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主要プログラム

9月6日（金）

9：00～10：30 シンポジウム1 A会場（1F メインホール）

座長：迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第ニ内科））	
濵田 直樹（九州大学大学院医学研究院附属 胸部疾患研究施設）　 　　　

［ びまん性肺疾患の最新の知見 ］

　S1-1　家族性間質性肺炎の基礎と臨床
 大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座 講師 濡木　真一

　S1-2　IPFの早期診断と治療
	 飯塚病院 呼吸器内科 部長 飛野　和則

　S1-3　びまん性肺疾患の鑑別診断
 熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学 一安　秀範

　S1-4　進行性線維化を伴う間質性肺疾患の概念と現状の問題点
	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野 講師 坂本　憲穂

9：00～9：40 教育講演1 B会場（2F 国際会議室）

座長：一門 和哉（済生会熊本病院 呼吸器センター（呼吸器内科））

「がんゲノム医療」時代の肺癌遺伝子検査

岡本　勇　九州大学病院 呼吸器科 診療准教授

9：40～10：20 教育講演2 B会場（2F 国際会議室）

座長：永田 忍彦（福岡大学筑紫病院 呼吸器内科）

気管支拡張症　― up to date ―

石井　寛　福岡大学筑紫病院 呼吸器内科 診療教授
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10：20～10：50 教育講演3 B会場（2F 国際会議室）

座長：城戸 貴志（長崎大学 第二内科）

呼吸器疾患に合併した肺高血圧症の病態理解

生越　貴明　小倉記念病院 呼吸器内科 副部長

10：30～11：10 Plenary Lecture 1 A会場（1F メインホール）

座長：井上 博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学）

抗サイトカイン抗体症候群　―日常診療からはじまる医学研究―

坂上　拓郎　熊本大学大学院生命科学研究部 呼吸器内科学分野 教授

11：10～12：00 招請講演1 A会場（1F メインホール）

座長：迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第ニ内科））

膠原病・リウマチ性疾患の治療に新風を吹かせることは可能か？

田中　良哉　産業医科大学 医学部 第1内科学講座 教授

12：10～13：00 ランチョンセミナー1 A会場（1F メインホール）

座長：門田 淳一（大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座）

エビデンスに基づいたドライバー遺伝子変異陰性 
進行非小細胞肺癌に対する治療戦略

上月　稔幸　独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
共催：小野薬品工業株式会社

12：10～13：00 ランチョンセミナー2 B会場（2F 国際会議室）

座長：迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第二内科））

市中病院における特発性肺線維症（IPF）診療

飛野　和則　飯塚病院 呼吸器内科 部長
共催：日本ベーリンガー	インゲルハイム株式会社
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12：10～13：00 ランチョンセミナー3 C会場（2F 21会議室）

座長：岡本 勇（九州大学病院 呼吸器科／九州大学大学院医学研究院 胸部疾患研究施設）

肺がん治療の進歩　～複合免疫療法を中心に～

原田　大志　JCHO九州病院 呼吸器内科

共催：中外製薬株式会社

12：10～13：00 ランチョンセミナー4 D会場（1F 11会議室）

座長：星野 友昭（久留米大学医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門）

慢性呼吸不全患者の呼吸管理 
～ LTOT/HOT、NPPV の最近の話題～

藤井　一彦　熊本市立熊本市民病院 呼吸器内科
共催：帝人在宅医療株式会社

13：10～14：00 特別講演1 A会場（1F メインホール）

座長：岩永 知秋（国立病院機構 福岡病院）

職業性呼吸器疾患の up-to-date

森本　泰夫　産業医科大学 産業生態科学研究所 呼吸病態学 教授

14：00～14：50 特別講演2 A会場（1F メインホール）

座長：門田 淳一（大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座）

肺癌薬物療法の歴史と未来

中西　洋一　北九州市立病院機構 理事長
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14：50～15：30 Plenary Lecture 2 A会場（1F メインホール）

座長：廣瀬 宣之（北九州市立門司病院）

非がん性呼吸器疾患の呼吸リハから緩和ケアへ

津田　徹　医療法人社団恵友会 霧ヶ丘つだ病院 理事長・院長

15：30～16：30 ミニシンポジウム1 A会場（1F メインホール）

座長：吉井 千春（産業医科大学若松病院 呼吸器内科）　　　　　　　　　　　　　 
川山 智隆（久留米大学 医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門）

［ 男女共同参画と働き方改革 ］

　MS1-1　医師の働き方改革と産業医科大学病院での取り組み
 産業医科大学 第1生理学 准教授 /産業医科大学病院 産業医 丸山　　崇

　MS1-2　男女共同参画の実際　―飯塚病院呼吸器内科の職場改革―
 飯塚病院 呼吸器内科 部長 飛野　和則

　MS1-3　呼吸器内科医、産業医の共働き夫婦の視点から、男女共同参画を考える
 産業医科大学 呼吸器内科学／合同会社ミーシャ 　 花香未奈子 
 産業医科大学 呼吸器内科学／北九州市役所 産業医 花香　哲也

