2016年 飯塚病院 学会実績
学会名
第52回日本腹部救急医学会

開催年月日

開催地

発表形式

演題名

2016/3/3～
2016/3/4

東京都

シンポジウム

総合診療医は腹部救急医療の危機を打開するカギになる

主題関連演題

Aｃｕｔｅ Care Surgeon 育成にはチーム医療による on the job
training と外傷外科の off the job training
ICG蛍光法による術中腸管血流評価が有用であったStanford A大
動脈解離の一例

演者名
梶山 潔、坂野高大、井口詔一、平山佳愛、津田康雄、
吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、皆川亮介、
甲斐正徳、吉野俊平、小田浩之、井村 洋
梶山 潔、坂野高大、井口詔一、平山佳愛、津田康雄、
吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、
甲斐正徳、山田哲久、八木健司、奥山稔朗、安達普至
津田康雄、古賀 聡、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
平山佳愛、甲斐正徳、吉屋匠平、武谷憲二、梶山 潔

一般演題

第116回日本外科学会定期学術集会

2016/4/14～
2016/4/16

大阪市

成人臍ヘルニア嵌頓イレウスに対し、待期的手術をし得た1例

研修医・医学生セッ
交通外傷後の遅発性消化管穿孔の2例
ション

石原大輔、津田康雄、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、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔

研修医・医学生セッ
腹部手術歴のない絞扼性イレウスの一例
ション

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

研修医・医学生セッ
100歳に発症した絞扼性イレウスの1例
ション

香月洋紀、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

研修医・医学生セッ
大動脈内血栓症に起因するSMA塞栓症の一例
ション

三股佳奈子、吉屋匠平、木村和恵、坂野高大、鳥井ケ
原幸博、井口詔一、津田康雄、平山佳愛、武谷憲二、
皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔

梶山 潔、坂野高大、井口詔一、平山佳愛、津田康雄、
地方都市における外傷外科の理想と現実-実効性のある解決策と 吉屋匠平、武谷憲二、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、
ポスタ－セッション
は甲斐正徳、山田哲久、八木健司、奥山稔朗

ポスタ－セッション 進行再発GISTに対するイマチニブ治療例の検討

一般演題

肝細胞癌に対する肝切除術後の門脈血栓症に関する検討

ポスタ－セッション 腹部外傷を伴う多発外傷に対する治療成績と外科医の役割

ポスタ－セッション 40歳以下の若年者乳癌における臨床病理学的検討

古賀 聡、坂野高大、鳥井ケ原幸博、井口詔一、津田
康雄、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
皆川亮介、梶山 潔、吉屋匠平、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
由茅隆文、赤星朋比古、安田光宏、吉住朋晴、前原喜
彦
武谷憲二、井口詔一、津田康雄、平山佳愛、吉屋匠
平、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山
潔

2016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

ポスタ－セッション 当院における肝門部領域胆管癌の治療成績

ポスタ－セッション 高齢者胃癌に対する腹腔鏡下胃切除の有用性の検討

第53回九州外科学会

2016/5/13～
佐世保市
2016/5/14

一般演題

演者名
吉屋匠平、皆川亮介、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、梶山
潔
津田康雄、古賀 聡、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

皆川亮介、井口詔一 、津田康雄 、平山佳愛 、吉屋匠
胆嚢亜全摘後の遺残胆石に電気水圧衝撃波結石破砕が奏効した 平 、武谷憲二 、木村和恵 、古賀 聡 、甲斐正徳 、梶
一例
山 潔

古賀直道、木村和恵、柳垣 充、坂野高大、井口詔一、
研修医セッション 義歯誤飲に対して術中に咽頭鏡補助下の摘出が有効であった一例 鳥井ケ原幸博、平山佳愛、津田康雄、吉屋匠平、武谷
憲二、古賀 聡、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔
吉屋匠平、皆川亮介、井口詔一、内田孝之、梶山 潔
第28回日本肝胆膵外科学会

