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＜招　請　講　演＞

世界の結核有病率・実態調査の意義･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

（Team Leader, Prevalence survey sub-group, WHO Global Task Force on TB Impact Measurement, 

Stop TB Department, World Health Organization）

Ikushi Onozaki（109）

3 月 28 日（木）11:10 ～ 12:00　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（結核予防会結核研究所）森　　　　　亨

＜特　別　講　演＞

１．多剤耐性結核への対策･･･････････････････････････････････････････（結核予防会複十字病院）吉山　　崇（113）

3 月 28 日（木）14:30 ～ 15:20　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（国立病院機構東広島医療センター呼吸器科）重　藤　えり子

２．MAC症克服への展望 ･････････････････（国立病院機構東名古屋病院臨床研究部・呼吸器内科）小川　賢二（114）

3 月 29 日（金）11:00 ～ 11:50　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（島根大学医学部微生物・免疫学教室）冨　岡　治　明

＜会　長　講　演＞

免疫抑制宿主と結核･･･････････････････････････････････････････････（国立病院機構千葉東病院）山岸　文雄（117）

3 月 28 日（木）14:00 ～ 14:30　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（柏戸記念財団）志　村　昭　光

＜平成 24年度学会賞＞

＜今村賞受賞記念講演＞

結核医療の適正化に関する実践的研究･･･････････････････････（国立病院機構東広島医療センター）重藤えり子（121）

3 月 28 日（木）13:40 ～ 14:00　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（国立病院機構千葉東病院）山　岸　文　雄
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＜結核研究奨励賞＞
（講演無し・五十音順）

１．Mycobacterium avium の新規 Variable Number Tandem Repeat 領域の有用性の検討

 ･････････････････････････････････････････････････････････････（国立病院機構東名古屋病院）黒河　和広

２．6～ 17歳の個別接触者健診におけるクォンティフェロンRTB-2Gとツベルクリン反応の有用性に関する研究

 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････（大阪市保健所）小向　　潤

３．INFLAMMATORY MARKERS IN ACTIVE PULMONARY TUBERCULOSIS: ASSOCIATION WITH Th1/Th2 

AND Tc1/Tc2 BALANCE ･････････････････････････････････････････････････（静岡県立総合病院）古橋　一樹

＜教　育　講　演＞

１．薬剤耐性結核菌迅速検出ラインプローブ法の開発･････････････････････････････････････････････････････（125）

（国立国際医療研究センター研究所感染症制御研究部）切替　照雄

3 月 28 日（木）10:30 ～ 11:00　B会場（2FコンベンションホールB）

座長（結核予防会結核研究所）御手洗　　　聡

２．迅速発育菌の治療と予後･･･････････（天理よろづ相談所病院感染症管理センター・呼吸器内科）田中　栄作（126）

3 月 28 日（木）14:30 ～ 15:00　B会場（2FコンベンションホールB）

座長（名古屋大学呼吸器内科）長谷川　好　規

３．結核病床の施設基準･･･････････････････････････････（工学院大学建築学部建築デザイン学科）筧　　淳夫（127）

3 月 28 日（木）15:00 ～ 15:30　B会場（2FコンベンションホールB）

座長（厚生労働省健康局結核感染症課）吉　澤　　　大

４．患者さんの人生を理解した肺結核の画像診断･････････････････････････････････････････････････････････（128）

（琉球大学大学院感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科））藤田　次郎

3 月 29 日（金）13:00 ～ 13:30　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（東京工業大学健康管理センター）長　尾　啓　一

５．新規抗結核薬･･･････（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター感染症研究部）露口　一成（129）

3 月 29 日（金）13:00 ～ 13:30　B会場（2FコンベンションホールB）

座長（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発研究部門）渡　辺　　　彰
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＜シンポジウム＞

シンポジウム 1

（生涯教育セミナー）

明日の結核医療と人材育成への展望

3 月 28 日（木）9:00 ～ 11:00　A会場（2FコンベンションホールA）

 座長（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発研究部門）渡　辺　　　彰

 　　 （愛知医科大学メディカルクリニック）　　　　　　 森　下　宗　彦 （133）

S1-1． 将来の日本の結核医療を考える～行政の立場より～ ･････（厚生労働省健康局結核感染症課）正林　督章（134）

S1-2． 結核病学会認定制度の意義と認定状況 ･･･････（東京都保健医療公社多摩北部医療センター）藤田　　明（135）

S1-3． 結核病学会認定単位取得へ向けた研修機会の在り方 ･･･････････････････････････････････････････････（136）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）永井　英明

S1-4． 明日の結核医療において保健・看護医療職はどうあるべきか？ ･･･（結核予防会結核研究所）永田　容子（137）

S1- 特別発言 ･･･････････････････････････････････････････････････････（結核予防会複十字病院）工藤　翔二　　　

シンポジウム 2

（生涯教育セミナー）

結核重症例、合併症重症例における治療、管理の進歩

3 月 28 日（木）15:40 ～ 17:40　A会場（2FコンベンションホールA）

 座長（奈良県立医科大学内科学第二講座（呼吸器・血液内科））木　村　　　弘

 　　 （藤田保健衛生大学呼吸器内科・アレルギー科）　　　　　今　泉　和　良 （138）

S2-1． 粟粒結核症例の治療と管理 ･･･････････（国立病院機構東京病院喘息・アレルギーセンター）大島　信治（139）

S2-2． 重症肺結核症例の治療と管理 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････（140）

（国立病院機構東名古屋病院呼吸器内科）○林　　悠太

（同呼吸器内科，同臨床研究部）小川　賢二

S2-3． 真菌感染症合併症の治療と管理 ･････････････････････････････････････････････････････････････････（141）

（千葉大学医学部附属病院感染症管理治療部，千葉大学真菌医学研究センター臨床感染症分野）○渡辺　　哲

亀井　克彦

S2-4． COPD、間質性肺炎合併結核の治療と管理 ･･･････････････････････････････････････････････････････（142）

（国立病院機構奈良医療センター内科）○玉置　伸二，久下　　隆，田村　　緑

田中小百合，芳野　詠子，田村　猛夏

（奈良県立医科大学内科学第二講座）木村　　弘

シンポジウム 3

肺結核の外来治療

3 月 28 日（木）15:30 ～ 17:30　B会場（2FコンベンションホールB）

 座長（JR東京総合病院呼吸器内科）　　山　口　哲　生

 　　 （国立病院機構旭川医療センター）藤　兼　俊　明 （143）

S3-1． 国立病院機構における結核外来治療の現状と問題点 ･･･････････････････････････････････････････････（144）

（国立病院機構旭川医療センター呼吸器内科）藤兼　俊明

S3-2． 専門医療機関での結核外来治療 ･････････････････････････････････････････････････････････････････（145）

（結核予防会複十字病院呼吸器センター）○奥村　昌夫，佐々木結花，吉山　　崇

尾形　英雄
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S3-3． 一般医療機関の結核外来治療 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････（146）

（JR東京総合病院呼吸器内科）○鈴木　未佳，河野千代子，山田　嘉仁

山口　哲生

（結核予防会複十字病院呼吸器内科）佐々木結花

S3-4． 外来 DOTS: 当院での取り組み ････････････････（国立病院機構東広島医療センター看護部）向井　芳枝（147）

S3-5． 保健所における患者支援と地域連携 ･････････････････････････････････････････････････････････････（148）

（神戸市保健所）○水尻　節子，松林　恵介，藤山　理世

白井　千香，伊地智昭浩

シンポジウム 4

第 3世代QFTの評価

3 月 29 日（金）9:00 ～ 11:00　A会場（2FコンベンションホールA）

 座長（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）松　本　智　成

 　　 （国立感染症研究所バイオセーフティ管理室）山　﨑　利　雄 （149）

S4-1． QFT3G 原理開発 ･･････････････････････････（一般社団法人免疫診断研究所，結核研究所）原田　登之（150）

S4-2． 血液透析、免疫低下患者に対するQFT検査 ･････････････････（国立病院機構千葉東病院）猪狩　英俊（151）

S4-3． 海外、ベトナムにおけるQFT検査 ･････････････････････････････････････････････････････････････（152）

（国立国際医療研究センター研究所呼吸器疾患研究部）慶長　直人

S4-4． 結核発症患者におけるQFT-2G と -3G の比較検討 ･････････････････････････････････････････････････（153）

（名古屋大学大学院医学系研究科臨床感染統御学）八木　哲也

S4-5． 結核発症していない同一検体におけるQuantiFERON3G と 2Gの比較検討 ･･･････････････････････････（154）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター感染症センター臨床研究部）松本　智成

S4-6． QFT判定保留の取り扱い ････････････････････････････････（大阪市保健所感染症対策課）松本　健二（155）

シンポジウム 5

（生涯教育セミナー）

非結核性抗酸菌症の免疫学的背景

3 月 29 日（金）13:50 ～ 15:50　A会場（2FコンベンションホールA）

 座長（福岡大学医学部呼吸器内科学）藤　田　昌　樹

 　　 （東北大学病院呼吸器内科）　　 菊　地　利　明

オープニングリマーク･････････････････････････････････････････（福岡大学医学部呼吸器内科学）藤田　昌樹（156）

S5-1． 非結核性抗酸菌の免疫学基礎的背景 ･････････････････････････････････････････････････････････････（157）

（島根大学医学部微生物・免疫学）○多田納　豊，冨岡　治明

S5-2． 病理所見から解析する非結核性抗酸菌症の免疫動態 ･･･････････････････････････････････････････････（158）

（琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科，松本歯科大学歯学部）○日比谷健司

（琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科）藤田　次郎

S5-3． 非結核性抗酸菌症と栄養 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････（159）

（福岡大学筑紫病院呼吸器内科）○永田　忍彦

（国立病院機構大牟田病院）池亀　　聡，若松謙太郎，槇　　早苗

上野佳代子，熊副　洋幸，田口　和仁

赤崎　　卓，川崎　雅之

（九州大学胸部疾患研究施設）岡村　恭子

S5-4． Hot tub lung の病態解明 ･･･････････････････（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）大東　久佳（160）

