
 2012 年 12 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 

第 9 回九州肝癌治療研究会(2012.12.01- セントラーザ博多 福岡県福岡市博多区) 

  ・進行肝癌に対するソラフェニブの治療効果に寄与する因子の解析 

   森田祐輔、矢田雅佳、千住猛士、本村健太、小柳年正、増本陽秀 

■消化器内科 

APDW2012(2012.12.05-2012.12.08 BANGKOK THAILAND) 

  ・Endoscopic submucosal dissection of early duodenal tumor using te Clutch Cutter : a preliminary clinical 

study 

   Minoda Y, Akahoshi K, Motomura Y, Kubokawa M, Masafumi Oya 

  ・Endoscopic Submucosal Dissection of Superficial Esophagaeal Cancer Using the Clutch Cutter :A 

Preliminary Clinical Study 

   Akahoshi K, Motomura Y, Kubokawa M, Minoda Y, Gibo J, Kanayama K, Fukuda S, Iwao R, Hamada S, 

Otsuka Y, Miyazaki T, Oya M 

■循環器科 

第 113 回日本循環器学会九州地方会(2012.12.08- テトリアくまもとビル 熊本) 

  ・単純 CT で指摘し得た、Debakey2 型 急性大動脈解離の破裂症例 

   本田勝也、堤孝樹、今村義浩、山田明、安達普至 

  ・心房細動を契機に急性心不全を呈した非虚血性心筋症の一例 

   円山信之、堤孝樹、本田勝也、中池竜一、今村義浩、山田明 

  ・多臓器塞栓症を併発した多発性大動脈内血栓症の 1 例 

   中池竜一、今村義浩、桑田孝一、堤孝樹、田中俊江、市村研三、本田勝也、山田明 

■神経内科 

第 200 回日本神経学会九州地方会(2012.12.22-2012.12.22 熊本大学医学部 熊本市) 

  ・多発神経根障害を呈した成人 T 細胞白血病リンパ腫の一例 

   迫田礼子、迫田礼子、金藤秀治、進村光規、前田教寿、有田行正、立石貴久、高嶋伸幹、高瀬敬一郎、

立川義倫 

  ・初診時に CK 異常高値を認めステロイドパルス療法が著効した Isaacs 症候群の一例 

   進村光規、進村光規、迫田礼子、前田教寿、有田行正、金藤秀治、立石貴久、高嶋伸幹、高瀬敬一郎 

■腎臓内科 

第 45 回九州人工透析研究会総会(2012.12.02- シーガイアコンベンションセンター 宮崎県宮崎市) 

  ・両側腎細胞癌に対し、血液維持透析導入後テムシロリムス(mTOR 阻害薬)を投与した一例 

   原崇史、原由紀子、宮嶋哲匡、豊永次郎、中島雄一、武田一人 

  ・慢性透析導入時に肝性脳症を発症したＩｇＡ腎症の１例 

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

  ・S 状結腸憩室穿孔、腎機能障害、多発性脳梗塞を呈したコレステロール塞栓症の１例 

   小牧智、豊永次郎、中ノ子智徳、武田一人 

■画像診療科 

第 35 回日本 IVR 学会九州地方会(2012.12.15- アクロス福岡 福岡市) 

  ・喀血に対する気管支動脈塞栓術に難渋した右内胸動脈や右鎖骨下動脈からの責任血管が見られた 1 例 

   小栗修一、黒岩俊郎、角南俊也、福谷龍郎、越智美帆、落合浩一朗、高橋洋子、海老規之 

■小児科 

第 472 回日本小児科学会福岡地方会例会(2012.12.08- 福大メディカルホール 福岡市) 

  ・当院で経験した有熱性けいれんの臨床的検討 

   鴻池善彦、前田靖人、石井隆大、牛嶋規久美、進藤亮太、石本和久、寺町陽三、湯川知秀、原田英明、

岩元二郎 

■外科 

第 25 回日本内視鏡外科学会総会(2012.12.06-2012.12.08 パシフィコ横浜 横浜市) 



  ・絞扼性イレウスに対して腹腔鏡下手術を施行した経験 

   甲斐正徳、能美昌子、赤峰翔、杉山雅彦、中ノ子智徳、吉田倫太郎、古賀聡、平山佳愛、廣瀬皓介、影山

優美子、岩中剛、伊地知秀樹、皆川亮介、井上博道、梶山潔、長家尚 

  ・切除断端確認が必要な腹腔鏡下胃全摘術における再建法の選択 

   古賀聡、中ノ子智徳、杉山雅彦、吉田倫太郎、伊地知秀樹、皆川亮介、甲斐正徳、梶山潔 

  ・腹腔鏡下 Nissen 手術における半吸収性デュアルフェイスメッシュにおける食道穿孔補強の工夫 

   杉山雅彦、古賀聡、廣瀬皓介、赤峰翔、岩中剛、影山優美子、平山佳愛、能美昌子、中ノ子智徳、吉田倫

太郎、伊地知秀樹、皆川亮介、井上博道、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

  ・完全鏡視下手術にて加療しえた魚骨穿通による腹壁膿瘍の１例 

   吉田倫太郎、古賀聡、甲斐正徳、梶山潔 

  ・腹腔鏡下手術にて治療しえた大網捻転症の２例 

   能美昌子、古賀聡、廣瀬皓介、赤峰翔、岩中剛、影山優美子、平山佳愛、杉山雅彦、中ノ子智徳、吉田倫

太郎、伊地知秀樹、皆川亮介、井上博道、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

■心臓血管外科 

第 26 回日本冠疾患学会(2012.12.14-2012.12.15 東京ステーションコンファレンス 東京都千代田区) 

