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お　願　い

１）一般演題は発表時間6分、討論3分、時間厳守でお願いします。
２）発表はすべてPCプレゼンテーションで、一面映写です。発表データをCD-R、

またはUSBメモリーにてご持参いただき、発表の30分前までにスライド受付に
て受付及び動作確認をしてください。

３）動画は使用できません。また、スライド枚数の指定はございません。

４）主催者側で用意するPCはWindows XP、アプリケーションはPowerPointです。

発表データはWindows版PowerPoint2003（2000も可）で作成してください。
５）一般演題座長の先生は担当セッション20分前に各会場の次座長席にお着きくだ
さい。

６）日本結核病学会誌に掲載希望の方は抄録（演題名、所属を含め200字以内、B5
版、ワープロ使用）をスライド受付時にご提出ください。

７）参加者は、参加費として3,000円（会場整理費2,000円＋セミナー参加費1,000円）
を納め、参加証（ネームカード）をお受け取りください。会場内では必ず参加

証をお付けください。参加受付は5階です。
８）参加証は学会出席証、セミナー参加証となりますので大切に保管してください。

９）プログラムは当日忘れずにご持参ください。

10）会場内は、すべて禁煙になりますので、ご理解・ご協力をお願いします。
11）ホームページアドレス　http://www.ccs-net.co.jp

会　場

アクセス

駐車場

じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター）
〒500-8856岐阜市橋本町1丁目10番地11 TEL 058-262-0150（代表）
ホームページアドレス　http://plaza-gifu.jp/index.html

・JR岐阜駅隣接　徒歩約2分（JR岐阜駅2階改札より
アクティブGの中を通過してご来場ください）
・名鉄岐阜駅より 徒歩約7分
・岐阜各務原I.Cより 車約15分
・岐阜羽島I.Cより 車約20分

隣接する岐阜市駅西駐車場（有料）が便利です。
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日程表
11月23日（日）

12：00～12：36 
肺癌1 
Ａ-1～A-4

12：36～13：21 
肺癌2 
Ａ-5～A-9

12：00～12：36 
結核・非結核性抗酸菌 

B-1～B-4

13：57～14：33 
肺真菌症2 
B-14～B-17

15：00～15：36 
過敏性肺臓炎・その他 

C-21～C-24

13：21～13：57 
肺癌3 

Ａ-10～A-13

12：36～13：21 
非結核性抗酸菌 
B-5～B-9

13：21～13：57 
肺真菌症1 
B-10～B-13

14：33～15：18 
ニューモシスチス肺炎 

B-18～B-22

15：18～16：03 
寄生虫・一般細菌感染 

B-23～B-27

12：00～12：45 
間質性肺炎1 
C-1～C-5

12：45～13：30 
間質性肺炎2 
C-6～C-10

13：30～14：15 
好酸球性肺炎 
C-11～C-15

14：15～15：00 
薬剤性肺障害 
C-16～C-20

15：36～16：21 
サルコイドーシス・その他 

C-25～C-29

13：57～14：42 
肺癌4 

Ａ-14～A-18

15：18～15：45 
胸壁腫瘍 
Ａ-23～A-25

16：03～16：30 
その他1 
B-28～B-30

14：42～15：18 
リンパ腫 
Ａ-19～A-22

15：45～16：30 
悪性胸膜中皮腫 
Ａ-26～A-30

16：30～17：30 
教育セミナー 

17：30～18：30 
イブニングセミナー 

開会の辞 

9：30 

10：00 

 

11：00 

 

12：00 

 

13：00 

 

14：00 

 

15：00 

 

16：00 

 

17：00 

 

18：00 

18：30

A会場 
大会議室（5階） 

B会場 
小会議室1（5階） 

C会場 
小会議室2（5階） 
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日程表
11月24日（月）

10：24～11：00 
その他2 
Ａ-37～A-40

9：30～10：24 
転移性肺腫瘍 
Ａ-31～A-36

11：10～12：10 
特別講演1 

 

