
 2012 年 11 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 

九州大学医学部第三内科開講記念会(2012.11.23- 福岡県福岡市) 

  ・異なる病像を呈した類上皮性血管内皮腫の 2 例 

   森田祐輔、本村健太、小柳年正、千住猛士、矢田雅佳、増本陽秀 

第 100 回日本消化器病学会九州支部例会(2012.11.02-2012.11.03 城山観光ホテル 鹿児島市) 

  ・異なる病像を呈した肝類上皮血管内皮腫の 2 例 

   森田祐輔、本村健太、小柳年正、千住猛士、矢田雅佳、大屋正文、増本陽秀 

■呼吸器内科 

The 5 th Asia Pacific Lung Cancer Conference(2012.11.26-2012.11.28 Fukuoka Japan) 

  ・Multicenter cooperative observational study of idiopathic pulmonary fibrosis with non-small-cell lung 

cancer: Lung Oncology Group in Kyushu, Japan (LOGiK 0603) 

   Ebi N, S Tokunaga, K Ito, I Okamoto, N Edakuni, S Fujii, K Watanabe, S Hayashi, T Maeyama, Y Nakanishi 

第 69 回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部秋季学術講演会(2012.11.16-2012.11.17 北九州国際

会議場 福岡県) 

  ・同一のリンパ節に両癌の転移を認めた多発肺癌の 1 切除例 

   嶋津藍、大﨑敏弘、小舘満太郎、小野憲司 

  ・当院における超音波ガイド下経皮生検の検討 

   丈達陽順、飛野和則、浅地美奈、嶋津藍、安田裕一郎、山路義和、靍野広介、高橋洋子、海老規之、山

本英彦 

  ・急速進行性糸球体腎炎における胸部 CT 所見の検討 

   浅地美奈、靍野広介、飛野和則、嶋津藍、丈達陽順、安田裕一郎、山路義和、高橋洋子、海老規之、山

本英彦 

  ・興味深い画像所見を呈したカンジタ菌血症の 1 例 

   安田裕一郎、靍野広介、浅地美奈、嶋津藍、丈達陽順、山路義和、高橋洋子、飛野和則、海老規之、山

本英彦 

  ・進行期肺腺癌に合併した難治性胸水に対して胸腔腹腔シャント造設術が有用であった一例 

   靍野広介、飛野和則、浅地美奈、嶋津藍、丈達陽順、安田裕一郎、山路義和、高橋洋子、海老規之、山

本英彦 

第 53 回日本肺癌学会総会(2012.11.08-2012.11.09 岡山コンベンションセンター 岡山県) 

  ・肺癌患者向け解説書－ハンドブックでよくわかる肺がん－改訂版発行にむけて 

   澤祥幸、江口研二、中村慎一郎、山本信之、倉田宝保、千場博、里内美弥子、関順彦、岩本康男、瀬戸

貴司、武田晃司、中川和彦、柴田和彦、西村恭昌、中山優子、吉野一郎、坂英雄、山本英彦、中西洋一 

  ・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（LOGIK0603） 

   岡本勇、海老規之、徳永章二、伊藤和信、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 

  ・高齢者非小細胞肺癌に対する TS-1 術後補助化学療法の認容性試験（LOGIK-0901） 

   岡本龍郎、丸山理一郎、海老規之、岸本淳司、加藤雅人、竹之山光広、永松佳憲、塚本修一、赤嶺晋治、

佐伯祥、一瀬幸人 

  ・EGFR 遺伝子変異陽性進行肺癌に対する扁平上皮癌腫瘍マーカー高値例の検討 

   海老規之、浅地美奈、丈達陽順、嶋津藍、山路義和、安田裕一郎、靍野広介、高橋洋子、飛野和則、杉

本幸弘、山本英彦 

■消化器内科 

第 99 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会(2012.11.02-2012.11.03 城山観光ホテル 鹿児島) 

