
 2012 年 3 月 学会（研究会）発表・講演・論文発表 

＜学会・研究会発表＞ 

■膠原病リウマチ内科 

第 43 回九州リウマチ学会(2012.03.10-2012.03.12 ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センター 大分県大分市) 

  ・ＭＴＸ、免疫グロブリン大量療法が有効であったステロイド抵抗性皮膚筋炎の一例 

   中川仁、内野愛弓、大田俊行、永野修司 

  ・生物製剤の治療前効果予測の可能性～治療開始前一般血液検査値によるトシリズマブ（ＴＣＺ）効果予測

スコア 

   中川仁、小山芳伸、内野愛弓、永野修司、白石浩一、堀内孝彦、大田俊行 

■緩和ケア科 

第 6 回北九州･筑豊痛みを考える会(2012.03.04-2012.03.06 ホテルニュータガワ 北九州市小倉北区) 

  ・肺がんによる体幹部の痛みに対して、緩和ケアチーム介入を行なった 1 例 

   柏木秀行、杉本幸弘、岩本真季、浦川雅広、松本梓、牧野毅彦 

■循環器内科 

第 76 回日本循環器学会総会(2012.03.16-2012.03.18 福岡国際会議場 福岡) 

  ・Short Term Effect of Donepezil, a Cholinesterase Inhibitor, in Chronic Heart Failure Patients 

   堤孝樹、今村義浩、山田明 

■神経内科 

第 197 回日本神経学会九州地方会(2012.03.17-2012.03.17 九州大学 百年講堂 福岡県福岡市) 

  ・パーキンソニズムの増悪に Treponema pallidum が関与したと考えられる一例 

   阿南圭祐、金藤秀治、江渕有希、進村光規、前田教寿、柳原由記、有田行正、高嶋伸幹、高瀬敬一郎、

村井弘之 

■呼吸器外科 

第 52 回日本肺癌学会九州支部学術集会(2012.03.02-2012.03.03 のがみプレジデントホテル 飯塚) 

  ・大腸癌肺転移切除症例の検討 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

  ・右上葉切除後に発生した中葉捻転の 1 例 

   松尾規和、大﨑敏弘、小野憲司、小舘満太郎 

  ・特異的な画像経過を呈した胸腺 MALT リンパ腫の 1 例 

   松尾規和、大﨑敏弘、小野憲司、小舘満太郎 

■整形外科 

第 38 回九州膝関節研究会(2012.03.10- アクロス福岡 福岡市) 

  ・抗酸菌感染症による膝窩嚢腫の 1 例 

   浜崎晶彦、白石浩一、新井堅、中村権一 

■リハビリテーション科 

第 41 回筑豊脳血管障害研究会(2012.03.16-2012.03.16 のがみプレジデントホテル 飯塚市新立岩 12 番地

37 号) 

  ・『stroke に対するリハビリテーションアプローチ～急性期リハビリテーションの実際～』 急性期リハビリテーシ

ョンの概論 

   黒木洋美、兵道哲彦、鹿子嶋浩子、石川清美 

■脳神経外科 

平成 23 年度 PCAPS 研究会 成果報告シンポジウム(2012.03.10-2013.03.10 東京大学本郷キャンパス 安田

講堂 東京都文京区) 

  ・脳神経外科領域でのＰＣＡＰＳ実装 －病棟と手術室の連携（連結）を中心に－ 

   名取良弘、成松慧 

第 35 回日本脳神経外傷学会(2012.03.09-2012.03.10 学術総合センター 東京都千代田区) 

  ・慢性硬膜下血腫に季節性はあるのか？ 

   山田哲久、名取良弘、橋口公章、前田善久、今本尚之、由比文顕 

■麻酔科 



The 15 th World Congress of Anesthesiologists(2012.03.25-2012.03.30 La Rural Buenos Aires, Argentina) 

  ・The effect of anesthesia on the outcome of obturator hernia surgery in super-aged 

