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＜招　請　講　演＞

The Innate Immunity on Mycobacteriosis ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（147）

（Harvard Medical School Teaching Hospital）Henry Koziel

3 月 23 日（木）11:15 ～ 12:15　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（国立病院機構茨城東病院）深　井　志摩夫

＜特　別　講　演＞

過敏性肺炎の歴史－肉芽腫性肺疾患から間質性肺炎へ－･････････････････････（東京医科歯科大学）吉澤　靖之（148）

3 月 24 日（金）15:50 ～ 16:50　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（筑波記念病院呼吸器センター）大　塚　盛　男

＜会　長　講　演＞

結核：古くて新しい病気･･･････････････････････････････････････････（国立病院機構茨城東病院）齋藤　武文（149）

3 月 23 日（木）10:45 ～ 11:15　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（結核予防会結核研究所）森　　　　　亨

＜教　育　講　演＞

１．Antituberculous Drug-induced Hepatotoxicity ･･･････････････････････････････････････････････････････（153）

（University of Massachusetts Medical School）Margaret Koziel

3 月 23 日（木）9:10 ～ 10:10　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（茨城県メディカルセンター / 水戸市医師会）齋　藤　洋　子

２．慢性肺アスペルギルス症の病態と発生病理･････････････････････････････････････（長崎大学）田代　隆良（154）

3 月 23 日（木）14:25 ～ 15:25　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（長崎大学）河　野　　　茂
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３．肺非結核性抗酸菌症の診断と治療････････････････････････（NHO 近畿中央胸部疾患センター）鈴木　克洋（155）

3 月 24 日（金）9:50 ～ 10:50　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（国立病院機構千葉東病院）山　岸　文　雄

４．肺結核症の病理･･･････････････････････････（埼玉県立循環器・呼吸器病センター病理診断科）河端　美則（156）

3 月 24 日（金）12:10 ～ 13:10　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（大和会東大和病院）和　田　雅　子

５．肺結核症の画像診断･････････････････････････（公立学校共済組合近畿中央病院放射線診断科）上甲　　剛（157）

3 月 24 日（金）13:15 ～ 14:15　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（金沢医科大学呼吸器内科 / 能登北部呼吸器疾患センター・公立穴水総合病院）石　﨑　武　志

＜シンポジウム＞

シンポジウム 1

（生涯教育セミナー）

難治性または耐性結核の治療

3 月 23 日（木）8:30 ～ 10:00　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（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

　　　　　　　  （結核予防会結核研究所生体防御部）　　　　　　　　　　　　　　　　　 土　井　教　生 （161）

S1-1． 新しい結核ワクチンの役割と開発の現状 ･････････････････････････････････････････････････････････（162）

（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，橋元　里実，仲谷　　均

西松　志保，木岡　由美子，西田　泰子

井上　義一，露口　一成，林　　清二

喜多　洋子

（ジェノミディア）中島　俊洋

（大阪大学大学院医学系研究科）金田　安史，朝野　和典，熊ノ郷　淳

木田　　博

（東京病院）庄司　俊輔

（茨城東病院）齋藤　武文

（結核予防会大阪病院）松本　智成

（国立国際医療研究センター）三上　礼子

（TexasA&M 大学）David　McMurray

（レオナルド・ウッド研究所）Esterlina Tan，Paul Saunderson，Marjorie Cang

S1-2． 多剤耐性結核の治療の現状 ･････････････････････（国立病院機構東京病院呼吸器センター）永井　英明（163）

S1-3． わが国におけるデラマニドの治療成績 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（164）

（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

S1-4． 新規薬剤による有望な次世代結核治療レジメン ･･･････（結核予防会結核研究所生体防御部）土井　教生（165）
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シンポジウム 2

（生涯教育セミナー）

抗酸菌感染症：画像と病理像との対比

3 月 23 日（木）14:25 ～ 15:55　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（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）藤　田　次　郎

　　　　　　　　　 （滋賀医科大学放射線科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 村　田　喜代史 （166）

S2-1． 非結核性抗酸菌感染症の画像診断 ･･･････（JCHO 東京山手メディカルセンター呼吸器内科）徳田　　均（167）

S2-2． Mycobacterium avium complex 症の病理像 ･･････････････････････････････････････････････････････（168）

（国立病院機構東京病院臨床検査センター）○蛇澤　　晶，木谷　匡志，仲村　泰彦

（同呼吸器センター）田村　厚久

S2-3． 肺結核の画像診断～微細病変から粗大病変まで～ ･････････････････････････････････････････････････（169）

（福井大学高エネルギー医学研究センター）伊藤　春海

S2-4． 肺結核症の病理像 :　肺末梢構造からの観察 ･･････････（日本赤十字社医療センター病理部）武村　民子（170）

シンポジウム 3

喫煙、COPDと結核

3 月 23 日（木）8:30 ～ 10:00　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科学部門）相　良　博　典

　　　　　　　　　　 （日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野）　　　　　　　  橋　本　　　修 （171）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

S3-1． 喫煙・COPD と下気道免疫 ･････････････････････････････（国立感染症研究所感染制御部）星野　仁彦（172）

S3-2． COPD と肺結核症の臨床的検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････････（173）

（昭和大学医学部呼吸器アレルギー内科）○大西　　司，宮田　祐人，桑原　直人

楠本壮二郎，相良　博典

S3-3． COPD 合併結核－治療および管理上の注意点－ ･･･････････････････････････････････････････････････（174）

（国立病院機構奈良医療センター内科）○玉置　伸二，久下　　隆，板東　千昌

芳野　詠子，田村　　緑，田中小百合

小山　友里，有山　　豊，田村　猛夏

S3-4． 喫煙・COPD と結核の疫学 ･･･････････････････････････････（大阪府結核予防会大阪病院）松本　智成（175）

シンポジウム 4

（生涯教育セミナー）

肺NTM症を知り、診療を改善するために

3 月 23 日（木）14:25 ～ 15:55　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（国立病院機構東名古屋病院呼吸器内科）小　川　賢　二

　　　　　　　　　　　　　　　（結核予防会複十字病院呼吸器センター）佐々木　結　花 （176）

S4-1． 肺 MAC 症の病態と菌側因子 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････（177）

 （新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸器 ･ 感染症内科学分野）菊地　利明

S4-2． 画像でみる肺 MAC 症 ･･･････････････････････････････････（立川綜合病院放射線診断科）氏田万寿夫（178）

S4-3． 肺 Mycobacterium avium complex 症の病態に基づく内科治療の現状と方向性 ････････････････････････（179）

（長野県立須坂病院呼吸器・感染症内科）山﨑　善隆

S4-4． 肺 NTM 症の外科治療 ･････････････････････････（結核予防会複十字病院呼吸器センター）白石　裕治（180）
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シンポジウム 5

（生涯教育セミナー）

潜在性結核感染症の診断と治療

3 月 24 日（金）9:10 ～ 10:40　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（日本赤十字社長崎原爆諫早病院）　 福　島　喜代康

　　　　　　　　　　　　　　　　（結核予防会複十字病院呼吸器内科）尾　形　英　雄 （181）

S5-1． 抗酸菌の「長生き」のメカニズムと結核対策への応用 ･････････････････････････････････････････････（182）

（新潟大学大学院医歯学総合研究科細菌学分野）松本　壮吉

S5-2． 潜在性結核感染症診断に対する IGRA の有用性と限界 ･････････････････････････････････････････････（183）

（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）根本　健司

S5-3． QuantiFERON-TB Gold Plus の診断パフォーマンスについて ･･･････････････････････････････････････（184）

（結核予防会複十字病院呼吸器内科）伊　　麗娜

S5-4． 結核感染の診断における IGRA と低線量胸部 CT の併用

  ～ T- スポット、QFT、QFT-plus の比較検討も含めて～ ･･････････････････････････････････････････（185）

（日本赤十字社長崎原爆諫早病院呼吸器科）○福島喜代康、江原　尚美、中野令伊司

松竹　豊司、久保　　亨

（長崎大学第二内科）迎　　　寛

S5-5． 生物学的製剤使用患者における潜在性結核感染の診断と治療の問題点 ･･･････････････････････････････（186）

（大阪府結核予防会大阪病院）松本　智成

シンポジウム 6

肺結核後遺症の総括と今後の課題

3 月 24 日（金）12:10 ～ 13:40　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（国立病院機構刀根山病院）前　倉　亮　治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国立病院機構南京都病院）坪　井　知　正 （187）

S6-1． 肺結核後遺症の病態 ･････････････････（国立病院機構松江医療センター呼吸器病センター）矢野　修一（188）

S6-2． 呼吸不全について：LTOT および NPPV ････････････････････････････････････････････････････････（189）

（国立病院機構西新潟中央病院呼吸器センター内科）○大平　徹郎，桑原　克弘

S6-3． 結核後遺症の呼吸リハビリテーション（終末期も含め） ････････（国立病院機構刀根山病院）前倉　亮治（190）

S6-4． 肺結核続発性感染症（アスペルギルス症、非結核性抗酸菌症）について ･････････････････････････････（191）

（国立病院機構南京都病院）佐藤　敦夫

S6-5． 結核後遺症としての難治性病態　喀血 ～その病態とカテーテルインターベンションを中心とした治療～ ･･（192）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）益田　公彦

シンポジウム 7

the 92nd JSTB ‒ the 6th APRC Joint Symposium

Current topics and future perspective in the Nontuberculous Mycobacteriosis in Eastern Asia

3 月 24 日（金）13:45 ～ 15:45　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（慶應義塾大学医学部感染制御センター）長谷川　直　樹

　　　　　　　　　　　　　　　（結核予防会複十字病院呼吸器内科）　　 森　本　耕　三 （193）

S7-1． Host susceptibility to pulmonary nontuberculous mycobacterial (PNTM) disease   ･･･････････････････（194）

（Laboratory of Clinical Infectious Diseases, NIAID, NIH, Bethesda）Masashi Matsuyama, Steven M. Holland
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S7-2． Antibiotic treatment of nontuberculous mycobacterial lung disease ･････････････････････････････････（195）

（Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Medicine, Samsung Medical Center, 

Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, South Korea）Won-Jung Koh

S7-3． Hsa-miR-346 is a potential serum biomarker of Mycobacterium avium complex pulmonary 

  disease activity ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（196）

 （Health Center, Keio University, Tokyo, Japan）Tomoyasu Nishimura

S7-4． Current topics and future perspective in the nontuberculous mycobacteriosis in Eastern Asia ･････････（197）

（Divisions of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Departments of Laboratory Medicine and Internal 

Medicine, National Taiwan University Hospital, National Taiwan University College of Medicine, Taipei, 

Taiwan）Po-Ren Hsueh

シンポジウム 8

攻略：抗酸菌検査ガイド 2016

3 月 24 日（金）9:10 ～ 10:40　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（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））迎　　　　　寛

　　　　　　　　  （金沢医科大学臨床感染症学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯　沼　由　嗣 （198）

S8-1． 抗酸菌分類と同定法の最新トピックス ･･･････････････････････（東京医科大学微生物分野）大楠　清文（199）

S8-2． 結核菌遺伝子型別の方法と利用 ･･･････････････････････（神戸市環境保健研究所微生物部）岩本　朋忠（200）

S8-3． 非結核性抗酸菌の薬剤感受性試験 ･････････････････････（島根大学医学部地域医療支援学）佐野　千晶（201）

S8-4． 次の抗酸菌検査ガイドラインは如何にあるべきか ･･･････（結核予防会結核研究所抗酸菌部）御手洗　聡（202）

シンポジウム 9

（生涯教育セミナー）

院内感染対策、ICT の役割

3 月 24 日（金）12:10 ～ 13:40　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（仙台赤十字病院呼吸器内科）　　　　　  三　木　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　（富山大学感染予防医学講座 / 感染症科）山　本　善　裕 （203）

S9-1． 結核院内感染対策　－一般病床で結核患者を収容するモデル病床の経験から－ ･･･････････････････････（204）

（日本医科大学付属病院呼吸器内科）○林　　宏紀

（日本医科大学付属病院医療安全管理部感染制御室）根井　貴仁

S9-2． 医療関係者に自施設の結核感染リスクを伝え備える（ICN） ････････････････････････････････････････（205）

（国立病院機構名古屋医療センター感染制御対策室）鈴木奈緒子

S9-3． 感染制御および抗菌化学療法の認定薬剤師の役割と展望 ･･･････････････････････････････････････････（206）

（東北医科薬科大学薬学部臨床感染症学教室）藤村　　茂

S9-4． 臨床微生物検査技師の立場から ･････････････････････････（札幌医科大学附属病院検査部）品川　雅明（207）

シンポジウム 10

慢性肺アスペルギルス症 （CPA） の臨床

3 月 24 日（金）13:45 ～ 15:15　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（国立病院機構神奈川病院呼吸器外科）　　　　　　　　　　　　　　　 根　本　悦　夫