クロージングリマーク･････････････････････････････････････････････（東北大学病院呼吸器内科）菊地　利明（161）
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＜ミニシンポジウム＞

ミニシンポジウム 1

集団感染事例から学ぶ

3 月 28 日（木）9:00 ～ 10:30　B会場（2FコンベンションホールB）

 座長（結核予防会結核研究所）　　　 加　藤　誠　也

 　　 （国立病院機構西新潟中央病院） 桑　原　克　弘 （165）

MS1-1． 一般病院でおきた免疫不全患者間での集団感染とその対応 ･････････････････････････････････････････（166）

（国立病院機構西新潟中央病院呼吸器科）桑原　克弘

MS1-2． 集団感染事例を通したQFTの診断特性の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････（167）

（東京足立病院）○濁川　博子

（東京都立墨東病院検査科）風間　晴子

（東京都保健医療公社豊島病院検査科）柏　真知子

（同呼吸器内科）田中　理子，市岡　正彦

（同元看護科）御代川滋子

（結核予防会結核研究所）原田　登之，森　　　亨

MS1-3． 刑務所内で発生した結核集団感染の概要と問題点 ･････････････････････････････････････････････････（168）

（市立秋田総合病院呼吸器内科）○本間　光信，伊藤　武史

MS1-4． 大規模集団感染の環境要因、潜在性結核感染症治療、遺伝子タイピングについて ･････････････････････（169）

（高知市保健所）○豊田　　誠

（結核予防会結核研究所）加藤　誠也

ミニシンポジウム 2

結核医療における保健看護職の役割拡大に向けて

3 月 29 日（金）9:00 ～ 10:30　B会場（2FコンベンションホールB）

 座長（結核予防会結核研究所）永　田　容　子

 　　 （市立秋田総合病院）　　 加　藤　禎　子 （170）

MS2-1． がんセンターにおける結核対策－早期診断と感染防止に向けたCNIC と保健所の連携－ ･･･････････････（171）

 （兵庫県立がんセンター医療安全管理室）和田　二三

MS2-2． 結核病床を有する総合病院から地域住民・関係機関・矯正施設へのアプローチ ･･･････････････････････（172）

 （市立秋田総合病院）加藤　禎子

MS2-3． 病院と保健所の連携～DOTS会議開始 2年が経過して～ ･･････（国立病院機構千葉東病院）萩原　久子（173）

MS2-4． 結核拠点病院が限定された地域での地域連携について（結核地域連携パス導入に向けての取り組み） ････（174）

（山梨県峡東保健福祉事務所（山梨県峡東保健所））○飯島　俊美

（山梨県中北保健福祉事務所（山梨県中北保健所））石川　拓耶

（山梨県中北保健福祉事務所峡北支所（山梨県中北保健所峡北支所））竹川　彩加

（山梨県峡南保健福祉事務所（山梨県峡南保健所））村松　直美

（山梨県富士・東部保健福祉事務所（山梨県富士・東部保健所））成島由香里

（山梨県福祉保健部健康増進課）赤池　　翔

MS2- 特別発言････････････････････････････････････（国立病院機構東広島医療センター呼吸器科）重藤えり子　　　
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ミニシンポジウム 3

合併症を有する結核治療

3 月 29 日（金）14:30 ～ 16:00　B会場（2FコンベンションホールB）

 座長（国立病院機構愛媛病院） 　　　　　　　　　阿　部　聖　裕

 　　 （東京都保健医療公社多摩北部医療センター）藤　田　　　明 （175）

MS3-1． HIV 合併結核 ･･･････････（国立国際医療研究センター病院エイズ治療・研究開発センター）青木　孝弘（176）

MS3-2． 生物学的製剤使用者・関節リウマチ (RA) 患者の結核治療 ･･････････････････････････････････････････（177）

 （倉敷成人病センターリウマチ膠原病センター）吉永　泰彦

MS3-3． 肝疾患・肝障害患者の結核 ･････････････････････････（結核予防会複十字病院呼吸器内科）佐々木結花（178）

MS3-4． 腎疾患・透析患者の結核 ･･･････････････････（東京都立多摩総合医療センター呼吸器内科）高森　幹雄（179）

＜第 159 回 ICD講習会＞

ICDに必要な結核菌・抗酸菌検査の知識

3 月 29 日（金）16:30 ～ 18:30　A会場（2FコンベンションホールA）

 座長（埼玉医科大学呼吸器病センター呼吸器内科）金　澤　　　實

 　　 （昭和大学医学部臨床感染症学）　　　　　　 二　木　芳　人

ICD-1． 適切な検体採取について（気管支鏡検査および検査時の感染予防策を含む）

 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（仙台赤十字病院第一呼吸器科）三木　　誠

ICD-2． 抗酸菌検査とその精度管理、安全管理 ･･･････････････････････（京都大学医学部附属病院検査部）樋口　武史

ICD-3． 進化する迅速診断・薬剤感受性検査、多剤耐性結核菌の現状と課題

 ･････････････････････････････････････････････（結核予防会結核研究所抗酸菌リファレンス部）御手洗　聡

ICD-4． 非結核性抗酸菌が検出されたら ･･･････････････････････････（京都大学呼吸器内科・感染制御部）伊藤　　穣

＜ランチョンセミナー＞

１．COPDと喘息のオーバーラップ症候群 ･･････････････････（千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学）巽　浩一郎

3 月 28 日（木）12:10 ～ 13:00　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（国立病院機構千葉東病院呼吸器センター）猪　狩　英　俊

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

２．新しい結核感染診断検査法　T-スポット．TBの科学的エビデンス ･･･（国立病院機構東京病院呼吸器内科）永井　英明

3 月 28 日（木）12:10 ～ 13:00　B会場（2FコンベンションホールB）

座長　（結核予防会結核研究所）原　田　登　之

共催：オックスフォード・イムノテック株式会社
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３．QFTをとりまく最近の話題 ････････････････････････（国立病院機構北海道医療センター呼吸器内科）鎌田　有珠

3 月 28 日（木）12:10 ～ 13:00　C会場（2F国際会議室）

座長（東京工業大学保健管理センター）長　尾　啓　一

共催：日本ビーシージー製造株式会社

４．結核治療の新時代を控えて - 多剤耐性結核の患者さんから学んだこと

 ･･･････････････････････････････････････････（国立病院機構東広島医療センター感染症診療部）重藤えり子

3 月 28 日（木）12:10 ～ 13:00　D会場（3F 301）

座長（精華町国民健康保険病院）坂　谷　光　則

共催：第一三共株式会社

５．血清抗体から診た抗酸菌の感染と発病･････････････････････････････････（国立病院機構刀根山病院）前倉　亮治

3 月 29 日（金）12:00 ～ 12:50　A会場（2FコンベンションホールA）

座長（日本BCG研究所）矢　野　郁　也

共催：株式会社タウンズ

６．非結核性抗酸菌症の基礎／臨床

6-1．MACが気道感染するメカニズムとその制御 ･･･････････（長野県立須坂病院呼吸器内科・感染症内科）山﨑　善隆

6-2．非結核性抗酸菌症の臨床～疫学と治療を中心に～

 ･･･････････････････････････（富山大学大学院医学薬学研究部感染医学予防講座／感染症治療部）山本　善裕

3 月 29 日（金）12:00 ～ 12:50　B会場（2FコンベンションホールB）

座長（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター）露　口　一　成

共催：アボット ジャパン株式会社／大正富山医薬品株式会社

７．慢性肺アスペルギルス症の診断と治療･････････････････（国立病院機構旭川医療センター臨床研究部）藤内　　智

3 月 29 日（金）12:00 ～ 12:50　C会場（2F国際会議室）

座長（埼玉医科大学病院感染症科・感染制御科）前　﨑　繁　文

共催：ファイザー株式会社

８．結核菌検査における良質喀痰の意義～臨床の立場から、検査の立場から～

8-1．採痰指導の有用性 ･･････････････････････････････（京都大学医学部附属病院検査部微生物検査部門）樋口　武史

8-2．良質痰提出の臨床効果 ････････････････････････････（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部）御手洗　聡

3 月 29 日（金）12:00 ～ 12:50　D会場（3F 301）

座長（国立病院機構茨城東病院）斎　藤　武　文

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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＜イブニングセミナー＞

高齢者肺炎の予防－ワクチン接種の意義－･････････････････････････（国立病院機構東京病院呼吸器内科）永井　英明

3 月 28 日（木）17:40 ～ 18:40　B会場（2FコンベンションホールB）

座長（川崎医科大学呼吸器内科学）岡　　　三喜男

共催：MSD株式会社

＜要　望　課　題＞

１．潜在性結核感染症の治療効果

3 月 28 日（木）9:00 ～ 9:50　C会場（2F国際会議室）

座長（国立病院機構南京都病院小児科）徳　永　　　修

001． 高校生の結核集団感染－治療と管理上の問題点－ ･････････････････････････････････････････････････（183）

（福島県立会津総合病院感染症・呼吸器内科）○新妻　一直，斉藤美和子

（福島県会津保健福祉事務所）大竹　香織，湯田富貴子

002． 慢性透析患者におけるツベルクリン反応検査および IGRA実施の経験 ･･･････････････････････････････（183）

（国立病院機構東広島医療センター）○重藤えり子，増田　憲治

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部）樋口　一恵，関谷　幸恵，原田　登之

003． 中高年齢層における潜在性結核感染症治療の中断要因の検討 ･･･････････････････････････････････････（184）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター感染症内科）○田村　嘉孝，黒川　雅史，韓　　由紀

松本　智成，永井　崇之，川瀬　一郎

004． 京都市における潜在結核感染症の発生動向について ･･･････････････････････････････････････････････（184）

