
学会発表 

 

大賀 丈史、辻田 英司、野添 忠浩、隈 宗晴、江崎 卓弘 

当院外科病棟における手術部位感染(SSI)発生とリスク因子の検討 

第 118回日本外科学会定期学術集会（平成 30年 4月 5日～7日、東京） 

 

伊藤 修平、深川 剛生、佐藤 哲也、北川 影、藤井 昌志、倉光 正太郎、清水 大、 

野田 美和、吉川 幸宏、胡 慶江、鶴田 祐介、黒田 陽介、増田 隆明、江口 英利、 

笹子 三津留、三森 功士 

胃癌患者の術前末梢血、骨髄血における癌関連遺伝子、免疫関連遺伝子発現の臨床的

意義 

第 118回日本外科学会定期学術集会（平成 30年 4月 5日～7日、東京） 

 

隈 宗晴、中司 元、河野 麻優子、辻田 英司、大賀 丈史、江崎 卓弘、青柳 知美 

血管内治療が奏功した下大静脈症候群の 1例 

第 38回日本静脈学会学術総会（平成 30年 6月 15日、横須賀） 

 

大賀 丈史、河野 麻優子、川崎 淳司、辻田 英司、隈 宗晴、江崎 卓弘 

地域支援病院における 70歳以上の食道癌に対する手術成績の検討 

第 43回日本外科系連合学会学術集会（平成 30年 6月 22日～23日、東京） 

 

伊藤 修平、南原 翔、増田 隆明、東保 太郎、倉光 正太郎、胡 慶江、鶴田 祐介、 

黒田 陽介、江口 英利、三森 功士 

食道扁平上皮癌における新規癌抑制遺伝子 ZNF750の臨床的意義 

第 72回日本食道学会学術集会（平成 30年 6月 28日～29日、宇都宮） 

 

伊藤 修平、深川 剛生、清水 大、胡 慶江、黒田 陽介、増田 隆明、江口 英利、片井 均、 

笹子 三津留、三森 功士 

Immune related genes expression in peripheral blood in patients with gastric 

cancer 

胃癌切除症例の術前末梢血における免疫関連遺伝子発現に着目したバイオマ-カ-探         



索 

第 73回日本消化器外科学会総会（平成 30年 7月 11～13日、鹿児島） 

 

隈 宗晴 

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）に対する血行再建の一例 

第 10回日本下肢救済・足病学会学術集会（平成 30年 7月 15日、札幌） 

 

隈 宗晴 

It is optimal that treatment of CLI patients is completed in one department (Pro.) 

第 27回日本心血管インターベンション治療学会（平成 30年 8月 4日、神戸） 

 

吉賀 亮輔、隈 宗晴、中司 元、伊藤 修平、辻田 英司、石田 真弓、大賀 丈史、江崎 卓弘 

抗凝固療法により軽快した aortic saddle embolism の一例 

第 112回日本血管外科学会九州地方会（平成 30年 8月 25日、熊本） 

 

伊藤 修平、増田 隆明、野田 美和、清水 大、脇山 浩明、吉川 幸宏、胡 慶江、佐藤 晋影、 

斉藤 衆子、鶴田 祐介、黒田 陽介、江口 英利、三森 功士 

胃癌切除標本の PD-1, PD-L1, CD8 遺伝子発現に着目した予後予測マーカーの同定

(Clinical Significance of PD-1, PD-L1 and CD8 Gene Expression Levels in Gastric 

Cancer) 

第 77回日本癌学会学術総会（平成 30年 9月 27日～29日、大阪） 

 

隈 宗晴、吉賀 亮輔、伊藤 修平、石田 真弓、辻田 英司、大賀 丈史、江崎 卓弘、 

居石 克夫 

IgG4関連動脈炎を合併した浅側頭動脈瘤の１例 

第 59回日本脈管学会学術総会（平成 30年 10月 25日、広島） 

 

大賀 丈史、久保 信英、伊藤 修平、辻田 英司、隈 宗晴、德石 恵太、江崎 卓弘 

食道異物一例―有鉤義歯― 

第 70回日本気管食道科学会ならびに学術講演会 

（平成 30年 11月 8日～9日、東京） 



 

伊藤 修平、大賀 丈史 

双孔式横行結腸ストーマ脱出に対し腹腔鏡下修復術を施行した一例 

第 31回日本内視鏡外科学会学術総会（平成 30年 12月 6日～8日、福岡） 

 

隈 宗晴、河野 麻優子、橋本 直隆、辻田 英司、大賀 丈史、野添 忠浩、江崎 卓弘、 

德石 恵太、岡林 寛 

肺切除後に発症した下肢急性動脈閉塞症の３例 

第 49回日本心臓血管外科学会学術総会（平成 30年 12月 6日～8日、福岡） 

 

隈 宗晴、岡崎 仁 

腹臥位による distalバイパス 

第 46回日本血管外科学会学術総会（平成 30年 5月 11日、山形） 

 

