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10月22日（金）

9：00～10：30 シンポジウム1 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：柏原 光介（熊本地域医療センター 呼吸器内科） 
岡本 勇（九州大学病院 呼吸器科）　 　　　　　 

［ 肺癌治療：実臨床での経験とエビデンスの構築 ］

　S1-1　リアルワールドデータから考える EGFR遺伝子変異陽性肺癌治療戦略
 済生会熊本病院  坂田　能彦

　S1-2　 免疫チェックポイント阻害薬の患者層別化を目指した 
リバーストランスレーショナル研究

 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  松尾　規和

　S1-3　 当院における免疫チェックポイント阻害剤と殺細胞性抗癌剤の 
併用療法の使用状況

 九州大学病院 呼吸器科  米嶋　康臣

　S1-4　 実臨床データから考える PS不良の非小細胞肺癌患者に対する 
免疫チェックポイント阻害薬

 熊本大学病院 呼吸器内科  猿渡　功一

10：30～11：00 教育講演1 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：泉川 公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野）

肺アスペルギルス症の診断と治療

宮崎　泰可　宮崎大学医学部 内科学講座 呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野

11：00～11：50 特別講演1 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野）

新規抗菌薬の使い方

菊地　利明　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

主要プログラム
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12：00～13：00 ランチョンセミナー1 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：川山 智隆（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 呼吸器病センター）

LS1　 患者満足度の向上から見た喘息治療薬の選択 
〜 ICS/LABA からICS/LABA/LAMA へ〜

金澤　博　大阪市立大学大学院医学研究科 呼吸器内科学

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

12：00～13：00 ランチョンセミナー2 B会場（3F 中会議室 D1～2）

座長：門田 淳一（長崎みなとメディカルセンター）

LS2　 肺非結核性抗酸菌症治療の新しい夜明け

藤田　昌樹　福岡大学 医学部 呼吸器内科学

共催：インスメッド合同会社

12：00～13：00 ランチョンセミナー3 C会場（3F 中会議室 E1）

座長：荒金 尚子（佐賀大学医学部附属病院 血液・呼吸器・腫瘍内科）

LS3-1　 非小細胞肺癌における複合免疫療法の可能性 
〜イピリムマブ併用が切り開いた新たな可能性〜

白石　祥理　九州大学病院 呼吸器科

LS3-2　 実地臨床におけるオプジーボ・ヤーボイ±化学療法の使用経験

松尾　規和　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

共催：小野薬品工業株式会社
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13：10～14：00 特別講演2 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：井上 博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学分野）

難治性呼吸器疾患病態解明への包括的アプローチ 
−マクロファージと肺サーファクタント

鈴木　拓児　千葉大学大学院医学研究院 呼吸器内科学

14：00～15：30 シンポジウム2 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：石井 寛（福岡大学筑紫病院 呼吸器内科） 
濱田 直樹（九州大学病院 呼吸器科）   　

［ びまん性肺疾患 〜各領域の最新の知見〜 ］

　S2-1　間質性肺炎の基礎と臨床をつなぐ知見
 大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  濡木　真一

　S2-2　過敏性肺炎の診断と治療：新ガイドラインをめぐって
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野  坂本　憲穂

　S2-3　間質性肺疾患における病理診断の現状
 九州大学大学院医学研究院 形態機能病理学  橋迫美貴子

　S2-4　間質性肺疾患の終末期医療
  熊本大学病院 呼吸器内科  岡林比呂子

15：30～17：00 シンポジウム3 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：藤井 一彦（熊本市民病院 呼吸器内科）　 　　　　　 
髙橋 浩一郎（佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科）

［ 喘息診療−Up to date ］

　S3-1　肥満難治性喘息の臨床と基礎：腸内細菌叢の役割
  佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科  田代　宏樹

　S3-2　好酸球性喘息における ILC2の役割と制御メカニズム
  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学分野  町田健太朗

　S3-3　重症難治性喘息への生物学的製剤
 宮崎大学 医学部 内科学講座 呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野  坪内　拡伸

　S3-4　気管支サーモプラスティの臨床
  熊本地域医療センター 呼吸器内科  津村　真介
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15：30～17：00 緊急企画 B会場（3F 中会議室 D1～2）