（京都市保健所）○伊藤　正寛

（京都市北保健センター）池田　雄史

005． 最近の潜在性結核感染症の背景および治療状況の検討 ･････････････････････････････････････････････（185）

（ちば県民保健予防財団）○鈴木　公典，柳堀　朗子

（船橋市保健所）鈴木　紳也，渡邉　義郎

２．生物学的製剤と抗酸菌感染症

3 月 28 日（木）16:10 ～ 16:50　C会場（2F国際会議室）

座長（川崎医科大学呼吸器内科）小　橋　吉　博

006． 生物学的製剤投与中に発症した肺結核症 3例の検討 ･･･････････････････････････････････････････････（185）

（東京慈恵会医科大学附属第三病院呼吸器内科）○栗田　裕輔，金子　有吾，門田　　宰

細田　千晶，小田島丘人，齋藤　善也

関　　　文，関　　好孝，竹田　　宏

木下　　陽

（東京慈恵会医科大学附属病院呼吸器内科）桑野　和善
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007．  結核合併関節リウマチ患者 17 名に対する抗TNF製剤および抗 IL-6 受容体抗体製剤投与の安全性と有効性

（続報） ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（186）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター感染症センター臨床研究部）○松本　智成

（同感染症内科）黒川　雅史，田村　嘉孝，永井　崇之

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）川瀬　一郎

008． 関節リウマチ患者のQFT検査 --- 陽性率と使用薬剤 ･･･････････････････････････････････････････････（186）

（国立病院機構千葉東病院臨床研究センター病態機能研究部）○松村竜太郎

（同アレルギー科）中澤　卓也

（同呼吸器科）猪狩　英俊，山岸　文雄

009． 日本における生物学的製剤療法に伴う非結核性抗酸菌症の臨床的特徴と患者管理について ･････････････（187）

（国立病院機構熊本再春荘病院リウマチ科）○森　　俊輔

（大牟田天領病院呼吸器科）杉本　峯晴

３．結核院内感染

3 月 29 日（金）13:30 ～ 14:30　B会場（2FコンベンションホールB）

座長（金沢医科大学臨床感染症学）飯　沼　由　嗣

010．  院内結核曝露職員接触者検診におけるツベルクリン反応とクオンティフェロンによる潜在性結核診断の

比較検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（187）

（愛媛県立中央病院呼吸器内科）○井上　考司，橘　さやか，中西　徳彦

森高　智典

011． 地域全体での院内感染対策と保健所の役割 ･･･････････････････････････････････････････････････････（188）

（千葉県市川健康福祉センター（市川保健所））○久保　秀一

（ちば県民保健予防財団）鈴木　公典

012． 結核病床を有する病院職員に対するQFT検査 ･･･････････････････････････････････････････････････（188）

（医療法人（財団）喜望会谷向病院呼吸器科）坪田　典之

013． 当院における結核暴露事例の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（189）

（JA愛知厚生連豊田厚生病院呼吸器アレルギー科）○谷川　吉政，青山　昌広

014．  国立病院機構による全国結核診療施設及び結核診療をしていない診療施設における結核発病の実態解析

調査 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（189）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）○橋元　里実，喜多　洋子，林　　清二

鈴木　克洋，露口　一成，岡田　全司

015． 人間ドック施設における肺結核感染受診者への二次感染防止対策 ･･･････････････････････････････････（190）

（一般財団法人柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック）○瀧澤　弘隆，内田　裕美

４．非結核性抗酸菌症の外科治療

3 月 29 日（金）9:00 ～ 9:40　E会場（3F 303）

座長（結核予防会複十字病院呼吸器センター）白　石　裕　治

016． 右上葉切除術を要した抗酸菌感染性肺嚢胞の一例 ･････････････････････････････････････････････････（190）

（国立病院機構嬉野医療センター外科）古川　克郎
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017． 肺切除時に使用したプレジェットが感染症となった非結核性抗酸菌症の一例 ･････････････････････････（191）

（島根大学医学部付属病院呼吸器外科）岸本　晃司

018． 切除肺の細菌学的および病理学的検索により非結核性抗酸菌感染を認めた症例の検討 ･････････････････（191）

（公立昭和病院呼吸器内科）○安田　順一，村瀬　享子，野田　一成

青木　茂行

019． 非結核性抗酸菌症に対する外科治療後の再燃・再発症例の検討 ･････････････････････････････････････（192）

（国立病院機構東名古屋病院呼吸器外科）○山田　勝雄

（国立病院機構名古屋医療センター外科）杉山　燈人，関　　幸雄

（名古屋大学医学部附属病院医療の質・安全管理部）安田あゆ子

（国立病院機構東名古屋病院臨床研究部 /呼吸器科）小川　賢二

５．結核の診断困難例

3 月 29 日（金）10:20 ～ 11:00　E会場（3F 303）

座長（千葉大学大学院医学研究院先端化学療法学）滝　口　裕　一

020． 結核接触検診の胸部X線で異常を指摘されず、胸部CTで活動性肺結核と診断された 7症例の検討 ････（192）

（長野県立須坂病院呼吸器内科・感染症内科）○山﨑　善隆，鹿児島　崇

（信州大学医学部内科学第一講座）久保　惠嗣

021． 肺結核微小病変のCT画像の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（193）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○鈴木　純子，長山　直弘，益田　公彦

山根　　章，田村　厚久，大田　　健

（同臨床検査科）蛇澤　　晶

022．  超音波内視鏡ガイド下縦隔リンパ節吸引針生検 (EBUS-TBNA) を用いて診断した結核性縦隔リンパ節炎の

３症例 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（193）

（産業医科大学）○石本　裕士，川波　敏則，長神　康雄

花香未奈子，迎　　　寛

023． 診断に難渋した抗酸菌による縦隔リンパ節炎の一例 ･･･････････････････････････････････････････････（194）

（愛媛県立中央病院呼吸器内科）○橘　さやか，井上　考司，中西　徳彦

森高　智典
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＜一　般　演　題＞

疫学・管理 1

3 月 28 日（木）9:50 ～ 10:30　C会場（2F国際会議室）

座長（神戸市中央区保健福祉部兼神戸市保健所）藤　山　理　世

024． 日本における結核発生の季節変動について ･･･････････････････････････････････････････････････････（197）

（国立病院機構東京病院呼吸器内科）○山根　　章，小林　宏一，井上　恵理

大部　　幸，石田　雅嗣，佐藤　亮太

日下　　圭，赤司　俊介，鈴木　　淳

鈴木　純一，川島　正裕，鈴木　純子

大島　信治，益田　公彦，松井　弘稔

田村　厚久，永井　英明，赤川志のぶ

豊田恵美子，長山　直弘，大田　　健

025． 結核死亡からの結核サーベイランス登録の精度検証および結核罹患率推定の試み ･････････････････････（197）

（結核予防会結核研究所）内村　和広

026． 若年層結核患者における服薬中断リスク要因の評価 ･･･････････････････････････････････････････････（198）

（東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課）○渡部　ゆう，草深　明子，吉田　道彦

027． 結核登録患者の早期死亡に関する疫学的観察 ･････････････････････････････････････････････････････（198）

（結核予防会結核研究所）○山内　祐子，森　　　亨

疫学・管理 2

3 月 28 日（木）10:30 ～ 11:20　C会場（2F国際会議室）

座長（結核予防会結核研究所臨床・疫学部）大　角　晃　弘

028． 結核発病者多発事例を通して得られた結核発病リスクに関する考察 ･････････････････････････････････（199）

（東京都福祉保健局多摩府中保健所）○川﨑　知子，吉川　秀夫

029． 倒れているところを発見された結核症例 ･････････････････････････････････････････････････････････（199）

（国立病院機構東京病院呼吸器疾患センター）○大部　　幸，長山　直弘，井上　恵理

佐藤　亮太，日下　　圭，鈴木　　淳

鈴木　純一，鈴木　純子，大島　信治

益田　公彦，松井　弘稔，山根　　章

田村　厚久，永井　英明，豊田恵美子

赤川志のぶ，大田　　健

030． あいりん地域で登録されたホームレス肺結核・胸膜炎患者の重症度に関する検討 ･････････････････････（200）

（大阪市保健所感染症対策課）○小向　　潤，松本　健二，森河内麻美

青木　圭子，廣田　　理，吉田　英樹

甲田　伸一

（大阪市健康局）寺川　和彦

（結核予防会結核研究所）下内　　昭
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031． 14 年間に 8回入院治療を中断した山谷一症例の軌跡 ･･････････････････････････････････････････････（200）

（東京都結核予防会）○今村　昌耕，片山　　透

（結核予防会第一健康相談所）高柳喜代子

（国立病院機構下総精神医療センター）八木　正樹

032． 刑事施設を出所する結核患者への保健所の支援の実態と課題 ･･･････････････････････････････････････（201）

（東京都福祉保健局多摩立川保健所企画調整課企画調整係）○臼井久美子

（国立保健医療科学院生涯健康研究部）米澤　純子

免疫学 1

3 月 28 日（木）15:00 ～ 15:30　C会場（2F国際会議室）

座長（大阪市立大学大学院医学研究科細菌学）松　本　壮　吉

033． 結核治療と新規バイオマーカー LRG ････････････････････････････････････････････････････････････（201）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター感染症センター臨床研究部，同感染症内科）○松本　智成

（同感染症内科）黒川　雅史，田村　嘉孝，永井　崇之

（近畿中央胸部疾患センター）橘　　和延，林　　清二

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）川瀬　一郎

034．  結核患者血清中及び末梢血リンパ球から産生される Granulysin や Ksp37 等による結核慢性排菌や再発の予後

診断法開発 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（202）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）○喜多　洋子，橋元　里実，林　　清二

