2014年 飯塚病院 学会実績
学会名
第35回 九州肝臓外科研究会

第31回 九州食道疾患症例検討会

第11回 日本乳癌学会 九州地方会

開催年月日

開催地

2014/2/1

福岡

2014/2/1

2014/3/1

発表形式

演題名

一般口演

経横隔膜的に開心し下大静脈腫瘍栓を摘出した肝細胞癌の1例

一般口演

肝癌に対する待機的肝切除術後のﾄﾞﾚｰﾝは必要か？～胆汁漏の
観点から

別府

同時性進行食道癌と直腸癌の1例

福岡

比較的短時間で増大した巨大葉状腫瘍の1例

放射線療法が著効し一時的にQOLの改善が得られた進行扁平上
皮癌の1例

筑豊トロンボモジュリン講演会

第50回 日本腹部救急医学会総会

2014/3/3

2014/3/6

飯塚

東京

～2014/3/7

第114回 日本外科学会学術集会

2014/4/3

～2014/4/5

京都

要望演題口演

武谷憲二、赤峰 翔 、平山佳愛 、中ノ子智徳 、吉田倫
太郎 、古賀 聡 、皆川亮介 、丸山晴司 、甲斐正徳 、
梶山 潔
赤峰 翔 、武谷憲二 、平山佳愛 、中ノ子智徳 、甲斐
正徳 、梶山 潔

くも膜下出血加療中に発症した腹腔内多発動脈瘤破裂の一例

赤峰 翔 、皆川亮介 、井口詔一 、廣瀬皓介 、影山優
美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太
郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔

一般演題示説

大腸癌穿孔から待機的手術を施行した1例

一般演題示説

吉田倫太郎 、古賀 聡 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、梶
山 潔

くも膜下出血加療中に発症した腹腔内多発動脈瘤破裂の一例

経肛門的に摘出した直腸異物の1例

一般演題口演

皆川亮介 、梶山 潔 、丸山晴司 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡

赤峰 翔 、皆川亮介 、井口詔一 、廣瀬皓介 、影山優
美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太
郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔

一般演題示説

一般演題示説

演者名
井口詔一、皆川亮介 、廣瀬皓介 、武谷憲二 、中ノ子
智徳 、吉田倫太郎 、丸山晴司 、古賀 聡 、梶山 潔

井口詔一 、梶山 潔 、丸山晴司 、皆川亮介 、赤峰
翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、平山佳愛 、髙橋良彰 、
武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲
斐正徳
影山優美子 、甲斐正徳 、廣瀬皓介 、平山佳愛 、中ノ
子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、井口詔一 、赤峰
翔 、梶山 潔

皆川亮介 、梶山 潔 、丸山 晴司 、井口詔一 、廣瀬
皓介 、赤峰 翔 、髙橋 良彰 、影山優美子 、平山佳
長期成績から見た肝細胞癌破裂に対する肝切除術の意義
愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡
、甲斐正徳
丸山晴司 、梶山 潔 、皆川亮介 、赤峰 翔 、井口詔
背景肝からみた3cm3個以下の初発肝細胞癌に対する肝切除の成 一 、廣瀬皓介 、髙橋 良彰 、影山優美子 、平山佳愛
、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡
績

当院における胆管内乳頭状腫瘍(IPNB)切除例の検討

梶山 潔 、皆川亮介 、丸山晴司 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、髙橋良彰 、
武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲
斐正徳 、増本陽秀 、福谷龍郎 、大屋正文 、相島慎一

2014年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式
一般演題示説

一般演題示説

一般演題口演

第19回 がんチーム医療推進勉強会

2014/4/23

飯塚

演題名
当院における80歳以上の超高齢者の乳癌手術に関する検討

当院における自己拡張型金属ステント使用経験

当院における小腸癌に対する外科的治療・化学療法の現状

演者名
武谷憲二 、古賀 聡 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、丸
山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

