
 2012 年 10 月 学会（研究会）発表・講演・論文発表 

＜学会・研究会発表＞ 

■内分泌・糖尿病内科 

第 50 回日本糖尿病学会九州地方会(2012.10.19-2012.10.20 ﾎﾃﾙﾏﾘﾀｰﾚ創世久留米 福岡県久留米市) 

  ・2 型糖尿病加療中に急速進行性糸球体腎炎を併発した 1 例 

   伊藤淳、佐藤直市、安部健太郎、髙江啓太、武田一人 

  ・先天性膵形成不全を伴った糖尿病の一例 

   安部健太郎、伊藤淳、佐藤直市 

  ・難治性膵炎、クッシング症候群、ITP を併発した糖尿病の一例 

   佐藤直市、伊藤淳、安部健太郎 

■消化器内科 

第 84 回日本消化器内視鏡学会総会(2012.10.10-2012.10.13 神戸国際展示場・ポートピアホテル・神戸国際

会議場 兵庫県神戸市) 

  ・パネルディスカッション”ＧＩＳＴの診断と治療”  EUS-FNA による GIST の早期診断早期治療の取り組み 

   赤星和也、小森圭司、本村廉明 

  ・当科における Vp3，4 肝癌合併食道静脈瘤に対する治療の現状 

   久保川賢、蓑田洋介、小森圭司、仲間直崇、本村廉明、板場壮一、宜保淳也、赤星和也、岩尾梨沙、中

村和彦 

■神経内科 

第 17 回日本神経感染症学会総会(2012.10.19-2012.10.20 ホテルルビノ京都堀川 京都) 

  ・精神症状と痙攣重責で発症した橋本脳症の一例 

   金藤秀治、前田教寿、村井弘之、有田行正、進村光規、高瀬敬一郎、高嶋伸幹 

■腎臓内科 

第 42 回日本腎臓学会西部学術大会(2012.10.26-2012.10.27 沖縄コンベンションセンター 沖縄県那覇市) 

  ・長期の炭酸リチウム内服により高度の高 PTH 血症を認めた慢性腎不全の一例 

   豊永次郎、武田一人、三浦修平、向井秀幸、髙江啓太、小牧智 

  ・ネフローゼ症候群の完全寛解後、再発を認めたλ型軽鎖沈着症の一例 

   小牧智、豊永次郎、中嶋恵理子、武田一人 

  ・急性腎不全を合併し、血液透析を施行した高齢微小変化型ネフローゼ症候群の一例 

   髙江啓太、向井秀幸、中下さつき、三浦修平、豊永次郎、前田篤宏、武田一人 

 

  ・急性腎不全を合併し血液透析まで施行した高齢巣状分節性糸球体硬化症（FSGS)の一例 

   向井秀幸、髙江啓太、中下さつき、三浦修平、豊永次郎、武田一人、前田篤宏 

■外科 

第 10 回日本消化器外科学会大会(2012.10.10-2012.10.13 神戸国際展示場、ポートピアホテル、神戸国際

会議場 神戸市) 

  ・術前低用量 GS 療法により down staging 後、切除しえた膵頭部癌の 1 例 

   梶山潔、播本憲史、永田茂行、平山佳愛、能美昌子、由茅隆文、中ノ子智徳、吉田倫太郎、植田直之、西

田康二郎、古賀聡、甲斐正徳、長家尚 

■産婦人科 

The 20 th FIGO Worlg Congress(2012.10.07-2012.10.12  FIERA DI ROMA Congress Venue Roma, Italy) 

  ・Follow-up study of symptomatic submucous fibroids after hysteroscopic myomectomy. 