  ・当院における緊急 ERCP の現状と問題点 

   本村廉明、宜保淳也、赤星和也、金山兼司、福田慎一郎、濱田匠平、田中義将、小副川敬、久保川賢、

岩尾梨沙、蓑田洋介、大塚宜寛、中村和彦 

  ・EUS-FNA が診断に有用であった局所リンパ節転移を伴った小型直腸カルチノイドの一例 



   大塚宜寛、赤星和也、蓑田洋介、宮﨑岳大、岩尾梨沙、濱田匠平、福田慎一郎、宜保淳也、金山兼司、

久保川賢、本村廉明、古賀聡、梶山潔、大屋正文、中村和彦 

  ・超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法（EUS-FNA)にて原発巣が肺扁平上皮癌と診断が可能であった原発不

明の 1 例 

   宮﨑岳大、赤星和也、久保川賢、大塚宜寛、蓑田洋介、濱田匠平、岩尾梨沙、福田慎一郎、金山兼司、

宜保淳也、本村廉明、山本和彦、大屋正文 

  ・パネルディスカッション－Interventional EUS  2cm 以下の小型 GIST 組織診断における Interventional の有

用性 

   蓑田洋介、赤星和也、本村廉明、久保川賢、宜保淳也、金山兼司、福田慎一郎、岩尾梨沙、濱田匠平、

宮崎岳大、大塚宜寛、大屋正文、中村和彦 

■総合診療科 

第 299 回日本内科学会九州地方会(2012.11.25- シーガイアコンベンションセンター 宮崎) 

  ・VSD に合併した Haemophilus aphrophilus による感染性心内膜炎の 1 例 

   瀬戸口大介、渡邉希実子、江本賢、吉野麻衣、中村権一、井村洋、小鶴三男、安田裕一郎 

  ・後腹膜繊維症の 1 例 

   坂井正弘、尾田琢也、森智崇、岩切光未、井村洋、小鶴三男 

■膠原病リウマチ内科 

第 17 回筑豊膠原病研究会(2012.11.08- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市) 

  ・関節リウマチに巨細胞性動脈炎を併発した症例 

   内野愛弓 

■循環器科 

第 2012 回 2012 American Heart Association scientific session(2012.11.03-2012.11.07 ロサンゼルス) 

  ・Direct-renin-inhibitor Aliskiren Therapy Consistently Suppresses Enhanced Cardiac Sympathetic Activity 

and Improves Left Ventricular Remodeling in Patients with Systolic Heart Failure 

   今村義浩、堤孝樹、山田明 

■神経内科 

第 299 回日本内科学会九州地方会(2012.11.25- シーガイアワールドコンベンションセンター・サミット 宮崎

市) 

  ・高血糖に伴う半側舞踏様運動の一例 

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

■漢方診療科 

第 62 回日本アレルギー学会秋季学術大会(2012.11.29-2012.12.01 大阪国際会議場 大阪府大阪市) 

  ・アレルギー疾患と漢方治療 

   田原英一 

第 38 回日本東洋医学会九州支部学術総会(2012.11.25- シーガイアコンベンションセンター 宮崎県宮崎

市) 