　　　　　　　　（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科感染免疫学講座臨床感染症学分野）泉　川　公　一 （208）
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S10-1． 画像所見の成り立ち（病理学的見地から） ････････････････････････････････････････････････････････（209）

（日本赤十字社医療センター・感染症科 / 感染対策室）安藤　常浩

S10-2． 内科的治療の有効性と治療抵抗因子 ･････････････････････････････････････････････････････････････（210）

（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター呼吸器内科 / 筑波大学大学院人間総合科学研究科呼吸器内科）

○金澤　　潤

（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター呼吸器内科）齋藤　武文

S10-3． 慢性肺アスペルギルス症の病態と内科的治療の今後の展望 ･････････････････････････････････････････（211）

（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学分野）田代　将人

S10-4． 肺アスペルギルス症に対する外科療法の適応と有効性 ･････････････････････････････････････････････（212）

（国立病院機構神奈川病院呼吸器外科）○橋詰　寿律，杉浦八十生，藤本　博行

根本　悦夫

（国立病院機構神奈川病院呼吸器内科）荒木　規仁，河合　　治，布施川久恵

大久保泰之

＜ミニシンポジウム＞

ミニシンポジウム 1

NTM症：多様な局面での評価、アプローチを考える

3 月 23 日（木）8:30 ～ 9:30　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（神奈川県立循環器呼吸器病センター）小　倉　髙　志

　　　　　　　　　　　　　　　 （近畿中央胸部疾患センター） 　　　　鈴　木　克　洋 （215）

MS1-1． 世界と日本の肺非結核性抗酸菌症の疫学～持続可能な疫学調査の実施を目指して～ ･･･････････････････（215）

（永寿総合病院呼吸器内科）南宮　　湖

MS1-2． NTM の感染 / 再感染と予防 ･･･････････（名古屋市立大学呼吸器・免疫アレルギー内科学）伊藤　　穣（216）

MS1-3． 臨床上問題となる肺非結核性抗酸菌症の合併症 ･･･････････････････････････････････････････････････（216）

 （神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）萩原　恵里

ミニシンポジウム 2

高齢者の結核治療：B法の是非

3 月 24 日（金）14:20 ～ 15:20　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（結核予防会複十字病院呼吸器内科）吉　山　　　崇

　　　　　　　　　　　　　　　   （国立病院機構北海道医療センター）鎌　田　有　珠 （217）

MS2-1． 80 歳以上の結核患者における当院の標準治療肺結核症例の後方視的検討 ････････････････････････････（217）

（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）高久多希朗

MS2-2． 当院における高齢者結核治療で A 法導入を阻む要因の検討 ････････････････････････････････････････（218）

（国立病院機構西新潟中央病院呼吸器科）桑原　克弘

MS2-3． 80 歳以上の高齢者における標準治療 B ････････････････････････（結核予防会複十字病院）吉山　　崇（218）
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ミニシンポジウム 3

抗結核薬の副作用の現状 －発熱、皮疹、白血球減少について－

3 月 24 日（金）12:10 ～ 13:10　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）近　藤　康　博

　　　　　　　　　　　　　   （国立病院機構大牟田病院呼吸器科）　　　　  若　松　謙太郎 （219）

MS3-1． 結核治療中に認められた白血球減少症および無顆粒球症の臨床的特徴と危険因子についての検討 ･･･････（219）

（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科 / 東海大学医学部内科学系総合内科学）○古川恵太郎

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

鈴木　　学，仲　　　剛，飯倉　元保

泉　　信有，竹田雄一郎，放生　雅章

杉山　温人

MS3-2． 自験例における抗結核薬副作用の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（220）

（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）○二島　駿一，野中　　水，笹谷悠惟果

重政　理恵，吉田　和史，矢﨑　　海

肥田　憲人，兵頭健太郎，根本　健司

三浦由記子，高久多希朗，大石　修司

林原　賢治，齋藤　武文

MS3-3． 抗結核薬に伴う有害事象の検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････････（220）

（公立陶生病院呼吸器アレルギー疾患内科）○山野　泰彦，谷口　博之，近藤　康博

木村　智樹，片岡　健介，横山　俊樹

＜初学者のための結核寺子屋教室＞
（エキスパートセミナー）

エキスパートセミナー 1

初学者のための結核寺子屋教室 1

IS1-1． 肺結核の病態；遅延型過敏反応 ･････････････････････････････････（大阪府結核予防会大阪病院）松本　智成

3 月 23 日（木）8:30 ～ 9:00　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター）林　　　清　二

初学者のための結核寺子屋教室 2

IS1-2． 結核感染と発病 ･････････････････････････････････････（慶應義塾大学医学部感染制御センター）長谷川直樹

3 月 23 日（木）9:00 ～ 9:30　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（介護老人保健施設とき）藤　野　忠　彦

初学者のための結核寺子屋教室 3

IS1-3． 肺結核診断のための適切な痰の採取とその意義について ･･･（東京都保健医療公社多摩南部地域病院）藤田　　明

3 月 23 日（木）9:35 ～ 10:05　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（筑波麓仁会筑波学園病院）舩　山　康　則
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エキスパートセミナー 2

初学者のための結核寺子屋教室 4

IS2-1． 抗酸菌検査のすべて ･･････････（NHO 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）𠮷田志緒美

3 月 23 日（木）14:25 ～ 14:55　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（鳥取大学医学部附属病院感染制御部）千　酌　浩　樹

初学者のための結核寺子屋教室 5

IS2-2． 初学者のための抗酸菌免疫事始め ･････････････････････････････････････（筑波大学医学医療系）石井　幸雄

3 月 23 日（木）14:55 ～ 15:25　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（筑波大学医学医療系呼吸器内科）檜　澤　伸　之

初学者のための結核寺子屋教室 6

IS2-3． 抗酸菌症と酸化ストレス ･････（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター呼吸器内科）大石　修司

3 月 23 日（木）15:30 ～ 16:00　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（大和会）大　野　秀　樹

エキスパートセミナー 3

初学者のための結核寺子屋教室 7

IS3-1． 結核院内感染対策 ･･･････････････････････････････････････････（大阪市立大学臨床感染制御学）掛屋　　弘

3 月 24 日（金）9:10 ～ 9:40　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座）門　田　淳　一

初学者のための結核寺子屋教室 8

IS3-2． 様々な患者背景における paradoxical response の臨床的特徴

 ･････････････････････････････････････････（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野）田中　　徹

3 月 24 日（金）9:40 ～ 10:10　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（国立病院機構茨城東病院呼吸器内科）林　原　賢　治

初学者のための結核寺子屋教室 9

IS3-3． 肺非結核性抗酸菌症のすべて ･････（新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸器 ･ 感染症内科学分野）菊地　利明

3 月 24 日（金）10:15 ～ 10:45　第 3 会場（7F ホール D7）

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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エキスパートセミナー 4

初学者のための結核寺子屋教室 10

IS4-1． 結核治療上の問題とその対策 ･････････････････････････（国立病院機構東京病院呼吸器センター）赤川志のぶ

3 月 24 日（金）12:10 ～ 12:40　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（国立病院機構東京病院）大　田　　　健

初学者のための結核寺子屋教室 11

IS4-2． 肺非結核性抗酸菌症の多彩な画像所見 ･････････････（天理よろづ相談所病院感染症管理センター）田中　栄作

3 月 24 日（金）12:40 ～ 13:10　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（日本赤十字社高松赤十字病院）網　谷　良　一

初学者のための結核寺子屋教室 12

IS4-3． 結核の看護～忍耐・熱意・連携～ ･････････････････････････（結核予防会結核研究所対策支援部）永田　容子

3 月 24 日（金）13:15 ～ 13:45　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（結核予防会）小　林　典　子

初学者のための結核寺子屋教室 13

IS4-4． 小児結核　－忘れないで下さい　子どもは結核に弱い存在です－ ･･（国立病院機構南京都病院小児科）徳永　　修

3 月 24 日（金）13:45 ～ 14:15　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（名古屋大学大学院医学系研究科呼吸器内科学）長谷川　好　規

初学者のための結核寺子屋教室 14

IS4-5． 遺伝子から結核の何がわかるのか ･････････････････････････（結核予防会結核研究所生体防御部）慶長　直人

3 月 24 日（金）14:20 ～ 14:50　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（結核予防会複十字病院）倉　島　篤　行

初学者のための結核寺子屋教室 15

IS4-6． 肺結核を鑑別するために ･･･････････････････（結核予防会複十字病院呼吸器センター呼吸器内科）佐々木結花

3 月 24 日（金）14:50 ～ 15:20　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（新潟大学医歯学総合病院）鈴　木　栄　一

初学者のための結核寺子屋教室 16

IS4-7． 結核性胸膜炎診断：局所麻酔下胸腔鏡の役割 ･･･････････････（茨城県立中央病院呼吸器グループ）鏑木　孝之

3 月 24 日（金）15:25 ～ 15:55　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（雪谷大塚クリニック / 茨城県立中央病院・地域がんセンター）雨　宮　隆　太
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＜症例検討セッション＞
共催：塩野義製薬株式会社

症例検討セッション 1

抗酸菌検査のピットフォール

3 月 24 日（金）12:10 ～ 13:10　第 7 会場（ガラス棟 4F 409）

座長（北海道医療センター）　 網　島　　　優

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会結核研究所）御手洗　　　聡 （223）

１．塗抹検査：抗酸菌は必ずしも染まらない

 ･･････････････････････････（NHO 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）𠮷田志緒美　　　

２．液体培養検査は必ずしも迅速ではない　培養から生えず、パラフィン包埋切片から PCR で 

M. genavense を分離した例（文献考察を加えて） ･････････････（岩手県立中央病院医療研修部）佐々島朋美　　　

３．Paradoxical results をどう考える？　リンパ節から M. avium と M. tuberculosis が別々に分離された症例

 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（富山県立中央病院内科）谷口　浩和　　　

４．便検体で菌分離・キャピリア陽性　しかし結核菌ではなかった（便成分がキャピリアと反応した）

 ･･･････････････････････････････････････････････････････（千葉大学医学部附属病院検査部）村田　正太　　　

症例検討セッション 2

結核診断・治療のピットフォール

3 月 24 日（金）13:10 ～ 14:10　第 7 会場（ガラス棟 4F 409）

座長（福井大学）　　　　　　　　 伊　藤　春　海

　　　　　　　　　　　　　　　　　  （近畿中央胸部疾患センター）鈴　木　克　洋 （223）

１．喘息と誤診されていた気管結核の一例　当院気管・気管支結核のまとめ

 ･････････････････････････････････････（近畿中央胸部疾患センター呼吸器内科・感染症内科）前倉　俊也　　　

２．両側結核性膿胸の一例　当院結核性膿胸のまとめ

 ･････････････････････････････････････（近畿中央胸部疾患センター呼吸器内科・感染症内科）辻　　泰佑　　　

＜優秀演題発表＞

優秀演題発表 1

3 月 23 日（木）14:25 ～ 15:40　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（愛知医科大学 / 中日病院呼吸器内科）森　下　宗　彦

　　　　　　　　　　　　　　　 （旭川医科大学病院呼吸器センター）　  大　崎　能　伸 

01．  GATA2 遺伝子異常を呈した播種性非結核性抗酸菌症の 1 例 ･･･････････････････････････････････････（227）

（福島県立医科大学附属病院呼吸器内科）○東川　隆一，谷野　功典，二階堂雄文

福原　敦朗，佐藤　　俊，棟方　　充
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02．  肺外の迅速発育抗酸菌感染症の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････（227）

（東京女子医科大学感染症科 / 獨協医科大学病院臨床検査センター）○吉田　　敦

（東京女子医科大学感染症科）鵜澤　　豊，井口　成一，菊池　　賢

（獨協医科大学病院臨床検査センター）岡本　友紀，鈴木　弘倫

（獨協医科大学感染制御・臨床検査医学講座）奥住　捷子，菱沼　　昭

03．  大阪市の外国出生結核患者への医療通訳派遣の状況 ･･･････････････････････････････････････････････（228）

（大阪市保健所）○津田　侑子，松本　健二，齊藤　和美

芦達麻衣子，竹川　美穂，清水　直子

植田　英也，小向　　潤，廣川　秀徹

（大阪市西成区役所）下内　　昭

04．   プロテオミクス解析による（多剤耐性）結核症、および Mycobacterium avium complex 症感染組織に

  おける特異的分子マーカーの探索 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（228）

（結核予防会結核研究所生体防御部）○瀬戸真太郎，土方美奈子，松下　育美

慶長　直人

（結核予防会複十字病院呼吸器内科）森本　耕三，倉島　篤行

（結核予防会複十字病院呼吸器外科）吉田　　勤，白石　裕治

05．  超音波を用いた MALDI-TOF MS の迅速な抗酸菌前処理法の検討 ･･････････････････････････････････（229） 

（福島県立医科大学会津医療センター感染症・呼吸器内科）○新妻　一直，斎藤美和子，鈴木　朋子

（福島県立南会津病院検査科）小柴　静子

（結核予防会結核研究所抗酸菌部）御手洗　聡，鹿住　祐子

優秀演題発表 2

3 月 24 日（金）9:10 ～ 10:25　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（ポートスクエア柏戸クリニック）長　尾　啓　一