14：00～15：00 
特別講演2 

 

15：00～16：30 
ミニシンポジウム 

12：20～13：20 
ランチョンセミナー 

12：20～13：20 
代議員会 

9：30～10：15 
肺循環・気道出血 
B-31～B-35

9：30～10：15 
肺胞蛋白症・その他 

C-30～C-34

10：15～11：00 
胸膜疾患 
B-36～B-40

10：15～11：00 
その他3 
C-35～C-39

13：30～14：00 
総会 

研修医アワード表彰 
閉会の辞 

9：30 

10：00 

 

11：00 

 

12：00 

 

13：00 

 

14：00 

 

15：00 

 

16：00 

 

17：00 

 

18：00 

18：30

A会場 
大会議室（5階） 

B会場 
小会議室1（5階） 

C会場 
小会議室2（5階） 
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第94回日本呼吸器学会東海地方学会セミナー

教育セミナー（独立行政法人環境再生保全機構　共催） 16：30～17：30

座長：労働者健康福祉機構中部ろうさい病院　病理科　加藤　一夫　先生

「アスベスト関連疾患について」
東京都結核予防会　畠山　雅行　先生

11月23日（日） A会場

イブニングセミナー　17：30～18：30

座長：岐阜市民病院　呼吸器科・腫瘍内科　澤　　祥幸　先生

「最新エビデンスに基づいたEGFR-TKI治療」
近畿大学医学部　腫瘍内科　岡本　　勇　先生

特別講演1 11：10～12：10

座長：国立病院機構長良医療センター　呼吸器科　加藤　達雄　先生

「市中肺炎のクリニカスパスについて」
倉敷中央病院　呼吸器内科　石田　　直　先生

ランチョンセミナー　12：20～13：20

座長：宮川医院　宮川　武彦　先生

「喘息の完治を目指して～咳喘息から重症喘息まで～」
小牧市民病院　呼吸器アレルギー科　平松　哲夫　先生

特別講演2 14：00～15：00

座長：国立病院機構名古屋医療センター　呼吸器科　坂　　英雄　先生

「気管支腔内超音波断層法の現況と将来展望」
聖マリアンナ医科大学　呼吸器外科　栗本　典昭　先生

11月24日（月） A会場
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ミニシンポジウム　15：00～16：30

座長：岐阜県総合医療センター　呼吸器科　浅野　文祐　先生

「肺癌の縦隔リンパ節転移診断－PET・EBUS・EUSの比較－」

１．PET

岐阜県総合医療センター　加古　伸雄　先生

２．EBUS-TBNA

国立病院機構名古屋医療センター　呼吸器科　沖　　昌英　先生

３．EUS-FNA

岐阜大学医学部　第一内科　安田　一朗　先生

コメンテーター　

聖マリアンナ医科大学　呼吸器外科　栗本　典昭　先生
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A会場
第１日目（11月23日　日曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いています）

12:00～12:36

肺癌1 座長　市立四日市病院　呼吸器科　伊藤　源士

*A-1 髄液中の異型細胞よりEGFR遺伝子変異を検出し、ゲフィチニブが奏効した、

肺癌多発脳転移、癌性髄膜症の1例
トヨタ記念病院　呼吸器科 林　　和孝　他

A-2 腎不全で透析中に発症した肺腺癌に対してgefitinibを用いて治療した一例

沼津市立病院　呼吸器内科 小園　高明　他

*A-3 erlotinibが著効し多発肺転移が消失した再発非小細胞肺がんの2例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 小川　隼人　他