座長：佐伯 祥（熊本大学病院 呼吸器内科）　　 
末次 隆行（鹿児島大学病院 呼吸器内科）

［ コロナ禍での呼吸器内科専攻医勧誘 ］

　1　コロナ禍における呼吸器内科を志す専攻医の勧誘活動
  熊本大学病院 呼吸器内科  猪山　慎治

　2　久留米大学病院における呼吸器専攻医勧誘について
  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  木下　　隆

　3　 呼吸器内科を志す専攻医勧誘 
～人生を共に過ごす場所づくりを目指して～

  飯塚病院 呼吸器内科  飛野　和則

　4　 Never give up　 
―勧誘をあきらめない―

  琉球大学大学院 感染症・呼吸器・消化器内科学  宮城　一也

　5　長崎大学病院における呼吸器専攻医勧誘
  長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）  山口　博之

17：00～17：30 男女共同参画セッション A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：平田 奈穂美（熊本中央病院 呼吸器内科）

　1　 呼吸器内科における男女共同参画： 
自分らしさを発揮できる呼吸器内科医局を目指して

  熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学講座  冨田　雄介

　2　 しなやかなワークライフバランスのススメ
  熊本大学病院 呼吸器内科  吉田知栄子
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17：30～18：20 イブニングセミナー1 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：迎 寛（長崎大学病院 第二内科 呼吸器内科・感染症内科）

ES1　 間質性肺疾患における診療 〜 UP TO DATE 〜

近藤　康博　公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

17：30～18：20 イブニングセミナー2 B会場（3F 中会議室 D1～2）

座長：水野 圭子（鹿児島大学病院 呼吸器内科）

ES2　 肺癌に対する最新の話題 
〜ドライバー遺伝子変異陽性 NSCLC の新たな戦略〜

堀之内　秀仁　国立がん研究センター中央病院

共催：日本イーライリリー株式会社

17：30～18：20 イブニングセミナー3 C会場（3F 中会議室 E1）

座長：柏原 光介（熊本市医師会地域医療センター  呼吸器内科）

ES3　 肺がん治療における免疫チェックポイント阻害剤の役割

山本　信之　和歌山県立医科大学 医学部 内科学第三講座

共催：アストラゼネカ株式会社

17：30～18：20 イブニングセミナー4 D会場（3F 中会議室 E2）

座長：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（第一内科））

ES4　高齢者肺炎と誤嚥性肺炎と医療介護関連肺炎

小宮　幸作　大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座

共催：杏林製薬株式会社
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10月23日（土）

9：00～10：30 シンポジウム4 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：矢寺 和博（産業医科大学医学部 呼吸器内科学）　　　　　　　 
坂上 拓郎（熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学講座）

［ コロナ禍での呼吸器病教育 ］

　S4-1　 コロナ禍における医学教育　 
―早期のクラスターを経験して―
  産業医科大学 医学部 呼吸器内科学  矢寺　和博

　S4-2　福岡大学におけるコロナ禍での医学教育
  福岡大学 医学部 呼吸器内科学  藤田　昌樹

　S4-3　 ピンチをチャンスに　 
―コロナ禍でもできる教育、コロナ禍だからできる教育―
  琉球大学大学院 感染症・呼吸器・消化器内科学  宮城　一也

　S4-4　 コロナ禍における呼吸器病教育　 
～長崎大学の場合～

  長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）  山口　博之

10：30～11：00 教育講演2 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：一門 和哉（済生会熊本病院 呼吸器内科）

膠原病関連間質性肺疾患 
―最近の話題―

一安　秀範　熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学講座

11：00～11：50 特別講演3 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：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（第一内科））

私の呼吸器内科教育史

長尾　大志　島根大学医学部附属病院 病院医学教育センター
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12：00～13：00 ランチョンセミナー5 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：井上 博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学）

LS5　 喘息気道におけるIL-4/13の活性化をいかに捉え、 
いかに治療するべきか？

松永　和人　山口大学 医学部 呼吸器・感染症内科

共催：サノフィ株式会社

12：00～13：00 ランチョンセミナー6 B会場（3F 中会議室 D1～2）

座長：矢寺 和博（産業医科大学医学部 呼吸器内科学）

LS6　 新たな COPD 治療 
〜トリプル製剤の立ち位置は？〜

小林　哲　三重大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学分野／代謝内分泌内科学分野

共催：アストラゼネカ株式会社

12：00～13：00 ランチョンセミナー7 C会場（3F 中会議室 E1）

座長：星野 友昭（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）

LS7　 非扁平上皮非小細胞肺癌における免疫療法の現状

東　公一　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

共催：中外製薬株式会社

12：00～13：00 ランチョンセミナー8 D会場（3F 中会議室 E2）

座長：牛島 淳（くまもと県北病院 腫瘍内科）

LS8　 ALK 融合遺伝子陽性肺癌に対するALK 阻害剤の展望

瀬戸　貴司　国立病院機構九州がんセンター 呼吸器腫瘍科

共催：武田薬品工業株式会社
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13：10～14：40 シンポジウム5 A会場（3F 大会議室 A1～2）

