2017年 飯塚病院 学会実績
学会名
筑豊オンコロジーフォーラム2017

第23回 筑豊重症患者治療研究会

第129回 筑豊肝胆膵研究会

開催年月日

開催地

発表形式

2017/2/7

飯塚

一般演題

進行・再発胃癌に施行したSOX療法2例の経験

一般演題

飯塚病院における災害医療に対する取り組みと外傷外科の現状と課
題

2017/2/8

2017/2/14

飯塚

飯塚

演題名

講演

膵癌術後肺転移の臨床病理学的特徴

講演

術式の定型化は肝切除術後合併症を減少させる～手術成績向上に向
けた当院の取り組み～

演者名
武末 亨、古賀 聡、賀茂圭介、福原雅弘、坂野高大、吉屋匠平、笠井
明大、武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、皆川亮介、甲斐正徳、梶山
潔
由茅隆文、賀茂圭介、生塩典敬、林 友和、山田哲久、八木健司、梶
山 潔、奥山稔朗
梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、笠井明大、坂野高大、福原雅弘、武
末 亨、賀茂圭介、武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、古賀 聡、甲斐正
徳
皆川亮介、梶山潔、吉屋匠平

講演

第53回 日本腹部救急医学会

2017/3/2

横浜

ワークショップ

当院における肝門部領域胆管癌の治療成績

吉屋匠平、皆川亮介、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、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、梶山
潔

膵頭十二指腸切除術後の仮性動脈瘤破裂による腹腔内出血の検討

梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、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

由茅隆文、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、福原雅弘、吉屋匠平、笠
腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEPP）を施行した閉鎖孔ヘルニア嵌頓再発 井明大、武谷憲二、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶山
一般演題（口演）
の一例
潔
若手医師研究プロ NOM時代における外傷性肝損傷に対する治療成績-NOMの適応と限
ジェクト
界に関する検討-

一般演題（口演）

一般演題（口演）

一般演題（口演）

腹腔内腸管の虚血をきたした鼠径ヘルニア嵌頓の2例

坂野高大、由茅隆文、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

大動脈狭窄症による腸管壊死に対して4期的手術により救命した1例

賀茂圭介、由茅隆文、武末 亨、福原雅弘、坂野高大、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

腹腔鏡手術が有用であったS状結腸憩室穿孔の一例

研修医・医学生セッ
絞扼性イレウスを疑い手術を行った小腸アニサキスの一例
ション

第14回 日本乳癌学会九州地方会

2017/3/4～
2017/3/5

福岡

一般演題

吉屋匠平、皆川亮介、梶山 潔、奥山稔朗、赤星朋比古、吉住朋晴、
前原喜彦

Mucocele-ｌｉｋe lesionを伴うDCIS病変に対して乳房部分切除を施行し
た1例

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

筑豊地区がん診療連携講演会

第117回 日本外科学会定期学術総会

2017/3/10

2017/4/27～
2017/4/29

飯塚

講演

横浜

パネルディスカッ
ション

飯塚病院における食道癌手術の現状～開胸開腹から胸腔鏡腹腔鏡へ
～

災害医療における外科医の役割

奥山稔朗、賀茂圭介、吉屋匠平、武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、皆
川亮介、古賀 聡、八木健司、梶山 潔

2017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

ポスター
セッション

膵腺扁平上皮癌の臨床病理学的検討

ポスター
セッション

地方病院での食道切除再建術におけるハイリスク症例の合併症軽減
への取り組み

絞扼性腸閉塞に対する腹腔鏡手術の有用性についての検討

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

ポスター
セッション

当院における乳腺葉状腫瘍の臨床病理学的検討
（Clinicopathological ｓtudy of breast phyllodes tumor in our hospital)

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

ポスター
セッション

吉屋匠平、皆川亮介、賀茂圭介、笠井明大、武谷憲二、由茅隆文、木
PTGBD施行後腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるICG蛍光造影法の有用性 村和恵、古賀 聡、甲斐正徳、梶山 潔
の検討

当院へ複数同時搬送された高エネルギー外傷患者の解析

研修医・医学生セッ
当院における食道異物に対する外科的治療適応の検討
ション

研修医・医学生セッ
腹腔鏡下幽門側胃切除後早期にNOMIを発症し救命しえた1例
ション

第54回 九州外科学会

2017/5/26～
2017/5/27

第31回 日本外傷学会総会・学術集会

三股佳奈子、由茅隆文、武末 亨、福原雅弘、坂野高大、吉屋匠平、
笠井明大、武谷憲二、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、梶山 潔

