2015年 飯塚病院 学会実績
学会名
第36回 九州肝臓外科研究会

第９回 九州ヘルニア研究会学術集会

第13回 九州消化器外科学術講演会

開催年月日

開催地

発表形式

2015/1/30

福岡

一般口演

2015/2/21

2015/2/27

福岡

福岡

一般口演

一般口演

演題名
大腸癌肝転移症例における肝切除術後再発に関する検討

演者名
吉屋匠平、梶山 潔、皆川亮介、井口詔一、廣瀬皓介、
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

陰嚢破裂した右鼠径ヘルニア嵌頓の１例

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

Bridge to Surgeryとしての自己拡張型金属ステントの使用経験

吉田倫太郎、古賀 聡、井口詔一、赤峰 翔、廣瀬 皓
介、河野 淳、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

筑豊トロンボモジュリン講演会

2015/3/2

飯塚

一般口演

回腸新膀胱(代用膀胱)破裂による汎発性腹膜炎の1例

第８７回 日本胃癌学会総会

2015/3/4

広島

一般演題
示説

胃GIST再発例の検討

2015/3/5

～2015/3/6

中ノ子智徳古賀 聡 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
腹腔内洗浄細胞診陽性症例に対する当院での治療と予後
二
吉田倫太郎 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 翔 廣
瀬皓介 平良彰浩影山優美子 平山佳愛 吉屋匠平
一般演題
Meckel憩室による絞扼性イレウスの1例
武谷憲二 中ノ子智徳 吉田倫太郎古賀 聡 甲斐正
口演
徳 梶山潔
藤本禎明、皆川亮介、平良彰浩、廣瀬皓介、河野 淳、
生涯忘れられない 治療経過中に急速な転機をとった腸管症型T細胞性リンパ腫穿孔 西澤夏将、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、
この１例 口演 の1例
古賀聡、甲斐正徳、梶山潔
梶山 潔、皆川亮介、廣瀬皓介、平良彰浩、吉屋匠平、
要望演題
膵頭十二指腸切除術後の仮性動脈瘤出血に対して動脈塞栓術が 藤本禎明、西澤夏将、井口詔一、河野 淳、赤峰 翔、
影山優美子、平山佳愛、武谷憲二、中ノ子智徳、吉田
口演
奏功した2例
倫太郎、古賀 聡、甲斐正徳
甲斐正徳、赤峰 翔、武谷憲二、影山優美子、井口詔
一、平山佳愛、吉屋匠平、中ノ子智徳、吉田倫太郎、
一般演題
術前診断した盲腸窩ヘルニアの3例
古賀 聡、廣瀬皓介、平良彰浩、皆川亮介、梶山 潔
口演
一般演題
示説

～2015/3/6

第51回 日本腹部救急医学会総会

井口詔一、皆川亮介、河野 淳、西澤夏將、吉屋匠平、
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、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

京都

一般演題
口演

一般演題
示説

臍腸管遺残に起因した成人イレウス症例の1例

腹腔内腸管の壊死をきたした鼠径ヘルニア－嵌頓の1例

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

2015年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式

演題名

生涯忘れられない 結腸軸捻転症で発見されたReversed rotation型の超回転異常症
この１例 口演 の一例

一般演題
示説

放射線腸炎による小腸穿孔の１例

一般演題
口演

頻回の自己還納により陰嚢破裂した右鼠径ヘルニア嵌頓の１例

急性期外科フォーラム

2015/3/13

福岡

一般演題
口演

第115回 日本外科学会学術集会

2015/4/16

名古屋

一般演題
口演

一般演題
口演

～2015/4/18

第52回 九州外科学会

2015/4/30

2015/5/8

～2015/5/9

福岡

大分

当院におけるNBNC型肝癌切除症例の臨床病理学的検討

大腸癌肝転移症例における肝切除術後再発に関する検討

一般演題
口演

当院における腸管気腫性嚢胞症の診断・治療に対する検討

一般演題
口演

胃GIST手術例の検討

一般口演

第7回 ACES研究会

回腸新膀胱(代用膀胱)破裂による汎発性腹膜炎の1例

一般口演

一般演題口演

当科における局所進行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の短期成績

一瞬戸惑う直腸異物の2例

演者名
赤峰 翔、古賀 聡、河野 淳、井口詔一、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、皆川亮介、甲斐正徳、
梶山 潔
廣瀬皓介、吉田倫太郎、藤本禎明、井口詔一、赤峰
翔、河野 淳、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、古賀 聡、甲斐正徳、梶
山 潔
武谷憲二、中ノ子智徳、赤峰 翔、井口詔一、廣瀬皓
介、影山優美子、平山佳愛、吉屋匠平、吉田倫太郎、
古賀 聡、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔
廣瀬皓介、井口詔一、皆川亮介、河野 淳、西澤夏將、
吉屋匠平、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、梶山 潔、吉屋匠平、井口詔一、平山佳愛、
津田康雄、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳

