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基調講演Ⅰ
10：30 ～ 11：00 

〔ホールB5〕

座長………………………………………………………………………………… 東京大学 門　脇　　　孝

  内科学の魅力－診療と研究 …………………………………………… 京都大学 稲　垣　暢　也 ……………… 45

基調講演Ⅱ
11：00 ～ 11：30

〔ホールB5〕

座長………………………………………………………………………………… 東京大学 小　室　一　成

  内科学の臨床の向こうにあるもの：研究そして再び臨床へ ……… 東京大学 山　本　一　彦 ……………… 46

会長講演（モニターによる中継）
13：20 ～ 14：00

〔ホールB5〕

座長………………………………………………………………………………… 東京大学 小　池　和　彦

  2 型糖尿病の成因解明と治療戦略―30 年の歩み …………………… 東京大学 門　脇　　　孝 ……………… 47
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公開討論会　テーマ概要

テーマ 1　いよいよ始まった新専門医制度：君にとって内科専門医とは

  　 2015 年の卒業生からいよいよ新専門医制度が適用されることになった．医療の細分化・専門化が進むなかで内

科専門医に求められるものは何なのか？内科医にとって必要十分な資格なのか，サブスペシャリティ取得のた

めの 1ステップにすぎないのか？将来の様々なキャリアパスを考える上で，医療現場で求められる，社会が求

める，そして自分自身が思い描く内科専門医像を熱く語り合いたい．

  座長 ……………………………………………………………………… 山口大学 谷　澤　幸　生

   高知大学 横　山　彰　仁

テーマ 2　あなたの将来の進路はどっち？臨床？研究？それとも両方？

  　 臨床研修制度の導入により，基礎研究の分野に進む医師が減少したと言われます．一方で近年の医学はその分

子メカニズムを理解し，病態に立脚した予防法や治療法が求められ，サイエンスの深い理解と洞察が不可欠と

なってきています．臨床はガイドラインに従った「標準的な治療」を学ぶ機会であり，研究は「独創的な発想」

を養う場です．しばしば「どちらか一方しか選ぶことができない」とも言われる臨床と研究ですが，もう一度，

それぞれの重要性を議論し，そのうえで両立が可能なのか，あるいは必要なのかを討論したいと思います．

  座長 ……………………………………………………………………… 東京大学 南　学　正　臣

   北海道大学 西　村　正　治

テーマ 3　医師の倫理を考える：医療倫理・生命倫理・研究倫理

  　 医師ほど職業として倫理観を求められる仕事も滅多にないだろう．人の生死に直接関わる仕事だからこそ，患

者や家族，社会からもそう期待されている．しかも「清く正しい」自分は問題なし，というほど単純でもない．

日々の研修や実習を思い浮かべても，不安になることはないだろうか？説明と同意，医療者=患者関係，医療

訴訟．終末医療や高齢者医療，限られた医療資源と高額な新薬．先端医療が生まれるたびに，新たな生命倫理

の問題が生じる．研究者としての倫理も，利益相反の問題など臨床研究から基礎研究に至るまで，かつてない

議論の高まりを見せている．医療・医学という不確実な現実世界の中で，あなたの考える倫理とは何だろうか．

  座長 ……………………………………………………………………… 東北大学 浅　井　　　篤

   東京大学 瀧　本　禎　之
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公開討論会
14：10 ～ 14：50

〔ホールB5〕

総合司会　　脇　　　裕　典（東京大学）

＊ 「公開討論会」とは，今後大きな問題となる内科領域の重要な 4つのテーマを抄録より選定された指定発言者（医学生・

研修医）の意見を踏まえ，テーマごとにメンターの司会にてそのテーマに興味をお持ちの医学生・研修医の方々と討

論をおこなう企画となります．どなたでもご参加いただけます．

＊ 各討論会に参加された医学生・研修医の中より，Debate の内容を審査し，テーマ毎に「優秀討論者」を顕彰いたしま

すので，是非ご参加いただき，活発なご討論をお願いいたします．

テーマ 1　いよいよ始まった新専門医制度：君にとって内科専門医とは

  座長 ……………………………………………………………………… 山口大学 谷　澤　幸　生

 高知大学 横　山　彰　仁

 01 医学部 4年生の自分にとって，新専門医制度での内科専門医になることは

  自分のキャリアにおいて遠回りにはならない ……………………… 千葉大学 中　川　友　貴 ……………… 57

 02 教育力のある総合内科医の活躍へ ………………………… 沖縄県立中部病院 徳　増　一　樹 ……………… 58

 03 指定発言者  地域基幹病院における
  総合内科専門医のありかたについて …………………… 市立福知山市民病院 西　村　康　裕 ……………… 59

 04 私が考える新内科専門医制度と今後の展望 ……………… 名寄市立総合病院 徳　野　翔　太 ……………… 60

 05 私にとって内科専門医とは …………………………………………… 山口大学 佐々木　貴　宏 ……………… 61

 06 地域医療から考える内科専門医像 ……………………………… 旭川医科大学 植　田　はるか ……………… 62

 07 地域のニーズに応えるこれからの内科専門医とは ……… 沖縄県立北部病院 會　田　哲　朗 ……………… 63

テーマ 2　あなたの将来の進路はどっち？臨床？研究？それとも両方？

  座長 ……………………………………………………………………… 東京大学 南　学　正　臣

 北海道大学 西　村　正　治

 08 指定発言者  北海道で「研究」と「臨床」の橋渡しを目指す … 旭川医科大学 青　沼　達　也 ……………… 64
 09 よりよい地域医療を提供するには

  「臨床」と「研究」を両立する必要がある ……… 東京勤労者医療会東葛病院 西　岡　大　輔 ……………… 65

 10 研究資金に応じた時間の確保による臨床研究推進の体制 …… 浜松医科大学 森　　　亘　平 ……………… 66

 11 地域枠からみた‘研究の意義’と‘臨床との両立の可能性’：

  新たな進路選択を考える …………………………………………… 鹿児島大学 豊　留　孝史郎 ……………… 67

テーマ 3　医師の倫理を考える：医療倫理・生命倫理・研究倫理

  座長 ……………………………………………………………………… 東北大学 浅　井　　　篤

 東京大学 瀧　本　禎　之

 12 医学部 4年生として臨床実習を目前とした

  患者様との関係における倫理を考える ……………………………… 千葉大学 石　原　杏　奈 ……………… 68

 13 市民と医療者のための情報発信をする医師を増やす …… 岩手県立磐井病院 上　松　正　和 ……………… 69

 14 指定発言者  終末期を考える ……………………………………… 永寿総合病院 佐々木　広　視 ……………… 70
 15 公衆の眼差しの中で医療を進歩させるために ……………… 日本海総合病院 岡　崎　幸　治 ……………… 71
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16 地域急性期病院で貧困問題と高齢者医療を考える …………… 埼玉協同病院 河　野　友　絵 ……………… 72

討論発表会
14：50 ～ 15：10

〔ホールB5〕

総合司会　　脇　　　裕　典（東京大学）

＊ 各テーマにおいて，座長より推薦された「優秀討論者」が，そのテーマについて要約をおこない，自身の意見等を含め，

参加者に向けて発表いたします．

実践内科塾 2016
15：20 ～ 16：20

〔ホールB5〕

モデレーター　　猪　又　孝　元（北里大学）

　この企画は，内科領域の各分野のスペシャリストをモデレーターとしてお招きし，臨床上大変重要でかつ間違えやす

い疾患や，解決に時間を要する難解な疾患など，症例を説明しながら解説していく相互討議形式の講義です．出題され

る問題は奇抜な内容というよりはむしろオーソドックスな良問を取り揃えています．本企画は学生や研修医のみだけで

なく，一般臨床で活躍されている先生方にも大変勉強になる内容です．

―討論登壇者（研修医）―

吉　賀　　　巧（久留米大学）

小　野　亮　平（湘南鎌倉総合病院）

神　馬　崇　宏（NTT東日本関東病院）

石　綿　清　樹（虎の門病院）

小　川　　　瞳（慶應義塾大学）

松　尾　明　大（佐久総合病院）
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表彰式・懇親会（Meet the mentor）
16：20 ～ 17：20

〔ホールB7〕

＊各受賞者の表彰式の後，参加者皆様の懇親会を行います．

受賞者には，賞状と副賞といたしまして Up to Dateモバイルアクセス１年間分の契約キーを贈呈し，今後のさらなる飛

躍の糧としてご利用いただき，その演題を指導された先生には指導教官賞を贈呈します．

Mentor
・永井　良三（自治医科大学　学長） 
・柳田　素子（京都大学医学部附属病院 腎臓内科 教授）

＊ Meet the mentorとは，普段，身近に接する機会の少ない先生方（メンター：mentor）とテーブルを囲み，軽食を取

りながら，専門家としての生き方，考え方を語るカジュアルなミーティングです．
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プレナリーセッション（ポスターセッションより選出）10 演題
9：00 ～ 10：30

