
 2012 年 5 月 学会（研究会）発表・講演・論文発表 

＜学会・研究会発表＞ 

■肝臓内科 

The 8 th International Congress on Autoimmunity(2012.05.09-2012.05.13 Congress Center, Granada  

Granada,Spain) 

  ・Autoimmune hepatitis triggered by pravastatin: report of three cases 

   Masumoto A, Tajiri H, Okada M, Yada M, Senju T, Motomura K, Koyanagi T, Satoh T 

第 110 回筑豊肝胆膵研究会(2012.05.08-2012.05.08 飯塚医師会館 飯塚市) 

  ・肥満、糖尿病、飲酒、肝脂肪化と非Ｂ非Ｃ肝癌 

   本村健太、田尻博敬、千住猛士、矢田雅佳、小柳年正、増本陽秀、梶山潔 

  ・抗ミトコンドリア抗体陽性を呈した特発性門脈圧亢進症の一剖検例 

   小柳年正、田尻博敬、千住猛士、矢田雅佳、本村健太、増本陽秀 

  ・Fusobacterium を起炎菌とした肝膿瘍の 2 例 

   千住猛士、森田祐輔、矢田雅佳、本村健太、小柳年正、増本陽秀 

■呼吸器内科 

第 35 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会(2012.05.30-2012.05.31 京王プラザホテル 東京都新宿区) 

  ・縦隔への放射線再照射にて食道気管支瘻を呈した１例 

   海老規之、松尾規和、靍野広介、高橋洋子、飛野和則、杉本幸弘、山本英彦 

  ・急性膿胸・肺炎髄伴性胸水に対する局所麻酔下胸腔鏡所見の検討 

   靍野広介、海老規之、松尾規和、高橋洋子、飛野和則、杉本幸弘、山本英彦 

American thoracic society2012 ( 2012.05.18-2012.05.23  Moscone Convention Center  San Francisco ) 

  ・Chest computed tomographic findings in rapidly progressive glomerulonephritis 

   Tsuruno K, Tobino K, Matsuo N, Takahashi Y, Sugimoto Y, Takeda K, Ebi N, Yamamoto H 

  ・Endoscopic Treatment by Microwave Coagulation Therapy and Stenting for Malignant Airway Obstruction 

   Sugimoto Y, Ebi N, Matsuo N, Tsuruno K, Takahashi Y, Tobino K, Yamamoto H 

  ・ Chest Computed Tomographic Imaging Characteristi ｃ ｓ  Of Female Patients With Spontaneous 

Pneumothorax 

   Tobino K, Haga T, Kurihara M, Ando K, Hoshika Y, Ebi N, Johkoh T, Seyama K 

第 22 回九州臨床画像解析研究会(2012.05.11-2012.05.11 麻生看護大学校 福岡県飯塚市) 

  ・飯塚病院における間質性肺炎診療の取り組み 

   飛野和則 

■消化器内科 

第 83 回日本消化器内視鏡学会総会(2012.05.12-2012.05.14 グランドプリンスホテル新高輪 東京都) 

  ・食道胃静脈瘤出血症例における早期死亡例についての検討 

   小森圭司、久保川賢、赤星和也 

  ・ワークショップ６：”上部消化管粘膜下腫瘍の内視鏡による診断と治療” 当院の胃粘膜下病変診療アルゴリ

ズムにおける EUS-FNA の臨床的意義 

   小森圭司、赤星和也、仲間直崇 

  ・胆膵救急疾患に対する緊急 ERCP 宅直制導入の効果 

   本村廉明、板場壮一、赤星和也、宜保淳也、山田真梨子、久保川賢 

  ・シンポジウム１１．危ない静脈瘤出血の病態と治療 食道胃静脈瘤出血症例における早期死亡例について

の検討 

   小森圭司、久保川賢、赤星和也 

  ・ワークショップ 3．異所性静脈瘤の病態と治療指針 当院における十二指腸静脈瘤症例の診断と治療につ

いての検討 

   久保川賢、仲間直崇、赤星和也 

■総合診療科 

第 297 回日本内科学会九州地方会(2012.05.12-2012.05.12 福大メディカルホール 多目的室 福岡大学病

院) 



