
 2012 年 2 月 学会（研究会）発表・講演・論文発表 

＜学会・研究会発表＞ 

■呼吸器内科 

第 7 回気胸嚢胞スタディグループ勉強会(2012.02.18-2012.02.18 日赤医療センター 東京都) 

  ・飯塚病院気胸スタディの続報 

   飛野和則 

第 42 回呼吸器疾患研究会(2012.02.07-2012.02.07 飯塚医師会 福岡県飯塚市) 

  ・嚢胞性肺疾患 

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

■総合診療科 

第 296 回日本内科学会九州地方会(2012.02.28- 九州大学医学部百年講堂 福岡) 

  ・Ceftriaxone による limy bile syndrome の 1 例 

   松原知康、渡邉希実子、檜田剛、清田雅智、山田徹、井村洋、小鶴三男 

  ・感染性心内膜炎に併発した上腸間膜動脈感染動脈瘤の 1 例 

  柏木秀行、瀬戸口大介、光嶋紳吾、小田浩之、清田雅智、中村権一、小鶴三男、市村研三、松元崇、梶山

潔 

救急初療コース ( 2012.02.11-2012.02.12  長崎大学病院  長崎県) 

  ・救急初療コース 

   山田徹、小田浩之、宮﨑岳大 

■循環器科 

第 52 回北九州循環器懇談会(2012.02.03-2012.02.03 パークサイドビル 9F 北九州) 

  ・重症心筋炎の 1 例 

   本田勝也、山田明、堤孝樹 

■画像診療科 

第 174 回日本医学放射線学会九州地方会(2012.02.04-2012.02.05 久留米大学医学部 筑水会館 福岡県

久留米市) 

  ・耳下腺癌肉腫の一例 

   吉本広平、角南俊也、黒岩俊郎、福谷龍郎、落合浩一朗、小栗修一、越智美帆、小野剛治、大屋正文 

■小児科 

第 9 回九州・沖縄小児救急医学研究会(2012.02.04- ANA 長崎クラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 長崎

市) 

  ・水痘髄膜脳炎に中枢性塩喪失症候群（CSWS)を合併した 1 例 

   竹内孝仁、内藤貴子、寺澤藍子、八戸由佳子、七種護、石本和久、寺町陽三、湯川知秀、原田英明、近

藤里香子、岩元二郎 

■外科 

第 27 回九州食道疾患症例検討会(2012.02.04-2012.02.04 荒尾市民病院 荒尾市) 

  ・胸部大動脈瘤に対するステント内挿術後に下行大動脈瘤食道瘻を形成した 1 例 

   西田康二郎、中ノ子智徳、由茅隆文、植田直之、吉田倫太郎、古賀聡 

■呼吸器外科 

第 6 回福岡呼吸器外科勉強会(2012.02.24- 済生会福岡総合病院 福岡) 

  ・左スリーブ下葉切除の 1 例 

   小舘満太郎、大﨑敏弘、小野憲司 

■脳神経外科 

第 110 回日本脳神経外科学会九州地方会(2012.02.04-2012.02.04 福岡大学メディカルホール 福岡県福岡

市) 

  ・増加傾向を示す非外傷性急性硬膜下血腫の検討 

   山田哲久、橋口公章、前田善久、今本尚之、由比文顕、名取良弘 

  ・海馬切除後の知的機能・記憶機能の変化 

   橋口公章 



■心臓血管外科 

第 99 回日本血管外科学会九州地方会(2012.02.18-2012.02.18 九州大学 百年講堂 福岡市) 

  ・遠位弓部大動脈瘤切迫破裂に対して弓部置換術とステントグラフト内挿術を行った一症例 

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

■精神神経科 

第 85 回熊本精神神経学会(2012.02.18-2012.02.18 熊本全日空ホテルニュースカイ 熊本市) 

  ・熊本大学精神科教室の関連病院における自殺研究手法についての対比考察 

   本田雅博、天津透彦、堀田雄介、廣田正志 

■救急部 

第 39 回日本集中治療医学会学術集会(2012.02.28-2012.03.01 幕張メッセ 千葉県千葉市) 