〔ホールB5〕

座長：植　木　浩二郎（東京大学）

　　　　綿　田　裕　孝（順天堂大学）

プレナリーセッション　演題一覧（口述 6分　質疑 2分）

 022. 家族性地中海熱による消化管AAアミロイドーシスを認め

  コルヒチンが奏功した 1例 …………………… 社会医療法人春回会井上病院 鈴　木　　　悠他 9名 ……… 80

 063. 下腿浮腫を契機に発見された IgG4 関連疾患の一例 ………………… 東京大学 武　田　悦　寛他 6名 ……… 90

 132. 摂食障害とうつ症状による体重減少が初発症状であった

  Cushing 病の 1例……………………………………………………… 虎の門病院 山　田　貴　信他 4名 ………107

 169. 単クローン性免疫グロブリン血症（MGUS）を合併し，診断に苦慮した顕微鏡的多発血管炎

  （MPA） による尿細管間質性腎炎（TIN）の 1例 ……………… 自治医科大学 岡　　　健太郎他 9名 ………117

 230. 肺血栓塞栓症を起こした先天性プロテインC欠乏症患者での遺伝子変異が

  プロテインC蛋白産生に及ぼす影響 ………………………………… 愛媛大学 貴　田　彩　香他 3名 ………132

 243. 急性期病院におけるギランバレー症候群の

  初回診断遅延についての検討 ……………………………… 湘南鎌倉総合病院 天　目　純　平他 2名 ………135

 266. 治療抵抗性の血栓性血小板減少性紫斑病合併全身性エリテマトーデスに

  リツキシマブが奏功した一例 …………………………………… 産業医科大学 大久保　直　紀他 9名 ………141

 280. 当院におけるStaphylococcus lugdunensis 菌血症例の
  生命予後を含む臨床的特徴について …………… りんくう総合医療センター 關　　　雅　之他 6名 ………144

 301. UGT1A1 遺伝子多型と肺癌のリスクに関する研究 ………………… 京都大学 西　川　佳　孝他 9名 ………150

 196. 抗 ARS 抗体，抗MDA5抗体が皮膚筋炎合併間質性肺障害の

  治療反応性に与える影響の解析 …………………………………… 久留米大学 増　田　　　健他 7名 ………123
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一般演題　ポスターセッション

〔第 1ブース〕

消化器①

座長（1～ 6） ……………………………………………………………………… 東京大学 建　石　良　介

 日本赤十字社医療センター 吉　田　英　雄

 001. 肝に多発したMTX関連リンパ増殖性疾患の一例 …………… 横浜市立大学 松　本　留美衣他 9名 ……… 75

 002. C 型肝硬変 SVR後に肝線維化が遷延しHCC発症した一例 … 小牧市民病院 木　田　健　介他 9名 ……… 75

 003. 肝原発が疑われた神経内分泌癌の 1例 …………… 奈良県西和医療センター 上　野　浩　嗣他 3名 ……… 75

 004. Klinefelter's syndrome における

  原発性性腺機能低下症に合併した脂肪肝の一例 ……………… 公立陶生病院 長　江　翔　平他 1名 ……… 75

 005. 腹腔鏡下肝生検にて診断しえた

  Fontan 術後肝合併症（FALD）の 3例 ……………………………… 愛媛大学 川　上　真　由他 9名 ……… 76

 006. 血液透析患者におけるC型慢性肝炎に対するアスナプレビル+ダクラタスビル

  2 剤併用療法導入の検討 ……………………………………… 湘南鎌倉総合病院 成　　　志　弦他 3名 ……… 76

消化器②

座長（7～ 12） …………………………………………………………………… 東京大学 大　塚　基　之

 東京逓信病院 光　井　　　洋

 007. 肝切除後，早期に再発した混合型肝癌の一例 ………………… 小牧市民病院 中　井　良　幸他 9名 ……… 76

 008. 緩徐に増大する腫瘤を形成した肝内結石の一例 ………… 横浜市立市民病院 辻　野　誠太郎他 9名 ……… 76

 009. 自己免疫性肝炎に合併したサイトメガロウイルス感染症の 1例 … 愛媛大学 佐々木　千　世他 9名 ……… 77

 010. C 型慢性肝炎フォロー中に発症したE型急性肝炎の一例 ………… 東京大学 日　高　優　香他 8名 ……… 77

 011. 術前診断に難渋した

  Segmental Atrophy of the Liver の一例 …………………… 富山県立中央病院 松　野　貴　弘他 9名 ……… 77

 012. 非代償性肝硬変症例に対するDAA治療：

  B-RTOによる肝予備能改善後の導入 …………………………… 埼玉医科大学 相　馬　直　人他 3名 ……… 77

〔第 2ブース〕

消化器③

座長（13 ～ 19） …………………………………………………………………… 東京大学 平　田　喜　裕

 東京警察病院 小　椋　啓　司

 013. 小腸病変による腸閉塞をきたした好酸球性胃腸炎の一例 ………… 群馬大学 佐　藤　実　紅他 6名 ……… 78

 014. 皮膚症状が先行した好酸球性胃腸炎の一例 …………………… 慶應義塾大学 山　脇　幸　子他 5名 ……… 78

 015. 当院における小腸アニサキス 7症例の検討 ……JA香川厚生連屋島総合病院 小　野　正　大他 9名 ……… 78

 016. 同時重複病変を認めた消化管MALTlymphoma の

  臨床的特徴と治療法についての検討 ………………………………… 愛媛大学 鶴　井　亮　輔他 5名 ……… 78

 017. 慢性腎不全患者にみられた

  胃前庭部毛細血管拡張症（GAVE）の 1例 ………………………… 府中病院 梶　尾　　　剛他 4名 ……… 79

 018. 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の食道狭窄に対し，内視鏡的バルーン拡張術（EBD）穿孔が

  保存的加療で改善した一例 ……………………………………… 竹田綜合病院 友　田　博　行他 3名 ……… 79
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 019. 家族性大腸腺腫症の若年女性に合併した

  H.pylori 陰性早期胃癌の 1例 …………………………………………… 帝京大学 江　川　昌　太他 6名 ……… 79

消化器④

座長（20 ～ 25） …………………………………………………………………… 東京大学 山　道　信　毅

 三楽病院 和　田　友　則

 020. インフリキシマブが著効した

  全大腸炎型潰瘍性大腸炎の一例 ………………………………… 慶應義塾大学 堤　　　健太郎他 4名 ……… 79

 021. 虚血性直腸炎の一例 …………………………………………………… 府中病院 岡　田　拓　真他 8名 ……… 80

 022. 家族性地中海熱による消化管AAアミロイドーシスを認め

  コルヒチンが奏功した 1例 …………………… 社会医療法人春回会井上病院 鈴　木　　　悠他 9名 ……… 80

 023. 保存的に治療できたアルコール性神経障害によると考えられる

  偽性腸閉塞症の一例 ……………………………………………… 自治医科大学 松　本　圭　太他 6名 ……… 80

 024. 保存的治療で軽快した腹腔内遊離ガスを伴った

  腸管気腫症の 1例 …………………………………………… 東京城東病院総合 長　野　　　光他 6名 ……… 80

 025. Campylobacter 腸炎の腹部画像所見と症状の比較 …………… 大阪市立大学 由　良　　　圭他 9名 ……… 81

〔第 3ブース〕

消化器⑤

座長（26 ～ 32） ……………………………………………………………JR東京総合病院 岡　本　　　真

 東芝病院 松　原　康　朗

 026. ステロイド治療が著効したシェーグレン症候群に伴う

  蛋白漏出性胃腸症の一例 ……………………………………………… 熊本大学 井　上　陽　美他 8名 ……… 81

 027. 複数の薬剤による間質性肺炎を繰り返した潰瘍性大腸炎の 1例 … 宮崎大学 市　成　直　樹他 5名 ……… 81

 028. 血圧左右差を契機に高安動脈炎と診断された

  若年男性における潰瘍性大腸炎の一例 ……………………………… 東京大学 大　畑　健　次他 7名 ……… 81

 029. 回腸潰瘍の穿孔を伴った

  8trisomy 合併骨髄異形成症候群の一例 ………………………………長野中央病院 近　藤　大　地他 1名 ……… 82

 030. 診断遅延を来した宿便性大腸穿孔の一例 ………………… 湘南鎌倉総合病院 熊　谷　知　博他 5名 ……… 82

 031. 体外式超音波検査が診断に有用であった

  虫垂真性憩室炎の一例 …………………………………… 広島西医療センター 金　本　麻　裕他 2名 ……… 82

 032. 特発性上腸間膜静脈血栓症の 1例 ………………………… 上尾中央総合病院 望　月　秀　峰他 1名 ……… 82

消化器⑥

座長（33 ～ 38） …………………………………………………………………… 東芝病院 山　本　夏　代

 033. 膵尾部癌が疑われた

  血清 IgG4 陰性の自己免疫性膵炎の 1例 …………………… 富山県立中央病院 平　井　忠　幸他 9名 ……… 83

 034. 強い早期染影効果を認め胆嚢癌との鑑別が困難であった

  胆嚢低エコーコレステロールポリープの 1例 ………………… 川崎医科大学 三　宅　智　雄他 7名 ……… 83

 035. CA19-9 が漸減したため経過観察となった膵体部病変の 1例 … 川崎医科大学 近　石　昌　也他 7名 ……… 83

 036. バッド・キアリ症候群と肺塞栓症で発症した

  発作性夜間ヘモグロビン尿症の 1例 ………………………………… 東京大学 大　塩　香　織他 9名 ……… 83

 037. 酩酊感，嘔気を主訴に姉妹で受診したツブ貝による

  テトラミン中毒の一例 ………………………………………… 石巻赤十字病院 阿　部　都　萌他 1名 ……… 84
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 038. 扁桃腺摘出を行った成人アレルギー性紫斑病の一例 …………… 順天堂大学 酒　井　麻　鈴他 3名 ……… 84