吉田倫太郎、古賀 聡 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬皓
介 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、丸山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔
中ノ子智徳 、古賀 聡 、井口詔一 、廣瀬皓介 、赤峰
翔 、髙橋良彰 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
吉田倫太郎 、丸山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔
吉田倫太郎

食道癌総論

第5回 ACES研究会

2014/5/9

福岡

第51回 九州外科学会

2014/5/9

北九州

当科における慢性膵炎外科手術症例の検討

和歌山

廣瀬皓介 、梶山 潔 、皆川亮介 、井口詔一 、赤峰
1年10ヶ月の経過観察の後、外科切除を行った硬化型肝細胞癌の1 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、小柳年正 、増
例
本陽秀 、大屋正文
井口詔一 、皆川亮介 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、影山優
美子 、丸山晴司 、梶山 潔
11カ月の経過観察にもかかわらず確定診断に苦慮したIPNBの1例

～2014/5/10

第26回 日本肝胆膵外科学会学術集会

2014/6/11

～2014/6/13

小腸イレウスに対する鏡視下手術の検討

吉田倫太郎、古賀 聡 、井口詔一 、河野 淳 、赤峰
翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、
武谷憲二 、中ノ子智徳 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔
梶山 潔 、皆川亮介 、丸山晴司 、平山佳愛 、影山優
美子 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、井口詔一 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

SVR後肝癌に対する肝切除術後成績に関する検討

治療に難渋した肝切除術後胆汁漏の1例

肝嚢胞に対する腹腔鏡下肝嚢胞天蓋切除術の検討

皆川亮介 、梶山 潔 、井口詔一 、廣瀬皓介 、赤峰
翔 、影山優美子 、丸山晴司

廣瀬皓介 、皆川亮介 、井口詔一 、赤峰 翔 、影山優
美子 、伊地知秀樹 、丸山晴司 、梶山 潔

梶山 潔 、皆川亮介 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬皓
介 、影山優美子 、丸山晴司

2014年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

第39回 日本外科系連合学会学術総会

2014/6/19

東京

発表形式

演題名
技術認定取得期間を通じての腹腔鏡下胃切除術の工夫と現状

閉塞性腹膜悪性中皮腫にCisplatinとPemetrexedの併用化学療法
を施行した1例

～2014/6/20

当院における膿瘍形成虫垂炎手術に対する治療の現状

高気圧酸素療法が著効した術後癒着性イレウスの一例

爪楊枝よる上行結腸穿孔を契機に発見された上行結腸癌の1例

非機能性膵神経内分泌腫瘍の臨床病理学的検討

初診から確定診断まで5年を要した浸潤性乳管癌の1例

十二指腸癌との鑑別が困難であった膵腺房細胞癌の１例

当院におけるStage4胆嚢癌の手術成績の検討

手術待機中に胃穿孔を来たしたSM浸潤胃癌の一例

第68回 日本食道学会学術集会

2014/7/3～
2014/7/4

第22回 日本乳癌学会学術総会

2014/7/10～
2014/7/12

東京

大阪

急性腹症で判明した進行食道扁平上皮癌

ポスター

当院における男性乳癌症例の検討

演者名
古賀 聡 、影山優美子 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬
皓介 、平山佳愛 、髙橋良彰 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、吉田倫太郎 、丸山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶
山 潔
吉田倫太郎 、古賀 聡 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬
皓介 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、皆川亮介 、甲斐正徳
、梶山 潔
中ノ子智徳 、古賀 聡 、武谷憲二 、吉田倫太郎 、丸
山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