A-4 禁煙後1年半以内に発見された肺癌の3例
西美濃厚生病院　内科 前田　晃男　他

12:36～13:21

肺癌2 座長　名古屋大学医学部　呼吸器内科　松尾　正樹

A-5 若年者肺癌6例の検討
小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 志津　匡人　他

*A-6 肺小細胞癌の膵臓転移が疑われた一例

名古屋掖済会病院　呼吸器内科 田中　太郎　他

A-7 歯肉転移を認めた肺原発腫瘍の一例

刈谷豊田総合病院　呼吸器アレルギー内科 松井　健一　他

A-8 肺癌治療中に発症したTrousseau症候群の一例

小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 吉岡　知輝　他

A-9 鑑別に苦慮したM.kansasi症合併扁平上皮癌の一例

松阪市民病院　呼吸器科 畑地　　治　他

第112回日本結核病学会東海地方学会
一　般　演　題

第94回日本呼吸器学会東海地方学会
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13:21～13:57

肺癌3 座長　岐阜市民病院　呼吸器科・腫瘍内科　石黒　　崇

A-10 paraneoplastic polymyosisの1例
国立病院機構天竜病院　呼吸器内科 永福　　建　他

*A-11 腫瘍内部に石灰化を認めたPleomorphic carcinomaと考えられた一例

名古屋第一赤十字病院　呼吸器内科 加藤　理紗　他

A-12 扁桃転移したPleomorphic carcinomaの1例
NHO三重中央医療センター　呼吸器科 藤本　　源　他

A-13 肺多形癌の1例
三重県立総合医療センター　呼吸器内科 大西　真裕　他

13:57～14:42

肺癌4 座長　トヨタ記念病院　呼吸器科　高木　康之

*A-14 経時的にFDG-PET所見を観察した肺非結核性抗酸菌症に合併した肺癌の1例
名古屋セントラル病院　呼吸器内科 太田　綾香　他

*A-15 G-CSF産生肺腺癌の1例
小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 榎本　泰典　他

*A-16 肺実質内に発生したlipomatous hamartomaの1例
聖隷三方原病院　呼吸器外科 前田　拓也　他

*A-17 胸腺非定型的カルチノイド腫瘍の一例

岐阜県総合医療センター　呼吸器科 増田　篤紀　他

A-18 肺原発絨毛癌の1例
岐阜市民病院　呼吸器科・腫瘍内科 二村　洋平　他

14:42～15:18

リンパ腫　　座長　公立学校共済組合東海中央病院　呼吸器内科　小島　克之

A-19 胸部CTにて腫瘤影を呈し肺癌との鑑別を要した悪性リンパ腫の1例
三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 内藤　雅大　他

A-20 肺原発MALTリンパ腫の1例
静岡市立静岡病院　呼吸器科 佐竹　康臣　他

*A-21 すりガラス陰影を呈した悪性リンパ腫の1例
三重県立総合医療センター　呼吸器科 藤原研太郎　他

A-22 多発結節にて発見されたBALT lymphomaの一例

JA愛知厚生連豊田厚生病院　呼吸器・アレルギー科 水谷　武史　他
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15:18～15:45

胸壁腫瘍　　座長　聖隷三方原病院　呼吸器センター外科　棚橋　雅幸

A-23 慢性膿胸に合併した血管肉腫の1例
豊橋市民病院　呼吸器・アレルギー内科 菅沼　伸一　他

A-24 Angiolipomatosisを合併した胸壁Angiolipomaの一例

名古屋徳洲会総合病院　外科 設楽　将之　他

A-25 胸壁発生の骨外性Ewing肉腫の1例
焼津市立総合病院　呼吸器科 森　　和貴　他

15:45～16:30

悪性胸膜中皮腫　　座長　羽島市民病院　呼吸器科　阿部　博彦

*A-26 腫瘤影を呈した悪性胸膜中皮腫の一例

静岡県立総合病院　呼吸器科 美甘　真史　他

*A-27 自然気胸に対する胸膜癒着療法後に発症し急激な増大を認めた悪性胸膜中皮腫の1例
名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 小林　直人　他

