
 2012 年 9 月 学会（研究会）発表・講演・論文発表 

＜学会・研究会発表＞ 

■消化器内科 

第 19 回日本門脈圧亢進症学会総会(2012.09.07-2012.09.08 フォーシーズンズホテル椿山荘 東京 東京

都) 

  ・食道癌に対する化学放射線療法後の食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法後に著明な狭窄をきたした

1 例 

   久保川賢、千住猛士、岩尾梨沙、蓑田洋介、柏原由美、本村廉明、赤星和也 

■総合診療科 

第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(2012.09.01-2012.09.02 国際会議場 福岡) 

  ・集まれ！病院総合医 ～日本の現状と米国ホスピタリストとの比較～ 

   山田徹、吉野俊平、茂木恒俊 

■緩和ケア科 

第 26 回日本サイコオンコロジー学会総会(2012.09.21-2012.09.22 九州大学医学部百年講堂 福岡県) 

  ・癌告知後に患者本人と家族が適応障害を発症し、緩和ケアチーム介入を行った症例 

   柏木秀行、鬼塚朋子、門田隆浩、天津透彦、松原知康、牧野毅彦 

第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(2012.09.01-2012.09.02 国際会議場 福岡) 

  ・プライマリケア志向の後期研修医に対する、多施設間緩和ケア研修プログラムの有用性 

   柏木秀行、牧野毅彦、井村洋 

■画像診療科 

第 48 回日本医学放射線学会秋季臨床大会(2012.09.28-2012.09.30 長崎新聞文化ホール 長崎市) 

  ・乳腺 Invasive micropapillary ｃarcinoma の画像所見 

   越智美帆、角南俊也、小栗修一、落合浩一朗、福谷龍郎、黒岩俊郎、村上純滋、熊谷玲子、伏見文良、

大屋正文 

■小児科 

第 8 回筑後新生児研究会(2012.09.21- 久留米大学病院筑水会館 久留米市) 

  ・尿路感染症発症後にカルニチン欠乏から低血糖を来たしたと推察した small-for-date 児の 1 例 

   牛嶋規久美 

第 6 回久留米小児感染症予防研究会(2012.09.07- ホテルマリターレ創世 久留米市) 

  ・Ｂ型肝炎の家族内水平感染事例とＨＢＶワクチンの意義 

   岩元二郎 

■呼吸器外科 

第 1 回筑豊鏡視下手術研究会(2012.09.21- のがみプレジデントホテル 飯塚) 

  ・飯塚病院呼吸器外科における胸腔鏡手術の現状 

   大﨑敏弘、小舘満太郎、小野憲司 

■小児外科 

第 234 回筑豊小児科医会勉強会(2012.09.20-2012.09.20 のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市) 

  ・腹腔鏡補助下に根治術を施行した全結腸型ヒルシュスプルング病の 2 例 

   宮田潤子、山田耕治 

■脳神経外科 

平成 24 年度 PCAPS 研究会中間シンポジウム(2012.09.22-2012.09.22 東京大学工学部 2 号館 東京) 

  ・脳神経外科領域での実装 

   名取良弘 

■麻酔科 

第 17 回日本心臓血管麻酔学会(2012.09.14-2012.09.16 仙台国際センター 宮城県 仙台市) 

  ・十二指腸穿破を来した腹部大動脈瘤の 2 症例 

   小畑勝義、尾崎実展、松山博之 

  ・胸部大動脈食道瘻を認め人工血管置換・食道切除を行った症例 

   平本麻莉、小畑勝義、内藤智孝、小西彩、田平暢恵、尾崎実展、松山博之 



■救急部 

第 19 回急性重症患者治療研究会(2012.09.29- 九州大学病院 福岡) 

  ・高度偶発性低体温を伴った CPA の一例 

   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 

  ・会長、世話人、座長として 

   中塚昭男 

第 14 回筑豊重症患者治療研究会(2012.09.12-2012.09.12 のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・ACS が疑われた頚髄損傷の一例 