岡田　全司

035． 抗酸菌における形態、宿主応答と連関した脂質生化学的一考察 ･････････････････････････････････････（202）

（大阪市立大学大学院医学研究科細菌学分野）○藤原　永年

（大阪市立大学大学院医学研究科細菌学分野，株式会社MBR）中　　　崇

（大阪市立大学大学院医学研究科細菌学分野，畿央大学健康栄養学科）柴田　　満

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部結核菌情報科）前田　伸司

免疫学 2

3 月 28 日（木）15:30 ～ 16:10　C会場（2F国際会議室）

座長（日本BCG研究所・中央研究所）山　本　三　郎

036． BCGワクチン株の家兎免疫による脂質抗原に対する IgG 抗体の産生とその性質 ･･････････････････････（203）

（大阪市立大学大学院医学研究科細菌学分野，畿央大学健康栄養学科）○柴田　　満

（株式会社MBR）中　　　崇

（大阪市立大学大学院医学研究科細菌学分野）藤原　永年

037． MAC感染マウスで誘導される免疫抑制性マクロファージの性状についての検討 ･････････････････････（203）

（島根大学医学部微生物・免疫学）○多田納　豊，佐野　千晶，金廣　優一

冨岡　治明

（安田女子大学家政学部）清水　利朗
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038． 抗酸菌感染症におけるmacrophage inducible C-type lectin（mincle）の発現 ･････････････････････････（204）

（国立感染症研究所感染制御部，東京医科歯科大学呼吸器内科）○榊原　ゆみ

（結核予防会複十字病院呼吸器センター）森本　耕三，吉山　　崇，倉島　篤行

（大阪市立大学細菌学分野）藤原　永年

（東京医科歯科大学呼吸器内科）稲瀬　直彦

（国立感染症研究所感染制御部）石井　則久，星野　仁彦

039．  新しい結核治療ワクチンの開発（Hsp65+IL-12 DNAワクチン）と他の薬剤・ワクチンとの相乗効果及びキラー

T細胞分化 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（204）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）○喜多　洋子，橋元　里実，林　　清二

岡田　全司

疫学・管理 3

3 月 28 日（木）16:50 ～ 17:40　C会場（2F国際会議室）

座長（国立病院機構高知病院呼吸器科）篠　原　　　勉

040． ３次救急病院によるN95 マスクの適正な装着法の遵守率について ･･････････････････････････････････（205）

（名古屋掖済会病院呼吸器科）○後藤　康洋，田中　太郎，島　浩一郎

山本　雅史

（同感染対策室）榊原　千枝

041． 当院における抗酸菌の分離菌の年次推移 ･････････････････････････････････････････････････････････（205）

（慶應大学医学部感染制御センター）○藤原　　宏，長谷川直樹，杉田香代子

岩田　　敏

042． 当院結核性胸膜炎症例の臨床的検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････（206）

（国立病院機構東京病院呼吸器疾患センター呼吸器科）○小林　宏一，奥田　謙一，押谷　洋平

小山　壱也，石田　雅嗣，吉田　和史

赤司　俊介，鈴木　　淳，川島　正裕

大島　信治，松井　弘稔，赤川志のぶ

豊田恵美子，長山　直弘

043． 当院における再発結核患者の背景因子の検討 ･････････････････････････････････････････････････････（206）

（結核予防会複十字病院）○久世　眞之，吉山　　崇，下田　真史

中川　嘉隆，伊　　麗娜，窪田　素子

森本　耕三，矢野　量三，國東　博之

奥村　昌夫，吉森　浩三，早乙女幹朗

佐々木結花，倉島　篤行，尾形　英雄

工藤　翔二

044． 東京都 4施設結核入院患者の断面調査－ ’03 ～ ’12 年 ･･････････････････････････････････････････････（207）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター呼吸器内科）○豊田恵美子，町田　和子，大田　　健

（結核予防会複十字病院）吉山　　崇，井上恵美子

（東京都立多摩総合医療センター）和田　曉彦

（国立国際医療研究センター）小林　信之，森野英里子
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肺外結核・特殊な結核 1

3 月 28 日（木）9:00 ～ 9:40　D会場（3F 301）

座長（日本赤十字社長崎原爆諫早病院）福　島　喜代康

045． 大学病院における肺結核・肺外結核の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････（207）

（日本医科大学内科学（呼吸器内科学））○藤田　和恵，三浦由記子，林　　宏紀

弦間　昭彦

046． 結核性脊椎炎 20 例の臨床的検討 ････････････････････････････････････････････････････････････････（208）

（国立病院機構福岡東医療センター呼吸器科）○田尾　義昭，中垣　憲明，吉見　通洋

047． 脊椎カリエスの病態と粟粒結核との関連についての検討 ･･･････････････････････････････････････････（208）

（国立病院機構東埼玉病院呼吸器内科）○増田　貴史，堀場　昌英，森田　暁壮

中野　滋文，諸井　文子

（同呼吸器外科）後藤　正志，青山　克彦

048． 耳下腺結核の一例 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（209）

（三重中央医療センター呼吸器科）○西井　洋一，藤本　　源，井端　英憲

大本　恭裕

（三重大学医学部附属病院呼吸器内科）田口　　修

肺外結核・特殊な結核 2

3 月 28 日（木）9:40 ～ 10:20　D会場（3F 301）

座長（慶應義塾大学病院感染制御センター）長谷川　直　樹

049． 当院における粟粒結核の臨床的検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････（209）

（国立国際医療研究センター呼吸器内科）○濱田　洋平，高崎　　仁，森野英里子

石井　　聡，仲　　　剛，飯倉　元保

泉　　信有，放生　雅章，杉山　温人

小林　信之

（同エイズ治療研究開発センター）岡　　慎一

050． 剖検時培養検体にて多種臓器から抗酸菌が検出された粟粒結核の一剖検例 ･･･････････････････････････（210）

（東京都立多摩総合医療センター）○大橋　佳奈，宮本　　牧，和田　曉彦

高森　幹雄

051． 当院における高齢者の粟粒結核についての臨床的検討 ･････････････････････････････････････････････（210）

（国家公務員共済組合連合会吉島病院内科）○佐々木啓介，高橋　　広，折村　多恵

西野　亮平，山野上直樹，宮崎こずえ

山岡　直樹，倉岡　敏彦

052． 結核性仙腸関節炎で発病した粟粒結核の 1例 ･････････････････････････････････････････････････････（211）

（浜松医療センター呼吸器科）○松田　周一，杉本　俊介，加藤　慎平

矢野　利章，小笠原　隆，笠松　紀雄

橋爪　一光
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化学療法 1

3 月 28 日（木）10:20 ～ 11:10　D会場（3F 301）

座長（結核予防会複十字病院）尾　形　英　雄

053． リファンピシン（RFP）投与困難例におけるリファブチン（RBT）投与についての検討 ･･･････････････（211）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）○黒川　雅史，田村　嘉孝，韓　　由紀

松本　智成，永井　崇之，川瀬　一郎

054． 抗結核薬による皮疹に対する検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（212）

（国立病院機構奈良医療センター内科）○芳野　詠子，田中小百合，田村　　緑

久下　　隆，玉置　伸二，田村　猛夏

055． 抗結核薬として経静脈的 levofl oxacin 投与を行った症例の検討 ･････････････････････････････････････（212）

（国立病院機構東京病院呼吸器疾患センター）○石田　雅嗣，永井　英明，赤司　俊介

日下　　圭，鈴木　純一，鈴木　　淳

大島　信治，益田　公彦，松井　弘稔

山根　　章，豊田恵美子，長山　直弘

田村　厚久，赤川志のぶ，大田　　健

056． リネゾリド投与により排菌停止した超多剤耐性結核の 1症例 ･･･････････････････････････････････････（213）

（化学療法研究会化学療法研究所附属病院）○馬島　　徹，和田　雅子，増山　英則

057． 主要抗結核薬がアレルギーのため使用不能であったが、リネゾリドが投与可能であった 1症例 ･････････（213）

（化学療法研究会化学療法研究所附属病院）○和田　雅子，増山　英則，馬島　　徹

結核の看護・保健活動 1

3 月 28 日（木）15:30 ～ 16:10　D会場（3F 301）

座長（帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科）工　藤　恵　子

058． NHO千葉東病院における地域連携について ･･････････････････････････････････････････････････････（214）

（国立病院機構千葉東病院）○佐野　明子，小山　春美，萩原　久子

059． 医療機関における LTBI 患者の職場DOTSについて ･･････････････････････････････････････････････（214）

（千葉市保健所感染症対策課）○金井久仁子，長嶋　真美，大塚　正毅

池上　　宏

060． 結核服薬支援活動から見た地域連携 ･････････････････････････････････････････････････････････････（215）

（結核予防会結核研究所）○永田　容子，山内　祐子，浦川美奈子

小林　典子，加藤　誠也，森　　　亨

061． DOTS 導入がスタッフに与えた影響と患者の意識変容 ･････････････････････････････････････････････（215）

（群馬大学医学部付属病院）○吉野　優子，大嶋　圭子

結核の看護・保健活動 2

3 月 28 日（木）16:10 ～ 16:50　D会場（3F 301）

座長（群馬大学医学部附属病院）大　嶋　圭　子

062． 肺結核患者の入院生活のストレス～患者参加型レクレーションの効果～ ･････････････････････････････（216）

（結核予防会複十字病院）○三浦　瑞枝，井上恵美子，東　　陽子
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063． 抗結核薬の自己管理移行時期についての検討 ･････････････････････････････････････････････････････（216）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）○亀田　祥子，福村　　惠，平田　明美

