
第 39 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会

日　　程

第 2日

（6月 24 日　金曜日）



6月 24日（金）

第 1会場：センチュリーホール

9 : 15～9 : 45 教育講演 6 座長 川村 雅文（帝京大学医学部外科）

E-6 局所麻酔下胸腔鏡の基本 ………………………………………………………………………………………S148
○鏑木孝之・高木雄基・大久保初美・山田 豊・田村智宏・吉川弥須子・山口昭三郎・内海啓子・
橋本幾太・雨宮隆太
茨城県立中央病院呼吸器グループ

9 : 45～10 : 45 特別企画 気道ステントの指針をめぐって
座長 池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野）

基調講演：気道ステント診療指針作成の概要とそのプロセス ………………………………………………………S163
○古川欣也

気道ステント診療ガイドライン（指針）作成ワーキンググループ；
東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科

ディスカッサント 古川 欣也（東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科）
白石 武史（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）
峯下 昌道（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）
沖 昌英（国立病院機構名古屋医療センター呼吸器内科）

10 : 45～11 : 45 招請講演 3 座長 川口 知哉（大阪市立大学呼吸器内科）

I-3 Treatment of advanced ALK+ NSCLC as a paradigm for the need for serial post�progression biopsy
……………………………………………………………………………………………………………………S128
○Sai�Hong Ignatius Ou

Department of Medicine, Division of Hematology=Oncology,
University of California School of Medicine,
Chao Family Comprehensive Cancer Center, Orange, CA92868, USA

13 : 15～13 : 45 会長講演 座長 下方 薫（名古屋大学）

PL 肺末梢病変にどう迫るか ………………………………………………………………………………………S115
○坂 英雄

国立病院機構名古屋医療センター呼吸器科・臨床腫瘍科
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13 : 45～14 : 45 招請講演 4 座長 坂 英雄（国立病院機構名古屋医療センター呼吸器科・臨床
腫瘍科）

I-4 Bronchoscopy for Peripheral Pulmonary Lesions ………………………………………………………S130
○Alexander C. Chen1,2

1Associate Professor of Medicine Director of Interventional Pulmonology
Division of Pulmonary and Critical Care Medicine
Washington University School of Medicine
Barnes�Jewish Hospital, St. Louis, MO；
2Associate Professor of Surgery
Division of Cardiothoracic Surgery
Washington University School of Medicine
Barnes�Jewish Hospital, St. Louis, MO

14 : 45～15 : 15 教育講演 7 座長 丹羽 宏（聖隷三方原病院呼吸器センター外科）

E-7 肺癌治療におけるレーザー治療の現況 ………………………………………………………………………S150
○臼田実男

日本医科大学付属病院呼吸器外科

15 : 15～15 : 45 教育講演 8 座長 池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野）

E-8 気道ステント ……………………………………………………………………………………………………S152
○古川欣也

東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科

15 : 45～16 : 15 教育講演 9 座長 西井 研治（岡山県健康づくり財団附属病院内科）

E-9 EWS：気管支充填術の適応，留置方法，留置後管理―外科の立場から― ………………………………S154
○宮澤秀樹

富山県立中央病院呼吸器外科

16 : 15～16 : 45 教育講演 10 座長 新実 彰男（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）

E-10 気管支サーモプラスティー―実際と今後の可能性― ………………………………………………………S158
○石井芳樹

獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科
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第 2会場：白鳥ホール北

8 : 00～9 : 30 EBUSモーニングセミナー 気道再考
座長 栗本 典昭（聖マリアンナ医科大学呼吸器外科）

姫路 大輔（宮崎県立宮崎病院内科）

EB-1 放射線科医からみた気道

○森谷浩史
大原綜合病院画像診断センター

EB-2 手術標本からみた気道

○森田克彦
JCHO下関医療センター呼吸器外科

EB-3 胸膜直下病変に対する我々のコツ

○品川尚文
北海道大学病院内科 I

○沖 昌英
国立病院機構名古屋医療センター呼吸器科

○栗本典昭
聖マリアンナ医科大学呼吸器外科

○姫路大輔
宮崎県立宮崎病院内科

9 : 45～10 : 25 Videoセッション 2 中枢気道の内視鏡手術の技術
座長 加賀基知三（北海道大学病院循環器・呼吸器外科）

V2-1 ソフト凝固を用いた軟性気管支鏡下スネア切除 ……………………………………………………………S191
○泉 信博・水口真二郎・山本寛子・岡田諭志・戸田道仁・原幹太朗・西山典利

大阪市立大学医学部呼吸器外科
V2-2 耳下腺腺様嚢胞癌気管支内転移に対する気管支鏡下 APC焼灼術の一例…………………………………S191

○小林 晶1・高尾仁二1・島本 亮1・村嶋秀市2・久保岡牧子3・野本由人1・新保秀人1
1三重大学医学部附属病院呼吸器外科；2松阪中央総合病院；3鈴鹿中央総合病院

V2-3 術前化学療法後に右肺中下葉拡大スリーブ切除を行った肺門部進行肺癌の 3例 ………………………S191
○河崎英範・平良尚広・古堅智則・伊地隆晴・石川清司・川畑 勉

国立病院機構沖縄病院
V2-4 連続縫合による完全胸腔鏡下気管支形成術 …………………………………………………………………S192

○羽田裕司・矢野智紀・森山 悟・奥田勝裕・川野 理・小田梨紗・鈴木あゆみ・中西良一
名古屋市立大学病院呼吸器外科

11 : 00～11 : 40 宮澤メダル受賞講演
座長 宮澤 輝臣（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

M-1 医療機器輸入商社の視点からの呼吸器インターベンション ………………………………………………S180
○安本明弘

原田産業株式会社メディカルチーム
M-2 胸部外科手術における呼吸器インターベンション治療の有用性と問題点 ………………………………S182

○古川欣也
東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科
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12 : 00～13 : 00 ランチョンセミナー 7
座長 瀬戸 貴司（九州がんセンター呼吸器腫瘍科）

LS-7 癌診療 up to date～診断/検査から最新の個別化治療へ～
○里内美弥子

兵庫県がんセンター呼吸器内科
共催：MSD株式会社

14 : 45～15 : 15 肺癌登録合同委員会
座長 多田 弘人（吹田徳洲会病院/日本呼吸器内視鏡学会肺癌登録合

同委員会委員）

委員会報告 肺癌登録合同委員会報告 ………………………………………………………………………………………S184
○奥村明之進1,2・多田弘人1,3・小林英夫1,4・高橋和久1,5・木浦勝行1,6・秋田弘俊1,7・横井香平1,8・
伊達洋至1,9・吉野一郎1,10・淺村尚生1,11・宮岡悦良1,12
1肺癌登録合同委員会；2大阪大学呼吸器外科学；3吹田徳洲会病院呼吸器外科；
4防衛医科大学感染症・呼吸器内科学；5順天堂大学呼吸器内科学；
6岡山大学呼吸器・アレルギー内科学；7北海道大学腫瘍内科学；8名古屋大学呼吸器外科学；
9京都大学呼吸器外科学；10千葉大学呼吸器病態外科学；11慶應大学外科学；
12東京理科大学理学部第二部数学科

15 : 15～16 : 45 シンポジウム 6 気管支鏡検査と呼吸生理：Functional Bronchology
座長 川部 勤（名古屋大学大学院医学系研究科呼吸器内科）

今泉 和良（藤田保健衛生大学呼吸器内科学 I）

SY6-1 超小型高精度気流計を用いた肺内局所気流速の計測による末梢気道病変の評価に向けての基礎研究

……………………………………………………………………………………………………………………S174
○川部 勤

名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻病態解析学講座
SY6-2 気道内ガス局所分光計測のための光ファイバプローブの開発 ……………………………………………S174

○松浦祐司1・飯田 猛1・丸田勝弘2
1東北大学大学院医工学研究科；2（株）コスモスウェブ

SY6-3 呼吸器インターベンションにおける気管支鏡下の呼吸生理学的評価 ……………………………………S174
○西根広樹・平本雄彦・宮澤輝臣・尾上林太郎・阿座上真哉・柿沼一隆・岡本真理子・薄場彩乃・
村岡弘海・井上哲兵・古屋直樹・木田博隆・半田 寛・石田敦子・井上健男・峯下昌道
聖マリアンナ医科大学呼吸器内科

SY6-4 微細構造の計測を可能とする光コヒーレンストモグラフィー（OCT）を用いた肺組織イメージング …S174
○西澤典彦1・川部 勤2

1名古屋大学大学院工学研究科量子工学専攻；2名古屋大学大学医学系研究科医療技術学専攻
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第 3会場：白鳥ホール南

8 : 00～9 : 00 モーニングセミナー 1
座長 長谷川好規（名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学呼吸器

内科学分野）

MS-1 EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者のマネジメント
○久保田馨

日本医科大学呼吸器内科学
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

9 : 45～11 : 15 シンポジウム 7 末梢肺野病変に対する気管支鏡アプローチ
座長 姫路 大輔（宮崎県立宮崎病院内科（呼吸器内科））

土田 敬明（国立がん研究センター中央病院内視鏡科呼吸器内
視鏡）

SY7-1 肺野末梢病変の診断法としての transbronchial needle aspiration cytology（TBAC）の有用性と安全性の
検討 ………………………………………………………………………………………………………………S175
○津村真介・藤井慎嗣・柏原光介・千場 博

熊本地域医療センター呼吸器内科
SY7-2 ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法（EBUS�GS）における pinpoint biopsyの有用性について

……………………………………………………………………………………………………………………S175
○栗本典昭1・尾上林太郎2・柿沼一隆2・阿座上真哉2・村岡弘海2・岡本真理子2・薄場綾乃2・
井上哲平2・竹村仁男2・古屋直樹2・森川 慶2・木田博隆2・半田 寛2・西根広樹2・井上健男2・
峯下昌道2・宮澤輝臣2・森田克彦3・野坂誠士4・村山正毅4
1聖マリアンナ医科大学呼吸器外科；2聖マリアンナ医科大学呼吸器内科；
3下関医療センター呼吸器外科；4岩国みなみ病院外科

SY7-3 肺末梢病変に対する EBUS�GS法検査における超音波画像分類新パターン追加の診断への応用 ……S175
○姫路大輔・川口 剛・白濱知広

県立宮崎病院内科
SY7-4 GGO肺癌に対する気管支鏡による診断可能予測因子の検討 ………………………………………………S175

○鈴木 史1,2・松元祐司1・出雲雄大1・土田敬明1・三沢昌史2・青島正大2
1国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院内視鏡科；
2医療法人鉄蕉会亀田総合病院呼吸器内科

12 : 00～13 : 00
ランチョンセミナー 8 New Era in EBUS�FNA&FNB この穿刺針が世界の新潮流だ！

座長 沖 昌英（国立病院機構名古屋医療センター呼吸器内科）

LS-8 EBUS�guided fine needle biopsy in accessing lymph nodes and diagnosis in Hospital Serdang/
Malaysia
○Jamalul Azizi

Consultant Pulmonologist, Serdang Hospital
共催：Cook Japan 株式会社
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15 : 00～16 : 40 シンポジウム 8 呼吸器内視鏡の新技術
座長 渋谷 潔（千葉大学医学部附属病院成田赤十字病院肺がん治

療センター）
大崎 能伸（旭川医科大学病院呼吸器センター）

SY8-1 プローブ型共焦点レーザーエンドマイクロスコープを用いた経気管支肺生検検体における悪性所見の検討

……………………………………………………………………………………………………………………S176
○竹村仁男1・栗本典昭2・藤原美和1・井上健男1・宮澤輝臣1・峯下昌道1

1聖マリアンナ医科大学呼吸器内科；2聖マリアンナ医科大学呼吸器外科
SY8-2 末梢肺病変に対する焦点レーザー顕微内視鏡所見の前方視的検討 ………………………………………S176

○松元祐司・出雲雄大・平石尚久・土田敬明
国立がん研究センター中央病院内視鏡科

SY8-3 生理食塩液注入下の極細径気管支鏡による肺末梢病変内・辺縁部の気管支鏡所見の評価について …S176
○栗本典昭1・尾上林太郎2・柿沼一隆2・阿座上真哉2・村岡弘海2・岡本真理子2・薄場綾乃2・
井上哲平2・竹村仁男2・古屋直樹2・森川 慶2・木田博隆2・半田 寛2・西根広樹2・井上健男2・
宮澤輝臣2・峯下昌道2
1聖マリアンナ医科大学呼吸器外科；2聖マリアンナ医科大学呼吸器内科

SY8-4 BIOEVALUATORⓇを用いた迅速細胞診断を併用した EBUS�TBNAの組織診断 ……………………S176
○南 大輔1・瀧川奈義夫2・二宮 崇1・久保寿夫1・大橋圭明1・堀田勝幸1・宮原信明1・
金廣有彦1・田端雅彦1・谷本光音1・木浦勝行1
1岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科；2川崎医科大学附属川崎病院総合内科学 4

