
 2012 年 7 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 10 回日本臨床腫瘍学会(2012.07.26-2012.07.28 大阪国際会議場 大阪) 

  ・高齢者完全切除非小細胞肺癌に対する TS-1 補助化学療法の認容性試験（LOGIK0901) 

   海老規之、丸山理一郎、岸本淳司、靍野広介、加藤雅人、矢野篤次郎、永松佳憲、塚本修一、赤嶺晋治、

佐伯翔、一瀬幸人 

  ・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- 

   伊藤和信、杉本幸弘、海老規之、徳永章二、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 

第 24 回福岡呼吸器カンファランス(2012.07.13-2012.07.13 アクロス福岡 福岡県) 

  ・肺抗酸菌症及び鑑別を要する疾患 

   飛野和則 

■循環器内科 

第 2 回小倉肺高血圧症カンファレンス(2012.07.26-2012.07.26 小倉記念病院 北九州市小倉北区) 

  ・診断から 21 年が経過した肺動脈性肺高血圧症の一例 

   堤孝樹、山田明 

第 27 回日本不整脈学会学術大会(2012.07.05-2012.07.07 パシフィコ横浜 神奈川県横浜市) 

  ・ペースメーカー右室リード留置部位の違いによる遠隔期成績の検討 

   堤孝樹、本田勝也、市村研三、今村義浩、福村陽子、松元崇、内田孝之、山田明 

■小児科 

第 8 回久留米小児感染症研究会学術講演会(2012.07.20- ホテルマリターレ創世 久留米市) 

  ・水痘発症後、頭痛を主訴に来院した一例 

   竹内孝仁 

第 233 回筑豊小児科医会勉強会(2012.07.19- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・感染性心内膜炎の 2 例 

   喜多亮介、原田英明、石本和久、岩元二郎、前田靖人、竹内孝仁、牛嶋規久美、湯川知秀、寺町陽三、

石井隆大、鴻池善彦 

■外科 

第 38 回筑豊外科懇話会(2012.07.02-2012.07.02 のがみプレジデントホテル「羽衣の間」 飯塚市) 

  ・胆石イレウスをきたした胆嚢十二指腸瘻の 1 例 

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

雅彦、伊地知秀樹、皆川亮介、井上博道、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

■呼吸器外科 

第 45 回日本胸部外科学会九州地方会総会(2012.07.21-2012.07.22 ハウステンボス 佐世保) 

  ・手術既往のない肺捻転症の１例 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

  ・特発性血気胸に対する胸腔鏡手術例の検討 

   岩中剛、大﨑敏弘、小舘満太郎、小野憲司 

第 25 回北九州胸部疾患研究会(2012.07.20-2012.07.20 KMM ビル別館 北九州) 

  ・膿胸に対する局所麻酔下および全身麻酔下胸腔鏡治療 

   小野憲司、大﨑敏弘、岩中剛、小舘満太郎、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 

■小児外科 

第 38 回筑豊外科懇話会(2012.07.02-2012.07.02 のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・幼児期以降の中腸軸捻転を伴う腸回転異常症に対する腹腔鏡下捻転解除および Ladd 手術の経験 

   山田耕治、宮田潤子 

■リハビリテーション科 

第 15 回日本病院脳神経外科学会(2012.07.14-2012.07.15 函館国際ホテル 北海道札幌市) 

  ・筑豊地域脳卒中連携パス：3 年間運用後の現状分析と今後の課題 



   黒木洋美、岸信作、渡辺恵里子、名取良弘、花岡夏子 

■心臓血管外科 

第 45 回日本胸部外科学会九州地方会(2012.07.21-2012.07.22 ハウステンボス 長崎県佐世保市) 

  ・術後の遅発性対麻痺に CSF ドレナージが有効であった 1 例 

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

  ・感染性右鎖骨下動脈瘤にステント内挿術を施行した 1 例 

   松山翔、谷口賢一郎、松元崇、内田孝之 

第 18 回日本血管内治療学会(2012.07.20-2012.07.21 アルカディア市ヶ谷 東京都千代田区) 