〔第 4ブース〕

循環器①

座長（39 ～ 44） …………………………………………………………………… 東京大学 網　谷　英　介

 039. ルキソリチニブが原因と思われる心不全の 1例 …………… 聖隷三方原病院 松　浦　純　也他 7名 ……… 84

 040. 貧血を有する心不全患者へのESA製剤投与の現状 ……………… 一宮西病院 福　本　安　菜他 8名 ……… 84

 041. 心アミロイドーシスに伴う難治性両心不全に対して

  トルバプタンが有効であった一例 …………………………… 日本海総合病院 青　野　智　典他 8名 ……… 85

 042. EPAの心機能に対する効果 ………………………………………… 一宮西病院 森　山　雄　介他 9名 ……… 85

 043. 乳癌術後の化学療法中に心機能障害を呈した一例 ……… 岩手県立二戸病院 小　田　英　人他 4名 ……… 85

 044. 繰り返す心不全の原因を PET検査により

  サルコイドーシスと診断した一例 ……………………………… 埼玉医科大学 佐　藤　さゆり他 7名 ……… 85

循環器②

座長（45 ～ 50） …………………………………………………………………… 大阪大学 坂　田　泰　史

 東京大学 武　田　憲　彦

 045. 急性期に末梢血好酸球数増多を認めなかった

  好酸球性心筋炎の一例 ………………………………………… 浜松赤十字病院 鈴　木　佑　一他 9名 ……… 86

 046. 多発性脳梗塞にて発症し，診断と治療効果の指標に

  PET-CTが有用であった Loeffler 心内膜心筋炎の一例………… 札幌医科大学 大　岩　修太郎他 7名 ……… 86

 047. 急性心筋炎の臨床的特徴の検討

  ―劇症化する急性心筋炎の心電図の特徴はなにか …………… 岩手医科大学 小　林　敬　正他 6名 ……… 86

 048. ステロイド治療中に寛解再燃し病理組織像にて

  浸潤細胞の変化を認めた劇症型好酸球性心筋炎の一例 ……… 新潟市民病院 安　藤　拓　海他 8名 ……… 86

 049. 嗄声後に遷延する発熱症状を認めた

  非劇症型心筋炎の 1例 ……………………………………… 湘南鎌倉総合病院 小　池　達　也他 2名 ……… 87

 050. 進行する心収縮能低下から

  慢性心筋炎と診断された一例 …………………… 国立国際医療研究センター 田　邊　　　翔他 4名 ……… 87

〔第 5ブース〕

循環器③

座長（51 ～ 56） …………………………………………………………………… 北里大学 阿　古　潤　哉

 東京大学 安　東　治　郎

 051. Ca 拮抗薬と亜硝酸剤投与中に冠攣縮発作から

  心肺停止に至ったが救命しえた一例 …………………… 広島西医療センター 松　田　千　尋他 2名 ……… 87

 052. 17 歳の冠攣縮性狭心症の一例 ………………………………… 春日井市民病院 原　田　貴　仁他 8名 ……… 87

 053. 蘇生後の前壁陳旧性心筋梗塞症例に対して，左主幹部への PCI や心室頻拍アブレーション治療等の

  重症管理を行い，良好な転帰を辿った一例 … 田附興風会医学研究所北野病院 荒　井　　　篤他 9名 ……… 88

 054. 左冠動脈主幹部を責任病変とする重症急性心筋梗塞患者に対して

  体外式補助人工心臓を用いて救命できた 1例 ………………… 埼玉医科大学 笠　原　太　郎他 5名 ……… 88
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 055. 救急外来での心エコー図検査が治療方針の決定に有用であった

  subepicardial aneurysmを伴う急性下壁梗塞の一例 ……………… 島根大学 田　邊　淳　也他 3名 ……… 88

 056. 心レイノー現象が心肺停止の

  原因と考えられた強皮症の一例 ………………………………… 自治医科大学 鈴　木　悠　介他 7名 ……… 88

循環器④

座長（57 ～ 62） …………………………………………………………………… 杏林大学 副　島　京　子

 東京大学 藤　生　克　仁

 057. 高度左心機能障害を合併した不整脈原性右室異型性症の 2症例 … 千葉大学 小　室　慧里子他 9名 ……… 89

 058. 完全房室ブロックで発症した心サルコイドーシスの一例 … 日本海総合病院 枝　村　峻　佑他 8名 ……… 89

 059. 心サルコイドーシスに対するステロイド治療後に多源性心室性期外収縮が持続し，

  ICD 植込みが施行された一例 ………………………………………… 京都大学 軸　屋　紀　宏他 4名 ……… 89

 060. 肥大型心筋症に合併した発作性心房細動および多剤併用により

  失神をきたした一例 …………………………………………………… 東京大学 黒　川　達　哉他 6名 ……… 89

 061. 家族歴を有する若年性洞不全症候群の一例 …………………… 東京医科大学 六本木　瑠　理他 8名 ……… 90

 062. 術前 CT画像を利用して冠静脈洞憩室内でのカテーテルアブレーションに成功した

  WPW症候群の一例 ……………………………………………………… 新潟大学 川　越　友加里他 8名 ……… 90

〔第 6ブース〕

循環器⑤

座長（63 ～ 69） …………………………………………………………………… 東京大学 大　門　雅　夫

 063. 下腿浮腫を契機に発見された IgG4 関連疾患の一例 ………………… 東京大学 武　田　悦　寛他 6名 ……… 90

 064. 高 IgG4 血症との関連が示唆された冠動脈炎を伴う大動脈炎の一例 … 住友病院 伊　藤　慶　人他 6名 ……… 90

 065. 大動脈弁狭窄症に心臓カテーテル検査は必要か？ …………… 新潟市民病院 弥久保　俊　太他 9名 ……… 91

 066. 大動脈弁置換術が困難な大動脈弁狭窄症に

  経皮的大動脈弁留置術が有用であった一例 …………………… 埼玉医科大学 安　武　れ　い他 8名 ……… 91

 067. 症状が二峰性を呈した脚気衝心の 1例 ……… 社会医療法人生長会府中病院 木　村　拓　也他 4名 ……… 91

 068. 急性期のみならず慢性期にも両心系に多彩な

  合併症を引き起こした感染性心内膜炎の一例 ……………………… 弘前大学 成　田　真　人他 8名 ……… 91

 069. 甲状腺機能亢進症による頻脈性心房細動

  および心機能低下を来した症例 ………………………………… 大阪医科大学 川　崎　裕　香他 8名 ……… 92

循環器⑥

座長（70 ～ 76） …………………………………………………………………… 東京大学 波多野　　　将

 070. 左室収縮機能障害を合併した冠動脈肺動脈瘻の一例 ……………… 新潟大学 山　崎　　　遼他 7名 ……… 92

 071. 実臨床における中高年に発見される

  動脈管開存症の診断契機 6例での検討 ……………………………… 千葉大学 石　原　杏　奈他 4名 ……… 92

 072. 成人ファロー四徴症の 1剖検例 ………………………………… 九州労災病院 緒　方　裕　基他 6名 ……… 92

 073. 先天性心疾患術後に肺疾患の合併で

  発症した肺高血圧症の一例 ……………………… 山口県立総合医療センター 濱　田　和　希他 6名 ……… 93

 074. 長期にわたり無症候で経過した

  Scimitar 症候群の一例 ………………………………… 聖マリアンナ医科大学 松　田　龍　信他 9名 ……… 93

 075. 早期診断，治療介入が奏功した Pulmonary tumor 

  thrombotic microangiopathy（PTTM）が疑われた 1例 …… 聖隷三方原病院 石　川　朋　美他 7名 ……… 93
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 076. 当院における透析関連肺高血圧症の心エコーでの検討と，

  肺高血圧に対し肺血管拡張薬を使用した 1症例の報告 …………… 京都大学 家　村　知　樹他 9名 ……… 93

〔第 7ブース〕

循環器⑦

座長（77 ～ 82） …………………………………………………………………… 高知大学 北　岡　裕　章

 東京大学 赤　澤　　　宏

 077. 食後に胸痛を自覚した閉塞性肥大型心筋症の 1症例 ……………… 京都大学 本　庄　智　香他 9名 ……… 94

 078. 急性冠症候群が疑われた左室流出路狭窄の一例 …………………… 新潟大学 熊　木　隆　之他 4名 ……… 94

 079. 伝導障害と収縮障害が短期に進行したラミン関連心筋症の一例 … 新潟大学 鷲　山　雄　三他 7名 ……… 94

 080. 血清 -galactosidase A 酵素活性正常で，

  lyso-Gb3 高値から診断に至った心Fabry 病の一例 ………… 浜松赤十字病院 森　　　ナオミ他 9名 ……… 94

 081. 同胞で異なる左室機能障害の進行を示した

  ベッカー型筋ジストロフィー症例 ………………………………… 鹿児島大学 宇佐美　　　環他 9名 ……… 95

 082. 腎病変が先行しその後心機能障害・

  伝導障害をきたしたFabry 病の一例 ………………………………… 東京大学 勘　場　　　悠他 9名 ……… 95

循環器⑧

座長（83 ～ 88） …………………………………………………………………… 東京大学 武　田　憲　文

 083. ポケットエコーが早期診断に寄与した心タンポナーデ合併

  Stanford A 型急性大動脈解離の一例 …… 日本赤十字社和歌山医療センター 田　中　瑛一朗他 3名 ……… 95

 084. 無症状で見つかり動脈生検が診断の

  決め手となった巨細胞性動脈炎の一例 ……………………………… 三重大学 佐久間　　　絵他 9名 ……… 95

 085. 半年で 5mm以上拡大し，ステントグラフト内挿術（EVAR）を

  施行した IgG4 関連炎症性腹部大動脈瘤（IAAA）の 1例 … 浜松赤十字病院 丸　山　享　子他 9名 ……… 96

 086. 診断が遅れた急性大動脈解離 …………………………………… 那覇市立病院 米　須　　　栞他 2名 ……… 96

 087. Fibromuscular dysplasia（FMD）による

  若年性大動脈解離の一例 ……………………………… 名古屋第一赤十字病院 近　藤　喜代太他 9名 ……… 96

 088. 全身の多発動脈瘤を発症した弾力線維性仮性黄色腫の 1例 ……… 千葉大学 中　川　友　貴他 6名 ……… 96

〔第 8ブース〕

循環器⑨

座長（89 ～ 94） …………………………………………………………………… 長崎大学 前　村　浩　二

 東京大学 渡　辺　昌　文

 089. 異なる臨床経過を辿った腎梗塞の 2症例の検討 ……………… 旭川医科大学 堀　内　　　至他 9名 ……… 97

 090. 外科的血栓摘除術で良好な経過が得られた肺塞栓症の一例 ……… 東北大学 大　江　　　崇他 9名 ……… 97

 091. 開心術 1年後に血性心嚢液が貯留した一例 ………………………… 帝京大学 岸　　　もなみ他 9名 ……… 97

 092. ワルファリンからダビガトランへの切り替え後に

  血栓弁を生じた僧帽弁位機械弁の一例 ……………………… 聖隷三方原病院 岡　崎　絢　子他 7名 ……… 97

 093. 感染性心内膜炎に伴う膝窩動脈の敗血症性塞栓および感染性動脈瘤による

  下肢虚血に対して血管内治療を行った 1例 …………………… 埼玉医科大学 橋　元　由紀子他 5名 ……… 98
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 094. 当院における非弁膜症性心房細動に対する