SY8-5 5ALAと自家蛍光観察システムを用いた胸膜悪性病変の光学的診断とその展望 ………………………S177
○北田正博・大崎能伸

旭川医科大学呼吸器センター
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第 4会場：レセプションホール

9 : 00～9 : 40 Oralセッション 15 気管支喘息
座長 駒瀬 裕子（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科）

O15-1 気管支喘息と COPDにおけるバイオマーカーと大気汚染物質：GSTP1遺伝子多型の影響 …………S225
○乾 俊哉1・中本啓太郎1・佐田 充1・辻 晋吾1・平田 彩1・小出 卓1・高田佐織1・
横山琢磨1・石井晴之1・三上 優2・堀江真史2・滝澤 始1
1杏林大学医学部呼吸器内科；2東京大学医学部呼吸器内科

O15-2 IL13 遺伝子多型気管支喘息患者における気道リモデリングと吸入ステロイド薬の効果 ………………S225
○長島広相・中村 豊・守口 知・中島義雄・千葉亮祐・齋藤平佐・千葉真士・山内広平

岩手医科大学附属病院呼吸器・アレルギー・膠原病内科
O15-3 喘息患者の血中および BALペリオスチンの測定……………………………………………………………S225

○知花和行1・渡邉泰治1・塩原太一1・堀金有紀子1・滝澤秀典1・三好祐顕1,2・清水泰生1・
武政聡浩1,2・小野純也3・出原賢治4・石井芳樹1,2
1獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科；2獨協医科大学呼吸器内視鏡センター；
3シノテスト（株）；4佐賀大学医学部分子生命科学講座分子医化学分野

O15-4 内視鏡下での吸入薬の気管内流入量に関する検討 …………………………………………………………S226
○瀧田好一郎・近藤りえ子・出口亜里紗・横井達佳・堀口紘輝・吉田隆純・山崎明子・加藤圭介・
桑原和伸・伴 直昭・廣瀬正裕・志賀 守・堀口高彦
藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 II 講座

9 : 40～10 : 20 Oralセッション 16 サーモプラスティ①
座長 中村 敦（名古屋市立大学病院呼吸器・免疫アレルギー内科）

O16-1 当院における Bronchial Thermoplastyの経験 ……………………………………………………………S227
○安斎正樹1・森川美羽1・園田智明1・酒井啓行1・本定千知1・門脇麻衣子1・梅田幸寛1・
飴嶋慎吾1・石塚 全1・浅野祐文2
1福井大学医学部病態制御医学講座内科学（3）；2岐阜県総合医療センター呼吸器内科

O16-2 気管支サーモプラスティにて加療した難治性気管支喘息の 2例 …………………………………………S227
○山本 学・倉石 博・小澤亮太・廣田周子・鈴木祐介・降旗兼行・増渕 雄・小山 茂

日本赤十字社長野赤十字病院
O16-3 当院で実施した気管支サーモプラスティの有効性についての検討 ………………………………………S227

○宮川和子・田下浩之・大島信治・斎藤美奈子・花輪智秀・扇谷昌宏・加藤貴史・武田啓太・
森 彩・大田 健
国立病院機構東京病院喘息・アレルギーセンター

O16-4 当院で気管支サーモプラスティを施行した重症喘息の 3例 ………………………………………………S228
○須甲憲明・服部健史・山本宏司

国立病院機構北海道医療センター呼吸器内科

10 : 20～11 : 00 Oralセッション 17 サーモプラスティ②
座長 東田 有智（近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科）

O17-1 低肺機能重症気管支喘息に対し全身麻酔下気管支温熱療法が有効であった 1症例 ……………………S229
○扇野圭子・笹田真滋・徐千恵子・酒井徹也・宮崎雅紀・高橋左枝子・中村守男

東京都済生会中央病院呼吸器内科
O17-2 気管支サーモプラスティ後に器質化肺炎を生じた ACOSの 1例 …………………………………………S229

○水守康之・平野克也・小南亮太・大西康貴・福田 泰・加藤智浩・花岡健司・鏡 亮吾・
勝田倫子・三宅剛平・横井洋子・塚本宏壮・佐々木信・河村哲治・中原保治・望月吉郎
国立病院機構姫路医療センター呼吸器内科
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O17-3 気管支サーモプラスティによる呼吸機能の変化 ……………………………………………………………S229
○河野洋二1・岸本伸人1・三崎伯幸2・加藤 歩2・大黒由加里3

1高松市民病院呼吸器内科；2高松市民病院呼吸器外科；3高松市民病院内科
O17-4 OCT（optical coherence tomography）を用いた気管支サーモプラスティによる変化 ………………S230

○河野洋二1・岸本伸人1・三崎伯幸2・加藤 歩2・大黒由加里3
1高松市民病院呼吸器内科；2高松市民病院呼吸器外科；3高松市民病院内科

11 : 00～11 : 50 Oralセッション 18 Re�biopsy
座長 前門戸 任（宮城県立がんセンター呼吸器内科）

O18-1 肺末梢病変に対する気管支鏡 re�biopsy protocol …………………………………………………………S231
○笹田真滋1,2・出雲雄大2・扇野圭子1・宮崎雅樹1・高橋左枝子1・松元祐司2・土田敬明2・中村守男1

1東京都済生会中央病院呼吸器内科；2国立がん研究センター中央病院内視鏡科
O18-2 当院における気管支鏡を用いた re�biopsyの現況 …………………………………………………………S231

○豊澤 亮・野崎 要・鈴木雄三・枝川 真・島松晋一郎・平井文彦・山口正史・瀬戸貴司・
竹之山光広・一瀬幸人
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター

O18-3 当院で施行した非小細胞肺癌での気管支鏡を中心とした再生検の検討 …………………………………S231
○盛田麻美1・鈴木 綾1・渡邉香奈1・福原達朗1・伊藤しげみ2・佐藤郁郎2・前門戸任1

1宮城県立がんセンター呼吸器内科；2宮城県立がんセンター病理診断科
O18-4 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における EGFR�TKI耐性後の Re�biopsyについて ……………S232

○河野裕子・岩間映二・原田大志・岡本 勇・中西洋一
九州大学病院呼吸器科

O18-5 非小細胞肺がん患者における気管支鏡など侵襲的検査再施行に関する患者意識調査 …………………S232
○福井朋也・笠島真志・日吉康弘・中原善朗・高倉 晃・上遠野健・井川 聡・益田典幸

北里大学病院呼吸器内科

12 : 00～13 : 00 ランチョンセミナー 9
座長 滝口 裕一（千葉大学大学院医学研究院先端化学療法学）

LS-9 非小細胞肺癌治療におけるニボルマブの役割

○笠原寿郎
金沢大学附属病院呼吸器内科

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社

15 : 00～15 : 40 Oralセッション 19 末梢肺野病変の診断③
座長 笹田 真滋（東京都済生会中央病院呼吸器内科）

O19-1 30mm以下の原発性肺癌手術症例における確定診断方法の検討 …………………………………………S233
○重松久之・坂尾伸彦・岡崎幹生・佐野由文

愛媛大学医学部附属病院呼吸器センター
O19-2 肺がん疑いの末梢病変に対する培養検査の検討 ……………………………………………………………S233

○平石尚久1,2・出雲雄大1・松元祐司1・土田敬明1
1国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院内視鏡科呼吸器内視鏡部門；
2東京大学医学部付属病院呼吸器内科

O19-3 末梢肺病変の経気管支生検における迅速細胞診の有用性の検討 …………………………………………S233
○桐田圭輔1・梅村茂樹1・松本慎吾1・仁保誠治1・大松広伸1・坪井正博2・後藤功一1

1国立がん研究センター東病院呼吸器内科；2国立がん研究センター東病院呼吸器外科
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O19-4 Radial endobronchial ultrasound with a guide sheath for peripheral cavitary lung lesions ………S234
○葉山 学1・岡本紀雄1・田宮基裕1・鈴木秀和1・白山敬之1・田中彩子1・森下直子1・西田拓司1・
西原 昂1・平島智徳1・上原暢子1・森田沙斗武1・河原邦光2
1大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター肺腫瘍内科；
2大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター病理診断科

15 : 40～16 : 40 Oralセッション 20 末梢肺野病変の診断④
座長 菓子井達彦（富山大学附属病院臨床腫瘍部）

O20-1 Virtual�assisted lung mapping（VAL�MAP）におけるマッピング後 CTの必要性 …………………S235
○佐藤雅昭・長山和弘・寺田百合子・柳谷昌弘・中尾啓太・一瀬淳二・似鳥純一・安樂真樹・
中島 淳
東京大学医学部附属病院呼吸器外科

O20-2 呼吸器内視鏡領域における 3次元画像技術の利用 …………………………………………………………S235
○陳 豊史・本山秀樹・土屋恭子・毛受暁史・青山晃博・佐藤寿彦・園部 誠・伊達洋至

京都大学大学院医学研究科呼吸器外科
O20-3 EBUSや細径気管支鏡を有さない施設における診断率向上の戦略―3Dワークステーションの有用性の検

討― ………………………………………………………………………………………………………………S235
○三好嗣臣1・磯部和順1・砂川泉子1・清水宏繁1・鈴木亜衣香1・鏑木教平1・杉野圭史1・
坂本 晋1・高井雄二郎1・白神伸之2・栃木直文3・伊豫田明4・本間 栄1
1東邦大学医療センター大森病院呼吸器内科；2東邦大学医療センター大森病院放射線科；
3東邦大学医療センター大森病院病理診断科；4東邦大学医療センター大森病院呼吸器外科

O20-4 Direct Pathに影響を与える画像因子の検討…………………………………………………………………S236
○神原健太1・中嶋 悠1・田中宏明1・下川一生1・徳井宏太郎1・高 千紘1・岡澤成祐1・
猪又峰彦1・山田 徹1・三輪敏郎1・松井祥子1・林 龍二1・菓子井達彦2
1富山大学第一内科；2富山大学付属病院臨床腫瘍部

O20-5 肺末梢 GGO病変に対する DirectPathⓇの使用成績の検討…………………………………………………S236
○池澤靖元・品川尚文・庄司哲明・高島雄太・森本 恵・菊池 創・高階太一・水柿秀紀・
菊地英毅・榊原 純・大泉聡史・西村正治
北海道大学病院内科 I

O20-6 スイッチ・オブリーク法：様々な汎用 CTビューアで施行できる精密な気管支鏡ナビゲーション …S236
○三宅浩太郎・森村 治・平田陽彦・長友 泉・武田吉人・木島貴志

大阪大学大学院医学系研究科呼吸器・免疫アレルギー内科学
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第 5会場：431・432会議室

9 : 00～9 : 40 Oralセッション 21 プローブ型共焦点顕微鏡
座長 渋谷 潔（千葉大学医学部附属病院成田赤十字病院肺がん治

療センター）

O21-1 肺癌患者におけるプローブ型共焦点レーザーエンドマイクロスコープの有用性の検討 ………………S237
○竹村仁男1・栗本典昭2・井上健男1・宮澤輝臣1・峯下昌道1

1聖マリアンナ医科大学呼吸器内科；2聖マリアンナ医科大学呼吸器外科
O21-2 末梢 PDTのための新規レーザープローブの開発……………………………………………………………S237

○大谷圭志1・前原幸夫1・今井健太郎1・工藤勇人1・小野祥太郎1・江里口大介1・垣花昌俊1・
梶原直央1・大平達夫1・古川欣也2・奥仲哲弥3・小川恵美悠4・荒井恒憲4・加藤治文5・池田徳彦1
1東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野；2東京医科大学茨城医療センター；
3国際医療福祉大学山王病院呼吸器センター；4慶應義塾大学理工学部物理情報工学科；
5新座志木中央病院呼吸器外科

O21-3 プローブ型共焦点レーザー内視鏡による肺胞蛋白症診断 …………………………………………………S237
○岡村拓哉・峯澤智之・森川紗也子・渡邊俊和・相馬智英・堀口智也・後藤祐介・山口哲平・
後藤康洋・中西 亨・今泉和良
藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 1

O21-4 プローブ型共焦点顕微鏡を用いたびまん性肺疾患の診断 …………………………………………………S238
○今泉和良・峯澤智之・森川紗也子・岡村拓哉・相馬智英・渡邊俊和・堀口智也・後藤祐介・
山口哲平・後藤康洋・中西 亨
藤田保健衛生大学呼吸器内科学 I

9 : 40～10 : 40 Oralセッション 22 新技術・医工連携教育
座長 澤 祥幸（岐阜市民病院がんセンター）

O22-1 気管支鏡を用いた肺癌特異的な揮発性有機化合物の検出 …………………………………………………S239
○岡本真理子1・半田 寛1・尾上林太郎1・柿沼一隆1・阿座上真哉1・村岡弘海1・薄場彩乃1・
竹村仁男1・井上哲兵1・森川 慶1・古屋直樹1・木田博隆1・西根広樹1・石田敦子1・井上健男1・
栗本典昭2・宮澤輝臣1・峯下昌道1
1聖マリアンナ医科大学病院呼吸器内科；2聖マリアンナ医科大学病院呼吸器外科

