
第90回日本結核病学会総会目次

＜招　請　講　演＞

結核病に見られる免疫応答とヘルパーＴ細胞の多様性…………………… （国立大学法人　千葉大学） 徳久　剛史 （105）

3月28日（土）　10:20 ～ 11:10　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
座長（長崎大学理事・副学長）河野　　茂

＜特　別　講　演＞

１．日本の結核は何故なくならないのか？ …………………… （公益財団法人結核予防会結核研究所） 石川　信克 （109）

3月27日（金）　9:30 ～ 10:20　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
座長（長崎大学名誉教授）原　　耕平

２．低まん延状態に向けての結核医療体制～結核診療病院の今後を考える～ …………………………………………  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会結核研究所） 加藤　誠也 （110）

3月27日（金）　13:50 ～ 14:40　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
座長（公益財団法人結核予防会）工藤　翔二

３．抗酸菌感染症の外科療法 ………………… （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器外科） 白石　裕治 （111）

3月27日（金）　14:40 ～ 15:30　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
座長（独立行政法人 国立病院機構 千葉東病院）山岸　文雄

４．増加し続けるNTM症へ我々はどのように立ち向かうべきか？ ………………………………………………………  
　　　　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器内科） 小川　賢二 （112）

3月28日（土）　9:30 ～ 10:20　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
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

＜会　長　講　演＞

抗酸菌感染症と慢性肺アスペルギルス症 ……………………………………… （長崎大学理事・副学長） 河野　　茂 （115）

3月28日（土）　11:10 ～ 11:20　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
座長（独立行政法人 国立病院機構 千葉東病院）山岸　文雄
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＜第90回記念講演＞

結核病学会90年を振り返って～これまでの軌跡と未来への展望～	 ……………………………………………………  （119）	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会　結核研究所　名誉所長） 森　　　亨

3月27日（金）　11:20 ～ 11:50　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
座長（長崎大学理事・副学長）河野　　茂

＜平成26年度学会賞＞	
＜今村賞受賞記念講演＞	
＜結 核 研 究 奨 励 賞＞

3月27日（金）　13:30 ～ 13:50　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール）

＜教　育　講　演＞

１．医療施設内における結核感染対策の実際 … （愛知医科大学大学院　医学研究科　臨床感染症学） 三鴨　廣繁 （123）

3月27日（金）　10:20 ～ 10:50　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
 座長（東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学分野）賀来　満夫 

２．抗酸菌治療とparadoxical	response ……………………………… （大阪府結核予防会　大阪病院） 松本　智成 （124）

3月27日（金）　10:50 ～ 11:20　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
 座長（ちば県民保健予防財団）鈴木　公典 

３．結核制圧における保健医療の重要性～大阪市西成区での取り組み～	………………………………………………  （125）	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所　感染症対策課） 松本　健二

3月27日（金）　13:50 ～ 14:20　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場） 
 座長（大分中村病院）那須　　勝 

４．多剤耐性結核は克服できるか？ …………………… （国立病院機構　東京病院　呼吸器センター） 永井　英明 （126）

3月27日（金）　10:30 ～ 11:00　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室） 
 座長（公益財団法人結核予防会　呼吸器内科）尾形　英雄 

５．NTM診療マニュアルの概要と臨床への応用 ……… （慶應義塾大学　医学部　感染制御センター） 長谷川直樹 （127）

3月27日（金）　13:50 ～ 14:20　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室） 
 座長（独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター）鈴木　克洋 
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６．抗結核薬によるアレルギー性副作用にどう対応するか …… （国立病院機構東広島医療センター） 重藤えり子 （128）

3月27日（金）　13:50 ～ 14:20　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３） 
 座長（独立行政法人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 

７．抗酸菌感染症と慢性肺アスペルギルス症 ……………… （埼玉医科大学　感染症科・感染制御科） 前崎　繁文 （129）

3月27日（金）　13:50 ～ 14:20　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 
 座長（昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門）二木　芳人 

８．肺結核診療のピットフォール～結核を見落とさないためのTips ～	…………………………………………………  （130）	
　　　　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器センター　呼吸器内科） 佐々木結花

3月28日（土）　8:30 ～ 9:00　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
 座長（佐世保同仁会病院）齋藤　　厚 

９．免疫低下宿主における抗酸菌感染症の診断と治療	……………………………………………………………………  （131）	
 （JCHO　東京山手メディカルセンター　呼吸器内科、東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター） 徳田　　均

3月28日（土）　9:00 ～ 9:30　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
 座長（公益財団法人結核予防会複十字病院　呼吸器内科）倉島　篤行 

＜シンポジウム＞

シンポジウム１	
非結核性抗酸菌感染症基礎研究の最新の知見と今後の方向性

3月27日（金）　15:30 ～ 18:00　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール）
 座長　（東名古屋病院　臨床研究部・呼吸器内科）	中　川　　　拓	  
 　　　（結核予防会結核研究所　生体防御部）	　		　慶　長　直　人 （135）

SY1-1 VNTR型別解析法を用いた感染経路の検討 
―肺MAC症患者とその患者の自宅浴室から分離されたMAC菌における遺伝学的検討― …………………  （136） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （岡山市立市民病院　呼吸器・アレルギー内科）○多賀　　収 
　　　 （国立病院機構東名古屋病院臨床研究部、国立病院機構東名古屋病院呼吸器内科）小川　賢二

SY1-2 VNTR型別解析法の臨床応用 … （東北大学　大学院　医学系研究科　呼吸器内科学分野）菊地　利明 （137）
SY1-3 肺MAC症患者由来株のゲノム解析と病原因子の検討 …………………………………………………………  （138） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （名城大学　薬学部　微生物学研究室）打矢　惠一
SY1-4 動物モデルを用いた宿主因子の検討 ……………………………………………………………………………  （139） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （筑波大学　医学医療系）○石井　幸雄、松山　政史
SY1-5 ヒト遺伝子解析を用いた肺MAC症に関わる宿主因子の検討 …………………………………………………  （140） 

　　　 （公益財団法人結核予防会　結核研究所　生体防御部）○土方美奈子、松下　育美、慶長　直人
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シンポジウム２	
（生涯教育セミナー）	

非結核性抗酸菌感染症の臨床	
―臨床現場で求められているエビデンス―

3月27日（金）　8:30 ～ 11:00　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場）
 座長　（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	  
 　　　（慶應義塾大学病院感染制御センター）	　　　　　		　　長谷川　直　樹 （141）

SY2-1 NTMの疫学 ……………………………………… （公益財団法人　結核予防会　複十字病院）倉島　篤行 （142）
SY2-2 最適な治療、治療期間、レジメン　―現状の知見― …………………………………………………………  （143） 

　　　　　　 （独立行政法人　国立病院機構　東名古屋病院　臨床研究部・呼吸器内科）中川　　拓
SY2-3 無治療例の増悪の現状からみた治療導入時期 …………………………………………………………………  （144） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科教室）君塚　善文
SY2-4 クラリスロマイシン耐性肺MAC症の原因と対策 ………………………………………………………………  （145） 

　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器センター）森本　耕三
SY2-5 NTMの予後は予測できるか ………………………………………………………………………………………  （146） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （昭和大学　藤が丘病院　呼吸器内科）○林　　　誠 
　　　　　　　　　　 （埼玉県立循環器・呼吸器病センター　呼吸器内科）高柳　　昇、杉田　　裕

シンポジウム３	
（生涯教育セミナー）	

院内感染としての結核の制御
3月27日（金）　14:30 ～ 16:30　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場）

 座長　（福井大学医学部　病態制御医学講座　内科学（3））				石　塚　　　全	  
 　　　（愛知医科大学大学院医学研究科　臨床感染症学）	　　三　鴨　廣　繁 （147）

SY3-1 病院における診断の遅れと接触者健診 …………………… （大阪市保健所　感染症対策課）松本　健二 （148）
SY3-2 結核病床を持つ大学病院における病院感染対策 ………………………………………………………………  （149） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （群馬大学　医学部附属病院　感染制御部）徳江　　豊
SY3-3 市中病院における結核の院内感染対策 …………………………………………………………………………  （150） 

　　　　　　　　　　　　　　 （長崎みなとメディカルセンター市民病院　呼吸器内科）澤井　豊光
SY3-4 老健施設における結核対策 ………………………………………………………………………………………  （151） 

 （名古屋市立大学　呼吸器・免疫アレルギー内科学、名古屋市立大学病院　感染制御室）中村　　敦

シンポジウム４	
IGRAsの臨床的有用性と解釈上の問題点

3月27日（金）　8:30 ～ 10:30　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室）
 座長　（名古屋市立大学　呼吸器・免疫アレルギー内科学）	伊　藤　　　穣	  
 　　　（日本赤十字社　長崎原爆諫早病院）	　　　　　　　		福　島　喜代康 （152）

SY4-1 結核の活動性を評価できるか？ ……………………………… （川崎医科大学　呼吸器内科）小橋　吉博 （153）
SY4-2 陽性であった場合の対応と接触者健診での活用 ………………………………………………………………  （154） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （神戸市中央区保健福祉部、神戸市保健所）藤山　理世
SY4-3 偽陰性、判定保留の解釈 ………………………………… （一般社団法人　免疫診断研究所）原田　登之 （155）
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SY4-4 QFTとT-スポットどちらを使用すべきか？～ QFTとT-スポットの比較検討～ ……………………………  （156） 
　　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社長崎原爆諫早病院）○福島喜代康、金子　祐子、江原　尚美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中野令伊司、松竹　豊司、久保　　亨 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学第二内科）中村　茂樹、石松　祐二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学）河野　　茂

シンポジウム５	
生物学的製剤と抗酸菌感染症

3月27日（金）　14:30 ～ 16:30　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室）
 座長　（大分大学医科部　呼吸器・感染症内科学講座）	門　田　淳　一	  
 　　　（福岡大学医学部呼吸器内科）	　　　　　　　　		藤　田　昌　樹 （157）

SY5-1 生物学的製剤でなぜ感染症が起こりやすくなるのか？ ………………………………………………………  （158） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪大学　医学部附属病院　感染制御部）朝野　和典

SY5-2 結核併発のリスクと予防 …………… （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 （159）
SY5-3 結核併発症例の治療と生物学的製剤の再投与について … （大阪府結核予防会　大阪病院）松本　智成 （160）
SY5-4 非結核抗酸菌症は生物製剤使用の禁忌か … （慶應義塾大学　医学部　感染制御センター）長谷川直樹 （161）

シンポジウム６	
（生涯教育セミナー）	
結核研究の最前線

3月27日（金）　8:30 ～ 10:30　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３）
 座長　（安田女子大学　看護学部看護学科基礎看護学）	　　　　　　　		冨　岡　治　明	  
 　　　（京都大学大学院医学研究科感染・免疫学講座微生物感染症学）	河　村　伊久雄 （162）

SY6-1 BCG亜株間のゲノムレベルでの比較 ……………………………………………………………………………  （163） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （越谷市社会福祉協議会（元日本BCG研究所）○関　　昌明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （日本BCG研究所）林　　大介、山本　三郎

SY6-2 結核の新規病原因子の解明 ………………………………………………………………………………………  （164） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （浜松医科大学　医学部　感染症学講座）○瀬戸真太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （浜松医科大学）小出　幸夫

SY6-3 新たな結核ワクチンの開発に向けたTh1分化誘導ペプチドによる細胞障害性記憶T細胞の分化調節機構の解析 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  （165） 
　　　　　　 （国立感染症研究所　ハンセン病研究センター　感染制御部）○田村　敏生、牧野　正彦 
 （国立感染症研究所　ハンセン病研究センター　感染制御部、国立療養所　多磨全生園）下袴田陽子

SY6-4 新たな抗結核薬の探索 ………………… （名古屋市立大学　大学院薬学研究科　衛生化学）瀧井　猛将 （166）
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シンポジウム７	
（生涯教育セミナー）	

これからの結核教育に望まれること
3月27日（金）　14:30 ～ 16:30　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３）

 座長　（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻）	　		田　代　隆　良	  
 　　　（富山大学大学院医学薬学研究部感染予防医学講座）	山　本　善　裕 （167）

SY7-1 医学生に対する卒前教育 …… （佐賀大学　医学部　国際医療学講座　臨床感染症学分野）青木　洋介 （168）
SY7-2 若手医師に対する卒後教育 …………………………………… （仙台赤十字病院　呼吸器科）三木　　誠 （169）
SY7-3 医師以外の医療従事者に対する教育 ……………………………………………………………………………  （170） 

 （愛知医科大学病院　感染症科、愛知医科大学病院　感染制御部）○山岸　由佳、平井　　潤、三鴨　廣繁
SY7-4 患者・家族への教育 ……………………… （国立病院機構　西新潟中央病院　呼吸器内科）桑原　克弘 （171）

シンポジウム８	
（生涯教育セミナー）	

合併症存在下における結核診療の留意点
3月28日（土）　12:30 ～ 14:30　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール）

 座長　（福岡大学医学部呼吸器内科学）					渡　辺　憲太朗	  
 　　　（岩手県予防医学協会）	　　　　　武　内　健　一 （172）

SY8-1 HIV感染症 …………………………………… （国立病院機構　東京病院　呼吸器センター）永井　英明 （173）
SY8-2 肝疾患合併患者と結核 ……………………………………………………………………………………………  （174） 

　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器センター　呼吸器内科）佐々木結花
SY8-3 慢性腎不全について ……………………… （東京都立多摩総合医療センター　呼吸器内科）高森　幹雄 （175）
SY8-4 結核診療上の留意点：肺癌 ………………………………………………………………………………………  （176） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （福岡大学病院　呼吸器内科）○藤田　昌樹、渡辺憲太朗

シンポジウム９	
（生涯教育セミナー）	
潜在性結核治療の考え方

3月28日（土）　8:30 ～ 11:00　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場）
 座長　（国立病院機構旭川医療センター　呼吸器内科）	　		藤　内　　　智	  
 　　　（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 （177）

SY9-1 IGRAsの解釈 …………………………… （独立行政法人国立病院機構北海道医療センター）鎌田　有珠 （178）
SY9-2 潜在性結核感染症の治療適用例はどのように判断するか ……………………………………………………  （179） 

　　　　　　　　　　　　　　　　 （千葉大学　医学部　附属病院　感染症管理治療部）猪狩　英俊
SY9-3 どの薬剤を、どの量で、どの期間使用すべきか ……………… （結核研究所　臨床疫学部）伊藤　邦彦 （180）
SY9-4 易感染宿主における潜在性結核治療の考え方 

―膠原病リウマチ性疾患に対する生物学的製剤導入における潜在性結核治療の治療を中心に― ………  （181） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （産業医科大学　医学部　第1内科）○齋藤　和義、田中　良哉

SY9-5 潜在性結核感染症の管理の課題 …………………………………………………………………………………  （182） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （名古屋市緑保健所）○稲葉　静代 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （茨城県筑西保健所）緒方　　剛 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （沖縄県中部保健所）伊礼壬紀夫 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核研究所臨床疫学部）伊藤　邦彦
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シンポジウム10	
（生涯教育セミナー）	

抗酸菌エキスパートに求められること
3月28日（土）　12:30 ～ 14:30　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場）

 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）					石　崎　武　志	  
 　　　（結核予防会結核研究所）	　　　　　　　　　　　　　　　　小　林　典　子 （183）

SY10-1 抗酸菌エキスパートに求められること ……… （独立行政法人　国立病院機構　沖縄病院）金城　友子 （184）
SY10-2 結核医療にかかわる地域連携室看護師の役割 …………………………………………………………………  （185） 

　　　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人　国立病院機構　南岡山医療センター）逸見　恵子
SY10-3 当院における外来結核患者に対する薬剤師の関わり～ DOTS運用～ ………………………………………  （186） 

　　　　　　　　 （公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　薬剤部）佐藤　可奈
SY10-4 抗酸菌エキスパートに求められること～保健師の立場から～ ………………………………………………  （187） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　兵庫県健康財団）岸本　和美

シンポジウム11	
抗酸菌感染症の外科治療

3月28日（土）　8:30 ～ 10:30　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室）
 座長　（佐久市立国保浅間総合病院、国立病院機構東京病院）	中　島　由　槻	  
 　　　（結核予防会複十字病院）	　　　　　　　　　　　　　		白　石　裕　治 （188）

SY11-1 現代の肺結核外科治療 ……………………………………………………………………………………………  （189） 
　　　　　 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器外科、結核療法研究協議会）白石　裕治

SY11-2 脊椎カリエスに対する治療のアルゴリズム ……………………………………………………………………  （190） 
　　　　　　　 （国立病院機構村山医療センター整形外科）○金子慎二郎、谷戸　祥之、朝妻　孝仁

SY11-3 内科医・外科医に知っておいて欲しい肺非結核性抗酸菌症の外科治療 ……………………………………  （191） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器外科）山田　勝雄

SY11-4 肺抗酸菌症に合併した慢性肺アスペルギルス症の外科治療 …………………………………………………  （192） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　近畿中央胸部疾患センター　外科）松村　晃秀