2016/6/2～
2016/6/4

大阪市

人工心肺停止下に切除した右心房内腫瘍栓を有する進行肝細胞
一般ポスター演題
癌の1例

一般ポスター演題 膵癌術後肺転移に対して集学的治療が有効であった3例

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

ビデオセッション

第24回日本乳癌学会学術総会

2016/6/16～
2016/6/18

第70回日本食道学会学術集会

2016/7/14～
2016/7/16

第71回日本消化器外科学会総会

2016/7/14～
2016/7/16

東京都

一般ｾｯｼｮﾝ

東京都

一般演題
ポスター

徳島市

一般演題（ポス
ター）

（ポスター掲示）

一般演題
（ポスター）

一般演題
（ポスター）

一般演題
（ポスター）

術式の定型化による肝系統的中央切除術手術成績の向上

当院における若年者乳癌における臨床病理学的因子の検討

術後難治性胃管肺瘻に対してPGA（ポリグリコール酸）シート充填
法が有用だった1例

武谷憲二、井口詔一、津田康雄、平山佳愛、吉屋匠
平、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山
潔
木村和恵、井口詔一、宮垣亜紀、津田康雄、武谷憲
二、古賀 聡、本村廉明、甲斐正徳、赤星和也、梶山
潔

梶山 潔、坂野高大、皆川亮介、古賀 聡、木村和恵、
Acute Care Surgeonには、消化器外科医、特に肝胆膵外科医から 井口詔一、平山佳愛、津田康雄、吉屋匠平、武谷憲二
が最短距離である

当院における閉鎖孔ヘルニアの現状

肝細胞癌に対する肝切除後の門脈血栓症に関する検討

古賀 聡、平山佳愛、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
皆川亮介、梶山 潔、吉屋匠平、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

木村和恵、井口詔一、津田康雄、吉屋匠平、武谷憲
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術式の検 二、皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔
討

2016年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式
ワークショップ

一般演題
（ポスター）

一般演題
（ポスター）

第127回筑豊肝胆膵研究会特別講演会

2016/8/19

2016/9/23～
第8回日本Acute Care Surgery学会学術集会
2016/9/24

飯塚市

大阪市

基調講演

ポスター

ポスター

演題名
腹部外傷診療のおける消化器外科医の役割

当院における胃癌穿孔症例の検討

当院における急性胆嚢炎に対する治療の現状

肝切除後難治性腹水に対し、トルバプタンを使用した症例の検討

治療に難渋した膵頭十二指腸切除後の仮性門脈瘤破裂の1例

第54回癌治療学会

JDDW2016

2016/11/3～
2016/11/6

横浜市

神戸市

当院におけるラムシマブの有用性の検討-高齢者への安全性

ポスター

ポスター

ポスター

筑豊敗血症治療講演会

2016/11/11

飯塚市

一般演題

武谷憲二、井口詔一、津田康雄、吉屋匠平、木村和
恵、皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔
吉屋匠平、皆川亮介、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、梶山
潔
吉屋匠平、皆川亮介、梶山 潔、田中紘介、宮崎将之、
千住猛士、矢田雅佳、本村健太
梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、坂野高大、武末 亨、
笠井明大、由茅隆文、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、
安達普至

由茅隆文、武末 亨、坂野高大、吉屋匠平、笠井明大、
当院における腸閉塞治療の現状と絞扼性イレウスに対する腹腔鏡 武谷憲二、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、梶山 潔
手術の有用性についての検討

当院における過去3年間の絞扼性イレウスの検討

2016/10/20～
2016/10/22

演者名
由茅隆文、赤星朋比古、安田光宏、大垣吉平、池上
徹、佐伯浩司、内山秀昭、沖 英次、吉住朋晴、前原喜
彦

坂野高大、由茅隆文、皆川亮介、武末 亨、福原雅弘、
吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、
梶山 潔
木村和恵、古賀 聡、吉屋匠平、武谷憲二、由茅隆文、
皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔

皆川亮介、梶山 潔、吉屋匠平、井口詔一、津田康雄、
巨大肝癌に対する右肝切除術における前方アプローチ法の有用性 平山佳愛、武谷憲二、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳
に関する検討

80歳以上の高齢者食道癌に対する切除例の検討

PTGBD施行症例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の治療検討

当科における下部消化管穿孔の治療成績

木村和恵、古賀 聡、井口詔一、津田康雄、吉屋匠平、
武谷憲二、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔
吉屋匠平、皆川亮介、坂野高大、武谷憲二、由茅隆
文、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔
由茅隆文、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、福原雅弘、
吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、平松俊紀、木村和
恵、皆川亮介、古賀 聡、足立普至、甲斐正徳、梶山
潔

