
LIVE 配信：一般演題 

第３チャンネル（2021/2/20） 
セッション名 A．感染症 日時 2021/2/20 9:30-10:10   

 
座長 加瀬田富士子 原土井病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00014 吉野 雄大 入院を要する尿路感染症症例に対する抗菌薬の初期治療選択に及ぼすグラム染色の影響 
2 hgm011-00062 木村 洸稀 横紋筋融解症を合併したレジオネラ肺炎の一例 
3 hgm011-00132 塩田 星児 食道アカラシアによる肺化膿症の 1例 
4 hgm011-00136 上野 尚 抗生剤による急性腎不全を起こし治療に難渋した２型糖尿病の化膿性脊椎炎の一例 
5 hgm011-00150 椎木 昭雅 MSSAによる化膿性関節炎から敗血症を生じ感染性大動脈瘤を形成した症例 

 
 
セッション名 B．救急  日時 2021/2/20 10:30-11:10   

 
座長 小原俊彦 日本医科大学   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00074 三根 宥樹 笑気を慢性的に使用し統合失調様症状を来した 1症例 
2 hgm011-00017 河原田 智典 呼吸苦を主訴に救急搬送され新規に判明した高齢女性の自己免疫性溶血性貧血の症例 
3 hgm011-00022 南 景太 下部消化管穿孔が股関節痛の症状を呈した一例 
4 hgm011-00051 土井 佑太 結膜充血から内頚動脈海綿静脈洞瘻の診断に至り、脳血管内治療を施行した 1 例 
5 hgm011-00076 髙本 一盛 救急外来から入院した壊死性筋膜炎の 6例 

  



LIVE 配信：一般演題 

第４チャンネル  2021/2/20 
セッション名 C．呼吸器 日時 2021/2/20 9:30-10:10   
 

座長 田村耕成 博仁会第一病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00066 田村 猛夏 十年間にわたり腫瘍マーカーの上下を繰り返し最終的に肺癌を発症した家庭内曝露による 

石綿関連肺癌例の検討 
2 hgm011-00092 成清 弘明 COVID-19との鑑別を要した好酸球性肺炎の一例 
3 hgm011-00105 武藤 荘平 発熱者外来で偶発的に発見された肺動静脈瘻の 1例 
4 hgm011-00123 宮﨑 英士 オマリツマブによりステロイド離脱、手術回避に至った好酸球性副鼻腔炎の一例 
5 hgm011-00148 清水 秀文 ウイルスのゲノム解析を加味した COVID-19 院内アウトブレイクにおける感染経路の推定 
 
 

セッション名 D．消化器 日時 2021/2/20 10:30-11:10   
 
座長 原田和歌子 広島市安佐市民病院   
 

演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00012 加倉井 真主 表題：慢性膵炎を背景とし低血糖を呈した飢餓性ケトアシドーシス 
2 hgm011-00052 村松 海人 臨床症状から早期診断に至った正中弓状靱帯圧迫症候群 の一例 
3 hgm011-00013 宮本 英雄 Ｓ状結腸狭窄に対する手術後に複数の合併症を発症した超高齢者の 1例 
4 hgm011-00119 前田 光徳 Helicobacter pylori陰性胃癌症例の検討 
5 hgm011-00124 鈴木 有大 初診時に腹部診察・画像検査で異常を認めなかった複数菌の菌血症を伴う憩室炎の一例 

  



LIVE 配信：一般演題 

第４チャンネル   2021/2/20 
 
セッション名 E: 診断学，診断エラー  日時 2021/2/20 14:30-15:10   
 

座長 三好智子 岡山大学病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00049 秦 美能理 シェーグレン症候群との鑑別を要した悪性貧血による Hunter舌炎の一例 
2 hgm011-00096 原田 拓 無菌性髄膜炎の診断遅延の頻度と特徴: 24 例のケースシリーズ 
3 hgm011-00042 渡辺 俊樹 繰り返す熱中症から後天性無汗症の診断に至った一例 
4 hgm011-00112 佐々木 陽典 腋窩リンパ節菊池病に関する検討〜腋窩診察の重要性〜 
5 hgm011-00127 本村 壮 三度目の発熱外来受診時に診断し得た単純へルペス脳炎の 1例 

     
セッション名 F: 臨床研究    日時 2021/2/20 15:30-16:10   

 
座長 小比賀美香子 岡山大学病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00050 石川 輝 病棟における不眠時の対応についての院内ガイドラインを作成し、転倒率の変化を調べた前後比較研究 
2 hgm011-00085 松原 英俊 立ち眩みではなく座位から臥位に体位変換時に「寝眩み」を感じる患者達 
3 hgm011-00128 福井 早矢人 血液培養陽性腎盂腎炎の陽性予測因子の検討 
4 hgm011-00020 藤原 元嗣 内因性疾患の高齢救急搬送患者の予後予測: Prospective validation cohort study 
5 hgm011-00137 中村 浩士 ブレインセンシング技術を使用した心肺停止事故のデジタル予測とマラソン大会医務室の実践 

 
  



LIVE 配信：一般演題 

第４チャンネル  2021/2/21 am  
セッション名 I．代謝・内分泌   日時 2021/2/21 9:00-9:40   
 

座長 塚田弥生 日本医大武蔵小杉病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00021 山田 梨絵 仙骨部脊索腫による膀胱直腸障害を契機に受診し 54 歳で Turner 症候群と診断された一例 
2 hgm011-00041 石田 丈貴 高マグネシウム血症による意識障害の一例 〜26文献 32 症例の検討〜 
3 hgm011-00102 荻野 佑也 感冒様症状にて診断し得た劇症 1 型糖尿病の一例 
4 hgm011-00107 吉川 将史 免疫チェックポイント阻害薬で発症した糖尿病性ケトアシドーシスの一例 
5 hgm011-00140 本城 聡 下肢切断後のうつ状態・セルフケア習得に多職種によるケアが有効であった糖尿病性下肢壊疽の 1例 