榎本かおり

064． 結核患者支援プログラムの効果について～導入して３年、入院初期に病棟で行える結核支援～ ･････････（217）

（国立病院機構千葉東病院）○梅津香代子，鍋島　久代，桑原ふみ子

古賀　千絵，佐野　明子

065． 患者支援のためのリスクアセスメント票に関する評価・検討について ･･･････････････････････････････（217）

（東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課）○草深　明子，渡部　ゆう，吉田　道彦

診断（感染診断法）1

3 月 28 日（木）16:50 ～ 17:40　D会場（3F 301）

座長（国際医療福祉大学臨床医学研究センター化研病院）増　山　英　則

066． クォンティフェロンTBゴールド（QFT-3G）における非陽性例の臨床的検討 ････････････････････････（218）

（静岡県立総合病院呼吸器内科）○森田　　悟，宍戸雄一郎，朝田　和博

白井　敏博

（浜松医科大学第二内科）須田　隆文，千田　金吾

067． 結核診断におけるQFT TB- ゴールド検査の血液混和の検討 ･･･････････････････････････････････････（218）

（日本赤十字社長崎原爆諌早病院）○福島喜代康，江原　尚美，松竹　豊司

（長崎大学第二内科）掛屋　　弘，河野　　茂

068． HIV 感染者における第 3世代QFTの有用性の検討 ･･･････････････････････････････････････････････（219）

（国立国際医療研究センター病院エイズ治療・研究開発センター）青木　孝弘

069． QFT-3G 採血管の分離剤が及ぼす影響についての検討 ･････････････････････････････････････････････（219）

（ちば県民保健予防財団）○露崎みづ枝，岡　　　馨，柳堀　朗子

鈴木　公典，藤澤　武彦

070． 高齢者におけるクォンティフェロンTBゴールド（QFT-3G）検査の有用性 ･･････････････････････････（220）

（山形県衛生研究所）○瀬戸　順次，阿彦　忠之

非結核性抗酸菌症 1

3 月 28 日（木）9:00 ～ 9:40　E会場（3F 303）

座長（長野県立須坂病院呼吸器内科・感染症内科）山　﨑　善　隆

071． 呼吸器疾患が疑われる患者におけるキャピリア®MAC抗体 ELISA測定の有用性の臨床的検討 ･････････（220）

（倉敷中央病院呼吸器内科）○伊藤　明広，橋本　　徹，興梠　陽平

時岡　史明，吉岡　弘鎮，橘　　洋正

石田　　直

072．  Mycobacterium avium complex（MAC）感染症の診断に対するキャピリアMAC抗体 ELISA法の臨床評価－

経時的推移もふまえて－ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････（221）

（川崎医科大学呼吸器内科）○小橋　吉博，毛利　圭二，岡　三喜男

073． 肺MAC症診断におけるキャピリアMAC抗体 ELISAの臨床的有用性 ･･････････････････････････････（221）

（国立病院機構刀根山病院呼吸器内科）○北田　清悟，前倉　亮治，藤川　健弥

90



074． Mycobacterium massiliense の完全長ゲノム解析とM. abscessus group 間の比較解析 ･･････････････････（222）

（国立感染症研究所感染制御部）○星野　仁彦，中永　和枝，石井　則久

（国立感染症研究所感染制御部，結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部結核菌情報科）鹿住　祐子

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部結核菌情報科）前田　伸司

非結核性抗酸菌症 2

3 月 28 日（木）9:40 ～ 10:20　E会場（3F 303）

座長（国立病院機構刀根山病院）前　倉　亮　治

075． 肺抗酸菌症患者における血清抗 glycopeptidolipid core lgA 抗体の有用性に関する検討 ････････････････（222）

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学，今給黎総合病院・昭和会クリニック呼吸器内科）○是枝　快泉

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学）山元　滋樹，金澤　裕信，東元　一晃

井上　博雅

（鹿児島市立病院内科）籾　　博晃

（鹿児島市医師会病院呼吸器内科）岩川　　純

（国立病院機構南九州病院呼吸器内科）是枝　快房

076． Mycobacterium avium complex 症におけるエリスロマイシン単剤治療の効果の検討 ･･････････････････（223）

（大分大学医学部総合内科学第二講座，天心堂へつぎ病院呼吸器内科臨床研究室）○小宮　幸作

（結核予防会複十字病院呼吸器内科，国立病院機構東京病院呼吸器センター）倉島　篤行

（国立病院機構宮崎東病院呼吸器内科）伊井　敏彦

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）永井　英明

（大分大学医学部総合内科学第二講座）門田　淳一

（結核予防会複十字病院呼吸器内科）森本　耕三，工藤　翔二

077．  肺MAC症におけるバイオマーカー（抗GPL-IgA 抗体、好中球上CD64 抗原、活性型ビタミンD、Cathelicidin:LL-37）

の有用性についての検討 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････（223）

（結核予防会複十字病院呼吸器センター）○森本　耕三，吉山　　崇，久世　眞之

奥村　昌夫，佐々木結花，吉森　浩三

尾形　英雄，工藤　翔二，倉島　篤行

（国立感染症研究所感染制御部）榊原　ゆみ，星野　仁彦

078． 肺MAC感染症に対する抗GPL-core 抗体の有用性（臨床症状、画像所見、菌培養検査との対比） ･･･････（224）

 （昭和大学医学部呼吸器アレルギー内科）大西　　司

非結核性抗酸菌症 3

3 月 28 日（木）10:20 ～ 11:00　E会場（3F 303）

座長（府中市病院機構府中市民病院）多　田　敦　彦

079． 肺非結核性抗酸菌症の経過中に発症した多発性骨髄腫の 2例 ･･･････････････････････････････････････（224）

（東京都立多摩総合医療センター呼吸器科）○村田　研吾，和田　曉彦，大橋　佳奈

岡本　翔一，高森　幹雄

（東京都立多摩総合医療センター呼吸器科，東京都保険医療公社多摩北部医療センター）藤田　　明
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080． M.avium complex による滑膜炎の 1例 ･･････････････････････････････････････････････････････････（225）

（静岡県立総合病院呼吸器内科）○宍戸雄一郎，森田　　悟，朝田　和博

白井　敏博

（浜松医科大学第二内科）須田　隆文，千田　金吾

081． 非結核性抗酸菌による脊椎炎 10 例の臨床的検討 ･･････････････････････････････････････････････････（225）

（国立病院機構刀根山病院整形外科）井澤　一隆

082． Mycobacterium  arupense による前腕掌側腫瘤の 1例 ･･････････････････････････････････････････････（226）

（国立病院機構宇都宮病院呼吸器内科）○吉川弥須子，沼尾　利郎

（国立感染症研究所ハンセン病研究センター）中永　和枝

（国立病院機構宇都宮病院臨床検査室）小川　佳亮

（同整形外科）田中　孝昭

非結核性抗酸菌症 4

3 月 28 日（木）15:30 ～ 16:10　E会場（3F 303）

座長（岩手県立中央病院）武　内　健　一

083． 肺MAC症死亡例の経過と死因についての検討 ･･･････････････････････････････････････････････････（226）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○豊田恵美子，長山　直弘，大島　信治

益田　公彦，松井　弘稔，山根　　章

永井　英明，田村　厚久，赤川志のぶ

蛇澤　　晶，大田　　健

084． 肺MAC症の治療成績 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････（227）

（化学療法研究会化学療法研究所附属病院）○和田　雅子，斉藤　茂代

085． CAMを含む多剤化学療法を施行したM. avium complex 症の長期予後 ･･････････････････････････････（227）

（倉敷中央病院呼吸器内科）○橋本　　徹，伊藤　明広，石田　　直

橘　　洋正，吉岡　弘鎮，時岡　史明

興梠　陽平

086． 肺非結核性抗酸菌症に対するAmikacin 投与例の検討 ･････････････････････････････････････････････（228）

（慶應義塾大学医学部感染制御センター）○田中　　拓，藤原　　宏，長谷川直樹

岩田　　敏

（同呼吸器内科）舩津　洋平，南宮　　湖，八木　一馬

浅見　貴弘，君塚　善文，西村　知泰

石井　　誠，田坂　定智，別役　智子

非結核性抗酸菌症 5

3 月 28 日（木）16:10 ～ 16:50　E会場（3F 303）

座長（長崎大学病院第二内科）掛　屋　　　弘

087． アスペルギルスを検出した肺MAC症の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････（228）

（国立病院機構天竜病院）○白井　正浩，早川　啓史，金井　美穂

（浜松医科大学第二内科）千田　金吾，須田　隆文
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088． 当院における非結核性抗酸菌症の検出状況と患者背景 ･････････････････････････････････････････････（229）

（社会保険中京病院呼吸器科）○玄　　崇永，岩村　美佳，野田　和司

宮松　晶子，加藤　朋子，龍華　祥雄

指尾　豊和，野崎　裕広

089． 当院における呼吸器検体培養にてアスペルギルス陽性であった肺非結核性抗酸菌症の検討 ･････････････（229）

（松阪市民病院呼吸器センター）○内藤　雅大，畑地　　治

（三重大学呼吸器内科）田口　　修

090． 非結核性抗酸菌症における合併症の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････････（230）

（東京医科歯科大学医学部呼吸器内科）○藤江　俊秀，榊原　ゆみ，稲瀬　直彦

非結核性抗酸菌症 6

3 月 28 日（木）16:50 ～ 17:40　E会場（3F 303）

座長（国立病院機構松江医療センター）矢　野　修　一

091． 非結核性抗酸菌症患者の栄養状態、栄養摂取量および予後との関係についての検討 ･･･････････････････（230）

（国立病院機構大牟田病院）○若松謙太郎，槇　　早苗，坂本　陽平

高倉　孝二，迫田　頼武，原田　知佳

池亀　　聡，赤崎　　卓，田口　和仁

川崎　雅之

（福岡大学筑紫病院呼吸器内科）永田　忍彦

（国立病院機構大牟田病院放射線科）熊副　洋幸

（同栄養管理室）上野佳代子

092． 喀痰からのMycobacterium gordonae 検出の意義に関する検討 ･････････････････････････････････････（231）

（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）○蛸井　浩行，林　　士元，林原　賢治

斎藤　武文

（国立病院機構災害医療センター臨床検査科）守屋　　任

093． 気管支鏡検査における非結核性抗酸菌培養陽性の意義 ･････････････････････････････････････････････（231）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○田村　厚久，佐藤　亮太，河辺　昭宏