O22-2 3Dプリンターによる気管支模型を用いたステント挿入シミュレーション ………………………………S239
○谷口大輔1,2・山崎直哉1,2・土谷智史1・松本桂太郎1,2・宮崎拓郎1・畑地 豪1・土肥良一郎1・
下山孝一郎1,2・町野隆介1・小畑智裕1,2・松尾直門2
1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腫瘍外科学；
2長崎大学大学院医歯薬学総合研究科ハイブリッド医療人養成センター

O22-3 気管支鏡シミュレータを使用した気管支鏡検査の研修医教育 ……………………………………………S239
○熊野友美1・一木昌郎1・佐々木潤1・田口和仁1・竹中慎一1・岡山雄亮1・南野高志1・竹尾貞徳2・
山崎宏司2・三浦奈央子2・星野友昭3
1九州医療センター呼吸器科；2九州医療センター呼吸器外科；
3久留米大学内科部門呼吸器神経膠原病内科

O22-4 凍結（Cryo）生検の有用性の検討 ……………………………………………………………………………S240
○有村 健1・近藤光子1・佐藤昭寿1・厚美慶英1・志々目修1・原 裕子1・原 香織1・溝渕莉恵1・
落合克律1・上芝秀博2・武山 廉1・多賀谷悦子1・玉置 淳1
1東京女子医科大学病院内科学第一講座；2東京女子医科大学微生物学免疫学
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O22-5 気管支鏡検体を用いた新手法によるフルチカゾン・ホルモテロール配合剤の下気道上皮線毛運動への効果

の検討 ……………………………………………………………………………………………………………S240
○澤 祥幸1・吉田 勉1・石黒 崇1・堀場あかね1・二村洋平1・長谷川貴昭1・丸井 努2・
細木誠之3
1岐阜市民病院呼吸器科・腫瘍内科；2岐阜市民病院呼吸器外科；
3京都府立医科大学細胞生理学

O22-6 EBUS�TBNAの手技獲得における learning curveの検討 ………………………………………………S240
○森川紗也子・渡邊俊和・堀口智也・後藤祐介・峯澤智之・山口哲平・岡村拓哉・後藤康洋・
中西 亨・今泉和良
藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 I

10 : 40～11 : 40 Oralセッション 23 肺がん分子診断
座長 大泉 聡史（北海道がんセンター呼吸器内科）

O23-1 肺サルコイドーシスの気管支肺胞洗浄液におけるプロテオミクス解析 …………………………………S241
○貫井義久・宮崎泰成・須原宏造・稲瀬直彦

東京医科歯科大学呼吸器内科
O23-2 薬剤性肺障害における気管支肺胞洗浄液中トロンボモジュリン測定の意義 ……………………………S241

○谷口博之・鈴木 淳・近藤康博・木村智樹・片岡健介・松田俊明・横山俊樹
公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科

O23-3 プラチナ製剤抵抗性が予想される進行非小細胞肺癌に対する CPT�11+PTX+BEV併用療法の第 2相試験
……………………………………………………………………………………………………………………S241
○池田喬哉1,2・中村洋一1・福田 実1・中富克己1・山口博之1・北崎 健2・小河原大樹3・
中野浩文4・泊 慎也5・長島聖二6・佐藤俊太郎7・迎 寛1
1長崎大学病院第二内科；2長崎原爆病院呼吸器内科；3佐世保市立総合病院呼吸器内科；
4嬉野医療センター呼吸器内科；5諫早総合病院呼吸器内科；6長崎医療センター呼吸器内科；
7長崎大学病院臨床研究センター

O23-4 EBUS�TBNA検体を用いた CD�DST法による抗癌剤感受性試験の開発 ………………………………S242
○中島崇裕1・稲毛輝長1・多田裕司2・宮川 功4・小林昶運4・浅野宏幸4・三枝文恵5・藤原大樹1・
和田啓伸1・鈴木秀海1・岩田剛和1・吉田成利1・滝口裕一3・巽浩一郎2・吉野一郎1
1千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外科学；2同呼吸器内科学；3同臨床腫瘍学；
4倉敷紡績株式会社技術研究所；5千葉大学医学部附属病院病理部

O23-5 気管支鏡検体における肺癌遺伝子診断法（EGFR及び ALK遺伝子）の比較検討 ……………………S242
○奥野雄大・出村芳樹・田畑未央・山口牧子・多田利彦・菅野貴世史・塩崎晃平・赤井雅也

福井赤十字病院
O23-6 呼吸器内視鏡検査で得られた細胞診検体を用いた遺伝子解析の有効性 …………………………………S242

○大平達夫・今井健太郎・前原幸夫・大谷圭志・前田純一・吉田浩一・萩原 優・垣花昌俊・
岡野哲也・梶原直央・池田徳彦
東京医科大学呼吸器甲状腺外科学分野

12 : 00～13 : 00 ランチョンセミナー 10
座長 花岡 正幸（信州大学医学部内科学第一教室）

LS-10 非小細胞肺癌におけるアブラキサンの位置づけについて

○小栗鉄也
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

共催：大鵬薬品工業株式会社
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15 : 00～16 : 30 市民公開講座 内視鏡の今，そして禁煙
座長 田口 修（三重大学保健管理センター）

気管支鏡って何？

○澤 祥幸
岐阜市民病院がんセンター

カプセル内視鏡

○龍華庸光
国立病院機構名古屋医療センター消化器内科

禁煙

○藤本恵子
熊本市立熊本市民病院看護部
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第 6会場：232・233会議室

9 : 00～10 : 00 Oralセッション 24 合併症安全対策①
座長 清水 英治（鳥取大学呼吸器・膠原病内科）

O24-1 皮膚内残留薬剤測定システムを用いた光線力学的治療による光線過敏症の発症リスク診断 …………S243
○今井健太郎1・小野祥太郎1・工藤勇人1・前原幸夫1・大谷圭志1・垣花昌俊1・梶原直央1・
大平達夫1・小川恵美悠2・荒井恒憲2・池田徳彦1
1東京医科大学呼吸器甲状腺外科学分野；2慶應義塾大学理工学部

O24-2 気管支鏡インターベンションにおける合併症対策と安全管理 ……………………………………………S243
○豊田行英1・中島崇裕1・藤江 舞2・佐田諭己1・椎名裕樹1・畑 敦1・稲毛輝長1・田中教久1・
和田啓伸1・藤原大樹1・鈴木秀海1・岩田剛和1・吉田成利1・吉野一郎1
1千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外科学；
2千葉大学医学部附属病院ME機器管理センター

O24-3 呼吸器内視鏡で診断しえた肺癌患者の検査後予防的抗生剤投与に関する検討 …………………………S243
○武田賢一・高見大樹・小谷昌広・牧野晴彦・倉井 淳・上田康仁・舟木佳弘・田中那津美・
矢内正晶・山本章裕・照屋靖彦・井岸 正・清水英治
鳥取大学医学部附属病院呼吸器・膠原病内科

O24-4 肺癌術後に気管支鏡的処置を要した症例の検討 ……………………………………………………………S244
○松本大資・滝沢宏光・乾 友浩・高杉 遥・河北直也・坪井光弘・梶浦耕一郎・鳥羽博明・
川上行奎・吉田光輝・近藤和也・先山正二・丹黒 章
徳島大学大学院胸部・内分泌・腫瘍外科

O24-5 当科における気管支鏡検査後の呼吸器感染症の発生率とリスク因子の検討（第 2報） ………………S244
○峯村浩之1・金沢賢也1,2・吾妻啓佑1・佐藤佑樹1・鈴木康仁1・東川隆一1・平井健一郎1・
植松 学1・美佐健一1・二階堂雄文1・齋藤香恵1・福原敦朗1・福原奈緒子1・佐藤 俊1・
横内 浩1・斎藤純平1・谷野功典1・棟方 充1
1福島県立医科大学附属病院呼吸器内科；2福島県立医科大学附属病院臨床腫瘍センター

O24-6 気管支鏡検査後の気胸の臨床経過に関する検討 ……………………………………………………………S244
○山口哲平・赤尾 謙・渡邊俊和・相馬智英・堀口智也・後藤祐介・丹羽義和・森川紗也子・
峯澤智之・武山知子・岡村拓哉・魚津桜子・三重野ゆうき・後藤康洋・榊原洋介・林 正道・
磯谷澄都・中西 亨・今泉和良
藤田保健衛生大学呼吸器内科学 I

10 : 00～11 : 00 Oralセッション 25 合併症安全対策②
座長 渡辺憲太朗（福岡大学医学部呼吸器内科学）

O25-1 血液悪性疾患治療中に出現した肺病変に対する気管支鏡検査の有用性と安全性の検討 ………………S245
○山川大介・中山雅之・中屋孝清・間藤尚子・山沢英明・坂東政司・杉山幸比古

自治医科大学内科学講座呼吸器内科学部門
O25-2 緊急帝王切開術及び気管内ステント挿入術を受けた患者へのチーム医療を危機理論を用いて考える

……………………………………………………………………………………………………………………S245
○中井真由美・坂 英雄

国立病院機構名古屋医療センター
O25-3 フェンタニルとミダゾラム併用による気管支鏡検査の苦痛度評価 ………………………………………S245

○南 大輔1・瀧川奈義夫2・二宮 崇1・久保寿夫1・大橋圭明1・堀田勝幸1・宮原信明1・
金廣有彦1・田端雅弘1・谷本光音1・木浦勝行1
1岡山大学病院呼吸器，アレルギー内科；2川崎医科大学附属川崎病院総合内科学 4
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O25-4 気管支鏡検査時の適切な麻酔と鎮静に関する検討 …………………………………………………………S246
○山本真一1・根岸秀樹1・真木 充1・光田清佳1・中野智之1・手塚憲志1・曽我部将哉1・
滝 雄史2・峯岸健太郎2・大谷真一2・坪地宏嘉2・遠藤哲哉3・金井義彦4・柴野智毅5・
塚田 博5・齊藤紀子6・石川成美6・遠藤俊輔1,2
1自治医科大学外科学講座呼吸器外科学部門；
2自治医科大学附属さいたま医療センター呼吸器外科；3さいたま赤十字病院呼吸器外科；
4JCHOうつのみや病院呼吸器外科；5佐野厚生総合病院呼吸器外科；
6国際医療福祉大学病院呼吸器外科

O25-5 当科における気管支鏡時のミダゾラム事前検討量と実投与量の比較 ……………………………………S246
○岡澤成祐1・田中宏明1・下川一生1・徳井宏太郎1・高 千紘1・神原健太1・猪又峰彦1・
山田 徹1・三輪敏郎1・林 龍二1・松井祥子2・戸邉一之1
1富山大学医学部第一内科；2富山大学保健管理センター

O25-6 EBUS�TBNAにおける High flow nasal cannulaの有用性～経鼻カニューラ法との比較 ……………S246
○市川博也・高桑 修・武田典久・福光研介・金光禎寛・上村剛大・大久保仁嗣・竹村昌也・
前野 健・伊藤 穣・小栗鉄也・中村 敦・新実彰男
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

11 : 00～11 : 40 Oralセッション 26 異物
座長 北 俊之（国立病院機構金沢医療センター呼吸器科）

O26-1 当院にて内視鏡的治療が行われた気道異物症例の検討 ……………………………………………………S247
○小野祥太郎・垣花昌俊・工藤勇人・大谷圭志・江里口大介・前田純一・萩原 優・吉田浩一・
梶原直央・大平達夫・池田徳彦
東京医科大学病院呼吸器・甲状腺外科

O26-2 当院における軟性気管支鏡での気管支異物摘出症例の検討 ………………………………………………S247
○堀尾幸弘・端山直樹・高橋史成・高橋玄樹・竹内友恵・原田一樹・田中 淳・滝口寛人・
友松裕美・友松克允・滝原崇久・新美京子・小熊 剛・青木琢也・浦野哲哉・浅野浩一郎
東海大学医学部附属病院内科学系呼吸器内科学

O26-3 当院で経験した気道異物 13例の検討 …………………………………………………………………………S247
○田宮裕太郎・木村 令・佐野未来・西山裕乃・篠塚怜衣・山田衣里子・倉橋祐子・高納 崇・
石川紫都・青山大輔・横山俊彦・野村史郎
名古屋第一赤十字病院呼吸器内科

O26-4 硬性気管支鏡を用いた気道内異物除症例の検討 ……………………………………………………………S248
○土谷智史・山崎直哉・松本桂太郎・宮崎拓郎・畑地 豪・土肥良一郎・永安 武

長崎大学大学院腫瘍外科
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12 : 00～13 : 00
ランチョンセミナー 11 共焦点レーザー内視鏡 Cellvizioを用いた気管支鏡検査最前線