研修医・医学生セッ
術後イレウスの発生件数とその傾向
ション

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

大阪

一般演題
（ポスター）

熊本

一般演題
口演

横浜

古賀直道、木村和恵、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

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

一般演題
口演

2017/6/1～
2017/6/2

賀茂圭介、奥山稔朗、能城伶己、三股佳奈子、香月洋紀、三隅史朗、
東 貴寛、山田哲也、八木健司、鮎川勝彦、由茅隆文、梶山 潔

研修医・医学生セッ
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
ション

研修医・医学生セッ
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
ション

第93回 日本消化器内視鏡学会総会

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

ポスター
セッション

ポスター
セッション

2017/5/11～
2017/5/13

演者名
梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、武末 亨、賀茂圭介、福原雅弘、坂
野高弘、笠井明大、武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、古賀 聡、甲斐
正徳

膵頭十二指腸切除後の繰り返す胆管炎に対し、ダブルバルーン内視
鏡による胆管空腸吻合部拡張術が有効であった2例

当院における悪性腫瘍に伴う急性虫垂炎の検討

進行再発胃癌に施行したSOX療法2例の検討

ポスターセッション 胎児を安全に娩出し、脾も温存できた妊婦脾損傷の１例

利田賢哉、吉屋匠平、皆川亮介、賀茂圭介、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
梶山 潔、宜保淳也、池田浩子、鈴木俊幸、木村和恵、久保川賢、赤
星和也
坂野高大、甲斐正徳、武末 亨、賀茂圭介、吉屋匠平、笠井明大、武
谷憲二、由茅隆文、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、梶山 潔
武末 亨、古賀 聡、賀茂圭介、福原雅弘、坂野高大、吉屋匠平、笠井
明大、武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、皆川亮介、甲斐正徳、梶山
潔
由茅隆文、安藤美穂、賀茂圭介、坂野高大、福原雅弘、生塩典敬、山
田哲久、平松俊紀、八木健司、安達普至、梶山 潔、奥山稔朗

2017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71回 日本食道学会学術集会

2017/6/15～
2017/6/16

軽井沢

一般演題
（ポスター）

第48回 日本膵臓学会大会

2017/7/14～
2017/7/15

京都

一般演題
口演

金沢

要望演題
（ビデオ）

演題名
高齢化地域での食道癌治療成績からみた高齢者食道癌の治療方針

演者名
木村和恵、古賀 聡、賀茂圭介、笠井明大、吉屋匠平、武谷憲二、由
茅隆文、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔
梶山 潔、皆川亮介、吉屋匠平、笠井明大、金山雅俊、大﨑敏弘

第72回 日本消化器外科学会総会

2017/7/20

要望演題

第254回 福岡外科集談会

2017/7/29

福岡

一般口演

一般口演

第27回 九州内視鏡外科学会

第9回 日本Acute Care Surgery学会学
術集会

2017/9/2

2017/9/8～
2017/9/9

福岡

札幌

要望演題

ポスター

ポスター

ポスター

第53回 日本胆道学会学術集会

2017/9/28～
2017/9/29

第15回 日本消化器外科学会大会
(JDDW2017)

2017/10/12～
2017/10/15

山形

福岡

ポスター

膵癌術後肺転移に対する治療戦略
木村和恵、古賀 聡、賀茂圭介、吉屋匠平、笠井明大、武谷憲二、由
胸腔鏡下食道亜全摘手術における気管支損傷への術中対応とその後 茅隆文、皆川亮介、甲斐正徳、梶山 潔

術式の定型化は肝切除術後合併症を減少させる。

腹腔鏡下での診断が困難であった左傍十二指腸ヘルニアの1例

北村 聡、武谷憲二、小佐々貴博、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、笠
井明大、由茅隆文、萱島寛人、木村和恵、古賀 聡、皆川亮介、甲斐
正徳、梶山 潔

急性虫垂炎における執刀経験数の増加に伴う手術技術の向上

武末 亨、古賀 聡、小佐々貴博、賀茂圭介、坂野高大、笠井明大、武
谷憲二、由茅隆文、萱島寛人、木村和恵、古賀 聡、甲斐正徳、梶山
潔

腹腔鏡下虫垂切除術の1年間の経験から得たもの

武末 亨、古賀 聡、小佐々貴博、賀茂圭介、坂野高大、笠井明大、武
谷憲二、由茅隆文、萱島寛人、木村和恵、皆川亮介、甲斐正徳、梶山
潔

当院における成人臍ヘルニア嵌頓に対する手術症例の検討

腹腔鏡下を施行した消化管重複症の2例

外科的治療が奏功した十二指腸胆石イレウスの1例

デジタルポスター
十二指腸非乳頭部腫瘍に対する治療戦略の検討
セッション

第110回 日本消化器病学会九州支部例
会
2017/11/17～
第104回 日本消化器内視鏡学会九州支 2017/11/18
部例会

那覇

一般口演

一般演題

甲斐正徳、坂野高大、武末 亨、小佐々貴博、武谷憲治、由茅隆文、
木村和恵、古賀 聡、笠井明大、萱島寛人、皆川亮介、梶山 潔

木村和恵、小佐々貴博、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、笠井明大、
汎発性化膿性腹膜炎をともなう大腸穿孔に対する救命と手術術式の検 武谷憲二、由茅隆文、萱島寛人、古賀 聡、皆川亮介、甲斐正徳、梶
討
山 潔