影山優美子 、古賀 聡 、井口詔一 、赤峰 翔 、髙橋
良彰 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、甲斐正
徳 、廣瀬皓介 、平山佳愛 、丸山晴司 、皆川亮介 、梶
山 潔
廣瀬皓介 、吉田倫太郎 、井口詔一 、倉光正太郎 、赤
峰 翔 、髙橋良彰 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲
二 、中ノ子智徳 、皆川亮介 、丸山晴司 、古賀 聡 、
甲斐正徳 、梶山 潔
梶山 潔 、皆川亮介 、丸山晴司 、井口詔一 、赤峰
翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳
赤峰 翔、武谷憲二 、井上博道 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、影山優美子 、平山佳愛 、中ノ子智徳 、吉田倫太
郎 、皆川亮介 、丸山晴司 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶
山 潔
井口詔一、梶山 潔 、皆川亮介 、丸山晴司 、赤峰 翔
、廣瀬皓介 、髙橋良彰 、影山優美子 、平山佳愛 、武
谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐
正徳
皆川亮介 、梶山 潔 、丸山晴司 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳
武谷憲二 、赤峰 翔 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古
賀 聡 、丸山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

吉田倫太郎 、古賀 聡 、廣瀬皓介 、井口詔一 、武谷
憲二 、中ノ子智徳 、丸山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳
、梶山 潔
武谷憲二 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、平山佳愛 、中ノ子
智徳 、甲斐正徳 、梶山 潔

2014年 飯塚病院 学会実績
学会名
第69回 日本消化器外科学会総会

第251回 福岡外科集談会

開催年月日

開催地

2014/7/16～
2014/7/18

郡山

2014/7/26

福岡

第42回 筑豊外科懇話会

2014/7/28

飯塚

第52回 日本癌治療学会学術集会

2014/8/28

横浜

発表形式
企画関連口演

セッション

演題名
肝切除後の手術関連死亡危険因子の関する検討

赤峰 翔 、武谷憲二 、井口詔一 、廣瀬皓介 、影山優
両側固有乳癌に異常所見をみとめず、右腋窩の副乳癌と診断した 美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、中ノ子智徳 、吉田倫太
郎 、皆川亮介 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔
１例

セッション

TACE直後の肝膿瘍に対し、肝切除を行った１例

一般演題

当科における小腸イレウスに対する鏡視下手術導入後の検討

StageⅣ結腸癌の5年長期生存2例から学ぶこと

当院における40歳以下の若年者乳癌における検討

XP+トラスツヅマブが奏功し切除可能となった転移性肝癌を伴う進
行胃癌の１例

2014/9/6

福岡

一般演題

一般演題

第33回 福岡救急医学会

2014/9/6

福岡

廣瀬皓介 、皆川亮介 、井口詔一 、河野 淳 、赤峰
翔 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶
山 潔
吉田倫太郎、古賀 聡 、西澤夏將 、井口詔一 、河野
淳 、平良彰浩 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、
平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、皆川
亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔
甲斐正徳 他

早期胃癌術前の穿孔に対して手術を行った経験

～2014/8/30

第24回 九州内視鏡下外科手術研究会

演者名
皆川亮介 、梶山 潔 、丸山晴司 、武谷憲二 、中ノ子
智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

一般口演

一般口演

古賀 聡 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、丸
山晴司 、皆川亮介 、梶山 潔

武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、丸山 晴司 、
皆川亮介 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔

中ノ子智徳 、古賀 聡 、武谷憲二 、吉田倫太郎 、皆
川亮介 、宮﨑岳大 、梶山 潔

腸閉塞をきたし腹腔鏡手術を施行した回腸子宮内膜症の1例

平山佳愛 、古賀 聡 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬皓
介 、影山優美子 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、吉田倫太郎 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

当院における膿瘍形成性虫垂炎に対する待機的手術の現状

影山優美子 、中ノ子智徳 、古賀 聡 、吉屋匠平 、武
谷憲二 、吉田倫太郎 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔

井口詔一、古賀 聡 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、影山優美
胃静脈瘤破裂に対する内視鏡的硬化療法後に発症した胃穿孔の1 子 、吉田倫太郎 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔
例

くも膜下出血加療中に発症した腹腔内多発動脈瘤破裂の一例

赤峰 翔 、皆川亮介 、井口詔一 、廣瀬皓介 、影山優
美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔

2014年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

第32回 九州食道疾患症例検討会

2014/9/6

福岡

経食道裂孔的に核出した食道GISTの１例

吉田倫太郎 、古賀 聡 、廣瀬皓介 、吉屋匠平 、武谷
憲二 、中ノ子智徳 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