吉賀 亮輔、隈 宗晴、中司 元、伊藤 修平、辻田 英司、石田 真弓、大賀 丈史、江崎 卓弘 

抗凝固療法により軽快した aortic saddle embolism の１例 

112回日本血管外科学会学術九州地方会（平成 30年 8月 25日、熊本） 

 

濱田 利徳、阿部 創世、德石 恵太、前川 信一、岡林 寛 

膿胸に対する開窓症例の検討 

第 118回日本外科学会定期学術集会（平成 30年 4月 5日～7日、東京） 

 

前川 信一、阿部 創世、德石 恵太、濱田 利徳、岡林 寛、岩﨑 昭憲 

胸部散弾銃創の胸壁補強部に生じた皮膚瘻を伴う慢性膿胸の 1例 

第 55回九州外科学会（平成 30年 5月 11日～12日、福岡） 

 

德石 恵太、阿部 創世、前川 信一、濱田 利徳、岡林 寛、川上 善久 

有瘻性膿胸に対する遊離大網移植充填術 

第 35回日本呼吸器外科学会総会（平成 30年 5月 17日～18日、千葉） 

 

濱田 利徳、阿部 創世、德石 恵太、前川 信一、岡林 寛 

成人での先天性嚢胞性腺腫様奇形が疑われた 3切除例 

第 35回日本呼吸器外科学会総会（平成 30年 5月 17日～18日、千葉） 



 

前川 信一、阿部 創世、德石 恵太、濱田 利徳、岩﨑 昭憲、岡林 寛 

膿胸に対する大網充填後に発生した消化器合併症の検討 

第 35回日本呼吸器外科学会総会（平成 30年 5月 17日～18日、千葉） 

 

阿部 創世、德石 恵太、前川 信一、濱田 利徳、岡林 寛 

非結核性抗酸菌症の外科治療の検討 ―難治性症例の反省を主体に－ 

第 35回日本呼吸器外科学会総会（平成 30年 5月 17日～18日、千葉） 

 

濱田 利徳、德石 恵太、前川 信一、岡林 寛 

画像所見に基づいた急性膿胸の治療戦略 

第 41回日本呼吸器内視鏡学会学術集会（平成 30年 5月 24日～25日、東京) 

 

德石 恵太、阿部 創世、前川 信一、濱田 利徳、岡林 寛 

胸腺腫術後に SLEが疑われた 1例 

第 51回日本胸部外科学会九州地方会総会（平成 30年 8月 23日～24日、鹿児島） 

 

前川 志帆、阿部 創世、德石 恵太、前川 信一、濱田 利徳、岡林 寛 

転倒による咽頭後間隙血腫の 1例 

第 51回日本胸部外科学会九州地方会総会（平成 30年 8月 23日～24日、鹿児島） 

 

德石 恵太、阿部 創世、前川 信一、濱田 利徳、岡林 寛 

左上葉切除術後の肺静脈断端血栓の予測 

第 71回日本胸部外科学会定期学術集会（平成 30年 10月 3日～6日、東京） 

 

阿部 創世、德石 恵太、前川 信一、濱田 利徳、岡林 寛 

難治性気胸に対する特殊治療 ―シュークリーム療法とミルフィーユ療法― 

第 71回日本胸部外科学会定期学術集会（平成 30年 10月 3日～6日、東京） 

 

岡林 寛、前川 信一、德石 恵太 

炎症性肺疾患手術のピットフォール対策（ビデオシンポジウム） 

第 80回日本臨床外科学会総会（平成 30年 11月 22日～24日、東京） 

 

德石 恵太、阿部 創世、前川 信一、澤田 貴裕、岡林 寛 

極めて短い胸腔内索状物癒着の断裂による胸膜外腔出血 

第 59回日本肺癌学会九州支部学術集会（平成 31年 2月 22日～23日、佐賀） 



 

保田 宗紀、大城 真也、井上 亨 

Peritentorial acute subdural hematomaの一例 

第 32回日本外傷学会総会（平成 30年 6月、京都） 

 

坂口 萌、黒田 淳哉、保田 宗紀、陣内 重郎、立花 正輝、村谷 陽平、中根 博、大城 真也、 

細谷 まろか、小池 明広 

カルバマゼピンによる洞不全症候群を契機に心原性脳塞栓症をきたした一例 

第 222回日本神経学会九州地方会（平成 30年 6月、佐賀） 

 

Munetoshi Yasuda, Shinya Oshiro, Seizaburo Sakamoto, Toshio Higashi, Tooru Inoue 

Acute thrombectomy for stroke patients with large vessel occlusion and minor 

stroke symptoms 

Asia Pacific Stroke Conference 2018 （平成 30年 9月、Jakarta) 

 