  NOACの使用状況と今後の展望 …………………………NTT東日本関東病院 梅　井　正　彦他 9名 ……… 98

循環器⑩

座長（95 ～ 100） …………………………………………………………… 関西医科大学 塩　島　一　朗

 横浜市立大学 小　菅　雅　美

 095. 抗菌薬が有効であった再発する心外膜炎の一症例 …… みやぎ県南中核病院 川　村　佳　史他 6名 ……… 98

 096. 心膜剥離術が奏功して重度低蛋白血症が正常化した，

  蛋白漏出性胃腸症を合併した収縮性心膜炎の一例 …………… 慶應義塾大学 服　部　　　修他 7名 ……… 98

 097. 多発性点状脳梗塞を合併した

  乳頭状弾性線維腫の一例 ………………………… 山口県立総合医療センター 赤　瀬　英　亮他 9名 ……… 99

 098. 手指の循環障害が初発症状だった左房粘液腫の一例 ………… 自治医科大学 山　下　眞　穂他 5名 ……… 99

 099. 心臓 CTにおいて冠動脈石灰化を有す糖尿病症例では，CT撮影後の

  HBA1C 値が高値であると有害心事象の発生リスクが高まる． …… 千葉大学 西　村　公　太他 3名 ……… 99

 100. 心臓 CTにおいて，閉塞性冠動脈を持たない非心筋梗塞，非心筋疾患症例の

  左室孤立性異常所見は予後悪化に関与しない． …………………… 千葉大学 竹　内　幹　人他 3名 ……… 99

〔第 9ブース〕

内分泌代謝①

座長（101 ～ 105） ………………………………………………………………… 東京大学 槙　田　紀　子

 愛媛大学 大　澤　春　彦

 101. 遺伝的アプローチにより褐色細胞腫を早期治療しえた

  多発性内分泌腫瘍症 2型の一例 ……………………………………… 東京大学 加　藤　貴　史他 7名 ………100

 102. 悪性黒色腫に対しニボルマブ（抗 PD-1 抗体）を使用し

  甲状腺異常症を経験した 1例 …………………………………… 東京医科大学 清　水　宣　博他 7名 ………100

 103. 低身長，歯牙萌出遅延が診断の契機となった

  思春期発症慢性甲状腺炎の 1例 ………………………………… 王子総合病院 羽　生　佳　弘他 9名 ………100

 104. 糖尿病加療中に高ガストリン血症および

  インスリノーマの合併を認めたMEN1 型の一例 ……………… 横浜市立大学 伊　藤　浩　平他 4名 ………100

 105. 肺動脈性肺高血圧症を併発した自己免疫性多発内分泌症候群

  （多腺性自己免疫症候群）3型の一例 …………………………… 獨協医科大学 二井谷　隆　文他 8名 ………101

内分泌代謝②

座長（106 ～ 112） ……………………………………………………………… 虎の門病院 竹　内　靖　博

 京都大学 八十田　明　宏

 106. 確定診断までに 3年以上の長期経過を要した

  腫瘍性低リン血症性骨軟化症の一例 ……………………………… 順天堂大学 櫻　井　夏　子他 9名 ………101

 107. 医原性骨軟化症の 5例 …………………………………………… 産業医科大学 五　嶋　由紀子他 8名 ………101

 108. 含糖酸化鉄投与により

  FGF23 関連低リン血症性骨軟化症を呈した一例 ……………… 小牧市民病院 志　村　友　理他 2名 ………101

 109. 病初期に鑑別が困難であった多発椎体骨折の一例 ………………… 東京大学 吉　田　浩　紀他 8名 ………102

 110. TSH と GHRH不応性を認めた

  偽性副甲状腺機能低下症 Ia 型の一例 ……………………………… 虎の門病院 黒　川　　　憲他 5名 ………102
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 111. 二次性副甲状腺機能亢進症にも関わらず無形成骨症と

  診断された後に副甲状腺出血をきたした一症例の検討． ……… 虎の門病院 水　野　裕　基他 8名 ………102

 112. 妊娠時，急性膵炎，副甲状腺機能亢進症による

  高カルシウム血症，妊娠高血圧症候群を合併した 1例 ……… 東北公済病院 濱　崎　諒　介他 5名 ………102

〔第 10ブース〕

内分泌代謝③

座長（113 ～ 118） ………………………………………………………………… 金沢大学 篁　　　俊　成

 名古屋大学 有　馬　　　寛

 113. 慢性頭痛を主訴にトルコ鞍周囲の炎症を伴う

  自己免疫性下垂体炎と診断された一例 …………………………… 虎の門病院 小笠原　暢　彦他 9名 ………103

 114. 内頚動脈瘤治療後の経過中に下垂体機能低下症に陥った一例 …… 東京大学 岡　村　明日香他 7名 ………103

 115. 自己免疫性膵炎に IgG4 関連下垂体炎を合併した 1症例 …………… 近畿大学 池　田　　　守他 9名 ………103

 116. SAPHO症候群による下垂体機能低下症・

  中枢性尿崩症を合併した一症例 ……………………………………… 長崎大学 中　路　啓　太他 9名 ………103

 117. 多彩な自己免疫疾患が背景にある 42 歳男性に下垂体炎に伴う中枢性尿崩症

  （central diabetes insipidus：CDI）をきたした一例 ………… 石巻赤十字病院 三　浦　智　孝他 6名 ………104

 118. 出血性胃潰瘍の入院加療中に診断し得た

  中枢性尿崩症の一例 ………………………………………… 宮崎県立日南病院 伊　藤　早　葵他 3名 ………104

内分泌代謝④

座長（119 ～ 123） ………………………………………………………………… 岡山大学 和　田　　　淳

 横浜労災病院 西　川　哲　男

 119. 副腎静脈サンプリングおよび免疫組織染色にて

  右副腎アルドステロン産生微小腺腫と診断できた一例 … 岩手県立中央病院 櫻　井　広　子他 5名 ………104

 120. 背部痛を契機に発見された

  リング状石灰化を伴う副腎腫瘤の 1例 ……………………………… 近畿大学 庭　野　史　丸他 9名 ………104

 121. オクトレオチド投与が著効した先端巨大症症例と

  当院 26 例のGNAS 変異解析 …………………………………………… 千葉大学 赤　岡　徹　朗他 7名 ………105

 122. 当院における PMAH 40 例の

  ARMC5 変異解析と機能喪失モデル …………………………………… 千葉大学 瀧　　　由　樹他 4名 ………105

 123. 味覚障害と低血糖発作を契機に発見された

  相対的副腎不全の透析患者の一例 ………………………………… 虎の門病院 石　綿　清　樹他 7名 ………105

〔第 11ブース〕

内分泌代謝⑤

座長（124 ～ 128） …………………………………………………………… 獨協医科大学 麻　生　好　正

 千葉大学 田　中　知　明

 124. 当院救急外来における低Na血症の検討 ………………………… 公立陶生病院 櫻　井　あ　や他 6名 ………105

 125. 超高齢者で診断されたインスリノーマの一例と本邦に

  おける高齢者インスリノーマ治療症例の検討 ……… 東邦大学医療センター 大　木　佑　子他 5名 ………106

 126. 再栄養症候群により心不全を併発した神経性やせ症の一例 ……… 東京大学 平　出　麻衣子他 6名 ………106
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 127. ステロイド内服治療により高カルシウム血症，

  腎機能障害が改善したサルコイドーシスの一例 …………………… 京都大学 後　藤　久　典他 9名 ………106

 128. 30 歳以降で診断に至った男性性腺機能低下症の 2例 ……………… 熊本大学 金　　　正　浩他 8名 ………106

内分泌代謝⑥

座長（129 ～ 133） …………………………………………………………… 産業医科大学 岡　田　洋　右

 滋賀医科大学 卯　木　　　智

 129. サブクリニカルクッシング症候群（SCS）を合併する原発性

  アルドステロン症（PA）の予測因子の検討 …………………… 横浜労災病院 井　上　浩　輔他 5名 ………107

 130. 血圧低下・低血糖発作を契機に診断にいたった 2型糖尿病に合併したACTH

  単独欠損症の一例 ……… 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 永　田　恵　蔵他 4名 ………107