座長 栗本 典昭（聖マリアンナ医科大学病院呼吸器外科）

LS-11-1 基調講演：共焦点レーザー内視鏡 Cellvizio高分解画像とその臨床応用
○栗本典昭

聖マリアンナ医科大学病院呼吸器外科
LS-11-2 びまん性肺疾患に対する共焦点レーザー内視鏡

○今泉和良
藤田保健衛生大学呼吸器内科Ⅰ講座

LS-11-3 蛍光造影剤フルオレセインを加えるプローブ型共焦点レーザー内視鏡 Cellvizioの肺癌診断
○澁谷 潔

千葉大学医学部附属病院成田赤十字病院肺がん治療センター・成田赤十字病院呼吸器外科
共催：株式会社アムコ

15 : 00～15 : 30 Oralセッション 27 画像診断
座長 遠藤 正浩（静岡県立静岡がんセンター画像診断科）

O27-1 粘液産生肺腺癌切除例における術前診断・CT画像分類と臨床病理学的検討……………………………S249
○清水克彦・前田 愛・野島雄史・中田昌男

川崎医科大学呼吸器外科
O27-2 Auto Fluorescence Imagingの色調変化と気管支粘膜組織所見の病理学的検討 ………………………S249

○吉田隆司1・長岡鉄太郎1・嶋田奈緒子1・小山 良1・徐 仁美1・小村萌起1・濃沼淑芳1・
井原宏彰1・松野 圭1・市川昌子1・植草利公2・高橋和久1
1順天堂大学医学部呼吸器内科学講座；2関東労災病院病理診断科

O27-3 超音波気管支鏡検査の血管走行異常症例における有用性 …………………………………………………S249
○鎌田稔子1・岡林麻子2・長谷川瑞江2・黄 英哲1・桂 秀樹2・関根康雄1

1東京女子医科大学八千代医療センター呼吸器外科；
2東京女子医科大学八千代医療センター呼吸器内科

15 : 30～16 : 00 Oralセッション 28 外科治療
座長 山田 健（刈谷豊田総合病院呼吸器外科）

O28-1 当科における気管悪性腫瘍に対する治療成績 ………………………………………………………………S250
○森山 悟・鈴木あゆみ・小田梨紗・川野 理・奥田勝裕・羽田裕司・矢野智紀・中西良一

名古屋市立大学病院呼吸器外科
O28-2 右肺上葉切除後における中葉肺の回転に関する考察 ………………………………………………………S250

○尾嶋紀洋・本間崇浩
上越総合病院

O28-3 原発性肺癌に対する気管支形成術の検討 ……………………………………………………………………S250
○石橋史博1・椎名裕樹1・松井由紀子1・守屋康充1・芦沼宏典2・吉田泰司2・新行内雅斗2・
飯笹俊彦1
1千葉県がんセンター呼吸器外科；2千葉県がんセンター呼吸器内科
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第 7会場：234会議室

12 : 00～13 : 00 ランチョンセミナー 12
座長 古川 欣也（東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科）

LS-12 Synapse Vincent気管支鏡シミュレーターの臨床応用
○姫路大輔

宮崎県立宮崎病院内科
○佐藤雅昭

東京大学医学部附属病院呼吸器外科
共催：富士フイルム株式会社
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第 8会場：イベントホール

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 37 びまん性肺疾患①
座長 近藤 康博（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）

P37-1 気管支肺胞洗浄が診断に有効であった UIPパターンを呈した間質性肺炎の 1例 ………………………S331
○青野純典1・澤田 徹2・齋藤勢也2・朝田完二1

1独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター呼吸器科；
2独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター外科

P37-2 当院にて気管支肺胞洗浄を行ったびまん性肺疾患における BALの有用性の検討………………………S331
○玉本聖佳1・西田紋子1・谷本琢也1・庄田浩康1・石川暢久1・前田裕行2

1県立広島病院呼吸器内科；2県立広島病院リウマチ科
P37-3 びまん性肺疾患における BALF細胞のサイトカイン・ケモカイン産生能と予後に関する検討 ………S331

○白木 晶・進藤 丈・安藤守秀・安部 崇・中島治典・日比美智子・大曽根祥子・堀 翔
大垣市民病院呼吸器内科

P37-4 びまん性肺疾患における気管支肺胞洗浄液の回収率と CT画像所見についての検討 …………………S332
○中野亮司1・竹田真一1・餌取 諭1・福原正憲1・剱持喜之1・佐藤くみ子1・伊志嶺篤2・渋谷直道3

1北海道勤労者医療協会勤医協中央病院内科；
2北海道勤労者医療協会勤医協伏古 10 条クリニック内科；
3北海道勤労者医療協会勤医協札幌病院内科

P37-5 血液疾患患者の肺障害における気管支肺胞洗浄の有用性 …………………………………………………S332
○後藤洋輔・谷口博之・近藤康博・木村智樹・片岡健介・松田俊明・横山俊樹・山野泰彦・
八木光昭・鈴木 淳
公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 38 びまん性肺疾患②
座長 岡野 義夫（国立病院機構高知病院呼吸器内科）

P38-1 肺胞蛋白症に対する洗浄療法の検討 …………………………………………………………………………S333
○徳石恵太・山本玲央那・緑川健介・濱田利徳・岡林 寛

福岡東医療センター
P38-2 プラセンタサプリメントの内服による薬剤性肺炎との鑑別，関連を考慮した自己免疫性肺胞蛋白症の一例

……………………………………………………………………………………………………………………S333
○関根亜由美・安部光洋・杉本俊介・西村倫太郎・津島健司・多田裕司・巽浩一郎

千葉大学医学部呼吸器内科
P38-3 薬剤性肺炎との鑑別に苦慮した自己免疫性肺胞蛋白症の一例 ……………………………………………S333

○関根亜由美・多田祐司・寺田二郎・津島健司・巽浩一郎
千葉大学医学部呼吸器内科

P38-4 黄色の気管支肺胞洗浄液を呈した自己免疫性肺胞蛋白症の一例 …………………………………………S334
○鉄本訓史・田中 智・二木俊江・日下部祥人・鶴田直敏・二重隆史・池田聡之

西宮市立中央病院呼吸器センター
P38-5 い草染土業に従事し silica吸入歴のある自己免疫性肺胞蛋白症の 1例 …………………………………S334

○野山麻紀・曽根尚之・有田真知子・石田 直
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

P38-6 自閉症に合併した自己免疫性肺胞蛋白症の 1症例 …………………………………………………………S334
○松倉 聡・関口綾香・刑部優希・井上大輔・柿内佑介・船木俊孝・山崎洋平・高安弘美・
楯野英胤・加藤栄助・若林 綾・林 誠・石井 源・山口史博・土屋 裕・國分二三男
昭和大学藤が丘病院呼吸器内科
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14 : 45～16 : 45 Posterセッション 39 びまん性肺疾患③
座長 鈴木 雅之（名古屋第二赤十字病院呼吸器内科）

P39-1 好酸球性肺炎が疑われたが BAL分画が非典型的であったゲムシタビンによる薬剤性肺障害の一例…S335
○木村元宏・加藤早紀・滝 俊一・三田 亮・高木康之・杉野安輝

トヨタ記念病院呼吸器科
P39-2 マイコプラズマ感染症が誘因と考えられた好酸球性肺炎の 1症例 ………………………………………S335

○宮城一也・原永修作・鍋谷大二郎・池宮城七重・金城武士・古堅 誠・健山正男・藤田次郎
琉球大学大学院感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科）

P39-3 ステロイドパルス療法のみで改善した急性好酸球性肺炎の 1例 …………………………………………S335
○田中瑛一朗1,2・大石景士2・村田順之2・坂本健次2・宇都宮利彰2・岸野大蔵2・近森研一2・
青江啓介2・前田忠士2・松本常男2・松永和人3・池田栄二3・上岡 博2
1下関市立豊田中央病院；2山口宇部医療センター；3山口大学大学院医学系研究科

P39-4 当院で経験した加湿器肺 2例の検討 …………………………………………………………………………S336
○岩本佳隆・佐藤 賢・中須賀崇匡・安東千裕・藤原慶一・柴山卓夫

国立病院機構岡山医療センター呼吸器内科
P39-5 家族内発症を認めた過敏性肺炎の 1例 ………………………………………………………………………S336

○大利亮太・谷口友理・大成裕亮・榎本 優・渡部晃平・林 智宏・伊藝博士・四竃 純・
塙平孝夫・高尾 匡
板橋中央総合病院

P39-6 「ブロリコ」による薬剤性肺炎の 1例 …………………………………………………………………………S336
○岸本祐太郎・深田充輝・二橋文哉・三輪 聖・青野祐也・天野雄介・原田雅教・右藤智啓・
佐藤 潤・妹川史朗
磐田市立総合病院

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 40 気道ステント①
座長 近藤 和也（徳島大学大学院臨床腫瘍医療学分野）

P40-1 高度気管狭窄に対するステント留置時の気管チューブイントロデューサを用いた高頻度ジェット換気法

……………………………………………………………………………………………………………………S337
○吉田周平・松本 勲・齋藤大輔・高田宗尚・田村昌也・竹村博文

金沢大学先進総合外科
P40-2 気管気管支ステント留置症例の検討 …………………………………………………………………………S337

○山本真一1・根岸秀樹1・真木 充1・光田清佳1・中野智之1・手塚憲志1・曽我部将哉1・
滝 雄史2・峯岸健太郎2・大谷真一2・坪地宏嘉2・遠藤哲哉3・金井義彦4・柴野智毅5・
塚田 博5・齊藤紀子6・石川成美6・遠藤俊輔1,2
1自治医科大学外科学講座呼吸器外科学部門；
2自治医科大学附属さいたま医療センター呼吸器外科；3さいたま赤十字病院呼吸器外科；
4JCHOうつのみや病院呼吸器外科；5佐野厚生総合病院呼吸器外科；
6国際医療福祉大学病院呼吸器外科

P40-3 左主気管支結核性瘢痕狭窄に対する Dumonチューブ留置術（留置後の問題点も踏まえて）…………S337
○鈴木 潤・大泉弘幸・加藤博久・濱田 顕・渡会 光・鈴木克幸

山形大学医学部第二外科
P40-4 永久気管孔より Dumon Y�stentを留置した一例……………………………………………………………S338

○林 一喜・賀来良輔・元石 充・澤井 聡
国立病院機構京都医療センター呼吸器外科
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P40-5 気管狭窄に対する気管ステント留置後，たこつぼ型心筋症を発症した一例 ……………………………S338
○市来嘉伸1・川崎淳司2・濱津隆之2・末廣剛敏3・田中文啓4・杉町圭蔵2

1おんが病院呼吸器外科；2おんが病院外科；3おんが病院救急科；
4産業医科大学呼吸器・胸部外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 41 気道ステント②
座長 佐藤 利雄（国立病院機構岡山医療センター呼吸器内科）

P41-1 縦隔リンパ節腫大による致死的な気道狭窄に対し分子標的薬投与と気管ステント留置で徒歩退院を得た 1
例 …………………………………………………………………………………………………………………S339
○徳永拓也1・原田亜矢2・青木雅也1・大塚綱志1・上村 豪1・梅原 正1・永田俊行1・横枕直哉1・
狩集弘太1・中村好宏1・佐藤雅美1
1鹿児島大学病院呼吸器外科；2鹿児島厚生連病院

P41-2 長期気管ステント留置後に抜去可能であった 1例 …………………………………………………………S339
○上村 豪・横枕直哉・徳永拓也・鈴木聡一・梅原 正・原田亜矢・脇田和博・青木雅也・
永田俊行・大塚綱志・狩集弘太・中村好宏・柳 正和・佐藤雅美
鹿児島大学大学院呼吸器外科分野

P41-3 脊椎カリエス後の胸郭変形による気管支狭窄に対してステントを留置した 1例 ………………………S339
○阿南健太郎1・三浦 隆1・中城正夫2

1国家公務員共済組合連合会新別府病院呼吸器外科；2杵築中央病院
P41-4 前縦隔腫瘍による圧排性気管分岐部狭窄に対して V�V ECMO下に気管ステントを挿入した 1例……S340

○濱田 顕・大泉弘幸・加藤博久・鈴木 潤・鈴木克幸
山形大学医学部外科学第二講座

P41-5 左肺全摘後症侯群に対する気管支ステント治療の 1例 ……………………………………………………S340
○小田梨紗・鈴木あゆみ・奥田勝裕・川野 理・羽田裕司・森山 悟・矢野智紀・中西良一

名古屋市立大学腫瘍・免疫外科学

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 42 EWS①
座長 村田 研吾（東京都立多摩総合医療センター呼吸器内科）

P42-1 人工呼吸器関連気胸で集学的治療にて改善しえた特発性器質化肺炎の 1例 ……………………………S341
○渡辺一彦1・川井治之2・片岡正文3

1岡山済生会総合病院；2岡山済生会総合病院内科；3岡山済生会総合病院外科
P42-2 Endobronchial Watanabe Spigot（EWS）の新たな充填方法“Side�grasping”methodの有用性と臨床応

用について ………………………………………………………………………………………………………S341
○木田博隆・村岡弘海・岡本真理子・井上哲兵・古屋直樹・半田 寛・西根広樹・井上健男・
峯下昌道・宮澤輝臣
聖マリアンナ医科大学病院呼吸器内科

P42-3 食道癌術後再建胃管穿孔による肺瘻に対して EWSを貫通させた生検鉗子を使用して気管支充填術を施行
した 1例 …………………………………………………………………………………………………………S341
○田島俊児・太田 毅・細井 牧・寺田正樹