   Tsujioka H, Goto M, Matsuoka R, Miyahara D, Eguchi F 

■形成外科 

第 90 回（社）日本形成外科学会九州支部学術集会(2012.10.20- 長崎インターナショナルホテル 長崎県大

村市水主) 

  ・長径術（陰茎延長術）後に生じた恥骨骨髄炎 2 例の経験 

   山内俊彦、植木翔也、橋口晋一郎 

■精神神経科 



第 65 回九州精神神経学会(2012.10.25-2012.10.26 ビーコンプラザ 大分県別府市山の手町 12－1) 

  ・統合失調症の患者に lamotrigine を追加投与し社会活動面に変化を認めた二症例 

   沈龍佑、堀川直希、冨田克、内村尚久 

■麻酔科 

The 2012 th American Society of Anesthesiologists Annual Meeting(2012.10.12-2012.10.17 Washington 

convention center Washington DC, USA) 

  ・Anesthetic management  of rutured abdominal aortic aneurysm associated with duodenal perforation 

   Obata K, Ozaki M, Matsuyama H 

第 40 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会(2012.10.04-2012.10.06 アクロス福岡 福岡県福岡市) 

  ・気管チューブカフの亜酸化窒素の通過性に関する検討 

   中村裕一郎、藤原茂樹、照崎由佳、山本毅、塚本真規、加藤由美子、坂本英治、横山武志 

  ・HAM （HTLV-I associated myelopathy) を伴った舌癌手術の全身麻酔経験 

   中村裕一郎、藤原茂樹、塚本真規、加藤由美子、照崎由佳、坂本英治、横山武志 

■薬剤科 

第 22 回日本医療薬学会年会(2012.10.27-2012.10.28 朱鷺メッセ 新潟県新潟市) 

  ・オキシコドンによる呼吸抑制に対してナロキソンを適正使用し緩解し得た一症例 

   是澤文恵、梅田勇一、林勝次、牧野毅彦、竹本伸輔 

  ・精神科病棟における薬剤師の処方提案実施状況調査 

   進健司、梅田勇一、脇元一彰、大谷達郎、内田守次、竹本伸輔 

  ・九州山口地区の病院における「感染症罹患時の就業制限規則」に関するアンケート調査 

   梅田勇一、室高広、内田守次、三好康介、竹本伸輔、中村権一、神村英利 

  ・アレルギー情報登録システムによる副作用報告状況の調査 

   内田守次、梅田勇一、進健司、金澤康範、竹本伸輔 

■治験管理室 

第 14 回日本医療マネジメント学会学術総会・日本医療マネジメント学会第 11 回九州・山口連合大会

(2012.10.12-2012.10.13 アルカスＳＡＳＥＢＯ 長崎県佐世保市) 

  ・国際共同治験におけるプロセス管理を目的としたクエリ調査 

   原司、増本陽秀、吉柳富次郎 

＜講   演＞ 

■緩和ケア科 

第 3 回菰田公民館講座(2012.10.27- 菰田公民館 飯塚市) 

  ・緩和ケアと在宅医療 

   柏木秀行 

第 1 回訪問看護師スキルアップセミナー(2012.10.03- 飯塚病院エネルギーセンター6F 福岡) 

  ・超入門！緩和ケア PART1 ～症状コントロール～ 

  柏木秀行 

■神経内科 

第 1 回筑豊てんかん市民公開講座(2012.10.06- 飯塚コスモスコモン 飯塚市) 

  ・てんかんとは？ 

   高瀬敬一郎 

■腎臓内科 

第 194 回福岡県病院薬剤師会筑豊支部学術研修会(2012.10.23- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚

市) 

  ・腎不全症例での DPR-4 阻害剤の使用について 

   武田一人 

第 13 回筑豊腎病理カンファレンス( 2012.10.11- 飯塚病院 エネルギーセンター6F 福岡県飯塚市) 

  ・症例報告 

   武田一人 

  ・症例報告 2 



   髙江啓太 

■漢方診療科 

九州・沖縄地区漢方医学セミナー(2012.10.27- ホテルレオパレス博多 福岡市博多区) 

  ・漢方医学概論、漢方の診断法と処方運用Ⅳ（陰証①）、漢方の診断法と処方運用Ⅳ（陰証②）、漢方診療

の診断法（腹診実技）、総括・質疑応答 

   田原英一、矢野博美、土倉潤一郎、貝沼茂三郎 

  ・漢方の診断法と処方運用Ⅱ（少陽病）、漢方の診断法と処方運用Ⅲ（陽明病）、漢方診療の診断法（腹診

実技） 

   矢野博美 、田原英一 、土倉潤一郎 

  ・漢方の診断法と処方運用Ⅰ（太陽病）、漢方診療の診断法（腹診実技） 

   土倉潤一郎、田原英一、矢野博美 

第 13 回産業医科大学臨床漢方“力” ブラッシュアップセミナー(2012.10.24- 産業医科大学医学部 北九州

市八幡西区) 