     
     
セッション名 J．膠原病   日時 2021/2/21 10:00-10:40  
 

座長 大串昭彦 佐賀大学医学部   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00090 荻野 祐也 閉塞性黄疸の精査により診断した、免疫性血小板減少性紫斑病合併高齢者全身性エリテマトーデスの一例 
2 hgm011-00100 成清 弘明 橈骨動脈に FDG集積を認めた側頭動脈炎合併リウマチ性多発筋痛症の一例 
3 hgm011-00111 大石 透 舌潰瘍が初発症状であった巨細胞性動脈炎の症例 
4 hgm011-00097 島田 貴仁 不明熱、下肢浮腫にて発症し血管炎様の病態を呈した超高齢者の一例 
5 hgm011-00026 原田 拓弥 膠原病疾患との鑑別を要した摂食障害併存患者の両側唾液腺腫脹の 1例 

     
     



LIVE 配信：一般演題 

第４チャンネル  2021/2/21 am  
セッション名 K．地域医療，その他  日時 2021/2/21 11:00-11:40   
 

座長 佐渡原道人 熊本大学病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00005 木村 進 診療所の家族志向的アプローチ法 
2 hgm011-00121 堀之内 登 せん妄対策・せん妄ハイリスク患者ケア加算算定チーム運営の活動報告 
3 hgm011-00086 八巻 孝之 地域に病院総合診療を拡げ、医療・介護・行政との緊密な連携と更なる地域医療への貢献を目指す 
4 hgm011-00009 中山 大 超高齢脳血管障害患者への回復期リハビリテーション効果/機能的転帰に関する検討 
5 hgm011-00056 森川 暢 膠原病専門医不在地域基幹型病院における病院総合医と他院膠原病専門医との遠隔での連携事例紹介 

 
 

  



LIVE 配信：一般演題 

第３チャンネル  2021/2/21 pm  
セッション名 G: 血液   日時 2021/2/21 14:50-15:30   
 

座長 長田薫 日本赤十字武蔵野赤十字病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00088 梶田 樹矢 自己免疫性溶血性貧血により発症したリンパ形質細胞性リンパ腫の一例 
2 hgm011-00106 吉川 将史 抗菌薬により急激な血小板減少を来した一例 
3 hgm011-00120 繁田 知之 サラゾスルファピリジンによる薬剤性メトヘモグロビン血症を呈した一例 
4 hgm011-00146 山本 涼太郎 びまん性肺胞出血を呈した特発性血小板減少性紫斑病の一例 
5 hgm011-00147 宇都宮 理恵 リウマチ性多発筋痛症が疑われたバーキットリンパ腫の１例 

     
 
 
セッション名 H: 腫瘍   日時 2021/2/21 15:40-16:20   

 
座長 林武生 九州大学病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00081 平田 真之 S 状結腸癌の術後両側副腎転移により発症した原発性副腎皮質機能低下症の一例 
2 hgm011-00093 梶田 樹矢 びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫合併免疫血管芽球性 T細胞リンパ腫の一例 
3 hgm011-00094 長嶋 哲洋 2 型糖尿病治療中に急速な腎機能障害進行による顕在化した原発性マクログロブリン血症の一例 
4 hgm011-00125 髙橋 潤 胃癌肝転移切除後 13年後に癌性髄膜炎を来たした１例 
5 hgm011-00019 岡田 英之 右足関節背側と右前腕近位部に出現した医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患を来した関節リウマチの一例 

 



 

LIVE 配信：一般演題 

第４チャンネル  2021/2/21 pm 
セッション名 L: 感染症   日時 2021/2/21 14:50-15:22   
 

座長 元木由美 医療法人平成博愛会博愛記念病院   
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00044 池田 啓浩 永寿総合病院での新型コロナアウトブレイク‐日本最大の院内発生メガクラスターを体験して‐ 
2 hgm011-00053 島田 恵 COVID-19入院患者におけるファビピラビル治療による心拍数減少：自験例 6 症例における検討 
3 hgm011-00103 神山 花凛 皮膚症状を呈した COVID－19 の 2 例 
4 hgm011-00117 孫 麗那 複数の基礎疾患を有した超高齢者 COVID-19 の一例 

    
  
セッション名 M: 診断学，診断エラー  日時 2021/2/21 15:40-16:20   
 

座長 大原 弘隆 
 
演題 演題登録番号 筆頭演者  演題名 
1 hgm011-00045 飯塚 康哲 尿管結石と思い込み、診断の遅れが生じた奇異性塞栓症による腎梗塞の一例 
2 hgm011-00068 富田 亮平 片側下腿浮腫・D-dimer高値より深部静脈血栓症と鑑別を要した Baker 嚢腫の一例 
3 hgm011-00084 増山 勝俊 蜂窩織炎と同時期に発症し、診断に難渋したリウマチ性多発筋痛症の一例 
4 hgm011-00114 池田 晃太郎 Bazex症候群が診断の一助となった肺癌の一例 
5 hgm011-00134 井原 紫逸 COVID-19に対する利用性バイアスにより診断エラーに陥ったツツガムシ病の一例 
 