  ・胸痛を伴う肺炎に柴陥湯が有効であった 1 症例 

   吉村彰人、貝沼茂三郎、前田ひろみ、伊藤ゆい、上田晃三、土倉潤一郎、岩永淳、犬塚央、矢野博美、田

原英一 

  ・関節リウマチの病勢コントロールに小青龍湯加石膏が有効であった一症例 

   上田晃三、犬塚央、前田ひろみ、伊藤ゆい、吉村彰人、土倉潤一郎、大田静香、岩永淳、矢野博美、田原

英一 

  ・関節リウマチの病勢コントロールに小青龍湯加石膏が有効であった一症例 

   上田晃三、犬塚央、前田ひろみ、伊藤ゆい、吉村彰人、土倉潤一郎、大田静香、岩永淳、上田裕美 

  ・化学療法後の食欲不振，味覚障害に奏効した黄連湯の 1 例 

   土倉潤一郎、前田ひろみ、伊藤ゆい、吉村彰人、上田晃三、岩永淳、矢野博美、犬塚央、田原英一 

  ・運動により附子中毒が誘発されたと考えられる 2 例 

   伊藤ゆい、前田ひろみ、吉村彰人、上田晃三、土倉潤一郎、岩永淳、矢野博美、犬塚央、田原英一 

  ・烏頭中毒による心室性期外収縮を呈した一例 

   矢野博美、前田ひろみ、伊藤ゆい、吉村彰人、上田晃三、土倉潤一郎、岩永淳、犬塚央、田原英一、栗山



一道、三潴忠道 

  ・腹部膨満間に対して良枳湯が奏効した過敏性腸症候群の一例 

   前田ひろみ、伊藤ゆい、吉村彰人、上田晃三、土倉潤一郎、岩永淳、矢野博美、犬塚央、田原英一 

■画像診療科 

第 98 回北米放射線学会(2012.11.25-2012.11.30 シカゴ) 

  ・MR imaging of major salivary gland tumors: Pictorial review of WHO classification 

   角南俊也、黒岩俊郎、福谷龍郎 

  ・Minor and ectopic salivary gland tumors of the head and neck: A pictorial review 

   角南俊也、黒岩俊郎、福谷龍郎 

■小児科 

第 57 回日本未熟児新生児学会(2012.11.25-2012.11.27 ホテル日航熊本 熊本市) 

  ・新規作成のスコアを用いた生後早期の子宮内炎症の予測 

   原田英明、牛嶋規久美、湯川知秀 

■外科 

第 74 回日本臨床外科学会総会(2012.11.29-2012.12.01 京王プラザ・新宿 NS ビル 東京都) 

  ・内視鏡的捻転解除術が奏功せず、外科手術を行った盲腸軸捻転症の 1 例 

   井口詔一、中ノ子智徳、甲斐正徳、吉田倫太郎、杉山雅彦、皆川亮介、古賀聡、井上博道、赤峰翔、廣瀬

皓介、影山優美子、平山佳愛、能美昌子、岩中剛、梶山潔 

  ・骨盤内を占拠する巨大 GIST の一例 

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

川亮介、井上博道、甲斐正徳、梶山潔、長家尚 

  ・TS-1 中心とした化学療法で長期寛解が得られている胃癌臍転移（Sister Mary Joseph's Nodule)の一例 

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

倫太郎、古賀聡、皆川亮介、井上博道、梶山潔、長家尚 

  ・術後膵仮性嚢胞に対し、超音波内視鏡ドレナージ術が有効であった 1 例 

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

倫太郎、古賀聡、井上博道、甲斐正徳、赤星和也、梶山潔 

  ・人工肛門瘻孔形成に伴い合併した腹壁瘢痕ヘルニアメッシュ感染の 1 例 

   中ノ子智徳、甲斐正徳、吉田倫太郎、杉山雅彦、皆川亮介、古賀聡、井上博道、赤峰翔、廣瀬皓介、影山

優美子、平山佳愛、能美昌子、岩中剛、梶山潔 

  ・良悪性の鑑別を要した皮膚病変を伴う浸潤性乳管癌の 2 例 

   平山佳愛、井上博道、廣瀬皓介、赤峰翔、岩中剛、影山優美子、能美昌子、杉山雅彦、中ノ子智徳、皆川

亮介、古賀聡、甲斐正徳、梶山潔 

  ・十二指腸乳頭部の粘膜腺癌の 1 切除例 

   影山優美子、梶山潔、皆川亮介、伊地知秀樹、廣瀬皓介、赤峰翔、岩中剛、平山佳愛、能美昌子、杉山

雅彦、中ノ子智徳、吉田倫太郎、古賀聡、井上博道、甲斐正徳 

  ・直腸脱再発例に対してメッシュを用いた腹腔鏡下直腸固定術（Welｌｓ法）を施行した一例 

   赤峰翔、杉山雅彦、甲斐正徳、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、吉田

倫太郎、皆川亮介、古賀聡、長家尚、梶山潔 

  ・静脈還流異常により全身浮腫をきたしたと考えられた偽性腸閉塞の 1 例 

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

雅彦、皆川亮介、井上博道、甲斐正徳、梶山潔 

第 112 回筑豊肝胆膵研究会(2012.11.13- 飯塚医師会館 1Ｆ 飯塚市) 