   笠井華子、中塚昭男、安達普至、田中誠、山田哲久、出雲明彦、裵惺哲、鶴昌太、島谷竜俊、吉本広平、

鮎川勝彦 

第 31 回福岡救急医学会(2012.09.08- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・当院での脊髄損傷 112 例の検討 

   笠井華子 

  ・原因精査に苦慮した低血糖の一例 

   鶴昌太 

  ・嚥下障害のみを呈した椎骨動脈解離による Wallenberg 症候群の一例 

   太田黒崇伸 

  ・意識障害を契機に発見されたステロイド長期内服患者に合併した Pneumocystis jirovecii pneumonia の一

例 

   中村由季 

  ・座長として 

   田中誠 

  ・会長、座長として 

   鮎川勝彦 

  ・リスクのない若年者に発症した感染性心内膜炎の 1 例 

   末安巧人 

第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会学術集会(2012.09.01-2012.09.02 福岡国際会議場 福岡県福岡市) 

  ・くも膜下出血の見逃し症例の検討 

   山田哲久、名取良弘、小田浩之 

■中央検査部 

第 3 回九州肺高血圧症セミナーワークショップ(2012.09.08-2012.09.08 ホテルオークラ 福岡市) 

  ・膠原病に肺高血圧症を 2 症例 

   古賀秀信、伏貫菜穂子、藤上祐子、中野寛子、川久保智美、田中倫子、鈴木尚子、福本まきば、大田俊

行、堤孝樹、山田明 

  ・急性心筋梗塞後に oozing rupture を来たし、救命しえた 1 症例 ～心エコー所見を中心に～ 

   古賀秀信、伏貫菜穂子、藤上祐子、中野寛子、川久保智美、田中倫子、鈴木尚子、福本まきば、桑岡勲 

■予防医学センター 

第 12 回日本 Men’s Health 医学会(2012.09.15-2012.09.15 福岡大学病院メディカルホール 福岡市) 

  ・健診受診者を対象にした AMS スコアの臨床的意義に関する検討 

   柳瀬敏彦、明比祐子、野見山崇、安永佳代子、草本君子、越智美紀、川上志保、村上純滋 

■診療情報管理室 

第 38 回日本診療情報管理学会学術大会(2012.09.06-2012.09.07 名古屋国際会議場 愛知県名古屋市) 

  ・がん登録データを利用した当院の新規がん患者のマーケットシェア分析 

   小林英丘、恵口恵、下村小夜子 

■栄養部 

第 18 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会(2012.09.22-2012.09.23 あわぎんホール 徳島県徳島市) 

  ・腹膜透析患者の低たんぱく食とリン管理について 

   田代千恵子、武田一人、黒土直美 

The 14 th Congress of the International Sosiety for peritoneal Dialysis(2012.09.09-2012.09.12 Kuala Lumpur 

convention centre  Kuala Lumpur malaysia) 



  ・The effectiveness of low-protein diet in peritoneal dialysis patient. 

   Tashiro C, Takeda K, Kurotsuti N 

＜講   演＞ 

■呼吸器内科 

第 6 回日本医療マネジメント学会 第 6 回宮崎県学術集会(2012.09.29- シーガイア 宮崎) 

  ・がん治療における飯塚病院での共同作業 

   海老規之 

肺がん検診講習会(2012.09.07- 飯塚医師会館 飯塚市) 

  ・「胸部 X 線写真読影～見逃し症例を減らすために～」 

   海老規之 

■総合診療科 

飯塚記念病院 HIV 講習会(2012.09.21- グランドホール 飯塚記念病院) 

  ・HIV 感染対策講習会 

   吉野麻衣 

■神経内科 

第 28 回臓器提供勉強会(2012.09.12- 飯塚病院医局談話室 飯塚) 

  ・脳死判定 

   村井弘之 、瀬尾修一 

MG Clinical Meeting in Tokyo(2012.09.01- 東京ドームホテル 東京都) 