済生会新潟第二病院呼吸器内科
P42-4 高度肺気腫を合併した肺癌症例術後の難治性肺瘻に対し EWSが有効であった 1例……………………S342

○喜多秀文1・藤田 敦2・藤本 栄3・今井久雄3・湊 浩一3
1所沢中央病院；2群馬県立がんセンター呼吸器外科；3群馬県立がんセンター呼吸器内科

P42-5 Endobronchial Watanabe Spigotによる気管支充填術にて制御された肺アスペルギルス症による喀血の
一例 ………………………………………………………………………………………………………………S342
○柳沼裕嗣

伯鳳会赤穂中央病院呼吸器科
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P42-6 EWSによる気管支充填術の有用性評価 ………………………………………………………………………S342
○梶浦耕一郎1・滝沢宏光1・河北直也1・坪井光弘1・鳥羽博明1・吉田光輝1・川上行奎1・
先山正二1・近藤和也1,2・丹黒 章1
1徳島大学胸部内分泌腫瘍外科；2徳島大学臨床腫瘍医学

P42-7 当院にて経験した Endobronchial Watanabe Spigotを用いた気管支充填術症例の検討 ………………S342
○大橋拓矢・吉増達也・尾浦正二・粉川庸三・川後光正・宮坂美和子・矢田由美・岡村吉隆

和歌山県立医科大学第一外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 43 EWS②
座長 佐久川 亮（岡山赤十字病院呼吸器内科）

P43-1 小児同種末梢血幹細胞移植後の間質性肺炎に合併した難治性気胸に EWSを用いた 1例………………S343
○河合紀和1・山本佳史2・木村 弘2・東条 尚1

1奈良県立医科大学胸部・心臓血管外科；2奈良県立医科大学内科学第 2講座
P43-2 難治性気胸に対する EWS使用経験……………………………………………………………………………S343

○西山 理・白波瀬賢・御勢久也・山崎 亮・花田宗一郎・沖本奈美・西川祐作・佐野安希子・
山縣俊之・佐野博幸・岩永賢司・東本有司・東田有智
近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科

P43-3 当院にて肺癌による難治性気胸に対し EWSを用いた気管支充填術を施行した 4例の検討……………S343
○橘さやか・佐伯和彦・井上考司・中西徳彦・森高智典

愛媛県立中央病院呼吸器内科
P43-4 肺膿瘍から発症した気管支胸膜瘻に伴う難治性気胸に EWSが著効した一例……………………………S344

○光野史人1・下川群明1・宇佐神雅樹1・杉村 悟1・吉崎振起2
1総合病院岡山協立病院；2コープ西大寺診療所

P43-5 EWS気管支充填術により肺癌に続発する難治性気胸が改善し化学療法が施行できた 1例 ……………S344
○大野善太郎1・太田智裕1,2・長谷川幸裕1

1青森県立中央病院呼吸器内科；2青森県立中央病院内視鏡部
P43-6 全身状態が不良な難治性気胸に対し，気管支充填術とフィブリン糊注入の併用が有効であった 1例 …S344

○中井俊之1・山田一宏1・吉本直樹1・藤本寛樹1・武田倫子3・玉垣学也4・光岡茂樹1・木村達郎1・
浅井一久1・川口知哉2・平田一人1
1大阪市立大学医学部付属病院呼吸器内科；2大阪市立大学医学部付属病院臨床腫瘍学；
3東住吉森本病院呼吸器内科；4JR 大阪鉄道病院呼吸器内科

P43-7 Effective Management of Persistent Pneumothorax Using a Thopaz Combined with an EWS……S344
○白山敬之・岡本紀雄・葉山 学・西原 昴・田中彩子・上原暢子・西田拓司・田宮基裕・
森下直子・森田沙斗武・鈴木秀和・河原邦光・平島智徳
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

P43-8 EWSと自己血輸血で治癒した難治性気胸の一例 ……………………………………………………………S345
○西田拓司1・岡本紀雄1・西原 昂1・葉山 学1・田中彩子1・森田沙斗武2・白山敬之1・
田宮基裕1・上原暢子3・森下直子1・鈴木秀和1・平島智徳1
1地方独立行政法人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；
2国立滋賀医科大学法医学部門；3幸彩クリニック内科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 44 EWS③
座長 河野 光智（東海大学医学部呼吸器外科）

P44-1 膿胸，急性呼吸窮迫症候群を合併した術後肺瘻に対する気管支充填術の治療経験 ……………………S346
○横山早織1・本庄 統1・渡部宗一郎1・呉屋裕樹1・菅谷文子1・小場弘之1・横山新一郎2・
田畑佑希子2・阿部 大2・加藤弘明2・成田吉明2
1手稲渓仁会病院呼吸器内科；2手稲渓仁会病院呼吸器外科
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S98



P44-2 難治性術後有瘻性膿胸に対して Endobronchial Watanabe Spigotを用いた気管支充填術が奏功した一例
……………………………………………………………………………………………………………………S346
○久保友次郎・能島大輔・梅野貴裕・工藤健一郎・久山彰一・塩谷俊雄・末久 弘・片岡和彦

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
P44-3 食道癌術後の持続性肺瘻，吸引性肺炎，ARDSに対して気管支充填術が奏功した 1例 ………………S346

○小林尚寛・河村知幸・北沢伸祐・中岡浩二郎・川端俊太郎・山岡賢俊・菊池慎二・後藤行延・
佐藤幸夫
筑波大学附属病院呼吸器外科

P44-4 EWSを用いた気管支充填術が奏功した有茎大網充填術後遷延性気管支瘻の 1例 ………………………S347
○佐野正明1・宮崎幹規2・冨田勇樹2・小川操希2・山本清花2・深井一郎3

1名古屋記念病院胸部外科；2名古屋記念病院呼吸器内科；3三重厚生連鈴鹿中央総合病院
P44-5 開窓術下での EWS挿入法………………………………………………………………………………………S347

○荒木 修・西平守道・井上 尚・苅部陽子・小林 晢・佐渡 晢・千田雅之
獨協医科大学病院呼吸器外科

P44-6 胸部 3D�CT，細径気管支鏡が治療に有用であった気管支瘻の 1例 ………………………………………S347
○佐藤航太・井上裕道・小柳津毅

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院呼吸器外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 45 末梢肺診断①
座長 武政 聡浩（獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科）

P45-1 当院におけるガイドシース併用気管支腔内超音波断層法（EBUS�GS）の検討 …………………………S348
○中治仁志1・杉山陽介2・阪森優一3

1公立豊岡病院呼吸器科；2公立八鹿病院内科；3京都大学呼吸器内科
P45-2 当院におけるガイドシース併用気管支腔内超音波断層法（EBUS�GS）を用いた肺野病変に対する検討

……………………………………………………………………………………………………………………S348
○伊藤貴康・谷口博之・近藤康博・木村智樹・片岡健介・松田俊明・横山俊樹

公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科
P45-3 当院での径 30mm以下末梢小型肺癌に対する超音波気管支内視鏡ガイドシース法（EBUS�GS）診断率に関

する検討 …………………………………………………………………………………………………………S348
○竹田真一1・近藤哲郎1・間邊早紀1・村上修司1・齋藤春洋1・横瀬智之2・山田耕三1

1神奈川県立がんセンター呼吸器科；2神奈川県立がんセンター病理診断科
P45-4 当院における肺癌に対するガイドシース併用気管支腔内超音波断層法（EBUS�GS）を用いた気管支鏡検査

の検討 ……………………………………………………………………………………………………………S349
○佐藤麻里・上野 学・原田直之・清水雄至・茂木 充

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター呼吸器内科
P45-5 ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法を用いた気管支鏡検査における診断率の検討 ……………S349

○田中佳人1・當麻景章1・田中寿志1・糸賀正道1・高梨信吾1,2・田坂定智1
1弘前大学大学院医学研究科呼吸器内科学講座；2弘前大学保健管理センター

P45-6 気管支鏡検査における肺末梢限局性悪性腫瘍病変に対する診断率の検討 ………………………………S349
○片山 均・山本千恵・山本将一朗・仙波真由子・三好誠吾・檜垣實男

愛媛大学大学院循環器呼吸器腎高血圧内科学
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14 : 45～16 : 45 Posterセッション 46 末梢肺診断②
座長 小林 哲（三重大学医学部附属病院呼吸器内科）

P46-1 若年肺結核患者における，ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法（EBUS�GS）の有用性についての検
討 …………………………………………………………………………………………………………………S350
○赤司俊介・田下浩之・宮川和子・横山 晃・井上恵理・大島信治・廣瀬 敬・山根 章・
田村厚久・永井英明・大田 健
国立病院機構東京病院呼吸器センター

P46-2 末梢型肺癌に対する EBUS�GS法における鉗子洗浄の有用性の検討 ……………………………………S350
○堀 翔・進藤 丈・安藤守秀・安部 崇・白木 晶・中島治典・日比美智子・大曽根祥子

大垣市民病院
P46-3 末梢肺病変に対するガイドシース併用気管支腔内超音波断層法のサイズ別診断率の検討 ……………S350

○川口貴子1・内村圭吾1・松永崇史1・阪上和樹1・井手口周平1・高木 努1・花香未奈子1・
山崎 啓1・西田千夏1・城戸貴志1・石本裕士1・矢寺和博1・迎 寛2
1産業医科大学呼吸器内科；2長崎大学第二内科

P46-4 肺癌に対する気管支内視鏡検査の診断率の検討 ……………………………………………………………S351
○藤田昌樹・松本武格・内野順治・串間尚子・石井 寛・渡辺憲太朗

福岡大学病院呼吸器内科
P46-5 ガイドシース併用気管支腔内超音波断層法（EBUS�GS）が診断に有用であった肺MALTリンパ腫の 1

例 …………………………………………………………………………………………………………………S351
○金原正志1・神原穂奈美1・三浦慎一朗1・益田 健1・岩本康男2

1広島市民病院呼吸器内科；2広島市民病院腫瘍内科
P46-6 気管支鏡検査で診断し得た肺クリプトコッカス症の 1例 …………………………………………………S351

○新屋智之1・北 俊之1・山村健太1・市川由加里1・川島篤弘2・笠原寿郎3
1国立病院機構金沢医療センター呼吸器科；2国立病院機構金沢医療センター臨床検査科；
3金沢大学附属病院呼吸器内科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 47 末梢肺診断③
座長 武田 晃司（大阪市立総合医療センター臨床腫瘍科）

P47-1 肺末梢結節病変の気管支鏡診断における VBN，EBUS�GS，ROSE併用の有用性に関する前向き研究
……………………………………………………………………………………………………………………S352
○前倉俊也1・杉本親寿2・田宮朗裕1・西條伸彦1・直木陽子1・木庭太郎1・木村洋平1・金津正樹1・
竹内奈緒子1・佐々木由美子1・内藤祐二朗1・小林岳彦1・辻 泰佑1・中尾桂子1・大町直樹1・
沖塩協一2・安宅信二2
1国立病院機構近畿中央胸部疾患センター内科；
2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

P47-2 仮想気管支鏡による関与気管支の認識が肺野末梢結節診断に与える影響 ………………………………S352
○山名一平・吉森浩三・麻生純平・松田周一・大澤武司・大藤 貴・佐々木結花・尾形英雄・
後藤 元
公益財団法人結核予防会複十字病院

P47-3 肺末梢小型病変に対する Bf�NAVIおよび EBUS�GS併用経気管支診断における X線透視の有無の無作
為化試験 …………………………………………………………………………………………………………S352
○桐生辰徳・立原素子・堂國良太・羽間大祐・梅澤佳乃子・西村春佳・國政 啓・徳永俊太郎・
堀 朱矢・新家治子・田村大介・櫨木暢子・上領 博・小林和幸・西村善博
神戸大学医学部附属病院呼吸器内科
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P47-4 仮想気管支鏡作成時に用いる CT画像データのスライス厚に関する検討 ………………………………S353
○松田周一・麻生純平・大澤武司・大藤 貴・山名一平・矢野量三・奥村昌夫・佐々木結花・
吉森浩三・尾形英雄・後藤 元
結核予防会複十字病院呼吸器内科

P47-5 標的へのルート作成におけるスイッチ・オブリーク法と既存ナビゲーションシステムとの相違点について

の検討 ……………………………………………………………………………………………………………S353
○井上貴子1・木村円花1・内田純二1・西野和美1・熊谷 融1・三宅浩太郎2・今村文生1

1大阪府立成人病センター；2大阪大学大学院医学系研究科呼吸器免疫アレルギー内科学教室
P47-6 3次元画像解析ワークステーションを用いた仮想気管支鏡および EBUS�GSの有用性の検討…………S353

○佐々木潤1・田口和仁1・熊野友美1・森 遼2・三浦奈央子2・山崎宏司2・一木昌郎1・星野友昭3
1国立病院機構九州医療センター呼吸器科；2国立病院機構九州医療センター呼吸器外科；
3久留米大学医学部内科学講座呼吸器神経膠原病内科部門