横山 貴士、奥山 捻朗、黒田 淳哉、前川 志帆、村谷 陽平、細谷 まろか、立花 正輝、 

保田 宗紀、岡林 寛 

カルバマゼピンによる洞不全症候群を契機に心原性脳塞栓症をきたした一例 

第 37回福岡救急医学会（平成 30年 9月、福岡） 

 

保田 宗紀、大城 真也、中根 博、井上 亨 

抗凝固剤内服中の高齢者に発症した急性硬膜下血腫に対する神経内視鏡下小開頭血

腫除去術 

第 77回日本脳神経外科学会学術総会（平成 30年 10月、仙台） 

第 25回日本神経内視鏡学会（平成 30年 10月、新潟） 

第 46回日本救急医学会総会（平成 30年 11月、横浜） 

 

田口 裕子、塚本 結美、保田 宗紀、大城 真也、中根 博、東 登志夫 

脳梗塞院内発症患者における A病院の問題点と課題 

第 34回日本脳神経血管内治療学会学術総会（平成 30年 11月、仙台） 

 



保田 宗紀、大城 真也、村谷 陽平、立花 正輝、陣内 重郎、黒田 淳哉、中根 博、 

東 登志夫、井上 亨 

DWI ASPECTS 6点未満の症例に対する血栓回収療法の検討 

第 34回日本脳神経血管内治療学会学術総会（平成 30年 11月、仙台） 

 

保田 宗紀、大城 真也、小川 さや香、村谷 陽平、立花 正輝、陣内 重郎、黒田 淳哉、 

中根 博、東 登志夫、井上 亨 

DWI ASPECTS 6点未満の症例に対する血栓回収療法の検討 

第 44回日本脳卒中学会学術集会（平成 31年 3月、横浜） 

 

立花 正輝、黒田 淳哉、保田 宗紀、村谷 陽平、小川 さや香、陣内 重郎、大城 真也、 

中根 博 

早期再灌流療法は脳梗塞完成後でも麻痺の改善に寄与する可能性がある 

第 44回日本脳卒中学会学術集会（平成 31年 3月、横浜） 

 

福元 真一 

高度内転中足を伴う高度外反母趾に対して第 1 中足骨近位短縮底屈骨切りを行った

1例 

第 43回日本足の外科学会学術集会（平成 30年 11月 2日、千葉） 

 

田所 耕平 

鎖骨骨折に対して骨接合術施行後に胸郭出口症候群を発症した 1例 

第 136回西日本整形・災害外科学会（平成 30年 11月 23日、長崎） 

 

原田 哲誠 

診断に難渋した SAPHO症候群の 2例 

第 136回西日本整形・災害外科学会（平成 30年 11月 23日、長崎） 

 

村谷 陽平、立花 正輝、陣内 重郎、黒田 淳哉、中根 博、田中 恵理 

抗 NMDA受容体抗体脳炎を続発した単純ヘルペス脳炎の一例 

第 224回日本神経学会九州地方会（平成 30年 12月 22日、熊本） 



 

緒方 彩子、鈴木 邦裕、濱田 直樹、一木 克之、津田 徹、髙田 昇平、北里 裕彦、 

井上 直征、矢寺 和博、迎 寛、永田 忍彦、吉井 千春、岡元 昌樹、星野 友昭、石井 寛、 

藤田 昌樹、渡辺 憲太朗、若田 好史、徳永 章二、錦谷 まりこ、中西 洋一 

福岡県における喫煙関連呼吸器難病に対する前向きコホート研究：福岡肺の生活習

慣病研究会 

第 58回日本呼吸器学会学術講演会（平成 30年 4月 28日、大阪） 

 

坪井 知正、小賀 徹、斎藤 武文、髙田 昇平、矢野 修一、大平 徹郎、河村 哲治、山中 徹、 

阿部 聖裕、角 謙介、陳 和夫 

睡眠薬高頻度内服中 COPD 患者における睡眠薬の主観的有効性の差が生命予後に与

える影響 

第 58回日本呼吸器学会学術講演会（平成 30年 4月 28日、大阪） 

 

山本 悠造、緒方 彩子、濱田 直樹、津田 徹、髙田 昇平、井上 直征、矢寺 和博、迎 寛、 

星野 友昭、永田 忍彦、藤田 昌樹、渡辺 憲太朗、吉井 千春、若田 好史、徳永 章二、 

清原 千香子、中西 洋一 

間質性肺疾患 診断の新展開 

日本人におけるMUC5遺伝子多型と慢性呼吸器疾患リスクとの関連性：福岡肺の生

活習慣病研究（FOLD registry） 

第 58回日本呼吸器学会学術講演会（平成 30年 4月 29日、大阪） 

 

有村 雅子、緒方 彩子、濱田 直樹、一木 克之、津田 徹、髙田 昇平、井上 直征、 

矢寺 和博、迎 寛、星野 友昭、永田 忍彦、藤田 昌樹、渡辺 憲太朗、吉井 千春、 

若田 好史、徳永 章二、清原 千香子、中西 洋一 

喫煙関連肺疾患におけるテロメア関連遺伝子の検討：福岡肺の生活習慣病研究会

（FOLD registry） 

第 58回日本呼吸器学会学術講演会（平成 30年 4月 29日、大阪） 

 