座長：藤田 昌樹（福岡大学病院 呼吸器内科）　      　　　 
小宮 幸作（大分大学 呼吸器・感染症内科学講座）

［ COVID－19診療の動向 ］

　S5-1　COVID‒19の診断
  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

　S5-2　COVID‒19の治療
  福岡大学病院 呼吸器内科 原田　泰志

　S5-3　COVID‒19とワクチン　Up-To-Date

  長崎大学病院 感染制御教育センター  田中　健之

　S5-4　COVID‒19の感染対策
  佐賀大学医学部附属病院 感染制御部  濱田　洋平

13：10～14：25 学術奨励賞受賞講演 B会場（3F 中会議室 D1～2）

座長：冨田　雄介（熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学講座） 
一安　秀範（熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学講座）

　1　 ヒト Vγ2Vδ2細胞の肺癌細胞に対する細胞障害誘導における 
新規ビスホスホネートプロドラッグとゾレドロン酸の比較

  長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）  奥野　大輔

　2　 小細胞肺癌の亜分類に応じた遺伝子発現プロファイルの検証と 
主要発現分子の機能解析

  熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学講座  天神　佑紀

　3　 非小細胞肺癌における細胞傷害性抗癌剤および 
分子標的治療薬によるカルレティキュリンの誘導についての研究

  九州大学大学院医学研究院 臨床医学部門内科学講座 呼吸器内科学分野  古川　里恵

　4　 2型自然リンパ球を介する好酸球性気道炎症における長時間作用性 
ムスカリン受容体拮抗薬による抑制効果

  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学  松山　崇弘

　5　 Cicatricial organizing pneumonia associated with �brosing interstitial pneumonia  
－ A clinicopathological study

  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  財前　圭晃
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一般演題プログラム

10月22日（金）

9：00～9：40 一般演題1［ 肺腫瘍1 ］ B会場（3F 中会議室 D1～2）

  座長：岸 裕人（熊本市民病院 呼吸器内科）

001 リキッドバイオプシーによりMET遺伝子変異を検出した肺腺癌の一例
  長崎大学 医学部 医学科  松尾　勇輝

002 EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌に対して 
Afatinib加療中に閉塞性細気管支炎を認めた一例

  九州大学病院 呼吸器内科  塩田　彩佳

003 肺動脈の閉塞による CO2ナルコーシス発症が疑われた 
MET Exon 14 skipping陽性肺癌の1例

  北九州総合病院 呼吸器内科  大平　秀典

004 リウマチ関連間質性肺炎に合併し診断に難渋した浸潤性粘液性腺癌の1例
  大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  竹野祐紀子

005 肺腺癌患者で中枢性尿崩症を認めた1例
  福岡徳洲会病院 呼吸器  松本　武格

9：40～10：20 一般演題2［ 肺腫瘍2 ］ B会場（3F 中会議室 D1～2）

  座長：姫路 大輔（宮﨑県立宮﨑病院 呼吸器内科）

006 アテゾリズマブによる免疫関連有害事象（ irAE）として 
心筋炎の合併が疑われた一例

  長崎大学病院 呼吸器内科  伊福　康平

007 腹臥位放射線治療により救命し得た高度気道狭窄肺癌の一例
  熊本大学病院 呼吸器内科  大江　浩平

008 EGFR-TKIによる薬剤性肺炎に対してプレドニゾロン内服併用療法で 
PRを維持出来ている肺腺癌 stageⅣbの1例

  社会医療法人敬愛会 中頭病院 呼吸器内科  島袋　大河

009 複合免疫療法後に IgE著明高値を示し、 
治療前後での組織検体を採取し得た肺腺がんの一例

  佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科  桑原　雄紀

010 肺癌硬膜転移による視力障害に対して 
オシメルチニブと定位放射線治療にて失明を回避できた一例

  熊本大学病院 呼吸器内科  川上　さき
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14：00～14：40 一般演題3［ COVID－19感染症1 ］ B会場（3F 中会議室 D1～2）