  ・感染性鎖骨下動脈仮性動脈瘤破裂に対し血管内治療を施行した一例 

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

第 27 回日本不整脈学会学術大会(2012.07.05-2012.07.07 パシフィコ横浜 神奈川県横浜市) 

  ・ペースメーカ外来の改善－ペースメーカデータ自動入力システムの開発 

   内田孝之、松元崇、谷口賢一郎、牛島智基、安藤廣美 

■精神神経科 

第 86 回熊本精神神経学会(2012.07.14- 熊本全日空ホテルニュースカイ 熊本市) 

  ・病歴聴取に困難を有した多剤精神作用物質による人格障害の１症例 

   本田雅博、天津透彦、堀田雄介、廣田正志 

■救急部 

第 22 回日本集中治療医学会九州地方会(2012.07.14-2012.07.14 鹿児島県医師会館 鹿児島県鹿児島市) 

  ・再燃時に多発小水疱を認めた中毒性表皮壊死症の 1 例 

   臼元典子、吉本広平、出雲明彦、安達普至、鮎川勝彦、則尾弘文 

  ・非侵襲心拍出量モニター（エスクロンミニ）の使用経験 

   吉本広平、出雲明彦、安達普至、鮎川勝彦 

  ・呼吸療法における多職種連携、安全管理と地域連携 

   出雲明彦、鮎川勝彦 

  ・RST の地域ネットワークに向けた勉強会について 

   鮎川勝彦、出雲明彦、尾田琢也、杉本幸弘、伊藤明広 

■リハビリセンター 

第 15 回日本病院脳神経外科学会(2012.07.14-2012.07.15 函館国際ホテル 北海道札幌市) 

  ・当院における急性期脳血管障害患者に対してのカンファレンスの効果 

   岸信作、黒木洋美、名取良弘、花岡夏子 

■臨床工学部 

第 34 回日本呼吸療法医学会(2012.07.14-2012.07.15 コンベンションセンター 沖縄県宜野湾市) 

  ・RST ラウンドに必要な人工呼吸器装着患者データベースの精度管理の改善について 

   伊藤明広、鮎川勝彦、杉本幸弘、尾田琢也、出雲明彦 

■ふれあいセンター 

第 48 回日本周産期・新生児医学会(2012.07.08-2012.07.10 大宮ソニックシテイ 埼玉) 

  ・出生前診断後にわが子との対面を拒否した両親への心理支援～チームとしての取り組み～ 

   松尾純子、宮原大輔、後藤麻木、江口冬樹 

＜講   演＞ 

■消化器内科 

第 46 回福岡鶴陵会(2012.07.28- ホテルオークラ福岡 福岡市) 

  ・New Device Clutch Cutter を用いた早期癌の内視鏡手術 

   赤星和也 

■膠原病リウマチ内科 

筑豊リウマチを考える会(2012.07.18- 麻生看護大学校 福岡県飯塚市) 

  ・リウマチの診断と治療について 

   永野修司 

■循環器内科 

第 9 回北九州心不全勉強会(2012.07.25- ステーションホテル小倉 北九州小倉北区) 



  ・タコつぼ型心筋症を契機に増悪した大動脈弁狭窄症の一例 

   砂村慎一郎、堤孝樹、山田明 

■神経内科 

第 35 回全国筋無力症友の会九州支部総会(2012.07.15- 福岡市市民福祉プラザ 福岡県福岡市) 

  ・重症筋無力症の新しい治療方針 

   村井弘之 

ベネシス社内研修会(2012.07.09- 株式会社ベネシス福岡支社 福岡県福岡市) 

  ・重症筋無力症の現状とこれからの課題 

   村井弘之 

北部九州 Neurology セミナー(2012.07.06- 西鉄グランドホテル 福岡県福岡市) 

  ・重症筋無力症の現状と新しい治療戦略 

   村井弘之 

■腎臓内科 

筑豊腎疾患と病理講演会(2012.07.26- 飯塚病院エネルギー棟 6F 飯塚市) 

  ・腹膜透析におけるエポエチンベータペゴルの臨床的有用性 

   武田一人 

  ・当院における腎生検の現状 

   中下さつき 

県南透析療法カンファレンス学術講演会(2012.07.10- ホテル金水苑 大分県佐伯市) 