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 48 気管・気管支形成術①
座長 遠藤 俊輔（自治医科大学附属病院呼吸器外科）

P48-1 結核性瘢痕狭窄に対する右主気管支環状切除・気管支形成術 ……………………………………………S354
○月岡卓馬1,2・高濱 誠1・中嶋 隆1・木村通孝1・井上英俊1・山本良二1・多田弘人3

1大阪市立総合医療センター呼吸器外科；2大阪市立大学医学部附属病院呼吸器外科；
3吹田徳州会病院呼吸器外科

P48-2 葉間リンパ節転移気管支浸潤に対し肺全摘回避目的術前化学療法施行，左拡大スリーブ切除を行った 1例
……………………………………………………………………………………………………………………S354
○石橋洋則・石川祐也・浅川文香・熊澤紗智子・高崎千尋・小林正嗣・大久保憲一

東京医科歯科大学呼吸器外科
P48-3 左上葉気管支内に進展する再発転移性肺腫瘍に対し Double sleeve lobectomyにて完全切除した 1例

……………………………………………………………………………………………………………………S354
○郷田康文・陳 豊史・三由 僚・栢分秀直・張 吉天・本山秀樹・土屋恭子・毛受暁史・
青山晃博・佐藤寿彦・園部 誠・伊達洋至
京都大学医学部付属病院呼吸器外科

P48-4 腫瘍により中下葉無気肺を呈した気管支腺様嚢胞癌の 1切除例 …………………………………………S355
○柴田英克・眞田 宗・新地祐介・池田公英・白石健治・森 毅・鈴木 実

熊本大学医学部附属病院呼吸器外科
P48-5 幼児期に行われた全身麻酔手術に起因する声門下狭窄に対して喉頭気管吻合術を施行した 1例 ……S355

○吉井直子・棚橋雅幸・雪上晴弘・鈴木恵理子・設楽将之・藤野智大・丹羽 宏
聖隷三方原病院呼吸器センター外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 49 気管・気管支形成術②
座長 中島 淳（東京大学医学部附属病院呼吸器外科）

P49-1 Cellular impactionによる気管支鋳型をきたした子宮平滑筋腫瘍肺転移の 1切除例……………………S356
○常塚宣男・田中伸佳・藤森英希

石川県立中央病院呼吸器外科
P49-2 肺癌に対して「shallow wedge」気管支楔状切除を行った右上葉切除術の一例…………………………S356

○岡部和倫・田尾裕之・田中俊樹・林 達朗・吉山康一・古川公之・吉田久美子
国立病院機構山口宇部医療センター呼吸器外科

P49-3 当院における気管支再建術 左管状舌区下葉切除術の 2例 ………………………………………………S356
○松井琢哉・水野幸太郎・山田 健

刈谷豊田総合病院呼吸器外科
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P49-4 腋窩開胸で Extended double sleeve lobectomy（B type）を行った肺腺がんの 1例 …………………S357
○松浦求樹・岡田真典・西川仁士・藤原俊哉

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院呼吸器外科
P49-5 気管癌環状切除術における至適アプローチ：自検例 2例の検討 …………………………………………S357

○丸島秀樹・佐治 久・酒井寛貴・木村祐之・宮澤知行・多賀谷理恵・栗本典昭・中村治彦
聖マリアンナ医科大学呼吸器外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 50 炎症性疾患①
座長 谷本 安（国立病院機構南岡山医療センター呼吸器・アレル

ギー内科）

P50-1 肺結核診断の喀痰検査陰性時における気管支内視鏡検査の意義 …………………………………………S358
○森田 悟・渡邉裕文・遠藤慶成・鈴木貴人・下田由季子・林 一郎・櫻井章吾・三枝美香・
赤松泰介・山本輝人・宍戸雄一郎・秋田剛史・朝田和博・白井敏博
静岡県立総合病院呼吸器内科

P50-2 当院の気管支鏡検査で診断確定した肺結核 10例の検討 ……………………………………………………S358
○今井直幸・井上徳子・小林大祐・松浦彰伸・矢口大三・志津匡人・市川元司

岐阜県立多治見病院
P50-3 当院にて気管支鏡検査により肺結核と診断された 43例の臨床的検討 ……………………………………S358

○黒川良太・中尾心人・鈴木悠斗・香川友祐・曽根一輝・村松秀樹
JA愛知厚生連海南病院

P50-4 粟粒結核が疑われ，急速に呼吸不全が進行し死亡した透析患者の 1例 …………………………………S359
○大成裕亮・大利亮太・谷口友理・榎本 優・伊藝博士・四竃 純・塙平孝夫・高尾 匡

板橋中央総合病院呼吸器内科
P50-5 気管支鏡検査で確定診断に至った粟粒結核の 1例 …………………………………………………………S359

○西條天基1・伊藤哲思2
1戸田中央総合病院内科；2戸田中央総合病院呼吸器外科

P50-6 気管支鏡で診断した喉頭結核の一例 …………………………………………………………………………S359
○小林弘典・山本雅史・島浩一郎・米田一樹・八田貴広・佐藤健太・篠原由佳・糸魚川英之・
金井美緒
名古屋掖済会病院

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 51 炎症性疾患②
座長 中村祐太郎（浜松医科大学第 2内科）

P51-1 肺MAC症の細菌学的診断における喀痰診断例と気管支洗浄液診断例の違いの検討 …………………S360
○前川晃一・仲 恵・池上裕美子

医仁会武田総合病院呼吸器内科
P51-2 気管支鏡による抗酸菌検査と IGRA，血清抗 Glycopeptidolipid core IgA抗体についての検討 ……S360

○山崎 進1,2・太田洋充1・三浦 雄1・内田貴裕1・四宮 俊1・長井良昭1・宮下起幸1・永田 真1
1埼玉医科大学病院呼吸器内科；2埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科

P51-3 良性肺末梢性病変に対する EBUS�GSの有用性の検討 ……………………………………………………S360
○馬嶋 俊・岡地祥太郎・麻生裕紀・長谷哲成・森瀬昌宏・若原恵子・橋本直純・佐藤光夫・
近藤征史・長谷川好規
名古屋大学医学部付属病院呼吸器内科

P51-4 HIV陽性患者への気管支鏡検査の後方視検討 ………………………………………………………………S361
○宮崎和人1・相子直人1・三角祐生1・上見葉子1・佐藤 亮1・石井真理2・中村有希子1・
下川恒生1・岡本浩明1,2
1横浜市立市民病院呼吸器内科；2横浜市立市民病院腫瘍内科
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P51-5 免疫抑制患者の肺病変に対する気管支鏡検査の有用性の検討 ……………………………………………S361
○次富亮輔1・北村淳史1・谷川朋幸1・分島 良2・中岡大士1・岡藤浩平1・冨島 裕1・小島史嗣2・
仁多寅彦1・西村直樹1・板東 徹2・田村友秀1・蝶名林直彦1
1聖路加国際病院呼吸器内科；2聖路加国際病院呼吸器外科

P51-6 入院中の血液悪性疾患患者における呼吸器合併症と，その診断における気管支鏡検査の寄与についての検

討 …………………………………………………………………………………………………………………S361
○三上 優・槇田広佑・成本 治・堀江真史・野口智史・長瀬隆英

東京大学医学部附属病院呼吸器内科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 52 炎症性疾患③
座長 高橋 典明（日本大学医学部呼吸器内科）

P52-1 無気肺を呈したマイコプラズマ肺炎の検討 …………………………………………………………………S362
○佐藤陽三・藤田和恵・蛸井弘行・柏田 建・國保成暁・渥美健一郎・林 宏紀・齋藤好信・
清家正博・久保田馨・弦間昭彦
日本医科大学

P52-2 気管支肺胞洗浄液に病原体を検出した播種性クリプトコッカス症の一例 ………………………………S362
○伊藤功朗1,2

1京都大学医学部附属病院呼吸器内科；2京都大学医学部附属病院感染制御部
P52-3 スリガラス影より菌体が検出された肺クリプトコッカス症の 1例 ………………………………………S362

○緒方大聡・原田英治・三雲大功・濱田直樹・福山 聡・中西洋一
九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設

P52-4 気管支炎症性ポリープを合併した肺放線菌症の 2例 ………………………………………………………S363
○谷口春樹1・福本泰三1・石垣昌伸2

1浦添総合病院呼吸器センター外科；2浦添総合病院呼吸器センター内科
P52-5 放線菌を伴った気管支異物により血痰を認めた一例 ………………………………………………………S363

○住友賢哉・山子泰斗
JA高知厚生連 JA高知病院

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 53 病理・生検①
座長 谷田部 恭（愛知県がんセンター中央病院遺伝子病理診断部）

P53-1 （演題取り下げ）

P53-2 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者における EGFR�TKI獲得耐性後の気管支鏡による rebiopsyの
検討 ………………………………………………………………………………………………………………S364
○横山俊秀・伊藤有平・曽根尚之・丹羽 崇・金田俊彦・伊藤明広・時岡史明・野山麻紀・
吉岡弘鎮・石田 直
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

P53-3 非小細胞肺癌における EGFR�TKI耐性化後の肺野増悪病変に対する気管支鏡下再生検の施行可能性
……………………………………………………………………………………………………………………S364
○魚津桜子・相馬智英・渡邊俊和・後藤祐介・堀口智也・森川紗也子・峯澤智之・山口哲平・
武山知子・岡村拓哉・後藤康洋・中西 亨・今泉和良
藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 I

P53-4 当院における EGFR�TKI耐性肺癌に対する Re�biopsyの検討 …………………………………………S365
○守口 知・中村 豊・長島広相・千葉亮祐・千葉真士・中島義雄・齋藤平佐・阿部和幸・
山内広平
岩手医科大学医学部付属病院呼吸器・膠原病・アレルギー内科
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P53-5 当院における気管支内視鏡再生検の検討 ……………………………………………………………………S365
○田代 研・山本昌樹・池田美彩子・成田篤哉・中島健太郎・長井賢次郎・渡邊弘樹・柴田祐司・
長倉秀幸・堀田信之・佐藤 隆・金子 猛
横浜市立大学附属病院呼吸器内科

P53-6 バイオマーカー検索における迅速細胞診併用気管支鏡の現状 ……………………………………………S365
○中村 敦・石本 修・小野紘貴・齋藤 勉・百目木豊・相羽智生・川名祥子・齊藤亮平・
木村雄一郎・菅原俊一
仙台厚生病院呼吸器内科

P53-7 EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌に対する気管支鏡下再生検の検討～EBUS所見を中心に～ ……………S365
○森川 慶1・栗本典昭2・尾上林太郎1・柿沼一隆1・阿座上真哉1・村岡弘海1・岡本真理子1・
薄場彩乃1・井上哲兵1・竹村仁男1・古屋直樹1・木田博隆1・半田 寛1・西根広樹1・石田敦子1・
井上健男1・宮澤輝臣1・峯下昌道1
1聖マリアンナ医科大学呼吸器内科；2聖マリアンナ医科大学呼吸器外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 54 病理・生検②
座長 樋田 豊明（愛知県がんセンター中央病院呼吸器内科）

P54-1 原発性肺癌および転移性肺腫瘍の鑑別に遺伝性変異検索が有用であった 1症例 ………………………S366
○波呂 祥1・倉光絵梨奈1・山本一郎2・福山康朗1

1中津市立中津市民病院呼吸器外科；2中津市立中津市民病院病理診断科
P54-2 Gefitinib性薬剤性肺臓炎後に re�biopsyを施行し gefitinibと afatinibでリチャレンジした肺腺癌の一

例 …………………………………………………………………………………………………………………S366
○柏原光介・藤井慎嗣・津村真介・千場 博

熊本地域医療センター呼吸器内科
P54-3 肺類基底細胞癌と気管支鏡検査検体の免疫学的検討の必要性について …………………………………S366

○山下貴司1・船井和仁1・卜部憲和2・清水 恵1・川瀬晃和1・椎谷紀彦1
1浜松医科大学外科学第一講座；2沼津市立病院呼吸器外科

P54-4 慢性進行性肺アスペルギルス症治療改善後に同一空洞内発育を呈し診断に苦慮した肺扁平上皮癌の 2例
……………………………………………………………………………………………………………………S367
○濱田 昇1・板野純子1・谷本 安1・杉本誠一郎2・大藤剛宏2

1国立病院機構南岡山医療センター呼吸器アレルギー内科；2岡山大学病院呼吸器外科
P54-5 肺炎様陰影を示し，診断に苦慮した粘液腺癌の 2例 ………………………………………………………S367

○住友賢哉1・山子泰斗1・吉田成二2・富本英樹3
1JA 高知厚生連 JA高知病院内科；2徳島県立中央病院呼吸器内科；
3徳島県立三好病院呼吸器内科

P54-6 肺原発悪性黒色腫の一例 ………………………………………………………………………………………S367
○滝戸成人・椎原 淳

平鹿総合病院
P54-7 気管支鏡により診断されたリンパ節転移または遠隔転移を有する肺定型カルチノイド 4症例の臨床的検討

……………………………………………………………………………………………………………………S367
○九嶋祥友1・武政聡浩1・池田直哉1・塩原太一1・滝沢秀典1・知花和行1・三好祐顕1・清水泰生1・
中里宣正1,2・石井芳樹1
1獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科；2獨協医科大学病理学（形態）
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14 : 45～16 : 45 Posterセッション 55 病理・生検③
座長 清家 正博（日本医科大学付属病院呼吸器内科）