  ・非川崎病性冠動脈瘤 4 症例の外科治療経験～Hibrid 治療施行の一例を含めて 

   内田孝之、松元崇、谷口賢一郎、松山翔、山田明、安藤廣美、福村文雄、田中二郎 

The 24 th Annual National Forum on Quality Improvement in Health Care(2012.12.09-2012.12.12 Orlando 

World Center Marriott Orlando, Florida) 

  ・Meta- Management: Management for management using Production Flow Unit Chart (PFUC) 

   Ando H, Aso Y, Tanaka J 

第 113 回日本循環器学会九州地方会(2012.12.08- くまもと県民交流館パレア 熊本市) 

  ・超高齢者の無症候性心筋虚血３枝病変および冠動脈瘤に対しハイブリッド治療を施行した１例 

   松山翔、谷口賢一郎、松元崇、内田孝之、福村文雄、安藤廣美、田中二郎、堤孝樹、山田明 

■病理科 

第 28 回日本臨床細胞学会福岡県支部総会(2012.12.06- おりなす八女 福岡県八女市) 

  ・子宮頸部原発と思われる Ewing/Primitive neuroectodermal tumor (PNET) の 1 例 

   川嶋大輔、下代清香、廣門順子、杉尾勝代、井上佳奈子、桑岡勲、伏見文良、半田瑞樹、大屋正文 

■中央検査部 

第 28 回日本臨床細胞学会福岡県支部総会(2012.12.16-2012.12.16 おりなす八女 福岡県八女市) 

  ・子宮頸部原発と思われる Ewing sarcoma/Primitive neuroectodermal tumor（Ewing sarcoma / PNET）の 1 例 

   川嶋大輔、下代清香、杉尾勝代、廣門順子、井上佳奈子、桑岡勲、伏見文良、半田瑞樹、大屋正文 

第 59 回日本輸血学会九州支部会(2012.12.01- B-Con Plaza 国際会議室 別府市) 

  ・当院における輸血後鉄過剰症の現状 

   片渕寿美、長崎有子、穂坂直美、手嶋桂子、桑岡勲 

■リハビリセンター 

第 7 回福岡摂取嚥下カンファレンス(2012.12.15- 大正製薬㈱福岡支社 福岡県) 

  ・咽頭癌術後の嚥下リハビリテーションについて～2 症例の報告～  ―理学療法士の側面から捉えた嚥下

機能改善へのアプローチ― 

   寺下晶一朗、前田知美、井上浩子、黒木洋美 

第 6 回福岡摂食・嚥下サポート研究会(2012.12.09- 福岡国際会議場 福岡県) 

  ・PCAPS（患者状態適応型パス）を用いた ST による嚥下リハビリテーションのプロセスの可視化について ～

当院の脳卒中患者に適応させた検討～ 

   石永宏一、栗田芳宏、熊谷拓弥、川満しおり、本村大輔、前田知美、井上浩子、黒木洋美、辻紘子（ＤＳ）、

加藤省吾（東京大学）、水流聡子（東京大学） 

■臨床工学部 

第 45 回九州人工透析研究会(2012.12.02- シーガイアコンベンションセンター 宮崎県宮崎市) 

  ・当院の水質管理の現状 ～透析液清浄化ガイドラインの遵守と検証～ 

   伊藤明広、平良まり、香月レイナ、筒井友美、小田和也、小峠博揮、武田一人 

■看護部 



第 29 回筑豊地区看護研究発表会(2012.12.15- 嘉穂劇場 福岡県飯塚市) 

  ・急性心筋梗塞患者の集中治療室での回復過程における心理プロセス 

   福嶋恵子 

第 12 回福岡県看護学会(2012.12.08- ナースプラザ福岡 福岡県) 

  ・化学療法病棟に勤務する看護師の職務満足度を知る 

   貞谷久美 

＜講   演＞ 

■消化器内科 

第 96 回佐賀胃腸懇話会(2012.12.01- ホテルマリターレ創世 佐賀市) 

  ・EUS-FNA による消化管粘膜下腫瘍の診断 

   赤星和也 

■心療内科 

第 2 回太平食品社内勉強会(2012.12.01- 太平食品工場 飯塚市平恒) 

  ・うつ病と自殺予防 

   小幡哲嗣 

■総合診療科 

University of Texas Health Science center San Antonio Hospital medicine( 2012.12.12- University of Texas 