シンポジウム12	
実臨床における薬剤耐性結核治療のコツと問題点	

～経験症例に基づいた見解～
3月28日（土）　12:30 ～ 14:30　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室）

 座長　（結核予防会複十字病院呼吸器内科）	　　　		吉　山　　　崇	  
 　　　（国立病院機構西新潟中央病院呼吸器内科）	桑　原　克　弘 （193）

SY12-1 多剤耐性結核治療の実際 ……………… （国立病院機構福岡東医療センター　呼吸器内科）田尾　義昭 （194）
SY12-2 超多剤耐性結核治療の実際 ………………………………………………………………………………………  （195） 

　　　　　　　　 （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）露口　一成
SY12-3 多剤耐性結核治療成功のポイント ………………………………………………………………………………  （196） 

　　　　　　　　　 （国立病院機構東京病院呼吸器センター）○鈴木　純子、田村　厚久、山根　　章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井　英明、川島　正裕、田下　浩之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大島　信治、益田　公彦、廣瀬　　敬 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤川志のぶ、松井　弘稔、小林　信之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大田　　健
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SY12-4 多剤耐性結核の外科治療を考慮するタイミング ………………………………………………………………  （197） 
　　　 （公益財団法人結核予防会複十字病院呼吸器センター）○奥村　昌夫、吉山　　崇、佐々木結花 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尾形　英雄

シンポジウム13	
（生涯教育セミナー）	

抗酸菌検査法の最近の進歩
3月28日（土）　8:30 ～ 11:00　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３）

 座長　（公益財団法人結核予防会　結核研究所　抗酸菌部）	　　　　　　　　　　　　　		御手洗　　　聡	  
 　　　（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座病態解析・診断学分野）	栁　原　克　紀 （198）

SY13-1 鏡検法の進歩～前処理法を含めて～ ……………… （京都大学　医学部附属病院　検査部）樋口　武史 （199）
SY13-2 遺伝子検査の進歩～自動化も含めて～ ………………… （佐賀大学医学部附属病院検査部）草場　耕二 （200）
SY13-3 次世代手法による抗酸菌同定法 …………………………………………………………………………………  （201） 

　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）○赤松　紀彦、松田　淳一、栁原　克紀
SY13-4 抗酸菌領域におけるMALDI-TOF MSの現状 ……………………………………………………………………  （202） 

　　　　　　　　　　　　 （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
SY13-5 生菌と死菌を迅速に鑑別できるか？ ……………………………………………………………………………  （203） 

　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会結核研究所　抗酸菌部細菌科）○高木　明子、松丸　朋子

＜ミニシンポジウム＞

ミニシンポジウム１	
結核・抗酸菌症認定医、指導医は地域のニーズにどのように答えるべきか

3月27日（金）　8:30 ～ 9:30　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール）
 座長　（仙台赤十字病院呼吸器内科）	三　木　　　誠 （207）

MSY1-1 結核病床を持つ医療機関の立場から ……… （独立行政法人　国立病院機構　熊本南病院）山中　　徹 （208）
MSY1-2 感染制御における役割 ………………………（大阪市立大学 医学研究科　臨床感染制御学）掛屋　　弘 （209）
MSY1-3 地域保健医療での貢献　岩手県の状況について …………………… （岩手県大船渡保健所）杉江　琢美 （210）

ミニシンポジウム２	
新規抗結核薬の現状

3月27日（金）　16:40 ～ 17:40　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場）
 座長　（公益財団法人結核予防会　結核研究所）	加　藤　誠　也 （211）

MSY2-1 デラマニドの臨床適用 ……………………………………（NHO近畿中央胸部疾患センター）鈴木　克洋 （212）
MSY2-2 ベダキリン、その他の新抗結核薬 ………………………………… （結核予防会複十字病院）吉山　　崇 （213）
MSY2-3 次世代レジメンの開発 ……………………（（公財）結核予防会　結核研究所　生体防御部）土井　教生 （214）
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ミニシンポジウム３	
抗酸菌感染症の補助療法

3月27日（金）　16:30 ～ 17:30　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室）
 座長　（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　リハビリテーション科学）	千　住　秀　明 （215）

MSY3-1 活動性結核患者に対するリハビリテーション …………………………………………………………………  （216） 
　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　複十字病院　呼吸ケアリハビリセンター）吉田　直之

MSY3-2 予後改善に効果的な栄養管理 ……………………………………………………………………………………  （217） 
　　　　　　　　 （国立病院機構　奈良医療センター　内科）○玉置　伸二、久下　　隆、田村　　緑 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田中小百合、澤田　宗生、小山　友里 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有山　　豊、芳野　詠子、田村　猛夏 
　　　　　　　　　　 （奈良県立医科大学　内科学第二講座）友田　恒一、吉川　雅則、木村　　弘

MSY3-3 長期入院となる患者の精神的サポート …………… （大阪市立大学大学院　看護学研究科）秋原　志穂 （218）

ミニシンポジウム４	
結核治療の新たなアプローチ

3月27日（金）　16:40 ～ 17:40　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３）
 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）	岡　田　全　司 （219）

MSY4-1 新しい結核治療ワクチンの開発 …………………………………………………………………………………  （220） 
　　　　　　　　　　 （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

MSY4-2 ビタミン併用療法は有効か？ ……………………………………………………………………………………  （221） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （北里大学北里生命科学研究所）○赤川　清子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立国際医療研究センター　国際医療協力局）櫻田　紳策

MSY4-3 Host-Pathogen Interactionの観点から考え得る新しい治療法 ………………………………………………  （222） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （浜松医科大学　医学部　感染症学講座）○瀬戸真太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （浜松医科大学）小出　幸夫

ミニシンポジウム５	
わが国の小児結核診療における課題

3月28日（土）　12:30 ～ 13:30　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３）
 座長　（国立病院機構南京都病院小児科）	徳　永　　　　修 （223）

MSY5-1 小児を対象とした結核感染診断の現況：特にIGRAの適用について …………………………………………  （224） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京都立小児総合医療センター　呼吸器科）宮川　知士

MSY5-2 BCGワクチンに関する課題；副反応、コッホ現象、今後の方向性について ………………………………  （225） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　南京都病院　小児科）徳永　　修

MSY5-3 小児結核診療体制の現状と今後の課題 ………………… （香川大学　医学部　医学教育学）西屋　克己 （226）
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ミニシンポジウム６	
結核集団感染の抑制と対応

3月28日（土）　13:30 ～ 14:30　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３）
 座長　（山形県健康福祉部）	阿　彦　忠　之 （227）

MSY6-1 院内での集団感染対策事例から学ぶ ……………………………………………………………………………  （228） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所、西成区役所保健福祉課）○小向　　潤 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所）松本　健二、津田　侑子、笠井　　幸 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古川香奈江、齊藤　和美、蕨野由佳里 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣田　　理 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市健康局）甲田　伸一

MSY6-2 高齢者施設内での集団感染事例から学ぶ ……………………………… （岩手県中部保健所）柳原　博樹 （229）
MSY6-3 地域での集団感染対策事例から学ぶ ……………………………………………………………………………  （230） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山形県　置賜保健所）○山田　敬子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公立置賜総合病院）稲毛　　稔、平間　紀行、小坂　太祐 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中野　寛之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公立高畠病院）武田　　宰 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山形県　衛生研究所）瀬戸　順次 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山形県　健康福祉部）阿彦　忠之

ミニシンポジウム７	
DOTSの役割を考える

3月28日（土）　13:20 ～ 14:20　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5）
 座長　（公益財団法人結核予防会結核研究所）	永　田　容　子 （231）

MSY7-1 DOTSの役割を考える　医師の立場から ………………………………………………………………………  （232） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構南岡山医療センター呼吸器内科）河田　典子

MSY7-2 地域DOTSにおける病棟看護師の役割 …………… （結核予防会　複十字病院　結核病棟）井上恵美子  （233）
MSY7-3 地域連携によるDOTS-横浜市の地域DOTSについて-…

　　　　　　　　　　　　　　　　… （横浜市　健康福祉局　健康安全部　健康安全課）菅野　美穂  （234）

＜第203回ICD講習会＞

3月28日（土）　15:00 ～ 17:00　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール）
 座長（愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学）	　　　　　		三　鴨　廣　繁	  
 　 　（埼玉医科大学　総合医療センター感染症科・感染制御科）	大　野　秀　明	

１．結核接触者健診におけるIGRAsの実際	 …………………………………………………………………………………  （237）	
　 （長崎大学病院感染制御教育センター、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　臨床感染症学） 泉川　公一

２．結核病床のない病院における結核対策 …… （名古屋市立大学　呼吸器・免疫アレルギー内科学） 中村　　敦 （238）
３．精神科病院における結核集団感染事例とその対策 ………… （東京都多摩小平保健所保健対策課） 鈴木　祐子 （239）
４．高齢者結核の特徴 …………………………………… （佐賀大学　医学部　附属病院　感染制御部） 青木　洋介 （240）
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＜モーニングセミナー＞

横浜市立大学附属病院におけるLTBI診療の取り組み ………………………………………………………………………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （横浜市立大学附属病院　呼吸器内科） 山本　昌樹

3月28日（土）　7:45 ～ 8:25　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5）
座長　（公益財団法人結核予防会複十字病院　呼吸器内科）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

＜ランチョンセミナー＞

１．肺NTM症の治療―クラリスロマイシン市販後調査の成績を中心に― ………………………………………………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （NHO　近畿中央胸部疾患センター　内科） 鈴木　克洋

3月27日（金）　12:00 ～ 12:50　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール）
座長　（慶應義塾大学医学部 感染制御センター）長谷川直樹
共催：大正富山医薬品株式会社/アボットジャパン株式会社

２．肺アスペルギルス症治療と、これからの課題～耐性、抗酸菌症合併例を含めて～ ………………………………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千葉大学真菌医学研究センター臨床感染症分野） 渡辺　　哲

3月27日（金）　12:00 ～ 12:50　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場）
座長　（国立病院機構旭川医療センター　臨床研究部）藤内　　智

共催：ファイザー株式会社

３．院内結核感染対策～結核診断の遅れと対策のジレンマ～ ……………………………………………………………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京慈恵会医科大学附属第三病院） 竹田　　宏

3月27日（金）　12:00 ～ 12:50　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室）
座長　（公益財団法人結核予防会複十字病院）後藤　　元

共催：東ソー株式会社

４．最新の結核治療「結核医療の基準」に関する見解―2014年の背景 ………………………………………………
　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人国立病院機構東広島医療センター　感染症診療部） 重藤えり子

3月27日（金）　12:00 ～ 12:50　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３）
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

共催：第一三共株式会社

５．市中肺炎の治療にキノロンは妥当か？ ………………… （大阪大学医学部附属病院　感染制御部） 朝野　和典

3月27日（金）　12:00 ～ 12:50　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5）
座長　（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）門田　淳一

共催：塩野義製薬株式会社



６．デルティバ錠の適正使用について ………… （公益財団法人結核予防会複十字病院　呼吸器内科） 吉山　　崇

3月28日（土）　11:30 ～ 12:20　第１会場（長崎ブリックホール2F　大ホール） 
座長　（公益財団法人結核予防会）工藤　翔二 

共催：大塚製薬株式会社

７．New	generation	of	IGRA …………………………………………………………………………………………………  
　　　　　　　　 （Senior Director, Product and Assay Development North Americas QIAGEN） Jeff		Boyle

3月28日（土）　11:30 ～ 12:20　第２会場（長崎ブリックホール3F　国際会議場） 
座長　（公益財団法人結核予防会結核研究所　名誉所長）森　　　亨 

共催：株式会社キアゲン

８．肺抗酸菌症と肺真菌症～新しい話題～ …………………………………………………………………………………  
　　　　　　　　 （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

3月28日（土）　11:30 ～ 12:20　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３） 
座長　（独立行政法人国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器内科）小川　賢二 

共催：アステラス製薬株式会社

９．多剤耐性結核菌診断の最新の話題 …………………………… （結核予防会結核研究所　抗酸菌部） 御手洗　聡

3月28日（土）　11:30 ～ 12:20　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 
座長　（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座　病態解析・診断学分野）栁原 克紀 

共催：セフィエド合同会社

10．結核菌の増殖制御や潜在性結核の解析および、結核ワクチンの開発研究 …………………………………………  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （新潟大学大学院医歯学総合研究科 細菌学分野） 松本　壮吉

3月28日（土）　11:30 ～ 12:20　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 
座長　（独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター）岡田　全司 

共催：大日本住友製薬株式会社

＜イブニングセミナー＞

１．NTM症：罹患率増加の現状と今後の課題 …………………………（国立感染症研究所 感染制御部） 星野　仁彦

3月27日（金）　18:10 ～ 19:00　第３会場（長崎ブリックホール2F　リハーサル室） 
座長　（財団法人結核予防会 複十字病院 ・ 結核研究所）倉島　篤行 

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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２．「求められる院内感染症対策」～MRSAや真菌への対応を含めて～ ………………………………………………  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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27日（金）　18:10 ～ 19:00　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３） 
座長　（愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学）三鴨　廣繁 

共催：MSD株式会社

＜要　望　課　題＞

　　１．高齢者結核1　　

3月27日（金）　16:40 ～ 17:20　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 
座長　（長崎川棚医療センター）	川上　健司

Y-001 喀痰塗抹陰性の肺結核初期治療中に塗抹所見が陽性に転じた2症例 ………………………………………  （243） 
　　　　　　　　　　　 （北九州市立門司病院　呼吸器内科）○野田　直孝、三宅　　恵、金　　民姫 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣瀬　宣之、安元　公正

Y-002 経過中に血圧コントロールに苦慮した高齢者結核の1例 ……………………………………………………  （243） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （島根県立中央病院　感染症科）○中村　　嗣 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （島根県立中央病院　呼吸器科）久良木隆繁

Y-003 高齢化結核まん延地域における患者発見状況の分析 …………………………………………………………  （244） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市西成区役所、（公財）結核予防会結核研究所）○下内　　昭 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市西成区役所、大阪市保健所）吉田　英樹、小向　　潤 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所、大阪市浪速区役所）津田　侑子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所）松本　健二

Y-004 高齢者の肺結核死亡症例の検討 …………………………………………………………………………………  （244） 
　　　 （国家公務員共済組合連合会　吉島病院　呼吸器内科）○西野　亮平、上野沙弥香、吉岡　宏治 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎こずえ、山岡　直樹、倉岡　敏彦

　　２．高齢者結核2　　

3月27日（金）　17:20 ～ 18:00　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（長崎みなとメディカルセンター市民病院）	須山　尚史

Y-005 90歳以上の超高齢者結核の臨床像と最近の傾向 ………………………………………………………………  （245） 
　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　西別府病院　内科）○瀧川　修一、吉松　哲之、井上　聡一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大津　達也

Y-006 後期高齢者肺結核の抗結核薬治療における標準治療遵守率と最適用量の検討 ……………………………  （245） 
　　　　 （神奈川県立循環器呼吸器病センター　呼吸器内科）○千野　　遥、萩原　恵里、水堂　祐広 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中澤　篤人、関根　朗雅、北村　英也 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬場　智尚、篠原　　岳、西平　隆一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小松　　茂、小倉　高志
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Y-007 高齢者結核の現状と臨床的検討 …………………………………………………………………………………  （246） 
　　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社長崎原爆諫早病院）○江原　尚美、福島喜代康、金子　祐子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中野令伊司、松竹　豊司、久保　　亨 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学医学部第二内科）中村　茂樹、石松　祐二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学）河野　　茂

Y-008 長崎県島原半島における肺結核の現状と対策 …………………………………………………………………  （246） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （医療法人泉川病院）○泉川　欣一、三原　　智、藤田あゆみ 
　　　　　　　　 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器病態制御学）峰松明日香、河野　　茂 
　　　　　 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学）田代　将人、中村　茂樹、宮崎　泰可 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院感染制御教育センター）塚本　美鈴 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎県県南保健所）長谷川麻衣子、永野　　択

　　３．肺外結核の臨床　　

3月27日（金）　15:40 ～ 16:40　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（埼玉医科大学総合医療センター　感染症科・感染制御科）	大野　秀明

Y-009 当院呼吸器内科における眼結核治療について …………………………………………………………………  （247） 
　　　　　　 （東京都立多摩総合医療センター　呼吸器内科）○和田　曉彦、佐藤　　祐、岡本　翔一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 阪下健太郎、市岡　正彦、村田　研吾 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高森　幹雄

Y-010 当院における中枢神経結核症例の検討 …………………………………………………………………………  （247） 
　　　　　　　　 （国立病院機構東京病院　呼吸器センター）○日下　　圭、山根　　章、井手　　聡 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚美　慶英、扇谷　昌宏、井上　恵理 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田下　浩之、田村　厚久、鈴木　純子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井　英明、赤川志のぶ、小林　信之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大田　　健

Y-011 当院における粟粒結核症例についての検討 ……………………………………………………………………  （248） 
　　　　　 （国立病院機構　旭川医療センター　呼吸器内科）○山崎　泰宏、鈴木　北斗、堂下　尚志 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黒田　　光、高橋　政明、武田　昭範 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤内　　智、藤田　結花、辻　　忠克 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤兼　俊明