  座長：比嘉 太（国立病院機構沖縄病院 呼吸器内科）

011 約6か月間の入院加療を要した重症 COVID-19の1例
  国立病院機構 福岡病院 呼吸器内科  緒方　大聡

012 Nasal High Flow（NHF）療法中に生じた縦隔気腫が 
呼吸不全再燃の原因であった COVID‒19肺炎患者の一例

  熊本市医師会 熊本地域医療センター  坂本一比古

013 当院における新型コロナウイルス感染症（COVID‒19）の第3波および 
第4波における臨床的特徴

  佐賀県医療センター好生館 呼吸器内科  原口　哲郎

014 当館における第3波と第4波での COVID‒19中等症Ⅱ患者の臨床像
  佐賀県医療センター好生館 呼吸器内科  岩永健太郎

015 当科における新型コロナウイルス感染症患者の臨床的検討
  鹿児島市立病院  眞田　宏樹

14：40～15：20 一般演題4［ COVID－19感染症2 ］ B会場（3F 中会議室 D1～2）

  座長：喜舎場 朝雄（沖縄県立中部病院 呼吸器内科）

016 2型ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）を認めた重症 COVID‒19の一例
  都城市郡医師会病院  貝田　英之

017 COVID‒19重症肺炎に対して 
体外式膜型人工肺（ECMO）を導入し救命しえた2症例

  産業医科大学 医学部 呼吸器内科学  佐藤　智輝

018 軽症新型コロナウイルス肺炎の呼吸不全進行に関与する因子の検討
  大分県立病院 呼吸器内科  安東　　優

019 COVID‒19 ARDSの予後因子の検討
  済生会熊本病院 呼吸器内科 熊本県COVID‒19重点医療機関研究協力施設  一門　和哉

020 新型コロナウイルス感染症（COVID‒19）による 
入院長期化因子に関する検討

  NHO大牟田病院 呼吸器内科  若松謙太郎
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9：00～9：40 一般演題5［ 間質性肺炎1 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：坂本 理（国立病院機構熊本再春医療センター 呼吸器内科）

021 トラスツズマブデルクステカンによる薬剤性肺障害の一例
  産業医科大学 医学部 呼吸器内科学  木戸川　萌

022 ニボルマブ、トラスツズマブデルクステカン（ADC）投与後に 
薬剤性肺障害を呈した進行胃癌患者の一例

  白十字会 佐世保中央病院  福田　凌平

023 ミロガバリンによる薬剤性肺障害の1例
  長崎大学病院 呼吸器内科／長崎大学病院 医療教育開発センター  又野　　護

024 複数の自己抗体が陽性であった IgG4関連肺疾患の1例
  九州大学病院 呼吸器科  水﨑　　俊

025 病理学的に剥離性間質性肺炎パターンを呈した IgG4関連肺疾患の1例
  久留米大学病院 呼吸器・神経・呼吸器内科  恒吉　信吾

9：40～10：20 一般演題6［ 膠原病関連間質性肺炎 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：岡元 昌樹（国立病院機構九州医療センター 呼吸器内科）

026 抗 Ro-52抗体単独陽性を呈した肺病変先行型多発筋炎の1例
  大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  平國　由佳

027 細菌性肺炎との鑑別が必要であった顕微鏡的多発血管炎の一例
  琉球大学病院 総合臨床研修・教育センター  瑞慶山春花

028 プロピオチオウラシルが関連した ANCA関連肺胞出血が疑われた1例
  国立病院機構 九州医療センター 呼吸器内科  南野　高志

029 視神経炎を認めた多発血管炎性肉芽腫症の一例
  宮崎大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター  山成　康洋

030 白血球破砕性血管炎に合併した間質性肺炎の1例
  福岡大学病院 呼吸器内科  池内　伸光



― 23 ―

14：00～14：40 一般演題7［ 肉芽腫性肺疾患 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：彌永 和宏（熊本赤十字病院 呼吸器内科）