  ・リネゾリドが有効であったと思われる劇症型溶血性連鎖球菌感染症の 1 症例 

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

  ・上部消化管穿孔による心肺停止後に横紋筋融解症をきたした一例 

   木村英世、安達普至、出雲明彦、田中誠、中塚昭男、吉丸耕一朗、西田康二郎、梶山潔、長家尚、鮎川

勝彦 

  ・脳神経外科疾患における neuroICU と ICU での予後の検討 

   山田哲久、名取良弘、中塚昭男、安達普至、出雲明彦、鮎川勝彦 

第 27 回日本静脈経腸栄養学会(2012.02.23-2012.02.24 神戸ポートピアホテル 兵庫県神戸市) 

  ・経口摂取維持を目的とした PEG の取り組み 

   田中誠、鮎川勝彦、林勝次 

第 13 回筑豊重症患者治療研究会(2012.02.01- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市) 

  ・飯塚病院集中治療部の治療戦略 

   安達普至 

■臨床工学部 

第 39 回日本集中治療医学会学術集会(2012.02.28-2012.03.01 幕張メッセ 千葉県千葉市) 

  ・集中治療室（ICU)常駐業務を導入して 

   清水重光、松本隼人、小峠博揮、安達普至、出雲明彦、鮎川勝彦 

■ふれあいセンター 

北九州エクスナー法を学ぶ会研究会(2012.02.18- 子ども総合センター 北九州) 

  ・‘何が困るかと聞かれると困る’という１０代女性のケースⅡ 

   松尾純子 

中小企業大学校セミナー 職場のメンタルサポート講座(2012.02.03-2012.02.03 中小企業大学校 福岡) 

  ・社内メンタルヘルスサポート体制について 

   松尾純子 

中小企業大学校セミナー 職場のメンタルサポート講座(2012.02.02- 中小企業大学校直方校 直方市) 

  ・メンタルヘルスに関する基礎知識～早期発見と予防のために～ 

   鬼塚朋子 

＜講   演＞ 

■呼吸器内科 

第 1 回筑豊感染症治療を考える会(2012.02.23- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・マクロライド耐性マイコプラズマ肺炎 

   海老規之、松尾規和、飛野和則、高橋洋子、杉本幸弘、山本英彦 

第 1 回 IRESSA 発売 10 周年記念講演会(2012.02.14- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・飯塚病院呼吸器内科におけるゲフィチニブの位置づけ 

   海老規之、松尾規和、飛野和則、高橋洋子、杉本幸弘、山本英彦 

第 1 回北九州肺癌カンファランス(2012.02.10- ステーションホテル 北九州市) 

  ・アバスチンの対象患者さんの考え方 

   海老規之 

■消化器内科 



第 37 回大分臨床消化器研究会(2012.02.01- 大分市医師会アルメイダ研修会館 大分市) 

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

   赤星和也 

■総合診療科 

Fundamental Critical Care Support(2012.02.18- 飯塚病院 福岡県) 

  ・Fundamental Critical Care Support 九州コース 

   山田徹 

第 23 回北九州レジデンツセミナー(2012.02.18- 九州厚生年金病院 北九州市) 

  ・Scrotum and systemic diseases 

   清田雅智 

■漢方診療科 

漢方入門セミナーin 宇都宮(2012.02.26- 宇都宮ポートホテル 栃木県宇都宮市) 

  ・漢方医学の基礎知識・明日から使える漢方処方（Ⅰ呼吸器編 Ⅱ消化器編）・覚えておくべき 10 処方 

   田原英一 

薩摩川内東洋医学研究会(2012.02.24- ホテル太陽パレス 鹿児島薩摩川内市) 

  ・アレルギー性鼻炎と漢方 

   田原英一 

漢方ステップアップセミナー より漢方を身近に(2012.02.19- パークサイドビル 福岡県北九州市) 

  ・呼吸器疾患と漢方処方、水毒に対する漢方処方、腹診実技、症例検討 

   犬塚央 

第 161 回 麻生飯塚漢方研究会(2012.02.16- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・類聚方広義解説（15） 