  ・13 年後に再発し、ステロイドパルス療法が著効した組織球性壊死性リンパ節炎(菊地病)の 1 例 

   吉永晃一、江本賢、中村権一、井村洋、小鶴三男 

  ・肺炎球菌菌血症に合併した化膿性胸鎖関節炎の 1 例 

   宇都宮蘭、吉田伸、吉野俊平、井村洋、小鶴三男 

■神経内科 

第 53 回日本神経学会学術大会(2012.05.22-2012.05.25 東京国際フォーラム 東京) 

  ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎様の臨床経過を辿った Charcot-Marie-Tooth 病の臨床的検討 

   金藤秀治、進村光規、前田教寿、柳原由記、高嶋伸幹、高瀬敬一郎、田中公裕、村井弘之 

  ・バセドウ病を合併した重症筋無力症の特徴 

   村井弘之 、山下夏美 、吉良潤一 

  ・レンズ核線条体動脈支配領域の進行性ラクナ梗塞を初診時 MRI で予測する試み 

   高瀬敬一郎、前田教寿、進村光規、柳原由記、有田行正、金藤秀治、柴田美恵子、高嶋伸幹、村井弘之 

■画像診療科 

第 45 回北部九州画像診断フォーラム(2012.05.12-2012.05.12 福岡県中小企業振興センター 福岡市) 

  ・硬膜静脈洞血栓症の 2 例 

   小栗修一 

■外科 

第 24 回日本肝胆膵外科学会学術集会(2012.05.30-2012.06.01 大阪国際会議場/ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ大阪 大

阪市) 

  ・当科における慢性膵炎手術症例の臨床的検討 

   梶山潔、播本憲史、由茅隆文、永田茂行、長家尚 

  ・胆嚢炎による胆嚢穿孔の特徴と予後 

   播本憲史、梶山潔、永田茂行、由茅隆文、長家尚 

  ・肝原発 mucosa-associated lymphoid tissue リンパ腫の 1 切除例 

   永田茂行、梶山潔、平山佳愛、吉丸耕一郎、由茅隆文、播本憲史、大島孝一、長家尚 

■呼吸器外科 

第 35 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会(2012.05.30-2012.05.31 京王プラザホテル 東京) 

  ・右上葉切除後に生じた中葉捻転症の 1 例 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

  ・膿胸に対する局所麻酔下および全身麻酔下胸腔鏡治療の検討 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎、松尾規和、靍野広介、高橋洋子、飛野和則、杉本幸弘、海老規之、

山本英彦 

第 29 回日本呼吸器外科学会総会(2012.05.17-2012.05.18 秋田県民会館 秋田) 

  ・右上葉切除後の中葉捻転予防目的とした中下葉の縫合固定が原因となった術後肺瘻の 1 例 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

  ・大腸癌肺・肝転移切除症例の検討 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

  ・右側大動脈弓合併右肺癌に対する胸腔鏡下右下葉切除、リンパ節郭清 

   小舘満太郎、大﨑敏弘、小野憲司 

  ・遊離前鋸筋・広背筋連合皮弁による膿胸腔充填術の 1 例 

   鬼塚貴光、大﨑敏弘、小舘満太郎、小野憲司、山内俊彦 

■小児外科 

第 49 回九州小児外科学会(2012.05.18-2012.05.19 マリトピア佐賀 佐賀市) 

  ・虫垂重積症の一女児例 

   吉丸耕一朗、山田耕治、宮田潤子 

第 49 回日本小児外科学会学術集会(2012.05.14-2012.05.16 パシフィコ横浜 横浜市) 

