），飛田　哲志1），祐實紋矢香1），暮部　裕之1），	
二宮　隆介1），宇都　佳彦1），河面　　聡1），住谷　　哲1），小瀬戸昌博1），	
谷井　啓一2），立花　　功1）

P2-4	 ペンブロリズマブ単剤投与で長期の無増悪生存期間を得たG-CSF産生肺大細胞癌の
一例
1）市立大津市民病院　臨床研修センター，2）同　呼吸器内科，	
3）同　病理診断科，4）同　呼吸器外科
○武井　翔太1），平沼　　修2），松井　遥平2），平井　聡一2），益澤　尚子3），	
浜田　新七3），戸田　省吾4），古谷　竜男4），井伊　康弘4）

P2-5	 悪性胸膜中皮腫と鑑別を要したALK融合遺伝子陽性肺癌の1例
1）兵庫医科大学病院　内科学講座　呼吸器科，2）同　呼吸器外科，	
3）同　病院病理部
○山本　修弘1），中島　康博1），栗林　康造1），東山　友樹1），亀井　貴雄1），	
多田　陽郎1），石垣　裕敏1），祢木　芳樹1），二木麻衣子1），柴田　英輔1），	
三上　浩司1），南　　俊行1），高橋　　良1），横井　　崇1），木島　貴志1），	
黒田　鮎美2），長谷川誠紀2），結城美智子3），辻村　　亨3）

P2-6	 当院における悪性胸膜中皮腫に対するニボルマブの有効性と安全性の検討
1）兵庫医科大学　内科学講座呼吸器科，2）同　胸部腫瘍学特定講座
○宇都宮惟人1），二木麻衣子1,2），三上　浩司1,2），柴田　英輔1,2），中島　康博1），
祢木　芳樹1），石垣　裕敏1），多田　陽郎1），亀井　貴雄1），東山　友樹1），	
南　　俊行1,2），高橋　　良1,2），横井　　崇1,2），栗林　康造1,2），木島　貴志1,2）
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� P�3� 13：35 ～ 14：30
一般演題　ポスターセッション� �	
医学生・研修医アワード3	 座長　金子　正博	
	 （神戸市立医療センター西市民病院　呼吸器内科）

	 座長　吉村　千恵	
	 （大阪赤十字病院　呼吸器内科）

P3-1	 家族歴が診断に寄与した先天性AT-III欠損症に伴う若年性深部静脈血栓症・肺血栓
塞栓症の一例
奈良県立医科大学　呼吸器内科学講座
○倉岡　大希，藤岡　伸啓，中川　智裕，新田　祐子，太田　浩世，田崎　正人，
熊本　牧子，藤田　幸男，山本　佳史，本津　茂人，山内　基雄，吉川　雅則，
室　　繁郎

P3-2	 陰影の性状が変化し診断に期間を要した多発血管炎性肉下種症（GPA）の一例
1）京都大学医学部付属病院　研修センター，2）同　呼吸器内科，3）同　呼吸器外科
○藤原　直樹1），伊藤　功朗2），野村奈都子2），半田　知宏2），磯和　賢秀3），	
伊達　洋至3），平井　豊博2）

P3-3	 新規購入して間もない加湿器が原因と考えられた過敏性肺炎の一例
西宮市立中央病院　呼吸器内科
○木島　　涼，岡森　仁臣，豊田　成徳，石井　誠剛，日下部祥人，二木　俊江，
鈴木真優美，池田　聡之

P3-4	 集学的治療を行うも急性の経過で死亡した抗MDA5抗体陽性間質性肺炎の1例
国立病院機構大阪刀根山医療センター
○中川　和真，山本　悠司，松木　隆典，福島　清春，押谷　洋平，香川　浩之，
辻野　和之，橋本　尚子，好村　研二，三木　真理，三木　啓資，木田　　博

P3-5	 肺扁平上皮癌に対してニボルマブ開始13 ヶ月後に薬剤性間質性肺炎を発症した１例
関西医科大学　内科学第一講座
○黒井　　智，玉置　岳史，澤井　裕介，清水　俊樹，石浦　嘉久，野村　昌作

P3-6	 膵癌化学療法（GEM＋nab-PTX療法）中に発症したニューモシスチス肺炎の1例
大阪府済生会野江病院　呼吸器内科
○貴志　亮太，山本　直輝，日下部悠介，松本　　健，相原　顕作，山岡　新八，
三嶋　理晃
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