P55-1 気管支鏡における転移性肺腫瘍の診断についての検討 ……………………………………………………S368
○寺本佳奈子・松田昌之・坂口和宏・長 敬翁・太田浩世・田崎正人・熊本牧子・藤田幸男・
山本佳史・本津茂人・児山紀子・友田恒一・吉川雅則・木村 弘
奈良県立医科大学内科学第二講座

P55-2 気管支鏡で病理診断に難渋した中・大型肺癌症例の特徴についての検討 ………………………………S368
○林 哲也1・中尾圭一1・時津浩輔2・森田琢也3・佐藤 澄4・花岡伸治4・立花秀一1

1北摂総合病院呼吸器外科；2市立ひらかた病院呼吸器外科；3宇治川病院外科；
4大阪医科大学附属病院呼吸器外科

P55-3 当院における肺及び気管支MALTリンパ腫 6例の検討……………………………………………………S368
○川口 剛・白濱知広・姫路大輔

宮崎県立宮崎病院内科
P55-4 3年の経過で緩徐に増大する浸潤影に対し，3回目の気管支鏡検査にて診断しえた肺MALTリンパ腫の 1

例 …………………………………………………………………………………………………………………S369
○谷脇雅也・齊藤尚美・石山さやか・古玉純子・出口奈穂子・三戸晶子・大橋伸之・山崎正弘

広島赤十字・原爆病院
P55-5 経気管支肺生検で診断された血管内大細胞型リンパ腫の 2例 ……………………………………………S369

○岩井悠希1・渡辺恭孝1・川村留美1・三輪千尋1・長井良昭1・小山信之1,2・萩原弘一1,3・
小山信一郎1・野首光弘4
1自治医科大学附属さいたま医療センター呼吸器科；
2東京医科大学八王子医療センター臨床腫瘍科；
3自治医科大学附属さいたま医療センター循環器病臨床医学研究所；
4自治医科大学附属さいたま医療センター病理部

P55-6 経気管支肺生検にて診断し得た血管内大細胞型 B細胞性リンパ腫の 1例 ………………………………S369
○島津 翔・石田卓士・野嵜幸一郎・山岸格史・古川俊貴・太田求磨・小林 理

新潟県立中央病院

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 56 病理・生検④
座長 笠松 紀雄（浜松医療センター呼吸器内科）

P56-1 緩徐な経過をとり気管支鏡直視下生検で診断に至った前立腺癌リンパ節転移の 2例 …………………S370
○高橋珠紀・若月悠佑・山本裕子・伏屋芳紀・庄司 剛・片倉浩理・山中 晃

大津赤十字病院呼吸器科
P56-2 血痰を契機に診断された孤立性気管乳頭腫/再発性呼吸器乳頭腫症の 1症例 ……………………………S370

○関口綾香1・松倉 聡1・刑部優希1・井上大輔1・柿内佑介1・船木俊孝1・山崎洋平1・高安弘美1・
楯野英胤1・加藤栄助1・若林 綾1・林 誠1・石井 源1・山口史博1・土屋 裕1・鈴木 隆2・
國分二三男1
1昭和大学藤が丘病院呼吸器内科；2昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター

P56-3 潰瘍性大腸炎に acute fibrinous and organizing pneumoniaを合併した一例 …………………………S370
○熊谷尚悟・有田眞知子・武井玲生仁・伊藤有平・野山麻紀・時岡史明・石田 直

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院呼吸器内科
P56-4 気管支鏡下肺生検で診断した pulmonary langerhans cell histiocytosisの一例 ………………………S371

○武井玲生仁・野山麻紀・石田 直
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
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P56-5 気道粘膜病変を伴ったマイコプラズマ感染後の器質化肺炎の 1例 ………………………………………S371
○森田吉恵・谷村恵子・森本健司・谷口隆介・千原佑介・金子美子・田宮暢代・竹村佳純・
上田幹雄・有本太一郎・高山浩一
京都府立医科大学呼吸器内科

P56-6 画像所見から肺癌が疑われた Bronchial anthracofibrosis症例 …………………………………………S371
○奥村昌夫・吉森浩三・上山雅子・山名一平・後藤 元

結核予防会複十字病院呼吸器センター

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 57 内科症例⑥
座長 佐々木結花（公益財団法人結核予防会複十字病院呼吸器内科）

P57-1 喀血で救急外来を受診し，挿管管理となったが BAEで治癒した 2例……………………………………S372
○中岡浩二郎1・河村知幸1・北沢伸祐1・川端俊太郎1・山岡賢俊1・小林尚寛1・菊池慎二1・
後藤行延1・鬼塚正孝1・佐藤幸夫1・森 健作2
1筑波大学附属病院呼吸器外科；2筑波大学附属病院放射線科（診断・IVR）

P57-2 肺胞出血が診断の契機となった Loeys�Dietz症候群の一例 ………………………………………………S372
○吉田貴之

市立千歳市民病院内科
P57-3 特発性縦隔気腫の 3症例 ………………………………………………………………………………………S372

○竹中一正・桑原宏臣・永田一洋
医療法人財団康生会武田病院呼吸器センター

P57-4 当院における自然気胸，入院ドレナージ症例の臨床的検討 ………………………………………………S373
○古市基彦1・古賀 守1・村松 高2

1川口市立医療センター呼吸器外科；2日本大学医学部附属板橋病院呼吸器外科
P57-5 Dynamic volume CTにて術前に肺瘻部位を特定できた難治性気胸の 1例………………………………S373

○青野祐也1・岸本祐太郎1・深田充輝1・二橋文哉1・三輪 聖1・天野雄介1・原田雅教1・
右藤智啓1・佐藤 潤1・妹川史朗1・小澤広輝2・松下晃三2・大井 諭2・神谷正貴3
1磐田市立総合病院呼吸器内科；2磐田市立総合病院呼吸器外科；3磐田市立総合病院放射線科

P57-6 EWSと 50%ブドウ糖による胸膜癒着術との併用が奏功した間質性肺炎を伴う難治性気胸の 1例……S373
○岡田 直1・高野浩昌1・堀尾穣治1・船橋秀光2

1国保松戸市立病院呼吸器外科；2国保松戸市立病院呼吸器内科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 58 内科症例⑦
座長 池田 拓也（市立四日市病院呼吸器内科）

P58-1 経気管支肺生検が診断の契機となった原発性マクログロブリン血症に続発した全身性アミロイドーシスの

一例 ………………………………………………………………………………………………………………S374
○福永健太郎1・柏木裕美子1・瀬戸瑠里子1・内田泰樹1・樋上雄一1・仲川宏昭1・和田 広1・
山口将史1・大澤 真1・中野恭幸1・橋本雅之2・花岡 淳2
1滋賀医科大学附属病院呼吸器内科；2滋賀医科大学附属病院呼吸器外科

P58-2 放射線治療が奏功した限局性気管気管支アミロイドーシスの一例 ………………………………………S374
○岡村佳代子・湯村真砂子・川本めぐみ・畠山由記久・吉村 将・大西 尚

明石医療センター呼吸器内科
P58-3 自覚症状のない多発肺結節影からアミロイドーシス・全身性疾患の診断に至った 2症例 ……………S374

○片桐祐司・日野俊彦・長澤正樹
山形県立中央病院呼吸器内科

P58-4 全身麻酔下で高周波スネアにより切除した気管支内 IgG4関連炎症性偽腫瘍の 1例……………………S375
○齋藤平佐1・中村 豊1・出口博之2・谷田達男2・山内広平1

1岩手医科大学呼吸器・アレルギー・膠原病内科；2岩手医科大学呼吸器外科
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P58-5 慢性咳嗽を呈し，気管支粘膜生検等より診断した bronchovascular type IgG4関連肺疾患の 1例 …S375
○北島尚昌・小谷アヤ・高島伶奈・山城春華・島 寛・白田全弘・河島 暁・井上大生・
片山優子・高松和史・糸谷 涼・丸毛 聡・櫻本 稔・福井基成
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院呼吸器センター

P58-6 壊疽性膿皮症の経過中に肺胞蛋白症を合併した 1例 ………………………………………………………S375
○本間裕一郎1・吉川仁美1・金森幸一郎1・佐藤 匡1・飯田秀雄2・原田浩徳3・長岡鉄太郎1・
植草利公4・高橋和久1
1順天堂大学呼吸器内科；2順天堂大学皮膚科；3順天堂大学血液内科；
4関東労災病院病理診断科

P58-7 器質化肺炎加療中に自己免疫性肺胞蛋白症を併発した 1例 ………………………………………………S375
○茆原雄一1・高橋憲一2・白瀬智之3・酒井直樹2・佐藤敦夫1・坪井知正1

1国立病院機構南京都病院呼吸器科；2大津赤十字病院呼吸器内科；3同病理診断科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 59 内科症例⑧
座長 田口 善夫（公益財団法人天理よろづ相談所病院呼吸器内科）

P59-1 器質化肺炎像を示した住宅関連急性過敏性肺炎の一例 ……………………………………………………S376
○笹野 元・井谷英敏・豊嶋弘一・近藤茂人・谷川元昭

伊勢赤十字病院呼吸器内科
P59-2 ミノサイクリンによる薬剤性好酸球性肺炎の 2例 …………………………………………………………S376

○栗島浩一・濱田和希・藤原啓司・中嶋真之・藤田純一・金本幸司・飯島弘晃・小澤雄一郎・
酒井光昭・石川博一
筑波メディカルセンター病院

P59-3 漢方薬による薬剤性肺炎の臨床的特徴に関する検討 ………………………………………………………S376
○矢島剛洋・神宮大輔・生方 智・渡辺 洋

宮城厚生協会坂総合病院呼吸器内科
P59-4 豆誤嚥による閉塞性肺炎を生じた一例 ………………………………………………………………………S377

○武田倫子1・吉本直樹3・中井俊之3・佐藤佳奈子3・山田一宏3・玉垣学也2・吉井直子3・
長安書博3・浅井一久3・川口知哉3・平田一人3
1東住吉森本病院呼吸器内科；2JR 大阪鉄道病院呼吸器内科；
3大阪市立大学医学部付属病院呼吸器内科学

P59-5 気管支鏡検査で確定診断に至った食物誤嚥による肺末梢小結節 …………………………………………S377
○西條天基1・伊藤哲思2

1戸田中央総合病院内科；2戸田中央総合病院呼吸器外科
P59-6 気管支結核に対して気管支鏡下にステロイド局所散布を行い瘢痕性気管支狭窄が回避できた一例 …S377

○矢口大三・市川元司・井上徳子・小林大祐・松浦彰伸・志津匡人・今井直幸
岐阜県立多治見病院

P59-7 気管支拡張術施行後 15年経過して再狭窄を来した気管支結核後遺症の一例 ……………………………S377
○濱川正光1・高岩卓也1・桝田 元1・高島純平1・郷間 厳1・池田直樹2・北原直人3・太田三徳3

1堺市立総合医療センター呼吸器内科；2堺市立総合医療センター呼吸器外科；
3大阪府立呼吸器アレルギーセンター呼吸器外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 60 内科症例⑨
座長 本間 栄（東邦大学医療センター大森病院呼吸器内科）

P60-1 当科で経験した気管支閉鎖症 5例の臨床的検討 ……………………………………………………………S378
○松本紘幸・山末まり・吉川裕喜・鳥羽聡史・橋永一彦・濡木真一・梅木健二・安東 優・
平松和史・門田淳一
大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座
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P60-2 右肺上葉気管支の分岐異常（転移気管支）領域に発生した肺腺癌の一例 ………………………………S378
○谷口友理・大利亮太・林 智宏・渡部晃平・大成裕亮・榎本 優・伊藝博士・四竃 純・
塙平孝夫・高尾 匡
板橋中央総合病院呼吸器内科

P60-3 血痰と繰り返す気道感染で高齢期に発見された先天性食道気管支瘻の 2例 ……………………………S378
○大西涼子1・戸田有紀1・越前真理子1・浅野幸市1・鱸 稔隆1・安田成雄1・佐野公泰1・
加藤達雄1・村田祥武2・池田政樹2・藤永卓司2
1国立病院機構長良医療センター呼吸器内科；2国立病院機構長良医療センター呼吸器外科

P60-4 無症状で経過し，偶然発見された気管支閉鎖症の二例 ……………………………………………………S379
○川名祥子・石本 修・小野紘貴・齊藤 勉・百目木豊・相羽智生・齋藤亮平・戸井之裕・
中村 敦・木村雄一郎・菅原俊一
仙台厚生病院呼吸器内科

P60-5 気管気管支骨軟骨形成症の一例 ………………………………………………………………………………S379
○西辻 雅・湯浅瑞希・寺田七朗・岡崎彰仁・西 耕一