　　　　　　　　　　　　　　　　 （岩手県予防医学協会）　　　　　 武　内　健　一 

06．  医療従事者を対象としたELISPOT法によるインターフェロンγ遊離試験スクリーニング検査の傾向と課題 ･･･（229）

（大崎市民病院感染管理部）大石　貴幸

07．  抗結核薬に対する急速減感作療法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（230）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○名越　　咲，大島　信治，川島　正裕

松木　　明，佐藤　　俊，比嘉　克行

宮川　和子，上井　康寛，扇谷　昌宏

井上　恵理，日下　　圭，成本　　治

島田　昌裕，鈴木　　淳，鈴木　純子

山根　　章，永井　英明，大田　　健

08．  非結核性抗酸菌症（NTM）に対する肺切除術症例の検討 ･･････････････････････････････････････････（230）

（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター呼吸器外科）○薄井　真悟，島内　正起

（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター呼吸器外科 /

国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター病理診断科）南　　優子

（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター呼吸器内科）二島　駿一，兵頭健太郎，根本　健司

三浦由記子，高久多希朗，大石　修司

林原　賢治，齋藤　武文
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09．  ナショナルデータベースを用いた非結核性抗酸菌症の疫学研究 ･････････････････････････････････････（231）

（結核予防会結核研究所臨床疫学部 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）○泉　　清彦

（結核予防会結核研究所臨床疫学部）内村　和広

（結核予防会複十字病院呼吸器センター）森本　耕三

（慶應義塾大学医学部）長谷川直樹，南宮　　湖

（結核予防会複十字病院）吉山　　崇，倉島　篤行

（国立感染症研究所ハンセン病研究センター）星野　仁彦

（結核予防会結核予防会結核研究所抗酸菌部）御手洗　聡

10．  肺結核後遺症をはじめとする 2 型慢性呼吸不全患者において、経皮炭酸ガス分圧モニターを用いた

  夜間睡眠時の酸素流量を検討する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（231）

（NHO 南京都病院呼吸器科）○角　　謙介，坪井　知正，佐藤　敦夫

茆原　雄一，酒井　茂樹，橘　　洋正

小栗　　晋，水口　正義，田畑　寿子

＜要望課題＞

１．DOTS

3 月 23 日（木）8:30 ～ 9:10　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（弘前大学保健管理センター）高　梨　信　吾

　　 （山形県健康福祉部）　　　　 阿　彦　忠　之

11．  肺結核患者に対する家族 DOTS に関する検討 ････････････････････････････････････････････････････（235）

（大阪市保健所感染症対策課）○芦達麻衣子，松本　健二，小向　　潤

津田　侑子，植田　英也，竹川　美穂

清水　直子，齊藤　和美，廣川　秀徹

（大阪市人事室）古川香奈江

（大阪市西成区保健福祉センター）笠井　　幸

12．  全国自治体の薬局 DOTS 実施状況について ･･････････････････････････････････････････････････････（235）

（結核予防会結核研究所）○島村　珠枝，浦川美奈子，永田　容子

13．  結核入院治療をしない基幹病院と保健所による地域連携 DOTS の有用性 ････････････････････････････（236）

（大崎市民病院感染管理部）大石　貴幸

14．  モバイル DOTS 活用のための手引きの作成 ･･････････････････････････････････････････････････････（236）

（結核予防会結核研究所対策支援部保健看護学科）浦川美奈子

２．肺非結核性抗酸菌症・肺アスペルギルス症合併症例の診断・治療、デラマニドの使用経験

3 月 23 日（木）15:25 ～ 15:55　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（国立病院機構高知病院）　 大　串　文　隆

　　 （国立感染症研究所真菌部）中　村　茂　樹

15．  胸水培養が陽性となり非結核性抗酸菌症による胸膜炎と判断した 2 例報告 ･･･････････････････････････（237）

（龍ヶ崎済生会病院）○児玉　孝秀，佐藤　信也，宮崎　邦彦
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16．  吉島病院における肺非結核性抗酸菌症に肺アスペルギルス症を合併した症例の検討 ･･･････････････････（237）

（国家公務員共済組合連合会吉島病院呼吸器センター呼吸器内科）○西野　亮平，松田　賢一，稲田　修吾

水本　　正，吉岡　宏冶，池上　靖彦

山岡　直樹，倉岡　敏彦

17．  デラマニドを含む抗結核療法を行った多剤耐性結核の一例 ･････････････････････････････････････････（238）

（福島県立医科大学医学部呼吸器内科）○二階堂雄文，谷野　功典，東川　隆一

福原　敦朗，佐藤　　俊，棟方　　充

３．抗酸菌感染症の疾患活動評価（画像・バイオマーカー）

3 月 23 日（木）9:35 ～ 10:05　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科）石　井　芳　樹

　　 （浜松医科大学第二内科）　　　　　　　 須　田　隆　文

18．  肺 Mycobacterium avium complex 症における予後予測、病勢を評価できる血中指標の探索 ････････････（238）

（国立病院機構刀根山病院呼吸器内科）○押谷　洋平，北田　清悟，香川　浩之

藤川　健弥，森　　雅秀，前倉　亮治

19．  ツベルクリン反応液による気道上皮におけるインターフェロンシグナルの抑制 ･･･････････････････････（239）

（昭和大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー内科学部門）○本間　哲也，宇野　智輝，藤原　明子

桑原　直太，宮田　祐人，平井　邦朗

楠本壮二郎，鈴木慎太郎，田中　明彦

大西　　司，相良　博典

20．  治療前後における Mycobacterium avium に対する IFN-γ/IL-17 分泌能の変化と臨床像との関係 ･･･････（239）

（鈴鹿中央総合病院呼吸器内科）小林　裕康

４．潜在性結核感染症

3 月 23 日（木）15:40 ～ 16:10　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（福岡大学病院呼吸器内科）藤　田　昌　樹

　　 （免疫診断研究所）　　　　 原　田　登　之

21．  接触者健診の高感染率集団における 6 ヵ月後 QFT-3G の検討 ･･･････････････････････････････････････（240）

（大阪市保健所感染症対策課）○松本　健二，小向　　潤，津田　侑子

植田　英也，芦達麻衣子，清水　直子

齊藤　和美，廣川　秀徹

22．  総合病院における潜在性結核治療の介入対象 ･････････････････････････････････････････････････････（240）

（公立学校共済組合近畿中央病院呼吸器内科）○暮部　裕之，山口　統彦

23．  関節リウマチ患者における結核スクリーニング及び LTBI 治療に対する取組と治療成績 ･･･････････････（241）

（英志会富士整形外科病院地域医療連携室）○辻村　美保

（遠藤内科医院）遠藤　　繁

（英志会富士整形外科病院整形外科）渡邉英一郎
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５．外国人結核

3 月 23 日（木）8:30 ～ 9:20　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（いちはら病院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 濱　田　雅　史

　　 （国際医療福祉大学臨床医学研究センター化学療法研究所附属病院）増　山　英　則

24．  外国人留学生における結核罹患率，2010-2014 年 ･･････････････････････････････････････････････････（241）

（結核予防会結核研究所）○太田　正樹，内村　和広，加藤　誠也

25．  当センターにおける６年間の外国人結核の外来治療成績 ･･･････････････････････････････････････････（242）

（結核予防会総合健診推進センター）○高柳喜代子，田川　斉之，伊藤　邦彦

中園　智昭，杉田　博宣，島尾　忠男

（結核予防会対策支援部保健看護学科 / 結核予防会外国人結核相談室）永田　容子

26．  結核病床を持たない基幹病院における外国人結核の現状 ･･･････････････････････････････････････････（242）

（藤田保健衛生大学呼吸器内科学 I）○森川紗也子，岡村　拓哉，相馬　智英

後藤　康洋，今泉　和良

27．  最近の外国出生者の結核の傾向について（単施設での検討） ････････････････････････････････････････（243）

（国立国際医療研究センター）○高崎　　仁，森野英里子，泉　　信有

飯倉　元保，石井　　聡，鈴木　　学

28．  ベトナム人実習生の IGRA 陽性例についての検討 ･････････････････････････････････････････････････（243）

（国立病院機構宇都宮病院呼吸器内科 / 獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科）

○森田　弘子，長谷衣佐乃，野村　由至

沼尾　利郎

（国立病院機構宇都宮病院呼吸器内科）勝部　乙大

６．非結核性抗酸菌症：希少菌種感染症の診断と治療

3 月 24 日（金）9:10 ～ 9:50　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学）一　山　　　智

　　 （国立病院機構東京病院呼吸器内科）　　　　 小　林　信　之

29．  当院における Mycobacterium abscessus complex 感染症例の臨床的特性･･････････････････････････････（244）

（国立病院機構千葉東病院呼吸器内科）○石川　　哲，野口　直子，永吉　　優

水野　里子，山岸　文雄

（国立病院機構千葉東病院呼吸器内科 / 千葉大学医学部附属病院感染制御部）猪狩　英俊

30．  当院における肺 Mycobacterium abscessus 感染症の臨床的検討 ････････････････････････････････････（244）

（神戸大学医学部附属病院呼吸器内科）○関谷　怜奈，小林　和幸，寺下　智美

桂田　雅大，山本　正嗣，永野　達也

中田　恭介，田村　大介，立原　素子

上領　　博，西村　善博

（神戸大学医学部附属病院検査部）楠木　まり，中村　竜也

31．  胃癌術後の患者に発症し、繰り返す誤嚥性肺炎と鑑別を要した肺 Mycobacterium fortuitum 症の 1 例 ･･･（245）

（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）○岡森　　慧，朝倉　崇徳，鎌田　浩史

鈴木　翔二，南宮　　湖，八木　一馬

石井　　誠

（慶應義塾大学保健管理センター）西村　知泰

（慶應義塾大学医学部感染制御センター）長谷川直樹
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32．  Mycobacterium shigaense の謎 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････（245）

（国立感染症研究所感染制御部）○星野　仁彦，吉田　光範

（国立感染症研究所感染制御部 / 日本獣医生命科学大学）深野　華子

（日本獣医生命科学大学）和田　新平

（帝塚山大学現代生物学部食物栄養学科）藤原　永年

（結核予防会結核研究所）鹿住　祐子，御手洗　聡

７．高齢者結核

3 月 24 日（金）15:20 ～ 16:00　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（福岡大学医学部呼吸器内科学）　 渡　辺　憲太朗

　　 （国立病院機構奈良医療センター）田　村　猛　夏

33 ． 超高齢者結核症例の臨床的検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････････（246）

（大阪市立十三市民病院呼吸器内科）○山入　和志，高木　康裕，呉家　圭祐

洲鎌　芳美，白石　　訓

34．  80 歳以上の高齢者活動性肺結核患者におけるピラジナミド併用短期間治療に関する前向き無作為化研究

  －中間解析結果－ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（246）

（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）○萩原　恵里，山川　英晃，片野　拓馬

和佐本　諭，田畑恵里奈，山中友美絵

本間　千絵，池田　　慧，奥田　　良

関根　朗雅，北村　英也，馬場　智尚

篠原　　岳，大河内　稔，小松　　茂

小倉　高志

（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科 / 藤沢市民病院呼吸器内科）水堂　祐広

35．  当院における超高齢者結核の治療・予後の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････（247）

（日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野）○佐藤　良博，小山　大輔，伊藤　玲子

権　　寧博，高橋　典明，橋本　　修

（日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野 / 東京都保健医療公社豊島病院呼吸器内科）岡本　直樹

36．  当院における 85 歳以上の超高齢者結核の臨床的検討 ･･････････････････････････････････････････････（247）

（東京慈恵会医科大学附属第三病院呼吸器内科）○木下　　陽，関　　好孝，宮川　英恵

細田　千晶，劉　　　楷，保坂　悠介

渡邉　直昭，藤崎　育実，小島　彩子

竹田　　宏，齋藤　桂介

（東京慈恵会医科大学呼吸器内科）桑野　和善

８．免疫抑制宿主の抗酸菌感染症

3 月 24 日（金）10:25 ～ 10:55　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（千葉大学医学部附属病院感染制御部）　　　　　 猪　狩　英　俊

　　 （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

37．  液体培地における 8 週間の培養陰性と免疫再築症候群に合併した脾梗塞が診断の契機となった

  HIV 感染者における播種性 Mycobacterium genavense 感染症 ･･････････････････････････････････････（248）

（川崎市立川崎病院感染症内科）○細田　智弘，坂本　光男

（川崎市立川崎病院内科）野崎　博之

118



38．  他疾患で入院加療中に急速な経過で発症した肺結核の 2 例 ･････････････････････････････････････････（248）

（国立病院機構水戸医療センター呼吸器科）○沼田　岳士，遠藤　健夫

39．  当院における関節リウマチ合併抗酸菌症の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････（249）

