
論文/雑誌 
1. Asaji M：「Characterization of tenascin-C as a novel biomarker for asthma: utility of  

tenascin-C in combination with periostin or immunoglobulin E.」 
/Allergy Asthma Clin Immunol 

2. Yoshimatsu Y：「Management of Airway Obstruction due to Diffuse Idiopathic 
Skeletal Hyperostosis in the Cervical Spine: A Case Report and Literature Review」 
/internalmedicine 

3. Yoshimatsu Y：「Difficult intubation due to unknown congenital tracheal stenosis in  
the adult: a case report and literature review.」/Journal of Thoracic Disease 

4. Munechika M：「A case of huge lymphatic and venous malformations of the  
mediastinum」/Respiratory Medicine Case Reports 

5. Nishizawa S：「Pulmonary Actinomycosis attributable to Actinomyces meyeri  
presenting as cardiac tamponade: a case report"」 
/Multidisciplinary Respiratory Medicine 

6. Sueyasu T：「Peripheral T cell lymphoma not otherwise specified (PTCL-NOS)  
presenting as an endobronchial lesion: Case report and literature review」 
/Respiratory Medicine Case Reports 

7. 飛野和則：「横隔腫瘍の画像診断」呼吸器内科 Vol.34 
8. 靍野広介：「慢性呼吸器疾患」medicina 第 55 巻 
9. 吉松由貴：「吉松由貴の誤嚥性肺炎、診療の知恵袋①」/日経メディカル 
10. 吉松由貴：「吉松由貴の誤嚥性肺炎、診療の知恵袋②」/日経メディカル 
11. 吉松由貴：「吉松由貴の誤嚥性肺炎、診療の知恵袋③」/日経メディカル 
12. 吉松由貴：「吉松由貴の誤嚥性肺炎、診療の知恵袋④」/日経メディカル 
13. 吉松由貴：「吉松由貴の誤嚥性肺炎、診療の知恵袋⑤」/日経メディカル 
14. 吉松由貴：「3.呼吸器内科」/通訳者のための医療知識 
 
学会/研究会 
1. Munechika M：「Which is the adequate timing? Blood eosinophil count in patients 

with COPD exacerbation.」/The 23thAPSR 
2. Goto Y：「An autopsy case of ruptured liver metastases from small cell lung cancer: 

Case report and literature review.」/The 23thAPSR 
3. Ooi R：「Routine benzodiazepine use may not increase the frequency of asthma 

exacerbations」/The 23thAPSR 
4. Okahisa M：「Is blood culture useful in the management of aspiration pneumonia ?」 

/The 23thAPSR 
5. Yoshimatsu Y ：「 Dysphagia screening to predict COPD exacerbation a 



cross-sectional study」/The 8thESSD 
6. Yoshimatsu Y：Effectiveness of a participatory dysphagia workshop “Enge-Juku” for 

multidisciplinary hospital staff」/The 8thESSD 
7. Nishizawa S：「Risk factors for antibiotic re-administration in patients with 

pneumonia during hospitalization」/ERS 
8. Sueyasu T：「Additional Diagnostic Value of Chest CT in Patients with Suspected 

Pneumonia.」/ERS 
9. Yoshimine K ：「 Predicting short-term prognosis of primary spontaneous 

pneumothorax using chest radiographs」/ATS 
10. Murakami K：「Which Scoring Is Better for Outcome Prediction in Emergency 