  ・術後膵仮性嚢胞に対し、超音波内視鏡下穿刺ドレナージ術が有効であった 1 例 

   廣瀬皓介、梶山潔、皆川亮介、伊地知秀樹、影山優美子、赤峰翔、岩中剛、平山佳愛、能美昌子、中ノ子

智徳、杉山雅彦、吉田倫太郎、古賀聡、井上博道、甲斐正徳、長家尚、宜保淳也、本村廉明、赤星和也 

  ・十二指腸乳頭部粘液癌の 1 切除例 

   影山優美子、梶山潔、皆川亮介、伊地知秀樹、廣瀬皓介、赤峰翔、岩中剛、平山佳愛、能美昌子、杉山

雅彦、中ノ子智徳、吉田倫太郎、古賀聡、井上博道、甲斐正徳、長家尚 

■呼吸器外科 



第 74 回日本臨床外科学会総会(2012.11.29-2012.12.01 京王プラザホテル 東京) 

  ・多発胸腺腫の 1 例 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

  ・手術歴のない自然発生の肺捻転症の 1 例 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

第 69 回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部秋季学術講演会(2012.11.16-2012.11.17 北九州国際

会議場 北九州) 

  ・同一のリンパ節に両癌の転移を認めた多発肺癌の 1 切除例 

   嶋津藍、大﨑敏弘、小舘満太郎、小野憲司 

第 3 回北九州 Chest Surgical Forum(2012.11.10- TKP 小倉シティセンター 北九州) 

  ・分葉不全に対する胸腔鏡下左上葉切除 気管支先行切離による肺葉切除 

   小野憲司、大﨑敏弘、嶋津藍、毛利俊彦、小舘満太郎 

第 53 回日本肺癌学会総会(2012.11.08-2012.11.09 岡山コンベンションセンター 岡山) 

  ・甲状腺癌からの肺癌腫瘍内転移を伴った肺癌の 1 切除例 

   毛利俊彦、小舘満太郎、小野憲司、大﨑敏弘 

  ・右肺動脈分岐異常を伴った肺癌の 1 切除例 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

  ・腎癌肺転移切除症例の検討 

   小野憲司、大﨑敏弘、小舘満太郎 

■小児外科 

第 32 回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会(2012.11.01-2012.11.02 静岡県コンベンションアーツセンタ

ー グランシップ 静岡市) 

  ・腹腔鏡（補助）下根治術を施行した全結腸型 Hirschsprung 病の 2 例 

   山田耕治、宮田潤子、岩中剛、岩切光未、廣瀬龍一郎、田口智章 

  ・柴苓湯の関与が疑われた好酸球性胃腸炎の一例 

   宮田潤子、山田耕治 

■整形外科 

第 124 回西日本整形･災害外科学会(2012.11.17-2012.11.18 別府ビーコンプラザ 大分県別府市) 

  ・ギャップテクニックによる軟部組織バランスの獲得 

   白石浩一、土持兼信、喜多正孝、石川貴晴、幸山敦子、美浦辰彦、城野修、浜崎晶彦、新井堅 

■リハビリテーション科 

第 23 回 VHJ 職員交流研修会(2012.11.21-2012.11.22 城山観光ホテル 鹿児島県鹿児島市) 

  ・急性期リハビリテーション 

   黒木洋美、松岡洸 

■脳神経外科 

Italian-Japanese Joint Meeting for Neuroendoscopy 2012(2012.11.02-2012.11.03 Tokyo Dome Hotel Tokyo, 

Japan) 

  ・A noval 3D and HD flexible surgical scope: '3D Eye Flex' 

   Natori Y 

■麻酔科 

第 32 回日本臨床麻酔学会(2012.11.01-2012.11.03 ビッグパレットふくしま 福島県郡山市) 