031 レース鳩飼育者に発症した亜急性鳥関連過敏性肺炎の1例
  産業医科大学 医学部 呼吸器内科  瓜生　拓夢

032 インフリキシマブ投与中に発症したヒラタケによる過敏性肺炎の1例
  久留米大学 医学部 医学科  江﨑　光世

033 抗T. asahii 抗体検査から見た夏型過敏性肺炎の動向
  表参道吉田病院 呼吸器内科  安藤　正幸

034 診断時無症状であった高齢者サルコイドーシスの一例
  社会医療法人敬愛会 中頭病院  與那覇梨早

035 18F-FDG PETが診断・治療効果判定に有用だった 
肺・心臓サルコイドーシスの一例

  独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 内科 呼吸器センター  中村　　圭

14：40～15：20 一般演題8［ 肺腫瘍3 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：藤井 慎嗣（熊本地域医療センター 呼吸器内科）

036 ニボルマブ・イピリムマブ併用療法により 
様々な免疫関連事象を呈したWerner症候群合併肺癌の一例

  独立行政法人国立病院機構 大牟田病院 呼吸器内科  池松　祐樹

037 キナーゼ阻害薬治療後に獲得耐性を生じ、 
ペンブロリズマブが奏効した EGFR陽性肺腺癌の一例

  鹿児島大学病院 呼吸器内科  鶴薗健太郎

038 肺腺癌の転移性脳腫瘍と鑑別に苦慮した放射線脳壊死の一例
  宮崎大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター  釘宮　啓一

039 定位放射線治療後の放射線脳壊死に対し 
ベバシズマブを使用した転移性脳腫瘍を有する肺腺癌6例の検討

  熊本大学病院 呼吸器内科  町田　紘子

040 超高齢の Exon20挿入変異陽性肺腺癌に対して、Osimertinibが 
治療効果を認めた1例

  独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター 呼吸器内科  垣内　洋祐
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15：20～16：00 一般演題9［ 肺腫瘍4 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：竹本 真之輔（長崎大学病院 呼吸器内科）

041 嚢胞周囲に発症した肺扁平上皮癌の治療に難渋した一例
  琉球大学病院 総合臨床研修・教育センター  仲山　由李

042 EGFR遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌の一例
  北九州市立医療センター 呼吸器内科  中島　紀将

043 空洞内部を気管支鏡で観察し得た肺扁平上皮癌の一例
  産業医科大学若松病院 呼吸器内科  宇治宮　蕗

044 多発性骨髄腫を合併した肺扁平上皮癌の一例
  国立病院機構 熊本再春医療センター 呼吸器内科  中村　和芳

045 膜性腎症を併発した肺扁平上皮癌の一例
  佐世保市総合医療センター 呼吸器内科  山下　耕輝

16：00～16：40 一般演題10［ 中皮腫・胸膜疾患 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：古堅 誠（琉球大学病院 第一内科）

046 二次化学療法ニボルマブが著効した悪性胸膜中皮腫の1例
  福岡大学病院 呼吸器内科  温　麟太郎

047 集学的治療を行い長期無再発生存中の悪性胸膜中皮腫の1例
  独立行政法人国立病院機構 南九州病院 呼吸器科  政田　　豊

048 胸腔転移を契機に診断された神経線維腫症 I型に合併した 
悪性末梢神経鞘腫の一例

  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  安藤　みや

049 健診にて発見された胸膜原発 Solitary �brous tumorの1切除例
  国立病院機構 熊本再春医療センター 呼吸器内科  坂本　　理

050 生前診断が困難であった難治性血胸の一例
  JCHO九州病院 呼吸器内科  冨永　晃輝



― 25 ―

9：00～9：40 一般演題11［ 気管支喘息 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：福島 千鶴（長崎大学病院 呼吸器内科）

051 メポリズマブが著効した ACO合併肺癌患者の1例
  糸島医師会病院  竹田　悟志

052 気管支喘息患者における末梢血好酸球増多群の臨床特性に関する解析
  佐賀大学 医学部 内科学講座 血液・呼吸器・腫瘍内科  栗原　有紀

053 若年気管支喘息患者に慢性気道感染を合併した2例
  熊本市民病院 呼吸器内科  増田優衣子

054 成人喘息および慢性閉塞性肺疾患の増悪と 
ライノウイルス C群感染との関連性の検討

  九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設  神尾　敬子

055 化膿性膝関節炎を合併したアレルギー性気管支肺真菌症に対して 
抗 IL-5抗体療法が奏功した一例

  国家公務員共済組合連合会 浜の町病院  廣田　眞央

9：40～10：20 一般演題12［ 呼吸器感染症1 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：岡本 真一郎（熊本大学病院 呼吸器内科）