角 謙介、坪井 知正、佐藤 敦夫、望月 吉郎、阿部 聖裕、大平 徹郎、斎藤 武文、 

矢野 修一、髙田 昇平、山中 徹、陳 和夫 



LTOT±長期 NIV症例における各種 QOL指標と生命予後の関連 

第 58回日本呼吸器学会学術講演会（平成 30年 4月 29日、大阪） 

 

大田 恵一、原田 大志、伊地知 佳世、米嶋 康臣、福山 聡、中西 洋一 

増大する結節性病変に対し気管支鏡検査にて診断に至ったアミロイドーシスの一例 

第 41回日本呼吸器内視鏡学会学術集会（平成 30年 5月 25日、東京） 

 

中野 貴子、白石 祥理、吉見 通洋、田尾 義昭、髙田 昇平 

非結核性抗酸菌症に対する外科治療例についての検討 

第 93回日本結核病学会総会（平成 30年 6月 23日、大阪） 

 

大田 恵一、田中 謙太郎、田口 綾祐、米嶋 康臣、岡本 勇、中西 洋一 

アレクチニブおよびクリゾチニブ投与に対し類似した重篤な薬疹と著明な腫瘍縮小

を認めた ALK融合遺伝子陽性肺癌の一例 

第 16回日本臨床腫瘍学会学術集会（平成 30年 7月 20日、神戸） 

 

山下 崇史、上野 剛史、中西 喬之、大田 恵一、中野 貴子、吉見 通洋、田尾 義昭、 

髙田 昇平 

HFNCと IPVの併用により非侵襲的に気道浄化が得られた重症肺炎の 1症例 

第 40回日本呼吸療法医学会学術集会（平成 30年 8月 4日、東京） 

 

山下 崇史、上野 剛史、中西 喬之、大田 恵一、中野 貴子、吉見 通洋、田尾 義昭、 

髙田 昇平 

慢性呼吸不全増悪時における経鼻高流量酸素療法(HFNC)の実際 

第 81 回日本呼吸器学会・日本結核病学会 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学

会 

九州支部 秋季学術講演会（平成 30年 10月 6日、長崎） 

 

中野 貴子、上野 剛史、中西 喬之、大田 恵一、山下 崇史、吉見 通洋、田尾 義昭、 

髙田 昇平 

当院における 4m歩行速度と臨床指標の検討 



第 81 回日本呼吸器学会・日本結核病学会 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学

会 

九州支部 秋季学術講演会（平成 30年 10月 6日、長崎） 

 

山下 崇史 

進みゆく病を抱える患者にどう寄り添うか 〜主治医として、チームとして〜 

第 6回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 九州・沖縄地方会 

（平成 31年 2月 24日、福岡） 

 

山下 崇史、上野 剛史、中西 喬之、大田 恵一、中野 貴子、吉見 通洋、田尾 義昭、 

髙田 昇平 

当院における呼吸不全症例に対する IPVの使用経験 

第 46回日本集中治療医学会学術集会（平成 31年 3月 1日、京都） 

 

中野 貴子、上野 剛史、中西 喬之、大田 恵一、山下 崇史、吉見 通洋、田尾 義昭、 

髙田 昇平 

気管支喘息発作後の過換気症候群で無呼吸発作が生じた 1例 

第 82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 

（平成 31年 3月 16日、宮崎） 

 

中西 喬之、上野 剛史、大田 恵一、中野 貴子、山下 崇史、吉見 通洋、田尾 義昭、 

髙田 昇平 

黄色爪症候群の 2例 

第 82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 

（平成 31年 3月 16日、宮崎） 

 

上野 剛史、吉見 通洋、中西 喬之、大田 恵一、中野 貴子、山下 崇史、髙田 昇平、 

田尾 義昭 

多剤耐性結核菌感染による粟粒結核, 結核性髄膜炎で遷延性意識障害を引き起こし

た外国人留学生の一例 

第 82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 



（平成 31年 3月 16日、宮崎） 

 

R Katafuchi, T Kawamura, A Hashiguchi, S Hisano, A Shimizu, T Ninomiya, K Joh, The 

IgA nephropathy Study Group in Japan 

No. 0022 Steroid responsiveness on remission of urinary abnormalities according 

to the pathological lesions in IgA nephropathy : A Japanese multicenter 

prospective cohort study 

15th International Symposium on IgA Nephropathy 

September 27th-29th, 2018 

The Brick Hotel, Buenos Aires, Argentina 

 