吉屋匠平、梶山 潔、皆川亮介、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
中ノ子智徳 古賀 聡 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
吉田倫太郎 皆川亮介 甲斐正徳 梶山 潔
古賀 聡、井口詔一、廣瀬皓介、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、皆川亮介、甲斐正徳、梶山潔
木村和恵、楠元英次、杉山雅彦、太田光彦、堤 敬文、
坂口善久、楠本哲也、池尻公二

井口詔一、梶山 潔、皆川亮介、平山佳愛、津田康夫、
武谷憲二、吉屋 匠平、吉田倫太郎、木村和恵、古賀
聡、甲斐正徳

梶山 潔、皆川亮介、井口詔一、吉屋匠平、廣瀬皓介、
平山佳愛、武谷憲二、中ノ子智徳、吉田倫太郎、古賀
非機能性膵神経内分泌腫瘍(pNET)肝転移例の臨床病理学的検討 聡、甲斐正徳

香月洋紀、皆川亮介 西澤夏將、河野 淳 、井口詔一、
食道裂孔ヘルニア嵌頓に対して食道裂孔閉鎖・小腸部分切除を施 赤峰 翔、廣瀬皓介、平良彰浩、影山優美子、平山佳
研修医セッション
愛、吉屋匠平、武谷憲二、中ノ子智徳、吉田倫太郎、
行した一例
古賀聡、甲斐正徳、梶山潔

2015年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式

演題名

研修医セッション 巨大脾嚢胞に対して腹腔鏡下脾天蓋切除術を施行した1例

研修医セッション 虫垂炎待機的手術経過観察中に虫垂癌と診断した1例

一般演題口演

第51回 九州内分泌外科学会

2015/5/8
～2015/5/9

大分

一般演題口演

胃GIST再発例の検討

自壊して来院された男性乳癌の１例

演者名
藤本禎明、皆川亮介 西澤夏將、河野 淳 、井口詔一、
赤峰 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、
古賀聡、甲斐正徳、梶山潔
柳垣 充、梶山 潔、井口詔一、平山佳愛、吉屋匠平、
武谷憲二、古賀 聡、皆川亮介、甲斐正徳

坂野高大、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

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

第51回 日本肝臓学会総会

2015/5/21

熊本

主題ポスター

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、吉屋匠平

～2015/5/22

GIオンコロジーセミナー

第27回 日本肝胆膵外科学会学術集会

2015/6/5

2015/6/11

～2015/6/13

一般演題口演

福岡

東京

一般演題口演

ポスター

ポスター

ポスター

ポスター

当院におけるNBNC型肝癌切除症例の臨床病理学的検討

当院における胃GIST手術症例の検討

急性胆嚢炎を契機に見つかった胆嚢腺内分泌細胞癌の1例

進行胆嚢癌に対するGFP療法の取り組み

SVR後初発肝細胞癌に対する肝切除術後成績の検討

IPMN高度異型(非浸潤癌)とIPMN由来浸潤癌の臨床病理学的検討

古賀 聡、津田康雄、吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、
皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔

井口詔一、梶山 潔、皆川亮介、吉屋 匠平、廣瀬皓介、
影山優美子

吉屋匠平、梶山 潔、皆川亮介、井口詔一、赤峰 翔、
影山優美子、廣瀬皓介、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、梶山潔、吉屋匠平、井口詔一、赤峰翔、廣
瀬皓介、影山優美子

梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、井口詔一、廣瀬皓介、
影山優美子

2015年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式

第105回 日本消化器病学会九州支部例

2015/6/19

長崎

一般演題口演

第23回 日本乳癌学会学術集会

2015/7/2

第69回 日本食道学会学術集会

2015/7/2
～2015/7/3

第70回 日本消化器外科学会総会

2015/7/15

東京

横浜

浜松

～2015/7/17

第13回 日本臨床腫瘍学会学術集会

2015/7/16

2015/7/25

ポスター

要望演題

ミニオーラル

札幌

福岡

A群溶血性連鎖球菌による原発性腹膜炎の1例

木村和恵、楠元英次、杉山雅彦、太田光彦、堤敬文、
リンパ節転移部位から見た食道胃接合部癌に対する手術術式の検 坂口善久、楠本哲也、池尻公二
討
梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、井口詔一、平山佳愛、
非機能性膵神経内分泌腫瘍(PNET)におけるWHO分類2010と治療 武谷憲二、中ノ子智徳、吉田倫太郎、古賀 聡、甲斐
正徳
指針