15：30～16：10 教育講演4 B会場（2F 国際会議室）

座長：興梠 博次（社会保険大牟田天領病院）

恒常性維持応答機構の破綻と呼吸器疾患

遠藤　元誉　産業医科大学 医学部 分子生物学講座 教授

16：10～16：50 教育講演5 B会場（2F 国際会議室）

座長：富永 正樹（久留米大学 医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門）

多発性筋炎 / 皮膚筋炎、強皮症に合併する間質性肺疾患

岡元　昌樹　久留米大学 医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門



― 16 ―

16：30～17：30 ミニシンポジウム2 A会場（1F メインホール）

座長：石松 祐二（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 看護学分野）	
松元 信弘（宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野）　 　　

［ 複雑化する薬剤性肺障害 ］

　MS2-1　薬剤性肺障害の診断・治療の手引き（2018）の概説
 長崎大学病院 呼吸器内科 講師 石本　裕士

　MS2-2　免疫チェックポイント阻害剤による放射線療法関連肺臓炎
 九州大学病院 呼吸器科 田中謙太郎

16：50～17：30 教育講演6 B会場（2F 国際会議室）

座長：吉田 誠（国立病院機構 福岡病院）

COPD 増悪を再考する

髙橋　浩一郎　佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科 講師

17：40～18：30 イブニングセミナー1 A会場（1F メインホール）

座長：中西 洋一（独立行政法人 北九州市立病院機構）

1　 肺癌に対するICI 併用の化学放射線療法
細見　幸生　がん・感染症センター都立駒込病院 呼吸器内科 医長

2　 切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する放射線治療 
～根治的化学放射線療法の実施を目標に～

二瓶　圭二　がん・感染症センター都立駒込病院 放射線診療科 医長

共催：アストラゼネカ株式会社
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17：40～18：30 イブニングセミナー2 B会場（2F 国際会議室）

座長：岩永 知秋（国立病院機構 福岡病院）

1　 難治性喘息に対する抗体製剤の使い分けを考える 
～吸入支援 OkinaWa の活動報告を含めて～

佐藤　陽子　豊見城中央病院 呼吸器内科

2　 重症喘息における併存症と抗体製剤の使い分け
安場　広高　三菱京都病院 呼吸器・アレルギー内科

共催：サノフィ株式会社

17：40～18：30 イブニングセミナー3 C会場（2F 21会議室）

座長：井上 孝治（北九州市立医療センター 呼吸器内科）

進行非小細胞肺癌（扁平上皮癌）治療における新たな展開

小宮　一利　嬉野医療センター 呼吸器内科 医長
共催：大鵬薬品工業株式会社

17：40～18：30 イブニングセミナー4 D会場（1F 11会議室）

座長：井上 博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学）

咳嗽診療の基本的な考え方　～感染、アレルギー等を含めて～

尾長谷　靖　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科（第二内科）
共催：杏林製薬株式会社

18：30～19：30 若手症例検討会 B会場（2F 国際会議室）

座長：喜舎場 朝雄（沖縄県立中部病院 呼吸器内科）　　　	
髙橋 浩一郎（佐賀大学医学部付属病院 内科学講座）

1　労作時呼吸困難と体重減少が急速に進行した間質性肺炎の1例
 宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 松尾　彩子

2　4ヵ月前に霧視にて発症した1例
 九州大学大学院医学研究院附属胸部疾患研究施設 助教 濵田　直樹
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9月7日（土）

9：00～10：30 シンポジウム2 A会場（1F メインホール）

座長：松元 幸一郎（九州大学大学院医学研究院 胸部疾患研究施設）　　　　　　　	
川山 智隆（久留米大学 医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門）

［ 喘息・COPD の最新の知見 ］

　S2-1　 軽症喘息における 
低用量吸入ステロイド /フォルモテロール配合剤屯用の利点

 国立病院機構 福岡病院 統括診療部長 森脇　篤史

　S2-2　 軽症喘息における ICS regular useの Pro 
（& as needed low-dose ICS + Formの Con）

 長崎大学 第二内科 助教 深堀　　範

　S2-3　難治性喘息に対する生物学的製剤および気管支サーモプラスティ療法
 九州大学病院 呼吸器科 講師 福山　　聡

　S2-4　気管支サーモプラスティの確かな有用性と新たなメカニズムへの期待
 熊本地域医療センター  呼吸器・アレルギー内科医長 津村　真介

　S2-5　 COPDに対する triple治療　～ Proの立場から～
 佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科 講師 髙橋浩一郎

　S2-6　 COPDに対する triple formulationへの期待と懸念
 公立学校共済組合 九州中央病院 呼吸器内科部長 古藤　　洋

9：00～9：40 教育講演7 B会場（2F 国際会議室）

座長：泉川 公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野）

感染症研究における分子生物学的手法の応用 
―シークエンス技術革新と細菌叢解析法を中心に―

福田　和正　産業医科大学 医学部 微生物学教室 講師
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9：40～10：20 教育講演8 B会場（2F 国際会議室）