*A-28 腹膜進展がみられた胸膜悪性中皮腫の1例
藤田保健衛生大学　呼吸器内科・アレルギー科 引地　智加　他

A-29 疼痛コントロールに難渋した悪性胸膜中皮腫の1例
豊橋市民病院　呼吸器内科 伸　　健浩　他

A-30 悪性中皮腫に対するPemetrexedの使用経験

公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 渡辺　尚宏　他
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B会場
第１日目（11月23日　日曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いています）

12:00～12:36

結核・非結核性抗酸菌　　座長　国立病院機構東名古屋病院　呼吸器科　中川　　拓

B-1 当院医師および看護師の結核感染状況について

三重県立総合医療センター　呼吸器内科 吉田　正道　他

B-2 粟粒結核の1例
一宮市立市民病院　呼吸器科 福島　　曜　他

B-3 気胸で初発しMycobacterium abscessusによる膿胸であった一例

中部ろうさい病院　呼吸器内科 渡橋　　剛　他

B-4 Mycobacterium abscessusによる肺非結核性抗酸菌症の1例
JA愛知厚生連豊田厚生病院　呼吸器アレルギー科 澤田明日香　他

12:36～13:21

非結核性抗酸菌　　座長　国立病院機構天竜病院　呼吸器科　三輪　清一

B-5 関節リウマチに合併した肺非結核性抗酸菌（NTM）症の2例
国立病院機構東名古屋病院　呼吸器科 齋藤　裕子　他

B-6 悪性腫瘍に合併したMycobacterium avium complex感染の検討

岐阜市民病院　呼吸器科・腫瘍内科 澤　　祥幸　他

B-7 気胸および胸膜炎を合併したMycobacterium intracellulareの1例
磐田市立総合病院　呼吸器科 原田　雅教　他

B-8 M.avium のクラリスロマイシン耐性遺伝子検出法について

国立病院機構東名古屋病院　臨床研究部　 稲垣　孝行　他

B-9 Mycobacterium aviumの亜種分類とその特徴

国立病院機構東名古屋病院　臨床研究部　 市川　和哉　他

13:21～13:57

肺真菌症1 座長　一宮市立市民病院　呼吸器科　孫　　政実

B-10 溶接工肺に合併した両肺尖アスペルギローマの1例
静岡市立清水病院　呼吸器科 芦澤　洋喜　他

B-11 ボリコナゾールが有効であった慢性壊死性肺アスペルギルス症の一例

静岡県立総合病院　呼吸器科 朝田　和博　他

B-12 関節リウマチに合併した肺クリプトコッカス症の1例
榛原総合病院　呼吸器科 赤松　泰介　他

B-13 慢性関節リウマチ治療経過中に発症した肺クリプトコックス症の1例
名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科 木村　里紗　他
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13:57～14:33

肺真菌症2 座長　国立病院機構長良医療センター　呼吸器科　安田　成雄

B-14 無気肺を伴った肺クリプトコッカス症の一例

静岡県立総合病院　呼吸器科 池田　政輝　他

B-15 検診で発見され急速に増大した原発性肺クリプトコッカス症の1例
三重県立総合医療センター　呼吸器内科 中原　博紀　他

B-16 肺クリプトコッカス症の3例
小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 二宮記代子　他

*B-17 特発性肺線維症患者に発生したクリプトコッカス肺炎・菌血症の1例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 榊原　利博　他

14:33～15:18

ニューモシスチス肺炎　　座長　三重県立総合医療センター　呼吸器内科　油田　尚総

B-18 メトトレキサート服用中の関節リウマチに発症したニューモシスチス肺炎の検討

国立病院機構長良医療センター　呼吸器科 稔隆　他

*B-19 悪性リンパ腫で経過観察中にニューモシスチス肺炎を発症した1例
一宮市立市民病院　呼吸器内科 伊藤　　隼　他

B-20 肺癌、前立腺癌の治療中に発症したニューモシスチス肺炎の1例
静岡市立清水病院　呼吸器科 吉富　　淳　他

*B-21 Pneumocystis肺炎発症を機に診断されたAIDSの1例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 鈴木　喬悟　他