056 再検査で尿中抗原陽性となったレジオネラ肺炎の2例
  熊本大学病院 呼吸器内科  泉　　拓希

057 集学的治療により救命し得た好酸球性肺炎を基礎疾患とする 
糸状菌膿胸の2例

  独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 臨床研修センター  日高　悠介

058 多房性肺嚢胞が置換された肺アスペルギルス症の1例
  日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 呼吸器科  峯　　慧輔

059 特発性器質化肺炎との鑑別を要した肺クリプトコッカス症の1例
  独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 呼吸器内科  川口　紘矢

060 ニューモシスティス肺炎を契機に HTLV-1陽性が判明し、 
その1か月後に成人 T細胞白血病 /リンパ腫を発症した1例

  佐世保市総合医療センター 呼吸器内科  佐藤　雄二
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14：00～14：40 一般演題13［ 呼吸器感染症2 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：梅木 健二（天心堂へつぎ病院 呼吸器内科）

061 急性重症呼吸不全を呈し、気管支洗浄液で結核感染を診断した一例
  済生会熊本病院 呼吸器内科  中村　和憲

062 全周性に気道粘膜病変を呈したノカルジア症の一例
  国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 呼吸器内科  田嶋　祐香

063 健診の胸部レントゲン異常で発見された 
10代女性のウエステルマン肺吸虫症の一例

  国立病院機構 九州医療センター  木下恵理子

064 肺炎球菌性肺炎における脾臓体積と重症度及び予後の関連
  医療法人 原三信病院 呼吸器内科  穴井　　諭

065 COVID-19流行下における発熱患者に対する 
FilmArray® 呼吸器パネル2.1の検討

  国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 呼吸器内科  古川　嗣大

14：40～15：20 一般演題14［ 肺循環・症例 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：福山 聡（九州大学病院 呼吸器科）

066 カテーテルアブレーション後に血痰で発症した肺静脈閉塞の1例
  済生会熊本病院 呼吸器内科  久永　純平

067 肺膿瘍に続発した感染性仮性肺動脈瘤の一例
  大分県立病院 呼吸器内科  里永　賢郎

068 抗凝固薬によるびまん性肺胞出血に対し 
経皮的左心耳閉鎖術（WATCHMAN留置術）にて根本的治療を試みた1例

  小倉記念病院 呼吸器内科  眞崎　亮浩

069 尿路感染により惹起された敗血症性肺塞栓症の一例
  熊本赤十字病院 呼吸器内科  今井　美友

070 両側びまん性の多発結節影を呈し転移性肺腫瘍との鑑別に苦慮した 
肺類上皮血管内皮腫の一例

  国立病院機構 大牟田病院 呼吸器内科  上野　剛史
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15：20～16：00 一般演題15［ 診断・症例1 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：山﨑 啓（産業医科大学 医学部 呼吸器内科学）

071 低分化扁平上皮癌との鑑別を要した NUT carcinomaの1例
  熊本大学病院 呼吸器内科  山田美喜子

072 前縦隔未分化癌に対してレンバチニブを使用し有効であった一例
  国家公務員共済組合連合会 浜の町病院  中山　優香

073 サルコイドーシスの経過中に器質化肺炎を発症した1例
  臼杵市医師会立 コスモス病院  工藤　涼平

074 録音肺音の分離技術解析の透析前後の coarse crackles変化への臨床的応用
  長崎大学 医学部  中島　誉也

075 鼻粘膜擦過が診断に有用であった原発性線毛運動不全症の1例
  長崎大学病院 呼吸器内科  高尾　大祐

16：00～16：40 一般演題16［ 診断・症例2 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：中村 和芳（国立病院機構熊本再春医療センター 呼吸器内科）

076 特発性門脈圧亢進症による肝機能障害のため、 
低用量レンバチニブから開始し奏効した胸腺癌の1例

  熊本大学病院 呼吸器内科  徳永　龍輝

077 心嚢気腫をきたした肺結核と肺癌の合併症例
  財団法人杏仁会 江南病院  吉岡　優一

078 長期ステロイド投与中に発症した 
播種性Mycobacterium chelonae感染症の一例

  友愛医療センター  上野　志穂

079 胸膜炎を契機に診断に至った家族性地中海熱の1例
  産業医科大学病院 呼吸器内科  神宮　達也

080 メトヘモグロビン血症による呼吸不全の一例
  日本赤十字社 長崎原爆病院 呼吸器内科  入来　　隼
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10月23日（土）