 131. アンチエイジング・ドックで発見された

  ACTH単独欠損症の 1例 ……………………………………………… 琉球大学 新　城　紀　子他 9名 ………107

 132. 摂食障害とうつ症状による体重減少が初発症状であった

  Cushing 病の 1例……………………………………………………… 虎の門病院 山　田　貴　信他 4名 ………107

 133. 顕性クッシング症候群を背景に拡張型心筋症から

  非代償性心不全をきたした一例 ……………………… 聖マリアンナ医科大学 山　本　雄太郎他 8名 ………108

〔第 12ブース〕

内分泌代謝⑦

座長（134 ～ 138） ………………………………………………………………… 神戸大学 小　川　　　渉

 熊本大学 本　島　寛　之

 134. 2 型糖尿病治療中に胆管と十二指腸の好酸球浸潤を認めた

  硬化性胆管炎の 1例 …………………………………………………… 東京大学 板　宮　孝　紘他 6名 ………108

 135. 糖尿病罹患中に発症した肝細胞癌と

  血糖コントロールに関する検討 ……………………………… 日本海総合病院 岡　崎　幸　治他 8名 ………108

 136. 連続肝生検で組織学的進展を追跡した

  糖尿病合併NASHの 3症例 …………………………………………… 金沢大学 木　谷　佐央理他 6名 ………108

 137. インスリン治療中の胃切除患者に頻発する

  空腹時低血糖について ………………………………… 東邦大学医療センター 田　中　翔　士他 5名 ………109

 138. 急激な転帰をたどったガス産生化膿性多発肝膿瘍破裂を

  発症した肝硬変合併糖尿病の一症例 …………………………… 金沢医科大学 髙　垣　雄　太他 7名 ………109

内分泌代謝⑧

座長（139 ～ 146） ………………………………………………………………… 京都大学 長　嶋　一　昭

 群馬大学 岡　田　秀　一

 139. インスリン中止により抗体の性質が変化した

  インスリンアレルギーの一例 ………………………………………… 愛媛大学 土　居　美沙季他 8名 ………109

 140. 高結合能・低親和性インスリン抗体を背景とした

  不安定型 1型糖尿病に対し rituximab が有効であった一例………… 金沢大学 井　川　寛　章他 6名 ………109

 141. インスリン抗体による夜間低血糖と日中高血糖に対してステロイドが著効し，

  CGMにて血糖変動を観察し得た緩徐進行 1型糖尿病の 1例 ……… 九州大学 石　内　真理子他 5名 ………110

 142. 2 型糖尿病患者で SGLT-2 阻害薬を追加投与した際の，

  併用薬による効果の差異の検討 ………………………………… 東京医科大学 手　嶋　晶　子他 9名 ………110
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 143. カナグリフロジンの食後血糖上昇抑制作用と

  投与時間の関係を検討した一例 ………………………… 東京慈恵会医科大学 三　浦　　　茜他 6名 ………110

 144. 不明熱改善後に糖尿病の急激な悪化により

  IgG4 関連疾患の診断に至った 1例 ……………………………… 山形市立病院 伊　藤　　　南他 6名 ………110

 145. 膵島移植を実施した腎移植後 1型糖尿病の 1例 …………………… 京都大学 榊　　　健太郎他 9名 ………111

 146. 高血糖を契機に発症した糖尿病性舞踏病の一例 …………………… 東京大学 安　部　佑里恵他 8名 ………111

〔第 13ブース〕

内分泌代謝⑨

座長（147 ～ 152） ……………………………………………………… 東京医科歯科大学 小　川　佳　宏

 近畿大学 池　上　博　司

 147. 退院後 6か月時点におけるインスリン治療の必要性を予測する上で

  有用なインスリン分泌能の指標についての検討 …………………… 富山大学 渡　邊　善　之 ………………111

 148. 強化インスリン療法後の治療選択における

  CPI などのインスリン分泌指標の有用性の検討 …………………… 富山大学 中　嶋　　　歩他 9名 ………111

 149. 持続血糖モニタリングによりインスリン分泌促進薬の効果を

  詳細に検討したミトコンドリア糖尿病の一例 …………… 東京医科歯科大学 鈴　木　健一郎他 8名 ………112

 150. 2284mg/dL の高血糖を伴い治療中，尿崩症様症状と

  意識状態の悪化を呈した糖尿病性ケトアシドーシスの 1例 ……… 群馬大学 青　木　　　蕉他 9名 ………112

 151. 甲状腺機能の改善に伴い血糖コントロールが改善した一例 …… 名古屋大学 真　野　頌　子他 6名 ………112

 152. レプチンが著効した肝移植後後天性脂肪萎縮症の 1例 …………… 岡山大学 砂　田　匠　彦他 5名 ………112

内分泌代謝⑩

座長（153 ～ 160） ………………………………………………………………… 九州大学 井　口　登與志

 東京慈恵会医科大学 森　　　　　豊

 153. 2 型糖尿病患者におけるパーソナリティーと

  肥満度の関係 ………………………………………………… 東京女子医科大学 井　川　杏　奈他 2名 ………113

 154. 2 型糖尿病患者のQOLに関連する因子と教育入院による

  変化の検討 ……………………………………………………………… 神戸大学 上　田　真莉子他 9名 ………113

 155. 少量のデグルデク投与で血中インスリン高値を示した

  1 型糖尿病の一例 …………………………………………………… 滋賀医科大学 上　野　亜希子他 9名 ………113

 156. 球脊髄性筋萎縮症に糖尿病を合併した一例 ………………………… 東京大学 荒　川　直　子他 9名 ………113

 157. オランザピン内服後，2型糖尿病にHHSを合併し，可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症（MERS）を

  呈した一例 ……………… 筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院 戒　能　賢　太他 7名 ………114

 158. 妊娠糖尿病患者の 75g 経口ブドウ糖負荷試験の結果と

  周産期データに関する検討 ……………………………… 東京慈恵会医科大学 本　澤　訓　聖他 5名 ………114

 159. HPLC 法においてHbA1c 偽高値を認めた一例 …………… 富山県立中央病院 田　中　健　雄他 6名 ………114

 160. 地方総合病院の内科外来で行った，新規薬剤である

  週 1 回投与型DPP-4 阻害薬に関するアンケート結果 … 市立福知山市民病院 早　田　洋　樹他 4名 ………114
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〔第 14ブース〕

腎臓①

座長（161 ～ 167） ………………………………………………………………… 東北大学 阿　部　倫　明

 杏林大学 要　　　伸　也

 161. 顕微鏡的多発血管炎の治療中に気胸を合併した一例 ………… 川崎医科大学 山　本　佳名子他 7名 ………115

 162. 間質性肺炎の経過観察中に顕微鏡的多発血管炎と診断された 1例 筑波大学 石　橋　　　駿他 8名 ………115

 163. 間質性肺炎の増悪と膜性腎症に続発した

  ANCA関連血管炎の 1例 …………………………………………… 虎の門病院 水　野　裕　基他 9名 ………115

 164. 痴呆，せん妄にて入院加療ができず，免疫抑制薬の少量多剤併用にて

  寛解導入から長期維持し得た高齢のANCA関連血管炎の一例 …… 北里大学 橋　本　孝　明他 6名 ………115

 165. PEXIVAS 研究プロトコルに従い肺腎型顕微鏡的多発血管炎（MPA）に対して

  免疫抑制療法・血漿交換併用療法を施行した一例 ………………… 京都大学 市　岡　光　洋他 5名 ………116

 166. 全身性紫斑を伴うステロイド抵抗性の

  急速進行性糸球体腎炎（RPGN）の一例 ……………………………… 東京大学 香　月　沙耶加他 6名 ………116

 167. MPO-ANCAおよび抗GBM抗体陽性の急速進行性糸球体腎炎に対してステロイドパルスおよび

  アフェレシスによる治療が奏功した一例 …………………………… 弘前大学 對　馬　佑　一他 6名 ………116

腎臓②

座長（168 ～ 173） ………………………………………………………………… 熊本大学 向　山　政　志

 東京大学 田　中　哲　洋

 168. メトホルミンにより間質性腎炎腎炎を来した一例 ………… 石巻赤十字病院 深　水　大　天他 1名 ………116

 169. 単クローン性免疫グロブリン血症（MGUS）を合併し，診断に苦慮した顕微鏡的多発血管炎

  （MPA） による尿細管間質性腎炎（TIN）の 1例 ……………… 自治医科大学 岡　　　健太郎他 9名 ………117

 170. Castleman's disease や IgG4 関連疾患，関節リウマチ随伴性リンパ節炎との

  鑑別を要した尿細管間質性腎炎の一例 …………………………… 虎の門病院 大　島　洋　一他 9名 ………117

 171. ミルク（カルシウム）・アルカリ症候群による

  急性腎障害（AKI）の 1例 ………………………………… 富山県立中央病院 中　井　文　香他 6名 ………117

 172. 急性腎障害を契機に診断され , 多彩な肺病変を呈した

  多発性骨髄腫とアミロイドーシスの 1例 ……………………… 自治医科大学 周　東　美　和他 9名 ………117

 173. Acute renal failure with severe Loin pain and Patchy renal ischemia after anaerobic Exercise（ALPE）を

  10 年ぶりに再発したURAT1 ヘテロ接合体変異の一例 …………… 神戸大学 辻　本　誠　長他 5名 ………118

〔第 15ブース〕

腎臓③

座長（174 ～ 179） ……………………………………………………………… 虎の門病院 乳　原　善　文

 東海大学 和　田　健　彦

 174. 多発する結節性糸球体病変を認めた

  ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の 1例 ………………… 大阪赤十字病院 大木元　達　也他 6名 ………118