B-22 当院でのカリニPCRの使用経験

岐阜大学病院　呼吸器内科 森　　秀法　他

15:18～16:03

寄生虫・一般細菌感染　　座長　松阪市民病院　内科　畑地　　治　

B-23 家族内発症をきたしたウェステルマン肺吸虫症の6例
国立病院機構長良医療センター　呼吸器科 大西　涼子　他

*B-24 ATLの合併を認めたレジオネラ肺炎の一例

藤田保健衛生大学　呼吸器内科・アレルギー科 河村　吉紀　他

B-25 温泉施設での感染が疑われた重症レジオネラ肺炎の1例
沼津市立病院　呼吸器科 内藤　雄介　他

*B-26 寝たきり老人に発症したパスツレラ肺炎の1例
三重県立総合医療センター　呼吸器内科 都丸　敦史　他

B-27 急な経過をたどったAcinetobacter肺炎の一例

小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 森岡　　悠　他
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16:03～16:30

その他1 座長　静岡県立総合病院　呼吸器科　朝田　和博

B-28 Meigs症候群の一例

小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 田中　博之　他

*B-29 肺炎症性偽腫瘍の1例
岐阜県総合医療センター　呼吸器科 佐竹　崇志　他

B-30 炎症性偽腫瘍の1例
JA愛知厚生連豊田厚生病院　呼吸器・アレルギー科 下郷　友弥　他
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C会場
第１日目　（11月23日　日曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いています）

12:00～12:45

間質性肺炎1 座長　公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科　片岡　健介

C-1 DIPの急性増悪と考えられた一例

藤田保健衛生大学　呼吸器内科・アレルギー科 米田有希子　他

C-2 剥離性間質性肺炎の1例
浜松医科大学　呼吸器内科 長谷川浩嗣　他

C-3 抗ミトコンドリア抗体陽性のNSIPの一例

市立島田市民病院　呼吸器内科 伊藤　靖弘　他

C-4 抗ARS抗体陽性が判明したNSIPの1例
大垣市民病院　呼吸器科 古川　華子　他

C-5 経皮的冠動脈ステント術後に間質影を伴い急激に進行する呼吸不全を来した2例
岐阜県立多治見病院　呼吸器科 福田　悟史　他

12:45～13:30

間質性肺炎2 座長　岐阜市民病院　呼吸器科・腫瘍内科　吉田　　勉

*C-6 間質性肺炎が先行し、肺胞出血にて発症した顕微鏡的多発血管炎の1例
浜松医科大学　第二内科 伊藤　　潤　他

*C-7 顕微鏡的多発血管炎の関与が疑われた器質化肺炎の1例
磐田市立総合病院　呼吸器科 上原　正裕　他

*C-8 急速進行性間質性肺炎の1例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 表　　紀仁　他

*C-9 高分解度CTにて蜂巣肺所見を認めない特発性肺線維症の1例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 中原　義夫　他

C-10 胸腔鏡下肺生検後に急性増悪を発症した特発性肺線維症の1例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 松田　俊明　他
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13:30～14:15