井上　恵理，日下　　圭，鈴木　純一

赤司　俊介，島田　昌裕，鈴木　　淳

川島　正裕，鈴木　純子，大島　信治

益田　公彦，松井　弘稔，山根　　章

永井　英明，赤川志のぶ，豊田惠美子

長山　直弘，大田　　健

（同病理）蛇澤　　晶

094． 無治療肺Mycobacterium avium complex 症患者における菌陰性化と環境暴露との関係 ････････････････（232）

（京都大学医学部呼吸器内科）○伊藤　　穣，平井　豊博，三嶋　理晃

（医仁会武田総合病院呼吸器内科）前川　晃一

（京都大学医学部臨床病態検査科）一山　　智

095． 未治療肺MAC症患者の自宅浴室における非結核性抗酸菌環境分離株の分離頻度 ･････････････････････（232）

（社会医療法人総合大雄会病院呼吸器内科）○多賀　　収，中村さつき

（国立病院機構東名古屋病院臨床研究部，同呼吸器内科）中川　　拓，小川　賢二
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肺結核の予後・合併症・後遺症 1

3 月 29 日（金）9:00 ～ 9:50　C会場（2F国際会議室）

座長（国立病院機構旭川医療センター呼吸器内科）藤　内　　　智

096． 活動性肺結核と原発性肺癌合併症例における臨床的特徴の検討 ･････････････････････････････････････（233）

（国立病院機構東京病院呼吸器科）○吉田　和史，奥田　謙一，小林　宏一

石田　雅嗣，赤司　俊介，川島　正裕

大島　信治，松井　弘稔，山根　　章

田村　厚久，永井　英明，長山　直弘

豊田恵美子，赤川志のぶ，大田　　健

097． 慢性間質性肺炎に合併した肺アスペルギルス症の検討 ･････････････････････････････････････････････（233）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター内科・臨床検査科）○島田　昌裕

（同臨床検査科）蛇澤　　晶

（同呼吸器センター内科）鈴木　純子，田村　厚久，大田　　健

（同呼吸器センター外科）深見　武史

098． 悪性腫瘍を合併した肺結核症の癌化学療法に関する検討 ･･･････････････････････････････････････････（234）

（西神戸医療センター呼吸器内科）○多田　公英，桜井　稔泰，松本　正孝

井手口周平

099． 結核性胸膜炎の治療中に悪性胸膜中皮腫を合併した 1例 ･･･････････････････････････････････････････（234）

（市立岸和田市民病院呼吸器内科）丸毛　　聡

100． 播種性結核に播種性クリプトコッカス症を合併した一例 ･･･････････････････････････････････････････（235）

（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）○林原　賢治，蛸井　浩行，林　　士元

斎藤　武文

肺結核の予後・合併症・後遺症 2

3 月 29 日（金）9:50 ～ 10:40　C会場（2F国際会議室）

座長（昭和大学呼吸器アレルギー内科）大　西　　　司

101． オッシレーション法による気道抵抗測定装置を用いた肺結核後遺症の気道病変の解析 ･････････････････（235）

（国立病院機構西別府病院内科）○杉崎　勝教，瀧川　修一，吉松　哲之

井上　聡一，大津　達也

102． 肺気腫合併肺結核症の臨床的特徴の検討 ･････････････････････････････････････････････････････････（236）

（国立病院機構東京病院）○小山　壱也，豊田恵美子，奥田　謙一

小林　宏一，押谷　洋平，石田　雅嗣

吉田　和史，赤司　俊介，川島　正裕

大島　信治，松井　弘稔，田村　厚久

赤川志のぶ，長山　直弘，大田　　健

103． 治療開始 4ヶ月目に免疫再構築症候群を生じた播種性結核の 1例 ･･･････････････････････････････････（236）

（関東労災病院感染治療管理部）岡　　秀昭
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104． 血液透析を要する結核患者の、当院における入院受け入れの現況と問題点 ･･･････････････････････････（237）

（国立病院機構千葉東病院呼吸器内科）○石川　　哲，猪狩　英俊，野口　直子

永吉　　優，水野　里子，山岸　文雄

105． 重症呼吸不全を伴い人工呼吸器管理、集中治療を要した非高齢者肺結核の 1例 ･･･････････････････････（237）

（群馬大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科）○小野　昭浩，鶴巻　寛朗，古賀　康彦

土橋　邦生

肺結核の予後・合併症・後遺症 3

3 月 29 日（金）10:40 ～ 11:30　C会場（2F国際会議室）

座長（西神戸医療センター呼吸器内科）多　田　公　英

106． 排菌のある結核の、喀痰培養陰性化までの日数を長期化させる因子の検討 ･･･････････････････････････（238）

（国立病院機構山口宇部医療センター呼吸器内科）○大藤　　貴，村田　順之，坂本　健次

大石　景士，神徳　　済，尾形　佳子

（同腫瘍内科）原田　千尋，上岡　　博

（同画像診断科）松本　常男

107． 塗抹陽性肺結核患者における菌陰性化までに要する期間の検討 ･････････････････････････････････････（238）

（国立病院機構東埼玉病院呼吸器科）○堀場　昌英，増田　貴史，諸井　文子

（同臨床検査科）芳賀　孝之

（同呼吸器外科）後藤　正志，青山　克彦

108． 塗抹陽性肺結核患者における培養陰性化の判定時期に関する検討 ･･･････････････････････････････････（239）

（国立国際医療研究センター呼吸器内科）○森野英里子，高崎　　仁，杉山　温人

小林　信之

（同総合感染症コース）柳川　泰昭

（同臨床研究センター医療情報解析研究部）新保　卓郎

109． 結核入院患者の予後因子に関する検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（239）

（国立病院機構東京病院呼吸器疾患センター）○石田　雅嗣，豊田恵美子，赤司　俊介

日下　　圭，鈴木　純一，鈴木　　淳

大島　信治，益田　公彦，松井　弘稔

山根　　章，永井　英明，長山　直弘

田村　厚久，赤川志のぶ，大田　　健

110． 肺結核症の死亡リスク・入院期間・培養陰性までの期間と併存症の関係 ･････････････････････････････（240）

（日本大学医学部内科学部門呼吸器内科分野）○岡本　直樹，高橋　典明，伊藝　孔明

熊澤　文雄，伊藤　玲子，林　　伸一

小林　朋子，権　　寧博，細川　芳文

赤柴　恒人，橋本　　修
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診断（鑑別診断・画像診断）

3 月 29 日（金）13:50 ～ 14:40　C会場（2F国際会議室）

座長（仙台赤十字病院呼吸器科）三　木　　　誠

111． シェーグレン症候群に合併した結核性胸膜炎の一例 ･･･････････････････････････････････････････････（240）

（洛和会音羽病院呼吸器外科）○五十嵐知之

（同呼吸器科）長坂　行雄，日置辰一朗

112． 両側微小病変を有する肺結核症の胸部画像の検討 ･････････････････････････････････････････････････（241）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○鈴木　　淳，長山　直弘，永井　英明

田村　厚久，益田　公彦，山根　　章

鈴木　純子，鈴木　純一，日下　　圭

豊田恵美子，赤川志のぶ，大田　　健

113． 非結核性抗酸菌症との鑑別を要した肺結核の一例 ･････････････････････････････････････････････････（241）

（長野県立須坂病院呼吸器内科）○鹿児島　崇，山﨑　善隆

（信州大学医学部内科学第一講座）久保　惠嗣

114． 当院における結核性肺炎の 5症例の臨床像の検討 ･････････････････････････････････････････････････（242）

（聖隷横浜病院呼吸器内科）○小西　建治，加志崎史大，青山　眞弓

永川　博康

（金沢文庫病院呼吸器内科）岡田　　徹

115． 結核が疑われ感染症病棟へ入院となった患者の転帰の検討 ･････････････････････････････････････････（242）

（三重中央医療センター呼吸器科）○藤本　　源，西井　洋一，井端　英憲

（三重中央医療センター呼吸器科，三重大学医学部呼吸器内科）大本　恭裕

（三重大学医学部呼吸器内科）田口　　修

疫学・管理 4

3 月 29 日（金）14:40 ～ 15:20　C会場（2F国際会議室）

座長（千葉県市川健康福祉センター（市川保健所））久　保　秀　一

116． 当院における結核患者の特性の推移 ･････････････････････････････････････････････････････････････（243）

（国立病院機構刀根山病院内科）○藤川　健弥，北田　清悟，前倉　亮治

117． 結核病床のない一般病院で診断困難例を見逃さないために ･････（総合南東北病院呼吸器科）座安　　清（243）

118． 塗抹陽性肺結核患者の入院期間の長期化因子の解析 ･･･････････････････････････････････････････････（244）

（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科）○菅野　芳明，森野英里子，高崎　　仁

杉山　温人，小林　信之

119． 山梨県の事業所で起きた結核集団発生例についての報告 ･･･････････････････････････････････････････（244）

（山梨赤十字病院内科・呼吸器科）楠本壮二郎
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疫学・管理 5

3 月 29 日（金）15:20 ～ 16:00　C会場（2F国際会議室）

座長（東京都福祉保健局医療政策部）成　田　友　代

120． BCGワクチン直接接種後のコッホ現象を契機に診断に至った乳児結核感染症例の検討 ････････････････（245）

（国立病院機構南京都病院小児科）○徳永　　修，宮野前　健

121． 知識共有コミュニティにおける結核に関する話題 ･････････････････････････････････････････････････（245）