第6回 日本Acute care surgery学会

2014/9/20～
2014/9/21

青森

肝細胞癌への肝動脈化学塞栓療法後肝膿瘍に対し肝切除を行っ
た1例

廣瀬皓介、梶山 潔、皆川亮介、井口詔一、河野 淳、
赤峰 翔、影山優美子、平山佳愛、吉屋匠平、武谷憲
二、中ノ子智徳、古賀 聡、甲斐正徳

第2回 日本神経内分泌腫瘍研究会

2014/9/20

東京

膵神経内分泌腫瘍(ｐNET)の肝転移の特徴と治療戦略

梶山 潔 、皆川亮介 、吉屋匠平 、井口詔一 、赤峰
翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、吉田倫太郎 、古賀 聡

一般演題

当院における腹腔鏡下肝切除術の導入における現況と課題

梶山 潔 、皆川亮介 、廣瀬皓介 、河野 淳 、吉屋匠
平 、井口詔一 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、
武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲
斐正徳

一般演題

腹腔鏡下虫垂切除により診断しえた早期虫垂癌の１例

中ノ子智徳、古賀 聡 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲
二 、吉田倫太郎 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

第26回 日本内視鏡外科学会総会

2014/10/2

～2014/10/4

岩手

発表形式

シンポジウム

演題名

演者名

吉田倫太郎 、古賀 聡 、井口詔一 、河野 淳 、赤峰
翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、
武谷憲二 、中ノ子智徳 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔
河野 淳 、皆川亮介 、井口詔一 、廣瀬皓介 、赤峰
翔 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶
山 潔

一般演題

小腸イレウスに対する腹腔鏡手術の適応拡大の可能性

一般演題

腹腔鏡下胆嚢摘出術における胆管損傷を回避する工夫について

一般演題

限局性腹腔内膿瘍を伴う虫垂炎に対する鏡視下手術における
Interval Appendectomyの有用性の検討

吉屋匠平 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田
倫太郎 、古賀 聡 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

一般演題

当院における悪性リンパ腫に対する脾臓摘出術の経験

皆川亮介、梶山 潔 、井口詔一 、河野 淳 、廣瀬皓介
、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武
谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐
正徳

一般演題

術前診断に難渋し腹腔鏡下に手術を施行した異所性副脾の一例

甲斐正徳 、赤峰 翔 、武谷憲二 、影山優美子 、井口
詔一 、平山佳愛 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀
聡 、廣瀬皓介 、皆川亮介 、梶山 潔

一般演題

人工肛門を有した大腸癌に対する腹腔鏡下手術の２例

古賀 聡 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子
智徳 、吉田倫太郎 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

一般演題

廣瀬皓介 、皆川亮介 、井口詔一 、河野 淳 、赤峰
再発ポート孔ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した１
翔 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、
例
中ノ子智徳 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔

2014年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式

2014/10/24

福岡

第12回 日本消化器外科学会大会

2014/10/23

神戸

(JDDW2014)

～2014/10/26

演者名

一般演題

武谷憲二、甲斐正徳 、赤峰 翔 、井口詔一 、廣瀬皓
当院における直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術（Wells法）の検
介 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、中ノ子智徳
討
、吉田倫太郎 、皆川亮介 、古賀 聡 、梶山 潔

一般演題

腹腔鏡下にて待機的に解除した盲腸後窩ヘルニアの１例

要望演題

第6回 ACES研究会

演題名

一般演題口演

赤峰 翔 、甲斐正徳 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子
智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、梶山 潔