好酸球性肺炎　　座長　浜松医科大学　第二内科　宮崎　洋生

C-11 興味深い浸潤影を示したCOPの1例
愛知医科大学　呼吸器・アレルギ－内科 西村　眞樹　他

*C-12 中枢気管支粘膜に病変を認めた慢性好酸球性肺炎の一例

公立学校共済組合東海中央病院　呼吸器内科 加藤　　純　他

*C-13 慢性好酸球性肺炎の一例

名古屋掖済会病院　呼吸器科 各務　智彦　他

C-14 亜急性の経過をたどった好酸球性肺炎の1例
静岡市立清水病院　呼吸器科 伊波　奈穂　他

*C-15 慢性好酸球性肺炎の検討

一宮市立市民病院　呼吸器科 高木　達也　他

14:15～15:00

薬剤性肺障害　　座長　岐阜大学医学部　呼吸器内科　舟口　祝彦

C-16 チャレンジテストにて確定診断したシクロフォスファミドによる早発性肺障害の1例
浜松労災病院　呼吸器科 豊嶋　幹生　他

C-17 プロピルチオウラシルによるMPO-ANCA関連肺胞出血の1例
焼津市立総合病院　呼吸器科 赤松　泰介　他

C-18 ベバシズマブ（アバスチンR）によると思われる薬剤性肺炎の1例
榛原総合病院　呼吸器内科 中島　幹男　他

C-19 mesalasineが原因と思われた薬剤性好酸球性肺炎の一例

名古屋掖済会病院　呼吸器科 水野　秀和　他

*C-20 ステロイドにて治療し得たエルロチニブによる肺障害（ILD）の1例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 宇野　泰朗　他

15:00～15:36

過敏性肺臓炎・その他　　座長　愛知医科大学　呼吸器・アレルギー内科　高橋　大輔

*C-21 ガーベラ栽培従事者に発症した過敏性肺臓炎の1例
磐田市立総合病院　呼吸器科 本田さやか　他

C-22 鳥関連慢性過敏性肺炎の1例
豊田厚生病院　呼吸器内科 高嶋　浩司　他

C-23 溶接工肺の一例

社会保険中京病院　呼吸器内科 近藤　千晶　他

C-24 食用油の誤嚥にて発症した外因性リポイド肺炎の一例

社会保険中京病院　呼吸器科 龍華　祥雄　他
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15:36～16:21

サルコイドーシス・その他　　座長　小牧市民病院　呼吸器アレルギー科　小島　英嗣

C-25 両側胸水を認めたサルコイドーシスの1例
聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 草ヶ谷英樹　他

*C-26 急性呼吸促迫症候群（ARDS）を呈したサルコイドーシスの一例

市立島田市民病院　呼吸器内科 平田希美子　他

C-27 DPBとの鑑別が問題となったfollicular bronchiolitisの1例
公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科 龍華　美咲　他

C-28 再発性自然気胸・胸水貯留を来したリンパ脈管筋腫症と思われた一例

市立島田市民病院　呼吸器内科 加藤　史照　他

*C-29 リンパ脈管筋腫症（LAM）の1例
浜松医科大学　呼吸器内科 高下　慈子　他
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A会場
第２日目　（11月24日　月曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いています）

9:30～10:24

転移性肺腫瘍　　座長　国立病院機構三重中央医療センター　呼吸器科　藤本　　源

A-31 上肺野優位の陰影を呈した下咽頭癌肺転移の1例
焼津市立総合病院　呼吸器科 山崎　佐和　他

*A-32 肺病変より診断した胞巣状軟部肉腫の1例
市立四日市病院　呼吸器科 直海　　晃　他

A-33 孤立性空洞陰影を呈した大腸癌肺転移の1例
旭労災病院　呼吸器科 吉田　達哉　他

A-34 術後13年に肺転移を認めた右足底悪性黒色腫の1例
三重大学　呼吸器外科 島本　　亮　他

*A-35 急速な経過をたどった肺腫瘍塞栓性微小血管症（PTTM）と癌性リンパ管症の合併例

愛知医科大学　呼吸器・アレルギ－内科 堀部　陽平　他

A-36 興味深い画像所見を呈した原発性肺癌由来細気管支肺胞型乳頭腺癌と

大腸癌由来粘液産生性高分化腺癌からなる衝突癌の一例

三重県立総合医療センター　呼吸器科 油田　尚総　他

10:24～11:00

その他2 座長　岐阜赤十字病院　呼吸器内科　澤田　昌浩

A-37 当院で経験した溺水2症例の検討
三重県立総合医療センター　呼吸器内科 浦和　昌史　他

*A-38 NPPVにて救命しえた筋無力症クリーゼの一例

名古屋第一赤十字病院　呼吸器科 祖開　暁彦　他

A-39 軟性気管支鏡にて摘出した気管支内異物の2例
岐阜大学医学部　呼吸器内科 舟口　祝彦　他

A-40 病理解剖にて診断された、劇症型抗燐脂質抗体症候群の1例
豊橋市民病院　呼吸器科 山下　　良　他
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B会場
第２日目　（11月24日　月曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いています）