 175. 骨髄移植の 11 か月後に発症し，内皮細胞障害を伴う

  膜性変化を示したネフローゼ症候群の一例 ………………………… 宮崎大学 新　屋　琴　子他 9名 ………118

 176. ネフローゼ症候群を呈した ISN/RPS 分類 class1

  ループス腎炎の一例 ………………………………………… 奈良県立医科大学 金　岡　幸嗣朗他 9名 ………118
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 177. ネフローゼ症候群の抗凝固療法に

  Xa 阻害薬の有用性が示唆された 2症例 ………… 国際医療福祉大学熱海病院 上　原　燈紀子他 8名 ………119

 178. 原発性胆汁性肝硬変を合併した

  微小変化型ネフローゼ症候群の一例 …………………………… 諏訪中央病院 出　口　愛　美他 7名 ………119

 179. 糖原病 1a 型の経過中に蛋白尿が出現し腎生検を施行した 1例 …… 熊本大学 松　下　晴　香他 7名 ………119

腎臓④

座長（180 ～ 185） ………………………………………………… 聖マリアンナ医科大学 柴　垣　有　吾

 京都大学 柳　田　素　子

 180. 腹膜透析終了 6年後に大網捻転発症を

  契機に発見された結核性腹膜炎の一例 ………………… 東京慈恵会医科大学 平　野　　　慧他 9名 ………119

 181. 腹膜透析（PD）施行中にMycobacterium Abscessus による
  腹膜炎を発症した一例 ………………………………………………… 京都大学 越　山　絵里菜他 5名 ………120

 182. 胸部大動脈瘤の合併症としての頸部静脈の走行異常と尿毒症による出血傾向を背景として

  軽微な外傷から大出血をきたした一例 ……………………… 石巻赤十字病院 城　越　智　彦他 6名 ………120

 183. MEN2 型を背景とし，繰り返す難治性出血性胃潰瘍により

  胃前庭部穿孔を起こした一例 ………………………………………… 京都大学 櫻　木　　　実他 4名 ………120

 184. 拡張困難な狭窄病変による腎血管性高血圧に対して

  選択的腎動脈塞栓を施行した 1例 …………………………………… 東北大学 釜　野　大　典他 7名 ………120

 185. 血液透析 10 年後に再発した関節リウマチに対して

  トシリズマブが著効した 1例 ……………………………………… 虎の門病院 伊　藤　雄　介他 7名 ………121

〔第 16ブース〕

腎臓⑤

座長（186 ～ 191） …………………………………………………………… 自治医科大学 長　田　太　助

 埼玉医科大学 岡　田　浩　一

 186. 高齢期にミトコンドリア病と診断した

  保存期慢性腎臓病患者の 1例 ………………………………………… 東北大学 沼　倉　龍之介他 8名 ………121

 187. 胃全摘後 17 年目に急速に進行した高シュウ酸尿症による

  慢性腎不全の 1例 ……………………………………………………… 新潟大学 小　田　知友美他 7名 ………121

 188. 腸管出血性大腸菌感染症（O-157：EHEC）へのシプロフロキサシン投与を契機に

  溶血性尿毒症症候群（HUS）発症が疑われた 1例 …………… 平塚市民病院 吉　田　直　人他 6名 ………121

 189. 溶連菌感染後急性糸球体腎炎（PSAGN）軽快後に関節リウマチ（RA）様の関節炎を伴い，

  最終的にクリオグロブリン血管炎（CV）と診断した一例 … 石巻赤十字病院 福　長　健　史他 2名 ………122

 190. 非結核性抗酸菌（NTM）症の増悪を契機に発症した

  IgA 腎症の一例 ………………………………………………………… 東京大学 亀　井　亮　佑他 7名 ………122

 191. 遺伝子検索と腎生検にて若年性ネフロン瘻との鑑別ができた

  ARPKD37 歳男性の一例 ……………………………………………… 虎の門病院 伊　藤　雄　介他 9名 ………122
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〔第 17ブース〕

呼吸器①

座長（192 ～ 197） …………………………………………… 国立国際医療研究センター 飯　倉　元　保

 192. 当科で経験した抗ARS抗体陽性間質性肺炎の 4例 … 聖マリアンナ医科大学 鶴　岡　　　一他 9名 ………122

 193. 自宅改修が有効であった過敏性肺炎の夫婦例 …………… 奈良県立医科大学 中　村　真　弥他 9名 ………123

 194. 中年発症喘息と鑑別困難であった気管支異物の一例 …………… 順天堂大学 杉　山　裕　紀他 9名 ………123

 195. PR3-，MPO-ANCAともに陽性であった

  肺腺癌の 1例 …………… 筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院 岡　内　眞一郎他 9名 ………123

 196. 抗 ARS 抗体，抗MDA5抗体が皮膚筋炎合併間質性肺障害の

  治療反応性に与える影響の解析 …………………………………… 久留米大学 増　田　　　健他 7名 ………123

 197. 高 Ca 血症を来した慢性透析患者における

  サルコイドーシスの 1例 ……………………………………………… 島根大学 山　本　理香子他 9名 ………124

呼吸器②

座長（198 ～ 203） …………………………………………………………… 慶應義塾大学 川　田　一　郎

 198. 特発性肺動脈性肺高血圧症（IPAH），肺静脈閉塞症（PVOD）との鑑別を要した

  慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）の一剖検例 ……… 奈良県立医科大学 古　山　達　大他 9名 ………124

 199. 肺炎治療の人工呼吸器離脱後に意識障害が顕在化し

  血栓性血小板減少性紫斑病と診断した一例 …………………… 岩手医科大学 黒　田　　　凌他 8名 ………124

 200. 間質性肺疾患に合併しコントラスト心臓超音波検査で診断した

  肝肺症候群（HPS）の一例 ……………………………………… 石切生喜病院 岩　崎　剛　平他 8名 ………124

 201. 検診を契機に発見された気管支動脈蔓状血管腫に

  コイル塞栓術を施行した一例 ………………………………………… 千葉大学 橋　本　弥永子他 9名 ………125

 202. 同種骨髄移植後に発症した肺病変に対して

  生体肺移植を施行した一例 ………………………………… 奈良県立医科大学 堀　本　和　秀他 9名 ………125

 203. 肺悪性腫瘍による無気肺が疑われた気管支異物の一例 … 沖縄県立中部病院 富　島　佳　之他 2名 ………125

〔第 18ブース〕

呼吸器③

座長（204 ～ 210） …………………………………………………………… 関東中央病院 高　見　和　孝

 東京大学 山　内　康　宏

 204. プロカルシトニン（PCT）高値で敗血症合併との鑑別に苦慮した

  ホルモン産生肺小細胞癌の一例 ………………JA長野厚生連篠ノ井総合病院 北　濱　卓　実他 4名 ………125

 205. 原発性肺癌との鑑別を要し，肺転移・脳転移を認めた

  晩期再発（術後 10 年）直腸癌の一例 ………………………………… 杏林大学 福　田　のぞみ他 8名 ………126

 206. 上腕軟部組織転移で発見された

  EGFR遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌の 1例 ………………………… 日本大学 野　本　正　幸他 5名 ………126

 207. 胃消化管間質腫瘍（GIST）に合併した

  ALK融合遺伝子陽性肺腺癌の一例 …………………………………… 九州大学 中　西　喬　之他 9名 ………126

 208. 胸腔鏡下肺生検（VATS-LB）により診断した類上皮血管内皮腫

  （Epithelioid hemangioendothelioma）の一例 … 日本赤十字社長野赤十字病院 廣　田　周　子他 9名 ………126
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 209. 心タンポナーデで発症し心膜生検で診断した

  悪性心膜中皮腫の一例 …………………………………………… 慶應義塾大学 和　田　未　来他 9名 ………127

 210. 肺炎と誤診した colloid adenocarcinoma の一例……………… 石巻赤十字病院 阿　部　都　萌他 3名 ………127

呼吸器④

座長（211 ～ 217） …………………………………………………………… 東京逓信病院 渋　谷　英　樹

 国立国際医療研究センター 佐　藤　輝　彦

 211. 市中急性期病院における

  レジオネラ肺炎 17 例の臨床的特徴の検討 ……………………… 埼玉協同病院 河　野　友　絵他 2名 ………127

 212. 高齢者入所施設より紹介入院となった，

  肺炎症例の後ろ向き検討 ………………………………… 横浜旭中央総合病院 笠　原　　　峻他 5名 ………127

 213. ニューモシスチス肺炎と口腔内カンジダ症を呈した

  HIV 感染症の 1例 ………………………………………… 東京慈恵会医科大学 岡　島　英　梨他 9名 ………128

 214. 腎移植後のタクロリムス内服中に反復する肺炎を来たし，

  肺ノカルジア症と診断した 1例 ……………………………………… 神戸大学 川　口　亜　記他 9名 ………128

 215. 化学療法後に生じた Pantoea agglomerans による敗血症に対して

  エンドトキシン吸着療法が有効だった一例 ………………………… 宮崎大学 甲　斐　誠　章他 8名 ………128

 216. 経過の異なる成人原発性免疫不全症候群の 2例 ………… 東京女子医科大学 原　　　裕　子他 7名 ………128

 217. 医療事故報道の臨床研修マッチングに及ぼす影響 …………… 浜松医科大学 大　野　　　航他 6名 ………129

〔第 19ブース〕

血液①

座長（218 ～ 224） ……………………………………………………………… 順天堂大学 原　田　浩　徳

 東京女子医科大学 今　井　陽　一

 218. 石灰化を伴う広範なリンパ節腫大および腫瘤形成を伴った

  AL アミロイドーシスの一例 …………………………………………… 東北大学 藤　田　　　剛他 5名 ………129

 219. 同時性に発症した節性混合細胞型ホジキンリンパ腫と

  節外性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例 …………… 石巻赤十字病院 斉　藤　壮　矢他 3名 ………129