Y-012 肺野病変を伴わない縦隔リンパ節結核についての後方視的検討 ……………………………………………  （248） 
　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学病院感染制御センター）○藤原　　宏、長谷川直樹、杉田香代子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上蓑　義典、岩田　　敏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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呼吸器内科）朝倉　崇徳、鈴木　翔二、八木　一馬 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南宮　　湖、石井　　誠、田坂　定智 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別役　智子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学医学部呼吸器外科）渡辺　真純

Y-013 気管・気管支結核47例の臨床的検討 ……………………………………………………………………………  （249） 
　　　　　　　　　　　　 （静岡県立総合病院　呼吸器内科）○下田由季子、白井　敏博、朝田　和博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森田　　悟、宍戸雄一郎、山本　輝人 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤松　泰介、三枝　美香、櫻井　章吾 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野口　理絵、林　　一郎、鈴木　貴人
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Y-014 結核性胸膜炎についての検討 ……………………………………………………………………………………  （249） 
　　　　　　　 （公立陶生病院　呼吸器アレルギー疾患内科）○松田　俊明、谷口　博之、近藤　康博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木村　智樹、片岡　健介、横山　俊樹

　　４．外国人結核の現状と課題　　

3月27日（金）　14:50 ～ 15:40　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（大阪市西成区役所）	下内　　昭

Y-015 外国人受診者1000人超から見えてくるもの～外国人結核、外来治療の現状と課題 ……………………  （250） 
　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　第一健康相談所）○高柳喜代子、田川　斉之、伊藤　邦彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中園　智昭、町田　和子、杉田　博宣 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山口　智道、島尾　忠男 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　外国人結核相談室）須小みどり 
　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　対策支援部　保健看護学科）永田　容子

Y-016 当院における外国人結核症例についての検討 …………………………………………………………………  （250） 
 （独立行政法人　国立病院機構　愛媛医療センター　呼吸器内科）○佐藤　千賀、渡邉　　彰、植田　聖也 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市木　　拓、阿部　聖裕

Y-017 当院における外国人結核患者の現状について …………………………………………………………………  （251） 
　　　　　 （埼玉県立循環器呼吸器病センター　呼吸器内科）○伊藤　晶彦、篠原和歌子、河手絵理子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太田　池恵、小田島丘人、蘇原　慧怜 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田村　仁樹、石黒　　卓、高久洋太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鍵山　奈保、倉島　一喜、柳澤　　勉 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高柳　　昇、杉田　　裕

Y-018 結核病棟における外国人患者看護の問題点の後方視的検討 …………………………………………………  （251） 
 （独立行政法人　国立病院機構　三重中央医療センター　西７階呼吸器感染症病棟）○尾市沙弥香、高木　祐希、西村奈保美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上山　千春、森本　晴奈、藤村　敦子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雲井　直美、杉山佳代子、岡野　智仁 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西井　洋一、藤本　　源、井端　英憲 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大本　恭裕、中村　卓巨

Y-019 当院における外国人結核患者の臨床的検討 ……………………………………………………………………  （252） 
　　 （独立行政法人国立病院機構東京病院　呼吸器センター）○安藤　孝浩、鈴木　純子、渡邉かおる 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武田　啓太、横山　　晃、宮川　英恵 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大島　信治、益田　公彦、松井　弘稔 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山根　　章、田村　厚久、永井　英明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤川志のぶ、小林　信之、大田　　健

　　５．稀な非結核性抗酸菌症1　　

3月28日（土）　8:30 ～ 9:20　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（国立病院機構福岡病院）	岩永　知秋

Y-020 びまん性細気管支炎型 M.kansasii 症の1例 ……………………………………………………………………  （252） 
　　 （国立病院機構　茨城東病院　内科診療部　呼吸器内科）○斎藤　武文、金澤　　潤、中澤真理子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 櫻井　啓文、根本　健司、高久多希朗 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大石　修司、林原　賢治
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Y-021 自動縫合器による肺切除縫合線に結節像を形成し，悪性腫瘍の再発との鑑別に苦慮した非定型抗酸菌症
（NTM）の2例 ………………………………………………………………………………………………………  （253） 
　　　　　　　　　　　　　　 （市立札幌病院　呼吸器外科）○田中　明彦、櫻庭　　幹、椎谷　洋彦 
　　　　　　　　　　　　　　 （市立札幌病院　呼吸器内科）楠堂　晋一、泉　　寛志、本村　文宏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋江　研志 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （市立札幌病院　病理科）辻　　隆裕、秋元真祐子、深澤雄一郎

Y-022 Mycobacterium fortuitumによる肺感染症の1例 …………………………………………………………………  （253） 
　　　　　　　 （国立病院機構長良医療センター呼吸器内科）○大西　涼子、戸田　有紀、浅野　幸市 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魲　　稔隆、安田　成雄、佐野　公泰 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加藤　達雄

Y-023 Mycobacterium abscessusによる多発性壊死性リンパ節炎をきたした１例 ………………………………  （254） 
　　　　　　　　　 （産業医科大学　医学部　呼吸器内科学）○田原　正浩、渡橋　　剛、生越　貴明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山崎　　啓、石本　裕士、矢寺　和博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 迎　　　寛

Y-024 AIDS治療中にMycobacterium genavenceによる播種性非結核性抗酸菌症を合併した1例 …………………  （254） 
　　　　　　　　　　　　　 （岩手県立中央病院　呼吸器科）○佐々島朋美、宇部　健治、守　　義明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （岩手県予防医学協会）武内　健一

　　６．稀な非結核性抗酸菌症2　　

3月28日（土）　9:20 ～ 10:10　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（新潟大学医歯学総合病院）	鈴木　榮一

Y-025 当院におけるnon-MAC NTM感染症26例の臨床的検討 ………………………………………………………  （255） 
 （長崎大学大学院医歯薬総合研究科　呼吸器病態制御学（第二内科））○吉田　將孝、中村　茂樹、平山　達郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大島　一浩、武田　和明、井手昇太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩永　直樹、峰松明日香、平野　勝治 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梶原　俊毅、高園　貴弘、栗原慎太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塚本　美鈴、宮崎　泰可、河野　　茂 
　　　　　　　　　　 （長崎大学大学院医歯薬総合研究科　臨床感染症学）田代　将人、泉川　公一 
　 （長崎大学大学院医歯薬総合研究科　臨床検査医学（検査部））小佐井康介、森永　芳智、栁原　克紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学医学部　保健学科）田代　隆良

Y-026 肺Mycobacterium scrofulaceum症の臨床的特徴 ……………………………………………………………  （255） 
 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科、NTM-TRC（NTM-Tokyo Research Consortium））○鈴木　翔二、石井　　誠、南宮　　湖 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八木　一馬、朝倉　崇徳、浅見　貴弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田坂　定智 
 （国立国際医療研究センター病院、NTM-TRC（NTM-Tokyo Research Consortium））森野英里子、高崎　　仁 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立国際医療研究センター病院）石井　　聡 
 （慶應義塾大学　医学部　感染制御センター、NTM-TRC（NTM-Tokyo Research Consortium））上蓑　義典、藤原　　宏、長谷川直樹 
　 （慶應義塾大学　保健管理センター、NTM-TRC（NTM-Tokyo Research Consortium））西村　知泰 
　　　 （国立感染症研究所感染制御部、NTM-TRC（NTM-Tokyo Research Consortium））星野　仁彦 
 （公益財団法人結核予防会複十字病院呼吸器センター、NTM-TRC（NTM-Tokyo Research Consortium））倉島　篤行
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Y-027 肺Mycobacterium lentiflavum症の3例の検討 …………………………………………………………………  （256） 
 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科、NTM-TRC(NTM-Tokyo Research Consortium)）○八木　一馬、石井　　誠、南宮　　湖 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 朝倉　崇徳、鈴木　翔二、浅見　貴弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田坂　定智 
 （公益財団法人結核予防会 複十字病院 呼吸器センター、NTM-TRC(NTM-Tokyo Research Consortium)）森本　耕三、倉島　篤行 
 （慶應義塾大学 医学部 感染制御センター、NTM-TRC(NTM-Tokyo Research Consortium)）上簑　義典、藤原　　宏、長谷川直樹 
　　　 （慶應義塾大学 保健管理センター、NTM-TRC(NTM-Tokyo Research Consortium)）西村　知泰 
　　　　 （国立感染症研究所 感染制御部、NTM-TRC(NTM-Tokyo Research Consortium)）星野　仁彦

Y-028 獨協医科大学で同定・感受性試験を行った迅速発育菌の臨床的，微生物学的解析 ………………………  （256） 
 （獨協医科大学病院　臨床検査センター、獨協医科大学　感染制御センター）○鈴木　弘倫、岡本　友紀、吉田　　敦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （獨協医科大学　呼吸器・アレルギー内科）吉川弥須子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （獨協医科大学　感染制御センター）奥住　捷子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （獨協医科大学病院　臨床検査センター）菱沼　　昭 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核研究所）鹿住　祐子

Y-029 Mycobacterium mageritenseカテーテル関連血流感染症の小児例 ……………………………………………  （257） 
　　　　 （愛知医科大学病院　感染症科、愛知医科大学病院　感染制御部）○山岸　由佳、三鴨　廣繁

　　７．治療に難渋した抗酸菌感染症　―症例検討―　　

3月28日（土）　12:30 ～ 13:20　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（長崎大学病院第二内科）	中村　茂樹

Y-030 抗結核薬に伴うDRESS症候群、薬剤性肝障害に難渋した一例 ………………………………………………  （257） 
　　　　　　 （公立陶生病院　呼吸器・アレルギー疾患内科）○鈴木　　淳、谷口　博之、近藤　康博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木村　智樹、片岡　健介、松田　俊明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横山　俊樹

Y-031 右肺全摘術後の気管支断端瘻に対し瘻孔充填術を施行したが補綴材による気道閉塞を来した難治性肺NTM症
（M.avium）の1例 …………………………………………………………………………………………………  （258） 
　　　　　　 （富山大学　附属病院　感染症科）○河合　暦美、芦澤　信之、鳴河　宗聡、山本　善裕 
　　　　　　 （富山大学　附属病院　第一外科）峠　　正義、仙田　一貫、土岐　善紀、芳村　直樹 
　　　　　　　　　　　 （金沢大学　附属病院　呼吸器内科）酒井　珠美、早稲田優子、笠原　寿郎

Y-032 難治性肺結核治療中に、菌交代によるM. chelonae肺感染症を発症した一例 ………………………………  （258） 
 （長崎大学大学院医歯薬総合研究科　呼吸器病態制御学（第二内科））○吉田　將孝、中村　茂樹、平山　達郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大島　一浩、武田　和明、井手昇太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩永　直樹、峰松明日香、平野　勝治 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梶原　俊毅、高園　貴弘、栗原慎太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塚本　美鈴、宮崎　泰可、河野　　茂 
　　　　　　　　　　 （長崎大学大学院医歯薬総合研究科　臨床感染症学）田代　将人、泉川　公一 
 （長崎大学大学院医歯薬総合研究科　臨床検査医学（検査部））小佐井康介、森永　芳智、栁原　克紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学医学部　保健学科）田代　隆良

Y-033 特異な発症経過を呈した粟粒結核症例 …………………………………………………………………………  （259） 
　　　　　　　　　　　　　　 （諫早総合病院　呼吸器内科）○伊藤　裕也、近藤　　晃、井上　祐一 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第2内科）高園　貴弘、中村　茂樹、宮崎　泰可 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）栁原　克紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学　臨床感染症学講座）泉川　公一
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Y-034 診断・治療に難渋した結核菌による心臓血管外科術後創部感染の1例 ……………………………………  （259） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （東邦大学　医療センター　大橋病院　院内感染対策室）中山　晴雄

＜一　般　演　題＞

　　1．免疫学　　

3月27日（金）　10:30 ～ 11:20　第４会場（長崎ブリックホール3F　会議室１－３） 

座長　（大分記念病院）	杉崎　勝教

O-001 急性期病院における2種類のインターフェロンγ遊離試験結果比較 ………………………………………  （263） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大崎市民病院　感染管理部）大石　貴幸

O-002 ベトナムにおける多剤耐性結核患者の全血中マイクロRNAと免疫関連遺伝子発現量の関連 ……………  （263） 
　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　生体防御部）○土方美奈子、松下　育美、慶長　直人

O-003 効果的なワクチン開発のための結核特異抗原に対する液性免疫の解析 ……………………………………  （264） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立感染症研究所　感染制御部）○星野　仁彦 
　　　　　　　 （大阪市立大学　大学院医学研究科　細菌学）仁木満美子、仁木　　誠、金子　幸弘 
　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　複十字病院）吉山　　崇、森本　耕三、倉島　篤行 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 後藤　　元、工藤　翔二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人　国立病院機構　東京病院）永井　英明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （新潟大学　地域疾病制御医学専攻　細菌学）松本　壮吉

O-004 結核免疫に及ぼす血清脂質の影響 ………………………………………………………………………………  （264） 
　　　　　　　 （大阪市立大学大学院　医学研究科　細菌学）○金子　幸弘、井上　　学、仁木満美子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西内由紀子 
　 （新潟大学医学部医学研究科　地域疾病制御医学専攻　国際感染医学大講座　細菌学）松本　壮吉 
　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市立大学大学院　医学研究科　臨床感染制御学）掛屋　　弘

O-005 BCG副反応事例株における遺伝子変異と宿主細胞に対する作用の解析 ……………………………………  （265） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （名古屋市立大学　大学院　薬学研究科　衛生化学）○瀧井　猛将 
　　　 （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）吉田志緒美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （神戸市保健所）有川健太郎、藤山　理世、岩本　朋忠

　　2．免疫抑制宿主の結核　　

3月27日（金）　8:30 ～ 9:10　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）	斎藤　武文

O-006 日本における生物学的製剤で発症した結核患者数と結核による死亡者数 …………………………………  （265） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪府結核予防会　大阪病院）松本　智成

O-007 結核合併関節リウマチ患者27名に対する抗TNF製剤および抗IL-6受容体抗体製剤投与の安全性（続報）  （266） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪府結核予防会　大阪病院）松本　智成

O-008 ステロイド全身投与中に発症した、若年者における肺結核症例に関する検討 ……………………………  （266） 
　　　　　　　　 （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、成田赤十字病院　内科）古矢　裕樹
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O-009 皮膚筋炎に対してステロイドおよび免疫抑制剤による加療中に発症した播種性Mycobacterium avium症の1例  
 ………………………………………………………………………………………………………………………  （267） 
　　　　　　　　　　　 （徳島大学病院　呼吸器膠原病内科）○荻野　広和、豊田　優子、中野万有里 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東　　桃代、埴淵　昌毅、西岡　安彦

　　3．疫学・管理1　　

3月27日（金）　9:10 ～ 10:00　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室４・５） 

座長　（千葉大学医学部附属病院感染症管理治療部）	猪狩　英俊

O-010 結核病床を有さない一般病院における結核診療の現状 ………………………………………………………  （267） 
　　　　　　　　　　　　 （龍ケ崎済生会病院　呼吸器内科）○宮崎　邦彦、佐藤　信也、児玉　孝秀 
　　　　　　　　　　　　　　　 （龍ケ崎済生会病院　呼吸器内科、筑波大学附属病院）田口　眞人

O-011 初発患者との接触後3年以上を経過して肺結核を発症した症例を含む集団感染事例 ……………………  （268） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （千葉大学　真菌医学研究センター　臨床感染症分野）○渡辺　　哲 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千葉県市原健康福祉センター）杉戸　一寿 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国保直営総合病院君津中央病院呼吸器内科）志村　龍飛 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構東佐賀病院内科）小江　俊行

O-012 日本の結核登録者情報調査と欧米諸国の結核サーベイランス情報収集項目の比較検討 …………………  （268） 
 （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、大角　晃弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　臨床疫学部）内村　和広

O-013 当院における結核入院患者に対する病棟薬剤師の役割 ………………………………………………………  （269） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （公立陶生病院　薬剤部）○齊藤　将之、宮島　紀彦、岩津慎次郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　直人、鷹見　繁宏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公立陶生病院　看護部）和田まゆみ、田中　里美 
　　　　　　　　 （公立陶生病院　呼吸器・アレルギー内科）松田　俊明、木村　智樹、近藤　康博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷口　博之

O-014 東京都における保健所管轄区域別罹患率の状況 ………………………………………………………………  （269） 
　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会結核研究所　臨床疫学部）○河津　里沙、泉　　清彦

　　4．疫学・管理2　　

3月27日（金）　10:00 ～ 10:50　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（関西大学社会安全学部）	高鳥毛敏雄

O-015 地域を巻き込んだ肺結核集団感染事例から学ぶこと …………………………………………………………  （270） 
　　　　　　　　　　　　　 （一宮市立市民病院呼吸器内科）○松本　政実、笠原　嵩翔、伊藤　貴康 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高木　達矢、水野　秀和、堀尾美穂子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 齋藤　裕子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （一宮保健所）澁谷いづみ

O-016 結核病床を持たない市中病院の職員検診におけるT-SPOT導入による管理 …………………………………  （270） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山口赤十字病院　内科）國近　尚美