影山優美子 、梶山 潔 、古賀 聡 、井口詔一 、河野
DIC-CT検査による術前シュミレーションにより右肝動脈損傷を回避 淳 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、平良彰浩 、平山佳愛 、吉
できた腹腔鏡下胆嚢摘出術の１例
屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、皆川
亮介 、甲斐正徳
武谷憲二 、河野 淳 、井口詔一 、廣瀬皓介 、赤峰
翔 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、
一生忘れられない鼠径ヘルニア嵌頓の3例
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、皆川亮介 、古賀 聡 、甲
斐正徳 、梶山 潔
井口詔一 、梶山 潔 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、髙橋良
小腸穿孔による腹膜炎を合併したⅡ型腸管症型T細胞リンパ腫の１ 彰 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
例
、吉屋匠平 、丸山晴司 、皆川亮介 、古賀 聡 、甲斐
正徳
胆嚢腺筋症と鑑別が困難であった胆嚢腺内分泌細癌の1例

廣瀬皓介 、梶山 潔 、皆川亮介 、井口詔一 、赤峰
翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、吉田倫太郎 、丸山晴司 、古賀 聡 、甲斐正徳

腫瘤形成型肝内胆管癌に対する外科治療戦略についての検討

皆川亮介 、梶山 潔 、丸山晴司 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

梶山 潔 、皆川亮介 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬皓
非機能性膵神経内分泌腫瘍(pNET)の肝転移の特徴とその治療戦
介 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
略
、吉田倫太郎 、丸山晴司 、古賀 聡 、甲斐正徳

当院における結腸癌膀胱合併切除症例16例の臨床的検討

赤峰 翔 、甲斐正徳 、井口詔一 、廣瀬皓介 、髙橋良
彰 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
、吉田倫太郎 、丸山晴司 、皆川亮介 、古賀 聡 、梶
山 潔

胃癌の穿孔症例における検討

武谷憲二 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、影山優
美子 、平山佳愛 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、皆川亮
介 、丸山晴司 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔

当科における進行胃癌に対する術前化学療法の現状

中ノ子智徳 、古賀 聡 、井口詔一 、廣瀬皓介 、赤峰
翔 、髙橋良彰 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
吉田倫太郎 、丸山晴司 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔

2014年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

第69回 日本大腸肛門病学会学術集会

2014/11/7～
2014/11/8

横浜

腹壁瘢痕ヘルニアメッシュ感染を合併した人工肛門瘻孔の１例

中ノ子智徳 、梶山 潔

第120回 筑豊肝胆膵研究会

2014/11/11

飯塚

当科における非B非C肝細胞癌切除症例の検討

皆川亮介 、梶山 潔 、吉屋匠平 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

進行胆嚢癌に対する化学療法（GFP療法）の取り組み

吉屋匠平、皆川亮介、梶山 潔

当科における腹腔鏡下肝切除術の現状と今後

梶山 潔 、皆川亮介 、吉屋匠平 、井口詔一 、河野
淳 、赤峰 翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、平山佳愛 、
武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲
斐正徳

ポスターセッション 再発結腸癌に対するレゴラフェニブの使用経験

古賀 聡 、廣瀬皓介 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子
智徳 、吉田倫太郎 、皆川亮介 、梶山 潔

ポスターセッション 2nd lineとして分子標的薬投与が有効であった 進行小腸癌の1例

中ノ子智徳 、古賀 聡 、吉屋匠平 、武谷憲二 、吉田
倫太郎 、皆川亮介 、梶山 潔

ポスターセッション SVR後肝癌に対する肝切除術後成績に関する検討

皆川亮介 、梶山 潔 、吉屋匠平 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

第25回 日本消化器癌発生学会総会

2014/11/13

福岡

～2014/11/14

発表形式

演題名

ポスターセッション

吉屋匠平 、皆川亮介 、井口詔一 、廣瀬皓介 、赤峰
下部胆管癌術後10年目に発症し、診断に難渋した肝内胆管癌の1
翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
例
、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔

ポスターセッション

廣瀬皓介、梶山 潔 、皆川亮介 、井口詔一 、赤峰 翔
術前GS(Gemcitabine+TS-1)療法が著効し、根治切除し得た進行膵
、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中
体部癌の1例
ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

ポスターセッション 横行結腸神経内分泌細胞癌に対するVP-16/CDDP療法の経験

第75回 日本臨床外科学会総会

2014/11/20

～2014/11/22

福島

演者名

吉田倫太郎 、古賀 聡 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ
子智徳 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