Ritsuko Katafuchi, Tetsuya Kawamura, Akinori Hashiguchi,  

Satoshi Hisano, Akira Shimizu, Toshiharu Ninomiya, Kensuke Joh,  

The IgA nephropathy Study Group in Japan 

Steroid responsiveness on remission of urinary abnormalities according to the 

pathological lesions in IgA nephropathy: A Japanese multicenter prospective 

cohort study 

Kidney week 2018: Congress of American Nephrology Society 

October 30th, 2018 

San Diego Convention Center 

 

片渕 律子、川村 哲也、橋口 明典、久野 敏、清水 章、城 謙輔  

厚労科研 IgA腎症ワーキンググループ 

IgA腎症における病理所見と治療反応性の検討： 

IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設共同研究 

第 61回日本腎臓学会学術大会（平成 30年 6月 10日、新潟） 

 

松枝 修明、竹内 実芳、黒川 真澄、永江 洋、片渕 律子 

シベンゾリン中毒により難治性心室頻拍および低血糖を呈した血液透析患者の 1例． 

第 63回日本透析医学会学術集会（平成 30年 7月 1日、神戸） 

 



黒川 真澄、佛坂 早紀、山口 佐歩美、河野 広貴、上村 麻衣、柳田 太平、大﨑 正登、 

荒川 修治 

ステロイド治療抵抗性の抗アクアポリン 4 抗体陽性視神経脊髄炎関連疾患に対して

二重膜濾過血漿交換が有効であった１例 

第 63回日本透析医学会学術集会（平成 30年 6月 30日、神戸） 

 

黒木 裕介、井上 めぐみ、伊豆丸 堅祐、中川 兼康、中井 健太郎、満生 浩司 

当院における PD腹膜炎の長期的推移 

第 63回日本腹膜透析医学会学術集会（平成 30年 6月 30日） 

 

黒木 裕介、石松 由季子、井上 めぐみ、古原 千明、山本 修太郎、高江 啓太、 

中井 健太郎、満生 浩司 

当院における PD腹膜炎の長期的推移 

第 24回日本腹膜透析医学会学術集会（平成 30年 10月 7日） 

 

岩瀬 正典、藤井 裕樹、中村 宇大、大隈 俊明、井手 均、北村 環、小森田 祐二、 

吉成 匡人、井手脇 康裕、佐々木 伸浩、布井 清秀、五島 大祐、野原 栄、篠原 規恭、 

南 昌江、和田 美也、横溝 由史、菊池 正統、野見山 理久、中村 晋、田代 憲司、 

吉成 元孝、市川 晃治郎、北園 孝成 

糖尿病患者における虚血性心疾患と脳血管障害の再発予防 

福岡県糖尿病患者データベース研究(Fukuoka Diabetes Registry)  

（平成 30年 5月 24日、東京） 

 

井手脇 康裕、岩瀬 正典、藤井 裕樹、中村 宇大、大隈 俊明、井手 均、北村 環、 

小森田 祐二、吉成 匡人、佐々木 伸浩、布井 清秀、五島 大祐、野原 栄、篠原 規恭、 

南 昌江、和田 美也、横溝 由史、菊池 正統、野見山 理久、中村 晋、田代 憲司、 

吉成 元孝、市川 晃治郎、北園 孝成 

糖尿病患者における ALDH2遺伝子武井と虚血性心疾患発症リスクとの関連 

福岡県糖尿病患者データベース研究(Fukuoka Diabetes Registry)  

（平成 30年 5月 25日、東京） 

 



井手 均、岩瀬 正典、藤井 裕樹、中村 宇大、大隈 俊明、北村 環、小森田 祐二、 

吉成 匡人、井手脇 康裕、佐々木 伸浩、布井 清秀、五島 大祐、野原 栄、篠原 規恭、 

南 昌江、和田 美也、横溝 由史、菊池 正統、野見山 理久、中村 晋、田代 憲司、 

吉成 元孝、市川 晃治郎、北園 孝成 

2型糖尿病における筋肉量の減少は総死亡、心血管、腎イベントの独立した危険因子

である 

福岡県糖尿病患者データベース研究(Fukuoka Diabetes Registry)  

（平成 30年 5月 26日、東京） 

 

小森田 祐二、岩瀬 正典、藤井 裕樹、中村 宇大、大隈 俊明、井手 均、北村 環、 

吉成 匡人、井手脇 康裕、佐々木 伸浩、布井 清秀、五島 大祐、野原 栄、篠原 規恭、 

南 昌江、和田 美也、横溝 由史、菊池 正統、野見山 理久、中村 晋、田代 憲司、 

吉成 元孝、市川 晃治郎、北園 孝成 

Prospective cohort studyにおける 2型糖尿病患者の重症低血糖リスクと骨折リスク

との関連 

福岡県糖尿病患者データベース研究(Fukuoka Diabetes Registry) 

（平成 30年 5月 26日、東京） 

 