O-017 新宿区の住居不定者における結核の状況　 ……………………………………………………………………  （271） 
　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会結核研究所　臨床疫学部）○河津　里沙、内村　和広 
　　　　　　　　　　　　　　　 （新宿区保健所　保健予防課）窪田　ゆか、櫻本万紀子、神楽岡　澄 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 榊原麻里絵、渡部　裕之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会結核研究所）石川　信克
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O-018 当院における肺結核診療の現況 …………………………………………………………………………………  （271） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （諫早総合病院　呼吸器内科）○近藤　　晃、井上　祐一 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第2内科）高園　貴弘、中村　茂樹、宮崎　泰可 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）栁原　克紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学　臨床感染症学講座）泉川　公一

O-019 先進国の中で唯一の結核問題を解決できないロンドンの事情 ………………………………………………  （272） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （関西大学　社会安全学部　社会安全研究科）高鳥毛敏雄

　　5．非結核性抗酸菌症1（アスペルギルス合併）　　

3月27日（金）　14:20 ～ 15:00　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（千葉大学真菌医学研究センター　臨床感染症分野）	渡辺　　哲

O-020 マウスモデルを用いた肺非結核性抗酸菌症がアスペルギルスの定着・感染に与える影響の検討 ………  （272） 
 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　呼吸器病態制御学（第二内科）、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座（検査部））○武田　和明、賀来　敬仁 
 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　呼吸器病態制御学（第二内科））吉田　将孝、井手昇太郎、岩永　直樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平野　勝治、峰松明日香、高園　貴弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　茂樹、宮崎　泰可、田代　隆良 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河野　　茂 
 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座（検査部））小佐井康介、森永　芳智、栁原　克紀 
　　 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　感染免疫学講座）田代　将人、栗原慎太郎、塚本　美鈴 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （佐世保市立総合病院　呼吸器内科）今村　圭文

O-021 肺非結核性抗酸菌症と慢性肺アスペルギルス症との関連の検討 ……………………………………………  （273） 
 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　呼吸器病態制御学（第二内科）、長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座（検査部））○武田　和明、賀来　敬仁、小佐井康介 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森永　芳智 
 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　呼吸器病態制御学（第二内科）、長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　感染免疫学講座）田代　将人、栗原慎太郎、塚本　美鈴 
 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　呼吸器病態制御学（第二内科））吉田　将孝、井手昇太郎、岩永　直樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平野　勝治、峰松明日香、高園　貴弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　茂樹、宮崎　泰可、田代　隆良 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河野　　茂 
　　　　　　　　 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座（検査部））栁原　克紀 
　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　感染免疫学講座）泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （佐世保市立総合病院　呼吸器内科）今村　圭文

O-022 活動性肺非結核性抗酸菌症に活動性慢性進行性肺アスペルギルス症を合併した16例の臨床的検討 ……  （273） 
　　　　　　　 （国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器内科）○林　　悠太、小川　賢二、山田　憲隆 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中村　俊信、垂水　　修、足立　　崇 
 （国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器内科、国立病院機構　東名古屋病院　臨床研究部）中川　　拓

O-023 肺非結核性抗酸菌症に緑膿菌およびアスペルギルスの混合感染を来した症例の検討 ……………………  （274） 
　　　　　　　　　　　 （佐世保市立総合病院　呼吸器内科）○福田　雄一、今村　圭文、住吉　　誠 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深堀　　範 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）宮崎　泰可、河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　感染制御教育センター）泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）栁原　克紀
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　　6．肺外結核・特殊な結核1　　

3月27日（金）　15:00 ～ 15:50　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（東京都立多摩総合医療センター）	村田　研吾

O-024 胸囲結核の一例 ……………………………………………………………………………………………………  （274） 
　　　　　　　　　　　　 （浜松医療センター　呼吸器内科）○矢野　利章、青島洋一郎、田中　和樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小笠原　隆、笠松　紀雄

O-025 腸結核に罹患後、約60年経過して腹壁結核を発症した肺外結核の1症例 …………………………………  （275） 
　　　　　　　　　　　　 （天心堂へつぎ病院　呼吸器内科）○大濱　　稔、岡　　宏亮、小宮　幸作 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 首藤　　治、松本　泰祐 
　　　　　　　　　　　　　　 （大分大学医学部呼吸器感染症内科学講座）梅木　健二、門田　淳一

O-026 結核合併妊娠と分娩におけるチーム医療の重要性 ……………………………………………………………  （275） 
　　　　　 （島根大学医学部付属病院　呼吸器・臨床腫瘍学）○林　　美香、竹山　博泰、堀田　尚誠 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木庭　尚哉、沖本　民生、津端由佳理 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 星野　鉄兵、濱口　俊一、大江　美紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 須谷　顕尚、粟屋　幸一、礒部　　威

O-027 喘息と診断され診断まで時間を要した妊婦気管支結核の一例 ………………………………………………  （276） 
　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症内科）○釣永　雄希、野田　昌宏、田村　嘉孝 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韓　　由紀、橋本　章司、永井　崇之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川瀬　一郎 
　　　　　　　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　臨床検査科）小野原健一、吉多　仁子

O-028 当センターで過去3年間に経験した妊婦結核とその児の検討 ………………………………………………  （276） 
　　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 感染症内科）○釣永　雄希、野田　昌宏、田村　嘉孝 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 韓　　由紀、橋本　章司、永井　崇之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川瀬　一郎 
　　　　　　　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　臨床検査科）小野原健一、吉多　仁子

　　7．肺外結核・特殊な結核2　　

3月27日（金）　15:50 ～ 16:40　第５会場（長崎ブリックホール3F　会議室4・5） 

座長　（国立病院機構愛媛医療センター）	阿部　聖裕

O-029 出産後に急激に悪化を来し胸腔ドレナージ留置が必要となった結核性胸膜炎の1例 ……………………  （277） 
 （独立行政法人　国立病院機構　三重中央医療センター　呼吸器科）○岡野　智仁、西井　洋一、藤本　　源 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井端　英憲、大本　恭裕 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （同　呼吸器外科）樽川　智人、安達　勝利 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （同　細菌検査室）植田真理子、中野　　学 
　　　　　　　　　　　　　　　 （三重大学医学部附属病院　呼吸器内科）小林　　哲、田口　　修

O-030 治療に難渋した結核性髄膜炎の1例 ……………………………………………………………………………  （277） 
　　　　　　 （千葉大学 医学部附属病院 感染症管理治療部）○竹内　典子、谷口　俊文、猪狩　英俊

O-031 診断に苦慮した血液透析中の結核性腹膜炎、肺結核患者の1例 ……………………………………………  （278） 
　　　　　　　　　　　 （一宮市立市民病院　呼吸器内科）○堀尾美穂子、齋藤　裕子、松本　政実 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 笠原　嵩翔
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O-032 活動性結核の診断に難渋した手指の結核性腱鞘滑膜炎の１例 ………………………………………………  （278） 
　　 （福井大学　医学部　病態制御医学講座　内科学（３））○酒井　啓行、安斎　正樹、梅田　幸寛 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森川　美羽、門脇麻衣子、本定　千知 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 飴嶋　慎吾、石塚　　全 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （福井大学　医学部　看護学科）石崎　武志

O-033 当院にて経験した気管、気管支結核の3症例 …………………………………………………………………  （279） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （一宮市立市民病院）○笠原　嵩翔、堀尾美穂子、齋藤　裕子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本　政実

　　8．結核の看護・保健活動1　　

3月27日（金）　8:30 ～ 9:30　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（三重中央医療センター）	井端　英憲

O-034 外来DOTSを導入して～地域へ向けて～ ………………………………………………………………………  （279） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （群馬大学医学部附属病院　看護部）○吉野　優子、大嶋　圭子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （病態制御内科学　呼吸器・アレルギー内科）久田　剛志

O-035 DOTS対象者に対するアンケート-よりよいDOTSを目指して- ………………………………………………  （280） 
　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所　感染症対策課）○古川香奈江、松本　健二、小向　　潤 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣田　　理、津田　侑子、齊藤　和美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 笠井　　幸

O-036 院内DOTSの継続性の評価　 ……………………………………………………………………………………  （280） 
 （社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院）○田中恵梨子、颯田千絵子、小野　五月 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山下　　悠、松井　　隆

O-037 地域DOTSに向けて～退院後の生活リズムを見据えたDOTSを試みて～ ……………………………………  （281） 
　　　　　　　　　　 （結核予防会　複十字病院　結核病棟）○三浦　瑞枝、井上恵美子、小出美智子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　複十字病院　薬剤科）鈴木　裕章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　複十字病院　外来）東　　陽子

O-038 地域での結核診療の課題－結核ユニットのＤＯＴＳカンファレンスの現状と課題－ ……………………  （281） 
　　　　　　　　　　　　　　 （ＮＨＯ　愛媛医療センター）○篠原　智子、神野三千代、武知さつき 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐久間千代子、阿部　聖裕

O-039 複十字病院外来におけるDOTS支援の現状 ……………………………………………………………………  （282） 
　　　　　　　　　 （公益財団法人 結核予防会　複十字病院）○東　　陽子、三浦　瑞枝、小出美智子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井上恵美子

　　9．結核の看護・保健活動2　　

3月27日（金）　9:30 ～ 10:30　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（化学療法研究所附属病院・呼吸器センター感染症科）	和田　雅子

O-040 秋田県版服薬中断リスク判定表によるリスク分析 ……………………………………………………………  （282） 
　　　　　　　　　　　　 （市立秋田総合病院　8階北病棟）○佐藤　志子、宮崎　尚美、本間　光信

O-041 当院における治療中断リスク表の活用～入院中から活用することの効果について～ ……………………  （283） 
　　　　　　　　 （地方行政独立法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院）○加藤久美子、乙黒　恵子

O-042 結核の治癒を目指す患者発信型「飲みきるミカタ」アプリの検討 …………………………………………  （283） 
　　　　　　　 （公益財団法人　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
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O-043 結核入院患者の服薬アドヒアランス尺度作成の試み …………………………………………………………  （284） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山口大学大学院　医学系研究科）○藤村　一美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市立大学大学院看護学研究科）秋原　志穂

O-044 結核病棟入院時の結核指導後テストに対する意識調査から見えた課題 ……………………………………  （284） 
　　　　　　　　 （一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院）○竹中日登美、森下　美幸、山田　淳子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本　智成

O-045 当センターにおける結核治療脱落者ゼロを目指した取り組み ………………………………………………  （285） 
　　　　　　　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）○堺　　幸子、永井　崇之、平田　明美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亀田　祥子

　　10．結核の看護・保健活動3　　

3月27日（金）　10:30 ～ 11:20　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（千葉大学総合安全衛生管理機構）	潤間　励子

O-046 奈良に結核を広めない会カンファレンス（ATAC in NARA）の14年目の新しい取り組み ………………  （285） 
　 （東京都結核予防会、独立行政法人国立病院機構奈良医療センター、奈良産業保健推進連絡事務所）○畠山　雅行 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人国立病院機構奈良医療センター）田村　猛夏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （奈良産業保健推進連絡事務所）玉置　伸二

O-047 当院における結核診療の現状 ……………………………………………………………………………………  （286） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （群馬大学医学部附属病院　看護部）○大嶋　圭子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （病態制御内科学　呼吸器・アレルギー内科）久田　剛志 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （感染制御部）徳江　　豊

O-048 結核セミナーにおける感染管理認定看護師と保健所の連携 …………………………………………………  （286） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （高砂市民病院）中島　博美

O-049 結核病棟の入院継続困難による退院・転院の状況 ……………………………………………………………  （287） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会結核研究所）○永田　容子、小林　典子

O-050 隔離状況下における結核患者がアメニティルームに求めるもの ……………………………………………  （287） 
 （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）○武田　法子、亀田　祥子、堺　　幸子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平田　明美

　　11．非結核性抗酸菌症2　　

3月27日（金）　13:50 ～ 14:40　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（産業医科大学）	迎　　　寛

O-051 肺非結核性抗酸菌症における嫌気性菌の関与 …………………………………………………………………  （288） 
　　　　　　　　　 （産業医科大学　医学部　呼吸器内科学）○山崎　　啓、矢寺　和博、川波　敏則 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生越　貴明、渡橋　　剛、石本　　裕 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 迎　　　寛

O-052 非結核性抗酸菌症における肺癌治療の影響の検討 ……………………………………………………………  （288） 
　　　　　　　　 （NHO 近畿中央胸部疾患センター　内科）○辻　　泰佑、木村　洋平、直木　陽子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倉原　　優、蓑毛祥次郎、橘　　和延 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 林　　清二、鈴木　克洋 
　　　　　　　　　 （NHO 近畿中央胸部疾患センター　臨床研究センター）露口　一成、杉本　親寿 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （NHO 近畿中央胸部疾患センター　病理）北市　正則
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O-053 肺非結核性抗酸菌症と肺癌を合併した4症例 …………………………………………………………………  （289） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）○平山　達朗、中村　茂樹、高園　貴弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎　泰可、田代　隆良、河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）森永　芳智、栁原　克紀 
　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　感染制御教育センター）田代　将人、塚本　美鈴、泉川　公一

O-054 非結核性肺抗酸菌症診断における内視鏡検査の取り入れについての検討 …………………………………  （289） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （佐々木研究所附属　杏雲堂病院　呼吸器科）○高橋　英介 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人　国立病院機構　新潟病院　内科）高原　　誠 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （都立　大塚病院　外科）輿石　晴也

O-055 気管洗浄液培養で診断された肺Mycobacterium avium complex症の長期臨床経過 …………………………  （290） 
　　　　　　　　 （国立病院機構　刀根山病院　呼吸器内科）○揚塩　文崇、北田　清悟、押谷　洋平 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香川　浩之、矢野　幸洋、藤川　健弥 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森　　雅秀、前倉　亮治

　　12．非結核性抗酸菌症3　　

3月27日（金）　14:40 ～ 15:40　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（川崎医科大学呼吸器内科）	小橋　吉博

O-056 当院における最近の肺MAC症の臨床的検討 ……………………………………………………………………  （290） 
　　　　　　　　　　　　　　 （柏市立柏病院　呼吸器内科）○駒崎　義利、倉重　理絵、井上信一郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋月　憲一

O-057 当院における肺非結核性抗酸菌症の検討 ………………………………………………………………………  （291） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （福岡大学病院呼吸器内科）○松本　武格、平野　涼介、藤田　昌樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡辺憲太朗

O-058 非HIV感染者における非結核性抗酸菌菌血症に関する臨床的検討 …………………………………………  （291） 
　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　感染制御センター）○上蓑　義典、藤原　　宏、杉田香代子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩田　　敏、長谷川直樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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　呼吸器内科）石井　　誠、田坂　定智

O-059 当院における肺MAC症患者の不安と健康関連QOLの検討 ……………………………………………………  （292） 
　　　　　　 （国立病院機構天竜病院　呼吸器アレルギー科）○藤坂　由佳、白井　正浩、金井　美穂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤田　　薫、伊藤　靖弘、早川　啓史

O-060 Mycobacterium aviumが原因と考えられた胸膜炎の1例 ………………………………………………………  （292） 
　　　　　　　　　 （産業医科大学　医学部　呼吸器内科学）○内藤　圭祐、赤田憲太朗、生越　貴明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山崎　　啓、渡橋　　剛、川波　敏則 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石本　裕士、矢寺　和博、迎　　　寛

O-061 当院における抗酸菌性胸膜炎の検討 ……………………………………………………………………………  （293） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （NHO　姫路医療センター）○加藤　智浩、白石　幸子、花岡　健司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塚本　宏壮、水守　康之、守本あきえ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐々木　信、河村　哲治、中原　保治 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 望月　吉郎
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　　13．病態（免疫学的診断法）　　

3月27日（金）　16:40 ～ 17:30　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（（公財）結核予防会　札幌複十字総合健診センター）	西村　伸雄

O-062 当院において結核と診断された39例のT-SPOTの検討 ………………………………………………………  （293） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （刈谷豊田総合病院）○岡　　圭輔、武田　直也、吉田　憲生 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加藤　聡之、岩田　　勝

O-063 当院におけるTスポットを施行した症例の検討 ………………………………………………………………  （294） 
 （独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　呼吸器内科）○野田　和司、山本　雅美、玄　　崇永 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 諸澤　美佳、龍華　祥雄、福島　　曜 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野崎　裕広

O-064 活動性結核患者のIGRA偽陰性化に関わる因子の検討 …………………………………………………………  （294） 
　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　生体防御部）○松下　育美、土方美奈子、慶長　直人 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器内科）小林　信之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立国際医療研究センター　国際医療協力局）櫻田　紳策 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （免疫診断研究所）樋口　一恵、原田　登之

O-065 当院における肺結核症における様々な病態でのQuantiFERON TB-3G （QFT-GIT）とT-SPOT. TBの比較検討  （295） 
　　　　　 （東京慈恵会医科大学附属第三病院　呼吸器内科）○劉　　　楷、金子　有吾、川本　浩徳 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬場　優里、齋藤那由多、藤崎　育実 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡辺　　翔、堀切つぐみ、関　　　文 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木下　　陽、齋藤　桂介 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京慈恵会医科大学附属第三病院　感染制御部）竹田　　宏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京慈恵会医科大学附属病院　呼吸器内科）桑野　和善