（国立病院機構三重中央医療センター呼吸器内科）○岡野　智仁，西村　　正，内藤　雅大

井端　英憲，大本　恭裕

（同呼吸器外科）樽川　智人，安達　勝利

（三重大学病院呼吸器内科）小林　　哲

（三重大学保健管理センター）田口　　修

９．結核集団感染、結核院内感染対策

3 月 24 日（金）9:10 ～ 9:50　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床腫瘍学）礒　部　　　威

　　 （市立秋田総合病院） 　　　　　　　　　　　　　 本　間　光　信

40．  結核菌全ゲノム解析による日本語学校の集団感染事例の検討 ･･･････････････････････････････････････（249）

（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

（国立国際医療研究センター研究所）秋山　　徹，切替　照雄

41．  留置場における初発結核患者死亡から一年後に発覚した結核の集団感染事例 ･････････････････････････（250）

（渋谷区保健所）○前田　秀雄，小林　一司，小松　美和

岩崎　智子，高田　恵理

（文京保健所）渡瀬　博俊

（町田市保健所）広松　恭子

（結核研究所臨床・疫学部）大角　晃弘

（結核研究所抗酸菌部）村瀬　良朗，瀧井　猛将

（結核研究所）石川　信克

42．  定量的フィットテストの結果から検討した N95 マスクの選択基準 ･･････････････････････････････････（250）

（国立病院機構宇都宮病院）齋藤　恵子

43．  結核病床を持たない急性期病院における結核院内感染対策 ･････････････････････････････････････････（251）

（東邦大学医療センター大橋病院院内感染対策室 / 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科）中山　晴雄

10．結核の看護・保健活動 1

3 月 24 日（金）9:55 ～ 10:35　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（岐阜県西濃保健所）　　　　　　　　　　 稲　葉　静　代

　　 （関西大学社会安全学部・社会安全研究科）高鳥毛　敏　雄

44．  結核患者のための教育 DVD「結核を治そう！結核の治療と療養生活」の評価 ････････････････････････（251）

（大阪市立大学大学院看護学研究科）○秋原　志穂

（山口大学大学院医学系研究科）藤村　一美

45．  DVD を用いた患者教育プログラムの介入研究 ････････････････････････････････････････････････････（252）

（大阪市立大学大学院看護学研究科）○秋原　志穂

（山口大学大学院医学系研究科）藤村　一美

（NHO 近畿中央胸部疾患センター）竹本　智子，小野眞由美，松田　博美

藤野　和子，田中都志香，板倉きみよ

（NHO 奈良医療センター）中川智佐子
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46．  ホームレス結核患者「療養支援事業」の効果に関する検討 ･････････････････････････････････････････（252）

（大阪市西成区役所）○笠井　　幸，堂本香代子，下内　　昭

（大阪市西成区役所 / 大阪市保健所）吉田　英樹

（大阪市保健所）清水　直子，齊藤　和美，津田　侑子

小向　　潤，松本　健二

47．  性・年代別からみた新登録肺結核患者の治療成績および服薬支援の特徴 ･････････････････････････････（253） 

（大阪市保健所感染症対策課）○竹川　美穂，松本　健二，小向　　潤

津田　侑子，植田　英也，齊藤　和美

清水　直子，芦達麻衣子，廣川　秀徹

（大阪市西成区保健福祉センター）笠井　　幸

11．結核の看護・保健活動 2

3 月 24 日（金）14:25 ～ 15:05　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（結核予防会結核研究所）永　田　容　子

　　 （結核予防会）　　　　　 小　林　典　子

48．  『結核看護システム』の活用を通して；服薬支援を円滑に行うために（１） ･･･････････････････････････（253）

（結核予防会結核研究所）○永田　容子，山内　祐子，森　　　亨

49．  『結核看護システム』の活用を通して；服薬支援を円滑に行うために（２） ･･･････････････････････････（254）

（結核予防会結核研究所）○山内　祐子，永田　容子，森　　　亨

50．  服薬アプリを活用したモバイル DOTS の有用性 ･･････････････････････････････････････････････････（254）

（群馬大学医学部附属病院看護部）○大嶋　圭子

（結核予防会結核研究所）浦川美奈子，永田　容子

（群馬大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科）久田　剛志

51．  高齢者の結核看護の課題～副作用のため治療中断で在宅に移行した事例を通して～ ･･･････････････････（255）

（大阪府結核予防会大阪病院）○竹中日登美，西海　小波，山田　泰子

松本　智成，藤井　　隆

＜一般演題　口演＞

１．細菌学

3 月 23 日（木）9:20 ～ 10:10　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（金沢医科大学臨床感染症学）　　　　　　　　　 飯　沼　由　嗣

　　 （千葉大学真菌医学研究センター臨床感染症分野）渡　辺　　　哲

52．  結核菌薬剤感受性試験における小川法 Kanamycin および Amikacin 精度の検討 ･･････････････････････（259）

（結核予防会結核研究所抗酸菌部細菌科）○青野　昭男，近松　絹代，五十嵐ゆり子

山田　博之，高木　明子

（結核予防会結核研究所抗酸菌部細菌科 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）加藤　誠也，御手洗　聡

（結核予防会複十字病院呼吸器センター / 結核予防会結核研究所）伊　　麗那，大藤　　貴

（国立病院機構北海道医療センター）鎌田　有珠
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53．  マルチガスインキュベーターとガス透過性細胞培養バッグを用いた結核菌低酸素環境長期培養の試み ･･･（259）

（結核予防会結核研究所抗酸菌部）○山田　博之，近松　絹代，青野　昭男

五十嵐ゆり子，高木　明子，瀧井　猛将

（結核予防会結核研究所抗酸菌部 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）御手洗　聡

（結核予防会複十字病院呼吸器センター / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）伊　　麗那，大藤　　貴

54．  結核菌型別分析における精度保証（2014-2015） ･･･････････････････････････････････････････････････（260）

（結核予防会結核研究所抗酸菌部）○村瀬　良朗，瀧井　猛将，御手洗　聡

（北海道薬科大学生命科学分野）前田　伸司

55．  結核菌における MPT64 蛋白の産生量と病原性との関連評価 ･･･････････････････････････････････････（260）

（結核予防会結核研究所抗酸菌部）○近松　絹代，村瀬　良朗，青野　昭男

高木　明子，山田　博之，五十嵐ゆり子

（結核予防会結核研究所抗酸菌部 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科基礎抗酸菌症学）御手洗　聡

（株式会社タウンズ）中石　和成

56．  難治性 Mycobacterium abscessus complex 症例分離菌のマウスモデルを用いた基礎的検討･･････････････（261）

（島根大学医学部地域医療支援学）○佐野　千晶

（国際医療福祉大学薬学部薬学科）多田納　豊

（島根大学医学部呼吸器・臨床腫瘍学）森　　雄亮，堀田　尚誠，津端由佳里

濱口　　愛，濱口　俊一，竹山　博泰

礒部　　威

（安田女子大学教育学部児童教育学科）冨岡　治明

２．疫学・管理 1

3 月 23 日（木）8:30 ～ 9:10　第 7 会場（ガラス棟 4F 409）

座長（JCHO 北海道病院呼吸器内科）　 秋　山　也寸史

　　 （茨城県立医療大学付属病院内科）大　瀬　寛　高

57．  NCDs（Non Communicable Diseases）と結核治療成績 ････････････････････････････････････････････（261）

（千葉大学医学部附属病院感染制御部 / 国立病院機構千葉東病院）○猪狩　英俊

（国立病院機構千葉東病院）野口　直子，永吉　　優，水野　里子

石川　　哲，山岸　文雄

58．  日本における多剤耐性肺結核の診療実態に関する検討 ･････････････････････････････････････････････（262）

（国立病院機構東京病院呼吸器内科）○小林　信之，永井　英明，大田　　健

（結核予防会結核研究所）加藤　誠也

（結核予防会複十字病院）佐々木結花，吉山　　崇

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター）露口　一成

（大阪市西成区役所）下内　　昭

（吉備国際大学保健医療福祉学部）服部　俊夫

59．  治療完遂肺結核患者および潜在性結核感染症の再治療時期と発見方法 ･･･････････････････････････････（262）

（大阪市保健所）○小向　　潤，松本　健二，齊藤　和美

津田　侑子，竹川　美穂，芦達麻衣子

清水　直子，植田　英也，廣川　秀徹

（大阪市西成区保健福祉センター）下内　　昭
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60．  反復配列数多型解析と全ゲノム解析による結核感染経路の考察 ･････････････････････････････････････（263）

（神戸市保健所）○横山　真一，藤山　理世，松田　真理

白井　千香，片上　祐子，伊地智昭浩

（神戸市環境保健研究所）有川健太郎，岩本　朋忠

３．疫学・管理 2

3 月 23 日（木）9:10 ～ 9:50　第 7 会場（ガラス棟 4F  409）

座長（国立病院機構愛媛医療センター）阿　部　聖　裕

　　 （鳥取大学医学部細菌学分野）　　 松　葉　隆　司

61．  悪性腫瘍終末期に結核を発症した症例の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････（263）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○横須賀響子，永井　英明，渡邊かおる

武田　啓太，井上　恵理，日下　　圭

赤司　俊介，佐藤　亮太，島田　昌裕

鈴木　　淳，川島　正裕，田下　浩之

鈴木　純子，大島　信治，益田　公彦

山根　　章，田村　厚久，赤川志のぶ

松井　弘稔，大田　　健

62．  結核病床をもたない急性期病院救急外来における肺結核診断の現状 ･････････････････････････････････（264）

（神戸市立医療センター西市民病院総合内科）○西尾　智尋

（神戸市立医療センター西市民病院呼吸器内科）高田　寛仁，冨岡　洋海

63．  2012～ 14年に結核登録者情報システムに登録された小児結核症例に関する調査研究－1　症例背景 ･･･････（264）

（国立病院機構南京都病院小児科）○徳永　　修，吉松　昌司

（結核予防会結核研究所）石川　信克

64．  2012～ 14年に結核登録者情報システムに登録された小児結核症例に関する調査研究－2　診断及び治療 ･･･（265）

（国立病院機構南京都病院小児科）○徳永　　修，吉松　昌司

（結核予防会結核研究所）石川　信克

４．肺結核の予後・合併症・後遺症

3 月 23 日（木）14:25 ～ 15:15　第 7 会場（ガラス棟 4F  409）

座長（名古屋市立大学大学院医学研究科呼吸器・免疫アレルギー内科学）新　実　彰　男

　　 （国立病院機構福岡病院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩　永　知　秋

65．  拘束性胸郭疾患における長期 NIV 導入後 PaO2 は予後規定因子である ･･････････････････････････････（265）

（国立病院機構南京都病院呼吸器科）○茆原　雄一，角　　謙介，坪井　知正

66．  肺結核治療から肺癌発症まで経過を追えた症例の検討 ･････････････････････････････････････････････（266）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○田村　厚久，横須賀響子，渡邉かおる

武田　啓太，赤司　俊介，田下　浩之

川島　正裕，山根　　章，永井　英明

赤川志のぶ，松井　弘稔，大田　　健

（国立病院機構東京病院呼吸器外科）深見　武史

（国立病院機構東京病院病理）木谷　匡志，蛇澤　　晶
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67．  肺結核治療中に副腎機能低下が疑われた症例の検討 ･･･････････････････････････････････････････････（266）

（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科）○大湾　勤子，仲本　　敦，知花　賢治

藤田　香織，比嘉　　太

（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科 / 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）名嘉山裕子

（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）那覇　　唯，藤田　次郎

（沖縄県健康づくり財団）久場　睦夫

68．  気管支結核による気道狭窄に対し内視鏡的に拡張術を行った 8 例 ･･･････････････････････････････････（267）

（国立病院機構名古屋医療センター呼吸器科）○堀　　和美，山田有里紗，石田あかね

重松　文恵，伊勢　裕子，中畑　征史

岡　さおり，小暮　啓人，北川智余恵

沖　　昌英，坂　　英雄

69．  肺結核後遺症による慢性高 CO2 血症患者における安定期血液ガスの正常値は pH ＝ 7.400 でよいのか？

  Significant band の再検討 - ････････････････････････････････････････････････････････････････････（267）

（国立病院機構南京都病院呼吸器科）○橘　　洋正，坪井　知正，角　　謙介

５．肺外結核・特殊な結核

3 月 23 日（木）15:15 ～ 15:55　第 7 会場（ガラス棟 4F  409）

座長（名古屋大学大学院医学系研究科呼吸器内科学）長谷川　好　規

　　 （NHO 南京都病院呼吸器科）　　　　　　　　　佐　藤　敦　夫

70．  当院で経験した皮膚結核の 2 例 ･････････････････････････････････････････････････････････････････（268）