一般示説

肝原発粘表皮癌の再発との鑑別が困難であった肝炎症性偽腫瘍
の1例

皆川亮介 、梶山 潔 、吉屋匠平 、井口詔一 、廣瀬皓
介 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

一般口演

術前診断が困難であった、肝細胞癌に胆嚢癌を合併した1例

廣瀬皓介、梶山 潔 、皆川亮介 、井口詔一 、赤峰 翔
、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中
ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳

2014年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式
一般示説

一般口演

第27回 日本外科感染症学会 定期学
術集会

2014/12/4～
2014/12/5

第104回 日本消化器病学会 九州支部例 2014/12/5

～2014/12/6

東京

大分

演題名
鼠径ヘルニア術後15年目に神経痛を発症した１例

急速な転帰をたどったlittoral cell angiosarcomaの一例

膵頭十二指腸切除後に真菌性眼内炎を発症した1例

一般演題

腹腔鏡下手術を施行した絞扼性イレウスの一例

ワークショップ

当院におけるGIST手術例の検討－特に胃病変について－

一般演題

一般演題

一般演題

専修医発表

一般演題

専修医発表

演者名
影山優美子 、中ノ子智徳 、古賀 聡 、吉屋匠平 、武
谷憲二 、吉田倫太郎 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔
河野 淳 、皆川亮介 、井口詔一 、廣瀬皓介 、赤峰
翔 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、武谷憲二 、
中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶
山 潔
梶山 潔 、皆川亮介 、影山優美子 、赤峰 翔 、廣瀬
皓介 、平山佳愛 、河野 淳 、井口詔一 、吉屋匠平 、
武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲
斐正徳
甲斐正徳 、赤峰 翔 、井口詔一 、影山優美子 、平山
佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀
聡 、廣瀬皓介 、吉屋匠平 、平良彰浩 、河野 淳 、皆
川亮介 、梶山 潔
古賀 聡 、吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田
倫太郎 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔 、赤星和也

皆川亮介 、梶山 潔 、河野 淳 、井口詔一 、平良彰
浩 、廣瀬皓介 、赤峰 翔 、影山優美子 、平山佳愛 、
当院におけるStage４胆嚢癌の手術成績の検討
吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、古賀 聡 、甲斐
正徳
吉田倫太郎 、古賀 聡 、井口詔一 、河野 淳 、赤峰
翔 、廣瀬皓介 、影山優美子 、平山佳愛 、吉屋匠平 、
経食道裂孔的下部食道腫瘍核出術を施行したGISTの１例
武谷憲二 、中ノ子智徳 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔
吉屋匠平 、藤本禎明 、井口詔一 、赤峰 翔 、廣瀬皓
介 、影山優美子 、平山佳愛 、武谷憲二 、中ノ子智徳
緊急手術を要した成人小腸重責症の一例
、吉田倫太郎 、古賀 聡 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶
山 潔
廣瀬皓介 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、井口詔一 、河野
淳 、赤峰 翔 、平良彰浩 、平山佳愛 、影山優美子 、
医原性S状結腸穿孔を契機に発覚した腸結核の１例
武谷憲二 、中ノ子智徳 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山
潔
井口詔一 、皆川亮介 、西澤夏將 、河野 淳 、赤峰
良性胆管狭窄に対する金属ステント留置後に繰り返す胆管炎に対 翔 、廣瀬皓介 、平良彰浩 、影山優美子 、平山佳愛 、
吉屋匠平 、武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古
し胆道再建を行った１例
賀 聡 、甲斐正徳 、梶山 潔
平良彰浩 、皆川亮介 、廣瀬皓介 、井口詔一 、河野
淳 、赤峰 翔 、平山佳愛 、影山優美子 、吉屋匠平 、
肝切除後に発症した横隔膜ヘルニア嵌頓の１例
武谷憲二 、中ノ子智徳 、吉田倫太郎 、古賀 聡 、甲
斐正徳 、梶山 潔