O-066 ステロイドにおけるIGRA検査の利用実態調査 …………………………………………………………………  （295） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院検査部）○森永　芳智、増田　真吾、武田　和明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 賀来　敬仁、赤松　紀彦、松田　淳一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小佐井康介、栁原　克紀

　　14．潜在性結核感染症　　

3月27日（金）　17:30 ～ 18:10　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（国立病院機構松江医療センター）	矢野　修一

O-067 LTBI症例における血清抗体を用いた前発病状態の検出 ………………………………………………………  （296） 
　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構刀根山病院　内科）○藤川　健弥、北田　清悟、前倉　亮治 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （新潟大学大学院　医歯学総合研究科　細菌学分野）松本　壮吉

O-068 潜在性結核感染症登録患者数の増加と減少の要因に関する全国保健所調査 ………………………………  （296） 
　　　　 （（公財）結核予防会　結核研究所　臨床・疫学部）○大角　晃弘、吉松　昌司、内村　和広 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊藤　邦彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （（公財）結核予防会　結核研究所）加藤　誠也

O-069 慢性腎臓病患者における潜在性結核感染症 ……………………………………………………………………  （297） 
　　　 （東北大学　災害科学国際研究所　災害感染症学分野）○白鳥ベアタ、芦野　有悟、服部　俊夫 
　　　　　　　　　　 （東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科）宮澤恵実子、青木　　聡、宮崎真理子

77



O-070 家族内における潜在性結核感染症状の把握に胸部CTが有効であった事例 …………………………………  （297） 
　　　　　　　　　　　　 （静岡県立総合病院　呼吸器内科）○宍戸雄一郎、林　　一郎、三枝　美香 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下田由季子、鈴木　貴人、野口　理絵 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 望月　栄佑、櫻井　章吾、赤松　泰介 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森田　　悟、朝田　和博、白井　敏博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （静岡県立総合病院　臨床検査科）佐々木理恵

　　15．化学療法・新しい治療法1　　

3月27日（金）　8:30 ～ 9:30　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（国立病院機構高知病院）	大串　文隆

O-071 肺非結核性抗酸菌症に対するアミドグリコシド系抗菌薬吸入療法導入例の検討 …………………………  （298） 
　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科）○八木　一馬、石井　　誠、南宮　　湖 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 朝倉　崇徳、鈴木　翔二、浅見　貴弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田坂　定智、別役　智子 
　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　感染制御センター）加茂　徹郎、上簑　義典、藤原　　宏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長谷川直樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学保健管理センター）西村　知泰

O-072 肺MAC症増悪例におけるカナマイシン追加投与の検討 ………………………………………………………  （298） 
　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器センター）○渡邉　直昭、佐藤　亮太、宮川　和子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 光根　　歩、奥田　謙一、鈴木亜衣香 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川島　正裕、大島　信治、鈴木　純子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益田　公彦、松井　弘稔、山根　　章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田村　厚久、永井　英明、赤川志のぶ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小林　信之、大田　　健

O-073 肺NTM症マウスモデルに対するクラリスロマイシン経口／アミカシン吸入併用療法の効果 ……………  （299） 
 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　呼吸器病態制御学（第2内科））○井手昇太郎、中村　茂樹、武田　和明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高園　貴弘、島村真太郎、栗原慎太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎　泰可、田代　隆良、河野　　茂 
　　　　　　　　　 （長崎大学病院　感染制御教育センター）田代　将人、塚本　美鈴、泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）小佐井康介、森永　芳智、栁原　克紀

O-074 イソニアジド耐性結核におけるレボフロキサシンの有用性について ………………………………………  （299） 
　　　　　　　　　　　 （NHO　東京病院　呼吸器センター）○横山　　晃、益田　公彦、武田　啓太 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安藤　孝浩、宮川　英恵、鈴木　　淳 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　純子、山根　　章、田村　厚久 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井　英明、松井　弘稔、赤川志のぶ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小林　信之、大田　　健

O-075 当院における多剤耐性肺結核患者へのリネゾリド使用経験についての検討 ………………………………  （300） 
　　　　　　 （財団法人結核予防会複十字病院　呼吸器内科）○伊　　麗娜、吉山　　崇、松田　周一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大澤　武司、國東　博之、森本　耕三 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奥村　昌夫、吉森　浩三、佐々木結花 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倉島　篤行、尾形　英雄、後藤　　元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工藤　翔二
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O-076 新しい結核治療ワクチンの開発と臨床応用に向けた前臨床試験の計画 ……………………………………  （300） 
 （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、井上　義一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 露口　一成、林　　清二、喜多　洋子

　　16．化学療法・新しい治療法2　　

3月27日（金）　9:30 ～ 10:20　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（長岡赤十字病院）	佐藤　和弘

O-077 患者の高齢化が進む今日の抗結核化学療法－標準治療(A)についての検討－ ………………………………  （301） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （市立秋田総合病院　呼吸器内科）○本間　光信、伊藤　武史

O-078 当院における結核治療の現状－副作用出現後の対応も含めて－ ……………………………………………  （301） 
　　　　　　　　　　　　 （岡山県健康づくり財団附属病院）○福田　智子、玉置　明彦、坪田　典之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西井　研治

O-079 抗結核薬による薬疹および薬剤熱に対する減感作療法の臨床的検討 ………………………………………  （302） 
　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器センター）○光根　　歩、川島　正裕、大島　信治 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮川　和子、渡邊　直昭、奥田　謙一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木亜衣香、佐藤　亮太、鈴木　純子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井　英明、大田　　健

O-080 当院における抗結核薬の減感作療法 ……………………………………………………………………………  （302） 
　　　　　　　　　　　　　 （長崎みなとメディカルセンター　成人病センター　内科）○高谷　　洋 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）河野　　茂

O-081 当院における入院患者の抗結核薬休薬・変更症例の検討 ……………………………………………………  （303） 
　　　　 （独立行政法人国立病院機構　千葉東病院　薬剤科）○下田　智子、助野麻理奈、渡邉　好造 
　　　　　　　　　　 （独立行政法人国立病院機構　千葉東病院　看護部）米川　敦子、鍋島　久代 
　　　 （独立行政法人国立病院機構　千葉東病院　呼吸器内科）野口　直子、永吉　　優、水野　里子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石川　　哲、山岸　文雄

　　17．化学療法・新しい治療法3　　

3月27日（金）　10:20 ～ 11:10　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（会津医療センター感染症・呼吸器内科）	新妻　一直

O-082 当院における肺MAC症化学療法の成績の検討 …………………………………………………………………  （303） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　宮崎東病院　呼吸器内科）伊井　敏彦

O-083 当院における肺非結核性抗酸菌症の治療に関する検討 ………………………………………………………  （304） 
　　　　　　　　　　　　　 （富山大学　医学部　第一内科）○徳井宏太郎、田中　宏明、下川　一生 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡澤　成祐、神原　健太、猪又　峰彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山田　　徹、三輪　敏郎、林　　龍二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸邉　一之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （富山大学　保健管理センター）松井　祥子

O-084 当院における肺MAC症の治療効果と再燃についての検討 ……………………………………………………  （304） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社長崎原爆病院呼吸器内科）○橋口　浩二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院第二内科）中村　茂樹、河野　　茂

O-085 初回治療肺MAC症の治療成績 ……………………………………………………………………………………  （305） 
　　　　　　　　　　　　　 （化学療法研究会　化学療法研究所附属病院）○和田　雅子、斎藤　茂代
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O-086 シタフロキサシンが奏効した肺非結核性抗酸菌症の3例 ……………………………………………………  （305） 
　　　　　　　　　　　　　　 （福岡大学病院　呼吸器内科）○藤田　昌樹、松本　武格、内野　順治 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡辺憲太朗

　　18．診断（細菌学的診断法）1　　

3月27日（金）　13:50 ～ 14:50　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（国立病院機構東京病院呼吸器内科）	赤川志のぶ

O-087 空洞及び気管支拡張症に伴う肺結核や腸結核における抗TBGL抗体価 ………………………………………  （306） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東北大学　医学部　感染病態分野）○趙　　景格 
 （東北大学　医学部　感染病態分野、東北大学　災害科学国際研究所　災害医学研究部門・災害感染症学分野）芦野　有悟、服部　俊夫

O-088 便検体におけるXpertMTB/RIFシステムの結核菌検出能評価 ………………………………………………  （306） 
　　　　　　　 （結核予防会　複十字病院　呼吸器センター）○國東　博之、伊　　麗娜、佐々木結花 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　複十字病院　臨床検査部）水野　和重 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　臨床疫学部）吉松　昌司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　抗酸菌部）御手洗　聡

O-089 当院における抗酸菌感染症患者の塗抹集菌法と液体培養陽性までの期間についての検討 ………………  （307） 
　　 （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、乾　　年秀、中嶋　真之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中澤真理子、兵頭健太郎、櫻井　啓文 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金澤　　潤、根本　健司、大石　修司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 林原　賢治、齋藤　武文

O-090 結核診断におけるLAMP法の有用性の検討 ……………………………………………………………………  （307） 
　　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社長崎原爆諫早病院）○松竹　豊司、久保　　亨、江原　尚美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中野令伊司、金子　裕子、福島喜代康 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学第二内科）中村　茂樹、石松　祐二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学）河野　　茂

O-091 喀痰塗抹培養検査と喀痰核酸増幅法検査の組み合わせによる肺結核の早期診断についての検討　 
－3回連続喀痰検査は必要か－ …………………………………………………………………………………  （308） 
　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器センター）○井手　　聡、永井　英明、山根　　章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚美　慶英、斎藤美奈子、扇谷　昌宏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井上　恵理、日下　　圭、田村　厚久 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大田　　健 
　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　喘息・アレルギーセンター）田下　浩之

O-092 集菌蛍光法による喀痰抗酸菌塗抹検査回数の検討 ……………………………………………………………  （308） 
　　　　　　 （国立病院機構松江医療センター　呼吸器内科）○小林賀奈子、西川恵美子、岩本　信一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多田　光宏、神田　　響、門脇　　徹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木村　雅広、池田　敏和、矢野　修一
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　　19．診断（細菌学的診断法）2　　

3月27日（金）　14:50 ～ 15:40　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（JCHO北海道病院）	秋山也寸史

O-093 Mycobacterium abscessus complexを対象としたMALDI-TOF MS解析とVNTR解析の比較 ………………  （309） 
　　　 （NHO近畿中央胸部疾患センター　臨床研究センター）○吉田志緒美、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 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （神戸市環境保健研究所）有川健太郎、岩本　朋忠 
　　　　　　　　　　　　　　 （獨協医科大学）鈴木　弘倫、奥住　捷子、吉田　　敦、菱沼　　昭

O-094 喀痰塗抹培養陰性の肺結核症例における各種培養陽性率の検討 ……………………………………………  （309） 
　　　　　　　　 （独立行政法人　国立病院機構　東京病院）○厚美　慶英、山根　　章、扇谷　昌宏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井上　恵理、日下　　圭、鈴木　純子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田下　浩之、益田　公彦、松井　弘稔 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田村　厚久、永井　英明、赤川志のぶ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大田　　健

O-095 PCR解析では診断が困難であった結核性リンパ節炎の１例 …………………………………………………  （310） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （富山県立中央病院　内科（呼吸器））○谷口　浩和、津田　岳志

O-096 遺伝子シーケンシングを用いた薬剤耐性結核の迅速判定法の日常臨床への応用に関する研究 …………  （310） 
　　 （日本赤十字社　長崎原爆諫早病院、長崎大学　熱帯医学研究所　ウイルス学分野）○久保　　亨 
　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社　長崎原爆諫早病院）松竹　豊司、江原　尚美、中野令伊司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金子　祐子、福島喜代康 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学）河野　　茂

O-097 リアルタイムPCR法を用いた結核菌のVNTR解析の日常臨床への応用に関する研究 ……………………  （311） 
　　 （日本赤十字社　長崎原爆諫早病院、長崎大学　熱帯医学研究所　ウイルス学分野）○久保　　亨 
　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社　長崎原爆諫早病院）松竹　豊司、江原　尚美、中野令伊司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金子　祐子、福島喜代康 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学）河野　　茂

　　20．外科療法　　

3月27日（金）　15:40 ～ 16:40　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（埼玉医科大学総合医療センター外科）	菊池　功次

O-098 急速に増悪した結核性心膜炎に対して外科治療が奏効した１例 ……………………………………………  （311） 
　　　 （獨協医科大学越谷病院　心臓血管外科・呼吸器外科）○田中　恒有、太田　和文、朝野　直城 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新美　一帆、井上　　尚、齊藤　政仁 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 権　　重好、井上　有方、松村　輔二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高野　弘志 
　　　　　　　　　　 （獨協医科大学越谷病院　感染制御部）春木　宏介、日谷　明裕、本田なつ絵
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O-099 当院における非結核性抗酸菌症に対する外科治療の検討 ……………………………………………………  （312） 
　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器疾患センター　外科）○深見　武史 
　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器疾患センター　内科）赤川志のぶ、大島　信治、川島　正裕 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すずき純子、田下　浩之、田村　厚久 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井　英明、廣瀬　　敬、益田　公彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松井　弘稔、山根　　章、小林　信之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 庄司　俊輔、大田　　健 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　病理部）木谷　匡志、蛇澤　　晶

O-100 肺全摘術を施行した多剤耐性肺結核3例の検討 ………………………………………………………………  （312） 
　　 （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 
　　　　　　　　　　　　　　 （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

O-101 当院における非結核性抗酸菌症に対する外科治療成績 ………………………………………………………  （313） 
　　　 （国立病院機構東近江総合医療センター　呼吸器外科）○尾崎　良智、井上　修平、北村　将司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上田　桂子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （滋賀医科大学　呼吸器外科）五十嵐知之

O-102 喀血・血痰を繰り返し、一側肺摘出術を施行した非結核性抗酸菌症の1例 ………………………………  （313） 
　　　　　　　　　 （国立病院機構　南九州病院　呼吸器科）○川畑　政治、浜田美奈子、是枝　快泉 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富山由美子、是枝　快房 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国分中央病院）岩見　文行

O-103 肺癌術後の慢性肺アスペルギルス症 ……………………………………………………………………………  （314） 
　　　　　　　　 （国立病院機構東京病院　呼吸器センター）○田村　厚久、扇谷　昌宏、井手　　聡 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚美　慶英、齋藤美奈子、井上　恵理 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日下　　圭、田下　浩之、川島　正裕 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　純子、大島　信治、益田　公彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣瀬　　敬、松井　弘稔、山根　　章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井　英明、赤川志のぶ、小林　信之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

　　21．非結核性抗酸菌症4　　

3月27日（金）　16:40 ～ 17:30　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（国立病院機構刀根山病院）	前倉　亮治

O-104 MALDI-TOF　MSによる臨床分離非結核性抗酸菌同定前処理法の短縮化 …………………………………  （314） 
 （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 
　　　　　　　　　　　　　　　 （いわき市立総合磐城共立病院　検査室　細菌検査室）金子美千代

O-105 M.kansasii遺伝子検査の臨床的有用性 …………………………………………………………………………  （315） 
　　　　　　　　 （国立病院機構　刀根山病院　呼吸器内科）○森　　雅秀、押谷　洋平、香川　浩之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤川　健弥、矢野　幸洋、北田　清悟 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前倉　亮治 
　　　　　　　　 （国立病院機構　刀根山病院　臨床検査科）有村　泰晃、齋藤　晴子、佐子　　肇
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O-106 キャピリアMAC抗体ELISAの有用性についての臨床的検討 …………………………………………………  （315） 
　　　　　　　　　　　 （NHO　高知病院　呼吸器センター）○畠山　暢生、岡野　義夫、町田　久典 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 篠原　　勉、大串　文隆

O-107 長崎大学病院におけるキャピリアMAC抗体測定の有用性と臨床的検討 ……………………………………  （316） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）○東　　祥嗣、井手昇太郎、中村　茂樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高園　貴弘、島村真太郎、栗原慎太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宮崎　泰可、田代　隆良、河野　　茂 
　　　　　　　　　 （長崎大学病院　感染制御教育センター）田代　将人、塚本　美鈴、泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）小佐井康介、森永　芳智、栁原　克紀

O-108 肺MAC症患者におけるNICE Scoring SystemとキャピリアMAC抗体の臨床的検討 ………………………  （316） 
 （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）○伊藤　明広、橋本　　徹、熊谷　尚悟 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古内　浩司、池尾　　聡、池田　　慧 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古田健二郎、横山　俊秀、時岡　史明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉岡　弘鎮、橘　　洋正、石田　　直

　　22．非結核性抗酸菌症5　　

3月27日（金）　17:30 ～ 18:10　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（島根大学医学部微生物・免疫学講座）	多田納　豊