（多摩南部地域病院皮膚科）○藤井　真未，張本　敦子

（多摩南部地域病院内科）藤田　　明

（多摩総合医療センター呼吸器内科）高森　幹雄

71．  当院における粟粒結核の臨床的検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････（268）

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター内科）○二見　真史，田原　正浩，木村　洋平

園延　尚子，倉原　　優，辻　　泰佑

蓑毛祥次郎，鈴木　克洋

（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）露口　一成

72．  当院にて経験した尿路・生殖器結核 10 例の検討 ･･････････････････････････････････････････････････（269）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○松木　　明，川島　正裕，大島　信治

島田　昌裕，日下　　圭，鈴木　　淳

井上　恵理，上井　康寛，扇谷　昌宏

名越　　咲，宮川　和子，比嘉　克行

鈴木　純子，山根　　章，永井　英明

大田　　健

73．  当院における粟粒結核の臨床的検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････（269）

（東京慈恵会医科大学附属第三病院呼吸器内科）○宮川　英恵，齋藤　桂介，保坂　悠介

渡邉　直昭，藤崎　育実，細田　千晶

劉　　　楷，関　　　文，関　　好孝

木下　　陽，竹田　　宏

（東京慈恵会医科大学呼吸器内科）桑野　和善
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６．診断

3 月 24 日（金）14:25 ～ 15:05　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（坂総合病院 / 坂総合クリニック）　 高　橋　　　洋

　　 （奈良県立医科大学内科学第二講座）木　村　　　弘

74．  T-SPOT 保留時の実臨床での呼吸器結核感染症の診断 ･････････････････････････････････････････････（270）

（昭和大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー内科学部門）○宇野　智輝，本間　哲也，藤原　明子

桑原　直太，宮田　祐人，平井　邦朗

楠本壮二郎，鈴木慎太郎，田中　明彦

大西　　司，相良　博典

75．  喀痰の質と抗酸菌培養に関する検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････（270）

（国立病院機構東京医療センター呼吸器科）○舩津　洋平，八木　一馬

（国立病院機構東京医療センターアレルギー科）尾仲　章男

76．  新型プラスチック工藤 PD 培地の性能評価 ･･･････････････････････････････････････････････････････（271）

（結核予防会結核研究所抗酸菌部）○五十嵐ゆり子，近松　絹代，青野　昭男

山田　博之，高木　明子

（結核予防会結核研究所抗酸菌部 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）御手洗　聡

77．  Multiplex PCR 法による Mycobacterium abscessus complex に属する 3 亜種の判別 ････････････････････（271）

（国立感染症研究所ハンセン病研究センター感染制御部）○吉田　光範，星野　仁彦

（国立感染症研究所ハンセン病研究センター感染制御部 / 日本獣医生命科学大学獣医学科水族医学教室）深野　華子

（日本獣医生命科学大学獣医学科水族医学教室）和田　新平

（結核予防会結核研究所）鹿住　祐子，青野　昭男，御手洗　聡

７．化学療法・外科療法

3 月 24 日（金）15:10 ～ 16:00　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（結核予防会複十字病院呼吸器センター呼吸器内科）奥　村　昌　夫

　　 （滋賀医科大学呼吸器外科）　　　　　　　　　　　 花　岡　　　淳

78．  肺結核症における薬剤感受性と培養陰性化日数との関連についての検討 ･････････････････････････････（272）

（神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）○山中友美絵，萩原　恵里，和佐本　諭

田畑恵里奈，本間　千絵，池田　　慧

山川　英晃，奥田　　良，関根　朗雅

北村　英也，馬場　智尚，篠原　　岳

大河内　稔，小松　　茂，小倉　高志

79．  結核および非結核性抗酸菌症の治療におけるエタンブトール視神経症の疫学的頻度と臨床像、

  危険因子の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（272）

（国立国際医療研究センター呼吸器内科）○松林　沙知，森野英里子，高崎　　仁

石井　　聡，仲　　　剛，飯倉　元保

泉　　信有，竹田雄一郎，杉山　温人

80．  当院における LVFX（レボフロキサシン）耐性を中心とした薬剤耐性結核菌とその患者背景の検討 ･････（273）

（国立病院機構高松医療センター呼吸器内科）○田所　　明，東條　泰典

（国立病院機構高松医療センター呼吸器内科 / 小豆島中央病院内科）山口　真弘
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81．  肺非結核性抗酸菌症に対する外科治療後の再燃再発に影響する因子の検討 ･･･････････････････････････（273）

（国立病院機構東名古屋病院呼吸器外科）○山田　勝雄

（藤田保健衛生大学病院医療の質・安全対策部医療の質管理室）安田あゆ子

（国立病院機構名古屋医療センター外科（呼吸器））関　　幸雄

82．  肺 MAC 症の外科治療の適応に関する検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････（274）

（結核予防会複十字病院呼吸器センター呼吸器外科）○中川　隆行，下田　清美，平松美也子

吉田　　勤，白石　裕治

（結核予防会複十字病院呼吸器センター呼吸器内科）森本　耕三，佐々木結花，倉島　篤行

尾形　英雄

８．病態

3 月 24 日（金）15:10 ～ 15:40　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（天理よろづ相談所病院呼吸器内科）田　口　善　夫

　　 （愛媛県立中央病院呼吸器内科）　　 森　高　智　典

83．  気管支内視鏡患者における、術前 IGRA 測定の有用性の検討 ･･･････････････････････････････････････（274）

（昭和大学呼吸器アレルギー内科）○平井　邦朗，本間　哲也，宇野　知輝

藤原　明子，佐藤　春菜，内田　嘉隆

桑原　直太，宮田　祐人，岸野　康成

楠本壮二郎，鈴木慎太郎，大西　　司

相良　博典

84．  抗原特異的インターフェロン -γ遊離検査が偽陰性であった活動性結核症例の検討 ･･･････････････････（275）

（自治医科大学内科学講座呼吸器内科学部門）○内山　　歩，中山　雅之，坂東　政司

澤田　哲郎，間藤　尚子，山沢　英明

萩原　弘一

85．  薬物の体内動態の個体差に関わるヒト遺伝子多型と多剤耐性結核 ･･･････････････････････････････････（275）

（結核予防会結核研究所生体防御部）○土方美奈子，松下　育美，瀬戸真太郎

慶長　直人

９．非結核性抗酸菌症 1

3 月 24 日（金）10:00 ～ 10:50　第 7 会場（ガラス棟 4F  409）

座長（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科）高　崎　　　仁

　　 （九州大学大学院胸部疾患研究施設）　　　　 中　西　洋　一

86．  CAM 耐性肺 MAC 症の臨床経過について ････････････････････････････････････････････････････････（276）

（大分記念病院）○杉崎　勝教，末友　　仁

（国立病院機構西別府病院）瀧川　修一

87．  肺非結核性抗酸菌症におけるアポトーシスの役割 ･････････････････････････････････････････････････（276）

（福岡大学病院呼吸器内科）○藤田　昌樹，松本　武格，池亀　　聡

白石　素公，渡辺憲太朗
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88．  肺 MAC（Mycobacterium　avium complex）症患者の予後と栄養状態，栄養摂取量に関する検討 ･･････（277）

（NHO 大牟田病院呼吸器科）○若松謙太郎，槇　　早苗，熊副　洋幸

原　真紀子，長岡　愛子，福本　　渚

合瀬　瑞子，神宮司祐次郎，森重　真実

高倉　孝二，伊勢　信治，赤崎　　卓

出水みいる，川崎　雅之

（NHO 大牟田病院栄養科）上野佳代子

（福岡大学筑紫病院呼吸器内科）永田　忍彦

89．  M. abscessus complex の臨床微生物学的分析 ････････････････････････････････････････････････････（277）

（結核予防会複十字病院 / 国立病院機構東名古屋病院）○森本　耕三

（結核予防会複十字病院）松田　周一，佐々木結花，倉島　篤行

後藤　　元

（国立病院機構東名古屋病院）中川　　拓，林　　悠太，小川　賢二

（国立国際医療研究センター）森野英里子，辻本　佳恵，高崎　　仁

（慶應義塾大学）浅見　貴弘，藤原　　宏，南宮　　湖

石井　　誠，朝倉　崇徳，長谷川直樹

（国立病院機構宇都宮病院）長谷衣佐乃

（国立感染症研究所ハンセン病研究センター）星野　仁彦

（結核予防会結核研究所）青野　昭男，御手洗　聡

90．  ナショナルデータベースを用いた非結核性抗酸菌症の治療実態調査 ･････････････････････････････････（278）

（結核予防会複十字病院 / 結核予防会結核研究所）○森本　耕三，吉山　　崇

（結核予防会複十字病院）倉島　篤行

（結核予防会結核研究所）泉　　清彦，御手洗　聡

（慶應義塾大学）長谷川直樹，南宮　　湖

（感染症研究所ハンセン病研究センター）星野　仁彦

10．非結核性抗酸菌症 2

3 月 24 日（金）14:15 ～ 15:05　第 7 会場（ガラス棟 4F  409）

座長（川崎医科大学呼吸器内科）小　橋　吉　博

　　 （国際医療福祉大学薬学部）多田納　　　豊

91．  Mycobacterium avium-intracellulare complex のフルオロキノロン抗菌薬に対する薬剤感受性に関する

  全国調査 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（278）

（名古屋市立大学呼吸器・免疫アレルギー内科学）○伊藤　　穣，新実　彰男

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター内科）鈴木　克洋

（新潟大学呼吸器・感染症内科）菊地　利明

（国立病院機構東名古屋病院）小川　賢二

（慶應大学医学部感染制御センター）長谷川直樹

（国立病院機構旭川医療センター）藤内　　智

（結核予防会複十字病院）倉島　篤行

（京都大学医学部附属病院）樋口　武史

（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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92．  気管支鏡検査を行った抗 MAC 抗体陰性肺 MAC 症の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････（279）

（NHO 愛媛医療センター内科）○渡邉　　彰

（NHO 愛媛医療センター呼吸器内科）中村　行宏，大久保史恵，佐藤　千賀

伊東　亮治，阿部　聖裕

93．  難治性気胸を合併した非結核性抗酸菌症に対し EWS を用いて気管支充填術を行った 3 例 ･････････････（279）

（国立病院機構名古屋医療センター呼吸器科）○伊勢　裕子，山田有里紗，石田あかね

重松　文恵，堀　　和美，岡　さおり

中畑　征史，小暮　啓人，北川智余恵

沖　　昌英，坂　　英雄

94．  肺 MAC 症の診断時一般細菌培養カンジダ検出の臨床的意義の検討 ･････････････････････････････････（280）

（田附興風会医学研究所北野病院呼吸器センター）○丸毛　　聡，小谷　アヤ，山城　春華

白田　全弘，網本　久延，白石　祐介

高島　怜奈，島　　　寛，河島　　暁

北島　尚昌，井上　大生，片山　優子

糸谷　　涼，櫻本　　稔，福井　基成

95．  抗 GPL-core 抗体陽性症例における抗体価と肺 Mycobacterium avium-Complex 症診断の関連性の検討 ･･･（280）

（昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科部門）○内田　嘉隆，大西　　司，岸野　康成

宇野　知輝，藤原　明子，桑原　直太

平井　邦朗，宮田　祐人，本間　哲也

楠本壮二郎，鈴木慎太郎，田中　明彦

相良　博典

11．非結核性抗酸菌症 3

 

3 月 24 日（金）15:05 ～ 15:35　第 7 会場（ガラス棟 4F  409）

座長（国際医療福祉大学化学療法研究所附属病院）馬　島　　　徹

　　 （国立国際医療研究センター呼吸器内科） 　　森　野　英里子

96．  演題取り下げ

97．  肺癌治療中に気胸を契機に顕在化した Mycobacterium abscessus 肺感染症の 1 例 ･･････････････････････（281）

（筑波メディカルセンター病院呼吸器内科）○栗島　浩一，嶋田　貴文，蔵本　健矢

藤原　啓司，望月　芙美，小原　一記

藤田　純一，金本　幸司，飯島　弘晃

内藤　隆志，石川　博一

（筑波メディカルセンター病院感染症内科）鈴木　広道

98．  頸部・腹腔内リンパ節腫脹で発症した抗 IFN γ中和自己抗体陽性の播種性 Mycobacterium genavense

  の１例 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（282）

（慶應義塾大学医学部呼吸器内科 / 日本学術振興会）○朝倉　崇徳

（慶應義塾大学医学部呼吸器内科 / 永寿総合病院呼吸器内科）南宮　　湖

（新潟大学医歯学総合研究科呼吸器・感染症内科）坂上　拓郎

（慶應義塾大学医学部感染制御センター）長谷川直樹

（東京医科大学微生物学講座）大楠　清文

（総合病院国保旭中央病院内科）中村　　朗
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99．  当院における肺 MAC（Mycobacterium avium-intracellurale complex）症についての検討 ･････････････（282）