   Obata K, Konishi A, Hiramoto M, Matsuyama H 

■救急部 

第18回北部福岡NST研究会(2012.03.30-2012.03.30 北九州市立男女共同参画センター 北九州市小倉北

区) 

  ・座長として 

   田中誠 

■中央検査部 

第 22 回生物試料分析科学会年次学術集会(2012.03.10-2012.03.11 九州大学医学部百年講堂 福岡県) 

  ・BM２２５０における PALP 添加によるトランスアミナーゼ測定の試み 

   伊藤瞳、手嶋桂子、有吉裕子、中島久美子、秋永理恵、桑岡勲 

■リハビリセンター 

第 41 回筑豊脳血管障害研究会(2012.03.16- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市立岩) 

  ・急性期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実際 理学療法士の立場から 

   石川清美、黒木洋美、兵道哲彦 

  ・『stroke に対するリハビリテーションアプローチ～急性期リハビリテーションの実際～』 急性期リハビリテーシ

ョンの実際（作業療法士の立場から） 

   兵道哲彦、黒木洋美、石川清美、鹿子嶋浩子 

  ・『stroke に対するリハビリテーションアプローチ～急性期リハビリテーションの実際～』 急性期リハビリテーシ

ョンの実際（言語聴覚士の立場から） 

   鹿子嶋浩子、黒木洋美、兵道哲彦、石川清美 

■薬剤科 

第 37 回九州代謝・栄養研究会(2012.03.24-2012.03.24 鹿児島大学郡元キャンパス 稲盛会館 鹿児島) 

  ・飯塚病院薬剤部における絶食患者の TPN カンファレンスの効果について 

   林勝次、千々和敦子、秀島里沙 

■看護部 

ＰＣＡＰＳ研究会最終報告シンポジウム(2012.03.10- 東京大学安田講堂 東京) 

  ・手術ユニットでの介入ロジック ～過去の症例をトライアルして～ 

   伊藤勲、井手洋陽、成松慧、藤本さとみ、浦田吉広、緒方博美 

  ・脳神経外科領域での PCAPS 実装  －病棟と手術室の連携を中心に－ 

   成松慧、井手洋陽、伊藤勲、藤本さとみ、浦田吉広、緒方博美 

＜講   演＞ 

■肝臓内科 

第 15 回筑豊膠原病研究会(2012.03.07- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・HBV の再活性化について 

   本村健太 

■呼吸器内科 

筑豊地区老健法指定講習会(2012.03.24- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・肺癌個別化治療に向けて 

   海老規之 

■消化器内科 

徳島県胃腸胆道疾患研究会(2012.03.13- 徳島ワシントンホテルプラザ 徳島市) 

  ・早期消化管腫瘍に対する Clutch Cutter を用いた ESD の実際 

   赤星和也 

■膠原病リウマチ内科 

平成 24 年田川地区難病相談会(2012.03.22- 田川総合庁舎 福岡県田川市) 

  ・膠原病について～病気の理解～ 

   永野修司 



アボットジャパン株式会社 社内勉強会(2012.03.15- 福岡ファッションビル 福岡県福岡市) 

  ・関節リウマチについて 

   永野修司 

アステラス製薬株式会社 社内勉強会(2012.03.01- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市) 

  ・関節リウマチについて 

   永野修司 

■神経内科 

第 14 回飯塚病院脳神経外科・神経内科勉強会( 2012.03.03- 飯塚病院エネルギー棟 飯塚) 

  ・脳梗塞 

   高嶋伸幹 

■漢方診療科 

長崎実践漢方ステップアップセミナー(2012.03.25- 長崎ワシントンホテル 長崎県長崎市) 

  ・発熱・風邪の漢方治療／めまい・頭痛・冷えの漢方治療／二剤併用・配合の注意点 

   田原英一 

第 162 回麻生飯塚漢方研究会(2012.03.15- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   大田静香 

  ・類聚方広義解説（16） 

   田原英一 

第 201 回筑豊漢方研究会(2012.03.08- 九州寿会館 飯塚市) 

