
 2012 年 1 月 学会（研究会）発表・講演・論文発表 

＜学会・研究会発表＞ 

■総合診療科 

第 296 回日本内科学会九州地方会(2012.01.20- 九州大学医学部百年講堂 福岡) 

  ・Ceftriaxone による limy bile syndrome の 1 例 

   松原知康、渡邉希実子、檜田剛、清田雅智、山田徹、井村洋、小鶴三男 

■緩和ケア科 

第 296 回日本内科学会九州地方会(2012.01.28-2012.01.28 九州大学医学部百年講堂 福岡) 

  ・感染性心内膜炎に併発した感染性上腸間膜動脈瘤の一例 

   柏木秀行、瀬戸口大介、光嶋紳吾、小田浩之、清田雅智、中村権一、小鶴三男、市村研三、松元崇、梶

山潔 

■神経内科 

平成 23 年度プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班班会議(2012.01.16-2012.01.17  

アルカディア市ヶ谷 東京都千代田区) 

  ・家族性プリオン病の発症前診断の是非 

   坪井義夫、田村智英子、南里悠介、原英夫、村井弘之、堂浦克美 

  ・我が国の遺伝性プリオン病における髄液中バイオマーカー所見と発症年齢・予後・進行速度の関連性につ

いて 

   三條伸夫、日熊麻耶、水澤英洋、佐藤克也、山田正仁、村山繁雄、森若文雄、青木正志、西澤正豊、黑

岩義之、犬塚貴、武田雅俊、阿部康二、村井弘之、北本哲之、中村好一、原田雅史 

  ・プリオン病の剖検・病理検査に関する現状と展望 

   水澤英洋、三條伸夫、山田正仁、村山繁雄、高尾昌樹、森若文雄、青木正志、西澤正豊、黑岩義之、犬

塚貴、武田雅俊、阿部康二、村井弘之、北本哲之、齊藤延人、中村好一、佐藤克也、原田雅史、太組一

朗、金谷泰宏 

  ・平成 23 年九州・山口・沖縄地区のプリオン病サーベイランス解析結果 

   村井弘之 

■リハビリテーション科 

第 18 回筑豊リウマチカンファレンス(2012.01.17-2012.01.17 のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・当科にて作成した RA 装具処方の現状 ～過去 4 年間分の報告～ 

   黒木洋美 

■脳神経外科 

第 17 回日本脳神経外科救急学会(2012.01.27-2012.01.28 東京ステーションコンファレンス 東京都千代田

区) 

  ・短時間に縮小した急性硬膜下血腫三症例の検討 

   山田哲久、名取良弘、橋口公章、前田善久、今本尚之、由比文顕 

■耳鼻咽喉科 

第 22 回日本頭頚部外科学会総会(2012.01.26-2012.01.27 福島ビューホテル 福島) 

  ・嗅神経芽細胞腫の外科的治療についての臨床病理学的検討 

   前田明輝、原口正大、梅野博仁、千年俊一、三橋拓之、中島格 

  ・Ｇ－ＣＳＦ産生舌扁平上皮癌 2 例の臨床病理学的検討 

   栗田卓、梅野博仁、麻生丈一朗、末吉慎太郎、三橋拓之、前田明輝、中島格 

＜講   演＞ 

■呼吸器内科 

島根大学高額医療研究会(2012.01.27- 島根大学 出雲市) 

  ・医療費高騰の現状と対応 

   山本英彦 

■総合診療科 

亀田総合病院講演会(2012.01.26- 亀田総合病院 千葉県) 



  ・飯塚病院総合診療科の現状と研修医レクチャーの紹介 

   山田徹 

■膠原病リウマチ内科 

第 18 回筑豊リウマチカンファレンス(2012.01.17- のがみプレジデントホテル 福岡県 飯塚市) 

  ・関節リウマチにおける Tｒｅａｔ ｔｏ Ｔaget 

   永野修司 

■漢方診療科 

第 200 回筑豊漢方研究会 200 回記念筑豊シンポジウム(2012.01.28- パドドゥ・ル・コトブキ 飯塚市) 