（国立病院機構旭川医療センタ－）○中村　慧一，鈴木　北斗，堂下　和志

黒田　　光，高橋　政明，藤内　　智

藤田　結花，山崎　泰宏，辻　　忠克

藤兼　俊明

＜一般演題　ポスター＞

１．細菌学、診断・病態、化学療法

3 月 23 日（木）14:30 ～ 15:18　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（富山大学感染予防医学講座 / 感染症科） 山　本　善　裕

　　 （京都大学医学研究科臨床病態検査学）　 高　倉　俊　二

P01． 宿主と病原体のデータを結合して解析した結核菌 Tur 株と T3-Osaka 株の進化 ･･･････････････････････（285）

（大阪府結核予防会大阪病院 / 大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）

○松本　智成，橋本　章司，露口　泉夫

（大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）阿野　裕美，田村　嘉孝，永井　崇之

高嶋　哲也，藤井　　隆

P02． 当院における結核症について ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････（285）

（慶應義塾大学医学部感染制御センター / 慶應義塾大学病院感染制御センター）

○藤原　　宏，長谷川直樹，岩田　　敏

（慶應義塾大学病院感染制御センター）高野八百子

P03． 三種病原体等に相当する結核菌を含む薬剤感受性試験外部精度評価 ･････････････････････････････････（286）

（結核予防会結核研究所抗酸菌部）○高木　明子，山田　博之，青野　昭男

近松　絹代，五十嵐ゆり子，御手洗　聡

（京都大学医学部附属病院検査部）樋口　武史

P04． 留置カテーテル培養から細菌学的診断を得た結核性胸膜炎の一例 ･･･････････････････････････････････（286）

（昭和大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー内科）○山上　　瞳，平井　邦朗，内田　嘉隆

桑原　直太，宮田　祐人，大西　　司

相良　博典

P05． 肺結核患者の培養陰性化の時期に影響する因子についての検討 ･････････････････････････････････････（287）

（市立秋田総合病院呼吸器内科）○本間　光信，伊藤　武史

P06． 結核治療時に複数の薬剤にて偽膜性腸炎を認め対応に苦慮した 1 例 ･････････････････････････････････（287）

（昭和大学病院呼吸器・アレルギー内科）○宮田　祐人，宇野　知輝，藤原　明子

内田　嘉隆，桑原　直太，平井　邦朗

本間　哲也，楠本壮二郎，鈴木慎太郎

田中　明彦，大西　　司，相良　博典

P07． RFP および EB により急性全身性発疹性膿疱症を発症した肺結核の 1 例 ･････････････････････････････（288）

（静岡県立総合病院呼吸器内科）○渡邉　裕文，宍戸雄一郎，下田由季子

鈴木　貴人，野口　理絵，三枝　美香

赤松　泰介，山本　輝人，森田　　悟

朝田　和博，白井　敏博
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P08．Mycobacterium abscessus complex における多クローン / 複数菌感染の可能性と薬剤感受性との関連性 ････（288）

（NHO 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）○𠮷田志緒美，露口　一成，井上　義一

（NHO 近畿中央胸部疾患センター内科）鈴木　克洋，林　　清二

（NHO 近畿中央胸部疾患センター臨床検査科）富田　元久

２．外科療法、肺結核の予後・合併症・後遺症

3 月 23 日（木）14:30 ～ 15:24　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（聖隷三方原病院呼吸器センター外科） 丹　羽　　　宏

　　 （東京医科歯科大学呼吸器内科）　　　 稲　瀬　直　彦

P09． 肺結核治療 10 年後，一側荒蕪肺となった肺カンサシ症に対する集学的治療 ･･････････････････････････（289）

（国立病院機構東埼玉病院呼吸器外科）○後藤　正志，青山　克彦，関　恵理奈

（同呼吸器内科）中野　滋文，廣瀬　友城，諸井　文子

堀場　昌英

（同臨床検査科）芳賀　孝之

P10． 肺抗酸菌症の外科治療成績 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････（289）

（結核予防会複十字病院呼吸器センター呼吸器外科）○吉田　　勤，中川　隆行，下田　清美

平松美也子，白石　裕治

P11． 肺結核・気管支結核にて治療中、気管支内腫瘤性病変が出現した 1 例 ･･･････････････････････････････（290）

（福島県立医科大学会津医療センター）○斎藤美和子，二階堂雄文，鈴木　朋子

新妻　一直

P12． 結核治療中に合併したクロストリジウム・ディフィシル感染症の検討と再発例に対するバンコマイシン

  漸減維持療法の効果 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････（290）

（国立病院機構高松医療センター呼吸器内科）○東條　泰典，田所　　明

（小豆島中央病院内科）山口　真弘

P13． 抗結核薬内服中の肺結核症患者における味覚障害と栄養状態に関する実態調査 ･･･････････････････････（291）

（西神戸医療センター看護部 / 神戸大学大学院保健学研究科国際保健学領域博士後期課程）○北川　　恵

（西神戸医療センター看護部）梅本　　愛

（神戸市看護大学療養生活看護学領域急性期看護学分野）江川　幸二，春名　寛香，平野　通子

崎山　　愛

（西神戸医療センター呼吸器内科）多田　公英

P14． 肺結核後遺症での長期 NIV 導入 1 年目の入院が意味するもの ･･････････････････････････････････････（291）

（国立病院機構南京都呼吸器科）坪井　知正

P15． 昼間の PaO2 が睡眠の質・HRQOL に与える影響の疾患別比較（NIV の有無別） ･･････････････････････（292）

（国立病院機構南京都病院呼吸器科）坪井　知正

P16． 昼間の PaCO2 が睡眠の質・HRQOL に与える影響の疾患別比較（NIV 有り無し別） ･･･････････････････（292）

（国立病院機構南京都病院呼吸器科）坪井　知正

P17． 治療後に慢性呼吸不全を合併した若年広汎空洞型肺結核症の 2 例 ･･･････････････････････････････････（293）

（兵庫県立淡路医療センター呼吸器内科）○國政　　啓，小谷　義一
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３．疫学・管理

3 月 23 日（木）14:30 ～ 15:06　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（三重大学保健管理センター）　　　　　　　 田　口　　　修

　　 （国立病院機構旭川医療センター呼吸器内科）藤　兼　俊　明

P18． 当院における外国人結核の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（293）

（国立病院機構天竜病院）○白井　正浩，金井　美穂，藤田　　薫

伊藤　靖弘，大場　久乃，藤坂　由佳

早川　啓史

P19． 肺結核入院患者の臨床的背景の検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････（294）

（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科）○知花　賢治，名嘉山裕子，藤田　香織

仲本　　敦，比嘉　　太，大湾　勤子

P20． 結核病床ユニット化以降の現状と課題 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（294）

（国立病院機構愛媛医療センター呼吸器内科）○阿部　聖裕，中村　行宏，大久保史恵

佐藤　千賀，渡邉　　彰，伊東　亮治

P21． 当院における医療・介護関連結核の臨床的検討 ･･･････････････････････････････････････････････････（295）

（国立病院機構天竜病院）○大場　久乃，早川　啓史，白井　正浩

金井　美穂，藤田　　薫，伊藤　靖弘

藤坂　由佳

P22． 結核病床・透析設備を有する大学病院における結核患者 99 例の検討 ････････････････････････････････（295）

（琉球大学大学院医学研究科感染症呼吸器消化器内科）○山内　桃子，原永　修作，新里　　彰

平井　　潤，金城　武士，古堅　　誠

宮城　一也，屋良さとみ，健山　正男

藤田　次郎

P23． 当院における結核患者の実態調査 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････（296）

（佐世保市総合医療センター）○住吉　　誠，小山　華奈，山田　奈月

福田　雄一

４．結核の看護・保健活動

3 月 23 日（木）14:30 ～ 15:00　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（千葉大学総合安全衛生管理機構）潤　間　励　子

　　 （国立病院機構七尾病院）　　　　 藤　村　政　樹

P24． 結核患者への病院保健所連携 DOTS の有効性と問題点の検討 ･･････････････････････････････････････（296）

（国立病院機構三重中央医療センター呼吸器感染症病棟）○村上沙央理，金児安加利，尾市沙弥香

西村奈保美，雲井　直美，杉山佳代子

（同呼吸器内科）西村　　正，岡野　智仁，内藤　雅大

井端　英憲，大本　恭裕

（同呼吸器外科）樽川　智人，安達　勝利

（同薬剤科）中村　卓巨，市野　孝信，野呂　岳志

P25． 結核看護の標準化を目指して－クリニカルパス改正とアセスメントシート作成のプロセスと成果－ ･････（297）

（神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター）○柿澤　文子，西田　直嗣
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P26． 結核の接触者健診における IGRA の比較検討 ･････････････････････････････････････････････････････（297）

（岡崎市保健所）望月　真吾

P27． 高齢者 DOTS における難渋症例と順調症例を経験して　今後の取り組みを考える ････････････････････（298）

（市立秋田総合病院）○渡部恵利子，長谷部美保子，本間　光信

P28． 結核支援シートを用いた治療完遂に向けた外来での取り組み ･･･････････････････････････････････････（298）

（大阪府結核予防会大阪病院）○上柳加代美，山田　泰子，三宅　正剛

松本　智成，藤井　　隆

（枚方市保健所）永井　仁美

５．肺外結核・特殊な結核、院内感染、外国人結核

3 月 24 日（金）14:20 ～ 15:14　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（大阪市西成区役所）　　　　　　　　　　 下　内　　　昭

　　 （筑波メディカルセンター病院呼吸器内科）石　川　博　一

P29． 当院過去５年間における活動性肺結核・肺外結核症例の後方視的検討 ･･･････････････････････････････（299）

（国立病院機構盛岡病院）○高橋　秀徳，高原　政利，水城まさみ

山田　博之，菅野　智彦，菊池　喜博

P30． 胃からの EUS-FNA にて壊死性膿瘍を認め腹部リンパ節結核・肺結核腫と診断して治療した１症例 ････（299）

（愛媛県立中央病院）○森高　智典，中西　徳彦，井上　考司

P31． 膵癌転移との鑑別を要した頚部リンパ節結核の１例 ･･･････････････････････････････････････････････（300）

（三重大学病院呼吸器内科）○高橋　佳紀，藤原研太郎，大西　真裕

中原　博紀，藤本　　源，小林　　哲

（三重大学保健管理センター）田口　　修

（三重大学免疫学講座）ガバザ　エステバン

P32． PET 検査が診断に有用であった腸結核・子宮内膜結核を伴う肺結核の 1 例 ･･････････････････････････（300）

（国立病院機構東埼玉病院呼吸器科）○諸井　文子，廣瀬　友城，中野　滋文

堀場　昌英

（同呼吸器外科）関　恵理奈，後藤　正志，青山　克彦

（同臨床検査科）芳賀　孝之

P33． 当院における肺外結核の手術例の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（301）

（結核予防会複十字病院呼吸器センター呼吸器外科）○下田　清美，中川　隆行，平松美也子

吉田　　勤，白石　裕治

P34． 当院における結核入院症例および院内感染の検討 ･････････････････････････････････････････････････（301）

（福岡大学病院呼吸器内科）○藤田　昌樹，松本　武格，池亀　　聡

白石　素公，渡辺憲太朗

P35． 久留米大学病院における肺結核罹患者発生状況と接触者健康診断の現状 ･････････････････････････････（302）

（久留米大学病院感染制御部）○三浦　美穂，稗田　文代

P36． 大阪市における免疫低下要因を持つ結核患者の病状と治療成績に関する検討 ･････････････････････････（302）

（大阪市保健所感染症対策課）○植田　英也，松本　健二，小向　　潤

津田　侑子，齊藤　和美，芦達麻衣子

竹川　美穂，廣川　秀徹

P37． 留学生が 13％を占める本学での肺結核罹患学生の検討 ････････････････････････････････････････････（303）

（東京工業大学保健管理センター）福岡　俊彦
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６．非結核性抗酸菌症 1

3 月 24 日（金）14:20 ～ 15:14　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（東京労災病院呼吸器内科）　　　 戸　島　洋　一

　　 （国立病院機構姫路医療センター）中　原　保　治

P38． 肺非結核性抗酸菌症に対する化学療法の長期間投与による副作用に関する検討 ･･･････････････････････（303）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○上井　康寛，永井　英明，松木　　明

名越　　咲，扇谷　昌宏，井上　恵理

川島　正裕，山根　　章

（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，大田　　健

P39． 当院における緑膿菌感染合併肺 Mycobacterium.avium complex 症患者の臨床的特徴の検討 ････････････（304）

（神奈川県立循環器呼吸器病センター）○本間　千絵，萩原　恵里，和佐本　諭

田畑恵里奈，山中友美絵，池田　　慧

山川　英晃，奥田　　良，関根　朗雅

北村　英也，馬場　智尚，篠原　　岳

大河内　稔，小松　　茂，小倉　高志

P40． MAC 症診断における液体培地（MGIT 法）の有用性、および液体培地のみ陽性患者の臨床的特徴に

  ついての検討 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（304）

（NHO 高知病院呼吸器センター内科）○畠山　暢生，門田　直樹，岡野　義夫

町田　久典，篠原　　勉，大串　文隆

P41． フルオロキノロン耐性 Mycobacterium avium-intracellulare complex の gyrA、gyrB 遺伝子変異の解析 ････（305）