藤井 裕樹、岩瀬 正典、中村 宇大、大隈 俊明、井手 均、北村 環、小森田 祐二、 

吉成 匡人、井手脇 康裕、佐々木 伸浩、布井 清秀、五島 大祐、野原 栄、篠原 規恭、 

南 昌江、和田 美也、横溝 由史、菊池 正統、野見山 理久、中村 晋、田代 憲司、 

吉成 元孝、市川 晃治郎、北園 孝成 

2型糖尿病患者における HbA1cの変動性と死亡の関連 

福岡県糖尿病患者データベース研究(Fukuoka Diabetes Registry)  

（平成 30年 5月 26日、東京） 

 

藤井 宏行、芥川 宗樹、友枝 成、坂井 慈実、田中 宗浩 

内視鏡鎮静で不穏になった患者の上部消化管 ESD 時にプロポフォール+デクスメデ

トミジンが有用であった 2例 

第 95回日本内視鏡学会総会（平成 30年 5月 10日～12日、東京） 

 



藤井 宏行、芥川 宗樹、友枝 成、坂井 慈実、田中 宗浩 

発見・深達度診断に苦慮した H.pylori除菌後胃癌の 1例 

第 111回日本消化器病学会九州支部例会 

第 105回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 

（平成 30年 6月 8日～9日、北九州） 

 

藤井 宏行、橋本 憲和、松本 芽衣、芥川 宗樹、細川 泰三、坂井 慈実、田中 宗浩 

当院における BTSとしての拡張力強化型 18mmNiti-s大腸ステントの治療成績 

第 26回日本消化器関連学会週間 JDDW2018 KOBE 

（平成 30年 11月 1日～4日、神戸）  

 

橋本 憲和、松本 芽衣、芥川 宗樹、細川 泰三、藤井 宏行、有吉 明日香、坂井 慈実、 

田中 宗浩 

穿孔を来した肺多形癌胃転移の１例 

第 112回日本消化器病学会九州支部例会 

第 106回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 

（平成 30年 11月 9日～10日、鹿児島） 

 

芥川 宗樹、友枝 成、藤井 宏行、坂井 慈実、田中 宗浩 

ウステキヌマブ導入によりステロイド離脱が可能であった大腸型クローン病の 1例 

第 111回日本消化器病学会九州支部例会（平成 30年 6月 8日～9日） 

 

芥川 宗樹、橋本 憲和、松本 芽衣、細川 泰三、藤井 宏行、坂井 慈実、田中 宗浩 

胃瘻の瘻孔部から極細径内視鏡を用いることで食道気管支瘻を伴う食道癌に対する

食道ステント留置が可能となった一例 

第 112回日本消化器病学会九州支部例会（平成 30年 11月 10日～11日） 

 

松尾 享、鈴木 俊幸、大越 恵一郎、辻田 英司 

著明な石灰化を伴う膵腫瘍を疑い手術を行った、卵殻状石灰化を伴った慢性膵炎の

一例 

第 49回日本膵臓学会大会（平成 30年 6月 29日～30日、和歌山） 



 

米川 晶子、肥山 和俊、田尾 義昭 

当院における外国出生結核患者の検討 

第 88回 日本感染症学会 西日本地方会（平成 30年 11月 16日） 

 

Shinya Daitoku,Takashi Shimakawa,Kazuki Taniumoto, Mika Kuroiwa 

Adult T-cell leukemia/lymphoma achieved remission with mogamulizumab and 

low-dose lenalidomide 

第 80回日本血液学会学術集会（平成 30年 10月 14日、大阪） 

 

中司 元、出石 さとこ、木佐貫 恵、細谷 まろか、仲村 尚崇、郷原 誠一郎、小池 明広 

血管迷走神経性失神の主因が肺癌であった一例, 

第 124回日本循環器学会九州地方会（平成 30年 6月 30日、鹿児島） 

 

中司 元、出石 さとこ、木佐貫 恵、細谷 まろか、仲村 尚崇、郷原 誠一郎、小池 明広 

Successful treatment of repeated bleeding from hepatic artery  

pseudoaneurysm by stenting VIABAHN, TOPIC2018 

（平成 30年 7月 13日、東京） 

 

木佐貫 恵、出石 さとこ、細谷 まろか、仲村 尚崇、中司 元、郷原 誠一郎、小池 明広 

持続性心室頻拍と遷延する低血糖を呈したシベンゾリン中毒の一症例, 

第 124回日本循環器学会九州地方会（平成 30年 6月 30日、鹿児島） 

 

木佐貫 恵、出石 さとこ、細谷 まろか、仲村 尚崇、中司 元、郷原 誠一郎、小池 明広 

ダサチニブに起因した体液貯留に対しトルバプタン投与が有効であった 1例, 

第 322回日本内科学会九州地方会（平成 30年 8月 18日、大分） 

 

出石 さとこ 

右室梗塞に合併した低酸素血症の診断に経食道心エコーが有用であった一例, 

第 91回日本超音波医学会学術集会（平成 30年 6月 9日、神戸） 

 



出石 さとこ 

比較的小さな心房中隔欠損孔が良好な転機に寄与したと考えられる 

重症左心不全の一例,第 124回日本循環器学会九州地方会 

（平成 30年 6月 30日、鹿児島） 

 

梶山 渉太 

An acute total occlusion of the right iliac artery induced by Exoseal, 

JET2018（平成 31年 2月 22日、東京） 

 

梶山 渉太 

膝下動脈 EVTの術前 DSAの重要性を認識させられた下肢動静脈ろうの 1例, 

第 324回日本内科学会九州地方会（平成 31年 1月 12日、福岡） 

 

Tetsuya Koga 

Less-invasive surgery for elderly patients with non-melanoma skin cancer. 