9：00～9：40 一般演題17［ 肺腫瘍5 ］ B会場（3F 中会議室 D1～2）

  座長：田中 謙太郎（九州大学病院 呼吸器科）

081 ニボルマブ投与中に免疫関連有害事象としてぶどう膜炎を発症した1例
  福岡赤十字病院 呼吸器内科  増本　　駿

082 ニボルマブ＋イピリムマブ＋殺細胞性抗癌剤併用療法後に 
筋炎での免疫関連有害事象再燃を生じた一例

  国立病院機構 沖縄病院 呼吸器腫瘍科  久田　友哉

083 狭窄形態別に見た、経気管支的内視鏡治療を施行した 
中枢性癌性気道狭窄患者の予後

  熊本地域医療センター 呼吸器内科  柏原　光介

084 当院における非小細胞肺癌に対する免疫化学療法の後方視的検討
  くまもと県北病院 呼吸器内科  池田　智弘

085 腫瘍浸潤 drebrin陽性 Tリンパ球と肺癌術後再発と生命予後に関する検討
  熊本大学病院 呼吸器内科  今村　光佑

9：40～10：20 一般演題18［ 診断・症例3 ］ B会場（3F 中会議室 D1～2）

  座長：井上 博之（福岡大学病院 呼吸器内科）

086 Diffuse pulmonary meningotheliomatosisの1例
  社会福祉法人恩賜財団 済生会 福岡県済生会福岡総合病院 呼吸器内科  中原　聡志

087 ジアフェニルスルホンによって SPO2低下をきたし、 
メトヘモグロビン血症の診断に至った2例

  大分県立病院 呼吸器内科  高木龍一郎

088 胸水コントロールに難渋したリンパ脈管筋腫症の一例
  福岡大学病院 呼吸器内科  河端　俊英

089 結節性硬化症に伴う多巣性微小結節性肺細胞過形成の経過観察中に 
巨大ブラが生じた1例

  独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 呼吸器内科  清水ゆかり

090 孤発性肺結節と肝病変を認め画像検査での鑑別に苦慮した 
リンパ腫様肉芽腫症の1例

  熊本大学病院 呼吸器内科  井村　昭彦
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9：00～9：40 一般演題19［ COVID－19感染症3 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：岩越 一（熊本市民病院 感染症内科）

091 COVID‒19合併気管気管支腺様嚢胞癌患者に対して 
気道ステント留置術を施行した一例

  長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）  水田　玲美

092 核酸検出検査陰性であったが IgG抗体測定により 
COVID‒19と考えられた3例

  熊本中央病院 呼吸器内科  髙木　　僚

093 当院における COVID‒19入院症例：院内クラスターの経験を含めて
  福岡大学筑紫病院 呼吸器内科  宮村　拓人

094 久留米大学病院における全診療科参加型の COVID‒19入院診療の取り組み
  久留米大学病院   松岡　昌信

095 当院における新型コロナウイルス感染症療養患者外来の現状
  国立病院機構 宮崎東病院 呼吸器内科  佐野ありさ

9：40～10：28 一般演題20［ COVID－19感染症4 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：伊井 敏彦（国立病院機構 宮崎東病院 呼吸器内科）

096 新型コロナウイルス感染症治療後にニューモシスチス肺炎を発症した一例
  社会医療法人友愛会 友愛医療センター  知花　　凜

097 mRNA COVID‒19ワクチン接種後に発熱と呼吸不全、血小板減少を呈した 
高齢者の一例

  医療法人室原会 菊南病院  福島　一雄

098 COVID‒19罹患後に器質化肺炎を来し、ステロイド投与で改善した一例
  福岡大学病院 呼吸器内科  檀　　伊文

099 当科で経験した COVID‒19入院患者における再燃症例の検討
  長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）  村田麻耶子

100 COVID‒19入院患者179症例の重症化因子の検討
  独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院  田中　将英

101 内臓脂肪と新型コロナウイルス感染症重症化の関連
  国立病院機構 福岡病院 呼吸器内科  緒方　大聡
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13：10～13：50 一般演題21［ 肺腫瘍7 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：海老 規之（福岡大学病院 呼吸器内科）