 220. 寒冷凝集素症を合併した

  血管内大細胞型B細胞性リンパ腫の一例 ……………………… 慶應義塾大学 綿　貫　慎太郎他 9名 ………129

 221. 抗 SRP 抗体陽性筋炎の治療中に

  慢性骨髄性白血病を発症した一例 …………………………………… 東京大学 森　田　聖　美他 6名 ………130

 222. 妊娠合併急性前骨髄球性白血病の一例 ……………………………… 京都大学 藤　田　真　梨他 5名 ………130

 223. Nilotinib 投与中に血管有害事象を発症した三例 …………… 防衛医科大学校 和　泉　拓　野他 9名 ………130

 224. 致死性心室性不整脈のリスクを有する血液悪性腫瘍患者の治療における

  着用型除細動器（WCD）の使用経験 ………………………………… 大阪大学 菅　　　真紀子他 9名 ………130

血液②

座長（225 ～ 230） ……………………………………………………… 災害医療センター 竹　迫　直　樹

 東京大学 中　村　文　彦

 225. バンコマイシン依存性抗血小板抗体を確認できた血小板減少症 … 愛媛大学 森　　　紗　綾他 6名 ………131

 226. ヒトパルボウイルスB19 感染により巨大赤芽球を認めた

  赤芽球癆の 1例 ………………………………………… 群馬県済生会前橋病院 寺　崎　幸　恵他 6名 ………131
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 227. 大酒家に発症し，経口補正が著効した銅欠乏の 1例 ………… 諏訪中央病院 内　山　秀　平他 5名 ………131

 228. 心筋炎を伴った播種性ムーコル症を生じた

  造血幹細胞移植後の 1例 ……………………………………………… 府中病院 野　村　菜々香他 5名 ………131

 229. 当院で経験したTAFRO症候群の一例 ……………………………… 東京大学 吉　田　紗衣子他 9名 ………132

 230. 肺血栓塞栓症を起こした先天性プロテインC欠乏症患者での遺伝子変異が

  プロテインC蛋白産生に及ぼす影響 ………………………………… 愛媛大学 貴　田　彩　香他 3名 ………132

〔第 20ブース〕

神経①

座長（231 ～ 236） ………………………………………………………………… 東京大学 濵　田　　　雅 

 日本赤十字社医療センター 松　本　英　之

 231. AIDS と中枢神経原発リンパ腫様肉芽腫症を合併した一例 ………… 信州大学 鹿　野　泰　寛他 6名 ………132

 232. 眼痛を伴う動眼神経単独麻痺を呈した

  前立腺癌 ………………………………………… 東京都保健医療公社豊島病院 浅　野　由　希他 5名 ………132

 233. 下腹部痛で発症した特発性脊髄硬膜外血腫の

  1 例 ………………………… 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 久保田　晴　菜他 6名 ………133

 234. 血管内治療により良好な転帰を得た

  左中大脳動脈起始部塞栓症の一例 ……………………………… 慶應義塾大学 吉　田　　　嵩他 4名 ………133

 235. 抗血小板薬の使用にて良好な経過を辿った椎骨脳底動脈解離に伴う

  Wallenberg 症候群の一例 ………………………………… 東京北医療センター 山　田　恵梨子他 4名 ………133

 236. 全身疾患を伴う封入体筋炎の特徴 …………………………………… 愛媛大学 山　西　祐　輝他 8名 ………133

神経②

座長（237 ～ 243） ………………………………………………………………… 東京大学 作　石　かおり

 NTT東日本関東病院 吉　澤　利　弘

 237. ステロイドパルス療法後に症状が増悪したことを契機に診断に至った

  脊髄硬膜動静脈瘻の一例 ………………………………………… 飯田市立病院 橋　上　遣　太他 4名 ………134

 238. 血漿交換前後で抗AQP4 抗体価が病勢と相関した

  視神経脊髄炎の 57 歳女性例 …………………………………………… 昭和大学 高　橋　聖　也他 5名 ………134

 239. 日本人多発性硬化症と視神経脊髄炎では障害度と逆相関する

  脊髄萎縮のレベルが異なる …………………………………………… 九州大学 劉　　　志　文他 5名 ………134

 240. 再発性多発軟骨炎に伴う脳炎の 1例 ………………………………… 京都大学 岡　田　信　久他 9名 ………134

 241. 進行性の球症状と全身の筋萎縮を認めた 81 歳女性例 ……………… 筑波大学 遠　坂　直　希他 4名 ………135

 242. 昏睡状態で発見された非ヘルペス性急性辺縁系脳炎の一例 … 伊東市民病院 村　山　貴　英他 6名 ………135

 243. 急性期病院におけるギランバレー症候群の

  初回診断遅延についての検討 ……………………………… 湘南鎌倉総合病院 天　目　純　平他 2名 ………135
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〔第 21ブース〕

神経③

座長（244 ～ 249） ………………………………………………………………… 東京大学 鈴　木　一　詩

 東京大学 三　井　　　純

 244. 記銘力障害で発症し特徴的な臨床症状を欠いたプリオン蛋白遺伝子V180I 変異遺伝性

  Creutzfeldt-Jakob 病 （CJD）の一例 ………………………………… 虎の門病院 河　野　加　奈他 6名 ………135

 245. 幻視・幻聴を主訴に来院した緑内障・難聴を伴う

  レビー小体型認知症の一例 ……………………………………… 慶應義塾大学 岡　村　俊　介他 4名 ………136

 246. 当院における多系統萎縮症の臨床的検討 ………………………… 虎の門病院 内　田　貴　康他 3名 ………136

 247. Kearns-Sayre Syndrome と診断された 1症例 ……………………… 東北大学 鈴　木　康　介他 7名 ………136

 248. 緩徐進行性の認知機能障害，構音障害を呈した 64 歳女性例 ……… 筑波大学 三　宅　善　嗣他 9名 ………136

 249. 両側淡蒼球にMRI 異常信号を呈し

  複数の原因が示唆された 1例 …………………………………… 横浜市立大学 小笠原　陽　大他 9名 ………137

〔第 22ブース〕

アレルギー・膠原病①

座長（250 ～ 256） …………………………………………………………… 埼玉医科大学 佐　藤　浩二郎

 東京大学 住　友　秀　次

 250. 頭痛単独で再燃し，免疫抑制療法再強化が奏功した

  原発性中枢神経限局性血管炎（PACNS）の 1例 ………… 東京女子医科大学 阿　部　麻　衣他 7名 ………137

 251. 著明な胸水貯留を伴った

  顕微鏡的多発血管炎（MPA）の一例 ……………………………… 虎の門病院 西　川　はる香他 8名 ………137

 252. 発熱，下腿の紫斑，腎炎を発症し PR3-ANCA陽性であった

  感染性心内膜炎（IE）の一例 ………………………………… 福島赤十字病院 香曽我部絹　子他 5名 ………137

 253. ステロイドパルス療法施行後 6日目に肺胞出血を起こした

  多発血管炎性肉芽腫症の一例 ………………………………………… 長崎大学 渡　辺　千　秋他 3名 ………138

 254. 多発血管炎性肉芽腫症に伴う潰瘍性角膜炎に対して，シクロフォスファミドが無効で

  リツキシマブを使用し改善した一例 ………………………………… 長崎大学 宮　下　紀　子他 3名 ………138

 255. 若年発症の好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の 1例 ………………… 金沢大学 小　林　　　拓他 9名 ………138

 256. 最重症型の顕微鏡的多発血管炎に対してリツキシマブ投与により

  寛解を維持している 1例 ……………………… 東京都健康長寿医療センター 森　下　良　志他 5名 ………138

アレルギー・膠原病②

座長（257 ～ 263） …………………………………………………………… 自治医科大学 永　谷　勝　也

 東京大学 久　保　かなえ

 257. 劇症型 1型糖尿病発症後，抗MDA-5 抗体陽性筋無症候性皮膚筋炎と

  急速進行性間質性肺炎が生じた 1例 ……………………… 東京女子医科大学 山　下　沙由里他 6名 ………139

 258. 筋生検にて筋炎所見を証明できた

  抗 KS 抗体陽性皮膚筋炎の一例 ……………………………………… 虎の門病院 安　田　英　俊他 9名 ………139

 259. 筋力低下を伴い急速進行性に呼吸不全に至った

  抗MDA-5 抗体陽性皮膚筋炎の一例 ………………………………… 虎の門病院 海老原　理　穂他 9名 ………139

 260. 4 次元 CTが病勢把握に有用であった再発性多発軟骨炎の一例 …… 京都大学 野々山　翔　子他 9名 ………139
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 261. 胸痛と咳嗽を主訴に来院し帰納的推論により診断しえた