  ・小児内視鏡外科手術の適応を考慮した従来法の手術手技習得への取り組み 

   山田耕治、宮田潤子 

  ・単純性精巣嚢胞の一新生児例 

   山田耕治、島袋伸洋、宮田潤子、吉丸耕一朗 



  ・地方民間病院の小児病棟における患児・家族 QOL 向上のための取り組みと現状 

   宮田潤子、山田耕治 

■リハビリテーション科 

第 4 回日本医療マネジメント学会(2012.05.26- 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 福岡県福岡

市中央区) 

  ・急性期リハビリテーションの現状 １）脳血管障害（CVA）・運動器のリハビリテーション 

   黒木洋美 

■心臓血管外科 

第 40 回日本血管外科学会学術総会( 2012.05.23-2012.05.25 長野ビックハット 長野県長野市) 

  ・腹部大動脈瘤術後、吻合部仮性動脈瘤ー十二指腸潰瘍を繰り返した 1 例 

   出雲明彦、安達普至、内田孝之、松元崇、谷口賢一郎、松山翔、安藤廣美、福村文雄、田中二郎 

第 42 回日本心臓血管外科学会総会(2012.05.18-2012.05.20 秋田キャッスルホテル 秋田市) 

  ・胸部大動脈瘤術後遠隔期に再手術を要した吻合部瘤症例の検討 

   松元崇、内田孝之、安藤廣美、出雲明彦、谷口賢一郎、牛島智基、福村文雄、田中二郎 

■精神神経科 

第 108 回日本精神神経学会学術総会(2012.05.24-2012.05.26 札幌コンベンションサンター 札幌) 

  ・治療関係構築に難渋した老年期うつ病の一例 ～主治医交代が及ぼす影響～ 老年期うつ病と喪失体験 

   沈龍佑 

■救急部 

第 26 回日本外傷学会総会・学術総会(2012.05.24-2012.05.25 リーガロイヤルホテル東京 東京都新宿区) 

  ・完全社会復帰した鈍的胸腹部外傷による CPA の 1 症例 

   安達普至、木村英世、中塚昭男、山田哲久、出雲明彦、田中誠、鮎川勝彦 

  ・デコルマン損傷の 2 例 

   中塚昭男、鮎川勝彦、安達普至、出雲明彦、田中誠、山田哲久、鶴昌太 

  ・急性期を過ぎて硬膜下血腫が増大した症例の検討 

   山田哲久、名取良弘、中塚昭男 

第 16 回日本救急医学会 九州地方会(2012.05.11-2012.05.12 宮崎観光ホテル 宮崎市) 

  ・シンポジウム：救命救急センターにおける研修医教育 

   山田哲久、中塚昭男、田中誠、大田静香、鶴昌太、安達普至、出雲明彦、鮎川勝彦 

  ・救命救急センターにおける研修医教育 

   山田哲久、中塚昭男、田中誠、大田静香、鶴昌太、安達普至、出雲明彦、鮎川勝彦 

  ・救急隊員の救急救護のおけるリスクマネージメント 

   鮎川勝彦、中塚昭男、田中誠、出雲明彦、山田哲久、松岡修司、渡辺康 

  ・巨大陰性 T 波を契機に発見された脳内出血の 1 症例 

   鶴昌太、中塚昭男、鮎川勝彦、田中誠、安達普至、出雲明彦、山田哲久、大田静香、木村英世 

  ・椎骨動脈損傷の 1 例 

   中塚昭男、鮎川勝彦、田中誠、安達普至、出雲明彦、山田哲久、大田静香、木村英世、鶴昌太 

■リハビリセンター 

第 5 回福岡摂取・嚥下サポート研究会(2012.05.27- 財団法人平成紫川会 小倉記念病院 講堂 福岡県北

九州市小倉北区) 

  ・延髄外側症候群にて球麻痺を呈し、重度嚥下障害から改善を認めた―症例の報告～バルーンカテーテル

訓練の有効性について～ 

   川満しおり 

■ふれあいセンター 

第 53 回日本心身医学会学術講演会(2012.05.25-2012.05.26 かごしま県民交流センター 鹿児島市) 