   田原英一 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   土倉潤一郎 

第 200 回筑豊漢方研究会(2012.02.09- 九州寿会館 飯塚市) 

  ・処方選択のヒント！ 飯塚病院の口訣から 

   木村豪雄 

福岡県病院薬剤師会筑豊支部抄読会(2012.02.03- 立岩公民館 2F 第 2 研修室 福岡県飯塚市) 

  ・冷えの漢方治療 

   田原英一 

■産婦人科 

筑豊産婦人科医会(2012.02.07- 田川市立病院 田川) 

  ・婦人科領域の内視鏡手術 

  辻岡 寛 

■リハビリテーション科 

飯塚医師会学術講演会(2012.02.03- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市新立岩 12-37) 

  ・「当院における脳梗塞の嚥下リハビリテーションについて」 

   黒木洋美 

■歯科口腔外科 

第 26 回筑豊歯科・口腔外科懇話会(2012.02.24- エネルギーセンター６階 飯塚病院) 

  ・口腔癌を見逃さない～口腔癌の基礎知識～ 

   中松耕治 

筑豊臨床栄養研究会(2012.02.10- 医局談話室 飯塚病院) 

  ・「口腔ケアについて－口腔内細菌と全身疾患の関わり－」 

   宮村康洋 

■ふれあいセンター 

中小企業大学校セミナー 職場のメンタルサポート講座(2012.02.03- 中小企業大学校 福岡) 

  ・社内メンタルヘルスサポート体制について 

   松尾純子 



  ・こころの健康向上～ポジティブ思考・アサーションなど～ 

   松尾純子 

  ・話を“聴く”コツ ～管理者の気づきと対応を中心に～ 

   西山織江 

■看護部 

日本手術看護学会九州地区研修会( 2012.02.11- ナースプラザ福岡 福岡県) 

  ・誤薬について 

   伊藤勲 

■栄養部 

CAPD 基礎講座 in 北九州(2012.02.05- 西日本総合展示場 北九州市小倉北区浅野 3 丁目 9-30) 

  ・外来・病棟での栄養指導のポイント 

   田代千恵子 

第 6 回全国精神科栄養士協議会ＮＮＰセミナー(2012.02.04- 福岡県精神科病院協会会館 福岡市) 

  ・『生活習慣病の栄養管理』 

   石原雄一郎、笹栗愛 

＜発表論文・著書＞ 

■呼吸器内科 

・呼吸器疾患を見落とさない病歴と身体所見の取り方 

  飛野和則、海老規之 

  Heart View  : 山科 章 : 株式会社メジカルビュー社東京都 : 14-23, 2012-02 

■総合診療科 

・38 淋菌、クラミジアによる生殖器感染症と骨盤内炎症性疾患（PID） 

  吉野麻衣 

  トラベル・アンド・トロピカル・メディシン・マニュアル(翻訳)  : イレーヌ C.ヨング、クリストファー サンフォー

ド : 株式会社メディカルサイエンスインターナショナル東京 : 644-650, 2012-02 

・4 航空機に関連した問題 

  吉野麻衣 

  トラベル・アンド・トロピカル・メディシン・マニュアル(翻訳)  : イレーヌ C.ヨング、クリストファー サンフォー

ド : 株式会社メディカルサイエンスインターナショナル東京 : 44-53, 2012-02 

■腎臓内科 

・Remission of proteinuria and preservation of renal function in patients  with renal AA amyloidosis secondary 

to rheumatoid arthritis 

  Ueno T, Takeda K, Nagata M 

  Nephrology Dialysis Transplantation 27(2) : 633-639, 2012-02 

■漢方診療科 

・漢方シリーズ⑤ 服薬指導の疑問にお答えします 

  田原英一 

  薬事日報 11094 : 8-8, 2012-02 

・当科における舌痛症の治療経験 

  大竹実、田原英一、犬塚央、矢野博美、岩永淳、土倉潤一郎、大田静香、木村豪雄、三潴忠道 

  漢方と最新治療 21(1) : 107-112, 2012-02 

 