石川県立中央病院呼吸器内科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 61 内科症例⑩
座長 中村 博幸（東京医科大学茨城医療センター内科（呼吸器））

P61-1 喫煙で増悪した DIPの 1例 ……………………………………………………………………………………S380
○加藤 幹・河合泰宏・栗原武幸・宮下修行・沖本二郎

川崎医科大学総合内科学 1
P61-2 腎血管筋脂肪腫の出血後に好酸球浸潤を伴う胸膜炎を認めた一例 ………………………………………S380

○大島一真・原健一郎・梅津和恵・内田 恵・鈴木雅文・山口公一・山口 彩・増渕裕朗・
北原信介・須賀達夫・前野敏孝・久田剛志
群馬大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科

P61-3 （演題取り下げ）

P61-4 RS3PE症候群を合併した肺腺癌の一例 ………………………………………………………………………S381
○佐々木衛1・奥隅真一1・大澤一馬1・岩丸有史2・山本達也2・峰松直人1

1日野市立病院内科；2国家公務員共済連合会立川病院外科
P61-5 肺野に多発結節影を呈した大腸癌による Endobronchial metastatic tumorの 1剖検例 ………………S381

○生方 智・神宮大輔・矢島剛洋・渡辺 洋
宮城厚生協会坂総合病院呼吸器科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 62 内科症例⑪
座長 小河原光正（国立病院機構大阪医療センター呼吸器内科）

P62-1 蛍光造影剤を加えるプローブ型共焦点レーザー内視鏡（pCLE）を用いた悪性リンパ腫腫瘍細胞の観察
……………………………………………………………………………………………………………………S382
○船橋秀光1・堀尾穣治2・岡田 直2・高野浩昌2・渋谷 潔3

1松戸市立病院呼吸器内科；2松戸市立病院呼吸器外科；
3千葉大学医学部附属病院成田赤十字病院肺がん治療センター，成田赤十字病院呼吸器外科

P62-2 肺癌陽子線治療における経気管支ゴールドマーカー留置術後のゴールドマーカーの安定性の検討 …S382
○森 祐太1・國井英治1・吉原実鈴1・堀内 実1・荻野浩幸2・岩田宏満2・中前勝視3・幸 大輔3・
秋田憲志1
1名古屋市立西部医療センター呼吸器内科；2名古屋市立西部医療センター陽子線治療科；
3名古屋市立西部医療センター呼吸器外科
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P62-3 進行する挿管後気管狭窄に対して気管切開，気道ステント留置術を施行した 1例 ……………………S382
○中原博紀1・小林 哲1・浅山健太郎1・都丸敦史1・高橋佳紀1・藤原研太郎1・大西真裕1・
藤本 源1・Esteban Gabazza2・田口 修3
1三重大学医学部附属病院呼吸器内科；2三重大学免疫学；3三重大学保健管理センター

P62-4 CTガイド下に施行した経皮的気管切開術の 1例……………………………………………………………S383
○浅野高行

上林記念病院内科
P62-5 救命救急センター内に配備された気管支ファイバースコープの使用状況 ………………………………S383

○竹中隆一1,2・塩月一平1・和田伸介1・吉田光朗1・石田健朗1・下村 剛1・重光 修1・濡木真一2・
向井 豊2・山末まり2・安東 優2・門田淳一2
1大分大学医学部附属病院高度救命救急センター；2大分大学医学部呼吸器感染症内科学講座

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 63 外科症例⑦
座長 棚橋 雅幸（聖隷三方原病院呼吸器センター外科）

P63-1 新規肺癌診断症例における TSCTで評価された背景肺病変の併存に関する実態評価 …………………S384
○橋本直純1・安藤 啓1・岩野信吾2・岡地祥太郎1・横井香平3・長谷川好規1

1名古屋大学医学部呼吸器内科；2名古屋大学医学部放射線科；3名古屋大学医学部呼吸器外科
P63-2 EBUS�TBNAにて診断された肺カルチノイドの 1例………………………………………………………S384

○佐藤健太・山本雅史・島浩一郎・米田一樹・八田貴広・小林弘典・篠原由佳・糸魚川英之・
金井美緒
名古屋掖済会病院

P63-3 EBUS�TBNAで診断のついた異所性胸腺腫の 1切除例……………………………………………………S384
○佐野 功1・谷口英樹1・福田正明2・橋口浩二1・北崎 健2・須山隆之2

1日本赤十字社長崎原爆病院呼吸器外科；2日本赤十字社長崎原爆病院呼吸器内科
P63-4 血管肉腫肺転移から気胸を発症し，胸腔鏡下肺嚢胞切除およびタルクによる胸膜癒着術が有効であった 1

例 …………………………………………………………………………………………………………………S385
○広瀬敏幸・森下敦司・中川靖士

徳島県立中央病院外科
P63-5 当院における再縦隔鏡症例の検討 ……………………………………………………………………………S385

○石川将史・今村直人・西田智喜・峯浦一貴・尾田博美・住友伸一
日本赤十字社和歌山医療センター呼吸器外科

P63-6 FDG�PET/CT検査と相違のあった縦隔鏡検査症例の検討 ………………………………………………S385
○桐林孝治・西牟田浩伸・萩原令彦・石井智貴・草地信也

東邦大学医療センター大橋病院外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 64 外科症例⑧
座長 武井 秀史（杏林大学外科（呼吸器・甲状腺））

P64-1 気管支鏡検査にて診断に難渋し肺膿瘍を併発した COPD合併肺癌の 1切除例 …………………………S386
○竹内 健1・青山眞弓2・加志崎史大2・小西建治2・大内基史1

1聖隷横浜病院呼吸器外科；2聖隷横浜病院呼吸器内科
P64-2 右上葉部分切除術後の遷延性肺瘻に対し局所麻酔下胸腔鏡下フィブリン糊散布法が奏効した一例 …S386

○赤澤 彰1・橋本雅之1・苗村佑樹1・堀本かんな1・片岡瑛子1・五十嵐知之1・大塩恭彦1・
寺本晃治2・手塚則明3・花岡 淳1・中野恭幸4・仲川宏昭4・福永健太郎4
1滋賀医科大学病院呼吸器外科；2滋賀医科大学臨床腫瘍学講座；
3滋賀医科大学病院医療安全管理部；4滋賀医科大学病院呼吸器内科
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P64-3 肺癌術後気管支断端瘻孔に気管支鏡下硬化剤粘膜下注入療法を施行した 1例 …………………………S386
○関恵理奈・下高原昭廣・後藤正志・廣瀬友樹・諸井文子・中野滋文・二見仁康・堀場昌英・
青山克彦
独立行政法人国立病院機構東埼玉病院呼吸器科

P64-4 当院にて VAC療法を行った 3症例の検討……………………………………………………………………S387
○大畑賀央・親松裕典・成田久二夫

豊橋市民病院呼吸器外科
P64-5 右肺全摘術 11年後に発症した気管支断端瘻の 1例 …………………………………………………………S387

○竹内 健1・青山眞弓2・加志崎史大2・小西建治2・大内基史1
1聖隷横浜病院呼吸器外科；2聖隷横浜病院呼吸器内科

P64-6 気管支鏡下腫瘍切除後に導入化学療法および根治術を施行した右上葉肺癌の 1例 ……………………S387
○鈴村雄治1・石田恵子1・北村将司1・仲 恵2・前川晃一2・池上裕美子2

1医仁会武田総合病院呼吸器外科；2医仁会武田総合病院呼吸器内科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 65 外科症例⑨
座長 桜田 晃（東北大学加齢医学研究所呼吸器外科）

P65-1 右下葉肺腺癌に併存した右上葉気管支グロムス腫瘍の治療と経過 ………………………………………S388
○中嶋英治1・三浦弘之1・高橋秀暢1・平良 修2・池田徳彦3

1東京医科大学八王子医療センター呼吸器外科；2右田病院外科；3東京医科大学呼吸器外科
P65-2 肋間神経鞘腫（Intramuscular type）に対する非開胸での 1手術例 ……………………………………S388

○荒木 修・西平守道・井上 尚・苅部陽子・小林 晢・佐渡 晢・千田雅之
獨協医科大学病院呼吸器外科

P65-3 気管支内に限局した肺内成熟奇形腫の 1例 …………………………………………………………………S388
○眞田 宗・柴田英克・新地祐介・池田公英・白石健治・森 毅・鈴木 実

熊本大学医学部附属病院呼吸器外科
P65-4 気管支原発血管脂肪腫の 1例 …………………………………………………………………………………S389

○菅原崇史・石田 格・大浦裕之
岩手県立中央病院呼吸器外科

P65-5 転移性肺腫瘍との鑑別を要した胸腔内結石の 1例 …………………………………………………………S389
○稲田秀洋1・前田純一1,2・曽我部将哉1・峯岸健太郎1・池田徳彦2

1上尾中央総合病院外科；2東京医科大学呼吸器・甲状腺外科分野
P65-6 前縦隔海綿状血管腫の 1切除例 ………………………………………………………………………………S389

○濱武基陽・石田照佳・増田隆伸・萱島寛人・大峰高広・山口将平・原田 昇・松山 歩・
前田貴司・筒井信一・松田裕之
広島赤十字・原爆病院外科

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 66 外科症例⑩
座長 西山 典利（大阪市立大学呼吸器外科）

P66-1 胸腔鏡下に摘出した肺原発孤立性胸膜線維性腫瘍の 2例 …………………………………………………S390
○吉津 晃・福冨寿典

横浜市立市民病院呼吸器外科
P66-2 抗リン脂質抗体を伴った肺MALTリンパ腫の 1例…………………………………………………………S390

○丸井 努1・村川眞司1・長谷川貴昭2・二村洋平2・堀場あかね2・石黒 崇2・吉田 勉2・
澤 祥幸2
1岐阜市民病院呼吸器外科；2岐阜市民病院呼吸器内科

P66-3 前縦隔内に発生した気管支原性嚢胞の 1切除例 ……………………………………………………………S390
○環 正文・監崎孝一郎・三浦一真

高松赤十字病院胸部乳腺外科
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P66-4 術後気管・気管支転移をきたした肺カルチノイドの 1切除例 ……………………………………………S391
○岩丸有史1・加行淳子2・黄 英文2・山本達也1・緒方謙太郎3

1国家公務員共済組合連合会立川病院外科；2同内科；3同病理科
P66-5 全身性血管腫症に合併した肺海綿状血管腫の 1切除例 ……………………………………………………S391

○元石 充・林 一喜・賀来良輔・澤井 聡
独立行政法人国立病院機構京都医療センター呼吸器外科

P66-6 気管支鏡治療を施行した外傷性肺嚢胞症例 …………………………………………………………………S391
○北 雄介・佐藤沙希・小林 亮

焼津市立総合病院

14 : 45～16 : 45 Posterセッション 67 外科症例⑪
座長 朝戸 裕二（大隅鹿屋病院外科）

P67-1 1年目研修医に対する外科トレーニングアンケート結果……………………………………………………S392
○三浦奈央子1・森 遼1・竹中朋祐1・山崎宏司1・竹尾貞徳1・南野高志2・岡山雄亮2・
竹中慎一2・佐々木潤2・熊野友美2・武岡宏明2・田口和仁2・一木昌郎2
1国立病院機構九州医療センター呼吸器センター外科；
2国立病院機構九州医療センター呼吸器センター内科

P67-2 肺移植後患者における穿刺法による気管切開術の検討 ……………………………………………………S392
○三由 僚・陳 豊史・本山秀樹・土屋恭子・青山晃博・郷田康文・栢分秀直・張 吉天・
毛受暁史・佐藤寿彦・園部 誠・伊達洋至
京都大学医学部附属病院呼吸器外科

P67-3 気管支分岐異常と分葉異常を認めた左肺癌に対して肺葉切除を施行した一例 …………………………S392
○大竹宗太郎1・塙龍太郎1・上石修史2・田島敦志1

1済生会宇都宮病院呼吸器外科；2済生会宇都宮病院呼吸器内科
P67-4 原発性肺癌に対する区域切除後無気肺を生じた症例の検討 ………………………………………………S393

○森 毅・眞田 宗・新地祐介・本岡大和・柴田英克・池田公英・白石健治・鈴木 実
熊本大学呼吸器外科

P67-5 左舌区支の転位区域気管支を認めた左舌区に発生した肺癌の切除経験 …………………………………S393
○渡辺 光・金内直樹

日本海総合病院呼吸器外科
P67-6 若年者に発症した肺門部気管支原発の類基底細胞扁平上皮癌の一例 ……………………………………S393

○池宮城七重・金城武士・上 若生・鍋谷大二郎・宮城一也・古堅 誠・原永修作・藤田次郎
琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学講座

P67-7 中枢型肺癌手術での気管支切離部位決定における自家蛍光気管支鏡の有用性について ………………S393
○西川仁士1・岡田真典1・藤原俊哉1・金原正志2・松浦求樹1

1広島市立病院機構広島市立広島市民病院呼吸器外科；2同呼吸器内科
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