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＜学会・研究会発表＞ 

■呼吸器内科 

第 52 回日本呼吸器学会学術講演会(2012.04.20-2012.04.22 神戸コンベンションセンター 兵庫県神戸市) 

  ・急束進行性糸球体腎炎（RPGN）における肺病変の検討 

   靍野広介、飛野和則、松尾規和、高橋洋子、杉本幸弘、海老規之、武田一人、山本英彦 

  ・エベロリムスによる肺リンパ脈管筋腫症の治療経験 

   安藤克利、瀬山邦明、星加義人、飛野和則、栗原正利、片岡秀之、高橋和久 

  ・シロリムスによる肺リンパ脈管筋腫症の治療経験 

   安藤克利、瀬山邦明、星加義人、飛野和則、栗原正利、片岡秀之、高橋和久 

  ・リンパ脈管筋腫症における気胸の特徴と飛行機旅行のリスク 

   星加義人、片岡秀之、栗原正利、安藤克利、飛野和則、佐藤輝彦、瀬山邦明、高橋和久 

  ・胸部 CT 画像の定量的解析によるリンパ脈管筋腫症と COPD の病態検討 

   安藤克利、飛野和則、栗原正利、片岡秀之、土肥徳秀、星加義人、瀬山邦明、高橋和久 

  ・Birt－Hogg－Dube 症候群の遺伝子解析および臨床像 

   瀬山邦明、吉川美加、星加義人、片岡秀之、栗原正利、熊坂利夫、飛野和則、小林悦子、安藤克利、久

能木真喜子、児玉裕三、高橋和久 

  ・Guillain-Barre syndrome を伴った小細胞肺癌の 1 例 

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

  ・肺癌手術例における間質性肺炎/気腫合併例の術後合併症についての検討 

   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、小野憲司、小舘満太郎、

大﨑敏弘 

  ・非小細胞肺癌を合併した 特発性肺線維症に対する観察研究 －LOGIK 0603- 

   海老規之、徳永章二、伊藤和信、岡本勇、枝國信貴、藤井慎嗣、渡辺憲太朗、林真一郎、前山隆茂、中

西洋一、一瀬幸人 

  ・女性気胸 124 例の CT 画像所見の検討 

   飛野和則、芳賀高浩、栗原正利、瀬山邦明、松尾規和、靍野広介、高橋洋子、杉本幸弘、海老規之、山

本英彦 

  ・Healthcare-associated pneumoia140 例胸部 CT 画像の検討 

   小宮幸作、石井寛、梅木健二、飛野和則、寺本信嗣、上甲剛、門田淳一 

  ・Tiotropium が COPD の肺野と呼吸機能に与える影響について ―胸部 CT 画像の定量的解析を用いた検

討― 

   安藤克利、金子教宏、飛野和則、高橋和久、青島正大 

  ・重度認知患者への経管栄養に対する医療従事者の意識調査 

   小宮幸作、石井寛、梅木健二、岡部英司、寺本信嗣、平松和史、山本英彦、門田淳一 

■膠原病リウマチ内科 

第 56 回日本リウマチ学会(2012.04.26-2012.04.28 グランドプリンスホテル新高輪 東京都 港区) 

  ・ＩＬ-6、ＴＮＦいずれの阻害が治療に有利か～ＲＡの治療効果予測スコアリングシステムを考察する 

   中川仁、堀内孝彦、内野愛弓、大田俊行、永野修司、小山芳伸 

■緩和ケア科 

第 109 回内科学会総会サテライトシンポジウム(2012.04.14-2012.04.15 京都大学 芝蘭会館 京都) 

  ・後腹膜血腫の原因として SAM（Segmental arterial mediolysis）が疑われた一例 

   柏木秀行、瀬戸口大介、井口詔一、渡邉希実子、小田浩之、清田雅智、小鶴三男、落合浩一朗 

  ・公開討論 内科学の意義と夢 

   柏木秀行 

■小児科 

第 115 回日本小児科学会(2012.04.20-2012.04.23 福岡市 福岡国際会議場) 

  ・7 価肺炎球菌ワクチン（プレベナー）を接種した後に、肺炎球菌の菌血症を発症した 1 例 

   石本和久、原田英明、石井隆大、岩元二郎、前田靖人、竹内孝仁、寺町陽三、寺澤藍子、牛嶋規久美、



湯川知秀 

第 469 回日本小児科学会福岡地方会(2012.04.14-2014.04.14 福大メディカルホール 福岡市) 

  ・飯塚病院における小児脳死下臓器移植の活動状況 

   岩元二郎、寺澤藍子、竹内孝仁、湯川知秀、牛嶋規久美、前田靖人、原田英明、石井隆大、石本和久、

寺町陽三 

■外科 

第112回日本外科学会定期学術集会(2012.04.12-2012.04.14 幕張メッセ、ホテルニューオータニ幕張 千葉

市) 

  ・膵体尾部切除術における連続埋没縫合法についての検討 

   梶山潔、長家尚、播本憲史、永田茂行、由茅隆文、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一朗、植

田直之、吉田倫太郎、鬼塚貴光、西田康二郎、古賀聡 

  ・胃 GIST における手術例の検討 

   古賀聡、九十九悠太、平山佳愛、能美昌子、吉丸耕一朗、由茅隆文、吉田倫太郎、鬼塚貴光、植田直之、

西田康二郎、播本憲史、永田茂行、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

  ・破裂肝細胞癌に対する肝切除術の治療成績 

   播本憲史、梶山潔、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一朗、由茅隆文、吉田倫太郎、植田直之、