  ・Rett 症候群患児に筋弛緩ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行った全身麻酔の一症例 

   小畑勝義、内藤智孝、松山博之 

■歯科口腔外科 

The 10 th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery(2012.11.15-2012.11.18 Discovery Kartika Plaza 

Hotel  Bali-Indonesia) 

  ・Two cases of fibromyalgia with various oral manifestations 

   Koji Nakamatsu, Kotaro Ishii, Koji Sato, Noriko Ryu 

■救急部 

第 40 回日本救急医学会総会・学術集会(2012.11.13-2012.11.15 国立京都国際会館 京都市) 



  ・東日本大震災後の医療支援経験 

   田中誠、鮎川勝彦、中塚昭男、安達普至、出雲明彦、山田哲久、裵惺哲、鶴昌太、笠井華子 

  ・「Specialist かつ generalist である医師」を育成する救急研修を目指して 

   中塚昭男、鮎川勝彦、田中誠、安達普至、出雲明彦、山田哲久、裵惺哲、鶴昌太、笠井華子、島谷竜俊 

  ・シンポジウム：当院における臓器提供のシステムと院内活動 

   山田哲久、名取良弘、尾田琢也、中島明美、野田佐代美、仲祐司、竹田智子、浦川雅広、木屋葵衣 

  ・地域住民と終末期医療を考える 

   鮎川勝彦、中塚昭男、出雲明彦、山田哲久、田中誠、安達普至 

  ・前脊髄動脈症候群による脊髄梗塞の一例 

   松原知康、田中誠、中塚昭男、山田哲久、鮎川勝彦、鶴昌太、笠井華子、光嶋紳吾、島谷竜俊 

  ・外傷性右横隔膜ヘルニアの 1 例 

   笠井華子、中塚昭男、鮎川勝彦、田中誠、安達普至、出雲明彦、山田哲久、鶴昌太、裵惺哲、島谷竜俊 

  ・感染性心内膜炎に合併した上腸間膜動脈瘤の 1 例 

   光嶋紳吾、田中誠、中塚昭男、鮎川勝彦、山田哲久、鶴昌太、笠井華子、松原知康、裵惺哲 

  ・当院 ICU で死亡した症例の検討 

   安達普至、出雲明彦、臼元典子、吉本広平、中塚昭男、山田哲久、田中誠、鮎川勝彦 

  ・外傷性膵損傷Ⅲb に対する保存的加療が奏功した 1 例 

   裵惺哲、鮎川勝彦、中塚昭男、安達普至、出雲明彦、山田哲久、田中誠、臼元典子、鶴昌太、笠井華子、

吉本広平 

  ・診断に苦慮した非骨傷性頚髄損傷による神経原性ショックの一例 

   鶴昌太、中塚昭男、鮎川勝彦、田中誠 

■リハビリセンター 

第 34 回理学療法士・作業療法士九州合同学会(2012.11.17-2012.11.18 長崎ブリックホール、長崎新聞文化

ホール 長崎) 

  ・左出血性脳梗塞を発症し、失行症状を呈した症例に対する介入の一例 

   加耒ゆかり、兵道哲彦、江里口杏平、井上智博、松崎哲治、寺下晶一朗、熊谷拓弥 

福岡県作業療法士会筑豊ブロック事例検討会(2012.11.09- 飯塚記念病院 福岡県) 

  ・失行症状患者の手指操作改善を目指して 

   津嶋裕美 

  ・急性脳卒中患者の高次脳機能障害への介入 

   浅田恵子 

■薬剤科 

第 23 回 VHJ 研究会職員交流研修会(2012.11.21-2012.11.22 城山観光ホテル 鹿児島) 

  ・飯塚病院における病棟薬剤業務の取り組み－病棟薬剤業務を可能にした人員配置の工夫と時間管理－ 

   林勝次 

■中央放射線部 

第 52 回放射線治療研究会(2012.11.10- 九州大学医学部基礎研究Ｂ棟 福岡県福岡市) 