 （名古屋市衛生研究所疫学情報部）平光　良充

122． 小・中学生の結核定期健康診断にQFTを導入した結果について ･･･････････････････････････････････（246）

（葛飾区保健所）○渡瀬　博俊

（日本BCG研究所）小山　　明

123． 東日本大震災前後の被災地域病院における結核入院診療の変化 ･････････････････････････････････････（246）

（宮城厚生協会坂総合病院呼吸器科）○生方　　智，庄司　　淳，高橋　　洋

病態（病態生理・増悪因子等）1

3 月 29 日（金）9:00 ～ 9:40　D会場（3F 301）

座長（新潟大学医歯学総合病院医科総合診療部）鈴　木　栄　一

124． 潜在性結核とベーチェット病発症との関連が示唆された１例 ･･･････････････････････････････････････（247）

（国立病院機構東京病院呼吸器内科）○日下　　圭，長山　直弘，檜垣　直子

井上　恵理，佐藤　亮太，大部　　幸

鈴木　純一，鈴木　　淳，鈴木　純子

益田　公彦，山根　　章，田村　厚久

永井　英明，赤川志のぶ，大田　　健

125． 結核発病、治療反応性と耐糖能異常、栄養の関連性の検討 ･････････････････････････････････････････（247）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター）○林　　清二，武内　海歌，佐々木由美子

香川　智子

（武庫川女子大学）鞍田　美貴

126． 当院の入院結核患者における経管栄養の現状 ･････････････････････････････････････････････････････（248）

（国立病院機構愛媛病院呼吸器内科）○渡邉　　彰，佐藤　千賀，植田　聖也

市木　　拓，阿部　聖裕

127． 当院における高齢者結核の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（248）

（国立病院機構宮崎東病院呼吸器内科）○白濱　知広，伊井　敏彦

（同内科）比嘉　利信

病態（病態生理・増悪因子等）2

3 月 29 日（金）9:40 ～ 10:20　D会場（3F 301）

座長（国立病院機構茨城東病院）斎　藤　武　文

128． 80 歳以上の高齢肺結核患者におけるピラジナミドの使用適応についての検討 ････････････････････････（249）

（国立国際医療研究センター呼吸器内科）○谷崎隆太郎，森野英里子，高崎　　仁

杉山　温人，小林　信之
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129． 80 歳以上の高齢者活動性結核症に対するピラジナミド併用療法の臨床的検討 ････････････････････････（249）

（国立病院機構高知病院呼吸器科）○岡野　義夫，香西　博之，中野万有里

町田　久典，畠山　暢生，大串　文隆

（同臨床研究部）篠原　　勉

130． 80 歳以上の高齢者結核における治療状況の検討 ･･････････････････････････････････････････････････（250）

（国立病院機構西別府病院）○瀧川　修一，杉崎　勝教，吉松　哲之

井上　聡一，大津　達也

131． 高齢者結核症例の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････（250）

（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科，琉球大学第一内科）○那覇　　唯，原　真紀子，藤田　香織

（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科）仲本　　敦，大湾　勤子，久場　睦夫

国際保健・在日外国人の結核 1

3 月 29 日（金）10:20 ～ 11:00　D会場（3F 301）

座長（ちば県民保健予防財団総合検診センター）　鈴　木　公　典

132． 大阪市における外国人結核患者の分析 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（251）

（結核予防会結核研究所）○下内　　昭

（大阪市保健所感染症対策課）小向　　潤，松本　健二，廣田　　理

吉田　英樹，甲田　伸一

133． 海外から輸入される多剤耐性結核の調査（本邦における外国人結核に対する調査研究） ････････････････（251）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）○岡田　全司，喜多　洋子，橋元　里実

林　　清二，鈴木　克洋，露口　一成

（国立国際医療研究センター）小林　信之，切替　照雄

（国立病院機構東京病院）豊田恵美子

（多摩北部医療センター）藤田　　明

（結核予防会結核研究所）下内　　昭，加藤　誠也

（大阪市保健所）小向　　潤，松本　健二

134． 外国人留学生に対するクオンティフェロンテストRの検討 ･･････････････････････････････････････････（252）

（千葉大学総合安全衛生管理機構）○潤間　励子

（千葉大学総合安全衛生管理機構，東京工業大学保健管理センター）長尾　啓一

135． ケニア共和国における LED蛍光顕微鏡導入支援 ･･････････････････････････････････････････････････（252）

（結核予防会国際部）○菅本　鉄広

（結核予防会結核研究所国際協力部）松本　宏子

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部）御手洗　聡

国際保健・在日外国人の結核 2

3 月 29 日（金）11:00 ～ 11:30　D会場（3F 301）

座長（結核予防会結核研究所）下　内　　　昭

136． 豊島区における日本語学校健診の現状 ･･･････････････････（豊島区池袋保健所健康推進課）羽藤　倫子（253）

98



137． 当院における外国人結核患者の発生状況と治療成績 ･･･････････････････････････････････････････････（253）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター感染症内科）○田村　嘉孝，黒川　雅史，韓　　由紀

松本　智成，永井　崇之，川瀬　一郎

138． 千葉市における外国人結核患者の状況・課題 ･････････････････････････････････････････････････････（254）

（千葉市保健所）○大塚　正毅，金井久仁子，長嶋　真美

池上　　宏

（国立病院機構千葉東病院）猪狩　英俊

化学療法 2

3 月 29 日（金）13:50 ～ 14:40　D会場（3F 301）

座長（国立病院機構北海道医療センター呼吸器内科）鎌　田　有　珠

139． メロペネム・クラブラン酸併用が有効と考えられた多剤耐性結核の 1例 ･････････････････････････････（254）

（国立病院機構西新潟中央病院呼吸器科）○桑原　克弘，宮尾　浩美，松本　尚也

斎藤　泰晴，大平　徹郎

140． 抗結核薬投与による腎障害の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（255）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○奥田　謙一，吉田　和史，石田　雅嗣

赤司　俊介，松井　弘稔，大島　信治

益田　公彦，田村　厚久，山根　　章

永井　英明，豊田恵美子，長山　直弘

赤川志のぶ，大田　　健

141． RFP 再投与後にショックとなった 1症例 ････････････････････････････････････････････････････････（255）

（化学療法研究会化学療法研究所附属病院）○和田　雅子，増山　英則，馬島　　徹

142． イソニアジド耐性結核の臨床研究 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（256）

（化学療法研究会化学療法研究所附属病院）○和田　雅子，馬島　　徹，増山　英則

斉藤　茂代

143． 当院におけるレスピラトリーキノロン耐性結核に関する検討 ･･･････････････････････････････････････（256）

（国立国際医療研究センター呼吸器内科）○高崎　　仁，森野英里子，小林　信之

結核の看護・保健活動 3

3 月 29 日（金）14:40 ～ 15:20　D会場（3F 301）

座長（千葉市保健所感染症対策課）長　嶋　真　美

144． 奈良に結核を広めない会カンファレンス（ATACinNARA）の 12 年目の取り組み ････････････････････（257）

（東京都結核予防会，奈良産業保健連絡事務所，国立病院機構奈良医療センター）○畠山　雅行

（国立病院機構奈良医療センター）田村　猛夏，玉置　伸二

145． 呼吸器感染症病棟で患者 - 看護師の信頼関係を築くための工夫＜私は、だぁ～れ？作戦＞ ･････････････（257）

（国立病院機構三重中央医療センター）○世古口加奈子，鍵谷　和子

（同呼吸器科）西井　洋一，藤本　　源，井端　英憲

大本　恭裕
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146． 大阪市における肺結核患者のDOTS実施状況と治療成績について ･･････････････････････････････････（258）

（大阪市保健所感染症対策課）○笠井　　幸，櫻井　理恵，森河内麻美

小向　　潤，吉田　英樹，松本　健二

甲田　伸一

（大阪市健康局）寺川　和彦

147． 結核看護継続の課題～結核病棟退院後のアンケート結果から～ ･････････････････････････････････････（258）

（結核予防会複十字病院）○井上恵美子，東　　陽子，三浦　瑞枝

結核の看護・保健活動 4

3 月 29 日（金）15:20 ～ 16:00　D会場（3F 301）

座長（東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課）草　深　明　子

148． 結核患者への療養指導の評価 ･･･････････････････････････････（国立病院機構刀根山病院）井高　麻美（259）

149． 栄養障害を有する結核患者に対する看護への課題 ･････････････････････････････････････････････････（259）

（市立秋田総合病院）○澤井さとみ，丸井美智子，加藤　禎子

本間　光信

150． 健康維持体操による肺結核入院患者の体力低下予防－体操を日常看護業務に定着させる取り組み－ ･････（260）

（長野県立須坂病院）○宮澤ともよ

（同呼吸器内科・感染症内科）鹿児島　崇，山﨑　善隆

151． 総合病院における結核患者のNST介入結果の特徴 ････････････････････････････････････････････････（260）

（西神戸医療センター看護部）○北川　　恵，田中　幸江

（同呼吸器内科）多田　公英

診断（細菌学的診断法）

3 月 29 日（金）9:40 ～ 10:20　E会場（3F 303）

座長（島根大学医学部微生物・免疫学）佐　野　千　晶

152． ガフキー 1号にて当院へ入院した症例の検討 ･････････････････････････････････････････････････････（261）

（国立病院機構沖縄病院）○藤田　香織，那覇　　唯，原　真紀子

仲本　　敦，大湾　勤子，久場　睦夫

（琉生病院）宮城　　茂

（琉球大学医学部第一内科）藤田　次郎

153． ハイチでの結核診断における PURE-TB-LAMP法導入の試み ･･････････････････････････････････････（261）

（長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野，特定非営利活動法人日本リザルツ，ストップ結核パートナーシップ日本）○角　　泰人

（特定非営利活動法人日本リザルツ，ストップ結核パートナーシップ日本）白須　紀子

（特定非営利活動法人Future Code）大類　隼人

（ストップ結核パートナーシップ日本，結核予防会結核研究所）森　　　亨

154． 臨床検体における PURE-LAMPとコバスTaqManMTBの比較検討 ････････････････････････････････（262）

（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）○斎藤　武文，鶴崎　聡俊，恩田　直美

藤田　一喬，金澤　　潤，角田　義弥

蛸井　浩行，林　　士元，林原　賢治
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155． MALDI-TOFにおける抗酸菌同定検査の検討 ････････････････････････････････････････････････････（262）