腸閉塞を伴う局所進行結腸直腸癌に対するstoma造設の意義

進行胃癌に対する腹腔鏡手術の短期成績

ワークショップ

Efficacy of Postperative Anticoaglation Therapy with Enoxaparin
for PVT after Hepatectomy

一般演題口演

小腸穿孔で発症したⅡ型腸管症型T細胞リンパ腫に関する当科で
の経験

ポスター
セッション

一般口演

一般口演

演者名
皆川亮介、梶山 潔、吉屋匠平、井口詔一、平山佳愛、
津田康雄、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳

武谷憲二、井口詔一、赤峰翔、廣瀬晧介、平山佳愛、
吉屋匠平、中ノ子智徳、吉田倫太郎、古賀
当院における80歳以上の超高齢者の乳癌手術症例に対する検討 聡、皆川亮介、甲斐正徳、梶山潔

ミニオーラル

ポスター
セッション

～2015/7/18

第252回 福岡外科集談会

ポスター

演題名

巨大胃GISTを切除した3例

当院での葉状腫瘍の検討

急性胆嚢炎を契機に見つかった胆嚢腺内分泌細胞癌の1例

放射線化学療法が奏功した肛門管癌の2例

古賀 聡、井口詔一、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
木村和恵、楠元英次、杉山雅彦、太田光彦、堤敬文、
坂口善久、楠本哲也、池尻公二

吉屋匠平、調 憲、播本憲史、皆川亮介、山下洋市、池
上 徹、吉住朋晴、川中博文、梶山 潔、前原喜彦

井口詔一、梶山 潔、皆川亮介、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
甲斐正徳、赤峰 翔、武谷憲二、平山佳愛、井口詔一、
中ノ子智徳、古賀 聡、吉屋匠平、皆川亮介、梶山 潔

武谷憲二、井口詔一、赤峰翔、廣瀬晧介、平山佳愛、
吉屋匠平、中ノ子智徳、吉田倫太郎、古賀
聡、皆川亮介、甲斐正徳、梶山潔
井口詔一、梶山 潔、津田康雄、吉屋匠平、武谷憲二、
木村和恵、皆川亮介、古賀 聡

津田康雄、古賀 聡、小佐々貴博、藤本禎明、坂野高
大、鳥井ケ原幸博、井口詔一、平山佳愛、吉屋匠平、
武谷憲二、木村和恵、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔

2015年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式

演題名

演者名
皆川亮介、梶山 潔

一般口演

外科救急疾患の診断・治療～創意・工夫～急性胆嚢炎：術中合併
症、偶発症を避ける工夫、テクニック

福岡

一般口演

膵臓外科のトラブルシューティング

梶山 潔

2015/10/2

福岡

症例

ICG蛍光法による術中腸管血流評価が有効であったStanford A大
動脈解離の1例

津田康雄、古賀 聡、坂野高大、井口詔一、平山佳愛、
吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、皆川亮介、甲斐正
徳、梶山 潔

2015/10/3

福岡 パネルディスカッショ

当院におけるAcute Care Surgeryの現状と課題 ～本邦ACS普及
のカギは「連携」～

梶山 潔、坂野高大、皆川亮介、古賀 聡、木村和恵、
山田哲久、八木健司、奥山稔朗、安達普至

PD関連演題

当院において過去８年間に経験した腹部刺創の検討

坂野高大、梶山 潔、生塩典敬、堅 良太、太田黒崇
伸、鶴 昌太、曳田 彩子、林 友和、山田哲久、奥山
稔朗

ポスター

慢性膵炎に対する外科手術の特徴と有用性について

梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、井口詔一、坂野高大、
津田康雄、平山佳愛、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、
甲斐正徳

ポスター

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、吉屋匠平、井口詔一、平山佳愛、
津田康雄、武谷憲二、木村和恵、古賀聡、甲斐正徳

ポスター

偶発的胆嚢癌追加切除手術症例の検討

吉屋匠平、皆川亮介、井口詔一、津田康雄、平山佳
愛、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳、梶山
潔

ポスター

肝細胞癌術後の異時性リンパ節転移に対する外科切除の意義に
ついて

井口詔一、皆川亮介、坂野高大、平山佳愛、津田康
雄、吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、甲斐正
徳、梶山 潔