Department Patients with Pneumonia?」/ATS 
11. 靍野広介：「膿胸の治療転帰予測における各種重症度予測スコアの有用性について」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
12. Asaji M：「Circulating levels of tenascin-C as type 2 biomarkers in the patients with 

asthma」/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
13. 吉松由貴：「嚥下評価の所見と COPD 増悪歴の関連性の横断的検討」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
14. 神 幸希：「当院の外科手術症例における呼吸器疾患の検討」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
15. 吉峯晃平：「胸部単純 X 線写真を用いた自然気胸の短期的予後予測」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
16. 西澤早織：「難治性気胸に対する胸腔造影下治療の有用性の検討」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
17. 末安巧人：「救急外来における肺炎診断時の CT の意義」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
18. 後藤夕輝：「自然気胸の脱気治療後の経過予測における胸腔内圧測定の有用性」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
19. 村上行人：「CAP･NHCAP の予後予測における NEWS-L の有用性」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
20. 岡久将暢：「誤嚥性肺炎診断時の血液培養の意義」 

/第 58 回日本呼吸器学会学術講演会 
21. 吉峯晃平：「声帯・気管・気管支クリプトコッカス症の一例」 

/第 41 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 
22. 末安巧人：「喀血の精査中に発見された気管支型平滑筋腫の一症例」 

/第 41 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会 
23. 安田美奈：「気管支喘息のバイオマーカーとしての血清テネイシン C 値の可能性」 



/第 67 回日本アレルギー学会学術集会 
24. 吉松由貴：「院内多職種対象の参加型勉強会「えんげ塾」の取り組み」 

/第 24 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 
25. 西澤早織：「難治性気胸に対する胸腔造影下治療の有用性の検討」 

/第 80 回日本呼吸器学会・日本結核病学会 九州支部春季学術講演会 
26. 末安巧人：「救急外来における肺炎診断時の CT の意義」 

/第 80 回日本呼吸器学会・日本結核病学会 九州支部春季学術講演会 
27. 飛野和則：「飯塚病院における気管支喘息診療について」 

/第 34 回九州臨床画像解析研究会 
28. 飛野和則：「当施設における喘息治療の現状」 

/第 35 回九州臨床画像解析研究会 
29. 飛野和則：「間質性肺炎･肺線維症の考え方と新しい治療について」 

/福岡市呼吸器疾患連携セミナー 
30. 飛野和則：「間質性肺炎・肺線維症診療の実際と医療連携の重要性について」 

/間質性肺炎･肺線維症勉強会 
31. 飛野和則：「間質性肺炎・肺線維症の考え方 診断と治療タイミング」 

/IPF WEB Academy 
32. 飛野和則：「画像の見方入門」/第 28 回呼吸ケアセミナー 
33. 靍野広介：「当施設における間質性肺炎の診断について」 

/IPF WEB Academy 
34. 吉松由貴：「誤嚥性肺炎と緩和ケア」/第 13 回福岡緩和治療研究会 
35. 吉松由貴：「誤嚥性肺炎入門！」/第 2 回救急×緩和セミナー 
36. 吉松由貴：「肺空洞性病変の教訓的な症例」/第 187 回北九州呼吸器懇話会 
37. 吉松由貴：「誤嚥性肺炎の主治医力」/レジデントデー 
38. 神 幸希：「CT 画像解析を用いた、リンパ脈管筋腫症におけるシロリムスの治療効果

の検討」/第 10 回呼吸機能イメージング研究会学術集会 
39. 棟近 幸：「縦隔腫瘍の一例」/第 55 回呼吸器疾患研究会 
40. 棟近 幸：「当院における喘息診療」/第 6 回北九州呼吸器疾患を学ぶ会 
41. 吉峯晃平：「嗄声を主訴に来院した難治性気管支喘息の一例」 

/第 188 回北九州呼吸器懇話会 
42. 吉峯晃平：「嗄声を主訴に来院した難治性気管支喘息の一例」 

/第 28 回九州ウフィーチ会 
43. 末安巧人：「COPD 治療ディスカッション～治療薬選択・特に ICS について～」 

/呼吸器 Meet The Expert in 筑豊 2018  
44. 後藤夕輝「侵襲性肺炎球菌感染症の一例」/第 40 回北九州胸部疾患研究会 
45. 岡久将暢 ：「難治性肺炎の 1 例」/第 60 回呼吸器疾患研究会 