O-109 エアーサンプラーを用いた肺非結核性抗酸菌症患者の自宅環境調査の試み ………………………………  （317） 
 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器センター、公益財団法人結核予防会　結核研究所　抗酸菌部）○森本　耕三、伊　　麗娜 
　 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器センター）倉島　篤行、佐々木結花、後藤　　元 
　　　 （公益財団法人結核予防会　結核研究所　抗酸菌部）青野　昭男、五十嵐ゆり子、高木　明子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 近松　絹代、山田　博之、御手洗　聡

O-110 当院における非結核性抗酸菌症の同定状況と臨床背景の検討 ………………………………………………  （317） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山梨大学　医学部　第2内科）○細萱　直希 
　　　　　　　　　　　 （山梨大学　医学部附属病院検査部）馬場　美里、滝川　弘一、内田　　幹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尾崎由基男

O-111 非結核性抗酸菌症の有病率の地域間較差とその関連因子についての検討 …………………………………  （318） 
　　　　　　　　　　　 （名古屋市立大学　呼吸器・免疫アレルギー内科）○伊藤　　穣、新実　彰男 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （京都大学　呼吸器内科）平井　豊博、三嶋　理晃

O-112 人間ドックで発見される肺非結核性抗酸菌症の検討 …………………………………………………………  （318） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （JAとりで総合医療センター　健康管理センター）○福岡　俊彦 
　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器センター）森本　耕三 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （JAとりで総合医療センター　呼吸器内科）尾形　朋之 
　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会　結核研究所　臨床疫学部）内村　和広

　　23．診断（鑑別診断・画像診断・生理機能、等）1　　

3月27日（金）　8:30 ～ 9:30　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（日本赤十字社長崎原爆病院）	橋口　浩二

O-113 両肺多発陰影を呈し診断に長期を要した肺結核の2例 ………………………………………………………  （319） 
　　 （国立病院機構　茨城東病院　内科診療部　呼吸器内科）○金澤　　潤、中澤真理子、櫻井　啓文 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根本　健司、高久多希朗、大石　修司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 林原　賢治、斎藤　武文
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O-114 肺MAC症における“NICE Scoring System”の有用性の検討 ……………………………………………………  （319） 
 （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）○古内　浩司、橋本　　徹、熊谷　尚悟 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 池尾　　聡、横山　俊秀、古田健二郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊藤　明広、時岡　史明、吉岡　弘鎮 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 橘　　洋正、石田　　直

O-115 気管支鏡検査にて結核と診断した51例の臨床的検討 …………………………………………………………  （320） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （小牧市民病院 呼吸器内科）○宮松　晶子、小島　英嗣、高田　和外 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梶川　茂久、二宮記代子、田中健太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清水　隆宏、野原　冠吾、櫻井　　孟

O-116 当院における抗酸菌疑い症例に対する気管支鏡検査の有用性についての検討 ……………………………  （320） 
 （独立行政法人　国立病院機構　三重中央医療センター 呼吸器科）○西井　洋一、岡野　智仁、藤本　　源 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井端　英憲、大本　恭裕 
　　　 （独立行政法人　国立病院機構　三重中央医療センター 呼吸器外科）樽川　智人、安達　勝利 
　　　　　　　　　　　　　　　 （三重大学医学部附属病院　呼吸器内科）小林　　哲、田口　　修

O-117 肺抗酸菌感染の診断における気管支鏡検査の有用性の検討 …………………………………………………  （321） 
　　　　　　 （国立国際医療研究センター病院　呼吸器内科）○長原　慶典、鈴木　　学、森野英里子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高崎　　仁、泉　　信有、放生　雅章

O-118 当院における結核性肺炎症例の検討 ……………………………………………………………………………  （321） 
 （国立病院機構　沖縄病院、琉球大学大学院医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学）○稲嶺　盛史、知花　賢治、藤田　香織 
　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　沖縄病院）仲本　　敦、大湾　勤子、久場　睦夫 
　　　　　　　　　　　 （琉球大学大学院医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学）藤田　次郎

　　24．診断（鑑別診断・画像診断・生理機能、等）2　　

3月27日（金）　9:30 ～ 10:20　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（島根大学医学部　呼吸器・臨床腫瘍学）	磯部　　威

O-119 結核性胸膜炎とリウマチ性胸膜炎の鑑別における胸水及び胸膜の検討 ……………………………………  （322） 
　　 （独立行政法人　地域医療機能推進機構　諫早総合病院）○井上　祐一、近藤　　晃、泊　　慎也 
　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）高園　貴弘、中村　茂樹、宮崎　泰可 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）栁原　克紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学　臨床感染症学講座）泉川　公一

O-120 前立腺がん治療後PET/CTにて多発集積を認め診断に苦慮した結核の一例 ………………………………  （322） 
　　　　　 （大分大学　医学部　呼吸器・感染症内科学講座）○安東　　優、向井　　豊、橋永　一彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梅木　健二、門田　淳一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大分大学　医学部　地域医療学センター）宮崎　英士

O-121 審査腹腔鏡にて結核性腹膜炎と診断し化学療法後に待機的手術を行った直腸癌の１例 …………………  （323） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （愛媛県立中央病院）○森高　智典、中西　徳彦、井上　考司

O-122 FDG-PETでSUVmax値が高値を示し、肺癌との鑑別が困難であった結核腫の１例 ………………………  （323） 
　　　　　 （東邦大学　医療センター大橋病院　呼吸器内科）○押尾　剛志、岸本久美子、松瀬　厚人

O-123 感染性肉芽腫症61切除例の検討 …………………………………………………………………………………  （324） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （滋賀医科大学　医学部　呼吸器外科）○五十嵐知之、花岡　　淳 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （滋賀医科大学　医学部　救急・集中治療部）大内　政嗣
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　　25．診断（鑑別診断・画像診断・生理機能、等）3　　

3月27日（金）　10:20 ～ 11:10　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（愛野記念病院）	古賀　宏延

O-124 結核性胸膜炎との鑑別を要する胸水ADA高値の悪性胸膜中皮腫の検討 ……………………………………  （324） 
　　　　　　　　　　　　　　 （兵庫医科大学　呼吸器内科）○大搗泰一郎、栗林　康造、政近江利子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神谷　　瞳、寺田　貴普、家城　隆次 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中野　孝司

O-125 結核性胸膜炎の診断のための自施設での胸水ADAのcut off値の検討 ………………………………………  （325） 
　　　　　　　　　　　　　　 （京都市立病院　呼吸器内科）○中村　敬哉、江村　正仁、張　　孝徳 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小林　祐介、野村奈都子、野溝　　岳

O-126 結核性胸膜炎との鑑別が問題となった一例 ……………………………………………………………………  （325） 
 （大阪市立大学大学院医学研究科　臨床感染制御学講座、大阪市立大学医学部付属病院　感染制御部）○山田　康一、掛屋　　弘 
　　　　　　　　　　　　　 （大阪市立大学医学部付属病院　感染制御部）岡田　恵代、藤田　明子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市立大学大学院医学研究科　細菌学講座）金子　幸弘

O-127 T-スポット陽性の関節リウマチ患者で結核性胸膜炎が疑われたが、胸水中INF-γが低値であり胸腔鏡検査で
リウマチ性胸膜炎と診断した一例 ………………………………………………………………………………  （326） 
　　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社長崎原爆諫早病院）○中野令伊司、久保　　享、金子　祐子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江原　尚美、松竹　豊司、福島喜代康 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学第二内科）中村　茂樹、石松　祐二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学）河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎県健康事業団病理検査部）河合紀生子、松尾　　武

O-128 喀痰抗酸菌塗沫陽性、IGRA陽性で肺病変の診断にmultiplex PCR検査が有用であったS状結腸癌合併
M.kansasii症の一例 ………………………………………………………………………………………………  （326） 
　　　　　　　　　　　　 （日本赤十字社長崎原爆諫早病院）○金子　祐子、江原　尚美、中野令伊司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松竹　豊司、久保　　亨、福島喜代康 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学医学部第2内科）中村　茂樹、石松　祐二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学）河野　　茂

　　26．結核の看護・保健活動4　　

3月27日（金）　13:50 ～ 14:50　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（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

O-129 肺結核により隔離環境にいる患者のQOL改善に向けての調査 ………………………………………………  （327） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構西新潟中央病院　看護部）加藤　留美

O-130 精神的ストレスのコントロールに難渋した症例 ………………………………………………………………  （327） 
　　　　　　　　　　　　　　 （群馬大学附属病院　看護部）○岡芹久美子、吉野　優子、大嶋　圭子

O-131 遠隔地域からの受け入れが多い当院における地元保健師との連携について評価と今後の課題 …………  （328） 
　　　　 （独立行政法人　国立病院機構　旭川医療センター）○淺田　道幸、相馬　美佳、岡本　詩子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 早川　礼佳、河江　笑子、山崎　泰宏

O-132 結核病棟面会者に対するN95マスク着用指導 …………………………………………………………………  （328） 
　　　　　 （独立行政法人国立病院機構千葉東病院　看護部）○阿部奈緒美、小山由美子、宮田　珠子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 林　　弘子、川嶋　　郁、米川　敦子
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O-133 N95マスクの定期的なフィットテストによる適合確認と着用方法の指導の効果 …………………………  （329） 
　　　　　 （独立行政法人国立病院機構千葉東病院　看護部）○鍋島　久代、川嶋　　郁、米川　敦子

O-134 結核入院患者の知識および心理の経時的変化 …………………………………………………………………  （329） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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）中川智佐子、小野眞由美、竹本　智子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松田　博美、藤野　和子

　　27．肺結核の予後・合併症・後遺症1　　

3月27日（金）　15:40 ～ 16:30　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（NHO長良医療センター）	加藤　達雄

O-135 治療経過中にリファンピシンによる甲状腺機能低下症を発症した肺結核・結核性胸膜炎の1例 ………  （330） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （亀田総合病院　総合内科）○濱田　祐斗、佐藤　暁幸

O-136 当院過去10年間におけるリファンピシンによると考えられる間質性腎炎10例の検討 …………………  （330） 
　　　　　　　 （東京都立多摩総合医療センター　呼吸器科）○阪下健太郎、高森　幹雄、佐藤　　祐 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡本　翔一、村田　研吾、和田　曉彦

O-137 RFPによると思われるネフローゼ症候群の1症例 ………………………………………………………………  （331） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （化学療法研究会化学療法研究所附属病院）和田　雅子

O-138 結核関連死亡事例の検討 …………………………………………………………………………………………  （331） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所）○津田　侑子、松本　健二、小向　　潤 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 笠井　　幸、古川香奈江、齊藤　和美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蕨野由佳里、廣田　　理 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市健康局）甲田　伸一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市西成区役所）下内　　昭

O-139 当院における肺癌と活動性抗酸菌症の同時合併例の検討 ……………………………………………………  （332） 
　　　　 （神戸市立医療センタ―　西市民病院　呼吸器内科）○関谷　怜奈、冨岡　洋海、豆鞘　伸昭 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山下　修司、金田　俊彦、西尾　智尋 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木田　陽子、金子　正博 
　　　　　　　　　　　　　 （神戸市立医療センター　西市民病院　外科）池田　宏国、竹尾　正彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （神戸市立医療センター　西市民病院　病理科）勝山　栄治

　　28．肺結核の予後・合併症・後遺症2　　

3月27日（金）　16:30 ～ 17:20　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（東京都保健医療公社　多摩北部医療センター）	藤田　　明

O-140 多剤耐性結核の手術症例における患者背景と治療に伴う問題点に関する検討 ……………………………  （332） 
　 （結核予防会　複十字病院　呼吸器センター　呼吸器内科）○松田　周一、佐々木結花、大澤　武司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊　　麗娜、森本　耕三、國東　博之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奥村　昌夫、吉森　浩三、吉山　　崇 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尾形　英雄、倉島　篤行、後藤　　元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工藤　翔二 
　　　　　　　 （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、白石　裕治
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O-141 当院における慢性腎不全合併肺結核患者治療の有害事象、治療効果の検討 ………………………………  （333） 
　　　　　 （東京慈恵会医科大学附属第三病院　呼吸器内科）○斉藤那由多、金子　有吾、川本　浩徳 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬場　優里、劉　　　楷、藤崎　育実 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡辺　　翔、堀切つぐみ、関　　　文 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木下　　陽、竹田　　宏、齋藤　桂介 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京慈恵会医科大学附属病院　呼吸器内科）桑野　和善

O-142 当院における抗結核薬による肝機能障害出現症例の検討 ……………………………………………………  （333） 
　　　　　　　　　　 （横浜市立大学附属病院　呼吸器内科）○高橋　良平、柴田　祐司、山本　昌樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工藤　　誠 
　　　　　　　　　　　　　　 （横浜市立大学大学院　医学研究科　病態免疫制御内科学）石ヶ坪良明

O-143 アジアにおける抗結核薬治療による肝障害の遺伝要因探索： N-acetyltransferase 2 （NAT2） 遺伝子型との関
連解析初期結果 ……………………………………………………………………………………………………  （334） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　複十字病院）○野内　英樹、奥村　昌夫、佐々木結花 
　　　　　　　　　 （結核予防会　複十字病院、結核予防会　結核研究所）吉山　　崇、尾形　英雄 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所）山田　紀男

O-144 結核治療中に認められた薬剤性白血球数減少症についての検討 ……………………………………………  （334） 
　　　　　　　　 （国立国際医療研究センター　呼吸器内科）○古川恵太郎、森野英里子、高崎　　仁 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉山　温人

　　29．肺結核の予後・合併症・後遺症3　　

3月27日（金）　17:20 ～ 18:10　第８会場（長崎新聞文化ホール3F　真珠の間） 

座長　（市立秋田総合病院）	本間　光信

O-145 結核入院時の喀痰検査で非結核性抗酸菌が同時に検出された症例の検討 …………………………………  （335） 
　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器センター）○船曳　　茜、松井　弘稔、加藤　貴史 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森　　　彩、赤司　俊介、島田　昌裕 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　純子、廣瀬　　敬、山根　　章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永井　英明、赤川志のぶ、大田　　健 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　臨床検査科）蛇澤　　晶

O-146 肺結核診療経過中に抗酸菌培養にて非結核性抗酸菌が検出された症例の検討 ……………………………  （335） 
　　　　　　　　　 （国立病院機構　沖縄病院　呼吸器内科）○仲本　　敦、大湾　勤子、久場　睦夫 
 （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）稲嶺　盛史、知花　賢治、藤田　香織 
　　　　　　　　　　 （琉球大学大学院　医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学）藤田　次郎

O-147 活動性肺結核に合併した気胸症例の検討 ………………………………………………………………………  （336） 
 （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）○宮崎こずえ、上野沙弥香、吉岡　宏治 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西野　亮平、山岡　直樹、倉岡　敏彦

O-148 肺抗酸菌症に合併した気胸症例の検討 …………………………………………………………………………  （336） 
　　　　　　　　　　　　　　 （東京逓信病院　呼吸器外科）○清家　彩子、水谷　栄基、宮永　茂樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中原　和樹

O-149 腸管穿孔を合併した肺結核の2例 ………………………………………………………………………………  （337） 
　　　　　　　　　 （福島県立医科大学　会津医療センター）○斎藤美和子、鈴木　朋子、新妻　一直
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　　30．院内感染とその対策1　　

3月27日（金）　9:00 ～ 9:50　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（金沢医科大学　臨床感染症学）	飯沼　由嗣

O-150 当院職員健診におけるIGRAs検査結果の変動 …………………………………………………………………  （337） 
　　　　　　　 （国立病院機構　東京病院　呼吸器センター）○武田　啓太、永井　英明、渡辺かおる 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横山　　晃、安藤　孝浩、宮川　英恵 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　　淳、鈴木　純子、益田　公彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田村　厚久、赤川志のぶ、松井　弘稔 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小林　信之、大田　　健

O-151 医学生・新入職者におけるQFT-3GとT-SPOTの比較 …………………………………………………………  （338） 
　　　　 （奈良県立医科大学　健康管理センター、奈良県立医科大学　感染症センター）○古西　　満 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （奈良県立医科大学　感染症センター）、前田　光一、三笠　桂一

O-152 精神科病院に入院中に発病した肺結核患者の検討 ……………………………………………………………  （338） 
　　　　　　　　　　　　 （長野県立須坂病院　呼吸器内科・感染症内科）○山崎　善隆、管原まり子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （信州上田医療センター　呼吸器内科）出浦　　玄 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （篠ノ井総合病院　呼吸器内科）松尾　明美 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長野赤十字病院　呼吸器内科）降旗　兼行 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （信州大学医学部付属病院　第一内科）牛木　淳人、濱　　峰幸

O-153 近医精神科病院での結核集団感染事例 -当院紹介例の検討- …………………………………………………  （339） 
　　　　　　　　　　　 （佐世保市立総合病院　呼吸器内科）○宮村　拓人、福田　雄一、住吉　　誠 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深堀　　範、今村　圭文 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）宮崎　泰可、河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　感染制御教育センター）泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）栁原　克紀