  ・アンチエイジングと漢方 「八味地黄丸」を中心に 

   犬塚央 

第 3 回日本東洋医学会 福岡県部会(2012.03.04- 九州大学病院基礎研究棟 B 棟 福岡県福岡市) 

  ・飯塚病院の症例から～脳神経疾患への漢方治療の試み～ 

   大竹実 

■脳神経外科 

倉敷中央病院 臓器提供講演会(2012.03.23- 倉敷中央病院 岡山県倉敷市) 

  ・臓器提供事始 

   名取良弘 

■救急部 

共立病院 院内勉強会(2012.03.15- 共立病院 飯塚市) 

  ・栄養管理の基礎 

   田中誠 

薬剤業務研修会(2012.03.02- 隠岐島前病院 島根県隠岐郡西ノ島町) 

  ・離島医療におけるチーム医療について 

   田中誠 

■薬剤科 

精神科臨床薬学研究会 2011 年度下期九州ブロック福岡講演会(2012.03.11- 福岡国際会議場 福岡県福

岡市) 

  ・統合失調症服薬アドヒアランス向上へのアプローチに関する処方検討 

   進健司 

■看護部 

健康づくり従事者スキルアップ研修会(2012.03.02- 飯塚総合庁舎 飯塚) 

  ・糖尿病看護外来における患者支援 

   山田靖子 

■栄養部 

第 2 回市町村栄養改善会議(2012.03.21- 飯塚総合庁舎 2 階 会議室 福岡県飯塚市) 

  ・医療機関における栄養管理の実際 

   田代千恵子 

関西女性腎臓病医の会( 2012.03.10- ホテルグランヴィア大阪 大阪市北区梅田 3 丁目 1 番 1 号) 



  ・PD の栄養指導の効果とその具体的方法 

   田代千恵子 、武田一人 

＜発表論文・著書＞ 

■総合診療科 

・Ⅱ疾患をどう診るか 感染性腸炎 

   吉野麻衣、中村権一 

   こんな感染症に注意！外来で知っておくべき知識はこれだ！！ : 吉田敦、千原晋吾、中山久仁子 : 株

式会社メジカルビュー社東京 : 189-193, 2012-03 

■漢方診療科 

・漢方シリーズ⑥ 服薬指導の疑問にお答えします 

   田原英一 

 薬事日報 11107 : 5-5, 2012-03 

・飯塚病院における漢方専門外医師による漢方製剤の処方実態 

   金澤康範、竹本伸輔、久保陽平、持尾佳代子、田原英一、矢野博美、三潴忠道 

   日本東洋医学雑誌 63(2) : 116-120, 2012-03 

・神経疾患に対する漢方治療 

   田原英一 

   神経疾患 最新の治療 2012-2014 : 98-100, 2012-03 

■外科 

・EB ウィルス関連脾原発悪性リンパ腫の１例 

   藤田優裕、播本憲史、梶山潔、祇園智信、由茅隆文、長家尚 

   日本臨床外科学会雑誌 第 73 巻 3 号 : 161-164, 2012-03 

■脳神経外科 

・未破裂脳動脈瘤 

   名取良弘 

   神経疾患最新の治療 2012－2014 : 小林祥泰、水沢英洋 : 南江堂東京 : 107-110, 2012-03 

■形成外科 

・肩甲骨皮弁により再建した散弾銃による下顎開放骨折の 1 例 

   山内大輔、山内俊彦 

   日本形成外科学会誌 VOL.３２ ２０１２No.3 : 181-187, 2012-03 

■看護部 

・こんなときどうしよう!?ケースに学ぶ術後管理とケア 85 歳を超える高齢患者さん！ 

   藤岡智恵 

   アセスメントポイントがひとめでわかる ＩＣＵナースのための循環＆呼吸管理と術前・術後ケア : 株式会社

メディカ出版 : ハートナーシング・呼吸器ケア合同増刊大阪府 : 307-312, 2012-03 

 