（名古屋市立大学呼吸器・免疫アレルギー内科学）○山羽　悠介，伊藤　　穣，新実　彰男

（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター内科）鈴木　克洋

（新潟大学呼吸器・感染症内科）菊地　利明

（国立病院機構東名古屋病院）小川　賢二

（慶應大学医学部感染制御センター）長谷川直樹

（国立病院機構旭川医療センター）藤内　　智

（結核予防会複十字病院）倉島　篤行

（東北大学加齢学研究所抗感染症薬開発寄附研究部門）渡辺　　彰

（京都大学医学部附属病院）樋口　武史

P42． 抗 MAC 抗体が陽性であった Hot tub lung の 1 例 ･････････････････････････････････････････････････（305）

（国立病院機構三重中央医療センター呼吸器内科）○西村　　正，岡野　智仁，内藤　雅大

井端　英憲，大本　恭裕

（三重大学医学部付属病院呼吸器内科）藤本　　源，小林　　哲，田口　　修

P43． 過敏性肺炎様の陰影を伴い増悪した肺 Mycobacterium avium complex 症の一例 ･･････････････････････（306）

（慶應義塾大学医学部呼吸器内科 / 国立病院機構東京医療センター呼吸器科）○八木　一馬，舩津　洋平

（慶應義塾大学医学部呼吸器内科）南宮　　湖，朝倉　崇徳，鈴木　翔二

岡森　　慧，浅見　貴弘，鎌田　浩史

石井　　誠

（慶應義塾大学医学部感染制御センター）上簑　義典，藤原　　宏，長谷川直樹

（同大学保健管理センター）西村　知泰

P44． 当院における NICE scoring system を用いた肺非結核性抗酸菌症患者の治療導入状況の検討 ･･･････････（306）

（山梨県立中央病院呼吸器内科）○内田　賢典，飯島　祐基，小林　洋一

筒井　俊晴，柿崎有美子，宮下　義啓
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P45． 肺非結核性抗酸菌症の気管支粘膜所見による治療効果の検討 ･･･････････････････････････････････････（307）

（国立病院機構東埼玉病院）○廣瀬　友城，諸井　文子，中野　滋文

堀場　昌英，関　恵理奈，後藤　正志

青山　克彦

P46． 内臓逆位をともなった Mycobacterium avium 感染症の一例 ････････････････････････････････････････（307）

（昭和大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー部門）○藤原　明子，本間　哲也，宇野　智輝

内田　嘉隆，桑原　直太，平井　邦朗

宮田　祐人，楠本壮二郎，鈴木慎太郎

田中　明彦，大西　　司，相良　博典

７．非結核性抗酸菌症 2

3 月 24 日（金）14:20 ～ 14:56　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（佐賀大学医学部国際医療学講座 / 附属病院感染制御部）青　木　洋　介

　　 （国立病院機構東京病院）　　　　　　　　　　　　　　 鈴　木　純　子

P47． シタフロキサシンの長期投与が原因と考えられた高度血小板減少の 1 例 ･････････････････････････････（308）

（国立病院機構東名古屋病院）○中川　　拓，八木　光昭，福井　保太

林　　悠太，垂水　　修，山田　憲隆

小川　賢二

P48． Epidemiology and clinical features of nontuberculous mycobacterial lung disease in a subtropical region 

  in Japan:  analysis with a 7-year data in two major hospitals. ･･･････････････････････････････････････（308）

（沖縄県立中部病院呼吸器内科）○長野　宏昭

（琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学）金城　武士，藤田　次郎

P49． 抗酸菌感染症を合併した関節リウマチ患者の検討 ･････････････････････････････････････････････････（309）

（筑波学園病院呼吸器内科）○谷田貝洋平，舩山　康則

P50． 画像上、急速に進行した Mycobacterium Kansasii の 3 例 ･･････････････････････････････････････････（309）

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）○比嘉　克行，日下　　圭，川島　正裕

松木　　明，名越　　咲，宮川　和子

扇谷　昌宏，上井　康寛，井上　恵理

鈴木　　淳，島田　昌裕，鈴木　純子

大島　信治，永井　英明，大田　　健

P51． 肺 MAC 症における空洞と健康関連 QOL の検討 ･･････････････････････････････････････････････････（310）

（国立病院機構天竜病院）○藤坂　由佳，白井　正浩，金井　美穂

藤田　　薫，伊藤　靖弘，大場　久乃

早川　啓史

P52． 肺 Mycobacterium avium compex 症におけるキャピリア ®MAC 抗体偽陰性症例の検討 ･･･････････････（310）

（大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院呼吸器内科）○伊藤　明広，橋本　　徹，熊谷　尚悟

古内　浩司，武井玲生仁，金田　俊彦

横山　俊秀，時岡　史明，野山　麻紀

吉岡　弘鎮，石田　　直

133



８．その他（結核性胸膜炎、高齢者結核、肺結核後遺症など）

3 月 24 日（金）14:20 ～ 14:56　ポスター会場（ガラス棟 4F 404, 405）

座長（日本大学医学部呼吸器内科）高　橋　典　明

　　 （あおき内科クリニック）　　 青　木　弘　道

P53． 血清 CA19-9 が著しい高値を示した肺結核、結核性胸膜炎の 1 例 ･･･････････････････････････････････（311）

（筑波メディカルセンター病院呼吸器内科）○嶋田　貴文，栗島　浩一，蔵本　健矢

藤原　啓司，望月　芙美，小原　一記

藤田　純一，金本　幸司，飯島　弘晃

内藤　隆志，石川　博一

（筑波メディカルセンター病院感染症内科）鈴木　広道

P54． 高齢結核患者における入院時栄養状態と退院時 ADL 能力との関連 ･････････････････････････････････（311）

（国立病院機構高知病院リハビリテーション科）○神野麻耶子

（国立病院機構高知病院呼吸器科）畠山　暢生

（国立病院機構高知病院看護部）嵐　ようこ

P55． 肺結核に対して胸膜外合成樹脂球充填術を施行され長期予後が得られた剖検症例 ･････････････････････（312）

（昭和大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー内科）○田中　明彦，大西　　司，相良　博典

（昭和大学藤が丘病院呼吸器内科 / 昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター）松倉　　聡

P56． 呼吸リハビリテーションを行い 18 年間フォローした脊椎カリエスの 1 例 ････････････････････････････（312）

（市立秋田総合病院リハビリテーション科）○高橋　仁美

（市立秋田総合病院呼吸器内科）本間　光信

（秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻）塩谷　隆信

P57． 指尖部センサーと耳朶部センサーの夜間睡眠時 SpO2 測定値の相違についての検討

  ～肺結核後遺症をはじめとする 2 型慢性呼吸不全患者において～ ･･･････････････････････････････････（313）

（NHO 南京都病院呼吸器科）○角　　謙介，坪井　知正，橘　　洋正

茆原　雄一，酒井　茂樹，田畑　寿子

P58． 発熱および腹痛で受診し結核性腹膜炎と診断した 1 例 ･････････････････････････････････････････････（313）

（筑波大学水戸地域医療教育センター・水戸協同病院呼吸器内科）○籠橋　克紀，大原　　元，佐藤　浩昭

（筑波大学呼吸器内科）田村　智宏

＜プレコングレスセミナー＞
PS1  米国における結核対策の方向性

 ･････（Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Washington, USA）成田　昌弘（317）

3 月 22 日（水）11:50 ～ 12:50　ステーションコンファレンス東京 6F（602B・C・D）

座長（大阪大学）露　口　泉　夫

共催：株式会社キアゲン

＜スポンサードセミナー＞
SS1  新規抗結核薬デラマニド ････････････････････････････（NHO 近畿中央胸部疾患センター）露口　一成（318）

3 月 23 日（木）10:15 ～ 11:15　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（結核予防会結核研究所抗酸菌研究部）御手洗　　　聡

共催：大塚製薬株式会社
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SS2  熊本県南地域における TB-LAMPの普及効果と熊本地震の被災報告 ･････････････････････････････････（319）

（国立病院機構熊本南病院呼吸器内科）山中　　徹

3 月 23 日（木）10:15 ～ 11:15　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（介護老人保健施設とき）藤　野　忠　彦

共催：栄研化学株式会社

SS3  がん化学療法における制吐療法の実践～あなたならどうしますか？～ ･･･････････････････････････････（320）

 （帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科）関　　順彦

3 月 23 日（木）10:15 ～ 11:15　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（国立病院機構東京病院 / 佐久市立国保浅間総合病院呼吸器科）中　島　由　槻

共催：小野薬品工業株式会社

SS4  生物学的製剤投与時の併発感染症をいかにコントロールするか～抗酸菌感染症を中心に～ ･････････････（321）

（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発寄附研究部門）渡辺　　彰

3 月 23 日（木）10:15 ～ 11:15　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（長崎大学）河　野　　　茂

共催：サノフィ株式会社

SS5  喘息診療における呼気一酸化窒素濃度（FeNO）の活用法 ･････････････････････････････････････････（322）

（国立病院機構水戸医療センター呼吸器科）遠藤　健夫

3 月 23 日（木）10:15 ～ 11:15　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（能登北部呼吸器疾患センター / 金沢医科大学呼吸器内科 / 穴水総合病院内科）石　﨑　武　志

共催：チェスト株式会社

SS6  キャピリア ®MAC抗体 ELISA を用いた肺MAC症診療の実際 ･･････････････････････････････････････（323）

（国立病院機構刀根山病院呼吸器内科）北田　清悟

3 月 23 日（木）10:15 ～ 11:15　第 7 会場（ガラス棟 4F 409）

座長（国立病院機構刀根山病院）前　倉　亮　治

共催：株式会社タウンズ

＜ランチョンセミナー＞

LS1  肺 MAC症診療における患者さんへの説明―Q&A冊子の作成と活用― ･･････････････････････････････（324）

 （国立病院機構東名古屋病院呼吸器内科）小川　賢二

3 月 23 日（木）12:25 ～ 13:25　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック）長　尾　啓　一

共催：ニプロ株式会社
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LS2  特発性肺線維症：薬物治療のパラダイムシフトと包括的治療 ･･･････････････････････････････････････（325）

 （公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）谷口　博之

3 月 23 日（木）12:25 ～ 13:25　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（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））迎　　　　　寛

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

LS3  多様化する喘息治療における吸入薬の使い分けを考える ････････････････････････････････････････････（326）

（NTT 東日本関東病院呼吸器センター）放生　雅章

3 月 23 日（木）12:25 ～ 13:25　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（筑波大学医学医療系呼吸器内科）檜　澤　伸　之

共催：アストラゼネカ株式会社

LS4  ICS/LABA配合剤（pMDI）における最新臨床データ解析と抗炎症作用の分子生物学的メカニズム ･･････（327）

（横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学）新海　正晴

3 月 23 日（木）12:25 ～ 13:25　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（愛知医科大学 / 中日病院呼吸器内科）森　下　宗　彦

共催：杏林製薬株式会社

LS5  石綿ばく露による良性胸膜病変の臨床　－良性石綿胸水からびまん性胸膜肥厚へ－ ･･･････････････････（328）

（岡山労災病院）岸本　卓巳

3 月 23 日（木）12:25 ～ 13:25　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（福井大学）伊　藤　春　海

共催：独立行政法人環境再生保全機構

LS6  多剤耐性結核の早期診断、適切な病院感染管理を見据えた新規結核診断法の臨床応用 ･････････････････（329）

（国立国際医療研究センター呼吸器内科・国際感染症センター）高崎　　仁

3 月 23 日（木）12:25 ～ 13:25　第 7 会場（ガラス棟 4F 409）

座長（結核予防会複十字病院）倉　島　篤　行

共催：セフィエド合同会社

慢性呼吸不全にまつわる諸問題

LS7-1 慢性呼吸不全の予後～「呼吸ケアチームの関わり」～ ･････････（国立病院機構刀根山病院）前倉　亮治（330）

LS7-2 慢性呼吸不全におけるNPPV ･･･････････････････････････････（国立病院機構南京都病院）坪井　知正（331）

3 月 24 日（金）11:00 ～ 12:00　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター）齋　藤　武　文

共催：帝人在宅医療株式会社 / 帝人ファーマ株式会社 / レスメド株式会社
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LS8  EGFR 遺伝子変異を有さない進行非小細胞肺癌の治療戦略と今後の方向性 ･･･････････････････････････（332）

 （群馬大学附属病院呼吸器・アレルギー内科）解良　恭一

3 月 24 日（金）11:00 ～ 12:00　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（北海道医療大学）岸　　　不盡彌