102 無気肺を契機に診断された気管支原発MALTリンパ腫の1例
  独立行政法人国立病院機構 再春医療センター  宮﨑　　蒼

103 30年間無症状であったが、 
急速な呼吸不全を呈し治療を要した肺MALTリンパ腫の1例

  国立病院機構 福岡東医療センター 呼吸器内科  瓜生　和靖

104 アミロイド沈着を認めた肺MALTリンパ腫の一例
  宮崎県立日南病院  横尾　優希

105 胸壁浸潤を伴い、原発性肺癌との鑑別を要した 
古典的ホジキンリンパ腫の一例

  宮崎大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター  長友　優菜

106 気管支肺胞洗浄で大量喀血を来した 
肺原発びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の1例

  社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 呼吸器内科  仁田脇辰哉

13：50～14：30 一般演題22［ 診断・症例4 ］ C会場（3F 中会議室 E1）

  座長：富永 正樹（久留米大学医学部 呼吸器・神経・膠原病内科部門）

107 TS-1と CPAP治療の併用で膵癌の緩和医療に寄与できた 
睡眠時無呼吸症候群の1例

  福岡大学 医学部 衛生・公衆衛生  舩越　駿介

108 肺全摘後症候群による呼吸不全に対し、胸腔内ガス注入療法が奏功した1例
  鹿児島大学病院 呼吸器内科  大庭　優士

109 短期間に増多したMinute Pulmonary Meningothelial-like Nodules 
（MPMNs）の1例

  久留米大学病院 呼吸器内科  村田　大樹

110 短期間で両側大量胸水を伴った黄色爪症候群の1例
  独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 呼吸器内科  今田　悠介

111 診断に難渋したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
  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  髙木　怜子
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9：00～9：40 一般演題23［ 間質性肺炎2 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：串間 尚子（福岡大学筑紫病院 呼吸器内科）

112 FILD患者に対する呼吸リハビリテーションの早期導入の意義
  医療法人恵友会 霧ヶ丘つだ病院  松尾　　聡

113 特発性肺線維症の急性増悪に対し、 
ステロイドパルスの逐次治療としてニンテダニブを導入した一例

  国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 呼吸器内科  中島　和輝

114 福岡県における喫煙関連呼吸器難病 
（間質性肺炎、慢性閉塞性肺疾患）に対する前向きコホート研究

  九州大学 医学部 胸部疾患研究施設  衛藤　大祐

115 多発性骨髄腫に合併したGranulomatous Lymphocytic Interstitial  
Lung Disease（GLILD）の一例

  久留米大学病院 呼吸器内科  首藤　美佐

116 気管支内視鏡で診断しえた多発性骨髄腫に伴う 
肺ヘモジデローシス合併肺アミロイドーシスの一例

  国家公務員共済組合連合会 浜の町病院  犬塚　　優

9：40～10：20 一般演題24［ 肺腫瘍6 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：大坪 孝平（北九州市立医療センター 呼吸器内科）

117 多発転移性脳腫瘍を契機に診断された進行期肺異型カルチノイドに対して
everolimusを使用した一例

  産業医科大学 医学部 呼吸器内科学  真鍋　大樹

118 ブラ内に発生した小細胞肺癌の1例
  熊本市民病院 呼吸器内科  岸　　裕人

119 広汎な器質化肺炎の改善により顕在化した duck-shapeな大細胞癌の一例
  大分大学 医学部 呼吸器・感染症内科学講座  升井　亮介

120 胸部 CT上すりガラス状結節を呈した腎淡明細胞癌肺転移の1例
  長崎みなとメディカルセンター 呼吸器内科  中路　　倫

121 演題取り下げ
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13：10～13：50 一般演題25［ 抗酸菌感染症 ］ D会場（3F 中会議室 E2）

  座長：山中 徹（国立病院機構熊本南病院 呼吸器内科）

122 飛蚊症を契機に肺結核と診断された1例
  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学  米　未紀子

123 膀胱癌に対する BCG膀胱内注入療法後に 
頚部結核性リンパ節炎を発症した高齢男性の1例

  地域医療機能推進機構 福岡ゆたか中央病院 呼吸器科  河野　　拓

124 腹腔内転移と鑑別を要した腸結核の1例
  沖縄県立宮古病院  具志堅弘樹

125 当院における活動性肺結核患者に対する抑うつ評価に関する検討
  独立行政法人国立病院機構 大牟田病院 呼吸器内科  野田　直孝

126 潜在性結核感染症と胸部 CT所見
  大分大学医学部附属病院 呼吸器・感染症内科学講座  山谷いずみ