ポスター

胃癌におけるESD後追加切除例の予後

古賀 聡 、中ノ子智徳 、井口詔一 、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

ポスター

盲腸窩ヘルニアの4例

甲斐正徳 、武谷憲二 、平山佳愛 、井口詔一 、古賀
聡 、吉屋匠平 、皆川亮介 、梶山 潔 、八百谷朋子

刀圭会

2015/7/25

第7回 九州肝胆膵治療勉強会

2015/9/11

第8回 ACES研究会

第7回 日本Acute care surgery学会

～2015/10/4

第13回 日本消化器外科学会大会
（JDDW 2015）

2015/10/8

～2015/10/11

東京

2015年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式
一般演題口演

演題名

演者名

限局性膿瘍形成性急性虫垂炎に対する待期的虫垂切除術の有用 中ノ子 智徳 、古賀 聡 、廣瀬皓介 、平山佳愛 、武谷
性
憲二 、吉屋匠平 、皆川亮介 、甲斐正徳 、梶山 潔

ポスター

胸壁切除を含めた集学的治療で長期生存が得られた直腸癌胸壁
転移の1例

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

第53回 日本がん治療学会

2015/10/29
～2015/10/31

京都

ポスター

甲斐正徳、平山佳愛、津田康雄、吉屋匠平、木村和
Imatinib内服にて再発後10年長期生存中の胃GIST術後再発の1例 恵、古賀聡、井口詔一、鳥井ケ原幸博、坂野高大、皆
川亮介、梶山潔

第124回 筑豊肝胆膵研究会

2015/11/10

飯塚

一般口演

当院における肝細胞癌に対する肝切除術の現状と工夫

皆川亮介、梶山 潔、吉屋匠平

一般口演

急性胆嚢炎症例に対する治療の現状と当院の工夫

吉屋匠平、梶山 潔、皆川亮介、坂野高大、井口詔一、
津田康雄、平山佳愛、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、
甲斐正徳

一般口演

当院における膵神経内分泌腫瘍の現況

梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平

第77回 日本臨床外科学会総会

2015/11/26

福岡

～2015/11/28

第28回 日本外科感染症学会学術集会

第28回 日本内視鏡外科学会総会

シンポジウム

梶山 潔、坂野高大、井口詔一、平山佳愛、津田康雄、
非都市部におけるAcute Care Surgeryの理想と現実―当院での実
武谷憲二、吉屋匠平、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、
効性のある解決策は？―
甲斐正徳、山田哲久、八木健司、奥山稔朗、安達普至

一般示説

CEA高値で見つかった空置直腸に発生した直腸癌の一例

平山佳愛、甲斐正徳、坂野高大、鳥井ケ原 幸博、井口
詔一、津田康雄、吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、皆
川亮介、古賀 聡、梶山 潔

2015/12/3
～2015/12/4

名古屋

一般口演

梶山潔、皆川亮介、井口詔一、坂野高大、平山佳愛、
劇症型A群溶血性連鎖球菌感染症(TSLS)を呈した原発性腹膜炎の
津田康雄、吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、古賀聡、
1例
甲斐正徳

2015/12/10

大阪

一般演題

右胃大網動脈グラフトによる冠動脈バイパス術後に施行した腹腔
鏡下肝外側区域切除の1例

梶山 潔、皆川亮介、平山佳愛、吉屋匠平、武谷憲二、
木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳

一般演題

診断目的で腹腔鏡手術を施行した腹腔内腫瘤の2例

甲斐正徳、平山佳愛、坂野高大、津田康雄、吉屋匠
平、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、井口詔一、鳥井ケ
原幸博、皆川亮介、梶山 潔

一般演題

汎発性化膿性腹膜炎をともなう下部消化管穿孔に対する腹腔鏡手 木村和恵、津田康雄、平山佳愛、吉屋匠平、武谷憲
術の適応
二、皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔

～2015/12/12

2015年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式

演題名

演者名

一般演題

成人胃軸捻転症に対し、腹腔鏡下胃固定術を施行した1例

吉屋匠平、木村和恵、坂野高大、井口詔一、平山佳
愛、津田康雄、武谷憲二、古賀 聡、皆川亮介、甲斐正
徳、梶山 潔

一般演題

自動吻合器を用いた腹腔鏡下胃内手術を施行した胃粘膜下腫瘍
の一例

平山佳愛、甲斐正徳、井口詔一、吉屋匠平、武谷憲
二、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、梶山 潔

一般演題

巨大脾嚢胞に対して腹腔鏡下脾天蓋切除術を施行した1例

藤本禎明、皆川亮介、平山佳愛、吉屋匠平、武谷憲
二、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔

