
〈　索　引　〉



索　引（演題番号）

・＊：筆頭演者
・氏名表記はオンライン登録の登録文字にて作成しております。

【英字】
David McMurray S1-1
Esterlina Tan S1-1
Henry Koziel ＊招請講演
Margaret Koziel ＊教育講演1
Marjorie Cang S1-1
Paul Saunderson S1-1
Po-Ren Hsueh ＊S7-4
Steven M. Holland S7-1
Won-Jung Koh ＊S7-2

【あ】
青木　洋介 ＊ICD-4
青野　昭男 ＊52,53,55,76,77,89,

P03
青山　克彦 P09,P32,P45
赤川志のぶ ＊IS4-1,61,66
赤崎　　卓 88
赤司　俊介 61,66
赤松　泰介 P07
秋原　志穂 ＊44,＊45
秋山　　徹 40
朝倉　崇徳 31,89,＊98,P43
朝田　和博 P07
浅見　貴弘 89,P43
安達　勝利 39,P24
芦達麻衣子 03,＊11,21,47,59,P36
阿野　裕美 P01
阿部　修一 ＊ICD-2
阿部　聖裕 92,＊P20
網本　久延 94
荒木　規仁 S10-4
嵐　ようこ P54
有川健太郎 60
有山　　豊 S3-3
安藤　常浩 ＊S10-1,＊MRS1

【い】
伊　　麗娜 ＊S5-3,52,53
飯倉　元保 MS3-1,27,79
飯島　弘晃 97,P53
飯島　祐基 P44
五十嵐ゆり子 52,53,55,＊76,P03
猪狩　英俊 29,＊57
井口　成一 02
池上　靖彦 16
池亀　　聡 87,P34

池田　　慧 34,78,P39
石井　　聡 MS3-1,27,79
石井　　誠 31,89,P43
石井　幸雄 ＊IS2-2
石川　　哲 ＊29,57
石川　信克 41,63,64
石川　秀雄 ＊ES6-1
石川　博一 97,P53
石田あかね 68,93
石田　　直 P52
泉　　清彦 ＊09,90
泉　　信有 MS3-1,27,79
出水みいる 88
伊勢　信治 88
伊勢　裕子 68,＊93
礒部　　威 56
板倉きみよ 45
伊地智昭浩 60
市野　孝信 P24
伊藤　明広 ＊P52
伊藤　邦彦 25
伊藤　武史 P05
伊藤　春海 ＊S2-3
伊藤　靖弘 P18,P21,P51
伊藤　　穣 ＊MS1-2,＊91,P41
伊東　亮治 92,P20
伊藤　玲子 35
糸谷　　涼 94
稲田　修吾 16
井上　恵理 07,61,72,P38,P50
井上　考司 P30
井上　大生 94
井上　義一 S1-1,P08
井端　英憲 39,P24,P42
今泉　和良 26
今村　顕史 ＊LS11
岩崎　智子 41
岩田　　敏 P02
岩本　朋忠 ＊S8-2,60

【う】
植田　英也 03,11,21,47,59,＊P36
上野佳代子 88
鵜澤　　豊 02
氏田万寿夫 ＊S4-2
薄井　真悟 ＊08
内田　嘉隆 83,＊95,P04,P06,P46

内田　賢典 ＊P44
内村　和広 09,24
内山　　歩 ＊84
宇野　智輝 19,＊74
宇野　知輝 83,95,P06,P46
梅本　　愛 P13
浦川美奈子 12,＊14,50
上簑　義典 P43

【え】
江川　幸二 P13
江原　尚美 S5-4
遠藤　　繁 23
遠藤じゅん ES6-3
遠藤　健夫 38,＊SS5

【お】
尾市沙弥香 P24
合瀬　瑞子 88
大石　修司 MS3-2,＊IS2-3,08
大石　貴幸 ＊06,＊13
大角　晃弘 41
扇谷　昌宏 07,72,P38,P50
大串　文隆 P40
大楠　清文 ＊S8-1,98
大久保史恵 92,P20
大久保泰之 S10-4
大河内　稔 34,78,P39
大嶋　圭子 ＊50
大島　信治 07,61,72,P38,P50
大田　　健 07,58,61,66,72,P38,

P50
太田　正樹 ＊24
大平　徹郎 ＊S6-2
大西　　司 ＊S3-2,19,74,83,95,

P04,P06,P46,P55
大西　真裕 P31
大場　久乃 P18,＊P21,P51
大原　　元 P58
大藤　　貴 52,53
大本　恭裕 39,P24,P42
大湾　勤子 ＊67,P19
岡　さおり 68,93
岡田　全司 ＊S1-1
尾形　英雄 82
岡野　智仁 ＊39,P24,P42
岡野　義夫 P40
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岡村　拓哉 26
岡本　直樹 35
岡本　友紀 02
岡森　　慧 ＊31,P43
小川　賢二 89,91,P47,P41,＊LS1
沖　　昌英 68,93
奥住　捷子 02
奥田　　良 34,78,P39
小倉　高志 34,78,P39
小栗　　晋 10
小栗　豊子 ＊ES2
押谷　洋平 ＊18
尾仲　章男 75
小野眞由美 45
小原　一記 97,P53
小山　華奈 P23

【か】
香川　浩之 18
柿崎有美子 P44
柿澤　文子 ＊P25
掛屋　　弘 ＊IS3-1,＊LS13
籠橋　克紀 ＊P58
笠井　　幸 11,＊46,47
鹿住　祐子 05,32,77
片岡　健介 MS3-3
片上　祐子 60
片野　拓馬 34
片山　優子 94
勝部　乙大 28
桂田　雅大 30
加藤　誠也 24,52,58
門田　直樹 P40
金井　美穂 P18,P21,P51
金澤　　潤 ＊S10-2
金児安加利 P24
金田　俊彦 P52
金田　安史 S1-1
金本　幸司 97,P53
ガバザ エステバン P31
鏑木　孝之 ＊IS4-7
鎌田　浩史 31,P43
鎌田　有珠 52
上井　康寛 07,72,＊P38,P50
上柳加代美 ＊P28
上領　　博 30
河合　　治 S10-4
川崎　雅之 88
河島　　暁 94
川島　正裕 07,61,66,72,P38,

P50,ES6-3
河端　美則 ＊教育講演4
菅野　智彦 P29

【き】
木岡由美子 S1-1
菊池　　賢 02

菊地　利明 ＊S4-1,＊IS3-3,91,P41
菊池　喜博 P29
岸野　康成 83,95
岸本　卓巳 ＊LS5
喜多　洋子 S1-1
木田　　博 S1-1
北川智余恵 68,93
北川　　恵 ＊P13
北島　尚昌 94
北田　清悟 18,＊SS6
木谷　匡志 S2-2,66,ES6-2
北村　英也 34,78,P39
木下　　陽 ＊36,73
木村　智樹 MS3-3
木村　洋平 71
切替　照雄 40
金城　武士 P22,P48

【く】
久下　　隆 S3-3
日下　　圭 07,61,72,P50
楠木　まり 30
楠本壮二郎 S3-2,19,74,83,95,

P06,P46
國政　　啓 ＊P17
久場　睦夫 67
久保　　亨 S5-4
熊谷　尚悟 P52
熊副　洋幸 88
熊ノ郷　淳 S1-1
雲井　直美 P24
倉岡　敏彦 16
倉島　篤行 04,09,82,89,90,91,

P41
倉原　　優 71
蔵本　健矢 97,P53
栗島　浩一 ＊97,P53
暮部　裕之 ＊22
呉家　圭祐 33
黒田　　光 99
桑野　和善 36,73
桑原　直太 19,74,83,P04,P06,

P46
桑原　直人 S3-2
桑原　克弘 S6-2,＊MS2-2,95

【け】
慶長　直人 ＊IS4-5,04,85
解良　恭一 ＊LS8

【こ】
小暮　啓人 68,93
小柴　静子 05
小島　彩子 36
小谷　アヤ 94
小谷　義一 P17
児玉　孝秀 ＊15

後藤　　元 89
後藤　正志 ＊P09,P32,P45
後藤　康洋 26
小林　一司 41
小林　和幸 30
小林　　哲 39,P31,P42
小林　信明 ＊MRS2
小林　信之 ＊58
小林　洋一 P44
小林　裕康 ＊20
小松　　茂 34,78,P39
小松　美和 41
小向　　潤 03,11,21,46,47,＊59,

P36
小山　大輔 35
小山　友里 S3-3
権　　寧博 35
近藤　康博 MS3-3

【さ】
西海　小波 51
三枝　美香 P07
齊藤　和美 03,11,21,46,47,59,

P36
齋藤　恵子 ＊42
齋藤　桂介 36,73
齋藤　武文 ＊会長講演,S1-1,

S10-2,MS3-2,08
斎藤美和子 05,＊P11
坂　　英雄 68,93
酒井　茂樹 10,P57
坂上　拓郎 98
坂本　光男 37
相良　博典 S3-2,19,74,83,95,

P04,P06,P46,P55
崎山　　愛 P13
櫻本　　稔 94
佐々木結花 ＊IS4-6,58,82,89,＊ES3
佐々島朋美 ＊症例検討セッション1
笹谷悠惟果 MS3-2
佐藤　敦夫 ＊S6-4,10
佐藤　　俊 07
佐藤　信也 01,15,17
佐藤　千賀 92,P20
佐藤　春菜 83
佐藤　浩昭 P58
佐藤　良博 ＊35
佐藤　亮太 61
佐野　千晶 ＊S8-3,＊56
澤田　哲郎 84

【し】
塩谷　隆信 P56
重藤えり子 ＊LS9-2
重政　理恵 MS3-2
重松　文恵 68,93
宍戸雄一郎 P07
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品川　雅明 ＊S9-4
篠原　　岳 34,78,P39
篠原　　勉 P40
島　　　寛 94
島尾　忠男 25
嶋田　貴文 97,＊P53
島田　昌裕 07,61,72,P50
島内　正起 08
島村　珠枝 ＊12
清水　直子 03,11,21,46,47,59
下内　　昭 03,46,58,59
下田　清美 82,P10,＊P33
下田由季子 P07
上甲　　剛 ＊教育講演5
庄司　俊輔 S1-1
白井　千香 60
白井　敏博 P07
白井　正浩 ＊P18,P21,P51
白石　　訓 33
白石　素公 87,P34
白石　裕治 ＊S4-4,04,82,P10,P33
白石　祐介 94
白田　全弘 94,82
新海　正晴 ＊LS4
神宮司祐次郎 88
新里　　彰 P22
神野麻耶子 ＊P54

【す】
水堂　祐広 34
末友　　仁 86
洲鎌　芳美 33
杉浦八十生 S10-4
杉崎　勝教 ＊86
杉田　博宣 25
杉山佳代子 P24
杉山　温人 MS3-1,40,79
鈴木　克洋 ＊教育講演3,71,91,

P08,P41
鈴木　　淳 07,61,72,P50
鈴木　純子 07,61,72,P50
鈴木　翔二 31,P43
鈴木慎太郎 19,74,83,95,P06,P46
鈴木　貴人 P07
鈴木　朋子 05,P11
鈴木奈緒子 ＊S9-2
鈴木　弘倫 02
鈴木　広道 97,P53
鈴木　北斗 99
鈴木　　学 MS3-1,27
須田　　慧 ES6-3
角　　謙介 ＊10,65,69,＊P57
住吉　　誠 ＊P23

【せ】
関　　　文 73
関　恵理奈 P09,P32,P45

関　　幸雄 81
関　　好孝 36,73
関　　順彦 ＊SS3
関根　朗雅 34,78,P39
関谷　怜奈 ＊30
瀬戸真太郎 ＊04,85

【そ】
相馬　智英 26
園延　尚子 71

【た】
高木　明子 52,53,55,76,＊P03
高木　康裕 33
高久多希朗 ＊MS2-1,MS3-2,08
高倉　孝二 88
高崎　　仁 MS3-1,＊27,40,79,89,

＊LS6
高嶋　哲也 P01
高島　怜奈 94
高田　恵理 41
高田　寛仁 62
高野八百子 P02
高橋　典明 35
高橋　秀徳 ＊P29
高橋　仁美 ＊P56
高橋　政明 99
高橋　佳紀 ＊P31
高原　政利 P29
高森　幹雄 70
高柳喜代子 ＊25
田川　斉之 25
瀧井　猛将 41,53,54
瀧川　修一 86
田口　　修 39,P31,P42
武井玲生仁 P52
竹川　美穂 03,11,＊47,59,P36
武田　啓太 61,66
竹田　　宏 36,73
竹田雄一郎 MS3-1,79
竹中日登美 ＊51
武村　民子 ＊S2-4
竹本　智子 45
竹山　博泰 56
田下　浩之 61,66
田代　隆良 ＊教育講演2
田代　将人 ＊S10-3
多田　公英 P13
多田納　豊 56
橘　　洋正 10,＊69,P57
立原　素子 30
舘田　一博 ＊ES1
健山　正男 P22
田所　　明 ＊80,P12
田中　明彦 19,74,95,P06,P46,