；Closure and healing of resection wound by artificial dermis 

13th Meeting of the German-Japanese Society of Dermatology, 

(June 13-15, 2018 ,  Rottach-Egern/Germany ) 

 

Tetsuya Koga 

In vitro diagnosis test of drug eruptions.  

Post Congress to 13th Meeting of the German-Japanese Society of Dermatology, 

(June 16-17, 2018 ,  Marburg/Germany ) 

  

安河内 由美、古賀 哲也、古江 増隆 

躯幹左側および左下肢に認めた線状扁平苔癬の 1 例 

第 117回日本皮膚科学会総会（平成 30年 6月、広島） 

 

本田 えり、安河内 由美、古賀 哲也 

多発熱傷を合併した熱中症の三例 

日本皮膚科学会第 387回福岡地方会（平成 30年 11月、久留米） 



 

Tomoaki Yanaru, Makoto Sasoh, Miki Ishida, Tomoko Sugimura 

Anesthetic management in a patient receiving ileocecal resection with sever 

stenosis under combined spinal and epidural anesthesia: a case report 

2018 World Congress on Regional Anesthesia & Pain Medicine, New York City, 

USA, April 19-21, 2018 

 

Matsuo K, Yanaru T, Suenaga Y, Yamaura K. 

The sonoanatomical relation of trunk level of brachial plexus at supraclavicular 

fossa 

Euroanaesthesia 2018, Copenhagern, Denmark, June. 2-4, 2018 

 

矢鳴 智明 

気管支狭窄があり気道管理に何十すると予想された回盲部切除術を脊髄くも膜下硬

膜外併用麻酔で行った１症例 

日本区域麻酔学会第 5回学術集会（平成 30年 4月 13日～14日、大阪） 

 

矢鳴 智明 

頸椎症性神経根症に超音波ガイド下腕神経叢ブロックが有効であった 1症例 

日本整形外科超音波学会第 30回学術集会（平成 30 年 7月 7日～8日、山形） 

 

矢鳴 智明、佐宗 誠、國本 史子 

超音波ガイド下持続頸神経根ブロックが頚椎症性神経根症に有効であった 1症例 

日本ペインクリニック学会第 52回学術集会（平成 30年 7月 19日～21日、東京） 

 

津田 利燮、矢鳴 智明、佐宗 誠、國本 史子、山浦 健 

McGRATH MAC に適した喉頭展開の方法は？喉頭蓋の直接挙上法と間接挙上法で

の声門視認性の調査 

九州麻酔科学会第 56回大会（平成 30年 9月 8日、沖縄） 

 

佐宗 誠、國本 史子、矢鳴 智明 



大動脈弁狭窄症を合併した副甲状腺腫瘍手術を浅頸神経叢ブロックで管理した 1 症   

例   

日本老年麻酔学会第 31回学術集会（平成 31年 2月 2日、東京） 

 

池 俊浩、古屋 暁生、和田 憲明、白川 友子、保田 宗紀、涌田 尚樹、大城 真也、 

居石 克夫 

後頭蓋窩原発悪性黒色腫の 1例  

第 187回日本医学放射線学会九州地方会（平成 30年 6月 23日～24日、熊本） 

 

池 俊浩、古屋 暁生、和田 憲明、白川 友子、多田 靖哉、田中 宗浩、辻田 英司、 

大賀 丈史、江崎 卓弘、藤田 綾 

胆嚢ポリープ様の形態を呈した肝細胞癌胆嚢内浸潤の 1例 

第 188回日本医学放射線学会九州地方会（平成 31年 2月 9日～10日、鹿児島） 

 

八島 久徳、立石 哲士 

血管造影検査におけるリアルタイム個人被ばく線量計装着位置の検討 

第 13回九州放射線医療技術学術大会（平成 30年 11月 10日～11日） 

 

岩槻 憲俊、有吉 貴広、川﨑 年久 

定位放射線治療における寝台及び患者固定具が投与線量と線量分布に及ぼす影響 

   平成 30年度九州国立病院療養所放射線技師会学術大会（平成 30年 10月 13日） 

 