O-154 結核合併妊娠・分娩に対するICTの対応 ………………………………………………………………………  （339） 
　　　　　　　　　 （島根大学　医学部　呼吸器臨床腫瘍学）○粟屋　幸一、林　　美香、竹山　博泰 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 堀田　　誠、木庭　尚哉、沖本　民生 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 津端由佳理、星野　鉄兵、濱口　俊一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大江　美紀、須谷　顕尚、礒部　　威 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （島根大学　医学部附属病院　感染対策室）坂根　圭子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （島根大学　医学部附属病院　中央検査部）森山　英彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （島根大学　医学部附属病院　薬剤部）西村　信弘

　　31．その他1　　

3月27日（金）　9:50 ～ 10:30　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（公益財団法人結核予防会）	岡田　耕輔

O-155 途上国における喀痰塗抹陰性肺結核の診断アルゴリズムの検討 ……………………………………………  （340） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　国際部）○岡田　耕輔 
　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　結核研究所国際協力・結核国際情報センター）山田　紀男

O-156 ベトナムハノイ市で検出される結核菌の臨床疫学的特徴について …………………………………………  （340） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　生体防御部）○慶長　直人、土方美奈子 
　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　抗酸菌部　結核菌情報科）前田　伸司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立国際医療研究センター　国際医療協力局）櫻田　紳策
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O-157 第二種感染症指定医療機関で治療する在日外国人患者の結核服薬支援に関する後ろ向き観察研究 ……  （341） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （聖隷三方原病院）○小野　五月、田中恵梨子、颯田千絵子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山下　　悠、松井　　隆

O-158 日本語学校における結核集団感染事例 …………………………………………………………………………  （341） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東新宿保健センター）○森田　真央 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （新宿区保健所）神楽岡　澄、窪田　ゆか、誉田　千晶 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 櫻本万紀子、榊原麻里絵、渡部　裕之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核研究所　抗酸菌レファレンスセンター）村瀬　良朗 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核研究所　臨床・疫学部）内村　和広、大角　晃弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核研究所）石川　信克

　　32．その他2　　

3月27日（金）　10:30 ～ 11:20　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（高木病院）	林　真一郎

O-159 活動性肺結核患者における咳関連QOLの検討 …………………………………………………………………  （342） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （静岡県立総合病院）○鈴木　貴人、下田由季子、林　　一郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野口　理絵、櫻井　章吾、三枝　美香 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤松　泰介、山本　輝人、宍戸雄一郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森田　　悟、朝田　和博、白井　敏博

O-160 アルミノパラアミノサリチル酸カルシウムのアドヒアランス向上の取り組み ……………………………  （342） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会複十字病院　薬剤科）○鈴木　裕章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会複十字病院　安全管理部）佐藤　厚子 
　　　　　　 （結核予防会複十字病院　看護部）井上恵美子、三浦　瑞枝、東　　陽子、小出美智子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会結核研究所）永田　容子

O-161 肺結核後遺症に対する呼吸リハビリテーションの効果 ………………………………………………………  （343） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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　理学療法学講座）塩谷　隆信

O-162 当施設におけるじん肺患者からの抗酸菌の検出状況の検討 …………………………………………………  （343） 
　　　　　　　　　 （宮城厚生協会　坂総合病院　呼吸器科）○神宮　大輔、矢島　剛洋、生方　　智 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 庄司　　淳、渡辺　　洋、高橋　　洋

O-163 高度の感染性をみとめた留置場における結核集団感染の1例 ………………………………………………  （344） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （藤枝市立総合病院　呼吸器内科）○小清水直樹、津久井　賢 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （静岡県健康福祉部医療健康局）木村　雅芳 
　　　　　　　　　　　　　　　 （静岡県中部健康福祉センター地域医療課）土井　倫子、松本　克代

　　33．細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）1　　

3月27日（金）　13:50 ～ 14:40　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（国立感染症研究所）	星野　仁彦

O-164 Small genomic island の有無による新規結核菌遺伝子型別解析 TB-SGIPの開発 …………………………  （344） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪府結核予防会　大阪病院）○松本　智成 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会結核研究所）前田　伸司 
　　　　　　　　　　　　　　　 （国立感染症研究所ハンセン病研究センター感染制御部）星野　仁彦
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O-165 感染経路の推定に難渋した集団発生事例における結核菌全ゲノム解析の活用 ……………………………  （345） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　抗酸菌部）○村瀬　良朗、前田　伸二 
　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所　臨床・疫学部）大角　晃弘、内村　和広 
　　　　　　　　　　　　　　　 （新宿区保健所）渡部　裕之、神楽岡　澄、窪田　ゆか、榊原麻里絵 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所）石川　信克

O-166 低罹患率地域における結核菌臨床分離株の伝播経路追跡 ……………………………………………………  （345） 
　　　　　　　　　　　　 （長崎大学　熱帯医学研究所　国際保健学分野）○和田　崇之、山本　太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山形県衛生研究所）瀬戸　順次、阿彦　忠之

O-167 結核菌由来脂質抗原の家兎免疫による抗脂質IgG抗体の産生とその性質 …………………………………  （346） 
　　　　　　　　 （畿央大学　健康科学部、大阪市立大学大学院　医学研究科　細菌学）○柴田　　満 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核研究所　レファレンス部）前田　伸司 
　　　　　　 （大阪市立大学大学院　医学研究科　細菌学、帝塚山大学　現代生活学部）藤原　永年

O-168 結核菌核酸増幅検査PCR法，LAMP法，TRC法の比較検討 ……………………………………………………  （346） 
　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　臨床検査科）○小野原健一、吉多　仁子、田澤　友美 
　　　　　　　　　　　　　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　臨床研究部）橋本　章司 
　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症内科）永井　崇之、田村　嘉孝、韓　　由紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 釣永　雄希 
　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　病院長）川瀬　一郎

　　34．細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）2　　

3月27日（金）　14:40 ～ 15:30　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（島根大学医学部微生物学）	佐野　千晶

O-169 新しい抗酸菌分離培地・極東2％小川培地（SP）と極東小川K培地の比較検討 ……………………………  （347） 
　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　臨床検査科）○吉多　仁子、小野原健一、田澤　友美 
　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症内科）橋本　章二、釣永　雄希、韓　　由紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田村　嘉孝、永井　崇之、川瀬　一朗

O-170 当院における10年間の抗結核薬イソニアジドの薬剤感受性試験ブロスミックMTB-1法のMIC分布について  
 ………………………………………………………………………………………………………………………  （347） 
　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　臨床検査科）○吉多　仁子、小野原健一、田澤　友美 
　 （大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター　感染症内科）橋本　章二、釣永　雄希、韓　　由紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田村　嘉孝、永井　崇之、川瀬　一朗

O-171 ベトナムハノイ地区で分離された結核菌の分子疫学解析 ……………………………………………………  （348） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （（公財）結核予防会　結核研究所　抗酸菌部）○前田　伸司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学　熱帯医学研究所　国際保健学）和田　崇之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立国際医療研究センター）櫻田　紳策 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構東京病院）小林　信之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （（公財）結核予防会　結核研究所　生体防御部）慶長　直人

O-172 結核菌に対する各種フルオロキノロン剤のMICとgyrB遺伝子変異の関与 …………………………………  （348） 
　　　　　 （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 
　　　　 （長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科、結核予防会　複十字病院　呼吸器内科）伊　　麗娜 
 （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）御手洗　聡
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O-173 Pyrosequence法によるMycobacterium 属の同定精度 ………………………………………………………  （349） 
　　　　　　　　 （結核予防会結核研究所　抗酸菌部細菌科）○近松　絹代、青野　昭男、山田　博之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五十嵐ゆり子、高木　明子 
　　　　　 （結核予防会複十字病院　呼吸器内科、長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科）伊　　麗娜 
　　 （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）御手洗　聡

　　35．疫学・管理3　　

3月27日（金）　15:30 ～ 16:20　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科）	高崎　　仁

O-174 医療・介護関連肺炎における結核、非結核性抗酸菌症の関与 ………………………………………………  （349） 
　　　　　　　　　　　　　 （川崎医科大学　総合内科学1）○宮下　修行、栗原　武幸、沖本　二郎

O-175 咳外来における気管・気管支結核の関与 ………………………………………………………………………  （350） 
　　　　　　　　　　　　　 （川崎医科大学　総合内科学1）○宮下　修行、栗原　武幸、沖本　二郎

O-176 大阪市保健所と各結核専門病院のDOTSカンファレンス ……………………………………………………  （350） 
　　　　　　　　　　　　　 （大阪市保健所　感染症対策課）○廣田　　理、松本　健二、小向　　潤 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 津田　侑子、齊藤　和美、笠井　　幸 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 古川香奈江、蕨野由佳里 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市健康局）甲田　伸一

O-177 入院後のGaffky号数の変化が入院日数等に及ぼす影響 ………………………………………………………  （351） 
　　　　　　　 （日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野）○佐藤　良博、岡本　直樹、小山　大輔 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊藝　孔明、熊澤　文雄、伊藤　玲子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 権　　寧博、高橋　典明、橋本　　修

O-178 結核合併妊娠患者を初発とした集団感染事例 …………………………………………………………………  （351） 
　　　　　 （国立病院機構　松江医療センター　呼吸器内科）○西川恵美子、矢野　修一、小林賀奈子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩本　信一、多田　光宏、門脇　　徹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神田　　響、木村　雅広、池田　敏和

　　36．疫学・管理4　　

3月27日（金）　16:20 ～ 17:10　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（結核予防会結核研究所　臨床疫学部）	内村　和広

O-179 数理モデルを用いた高齢者層を中心とする国内の結核患者発生動向推定の試み …………………………  （352） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （（公財） 結核予防会 結核研究所 臨床疫学部）内村　和広

O-180 結核罹患率上位県常連である長崎県におけるその背景と対策 ………………………………………………  （352） 
　　　　　 （長崎大学病院感染制御教育センター、長崎大学病院第二内科）○塚本　美鈴、田代　将人 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院第二内科）高園　貴弘、中村　茂樹、宮崎　泰可 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河野　　茂 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院第二内科、長崎大学病院安全管理部）栗原慎太郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院感染制御教育センター）泉川　公一

O-181 地域における結核医療連携の取り組みと課題についてー結核医療相談・技術支援センター開設の概要と現状
報告 …………………………………………………………………………………………………………………  （353） 
　　　 （独立行政法人　国立病院機構　南岡山医療センター）○逸見　恵子、河田　典子、宗田　　良 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （財団法人　岡山県健康づくり財団　附属病院）西井　研冶 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （岡山県　保健福祉部　健康推進課　感染対策班）重實比呂子
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O-182 平成21 ～ 24年に報告された「コッホ現象事例報告書」539例に関する検討 ……………………………  （353） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　南京都病院　小児科）○徳永　　修、宮野前　健 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所）加藤　誠也、石川　信克

O-183 当所における多剤耐性結核菌の発生状況と分子疫学：2007年以降とそれ以前の比較 …………………  （354） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪府立公衆衛生研究所　感染症部　細菌課）田丸　亜貴

　　37．疫学・管理5　　

3月27日（金）　17:10 ～ 18:00　第９会場（長崎新聞文化ホール3F　珊瑚の間） 

座長　（結核予防会結核研究所）	伊藤　邦彦

O-184 当院におけるIGRA（interferon-gamma release assay）の職員健診の結果について ……………………  （354） 
　　　　　　 （国立病院機構天竜病院　呼吸器アレルギー科）○白井　正浩、金井　美穂、藤田　　薫 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊藤　靖弘、藤坂　由佳、早川　啓史

O-185 和歌山県における結核診療の実情と今後第一報　―県下唯一結核病床を有する施設からの検証― ……  （355） 
　　　　　　　　　　　　　 （NHO　和歌山病院　呼吸器科）○駿田　直俊、柳本　立太、小野　英也 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川邊　和美、南方　良章 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （和歌山県福祉保健部健康局健康推進課）橋本　容子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （岩出保健所）和田　圭司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （新宮保健所）雑賀　博子

O-186 和歌山県における結核診療の実情と今後第二報　 
―結核診療に関する調査及び結核地域医療連携検討会の取り組み― ………………………………………  （355） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （和歌山県福祉保健部健康局健康推進課）○橋本　容子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （岩出保健所）和田　圭司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （新宮保健所）雑賀　博子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ＮＨＯ　和歌山病院　呼吸器科）駿田　直俊、南方　良章

O-187 看護職の結核発病（第３報）－「結核看護システム」から－ ………………………………………………  （356） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会　結核研究所）○山内　祐子、永田　容子、小林　典子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森　　　亨

O-188 肺Mycobacterium avium症患者由来株の国際分子疫学解析 …………………………………………………  （356） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （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 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （名古屋大学医学部附属病院　薬剤部）市川　和哉、稲垣　孝行 
　　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人国立病院機構　東名古屋病院　呼吸器科）小川　賢二

　　38．院内感染とその対策2　　

3月28日（土）　8:30 ～ 9:10　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（神鋼病院）	鈴木雄二郎

O-189 当院に入院中あるいは通院中に発症し診断の遅れた結核症例の検討 ………………………………………  （357） 
　　　　　　　　　　 （藤田保健衛生大学　呼吸器内科学I）○岡村　拓哉、後藤　康洋、今泉　和良

O-190 当院結核病棟における感染防止対策の考察 ……………………………………………………………………  （357） 
　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　複十字病院　医療安全管理部）○佐藤　厚子 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　複十字病院　薬剤科）鈴木　裕章 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　複十字病院　検査科）石井加津恵 
　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　複十字病院　医療安全管理部　外来）丸茂　明美 
　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人　結核予防会　複十字病院　結核病棟）井上恵美子
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O-191 N95マスクの正しい装着に向けた取り組み～フィットテスト体験会に参加してもらうための工夫～ …  （358） 
　　　　　　　 （大阪市立大学医学部付属病院　感染制御部）○藤田　明子、岡田　恵代、山田　康一 
　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市立大学大学院　医科学研究科　臨床感染制御学）掛屋　　弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市立大学　細菌学）金子　幸弘

O-192 結核病棟をもたない市中病院における喀痰塗抹陽性肺結核症例のトリアージに関する検討 ……………  （358） 
　　 （長崎みなとメディカルセンター市民病院　呼吸器内科）○澤井　豊光、吉岡寿麻子、松尾　信子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 須山　尚史 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）河野　　茂

　　39．免疫抑制宿主の結核（HIV感染を含む）　　

3月28日（土）　9:10 ～ 10:00　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（大村市民病院）	安岡　　彰

O-193 結核の確定診断が得られなかったHIV感染症患者に行った結核治療に関する検討 ………………………  （359） 
　　　　　　　　　　 （独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター）○笠井　大介、渡邊　　大

O-194 HIV感染者における結核発病の罹患率とリスクについての検討 ……………………………………………  （359） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （神戸大学医学部附属病院　呼吸器内科）○上領　　博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市立総合医療センター　感染症センター）後藤　哲志 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （NHO　大阪医療センター　感染症内科）渡邊　　大、白阪　琢磨 
　　　　　　　　　 （（公財）結核予防会結核研究所　臨床・疫学部　疫学情報センター）大角　晃弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （（公財）結核予防会結核研究所）下内　　昭

O-195 北海道における外国籍のHIV合併結核症例の調査研究 ………………………………………………………  （360） 
　 （札幌医科大学　医学部　呼吸器・アレルギー内科学講座）○錦織　博貴、池田貴美之、小林　智史 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高橋　弘毅

O-196 結核治療開始後に小腸穿孔をきたした発病した肺、小腸結核、結核性腹膜炎の一例 ……………………  （360） 
　　　　　　　　　　　　 （一宮市立市民病院　呼吸器内科）○齋藤　裕子、高木　達矢、笠原　嵩翔 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊藤　貴康、水野　秀和、堀尾美穂子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本　政実

O-197 がん診療拠点病院かつリウマチ膠原病疾患基幹病院における医原性結核の発生状況 ……………………  （361） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構大阪南医療センター　呼吸器科）山口　統彦

　　40．非結核性抗酸菌症6　　

3月28日（土）　12:30 ～ 13:30　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（国立病院機構北海道医療センター コンプライアンス統括部）	鎌田　有珠

O-198 IFN中和抗体陽性播種性非結核性抗酸菌症　既報告34例の臨床的検討 ……………………………………  （361） 
 （国立病院機構　宇都宮病院　呼吸器内科、総合南東北病院　呼吸器内科、獨協医科大学　呼吸器・アレルギー内科）○長谷衣佐乃 
　　　　　　　　　　　　　　　 （公益財団法人結核予防会複十字病院　呼吸器センター）森本　耕三 
　　　　　　　　　　　 （新潟大学医歯学総合研究科　内部環境医学講座　呼吸器内科）坂上　拓郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （獨協医科大学　呼吸器・アレルギー内科）石井　芳樹
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O-199 肺非結核性抗酸菌症，肺結核症，健常者における抗Interferon-γ自己抗体に関する検討 ………………  （362） 
　　　　　　　　　　　　　 （新潟大学　呼吸器感染症内科）○青木　亜美、坂上　拓郎、島　賢治郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青木　信将、茂呂　　寛、田邊　嘉也 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小屋　俊之、各務　　博、成田　一衛 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立感染症研究所）星野　仁彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （結核予防会複十字病院）森本　耕三、倉島　篤行