座長：安東 優（大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座）

真菌と呼吸器疾患　―吸入抗原としての真菌―

串間　尚子　福岡大学 医学部 呼吸器内科 講師

10：30～11：10 Plenary Lecture 3 A会場（1F メインホール）

座長：渡辺 憲太朗（医療法人 西福岡病院）

呼吸器疾患における自己抗体の産生機序と臨床的意義

佐藤　実　産業医科大学産業保健学部 成人・老年看護学講座 教授

11：10～12：00 招請講演2 A会場（1F メインホール）

座長：藤田 次郎（琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座（第一内科））

変化する社会と呼吸器学会

長谷川　好規　一般社団法人 日本呼吸器学会 理事長

12：10～13：00 ランチョンセミナー5 A会場（1F メインホール）

座長：石井 健男（グラクソ・スミスクライン株式会社 　　　　　　　　　 
MA・医薬品開発部門（呼吸器）メディカルエキスパート）

COPD 維持治療における3剤配合剤の役割

川山　智隆　久留米大学医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

12：10～13：00 ランチョンセミナー6 B会場（2F 国際会議室）

座長：藤田 次郎（琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座（第一内科））

フェノタイプ・エンドタイプからみた重症喘息の治療戦略

金廣　有彦　岡山労災病院
共催：アストラゼネカ株式会社
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12：10～13：00 ランチョンセミナー7 C会場（2F 21会議室）

座長：海老 規之（飯塚病院 呼吸器腫瘍内科）

進行非扁平上皮非小細胞肺癌の治療戦略を考える

田中　文啓　産業医科大学 医学部 第2外科学 教授

共催：日本イーライリリー株式会社

12：10～13：00 ランチョンセミナー8 D会場（1F 11会議室）

座長：藤田 昌樹（福岡大学医学部 呼吸器内科）

新たな幕開けとなった進行期非小細胞肺癌の治療 
～免疫療法の時代へ～

竹下　正文　一宮西病院 呼吸器内科 副部長
共催：MSD株式会社

13：10～13：50 Plenary Lecture 4 A会場（1F メインホール）

座長：宮﨑 英士（大分大学医学部 総合診療・総合内科学講座）

非小細胞肺癌に対する集学的治療

田中　文啓　産業医科大学 医学部 第2外科学 教授

13：10～13：25 学術奨励賞1 B会場（2F 国際会議室）

座長：門田 淳一（大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座）

Evaluation of Aspergillus-Specific Lateral-Flow Device Test Using 
Serum and Bronchoalveolar Lavage Fluid for Diagnosis of Chronic 
Pulmonary Aspergillosis

髙園　貴弘　長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）
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13：25～13：40 学術奨励賞2 B会場（2F 国際会議室）

座長：石松 祐二（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 看護学分野）

呼吸器感染症マウスモデルを活用した抗菌化学療法の有効性評価

賀来　敬仁　長崎大学病院 検査部

13：40～13：55 学術奨励賞3 B会場（2F 国際会議室）

座長：井上 博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学）

microRNA を起点とした肺扁平上皮癌の治療に関する 
分子経路の探索

内田　章文　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学

13：55～14：10 学術奨励賞4 B会場（2F 国際会議室）

座長：一門 和哉（済生会熊本病院 呼吸器センター（呼吸器内科））

ARDS の Heterogeneity：前向き連続集積症例での原因病態別の解析

阿南　圭祐　済生会熊本病院 呼吸器センター 呼吸器内科

14：10～14：25 学術奨励賞5 B会場（2F 国際会議室）

座長：星野 友昭（久留米大学医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門）

非小細胞肺癌に対する抗 PD-1抗体の治療効果と可溶性因子との関係

松尾　規和　久留米大学医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門



― 22 ―

14：00～15：30 シンポジウム3 A会場（1F メインホール）

座長：泉川 公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野）	
原永 修作（琉球大学医学部附属病院 総合臨床研修・教育センター）

［ 呼吸器感染症の最新知見 ］

　S3-1　肺真菌症　Up To Date
 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 臨床感染症学  
 長崎大学病院 呼吸器内科 助教 髙園　貴弘

　S3-2　非結核性抗酸菌症の非標準治療
 大分大学医学部 呼吸器・感染症内科学講座 准教授（結核医療体制強化事業） 小宮　幸作

　S3-3　呼吸器ウイルス感染症の最新知見
 琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学 助教 金城　武士

　S3-4　肺炎の診療 update

 九州大学大学院医学研究院 胸部疾患研究施設 助教 原田　英治

16：30～17：30 市民公開講座 A会場（1F メインホール）

座長：川波 敏則（産業医科大学医学部 呼吸器内科学）

高齢者と肺炎 
―診断から予防まで―

野口　真吾　戸畑総合病院 呼吸器内科