  ・20 年以上過食嘔吐を繰り返してきた 40 代女性との心理面接過程 

   鬼塚朋子 

＜講   演＞ 

■呼吸器内科 



呼吸器疾患セミナー in Kagawa(2012.05.12- かがわ国際会議場 高松市) 

  ・研修病院の求められる研修医、研修医に求められる研修病院 

   山本英彦 

■循環器科 

ちくほう地区プラザキサ発売一周年記念講演会(2012.05.18- のがみプレジデントホテル 飯塚) 

  ・当院におけるプラザキサの使用経験 

   堤孝樹 

■神経内科 

第 53 回日本神経学会学術大会ランチョンセミナー(2012.05.22- 東京国際フォーラム 東京) 

  ・日本における MG 患者の現状と今後の課題 

   村井弘之 

■漢方診療科 

薩摩川内東洋医学研究会(2012.05.25- ホテル太陽パレス 鹿児島薩摩川内市) 

  ・皮膚科領域の漢方治療 ～蕁麻疹・湿疹の基本的な考え方～ 

   田原英一 

「第 53 回日本心身医学会総会ならびに学術講演会」 ワークショップ(2012.05.25- 鹿児島県民交流センター 

鹿児島県鹿児島市  ) 

  ・イノベーション漢方 ～漢方の普通じゃない使い方～ 

   田原英一 

第 164 回麻生飯塚漢方研究会(2012.05.17- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   岩永 淳 

  ・類聚方広義解説（18） 

   田原英一 

第 202 回筑豊漢方研究会(2012.05.10- 九州寿会館 飯塚市) 

  ・漢方概論 「漢方診療の総論」 

   田原英一 

■整形外科 

よみうり市民健康講座(2012.05.12- 飯塚コミュニティーセンター 飯塚市) 

  ・中高年者の膝の痛みについて 

   白石浩一 

■救急部 

第 11 回 TNT 熊本研修会(2012.05.26- 熊本市流通情報会館 熊本県熊本市) 

  ・経腸栄養の実施：経腸栄養剤の選択と投与 

   田中誠 

■臨床工学部 

福岡県臨床工学技士会教育セミナー(2012.05.10- エネルギーセンター６F 飯塚市) 

  ・睡眠時無呼吸症候群とその検査について 

   伏貫菜穂子、伏貫菜穂子 

＜発表論文・著書＞ 

■呼吸器内科 

・Medical Professionals' Attitudes Toward Tube Feeding for Themselves or Their Families:A Multicenter 

Survey in Japan 

  Komiya K, Ishii H, Teramoto S, Yasuda T, Sato S, Yamamoto H, Kimura H, Takahashi O, Hiramatsu K, 

Kadota J 

  JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 15 : 561-566, 2012-05 

■消化器内科 

・消化管間質腫瘍（GIST）の診断と治療 

  赤星和也、大屋正文、古賀聡 



  消化器内視鏡  : 626-632, 2012-05 

■漢方診療科 

・漢方シリーズ⑧ 服薬指導の疑問にお答えします 

  田原英一 

  薬事日報 11132 : 5-5, 2012-05 

・あなたのカルテ⑯ 

  田原英一 

  西日本新聞  : 27-27, 2012-05 

■救急部 

・呼吸サポートチーム（RST）が医療安全にいかに寄与するか？ －地域連携も踏まえて－ 

  鮎川勝彦、出雲明彦、杉本幸弘、尾田琢也、鬼木美代子、花田千穂、梶原優子、樋口圭子 

  人工呼吸 第 29 巻第 1 号 : 20-25, 2012-05 

■ふれあいセンター 

・当院の地域連携本部の活動をとおして 

  花岡夏子 

  師長主任業務  : 不明 : 産労総合研究所東京都 : 26-31, 2012-05 