  ・当院でのＸ線線量測定における標準測定法 01 の取り組み 

   山野正起、萩尾清文、白石隆、大音龍太郎、倉智翔太、今村英寛 

■医療安全推進室 

第 7 回医療の質・安全学会(2012.11.23-2012.11.24 大宮ソニックシティ 大宮) 

  ・大規模施設における医療安全基礎教育のあり方について 

   福村文雄、林真由美、佐野美和子 

  ・転倒転落の現状と取り組み 

   福村文雄 

■看護部 

第 32 回日本看護科学学会(2012.11.30-2012.12.01 東京国際フォーラム 東京) 

  ・咽喉頭食道摘出術を受けた患者が抑うつ状態に陥る影響因子と時期の検討 

   荒巻美鈴 

第 14 回日本救急看護学会(2012.11.02-2012.11.03 東京ファッションタウンビル 東京都江東区有明 3-6-11) 



  ・A 病院における AMI の Door to Balloon time の現状と今後の課題 

   吉川英里、大竹みはる、森永瑞代、増山純二 

■栄養部 

第 48 回飯塚緩和医療勉強会(2012.11.27- のがみプレジデントホテル 福岡県飯塚市) 

  ・早期介入により栄養ルートを確保した下咽頭癌末期患者の一症例 

   石原希予美 

第 19 回北部福岡ＮＳＴ研究会(2012.11.09- 男女共同参画センター「ムーヴ」ホール 北九州市小倉北区) 

  ・患者と向き合えるＮＳＴ専従を目指して 

   境香奈、田中誠、林勝次、田中あづさ、有吉裕子 

■改善推進本部 

第 7 回医療の質・安全学会(2012.11.23-2012.11.24 大宮ソニックシティ 大宮) 

  ・医師が主導する内部監査システム 

   福村文雄 

＜講   演＞ 

■呼吸器内科 

第 69 回日本呼吸器学会・日本結核病学会(2012.11.16- 北九州国際会議場 北九州) 

  ・肺癌臨床試験～九州から世界への情報発信～ 

   海老規之 

■消化器内科 

九州大学医学部第三内科開講記念会(2012.11.23- レソラＮＴＴ夢天神ホール 福岡市) 

  ・小野寺賞受賞講演 ”A New Breakthrough- Clutch Cutter を用いた新しい内視鏡的粘膜下層剥離術” 

   赤星和也 

第 13 回筑豊 Gut Clinical Conference(2012.11.07- 寿会館 飯塚市) 

  ・当院における EUS-FNA の現状 

   蓑田洋介 

第 100 回日本消化器病学会九州支部例会(2012.11.03- 城山観光ホテル 鹿児島市) 

  ・日本消化器病学会九州支部例会 100 回記念特別企画 2－消化器病学の温故知新～九州から世界への発

信～  ”ESD 治療導入前後の医療の変遷と今後の展開” 

   赤星和也 

■緩和ケア科 

第 7 回地域生活リハビリテーション研究会(2012.11.29- イイヅカコミュニティーセンター 福岡県飯塚市) 

  ・癌患者の退院支援とリハビリテーション研究会 

   柏木秀行 

■腎臓内科 

第 3 回 TOP フォーラム in 熊本(2012.11.22- ホテル熊本テルサ 熊本県熊本市) 

  ・糖尿病性腎症、完全寛解を目指して 

   武田一人 

ネフロロジーラウンド(2012.11.09- 飯塚病院 エネルギーセンター 飯塚市) 

  ・国際腹膜透析学会（in マレーシア）の報告 

   向井秀幸 

  ・国際腹膜透析学会（in マレーシア）の報告 

   倉智 恵美子 

第 5 回 NIT 腎研究会(2012.11.06- 飯塚病院 エネルギー棟 飯塚市) 

  ・抗エリスロポエチン抗体陽性赤芽球癆を疑った保存期腎不全の 1 症例 

   三浦修平 

■漢方診療科 

第 169 回麻生飯塚漢方研究会(2012.11.15- 飯塚病院 飯塚市) 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   岩永淳 