共催：中外製薬株式会社

LS9-1 LVFX の結核に対する臨床成績 ･･･････････････････（結核予防会複十字病院結核センター）吉山　　崇（333）

LS9-2 結核治療における LVFXの位置づけ―日本におけるこれまでの経緯とこれからの課題－ ･･･････････････（334）

 （国立病院機構東広島医療センター呼吸器内科）重藤えり子

3 月 24 日（金）11:00 ～ 12:00　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発部門）渡　辺　　　彰

共催：第一三共株式会社

LS10 進行非小細胞肺癌治療に関するトピックス －アリムタ・サイラムザの位置付け－ ････････････････････（335）

（国立がん研究センター東病院呼吸器内科）仁保　誠治

3 月 24 日（金）11:00 ～ 12:00　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（岩手県予防医学協会）武　内　健　一

共催：日本イーライリリー株式会社

LS11 結核を診療する医療者として、知っておきたいHIV の知識～HIV 感染症の最新情報 2017 ～ ･･････････（336）

（都立駒込病院感染症科）今村　顕史

3 月 24 日（金）11:00 ～ 12:00　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（国立病院機構北海道医療センター）鎌　田　有　珠

共催：ヤンセンファーマ株式会社

LS12 BCGワクチンの今日的考察 ･･････････････････････････（結核予防会結核研究所抗酸菌部）御手洗　聡（337）

3 月 24 日（金）11:00 ～ 12:00　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（済生会横浜市東部病院）川　城　丈　夫

共催：日本ビーシージー製造株式会社

LS13 慢性進行性肺アスペルギルス症（CPPA）の治療 ･････････････････････････････････････････････････（338）

（大阪市立大学大学院医学研究科臨床感染制御学）掛屋　　弘

3 月 24 日（金）11:00 ～ 12:00　第 7 会場（ガラス棟 4F 409）

座長（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター）鈴　木　克　洋

共催：ファイザー株式会社
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＜モーニングセミナー＞

MRS1 肺真菌症の画像診断とその病態病理について ･････････････････････････････････････････････････････（339）

（日本赤十字社医療センター感染症科 / 感染対策室）安藤　常浩

3 月 24 日（金）8:00 ～ 9:00　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（長崎大学病院第二内科）田　代　隆　良

共催：MSD 株式会社

MRS2 免疫不全症例の LTBI 診療と IGRAの有用性 ･･････････････････････････････････････････････････････（340）

（横浜市立大学附属市民総合医療センター呼吸器病センター内科）小林　信明

3 月 24 日（金）8:00 ～ 9:00　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（結核予防会複十字病院呼吸器センター）佐々木　結　花

共催：オックスフォード・イムノテック株式会社

＜イブニングセミナー＞

ES1  One Health, AMR時代に求められる感染症診断法-次世代検査法は感染症診療を変えるか？- ･･････････（341）

（東邦大学医学部微生物・感染症学講座）舘田　一博

3 月 23 日（木）16:15 ～ 17:15　第 1 会場（7F ホール B7（1））

座長（東北大学）渡　辺　　　彰

共催：大正富山医薬品株式会社 / マイラン EPD 合同会社

ES2  結核の感染対策について－微生物検査の立場から－ ･･･････････････････････････････････････････････（342）

（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科）小栗　豊子

3 月 23 日（木）16:15 ～ 17:15　第 2 会場（7F ホール B7（2））

座長（姫路市医師会診療所）望　月　吉　郎

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社

ES3  抗酸菌症の早期診断における検査精度の重要性 ･･･････････････････････････････････････････････････（343）

（結核予防会複十字病院呼吸器センター呼吸器内科）佐々木結花

3 月 23 日（木）16:15 ～ 17:15　第 3 会場（7F ホール D7）

座長（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター）岡　田　全　司

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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ES4  真菌感染症治療の最近の話題　抗真菌薬耐性真菌の出現からAntifungal Stewardship の考え方まで ･････（344）

 （昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門）二木　芳人

3 月 23 日（木）16:15 ～ 17:15　第 4 会場（5F ホール D5）

座長（佐世保同仁会病院）斎　藤　　　厚

共催：アステラス製薬株式会社

ES5  抗酸菌検査法の最近の話題 ･･････････（NHO 近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）𠮷田志緒美（345）

3 月 23 日（木）16:15 ～ 17:15　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（長崎大学）田　代　隆　良

共催：東ソー株式会社

喀血に対する病理と血管内治療の最前線

ES6-1 気管支動脈塞栓術～最先端の治療戦略～ ･･･････････････････････････（岸和田盈進会病院）石川　秀雄（346）

ES6-2 感染性空洞性疾患における喀血の病理 ･･･････････････････････････････････････････････････････････（347）

（国立病院機構東京病院臨床検査センター）○蛇澤　　晶，木谷　匡志，仲村　泰彦

ES6-3 難治性喀血に対する IVR（Interventional Radiology）の最新技術 update：塞栓物質の組み合わせ ･･････（348）

（東海大学医学部医学科専門診療学系画像診断学 / 東海大学医学部付属八王子病院画像診断科）○長谷部光泉

松本　知博，嶺　　貴彦，林　　敏彦

須田　　慧，富田　康介，橋田　和靖

遠藤じゅん

（国立病院機構東京病院呼吸器センター）川島　正裕，益田　公彦

3 月 23 日（木）16:15 ～ 17:15　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（東京病院）益　田　公　彦

共催：日本ストライカー株式会社

ES7  進行肺癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の位置づけ ･････････････････････････････････････････（349）

（国立がん研究センター先端医療開発センターゲノム TR 分野）松本　慎吾

3 月 23 日（木）16:15 ～ 17:15　第 7 会場（ガラス棟 4F 409）

座長（茨城東病院）深　井　志摩夫

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

＜コーヒーブレイクセミナー＞

CS1  結核接触者健康診断における IGRAの性能－高感染率集団事例と近畿保健所データ分析－ ･････････････（350）

（奈良県中和保健所）山田　全啓

3 月 24 日（金）13:15 ～ 14:15　第 5 会場（1F ホール D1）

座長（川崎医科大学附属病院）沖　本　二　郎

共催：極東製薬工業株式会社
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CS2  COPD: 増悪の抑制に向けた新たな展開 ･･････････････････････････････････････････････････････････（351）

（山口大学大学院医学系研究科呼吸器・感染症内科学講座）松永　和人

3 月 24 日（金）13:15 ～ 14:15　第 6 会場（ガラス棟 4F 402）

座長（結核予防会複十字病院）尾　形　英　雄

共催：ノバルティスファーマ株式会社

＜第 254 回 ICD講習会＞

結核、非結核抗酸菌症に対する ICTの活動

3 月 24 日（金）16:30 ～ 18:30　第 2 会場（7F ホール B7(2））

座長（結核予防会複十字病院）　　　　　　　　尾　形　英　雄

　　 （NHO 三重中央医療センター呼吸器内科）井　端　英　憲

ICD-1. 抗酸菌塗抹検査で陽性がでたら ICDはどう対応すべきか？

  ～診断困難な抗酸菌疾患の検査の進め方、肺外結核の対応を含めて

   ･･･････････････････････････････････････････（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

ICD-2. 結核の院内感染対策・管理における ICDの役割 ････（山形県立中央病院感染症内科・感染管理室）阿部　修一

ICD-3. 結核治療の実際～低蔓延国へ向けて～

   ･････････････････（国立病院機構茨城東病院胸部疾患・療育医療センター内科診療部呼吸器内科）三浦由記子

ICD-4. 医療機関での結核予防策に関する今日的課題と留意点

   ･････････････････････････････････････（佐賀大学医学部国際医療学講座 / 附属病院感染制御部）青木　洋介
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〈要望課題　座長一覧〉
3 月 23 日（木曜日）
 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 4 １．DOTS （11 ～ 14） 高梨　信吾  8:30 ～ 9:10
    阿彦　忠之 

 4 ２．肺非結核性抗酸菌症・肺アスペルギルス症合
併症例の診断・治療、デラマニドの使用経験

 （15 ～ 17） 大串　文隆 15:25 ～ 15:55
    中村　茂樹 

 5 ３．抗酸菌感染症の疾患活動評価
（画像・バイオマーカー）

 （18 ～ 20） 石井　芳樹 9:35 ～ 10:05
    須田　隆文 

 5 ４．潜在性結核感染症 （21 ～ 23） 藤田　昌樹 15:40 ～ 16:10
    原田　登之 

 6 ５．外国人結核 （24 ～ 28） 濱田　雅史  8:30 ～ 9:20
    増山　英則 

3 月 24 日（金曜日）
 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 4 ６．非結核性抗酸菌症：希少
菌種感染症の診断と治療

 （29 ～ 32） 一山　　智  9:10 ～ 9:50
    小林　信之 

 4 ７．高齢者結核 （33 ～ 36） 渡辺憲太朗 15:20 ～ 16:00
    田村　猛夏 

 5 ８．免疫抑制宿主の抗酸菌感染症 （37 ～ 39） 猪狩　英俊 10:25 ～ 10:55
    八木　哲也 

 6 ９．結核集団感染、結核院内感染対策 （40 ～ 43） 礒部　　威  9:10 ～ 9:50
    本間　光信 

 6 10．結核の看護・保健活動 1 （44 ～ 47） 稲葉　静代  9:55 ～ 10:35
    高鳥毛敏雄 

 6 11．結核の看護・保健活動 2 （48 ～ 51） 永田　容子 14:25 ～ 15:05
    小林　典子 

〈優秀演題発表　座長一覧〉
3 月 23 日（木曜日）
 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 5 優秀演題発表 1 （01 ～ 05） 森下　宗彦 14:25 ～ 15:40
    大崎　能伸 

3 月 24 日（金曜日）
 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 5 優秀演題発表 2 （06 ～ 10） 長尾　啓一  9:10 ～ 10:25
    武内　健一 





〈一般演題　座長一覧（１）〉

3 月 23 日（木曜日）

 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 6 １．細菌学 （52 ～ 56） 飯沼　由嗣  9:20 ～ 10:10
    渡辺　　哲 

 7 ２．疫学・管理 1 （57 ～ 60） 秋山也寸史  8:30 ～ 9:10
    大瀬　寛高 

 7 ３．疫学・管理 2 （61 ～ 64） 阿部　聖裕  9:10 ～ 9:50
    松葉　隆司 

 7 ４．肺結核の予後・合併症・後遺症 （65 ～ 69） 新実　彰男 14:25 ～ 15:15
    岩永　知秋 

 7 ５．肺外結核・特殊な結核 （70 ～ 73） 長谷川好規 15:15 ～ 15:55
    佐藤　敦夫 

 ポスター １．細菌学、診断・病態、化学療法 （P01 ～ P08） 山本　善裕 14:30 ～ 15:18
    高倉　俊二 

 ポスター ２．外科療法、肺結核の予後・合併症・後遺症 （P09 ～ P17） 丹羽　　宏 14:30 ～ 15:24
    稲瀬　直彦 

 ポスター ３．疫学・管理 （P18 ～ P23） 田口　　修 14:30 ～ 15:06
    藤兼　俊明 

 ポスター ４．結核の看護・保健活動 （P24 ～ P28） 潤間　励子 14:30 ～ 15:00
    藤村　政樹 



〈一般演題　座長一覧（２）〉

3 月 24 日（金曜日）

 会場 演題区分 演題番号 座長 時間

 5 ６．診断 （74 ～ 77） 高橋　　洋 14:25 ～ 15:05
    木村　　弘 

 5 ７．化学療法・外科療法 （78 ～ 82） 奥村　昌夫 15:10 ～ 16:00
    花岡　　淳 

 6 ８．病態 （83 ～ 85） 田口　善夫 15:10 ～ 15:40
    森高　智典 

 7 ９．非結核性抗酸菌症 1 （86 ～ 90） 高崎　　仁 10:00 ～ 10:50
    中西　洋一 

 7 10．非結核性抗酸菌症 2 （91 ～ 95） 小橋　吉博 14:15 ～ 15:05
    多田納　豊 

 7 11．非結核性抗酸菌症 3 （96 ～ 99） 馬島　　徹 15:05 ～ 15:35
    森野英里子 

 ポスター ５．肺外結核・特殊な結核、
院内感染、外国人結核

 （P29 ～ P37） 下内　　昭 14:20 ～ 15:14
    石川　博一 

 ポスター ６．非結核性抗酸菌症 1 （P38 ～ P46） 戸島　洋一 14:20 ～ 15:14
    中原　保治 

 ポスター ７．非結核性抗酸菌症 2 （P47 ～ P52） 青木　洋介 14:20 ～ 14:56
    鈴木　純子 

 ポスター ８． その他（結核性胸膜炎、高齢
者結核、肺結核後遺症など）

 （P53 ～ P58） 高橋　典明 14:20 ～ 14:56
    青木　弘道 