  ・重症筋無力症におけるＩＶＩｇ－ある難治例を経験して 

   村井弘之 

■腎臓内科 

腎臓病ラウンド－Nephrology Round(2012.09.07- 飯塚病院 エネルギーセンター中会議室 飯塚市) 

  ・症例検討 シアトル紀行 

   武田一人 

■漢方診療科 

漢方で治療戦略をたてる 小倉 漢方 セミナー(2012.09.29- パークサイドビル会議室 福岡県北九州市) 

  ・①どんな時にもこんなふうに漢方 ②「食欲不振・倦怠感に対する漢方治療戦略」 ③症例検討 

   田原英一 

第 167 回麻生飯塚漢方研究会(2012.09.20- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・類聚方広義解説（21） 

   田原英一 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   土倉潤一郎 

第 205 回筑豊漢方研究会(2012.09.13- 九州寿会館 飯塚市) 

  ・太陰病について 「消化器疾患の漢方治療」 

   田原英一 

■呼吸器外科 

飯塚市老人クラブ連合会穂波支部講演会(2012.09.13- 飯塚市穂波公民館 飯塚) 

  ・肺がんを正しく理解するために 

   大﨑敏弘 

■整形外科 

第 20 回筑豊リウマチカンファレンス(2012.09.25- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・メトトレキセートの使い方について 

   白石浩一 

筑豊整形外科医会(2012.09.14- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・総合診療整形外科的アプローチ ～感染、腫瘍、小児のレアケース ～卒後 20 年、飯塚病院整形外科で

の 10 年間を振り返って 

   浜崎晶彦 



■脳神経外科 

第 54 回全日本病院学会(2012.09.21- パシフィコ横浜 横浜市) 

  ・脳神経外科における PCAPS（患者状態適応型パスシステム）の臨床実装 

   名取良弘 

第 17 回日本脳腫瘍の外科学会 教育セミナー(2012.09.09- ホテル ニューグランド 横浜市) 

  ・眼窩先端部腫瘍の診断と手術 

   名取良弘 

■救急部 

第 4 回研修医のための北九州地区臨床栄養セミナー(2012.09.22- 製鉄記念八幡病院 北九州市) 

  ・外科領域 

   田中誠 

■中央検査部 

中央検査部主催勉強会(2012.09.18- 医局談話室 飯塚病院) 

  ・輸血勉強会② 安全な輸血のために 

   長崎有子 

■薬剤科 

第 9 回福岡県中小病院・診療所薬剤師研修会議(2012.09.09- 九州大学医学部百年講堂 福岡県福岡市) 

  ・精神科病棟における病棟薬剤業務 

   進健司 

＜発表論文・著書＞ 

■消化器内科 

・Predictive Factors for Colonic Diverticular Rebleeding: A Retrospective Analysis of the Clinical and 

Colonoscopic Features of 111 Patients 

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

Hisano T, Ihara E, Nakamura K, Takayanagi R 

   Gut and Liver 6 : 334-338, 2012-09 

■腎臓内科 

・A Case of Cell-Free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy Effective for Refractory Ascites in 

Spontaneous Bacterial Peritonitis in a Renal Transplant Patient 

  Maeda A, Takeda K, Tsuruya K, Miura S, Toyonaga J, Nakashita S, Furusyou M, Mukai H, Mutou Y, Komaki 

T, Takae K, Yasunaga C 

  Nephrology and Urology  : 138-144, 2012-09 

■漢方診療科 

・漢方シリーズ⑫ 服薬指導の疑問にお答えします 

  田原英一 

  薬事日報 11184 : 8-8, 2012-09 

■形成外科 

・慢性膿胸に対する創内持続陰圧洗浄療法と広背筋前鋸筋連合筋弁充填術の有用性 

  池尻充宏、山内俊彦 

  形成外科  : 波利井清紀、野崎幹弘、平林慎一、川上重彦、清川兼輔 : 克誠堂出版株式会社東京都文

京区本郷 3 丁目 23 番 5 号２０２ : 1011-1018, 2012-09 

 

 

 

 

 

 

 