  ・類聚方広義解説（23） 

   田原英一、土倉潤一郎 

臨床研修指導医のための漢方医学セミナーin 東北(2012.11.10- 仙台サンプラザ 宮城県仙台市) 

  ・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）、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） 

   田原英一 

第 207 回筑豊漢方研究会(2012.11.08- 九州寿会館 飯塚市) 

  ・血の失調について「婦人科領域の漢方治療」 

   矢野博美 

  ・症例から学ぶ漢方治療の実際 

   土倉潤一郎 

■泌尿器科 

第 2 回 Pfizer Oncology Symposium in NANAKUMA( 2012.11.30- タカクラホテル福岡 ８F 真珠の間 福岡

市中央区渡辺通 2-7-21) 

  ・座長として 

   中島雄一 

  ・透析導入後トーリセルを使用した 1 例 

   宮嶋哲匡 

■精神神経科 

中小企業大学校 管理者が学ぶメンタルヘルスマネジメント講座(2012.11.01- 中小企業大学校 福岡県直

方市) 

  ・話を“聴く”コツ ～管理者の気づきと対応を中心に～ 

   西山織江 

■救急部 

医工学連携推進フォーラム(2012.11.16- のがみプレジデントホテル 飯塚市) 

  ・米国訪問レポート 

   鮎川勝彦 

福岡県看護連盟筑豊 1 支部研修会(2012.11.10- 総合せき損センター 飯塚市) 

  ・クレームにならないコミュニケーション 

   鮎川勝彦 

第 37 回九州工業大学同窓会明専会筑豊支部講演会(2012.11.10- 福岡県立飯塚研究開発センター 飯塚

市) 

  ・筑豊における医工学推進～地域活性化に向けて～ 

   鮎川勝彦 

第 64 回日本気管食道科学会総会(2012.11.08- ホテル日航東京 東京都) 

  ・飯塚病院における RST(呼吸サポートチーム）活動と地域連携 

   鮎川勝彦 

■薬剤科 

第 3 回筑豊ブロック薬剤師会学術研修会(2012.11.13- いいづかコミュニティセンター 飯塚) 

  ・ハイリスク薬シリーズ⑥ 免疫抑制剤 

   田先由佳 

■臨床工学部 

第 5 回長崎県ペースメーカ技術懇話会(2012.11.10- 長崎光晴会病院 長崎市) 

  ・当院におけるペースメーカ関連業務の変遷と現状 

   井桁洋貴 

＜発表論文・著書＞ 

■消化器内科 

・ESD 治療導入前後の医療の変遷と今後の展開 

  赤星和也 



  第 100 回日本消化器病学会九州支部例会記念誌  : 坪内博仁 : 株式会社インターグループ九州支社福

岡市 : 69-72, 2012-11 

■総合診療科 

・第 6 章 ER での抗菌薬 2 一般市中感染症で使われる静注抗菌薬 

  尾田琢也 

  レジデントノート別冊 救急・ER ノート６ 症候と疾患から迫る！ ER の感染症診療  : 大野博司 : 羊土

社 : 345-350, 2012-11 

■緩和ケア科 

・レジデントノート別冊 救急・ER ノート６ 症候と疾患から迫る！ ER の感染症診療  肝硬変患者の感染症 

  柏木秀行 

  レジデントノート別冊 救急・ER ノート６ 症候と疾患から迫る！ ER の感染症診療  : 大野 博司 : 羊土社

東京 : 287-291, 2012-11 

■脳神経外科 

・慢性硬膜下血腫に季節性はあるのか？ 

  山田哲久、名取良弘 

  神経外傷(Neurotraumatology) 35(1) : 16-21, 2012-11 

■栄養部 

・外来通院症例から学ぶ（２）腹膜透析 ②維持期（3～5 年）：糖尿病と非糖尿病患者の比較 

  田代千恵子、黒土直美、武田一人 

  臨床透析 28(12) : 1579-1585, 2012-11 

 