9:30～10:15

肺循環・気道出血　　座長　三重大学医学部　呼吸器内科　小林　　哲

B-31 肝肺症候群の1例
榛原総合病院　呼吸器科 永山　雅晴　他

*B-32 多発性肺動静脈瘻の1例
市立四日市病院　呼吸器科 井上　正英　他

B-33 強皮症に合併した肺高血圧症にボセンタン投与を試みた一例

名城病院　呼吸器内科 長谷川万里子　他

B-34 繰り返す喀血で発見されたEhlers-Danlos症候群の1例
岐阜県立多治見病院　呼吸器科 國井　英治　他

B-35 胸腔内子宮内膜症が疑われた月経随伴性喀血の1例
聖隷三方原病院　呼吸器センター内科 堀江　良樹　他

10:15～11:00

胸膜疾患　　座長　藤田保健衛生大学　呼吸器内科・アレルギー科　林　　正道

B-36 癌性胸膜炎に対する胸腔鏡下胸膜癒着術後に発症した再膨張性肺水腫の1例
鈴鹿中央総合病院　呼吸器外科 遠藤　克彦　他

*B-37 OK-432による胸膜癒着術にて軽快した黄色爪症候群の一例
聖隷浜松病院　呼吸器科 藤田　哲雄　他

*B-38 横隔膜に子宮内膜組織を確認した月経随伴性気胸の1例
市立四日市病院　呼吸器科 長岡　愛子　他

*B-39 治療に難渋した重症膿胸の1例
大垣市民病院　呼吸器科 雪田　洋介　他

B-40 ガリウムシンチグラムにて診断し得たリウマチ性胸膜炎の一例

国立病院機構天竜病院　呼吸器科 宇賀神　基　他
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C会場
第２日目　（11月24日　月曜日）

（研修医アワード対象の演題番号には＊が付いています）

9:30～10:15

肺胞蛋白症・その他　　座長　大垣市民病院　呼吸器科　白木　　晶

C-30 両側びまん性スリガラス影を呈したアミロイドーシスの1例
静岡市立静岡病院　呼吸器科 菅沼　史恵　他

C-31 胸膜直下主体に斑状のスリガラス影を呈した肺胞蛋白症の1例
県西部浜松医療センター　呼吸器科 芳賀　高浩　他

C-32 全身麻酔下一側肺洗浄が奏功した肺胞蛋白症の1例
三重大学医学部附属病院　呼吸器内科 藤原　篤司　他

C-33 特発性肺胞蛋白症の一例

小牧市民病院　呼吸器アレルギー科 岡地祥太郎　他

*C-34 特発性肺胞蛋白症の1例
大垣市民病院　呼吸器科 加藤　俊夫　他

10:15～11:00

その他3 座長　岐阜県総合医療センター　呼吸器科　松野　祥彦

C-35 肺病変を伴ったMulticentric Castlesman’s diseaseの一例

岐阜市民病院　呼吸器科・腫瘍内科 堀場あかね　他

C-36 健診発見された多中心性キャッスルマン病（Multicentric Castleman Disease）の1例
NHO三重中央医療センター　呼吸器科 大本　恭裕　他

C-37 病院職員に対する敷地内全面禁煙の効果と今後の課題

トヨタ記念病院　産業医学科 藤井美智子　他

C-38 呼吸器科医が中心となる緩和ケアチーム活動の検討

岐阜市民病院　呼吸器科・呼吸器腫瘍内科 石黒　　崇　他

C-39 気管支喘息増悪例への吸入ステロイド併用療法（FP＋CIC）の有用性の検討

NHO三重中央医療センター　呼吸器科 井端　英憲　他