  大動脈炎症候群（IIb 型）の 1例 ………… 国立病院機構広島西医療センター 田　中　悠　登他 3名 ………140

 262. クラリスロマイシン（CAM）の併用で血中濃度上昇を来したタクロリムス（TAC）によるCalcineurin-inhibitor 

  induced pain syndrome （CIPS）の一例 ………………… 市立福知山市民病院 青　木　達　也他 5名 ………140

 263. 関節リウマチを合併した，

  原発性ALアミロイドーシスの一例 ……………………… 石川県立中央病院 山　下　　　真他 4名 ………140

〔第 23ブース〕

アレルギー・膠原病③

座長（264 ～ 269） ………………………………………………………………… 東京大学 庄　田　宏　文

 264. 非特異的症状で発症した，

  全身性ループスエリテマトーデスの 1中年男性例 ………………… 山口大学 竹　中　　　仁他 6名 ………140

 265. 精神神経全身性エリテマトーデスに合併した自己免疫性自律神経節障害に

  シクロフォスファミド大量静注療法が奏功した 2例 ……………… 長崎大学 浜小路　友　哉他 5名 ………141

 266. 治療抵抗性の血栓性血小板減少性紫斑病合併全身性エリテマトーデスに

  リツキシマブが奏功した一例 …………………………………… 産業医科大学 大久保　直　紀他 9名 ………141

 267. 免疫抑制療法に反応した糖尿病性腎症を合併した

  全身性エリテマトーデスの一例 ………………………………… 自治医科大学 木佐美　　　祥他 6名 ………141

 268. 右眼網膜血管炎に免疫強化療法を施行後，対側の網膜血管炎をきたした

  全身性エリテマトーデスの一例 ……………………………………… 東北大学 石　川　健一朗他 9名 ………141

 269. 寛解導入療法中に播種性水痘感染を発症した

  ループス腎炎の 1例 …………………………………………………… 新潟大学 大　脇　崇　史他 9名 ………142

アレルギー・膠原病④

座長（270 ～ 276） ………………………………………………………………… 東京大学 原　田　広　顕

 聖路加国際病院 岸　本　暢　将

 270. IgG4 関連疾患と判明した胸部大動脈瘤の稀有な一例 …… 第二岡本総合病院 平　山　雅　弥他 5名 ………142

 271. 汎血球減少を併発した IgG4 関連疾患の一例 ………………………… 富山大学 松　井　　　篤他 5名 ………142

 272. 60 歳代で診断に至ったクリオピリン関連

  周期熱症候群（CAPS）の一例 ………… JCHO東京新宿メディカルセンター 竹　山　　　誠他 9名 ………142

 273. Dual-Energy CT で評価した痛風に伴う仙腸関節炎の 2例 ………… 東京大学 粟　生　智　香他 4名 ………143

 274. 初発症状として皮疹を呈し，長期経過後に多臓器病変を認め

  診断に至った IgG4 関連疾患の 1例 ……………………………… 慶應義塾大学 髙　梨　敏　史他 9名 ………143

 275. Tocilizumab 治療後に貧血と鉄代謝の改善を認めた

  Multicentric Castleman’s Disease の 2 例 ………………………… 虎の門病院 大　島　洋　一他 9名 ………143

 276. 後腹膜線維症 3例の比較検討

  （症例集積報告） ……………………………… 公立学校共済組合近畿中央病院 賀　来　智　志他 3名 ………143
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〔第 24ブース〕

感染症①

座長（277 ～ 281） ………………………………………………………………… 東京大学 奥　川　　　周

 杏林大学 皿　谷　　　健

 277. インドからの帰国直後に発熱を来たした伝染性単核球症 ………… 宮崎大学 大　島　　　良他 7名 ………144

 278. 当科で経験した臨床背景，経過の異なる

  Lemierre 症候群の 2症例 ……………………………… 聖マリアンナ医科大学 菱　田　吉　明他 6名 ………144

 279. 肝硬変に合併し多彩な臨床像を呈した

  鼠咬症の一例 …………………………… JCHO東京山手メディカルセンター 春　日　啓　介他 4名 ………144

 280. 当院におけるStaphylococcus lugdunensis 菌血症例の
  生命予後を含む臨床的特徴について …………… りんくう総合医療センター 關　　　雅　之他 6名 ………144

 281. Helicobacter cinaedi を直接同定できた

  椎体炎の 1例 …………………………………………… 神戸市立医療センター 吉　﨑　亜衣沙他 2名 ………145

感染症②

座長（282 ～ 286） ………………………………………………………………… 東京大学 柳　元　伸太郎

 順天堂大学 松　田　直　人

 282. コントロール不良の糖尿病患者に生じた

  気腫性腎盂腎炎の一例 ……………………………………… 湘南鎌倉総合病院 永　坂　拓　也他 9名 ………145

 283. Klebsiellapneumoniae の莢膜過剰産生株による敗血症性肺塞栓，髄膜炎を呈した

  劇症型感染症の一例 ……………………………………………… 大阪警察病院 生　田　昌　子他 4名 ………145

 284. 智歯抜歯後に生じた深頸部・縦隔膿瘍の 1例 …………………… 名古屋大学 福　村　晶　子他 7名 ………145

 285. 成人に発症した侵襲性B群溶血性連鎖球菌感染症 3例の検討 大阪警察病院 西　浦　嵩　弥他 5名 ………146

 286. 前額部挫創から前頭洞膿瘍を経て右前頭葉脳膿瘍を形成し

  痙攣を発症した 1例 …… 筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院 藤　井　優　尚他 7名 ………146

〔第 25ブース〕

感染症③

座長（287 ～ 291） …………………………………………………………… 慶應義塾大学 西　村　知　泰

 東京医科大学 渡　邉　秀　裕

 287. 右季肋部痛を伴わず発症したFitz-Hugh-Curtis 症候群の 2例 …… 岡山大学 原　田　　　洸他 4名 ………146

 288. 抗 IFN- 中和自己抗体が検出された

  播種性非結核性抗酸菌症の 1例 ……………………………… 松山赤十字病院 松　塲　　　瞳他 7名 ………146

 289. 真菌による肺動脈塞栓症の一例 ……………………………………… 岡山大学 亀　井　裕　子他 9名 ………147

 290. 播種性血管内凝固症候群（DIC）を合併した

  クラミジア肺炎の 1例 ………………………………………………… 昭和大学 木　村　太　朗他 5名 ………147

 291. ステロイド内服中の患者における難治性蜂窩織炎として

  播種性クリプトコッカス症が診断された一例 ……………………… 千葉大学 大　森　奈　美他 4名 ………147
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〔第 26ブース〕

腫瘍①

座長（292 ～ 298） ………………………………………………………………… 昭和大学 濵　田　和　幸

 都立駒込病院 下　山　　　達

 292. 片側上肢の浮腫で発見された

  腋窩リンパ節転移を伴う大腸癌の一例 ……………………………… 岡山大学 西　村　義　人他 6名 ………147

 293. 担癌患者における偽膜性腸炎の後方的検討 …………………… 亀田総合病院 田　中　　　悠他 1名 ………148

 294. 開腹生検で確定診断となった胆嚢癌の一例 …………………… 大崎市民病院 大　槻　泰　史他 4名 ………148

 295. Sister Mary Joseph’s nodule を契機に発見された胃癌の一例 …… 帝京大学 高　宮　聖　実他 8名 ………148

 296. 甲状腺乳頭癌手術のリンパ節郭清で偶然発見された

  原発不明印環細胞癌の一例 …………………………………………… 信州大学 半　田　秀　雄他 8名 ………148

 297. 肺外神経内分泌癌に対するカルボプラチン・エトポシド併用療法の効果・

  安全性に関する後方視的解析 ………………………………………… 東北大学 葛　　　航　晨他 5名 ………149

 298. 化学療法により重篤な有害事象をきたすも著効した

  G-CSF 産生胃神経内分泌癌の一例 …………………………………… 九州大学 鶴　田　展　大他 7名 ………149

腫瘍②

座長（299 ～ 305） ………………………………………………………………… 岡山大学 西　森　久　和

 299. 高齢非小細胞肺癌患者に対する

  術後補助化学療法の安全性の検討 …………………………………… 島根大学 善　浪　佑　理他 9名 ………149

 300. 大腿筋転移の急速な増大を来たした肺癌の 1剖検例 …………… 鹿児島大学 大　脇　一　人他 7名 ………149

 301. UGT1A1 遺伝子多型と肺癌のリスクに関する研究 ………………… 京都大学 西　川　佳　孝他 9名 ………150

 302. 肺癌症例における多重癌の発生頻度と治療に関する検討 ………… 帝京大学 吉　津　和　真他 9名 ………150

 303. 転移性肺腫瘍により発見された

  絨毛癌の 1例 ………………… 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 池　田　知　佳他 6名 ………150

 304. 肺原発 Ewing 肉腫に対し手術，化学療法を施行し

  長期生存を得ている一例 ……………………………………………… 広島大学 森　田　翔　平他 8名 ………150

 305. ペメトレキセドの維持療法を

  長期間行った一例 …………………………… 国立病院機構岩国医療センター 松　下　裕　貴他 7名 ………151

〔第 27ブース〕

腫瘍③

座長（306 ～ 312） ………………………………………………………………… 帝京大学 渡　邊　清　高

 306. HER-2 陽性乳房外 Paget 病に対する

  beyond PD での抗HER2 治療が奏効した一例 ……………………… 近畿大学 渡　邉　諭　美他 9名 ………151

 307. 大崎市民病院がん診療科における骨転移治療の後方視的検討

  ～骨修飾薬（bone modifying agent：BMA）の使用状況を中心に～ …… 大崎市民病院 齋　藤　　　悠他 4名 ………151

 308. 治療前 PET-CTを用いたびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫

  （DLBCL）患者の予後解析 ……………………………………………… 愛媛大学 山　中　伸太郎他 6名 ………151

 309. シスプラチン投与時の輸液負荷量による腎機能障害出現頻度と

  患者背景に関する検討 ………………………………………………… 島根大学 御手洗　裕　紀他 9名 ………152

 310. 心筋梗塞を繰り返した右冠動脈原発内膜肉腫の 1例 ……………… 岡山大学 平　田　愛　美他 9名 ………152
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 311. 急性骨髄性白血病（M2）に

  膵頭部Myeloid sarcoma を合併した一例 ……………… 沖縄県立八重山病院 伊　田　英　恵他 4名 ………152

 312. 関節リウマチ合併の悪性黒色腫患者に対し

  ニボルマブが著効した一例 ………………………………………… 順天堂大学 清　水　麗　子他 5名 ………152