＊P55
田中　栄作 ＊IS4-2

田中小百合 S3-3
田中　　徹 ＊IS3-2
田中都志香 45
谷口　浩和 ＊症例検討セッション1
谷口　博之 MS3-3,＊LS2
谷野　功典 01,17
田畑恵里奈 34,78,P39
田畑　寿子 10,P57
田原　正浩 71
玉置　伸二 ＊S3-3
田村　厚久 S2-2,61,＊66
田村　大介 30
田村　智宏 P58
田村　　緑 S3-3
田村　猛夏 S3-3
田村　嘉孝 P01
樽川　智人 39,P24
垂水　　修 P47

【ち】
近松　絹代 52,53,＊55,76,P03
知花　賢治 67,＊P19
茆原　雄一 10,＊65,P57

【つ】
辻　　泰佑 71
辻　　忠克 99,

＊症例検討セッション2
辻村　美保 ＊23
辻本　佳恵 89
津田　侑子 ＊03,11,21,46,47,59,

P36
筒井　俊晴 P44
津端由佳里 56
坪井　知正 10,65,69,＊P14,＊P15,

＊P16,P57,＊LS7-2
露口　泉夫 P01
露口　一成 S1-1,＊S1-3,58,71,

P08,＊SS1

【て】
寺下　智美 30

【と】
土井　教生 ＊S1-4
堂下　和志 99
東條　泰典 80,＊P12
堂本香代子 46
東川　隆一 ＊01,17
時岡　史明 P52
徳田　　均 ＊S2-1
徳永　　修 ＊IS4-4,＊63,＊64
冨岡　治明 56
冨岡　洋海 62
富田　康介 ES6-3
富田　元久 P08
朝野　和典 S1-1
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【な】
内藤　隆志 97,P53
内藤　雅大 39,P24,P42
仲　　　剛 MS3-1,79
永井　崇之 P01
永井　英明 ＊S1-2,07,58,61,66,

72,P38,P50
永井　仁美 P28
中石　和成 55
長岡　愛子 88
中川　隆行 ＊82,P10,P33
中川　　拓 89,＊P47
中川智佐子 45
中島　俊洋 S1-1
中園　智昭 25
中田　恭介 30
永田　忍彦 88
永田　容子 ＊IS4-3,12,25,＊48,49,

50
仲谷　　均 S1-1
中西　徳彦 P30
中野　滋文 P09,P32,P45
中野令伊司 S5-4
永野　達也 30
長野　宏昭 ＊P48
中畑　征史 68,93
中原　博紀 P31
中村　　朗 98
中村　慧一 ＊99
中村　卓巨 P24
中村　竜也 30
仲村　泰彦 S2-2,ES6-2
中村　行宏 92,P20
仲本　　敦 67,P19
中山　晴雄 ＊43
中山　雅之 84
名嘉山裕子 67,P19
永吉　　優 29,57
名越　　咲 ＊07,72,P38,P50
那覇　　唯 67
南宮　　湖 ＊MS1-1,09,31,89,90,

98,P43
成田　昌弘 PS1
成本　　治 07

【に】
新妻　一直 ＊05,P11
新実　彰男 91,P41
二階堂雄文 01,＊17,P11
二木　芳人 ＊ES4
西尾　智尋 ＊62
西田　直嗣 P25
西田　泰子 S1-1
西野　亮平 ＊16
二島　駿一 ＊MS3-2,08
西松　志保 S1-1
西村　　正 39,P24,＊P42