鬼塚貴光、西田康二郎、永田茂行、古賀聡、甲斐正徳、長家尚 

  ・多施設共同による膵癌術後の膵液瘻に関する危険因子と予後規定因子の解析 

   吉住朋晴、調憲、福澤謙吾、山下洋市、西崎隆、梶山潔、副島雄二、山縣基維、山本一治、足立英輔、杉

町圭史、池田泰治、内山秀昭、前田貴司、池田哲夫、池上徹、武冨紹信、前原喜彦 

  ・食道癌に対する DCF(Docetaxel/CDDP/5-FU)併用化学放射線療法の有用性 

   西田康二郎、渡邊雅之、平山佳愛、九十九悠太、能美昌子、吉丸耕一朗、由茅隆文、吉田倫太郎、植田

直之、鬼塚貴光、播本憲史、永田茂行、古賀聡、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

■呼吸器外科 

第 2 回福岡胸部外科疾患研究会(2012.04.28- 博多エクセルホテル東急 福岡) 

  ・術前診断に苦慮した手術既往歴のない肺捻転症の 1 例 

   小野憲司、大﨑敏弘、鬼塚貴光、小舘満太郎 

＜講   演＞ 

■消化器内科 

GIST フォーラム 2012(2012.04.06- 福島テルサ 福島市) 

  ・GIST の診断と治療ー最新の知見 EUS-FNA を踏まえて 

   赤星和也 

■漢方診療科 

筑豊漢方基礎講座 2012(2012.04.21- 飯塚病院 ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 6F 大会議室 飯塚市) 

  ・漢方の診断法と処方運用Ⅰ（太陽病）、漢方診断の診断法（腹診実技） 

   岩永淳、田原英一、矢野博美、貝沼茂三郎 

  ・漢方の診断法と処方運用Ⅱ（少陽病）、漢方診療の診断法（腹診実技） 

   貝沼茂三郎、田原英一、矢野博美、岩永淳 

  ・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）、漢方の診

断法と処方運用Ⅲ（陽明病）、漢方診断の診断法（腹診実技） 

   田原英一、矢野博美、岩永淳、貝沼茂三郎 

  ・漢方の診断法と処方運用Ⅴ（気）、漢方の診断法と処方運用Ⅴ（血）、漢方の診断法と処方運用Ⅴ（水）、漢

方診断の診断法（腹診実技） 

   矢野博美、田原英一、岩永淳、貝沼茂三郎 

第 163 回麻生飯塚漢方研究会(2012.04.19- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   矢野博美 

  ・類聚方広義解説（17） 

   田原英一 



長崎大学医学部 臨床特論（東洋医学）(2012.04.18- 長崎大学 長崎県長崎市) 

  ・漢方医学の診断・治療 1 

   田原英一 

  ・漢方医学の診断・治療 2 

   田原英一 

福岡大学薬学部 漢方薬学概論(2012.04.11- 福岡大学 福岡県福岡市) 

  ・漢方治療の概要 

   田原英一 

■在宅医療支援本部 

福岡県精神保健福祉士研究会(2012.04.07- お茶の水医療福祉専門学校 福岡市) 

  ・ソーシャルワークの標準化～チームで質を保証する～ 

   小栗和美 

＜発表論文・著書＞ 

■消化器内科 

・Endoscopic submucosal dissection for removal of superficial gastrointestinal neoplasms: A technical review 

   Matsui N, Akahoshi K, Nakamura K, Ihara E, Kita H 

   World Journal of Gastrointestinal Endoscopy 4 : 123-136, 2012-04 

・消化管 EUS 診断能のさらなる向上を目指して－私はこうしている：バルーン圧迫法のコツ 

   赤星和也、山田徹、本村廉明、久保川賢、板場壮一、宜保淳也、小森圭司、仲間直崇、山田真梨子、蓑

田洋介、徳丸佳世 

   胃と腸 47 : 562-564, 2012-04 

■漢方診療科 

・漢方研究室（11） 2012 年 2 月号出題 第 11 問（再掲） 

   田原英一 

   漢方の臨床 59（４） : 744-757, 2012-04 

・飯塚病院 月曜カンファレンス 臨床経験報告会より 『最近の治験・知見・事件！？⑮』 

   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、村井政史、木村豪雄、三潴忠

道 

   漢方の臨床 59(4) : 684-691, 2012-04 

・漢方シリーズ⑦ 服薬指導の疑問にお答えします 

   田原英一 

   薬事日報 11120 : 5-5, 2012-04 

・全身に関する症状・症候 ①冷え ②ほてり ③疲労，倦怠 ④発熱，悪風，悪寒 

   田原英一 

   改訂 2 版 スキルアップのための漢方相談ガイド  : 24-39, 2012-04 

■外科 

・Spontaneous regression of multiple pulmonary recurrences of hepatocellular carcinoma after hepatectomy: 

report of case 

   Norifumi Harimoto, Ken Shirabe, Kiyoshi Kajiyama, Tomonobu Gion, Masaru Takenaka, Takashi Nagaie, 

Yoshihiko Maehara 

   Surgery Today 42 : 475-478, 2012-04 

■脳神経外科 

・器質化慢性硬膜下血腫 5 症例の検討 

   山田哲久、名取良弘 

   Neurosurgical Emergency 17 : 81-86, 2012-04 

■集中治療部 

・効果的なミーティングと回診 

   出雲明彦、鮎川勝彦 

   呼吸器ケア : メディカ出版東京 : 102-106, 2012-04 



■病理科 

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

   Oya M, Akahoshi K, Toyomasu T 

   Gastric Cancer 15 (2) : 216-220, 2012-04 

・生前に腎性全身性線維症(NSF)を推定した透析症例の一剖検例 

   大屋正文、武田一人、福谷龍郎 

   病理と臨床 第 30 巻 4 号 : 437-444, 2012-04 

 


