
肺炎 325件 (27.3%)

気管支及び肺の悪性新生物 
222件 (18.6%)

間質性肺疾患 122件 (10.2%)
喘息 118件 (9.9%)

慢性閉塞性肺疾患 88件 (7.4%)

気胸 36件 (3.0%)
肺結核 30件 (2.5%)

急性気管支炎 23件 (1.9%)
その他 138件 (11.6%)

その他の気管支炎 43件 (3.6%)
その他の非結核性抗酸菌による
感染症 47件 (3.9%)

－…20…－

　呼吸器内科・アレルギー内科

１．概要
　2018年度は、部長1人（菅沼）、副部長3人（竹山、真下、大舘）、医員2人（倉橋、飯島）の、専任スタッ
フ6人で診療を行った。
　患者中心の医療を心掛け、外来・病棟看護師、薬剤師、リハビリテーション技師と協力して診療に当
たっている。また、呼吸器外科医師、放射線科医師とも連携を密にし、治療方針決定のために定期的に
合同でカンファレンスを行っている。
　日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本アレルギー学会の教育認定施設として、研修医や専攻
医の教育に当たるばかりでなく、スタッフ一同もより良い医療ができるよう日々研鑽を積んでいる。ま
た、東三河地区の地域がん診療連携拠点病院の役割を担い、名古屋大学呼吸器内科の関連病院として臨
床研究にも努めている。

（部長　菅沼　伸一）

２．新規登録疾患
総数：1,192件



病原体不詳の肺炎 998件 (81.7%)誤嚥性肺炎 62件 (5.1%)

肺炎球菌肺炎 53件 (4.3%)

インフルエンザ 30件 (2.5%) その他 53件 (4.3%)
ニューモシスチス肺炎 25件 (2.0%)

－…21…－

疾患名 主となるICD10病名 件数（件） ICD10

肺炎
肺炎，詳細不明 263 J189
食物及び吐物による肺臓炎 21 J690

気管支及び肺の悪性新生物
気管支及び肺の悪性新生物気管支又は肺，部位不明 176 C349
気管支及び肺の悪性新生物上葉，気管支又は肺 21 C341

間質性肺疾患
間質性肺疾患，詳細不明 71 J849
肺線維症を伴うその他の間質性肺疾患 38 J841

喘息
喘息，詳細不明 100 J459
喘息発作重積状態 18 J46

慢性閉塞性肺疾患
慢性閉塞性肺疾患，詳細不明 57 J449
気管支拡張症 18 J47

その他の非結核性抗酸菌による感染症 非結核性抗酸菌感染症，詳細不明 45 A319

その他の気管支炎
詳細不明の慢性気管支炎 28 J42
気管支炎，急性又は慢性と明示されないもの 15 J40

気胸 その他の自然気胸 32 J931

肺結核 肺結核，細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの 20 A162

急性気管支炎 急性気管支炎，詳細不明 23 J209

３．活動報告
（1）患者状況
　　　　年間外来患者数…26,943人　年間外来新患者数…2,439人
　　　　年間入院患者数…27,632人　年間入院新患者数…1,813人

（２）肺炎別頻度
総数：1,221件

（３）科指定5疾患

疾　患　名 件　数（件） 疾　患　名 件　数（件）
1 肺炎 1,221… 4 間質性肺炎 401…
2 肺癌 472… 5 慢性閉塞性肺疾患 367…
3 気管支喘息 420… 計 2,881…



学会発表（医局）
＜呼吸器内科＞
No. 演題名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者

区分

1 血痰にて発見された肺底動脈大動脈起始
症の1例 筆頭演者 七原 佳洋 第234回日本内科学

会東海地方会 名古屋市 2018/2/11 S

2 ニューモシスチス肺炎におけるHIV症例
と非HIV症例の臨床的比較検討 筆頭演者 菅沼 伸一 第58回日本呼吸器学

会学術講演会 大阪市 2018/4/27

3 CTにて虫道形成を認めたウエステルマ
ン肺吸虫症の1例 筆頭演者 馬場 智也 第113回日本呼吸器

学会東海地方学会 名古屋市 2018/5/26 S



研究会発表（医局）
＜呼吸器内科＞
No. 演題名 区分 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者