（株式会社エスアールエル）○橋本　陽介，高橋　格一，速永　　淳

診断（感染診断法）2

3 月 29 日（金）13:50 ～ 14:20　E会場（3F 303）

座長（国立病院機構東名古屋病院呼吸器内科／臨床研究部）中　川　　　拓

156． 結核菌遺伝子検査 LAMP法の迅速診断の有用性について ･･････････････････････････････････････････（263）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター臨床検査科）○吉多　仁子，小野原健一

（同臨床研究部）松本　智成

（同感染症内科）黒川　雅史，田村　嘉孝

157． Pyrosequencing 法を用いた抗酸菌同定の試み ････････････････････････････････････････････････････（263）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）○吉田志緒美，露口　一成，岡田　全司

（同内科）鈴木　克洋，林　　清二

（同臨床検査科）富田　元久

158． 結核診断における LAMP法の検討 ･･････････････････････････････････････････････････････････････（264）

（日本赤十字社長崎原爆諌早病院）○松竹　豊司，福島喜代康，江原　尚美

（長崎大学第二内科）掛屋　　弘，河野　　茂

細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）1

3 月 29 日（金）14:20 ～ 15:10　E会場（3F 303）

座長（京都大学医学部附属病院検査部）樋　口　武　史

159． Mycobacterium fortuitumを対象とした Ziehl-Neelsen 染色法と蛍光染色法の比較検討 ･････････････････（264）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）○吉田志緒美，露口　一成，岡田　全司

（同内科）鈴木　克洋，林　　清二

（同臨床検査科）富田　元久

（神戸市環境保健研究所）有川健太郎，岩本　朋忠

160． 抗酸菌検査の新しい前処理試薬TB-beads 法とニチビー法を用いた遺伝子検査と培養検査の検討 ･･･････（265）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター臨床検査科）○吉多　仁子，小野原健一

（同臨床研究部）松本　智成

（同感染症内科）黒川　雅史，田村　嘉孝

161． 新しい抗酸菌前処理法TB-beads 法を用いた遺伝子検査TRC法の検討 ･･････････････････････････････（265）

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター臨床検査科）○小野原健一，吉多　仁子

（同臨床研究部）松本　智成

（同感染症内科）黒川　雅史，田村　嘉孝

162． 電子顕微鏡を用いた結核菌の形態計測標準データの試行 ･･･････････････････････････････････････････（266）

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部）○山田　博之，前田　伸司，近松　絹代

青野　昭男，御手洗　聡

163． 結核菌に対する各種フルオロキノロン剤のMIC ･･････････････････････････････････････････････････（266）

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部細菌検査科）○青野　昭男，近松　絹代，山田　博之

菅本　鉄広，加藤　朋子，御手洗　聡
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細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）2

3 月 29 日（金）15:10 ～ 16:00　E会場（3F 303）

座長（名古屋市立大学大学院薬学研究科生体防御機能学）瀧　井　猛　将

164． トリ型結核菌Mycobacterium aviumのアミノ酸代謝とアンモニア産生に関する研究 ･･････････････････（267）

（名古屋市立大学大学院薬学研究科生体防御機能学）○花村　菜月，伊藤佐生智，瀧井　猛将

（結核研究所抗酸菌レファレンス部）堀田　康弘，前田　伸司

（東名古屋病院臨床研究部）小川　賢二

（名古屋大学医学部付属病院中央感染制御部）八木　哲也

（動物衛生研究所ヨーネ病グループ）西森　　敬

（岡山大学大学院医歯薬総合研究科）大原　直也

（大阪市立大学大学院医学研究科）藤原　永年

（国立感染症研究所バイオセーフティ管理室）山崎　利雄

165． 日本人とタイ人における結核感受性遺伝子座の同定 ･･･････････････････････････････････････････････（267）

（結核予防会複十字病院，結核予防会結核研究所）○野内　英樹，吉山　　崇，倉島　篤行

山田　紀男

（結核予防会複十字病院）岩淵　英子，吉森　浩三，奥村　昌夫

佐々木結花，尾形　英雄，工藤　翔二

166． 日本国内とベトナム（ハノイ地区）で分離された結核菌における遺伝系統の比較 ･････････････････････（268）

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部）○前田　伸司

（国立国際医療研究センター研究所呼吸器疾患研究部）櫻田　紳策，慶長　直人

（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科）小林　信之

167． Propidium monoazide（PMA）を用いた生物活性をもつ結核菌の定量的検出法の検討 ･････････････････（268）

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部細菌検査科）○加藤　朋子，近松　絹代，青野　昭男

山田　博之，御手洗　聡

168． 結核菌競合感染によるVirulence 評価 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（269）

（結核予防会結核研究所抗酸菌レファレンス部細菌検査科）○御手洗　聡，青野　昭男，近松　絹代

加藤　朋子，山田　博之

102



〈要望課題　座長一覧〉

3 月 28 日（木曜日）

 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 Ｃ １．潜在性結核感染症の治療効果 （001 ～ 005） 徳永　　修  9:00 ～  9:50

 Ｃ ２．生物学的製剤と抗酸菌感染症 （006 ～ 009） 小橋　吉博 16:10 ～ 16:50

3 月 29 日（金曜日）

 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 Ｂ ３．結核院内感染 （010 ～ 015） 飯沼　由嗣 13:30 ～ 14:30

 E ４．非結核性抗酸菌症の外科治療 （016 ～ 019） 白石　裕治  9:00 ～  9:40

 E ５．結核の診断困難例 （020 ～ 023） 滝口　裕一 10:20 ～ 11:00



〈一般演題　座長一覧（１）〉

3 月 28 日（木曜日）

 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 Ｃ 疫学・管理 1 （024 ～ 027） 藤山　理世  9:50 ～ 10:30
 Ｃ 疫学・管理 2 （028 ～ 032） 大角　晃弘 10:30 ～ 11:20
 Ｃ 免疫学 1 （033 ～ 035） 松本　壮吉 15:00 ～ 15:30
 Ｃ 免疫学 2 （036 ～ 039） 山本　三郎 15:30 ～ 16:10
 Ｃ 疫学・管理 3 （040 ～ 044） 篠原　　勉 16:50 ～ 17:40
 Ｄ 肺外結核・特殊な結核 1 （045 ～ 048） 福島喜代康  9:00 ～  9:40
 Ｄ 肺外結核・特殊な結核 2 （049 ～ 052） 長谷川直樹  9:40 ～ 10:20
 Ｄ 化学療法 1 （053 ～ 057） 尾形　英雄 10:20 ～ 11:10
 Ｄ 結核の看護・保健活動 1 （058 ～ 061） 工藤　恵子 15:30 ～ 16:10
 Ｄ 結核の看護・保健活動 2 （062 ～ 065） 大嶋　圭子 16:10 ～ 16:50
 Ｄ 診断（感染診断法）1 （066 ～ 070） 増山　英則 16:50 ～ 17:40
 Ｅ 非結核性抗酸菌症 1 （071 ～ 074） 山﨑　善隆  9:00 ～  9:40
 Ｅ 非結核性抗酸菌症 2 （075 ～ 078） 前倉　亮治  9:40 ～ 10:20
 Ｅ 非結核性抗酸菌症 3 （079 ～ 082） 多田　敦彦 10:20 ～ 11:00
 Ｅ 非結核性抗酸菌症 4 （083 ～ 086） 武内　健一 15:30 ～ 16:10
 Ｅ 非結核性抗酸菌症 5 （087 ～ 090） 掛屋　　弘 16:10 ～ 16:50
 Ｅ 非結核性抗酸菌症 6 （091 ～ 095） 矢野　修一 16:50 ～ 17:40



〈一般演題　座長一覧（２）〉

3 月 29 日（金曜日）

 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 Ｃ 肺結核の予後・合併症・後遺症 1 （096 ～ 100） 藤内　　智  9:00 ～  9:50
 Ｃ 肺結核の予後・合併症・後遺症 2 （101 ～ 105） 大西　　司  9:50 ～ 10:40
 Ｃ 肺結核の予後・合併症・後遺症 3 （106 ～ 110） 多田　公英 10:40 ～ 11:30
 Ｃ 診断（鑑別診断・画像診断） （111 ～ 115） 三木　　誠 13:50 ～ 14:40
 Ｃ 疫学・管理 4 （116 ～ 119） 久保　秀一 14:40 ～ 15:20
 Ｃ 疫学・管理 5 （120 ～ 123） 成田　友代 15:20 ～ 16:00
 Ｄ 病態（病態生理・増悪因子等）1 （124 ～ 127） 鈴木　栄一  9:00 ～  9:40
 Ｄ 病態（病態生理・増悪因子等）2 （128 ～ 131） 斎藤　武文  9:40 ～ 10:20
 Ｄ 国際保健・在日外国人の結核 1 （132 ～ 135） 鈴木　公典 10:20 ～ 11:00
 Ｄ 国際保健・在日外国人の結核 2 （136 ～ 138） 下内　　昭 11:00 ～ 11:30
 Ｄ 化学療法 2 （139 ～ 143） 鎌田　有珠 13:50 ～ 14:40
 Ｄ 結核の看護・保健活動 3 （144 ～ 147） 長嶋　真美 14:40 ～ 15:20
 Ｄ 結核の看護・保健活動 4 （148 ～ 151） 草深　明子 15:20 ～ 16:00
 Ｅ 診断（細菌学的診断法） （152 ～ 155） 佐野　千晶  9:40 ～ 10:20
 Ｅ 診断（感染診断法）2 （156 ～ 158） 中川　　拓 13:50 ～ 14:20
 Ｅ 細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）1 （159 ～ 163） 樋口　武史 14:20 ～ 15:10
 Ｅ 細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）2 （164 ～ 168） 瀧井　猛将 15:10 ～ 16:00