Health Science Center SanAntonio SanAntonio USA) 

  ・Medical system & GIM in Japan 

   山田徹,橋本忠幸 

第 10 回臨床研修指導医養成セミナー(2012.12.08- 富山県民会館 富山県富山市) 

  ・飯塚病院の研修プログラムの紹介 

   井村洋 

■膠原病リウマチ内科 

武田薬品工業社内勉強会(2012.12.06- 武田薬品工業株式会社北九州営業所会議室 北九州市小倉北区) 

  ・関節リウマチ治療について 

   永野修司 

■腎臓内科 

ネフロロジーラウンド(2012.12.14- 飯塚病院 エネルギーセンター 福岡県飯塚市) 

  ・腎臓を守る食生活について 

   田代千恵子 

腎臓病予防講演会～大切な腎臓を守りましょう(2012.12.03- 宮若コミュニティセンター「ハートフル」 福岡県

宮若市) 

  ・あなたの大切な腎臓を守る 

   武田一人 

筑豊糖尿病の集い(2012.12.01- 飯塚コミュニティーセンター 福岡県飯塚市) 

  ・糖尿病性腎症の完全寛解をめざして 

   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(2012.12.08- パークサイドビル会議室 福岡県北九州市) 

  ・①かぜ症候群に対する漢方治療戦略 ②嘔吐・下痢に対する漢方治療戦略 ③症例検討 

   田原英一 

■画像診療科 

月曜勉強会(2012.12.03- 九州大学放射線科医局 福岡市) 

  ・神経外傷 

   小栗修一 

■歯科口腔外科 

第 28 回筑豊歯科・口腔外科懇話会(2012.12.07- 飯塚病院エネルギーセンター６階 大会議室 飯塚市) 

  ・開口障害 



   石井広太郎 

高校特別授業( 2012.12.01- 飯塚高等学校 飯塚市) 

  ・喫煙の害と薬物乱用 

   中松耕治 

■救急部 

第 2 回鹿児島 PTLS コース(2012.12.08- 鹿児島県医師会館 鹿児島県鹿児島市) 

  ・腹部外傷 

   中塚昭男 

■中央放射線部 

第 2 回福岡県放射線技師会筑豊支部研修会(2012.12.12- エネルギーセンター6 階大会議室 飯塚病院) 

  ・密封小線源治療の紹介 

   倉智翔太 

■栄養部 

腎臓病予防講習会(2012.12.07- 若宮コミュニティーセンター｢ハートフル｣ 宮若市) 

  ・腎臓を守る食生活について 

   田代千恵子 

■在宅医療支援本部 

九州コンチネンスセミナー(2012.12.02- 熊本県熊本市植木町) 

  ・生き活きとした暮らしの実現を支援するー排泄障害者への生活支援ー 

   小栗和美 

＜発表論文・著書＞ 

■呼吸器内科 

・腺様嚢胞癌 

   飛野和則 、富山憲幸 

   知っておくと役に立つまれな呼吸器関連疾患 ケースファイル５０  : 酒井文和 : 克誠堂出版株式会社東

京都 : 155-158, 2012-12 

・肺胞微石症 

   飛野和則 、富山憲幸 

   知っておくと役に立つまれな呼吸器関連疾患 ケースファイル５０  : 酒井文和 : 克誠堂出版株式会社東

京都 : 59-63, 2012-12 

■消化器内科 

・ Improved techniques for double-balloon-enteroscopy-assisted endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography. 

   Osoegawa T, Motomura Y, Akahoshi K, Higuchi N, Tanaka Y, Hisano T, Itaba S, Gibo J, Yamada M, 

Kubokawa M, Sumida Y, Akiho H, Ihara E, Nakamura K 

   World Journal of Gastoroenterology 18(46) : 6843-6849, 2012-12 

■外科 

・Staged operation for synchronous quintuple cancer in the oral cavity, hypopharynx, and esophagus 

   吉田倫太郎 、Rintaro Yoshida 、Masaru Morita 、Ryuichi Kumashiro 、Keisuke Ikeda 、Akinori Egashira 、

Hiroshi Saeki 、 Eiji Oki 、 Takefumi Ohga 、 Hideki Shiratsuchi 、 Junichi Fukushima 、 Torahiko 

Nakashima 、Yoshihiro Kakeji 、Yoshihiko Maehara 

   Esophagus  : 228-233, 2012-12 

■産婦人科 

・ Percutaneous cardiopulmonary support for pulmonary thromboembolism caused by large uterine 

leiomyomata. 

   Kurakazu M 

   Taiwan J Obstet Gynecol 51(4) : 639-642, 2012-12 

■脳神経外科 

・重症急性硬膜下血腫が短時間で縮小する機序の検討 －短時間に縮小した急性硬膜下血腫 3 症例の検



討から－ 

   山田哲久 、名取良弘 

   Neurosurgical Emergency 17 : 179-184, 2012-12 

 