  ・漢方のイノベーションを考える 

   田原英一 

第 160 回麻生飯塚漢方研究会(2012.01.19- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・類聚方広義解説（1４） 

   田原英一 

病院勤務医のための漢方医学セミナー(2012.01.15- サンパレスホテル 静岡県静岡市) 

  ・漢方概論＆使いやすい 10 処方・プライマリケアに役立つ漢方薬・次の一手の漢方治療 

   田原英一 

薩摩川内東洋医学研究会(2012.01.13- ホテル太陽パレス 鹿児島薩摩川内市) 

  ・「風邪の漢方治療」 

   田原英一 

嬉野漢方のつどい(2012.01.11- ホテル ハミルトン宇礼志野 嬉野市) 

  ・神経痛・関節痛・腰痛の漢方 

   犬塚央 

■画像診療科 

月曜勉強会(2012.01.23- 九州大学放射線科医局 福岡市) 

  ・神経外傷 

   小栗修一 

■整形外科 

第 1 回 JMM Knee Forum(2012.01.21- ヒルトン福岡シーホークホテル 福岡市) 

  ・TKA におけるギャップテクニック 

   白石浩一 

第 1 回 Joint Replacement Update2012(2012.01.07- ヒルトン福岡シーホークホテル 福岡市) 

  ・TKA における Gap technique ；JDK-mini instrument の紹介を含めて 

   白石浩一 

■臨床工学部 

第 4 回福岡県臨床工学技士会教育セミナー(2012.01.27- 3 階中会議室 産業医科大学病院) 

  ・飯塚病院中央手術室における臨床工学技士の業務 

   豊田竜也、村上輝之、沖永一樹、松岡翔平、平井基貴、小峠博揮 

第 159 回筑豊地域救急救命研究会(2012.01.19- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・不整脈デバイスの概要 

   井桁洋貴 

＜発表論文・著書＞ 

■消化器内科 

・Clutch Cutter の特徴と治療手技の実際 

   赤星和也 

   消化器内視鏡 24 : 61-69, 2012-01 

・A New Approach: Endoscopic Submucosal Dissection Using the Clutch Cutter for Early Stage Didestive 

Tract Tumors 

   Akahoshi K, Akahane H, Motomura Y, Kubokawa M, Itaba S, Komori K, Nakama N, Ooya M, Nakamura K 

   Digestion 85 : 80-84, 2012-01 



・Endoscopic Submucosal Dissection for Esophageal granular cell tumor using the clutch cutter 

   Komori K, Akahoshi K, Tanaka Y, Motomura Y, Kubokawa M, Itaba S, Osoegawa T, Nakama N, Ooya M 

   World Journal of Gastrointestinal Endoscopy  : Lian-Sheng Ma : Beijing Baishideng BioMed Scientific Co., 

Ltd.China : 17, 2012-01 

■膠原病リウマチ内科 

・Churg-StraussSyndromeComplicated by chronic periaortitis : A Case Report and Review of the Literature 

   Fujii K, Hidaka Y 

   INTERNAL MEDICINE 51 : 109-112, 2012-01 

■神経内科 

・Fisher 症候群と咽頭・頸部・上腕型 Guillain-Barre 症候群のオーバーラップ症例と考えられた 1 例 

   篠田紘司 、村井弘之 、柴田憲一 、鮫島祥子 、金藤秀治 、高嶋伸幹 、田中公裕 

   臨床神経学 第 52 巻 第 1 号 : 30-33, 2012-01 

■漢方診療科 

・漢方シリーズ④ 服薬指導の疑問にお答えします 

   田原英一 

   薬事日報 11084 : 6-6, 2012-01 

・漢方治療が奏効した全身症状を伴うサルコイドーシスの 1 例 

   村井政史 、山口哲生 、三潴忠道 、矢野博美 、犬塚 央 、田原英一 

   日本呼吸器学会誌 1(１) : 9-13, 2012-01 

■脳神経外科 

・Delayer post-traumatic pseudoaneurysmal formation of the intracranial ophthalmic artery after closed head 

injury 

   Kikkawa Y, Natori Y 

   Neurologia medico-chirurgica 52 : 41-43, 2012-01 

 