デジタルポスター 巨大肝癌に対する右肝切除における前方アプローチ法の有用性に関
セッション
する検討

第12回 Acute Care and Emergency Surgery2017/10/27
(ACEC)研究会 福岡

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

由茅隆文、小佐々貴博、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、笠井明大、
東 貴寛、武谷憲二、萱島寛人、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、甲斐
正徳、奥山稔朗、梶山 潔
宮本和明、宜保淳也、赤星和也、鈴木俊幸、山口恵梨子、池田浩子、
稲村和紀、長友周三郎、永松諒介、安倍俊行、梶山 潔
梶山 潔、古賀 聡、皆川亮介、木村和恵、由茅隆文、武谷憲二、笠井
明大、吉屋匠平、坂野高大、福原雅弘、賀茂圭介、武末 亨、甲斐正
徳
皆川亮介、梶山潔、吉屋匠平、賀茂圭介、笠井明大、武谷憲二、由茅
隆文、木村和恵、古賀聡、甲斐正徳

Ⅲb型膵外傷2例の治療経験
手術治療と非手術治療の適応を考える

賀茂圭介、由茅隆文、小佐々貴博、武末 亨、坂野高大、笠井明大、
武谷憲二、萱島寛人、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、甲斐正徳、梶
山 潔

肝右葉切除前に腹腔鏡下門脈右枝結紮術を施行した5例の経験

皆川亮介、梶山 潔、萱島寛人、小佐々貴博、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

2017年 飯塚病院 学会実績
学会名

開催年月日

開催地

発表形式
専修医発表

第79回 日本臨床外科学会総会

2017/11/23～
2017/11/25

東京

一般口演

一般示説

第30回 日本内視鏡外科学会総会

2017/12/7～
2017/12/9

京都

演題名

演者名
末廣侑大、赤星和也、久保川賢、淀江賢太郎、宜保淳也、長田繁樹、
徳丸佳世、山口恵梨子、宮本和明、稲村和紀、永松諒介、長友周三
異所性胃粘膜から発生した小腸癌からの一例
郎、安倍俊行、佐藤孝生、木村勇祐、梅北慎也、宮原翔仁、菅原大
輔、井原栄吉、古賀 聡、梶山 潔
梶山 潔、古賀 聡、皆川亮介、木村和恵、萱島寛人、由茅隆文、武谷
当院における若手外科医教育の現状と課題-時代とともに変わること、 憲二、笠井明大、坂野高大、加茂圭介、武末 亨、小佐々貴博、甲斐
変わらないこと正徳
笠井明大、甲斐正徳、小佐々貴博、武末 亨、賀茂圭介、坂野高大、
鏡視下縫合によるメッシュ固定が有用であった腹腔鏡下直腸固定術を 武谷憲二、由茅隆文、木村和恵、皆川亮介、古賀 聡、梶山 潔
施行した直腸脱の2例

ポスター

虫垂嚢胞性疾患に対する腹腔鏡手術の経験

甲斐 正徳、武末 亨、武谷 憲二、由茅 隆文、木村 和恵、古賀
聡、笠井 明大、萱島 寛人、皆川 亮介、梶山 潔

ポスター

腹腔鏡下高位前方切除術後の難治成乳糜腹水の一治療例

古賀 聡、武末 亨、笠井 明大、武谷 憲二、由茅 隆文、萱島 寛
人、木村 和恵、皆川 亮介、甲斐 正徳、梶山 潔

ポスター

左肺癌術後の食道癌に対して胸腔鏡下食道亜全摘を施行した一例

木村 和恵、武末 亨、笠井 明大、武谷 憲二、由茅 隆文、萱嶋
寛人、皆川 亮介、古賀 聡、甲斐 正徳、梶山 潔

ポスター

当院における腹腔鏡下直腸固定術の工夫-鏡視下縫合によるメッシュ 笠井 明大、甲斐 正徳、武末 亨、武谷 憲二、由茅 隆文、萱嶋
固定
寛人、木村 和恵、古賀 聡、梶山 潔