区分

1 非小細胞肺癌の治療戦略ならびにキイト
ルーダ®の位置付けについて

ディス
カッサント 竹山 佳宏

Lung Cancer 
Symposium in 
Mikawa

安城市 2018/3/14

2 CTにて虫道形成を認めたウエステルマ
ン肺吸虫症の１例 筆頭演者 大舘　 満 第85回 東海呼吸器感

染症研究会 名古屋市 2018/9/8

3
エビデンスと患者適格性から見た治療選
択～ガイドラインにはない治療見極めの
ポイントについて～

ディス
カッサント 竹山 佳宏

Lung Cancer 
Cutting Edge in 
MIKAWA

安城市 2018/10/12



座長・司会（医局）
＜呼吸器内科＞
No. 座長・司会 演題名 氏名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者

区分

1 座長
特別講演
最適な予防制吐療法を考える～CINVガ
イドラインを中心に～

菅沼 伸一 東三河CINVセミ
ナー 豊橋市 2018/2/2

2 座長 好酸球をターゲットにした重症喘息の今
後の展開 菅沼 伸一 東三河呼吸器疾患懇

話会 豊橋市 2018/2/16

3 司会 一般講演
Pseudo Progressionについての検討 竹山 佳宏

LC-Immuno-
Oncologyセミナーin
豊橋

豊橋市 2018/2/28

4 司会
特別講演
3年目を迎えるニボルマブの評価と今後
の展望～実臨床における経験から～

菅沼 伸一
豊橋

豊橋市 2018/2/28

5 座長 特別講演
安定期COPD管理の一工夫 菅沼 伸一

東三河地区COPD
治療を考える会～
COPDトータルマネ
ジメント～

豊橋市 2018/3/7

6 Opening 
Remarks 菅沼 伸一 COPD  Expert　

Meeting in 東三河 豊橋市 2018/3/19

7 座長 特別講演
COPDの病態と吸入療法の新たな展開 竹山 佳宏 COPD  Expert　

Meeting in 東三河 豊橋市 2018/3/19

8 座長
特別講演
突発性肺線維症の最新の治療戦略～抗線
維化剤の適正な使用方法～

竹山 佳宏 TOYOHASHI  IPF  
Academy 2018 豊橋市 2018/5/9

9 座長 竹山 佳宏 第113回日本呼吸器
学会東海地方学会 名古屋市 2018/5/26

10 座長 特別講演
突発性肺線維症の診療における取り組み 菅沼 伸一 第2回 TOYOHASHI  

IPF  Academy 豊橋市 2018/6/13

11 座長 一般講演
当院でのHOT・NPPV導入の現状 菅沼 伸一 東三学術講演会 豊橋市 2018/6/30

12 座長 特別講演
酸素療法マニュアル改訂 菅沼 伸一 東三学術講演会 豊橋市 2018/6/30

13 座長
LectureⅠ
増加し続ける免疫チェックポイント阻害
薬の投与にどのように向き合うか

竹山 佳宏
Lung Cancer 
Seminar in 
Toyohashi

豊橋市 2018/8/31

14 座長
LectureⅡ
非小細胞肺癌における最近の免疫療法～
抗PD-L1抗体の展望と課題～

菅沼 伸一
Lung Cancer 
Seminar in 
Toyohashi

豊橋市 2018/8/31

15 座長
講演2
Ⅲ期非小細胞肺癌に対する化学放射線療
法

竹山 佳宏 東三河肺癌治療を考
える会 豊橋市 2018/9/13

16 座長
LectureⅠ【COPD】
実臨床に役立つCOPDの理解
LectureⅡ【IPF】
特発性肺線維症の診断について

菅沼 伸一 第80回東三河呼吸器
疾患研究会 豊橋市 2018/10/24

17 座長 基調講演
今後のEGFR-TKIの治療戦略について 竹山 佳宏

第2回 Lung　Cancer  
Top Level  Meeting 
in TOYOHASHI-
Novel therapeutic 
strategies targeting 
the ErbB  family-

豊橋市 2018/10/31

LC-Immuno-
Oncologyセミナーin

感染症-1



講演（医局）
＜呼吸器内科＞
No. 演題名 演者名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 演者

区分

1 Pseudo Progressionについての検討 米田 一樹 LC-Immuno-Oncologyセミ
ナーin豊橋 豊橋市 2018/2/28

2 当院におけるキイトルーダの臨床経験について 竹山 佳宏 Lung Cancer Symposium in Mikawa 安城市 2018/3/14
3 当院でのHOT・NPPV導入の現状 飯島 淳司 東三学術講演会 豊橋市 2018/6/30