  ・使ってみよう！こんな時に漢方薬 各臨床科で役立つプライマリー漢方 ～腰痛・変形性膝関節症・肩関節

周囲炎～ 

   田原英一 

第 168 回麻生飯塚漢方研究会(2012.10.18- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・症例から学ぶ漢方診療の実際 

   矢野博美 

  ・類聚方広義解説（22） 

   田原英一 

日本東洋医学会福岡県部会(2012.10.14- 九州大学コラボ・ステーションⅠ 福岡県福岡市) 

  ・陰証（冷え）の漢方治療 

   田原英一 

第 206 回筑豊漢方研究会(2012.10.11- 九州寿会館 飯塚市) 

  ・少陰病と厥陰病について 「冷えの漢方治療」 

   田原英一 

■リハビリテーション科 

筑豊地区介護予防セミナー(2012.10.22- 福岡県立飯塚研究開発センター 福岡県飯塚市) 

  ・認知症の非薬物療法～リハビリテーション医療の側面から～ 

   黒木洋美 

■脳神経外科 

福井赤十字病院 臓器提供研修会(2012.10.31- 福井赤十字病院 大会議室 福井) 

  ・臓器提供施設が出来ること  －オプション提示を中心に－ 

   名取良弘 

■救急部 

嘉穂高等学校 SSH(2012.10.24- 嘉穂高等学校 飯塚市) 

  ・医療のニーズと機器開発～シリコンバレー・ヒューストンから学ぶもの～ 

   鮎川勝彦 

福岡県市議会議長会議研修会(2012.10.16- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・医療のニーズと機器開発～シリコンバレー・ヒューストンから学ぶもの～ 

   鮎川勝彦 

＜発表論文・著書＞ 

■消化器内科 

・実践手技 ESD（胃）胃前庭部前壁把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 60-63, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃前庭部大弯把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 



  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 72-75, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃体部大弯把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 156-159, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃噴門部把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 144-147, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃体部前壁把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 132-135, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃前庭部後壁把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 84-87, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃体部後壁把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 120-123, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃体部小弯把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 108-111, 2012-10 

・実践手技 ESD（胃）胃前庭部小弯把持型はさみ鉗子 

  赤星和也 

  食道・大腸 EMR と胃 ESD  : 上西 紀夫 : メディカルビュー社東京都 : 96-99, 2012-10 

・Adenocarcinoma arising in an intramural diverticulum presenting as a long standing submucosal tumor 

  Ooya M, Akahoshi K, Toyomasu T 

  Gastric Cancer 15 : 216-220, 2012-10 

■膠原病リウマチ内科 

・Therapeutic response of patients with adult Still's disease to biologic agents: multicenter results in Japan 

  Rie Suematsu, Akihide Ohta, Emi Matsuura, Hiroki Takahashi, Takako Fujii, Takahiko Horiuchi, Seiji Minota, 

Yoshiaki Ishigatsubo, Toshiyuki Ota, Shuji Takei, sachiko Soejima, Hisako Inoue, Syuichi Koarada, Yoshifumi 

Tada, Kohei Nagasawa 

  Mod Rheumatol 22 : 712-719, 2012-10 

■漢方診療科 

・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 

  MEDICAL KANPO 2012 秋号  : 2-5, 2012-10 

■整形外科 

・高齢者大腿骨転子部骨折に対する準緊急手術－術後死亡および合併症の検討 

  園田和彦、新井堅、白石浩一、城野修、浜崎晶彦、喜多正孝 

 整形外科 ６３ : 1132-1134, 2012-10 

■脳神経外科 

・眼窩の解剖と画像検査 

  名取良弘 

  ビジュアル脳神経外科 ５ 頭蓋底① 全頭蓋窩・眼窩・中頭蓋窩  : 片山容一、冨永悌二、斉藤延人 : メ

ジカルビュー東京 : 2-9, 2012-10 

■事務 

・経営専門部門の確立が、イノベーションの原動力に！ 

  岩佐紀輝 

  医療経営白書 2012 病医院大転換期における医療“経営”イノベーション  : 吉原健二 : ヘルスケア総合

政策研究所東京 : 77-92, 2012-10 

 