  ・慢性腎不全の保存期から透析に至るまで 

   武田一人 

■漢方診療科 

第 14 回西播磨臨床漢方研究会(2012.07.28- 姫路商工会議所会館 兵庫県姫路市) 

  ・夏場を上手に乗り切るため漢方薬 

   田原英一 

呉東洋医学研究会(2012.07.27- 呉市医師会館 広島県呉市) 

  ・高齢者と漢方 

   田原英一 

福岡県立大学 東洋医学概論(2012.07.25- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・診察と診断のまとめ 

   田原英一 

第 166 回麻生飯塚漢方研究会(2012.07.19- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・類聚方広義解説（20） 

   田原英一 

福岡県立大学 東洋医学概論(2012.07.18- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・気の失調 

   矢野博美 

第 5 回北九州がん化学療法チーム医療研究会(2012.07.18- ステーションホテル小倉 北九州市) 

  ・がん化学療法における補剤の使い方 －漢方医の立場から－ 

   岩永淳 

薩摩川内東洋医学研究会(2012.07.13- ホテル太陽パレス 鹿児島薩摩川内市) 

  ・夏季不定愁訴と漢方 

   田原英一 

福岡県立大学 東洋医学概論(2012.07.11- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・水の失調 

   矢野博美 

日本東洋医学会 福岡県部会(2012.07.08- 九州大学コラボ・ステーションⅠ 福岡県福岡市) 

  ・気血水の総論 

   田原英一 

福岡県立大学 東洋医学概論(2012.07.04- 福岡県立大学 福岡県田川市) 

  ・血の失調 



   岩永淳 

■歯科口腔外科 

中学校特別授業(2012.07.06- 方城中学校 田川郡方城町) 

  ・無煙社会を目指して 

   中松耕治、笠法子 

■薬剤科 

福岡県臨床衛生検査技師会(2012.07.17- 飯塚病院 福岡県飯塚市) 

  ・チーム医療への薬剤師の関わり 

   中嶋弘之 

中小病院懇話会(2012.07.03- 福岡県立飯塚研究開発センター 飯塚市) 

  ・当院における病棟薬剤師業務の取り組み 

   中嶋弘之 

■臨床工学部 

第 13 回 IABP 研究会 IABP に関するセミナー(2012.07.07- 福岡 SRP センタービル（ももちキューブ）２FSRP

ホール 福岡市早良区百道浜 2-1-22) 

  ・臨床工学技士からみた IABP の運用 

   清水重光 

■ふれあいセンター 

第 165 回筑豊地域救急救命研究会(2012.07.19- エネルギーセンター 飯塚) 

  ・惨事ストレスコントロール 

   松尾純子 

■在宅医療支援本部 

日本赤十字九州国際看護大学 特別講義(2012.07.11- 日本赤十字国際看護大学 宗像市) 

  ・救急医療におけるソーシャルサポートと医療連携 

   小栗和美 

＜発表論文・著書＞ 

■肝臓内科 

・多発肺転移巣が自然退縮した肝細胞癌の 2 例 

  千住猛士、増本陽秀、小柳年正、田尻博敬、矢田雅佳、本村健太 

  肝臓 53(7) : 417-424, 2012-07 

■緩和ケア科 

・実践！血圧コントロール不良への対処 

  柏木秀行 

  治療  : 伊藤 毅 : 南山堂東京 : 1304-1309, 2012-07 

■漢方診療科 

・漢方シリーズ⑩ 服薬指導の疑問にお答えします 

  田原英一 

  薬事日報 11158 : 6-6, 2012-07 

・認知症・行動異常 

  田原英一 

  日本伝統医学テキスト 漢方編  : 88-89, 2012-07 

・Dementia-Abnormal Behavior 

  田原英一 

  textbook of Traditional Japanese Medicine (Kampo)  : 169-172, 2012-07 

■救急部 

・RST を地域に広げるために必要なこと；呼吸管理地域ネットワーク(RST network) 

  鮎川勝彦 

  臨床看護 38(8) : 1156-1159, 2012-07 

 

 