2016年 飯塚病院 学会実績
学会名
第78回日本臨床外科学会総会

開催年月日

開催地

発表形式

2016/11/24～
2016/11/26

東京都

ワークショップ

主題関連
演題

一般口演

一般口演

主題関連
演題

第108回日本消化器病学会九州支部例会
第102回日本消化器内視鏡学会九州支部
例会

2016/11/25～
2016/11/26

熊本市

第29回日本内視鏡外科学会

横浜市

非都市部における一般外科医の外傷外科教育には肝胆膵とoff
the job training

演者名
梶山 潔、皆川亮介、由茅隆文、武末 亨、賀茂圭介、
坂野高大、福原雅弘、吉屋匠平、笠井明大、武谷憲
二、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳

肝系統的中央切除における安定した手術手技取得のためにlerning curveを用いた検討-

皆川亮介、梶山 潔、吉屋匠平、武末 亨、福原雅弘、
坂野高大、笠井明大、武谷憲二、由茅隆文、木村和
恵、古賀 聡、甲斐正徳

食道胃接合部癌に対する適切な術式の検討

当院での原発性小腸癌9例の臨床病理学的検討

当院における急性胆嚢炎に対する治療の現状

木村和恵、古賀 聡、吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、
由茅隆文、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔
由茅隆文、古賀直道、吉屋匠平、木村和恵、皆川亮
介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔
吉屋匠平、皆川亮介、武末 亨、坂野高大、笠井明大、
武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳、
梶山 潔
古賀直道、木村和恵、武末 亨、坂野高大、福原雅弘、
吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、由茅隆文、古賀 聡、
皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔

研修医

当院における食道異物に対する治療法及び治療適応の検討

ブース
セミナー

木村和恵、古賀聡、吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、
当科での腹臥位胸腔鏡下食道切除～右気管支動脈温存と視野展 皆川亮介、甲斐正徳、梶山潔
開の工夫～

専修医発表

研修医発表

2016/12/8～
2016/12/10

演題名

要望演題

武末 亨、皆川亮介、梶山 潔、福原雅弘、坂野高大、
胆膵領域外臓器癌の再発・転移病変に対し膵頭十二指腸切除術を 吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、由茅隆文、木村和
行った4例の検討
恵、古賀 聡、甲斐正徳

肝細胞癌副腎転移に対する外科治療の有効性に関する検討

胆道癌に対する腹腔鏡下手術の適応、有用性、今後の展望

小佐々貴博、皆川亮介、梶山 潔、武末 亨、坂野高
大、福原雅弘、吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、由茅
隆文、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳
梶山 潔、皆川亮介 、吉屋匠平 、坂野高大 、賀茂圭
介 、福原雅弘 、笠井明大 、武谷憲二 、由茅隆文 、木
村和恵 、古賀 聡 、甲斐正徳

デジタルポスター 腹腔鏡下に診断的手術を行った回盲部腫瘤の一例

甲斐正徳、武末 亨、笠井明大、坂野高大、武谷憲二、
由茅隆文、木村和恵、古賀 聡、福原雅弘、吉屋匠平、
皆川亮介、梶山 潔

デジタルポスター 肝細胞癌に対する腹腔鏡下門脈右枝結紮の経験

皆川亮介、梶山 潔、吉屋匠平、武末亨、福原雅弘、坂
野高大、笠井明大、武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、
古賀 聡、甲斐正徳

2016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

口演

下部消化管穿孔に起因する汎発性腹膜炎に対しる内視鏡外科の
適応

木村和恵、古賀聡、吉屋匠平、武谷憲二、由茅隆文、
皆川亮介、甲斐正徳、梶山潔

口演

当院における絞扼性イレウスに対する腹腔鏡手術の現状

由茅隆文、坂野高大、武末 亨、賀茂圭介、福原雅弘、
吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、木村和恵、皆川亮
介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔

デジタルポスター 腹腔鏡下に診断した魚骨によるS状結腸穿孔の1例

口演

PTGBD施行後腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるICG蛍光法の有用性
の検討

武谷憲二、古賀 聡、吉屋匠平、笠井明大、由茅隆文、
木村和恵、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔
吉屋匠平、皆川亮介、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、
笠井明大、武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、古賀 聡、
甲斐正徳、梶山 潔