西村　知泰 ＊S7-3,31,P43
西村奈保美 P24
西村　善博 30
仁保　誠治 ＊LS10

【ぬ】
沼尾　利郎 28
沼田　岳士 ＊38

【ね】
根井　貴仁 S9-1
根本　悦夫 S10-4
根本　健司 ＊S5-2,MS3-2,08

【の】
野口　直子 29,57
野口　理絵 P07
野崎　博之 37
野中　　水 MS3-2
野村　由至 28
野山　麻紀 P52
野呂　岳志 P24

【は】
芳賀　孝之 P09,P32
萩原　恵里 ＊MS1-3,＊34,78,P39
萩原　弘一 84
橋田　和靖 ES6-3
橋詰　寿律 ＊S10-4
橋元　里実 S1-1
橋本　　修 35
橋本　章司 P01
橋本　　徹 P52
長谷衣佐乃 28,89
長谷川直樹 ＊IS1-2,09,31,89,90,

91,98,P02,P41,P43
長谷部美保子 P27
長谷部光泉 ＊ES6-3
畠山　暢生 ＊P40,P54
服部　俊夫 58
馬場　智尚 34,78,P39
濱口　　愛 56
濱口　俊一 56
早川　啓史 P18,P21,P51
林　　清二 S1-1,P08
林　　敏彦 ES6-3
林　　宏紀 ＊S9-1
林　　悠太 89,P47
林原　賢治 MS3-2,08
原　真紀子 88
原永　修作 P22
張本　敦子 70
春名　寛香 P13
板東　千昌 S3-3
坂東　政司 84

【ひ】
稗田　文代 P35
比嘉　克行 07,72,＊P50
比嘉　　太 67,P19
樋口　武史 91,P03,P41
久田　剛志 50
土方美奈子 04,＊85
菱沼　　昭 02
肥田　憲人 MS3-2
兵頭健太郎 MS3-2,08
平井　邦朗 19,74,＊83,95,P04,

P06,P46,

平井　　潤 P22
平野　通子 P13
平松美也子 82,P10,P33
廣川　秀徹 03,11,21,47,59,P36
廣瀬　友城 P09,P32,＊P45
広松　恭子 41

【ふ】
深野　華子 32,77
深見　武史 66
福井　基成 94
福井　保太 P47
福岡　俊彦 ＊P37
福島喜代康 ＊S5-4
福田　雄一 P23
福原　敦朗 01,17
福本　　渚 88
藤井　　隆 51,P01,P28
藤井　真未 ＊70
藤内　　智 91,99,P41
藤兼　俊明 99
藤川　健弥 18
藤坂　由佳 P18,P21,＊P51
藤崎　育実 36,73
藤田　　明 ＊IS1-3,70
藤田　香織 67,P19
藤田　　薫 P18,P21,P51
藤田　純一 97,P53
藤田　次郎 67,P22,P48
藤田　昌樹 ＊87,＊P34
藤田　結花 99
藤野　和子 45
藤原　明子 95,＊P46
藤村　一美 44,45
藤村　　茂 ＊S9-3
藤本　　源 P31,P42
藤本　博行 S10-4
藤山　理世 60,19,74,83,P06,

＊P46
藤原　啓司 97,P53
藤原研太郎 P31
藤原　永年 32
藤原　　宏 89,＊P02,P43
布施川久恵 S10-4
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二見　真史 ＊71
舩津　洋平 ＊75,P43
舩山　康則 P49
古内　浩司 P52
古川香奈江 11
古川恵太郎 ＊MS3-1
古堅　　誠 P22

【へ】
蛇澤　　晶 ＊S2-2,66,＊ES6-2

【ほ】
放生　雅章 MS3-1,＊LS3
保坂　悠介 36,73
星野　仁彦 ＊S3-1,09,＊32,77,89,

90
細田　千晶 36,73
細田　智弘 ＊37
堀田　尚誠 56
堀　　和美 ＊68,93
堀場　昌英 P09,P32,P45
本間　千絵 34,78,＊P39
本間　哲也 ＊19,74,83,95,P06,

P46
本間　光信 ＊P05,P27,P56

【ま】
前倉　俊也 ＊症例検討セッション2
前倉　亮治 ＊S6-3,18,＊LS7-1
前田　伸司 54
前田　秀雄 ＊41
槇　　早苗 88
益田　公彦 ＊S6-5,61,ES6-3
町田　久典 P40
松井　弘稔 61,66
松木　　明 07,＊72,P38,P50
松倉　　聡 P55
松下　育美 04,85
松田　賢一 16
松田　周一 89
松田　博美 45
松田　真理 60
松竹　豊司 S5-4
松永　和人 ＊CS2
松林　沙知 ＊79
松本　健二 03,11,＊21,46,47,59,

P36
松本　慎吾 ＊ES7
松本　壮吉 ＊S5-1
松本　武格 87,P34
松本　智成 S1-1,＊S3-4,＊S5-5,

＊IS1-1,51,＊P01,P28
松本　知博 ES6-3
松山　政史 ＊S7-1
間藤　尚子 84
丸毛　　聡 ＊94

【み】
三浦　美穂 ＊P35
三浦由記子 MS3-2,08,＊ICD-3
三上　礼子 S1-1
水城まさみ P29
水野　里子 29,57
水本　　正 16
御手洗　聡 ＊S8-4,05,09,32,52,

53,54,55,76,77,89,
90,P03,LS12

水口　正義 10
南　　優子 08
嶺　　貴彦 ES6-3
蓑毛祥次郎 71
宮川　和子 07,72,P50
宮川　英恵 36,＊73
宮城　一也 P22
三宅　正剛 P28
宮崎　邦彦 15
宮下　義啓 P44
宮田　祐人 S3-2,19,74,83,95,

P04,＊P06,P46

【む】
迎　　　寛 S5-4
棟方　　充 01,17
村上沙央理 ＊P24
村瀬　良朗 41,＊54,55
村田　正太 ＊症例検討セッション1

【も】
望月　真吾 ＊P26
望月　芙美 97,P53
森　　　亨 48,49
森　　雅秀 18
森　　雄亮 56
森川紗也子 ＊26
森重　真実 88
森田　　悟 P07
森田　弘子 ＊28
森高　智典 ＊P30
森野英里子 MS3-1,27,＊40,79,89
森本　耕三 04,09,82,＊89,＊90
諸井　文子 P09,＊P32,P45

【や】
八木　一馬 31,75,＊P43
八木　哲也 ＊ICD-1
八木　光昭 P47
矢﨑　　海 MS3-2
安田あゆ子 81
谷田貝洋平 ＊P49
矢野　修一 ＊S6-1
山入　和志 ＊33
山内　桃子 ＊P22
山内　祐子 48,＊49
山岡　直樹 16

山上　　瞳 ＊P04
山川　英晃 34,78,P39
山城　春華 94
山岸　文雄 29,57
山口　統彦 22
山口　真弘 80,P12
山崎　泰宏 99
山﨑　善隆 ＊S4-3
山沢　英明 84
山田有里紗 68,93
山田　勝雄 ＊81
山田　奈月 P23
山田　憲隆 P47
山田　博之 52,＊53,55,76,P03,

P29
山田　泰子 51,P28
山田　全啓 ＊CS1
山中　　徹 ＊SS2
山中友美絵 34,＊78,P39
山根　　章 07,61,66,72,P38
山野　泰彦 ＊MS3-3
山羽　悠介 ＊P41
山本　輝人 P07
山本　正嗣 30
屋良さとみ P22

【よ】
横須賀響子 ＊61,66
横山　真一 ＊60
横山　俊樹 MS3-3
横山　俊秀 P52
吉岡　宏冶 16
吉岡　弘鎮 P52
吉澤　靖之 ＊特別講演
吉田　　敦 ＊02
吉田　和史 MS3-2
𠮷田志緒美 ＊IS2-1,

＊症例検討セッション1,＊P08,
＊ES5

吉田　　勤 04,82,＊P10,P33
吉田　英樹 46
吉田　光範 32,＊77,＊P10
芳野　詠子 S3-3
吉松　昌司 63,64
吉山　　崇 ＊MS2-3,09,58,90,

＊LS9-1

【り】
劉　　　楷 36,73

【わ】
若松謙太郎 ＊88
和佐本　諭 34,78,P39
和田　新平 32,77
渡瀬　博俊 41
渡辺　　彰 ＊SS4,91,P41
渡邉　　彰 ＊92,P20

358 結核 第 92 巻 第 2 号 2017 年 2 月



渡邉英一郎 23
渡部恵利子 ＊P27
渡邊かおる 61,66
渡辺憲太朗 87,P34
渡邉　直昭 36,73
渡邉　裕文 ＊P07
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