O-200 抗IFNγ中和自己抗体が検出された播種性MAC症の二例 ……………………………………………………  （362） 
　　　　　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科、日本学術振興会）○南宮　　湖 
　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科）八木　一馬、朝倉　崇徳、鈴木　翔二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石井　　誠、田坂　定智 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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）上蓑　義典、藤原　　宏、長谷川直樹

O-201 若年者に胸痛で発症し、亜急性に増大しFDG-PETで高集積を呈した孤立肺結節型肺MAC症の1例 ……  （363） 
　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科）○石井　　誠、朝倉　崇徳、南宮　　湖 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八木　一馬、鈴木　翔二、加茂　徹郎 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浅見　貴弘、田坂　定智、別役　智子 
　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　感染制御センター）上蓑　義典、藤原　　宏、長谷川直樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学　保健管理センター）西村　知泰

O-202 気胸により胸膜炎を生じた非結核性抗酸菌症の２例 …………………………………………………………  （363） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （黒部市民病院　呼吸器内科）○河岸由紀男、辻　　　博 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （富山大学　第一内科）徳井宏太郎

O-203 気胸を合併した非結核性抗酸菌症の臨床的検討 ………………………………………………………………  （364） 
　　　　　　　　　 （国立病院機構　大牟田病院　呼吸器科）○原　真紀子、若松謙太郎、高倉　孝二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤崎　　卓、槇　　早苗、川崎　雅之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　大牟田病院　放射線科）熊副　洋幸 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （福岡大学　筑紫病院　呼吸器内科）永田　忍彦

　　41．非結核性抗酸菌症7　　

3月28日（土）　13:30 ～ 14:20　第６会場（長崎ブリックホール2F　練習室１） 

座長　（天理よろづ相談所病院）	田中　栄作

O-204 多発皮膚膿痂疹と鼻炎、副鼻腔炎を合併し、播種性病態が疑われたMycobacterium chelonae感染症の一例 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  （364） 
　　　　　　　　 （聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科）○榎本　泰典、幸田　敬悟、松井　　隆 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横村　光司

O-205 肺Mycobacterium abscessus症例の臨床的検討 ………………………………………………………………  （365） 
　　　　　　　　　　　　　　　 （西福岡病院　呼吸器内科）○石津　美輪、團　　　理、金子　靖子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原田　聡子、吉川　充浩、國武　律子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原田　泰子 
　　　　　　　　　　　　　　 （独立行政法人　国立病院機構大牟田病院　呼吸器内科）若松謙太郎

O-206 当院におけるMycobacterium kansasii症の検討 ………………………………………………………………  （365） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （佐世保市立総合病院）○深堀　　範、福田　雄一、今村　圭文 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学第二内科）河野　　茂
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O-207 当院で経験したMycobacterium szulgai 肺感染症の1例 ……………………………………………………  （366） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （嬉野医療センター　呼吸器内科）○原田　陽介、佐々木英祐 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）河野　　茂

O-208 心移植後リンパ増殖性疾患治療後にMycobacterium haemophilum による多発骨髄炎を発症した1例  （366） 
　　　　　　　　 （大阪大学　医学部附属病院　感染制御部）○吉田　寿雄、関　　雅文、朝野　和典 
　　　　　　　　　　 （大阪大学大学院医学系研究科小児科学）武鑓　真司、橋井　佳子、大薗　恵一

　　42．その他3　　

3月28日（土）　8:30 ～ 9:30　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（NHO 南京都病院）	佐藤　敦夫

O-209 救急搬送された結核症例の臨床的検討 …………………………………………………………………………  （367） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千葉西総合病院呼吸器内科）岩瀬　彰彦

O-210 ERにおける結核の発生状況と臨床像、問題点に関する検討 …………………………………………………  （367） 
　　　　　　　　　 （宮城厚生協会　坂総合病院　呼吸器科）○矢島　剛洋、神宮　大輔、生方　　智 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 庄司　　淳、高橋　　洋

O-211 Osler-Weber-Rendu病に合併した肺結核の１例 ………………………………………………………………  （368） 
　　　　　　　　　　　　 （筑波大学附属病院　呼吸器内科）○藤田　一喬、肥田　憲人、角田　義弥 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 檜澤　伸之 
　　　　　　　　　 （国立病院機構　茨城東病院　呼吸器内科）乾　　年秀、中嶋　真之、中澤真理子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兵頭健太郎、櫻井　啓文、金澤　　潤 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根本　健司、高久多希朗、大石　修司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 林原　賢治、齋藤　武文

O-212 最近当院で経験した多剤耐性肺結核の2例 ……………………………………………………………………  （368） 
　　　　 （国立病院機構茨城東病院　内科診療部呼吸器内科）○林原　賢治、中澤真理子、櫻井　啓文 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金澤　　潤、根本　健司、高久多希朗 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大石　修司、斎藤　武文

O-213 レボフロキサシンの長期投与によりキノロン耐性となった肺結核の一例 …………………………………  （369） 
　　　　　　　　　 （長崎大学病院　感染制御教育センター）○田代　将人、栗原慎太郎、塚本　美鈴 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泉川　公一 
　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　第二内科）高園　貴弘、中村　茂樹、宮崎　泰可 
　　　　　　　　　　　　　　　　 （長崎大学病院　検査部）小佐井康介、森永　芳智、栁原　克紀

O-214 肺結核の治療経過における経時的procalcitonin（PCT）測定の意義の検討 ………………………………  （369） 
　 （公益財団法人結核予防会　複十字病院　呼吸器センター）○大澤　武司、渡辺　雅人、松田　周一 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伊　　麗娜、山名　一平、大藤　　貴 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森本　耕三、矢野　量三、國東　博之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奥村　昌夫、佐々木結花、吉山　　崇 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倉島　篤行、尾形　英雄、後藤　　元
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　　43．非結核性抗酸菌症8　　

3月28日（土）　9:30 ～ 10:20　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（三重大学医学部附属病院）	田口　　修

O-215 肺Mycobacterium avium complex症患者における健康関連QOL: SF-36サマリースコアを用いた検討 ……  （370） 
　　　　　　　　　　 （慶應義塾大学　医学部　呼吸器内科）○朝倉　崇徳、石井　　誠、舩津　洋平 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八木　一馬、南宮　　湖、鈴木　翔二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浅見　貴弘、田坂　定智、別役　智子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （同感染制御センター）加茂　徹朗、上蓑　義典、藤原　　宏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長谷川直樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （慶應大学保健管理センター）西村　知泰

O-216 肺MAC（Mycobacterium　avium complex） 症患者の栄養状態，栄養摂取量に関する検討 ……………  （370） 
　　　　　　　　　 （国立病院機構　大牟田病院　呼吸器科）○若松謙太郎、槇　　早苗、高倉　孝二 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原　真紀子、赤崎　　卓、川崎　雅之 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （福岡大学筑紫病院　呼吸器内科）永田　忍彦 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　大牟田病院　放射線科）熊副　洋幸 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国立病院機構　大牟田病院　栄養科）上野佳代子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （熊本大学大学院生命科学研究部）大森　久光

O-217 非結核性抗酸菌に対する樹状細胞の反応について ……………………………………………………………  （371） 
　　　　　　　　　　　　 （三重大学　医学部　呼吸器内科）○小林　裕康、浦田健太郎、高橋　佳紀 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都丸　敦史、藤原研太郎、大西　真裕 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高木　健裕、小林　　哲、田口　　修 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （三重大学　医学部　免疫学）ガバザ　エステバン

O-218 肺非結核性抗酸菌症死亡症例の栄養状態の変化 ………………………………………………………………  （371） 
　　　　　　　　　　　　 （刈谷豊田総合病院　呼吸器・アレルギー内科）○加藤　聡之、武田　直也

O-219 環境から分離した非結核性抗酸菌のバイオフィルム形成促進因子 …………………………………………  （372） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市大　医学部　附属刀根山結核研究所）○西内由紀子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大阪市大　医学研究科　細菌学）金子　幸弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （新潟大　医歯学総合研究科　細菌学）松本　壮吉

　　44．肺外結核・特殊な結核3　　

3月28日（土）　12:30 ～ 13:30　第７会場（長崎ブリックホール2F　練習室２） 

座長　（佐賀大学医学部国際医療学講座・臨床感染症学分野）	青木　洋介

O-220 サブイレウスに対する小腸切除術にて診断された結核性腹膜炎の1例 ……………………………………  （372） 
　　　　　　　　　　　　 （岡山市立市民病院　呼吸器・アレルギー内科）○中村さつき、多賀　　収

O-221 皮膚結核を合併した粟粒結核の一例 ……………………………………………………………………………  （373） 
　　　　　　　　 （聖隷三方原病院　呼吸器センター　内科）○幸田　敬悟、榎本　泰典、松井　　隆 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横村　光司

O-222 腹水貯留精査目的で紹介となりPSA高値やIL-2R高値などが認められたため診断に難渋した結核性リンパ節炎
の一例 ………………………………………………………………………………………………………………  （373） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （総合南東北病院　呼吸器科）座安　　清
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O-223 結核性子宮留膿腫を合併した肺結核症の1例 …………………………………………………………………  （374） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長岡赤十字病院　感染症科）○西堀　武明 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （長岡赤十字病院　呼吸器内科）佐藤　和弘、江部　佑輔

O-224 特に基礎疾患のない両側性中耳結核および肺結核の一例 ……………………………………………………  （374） 
　　　　　　　　　　　　　　 （国立国際医療研究センター）○小林　鉄郎、森野英里子、高崎　　仁

O-225 腸結核、結核性腹膜炎治療後に発症した肝鎌状間膜内の結核性膿瘍、および左頸部リンパ節結核の1例  （375） 
　　　　　　　　　 （獨協医科大学　呼吸器アレルギー内科）○吉川弥須子、池田　直哉、滝澤　秀典 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石井　芳樹 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （NHO宇都宮病院　外科）増田　典弘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （NHO宇都宮病院　呼吸器内科）勝部　乙大、野村　由至 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （NHO宇都宮病院　臨床検査室）小川　佳亮 
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〈要望課題　座長一覧〉

３月 27 日（金曜日）
会場 演題区分 演題番号 座長 時間

第５会場 １．高齢者結核 1 （Y-001 ～ Y-004） 川上　健司 16:40 ～ 17:20

第５会場 ２．高齢者結核 2 （Y-005 ～ Y-008） 須山　尚史 17:20 ～ 18:00

第６会場 ３．肺外結核の臨床 （Y-009 ～ Y-014） 大野　秀明 15:40 ～ 16:40

第８会場 ４．外国人結核の現状と課題 （Y-015 ～ Y-019） 下内　　昭 14:50 ～ 15:40

３月 28 日（土曜日）
会場 演題区分 演題番号 座長 時間

第５会場 ５．稀な非結核性抗酸菌症 1 （Y-020 ～ Y-024） 岩永　知秋 8:30 ～  9:20

第５会場 ６．稀な非結核性抗酸菌症 2 （Y-025 ～ Y-029） 鈴木　榮一 9:20 ～ 10:10

第５会場 ７．治療に難渋した抗酸菌感染症
　　―症例検討― （Y-030 ～ Y-034） 中村　茂樹 12:30 ～ 13:20





〈一般演題　座長一覧（１）〉

３月 27 日（金曜日）
会場 演題区分 演題番号 座長 時間

第４会場   1．免疫学 （O-001 ～ O-005） 杉崎　勝教 10:30 ～ 11:20

第５会場   2．免疫抑制宿主の結核 （O-006 ～ O-009） 斎藤　武文 8:30 ～   9:10

第５会場   3．疫学・管理1 （O-010 ～ O-014） 猪狩　英俊 9:10 ～ 10:00

第５会場   4．疫学・管理2 （O-015 ～ O-019） 高鳥毛敏雄 10:00 ～ 10:50

第５会場   5．非結核性抗酸菌症1（アスペルギルス合併） （O-020 ～ O-023） 渡辺　　哲 14:20 ～ 15:00

第５会場   6．肺外結核・特殊な結核1 （O-024 ～ O-028） 村田　研吾 15:00 ～ 15:50

第５会場   7．肺外結核・特殊な結核2 （O-029 ～ O-033） 阿部　聖裕 15:50 ～ 16:40

第６会場   8．結核の看護・保健活動1 （O-034 ～ O-039） 井端　英憲 8:30 ～   9:30

第６会場   9．結核の看護・保健活動2 （O-040 ～ O-045） 和田　雅子 9:30 ～ 10:30

第６会場 10．結核の看護・保健活動3 （O-046 ～ O-050） 潤間　励子 10:30 ～ 11:20

第６会場 11．非結核性抗酸菌症2 （O-051 ～ O-055） 迎　　　寛 13:50 ～ 14:40

第６会場 12．非結核性抗酸菌症3 （O-056 ～ O-061） 小橋　吉博 14:40 ～ 15:40

第６会場 13．病態（免疫学的診断法） （O-062 ～ O-066） 西村　伸雄 16:40 ～ 17:30

第６会場 14．潜在性結核感染症 （O-067 ～ O-070） 矢野　修一 17:30 ～ 18:10

第７会場 15．化学療法・新しい治療法1 （O-071 ～ O-076） 大串　文隆 8:30 ～   9:30

第７会場 16．化学療法・新しい治療法2 （O-077 ～ O-081） 佐藤　和弘 9:30 ～ 10:20

第７会場 17．化学療法・新しい治療法3 （O-082 ～ O-086） 新妻　一直 10:20 ～ 11:10

第７会場 18．診断（細菌学的診断法）1 （O-087 ～ O-092） 赤川志のぶ 13:50 ～ 14:50

第７会場 19．診断（細菌学的診断法）2 （O-093 ～ O-097） 秋山也寸史 14:50 ～ 15:40

第７会場 20．外科療法 （O-098 ～ O-103） 菊池　功次 15:40 ～ 16:40

第７会場 21．非結核性抗酸菌症4 （O-104 ～ O-108） 前倉　亮治 16:40 ～ 17:30

第７会場 22．非結核性抗酸菌症5 （O-109 ～ O-112） 多田納　豊 17:30 ～ 18:10

第８会場 23．診断（鑑別診断・画像診断・生理機能、等）1 （O-113 ～ O-118） 橋口　浩二 8:30 ～   9:30

第８会場 24．診断（鑑別診断・画像診断・生理機能、等）2 （O-119 ～ O-123） 磯部　　威 9:30 ～ 10:20

第８会場 25．診断（鑑別診断・画像診断・生理機能、等）3 （O-124 ～ O-128） 古賀　宏延 10:20 ～ 11:10

第８会場 26．結核の看護・保健活動4 （O-129 ～ O-134） 浦川美奈子 13:50 ～ 14:50

第８会場 27．肺結核の予後・合併症・後遺症1 （O-135 ～ O-139） 加藤　達雄 15:40 ～ 16:30

第８会場 28．肺結核の予後・合併症・後遺症2 （O-140 ～ O-144） 藤田　　明 16:30 ～ 17:20

第８会場 29．肺結核の予後・合併症・後遺症3 （O-145 ～ O-149） 本間　光信 17:20 ～ 18:10

第９会場 30．院内感染とその対策1 （O-150 ～ O-154） 飯沼　由嗣 9:00 ～   9:50

第９会場 31．その他1 （O-155 ～ O-158） 岡田　耕輔 9:50 ～ 10:30

第９会場 32．その他2 （O-159 ～ O-163） 林　真一郎 10:30 ～ 11:20

第９会場 33．細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）1 （O-164 ～ O-168） 星野　仁彦 13:50 ～ 14:40

第９会場 34．細菌学（結核菌・抗酸菌・真菌等）2 （O-169 ～ O-173） 佐野　千晶 14:40 ～ 15:30

第９会場 35．疫学・管理3 （O-174 ～ O-178） 高崎　　仁 15:30 ～ 16:20

第９会場 36．疫学・管理4 （O-179 ～ O-183） 内村　和広 16:20 ～ 17:10

第９会場 37．疫学・管理5 （O-184 ～ O-188） 伊藤　邦彦 17:10 ～ 18:00



〈一般演題　座長一覧（２）〉

３月 28 日（土曜日）
会場 演題区分 演題番号 座長 時間

第６会場 38．院内感染とその対策2 （O-189 ～ O-192） 鈴木雄二郎 8:30 ～   9:10

第６会場 39．免疫抑制宿主の結核（HIV感染を含む） （O-193 ～ O-197） 安岡　　彰 9:10 ～ 10:00

第６会場 40．非結核性抗酸菌症6 （O-198 ～ O-203） 鎌田　有珠 12:30 ～ 13:30

第６会場 41．非結核性抗酸菌症7 （O-204 ～ O-208） 田中　栄作 13:30 ～ 14:20

第７会場 42．その他3 （O-209 ～ O-214） 佐藤　敦夫 8:30 ～   9:30

第７会場 43．非結核性抗酸菌症8 （O-215 ～ O-219） 田口　　修 9:30 ～ 10:20

第７会場 44．肺外結核・特殊な結核3 （O-220 ～ O-225） 青木　洋介 12:30 ～ 13:30