竹松 里紗、多和田 真之、高島 憲章 

   123I-ioflupane イメージ解析における AC-PCライン設定方法の検討 

   平成 30年度九州国立病院療養所放射線技師会学術大会（平成 30年 10月 13日） 

 

梯 彩香、市川 和幸、大山 康祐、肥合 康弘 

   磁化率アーチファクトを低減させた TOF-MRAの基礎検討 

   第 13回九州放射線医療技術学術大会（平成 30年 11月 10日～11日） 

 

神田 真先、市川 和幸、立石 哲士 



血管造影装置における被ばく低減に向けた透視線量率の検討 

平成 30年度九州国立病院機構放射線技師会福岡地区研修会（平成 30 年 7月 14日） 

 

田中 彩、潟永 安亘、安谷屋 源、後藤 隆、山田 政典、草葉 一友、大德 真也、黒岩 三佳 

骨髄異形成症候群に対するアザシチジン投与による悪心嘔吐対策としてのラモセト

ロンの効果 

第 72回 国立病院総合医学会（平成 30年 11月 10日） 

 

潟永 安亘、後藤 隆、草葉 一友、山口 喜久、馬場 渉 

臨床検査値を表示した院外処方箋導入への取り組み 

第 28回日本医療薬学会年会（平成 30年 11月 24日） 

 

森口 美由紀、楠 千恵子、松尾 龍志、中村 美穂、安部 淳一 

ビルハイツ住血吸虫症による持続的血尿の 1例 

第 27回国立病院臨床検査技師協会九州支部学会（平成 30年 7月、大分） 

 

赤峯 未紀、安田 珠美、因幡 朱里、中村 美穂、安部 淳一 

悪性リンパ腫の化学療法終了時に de no vo肝炎を発症した 1症例 

第 27回国立病院臨床検査技師協会九州支部学会（平成 30年 7月、大分） 

 

佐伯 美菜、田中 正則、田中 成和、足立 直之、大黒 陽蔵、本多 有紗、村井 久美子、 

陣内 重郎 

地域住民の主観的健康観についての調査報告～地域を支える医療を目指して～ 

第 72回 国立病院総合医学会（平成 30年 11月 10日） 

 

藤井 美香、藤井 典子、田中 成和、陣内 重郎 

がん患者に対する退院前訪問の有用性～患者・家族の不安に寄り添って～ 

国立病院総合医学会（平成 30年 11月 10日） 

 

吉田 和史、田中 成和、陣内 重郎 

当院における作業療法部門の患者介入方法 ～疾患別リハビリテーション等に対す



るグループ分け介入の取り組みの現状～ 

第 72回 国立病院総合医学会（平成 30年 11月 9日） 

 

田中 成和、吉田 和史、浜内 貴延、山口 華奈、陣内 重郎 

CKD保存期における栄養状態と嫌気性代謝域値との関係について 

第 9回腎臓リハビリテーション学会（平成 31年 3月 10日） 

 

藤野 恵理、志岐 歩美、木佐貫 悠、牟田 真衣奈、中山 美帆、野口 裕貴、堤 礼子、 

野原 栄 

見える・伝わる栄養指導を目指して 第一報～糖尿病患者における検討～ 

   第 56回日本糖尿病学会九州地方会（平成 30年 10月 12日～13日、福岡） 

第 72回国威立病院総合医学会（平成 30年 11月 8日～10日、神戸） 

 

木佐貫 悠、牟田 真衣奈、志岐 歩美、藤野 恵理、中山 美帆、水野 勇司 

   重心障害児(者)における食事検討 

   第 72回国威立病院総合医学会（平成 30年 11月 8日～10日、神戸） 

 

中山 美帆、土井 晴代、進文 栄、木佐貫 悠、志岐 歩美、藤野 恵理 

   栄養管理の質的向上を目指した入院支援室との連携について 

   第 22回日本病態栄養学会年次学術集会（平成 31年 1月 11日～13日、横浜） 

 

藤野 恵理、木佐貫 悠、中山 美帆、辻田 英司、福元 俊輔、田中 宗浩 

   破傷風の一症例 

   第 22回日本病態栄養学会年次学術集会（平成 31年 1月 11日～13日、横浜） 

 

志岐 歩美、木佐貫 悠、牟田 真衣奈、藤野 恵理、中山 美帆 

   結核入院患者の栄養管理の実際 

   第 22回日本病態栄養学会年次学術集会（平成 31年 1月 11日～13日、横浜) 

 

牟田 真衣奈、木佐貫 悠、志岐 歩美、藤野 恵理、中山 美帆 

   凍結含浸法導入に向けた取り組み 



   第 41回九州地区重症心身障害研究（平成 31年 3月 9日、福岡) 

 

本田 浩一、小池 明広、片淵 律子 

   シベンゾリン（CZ）中毒症による致す致死性不整脈を発症した透析患者に血液吸着

療法（DHP）が有効であった一症例 

   第 63回日本透析医学会学術集会（平成 30年 6月 30日～7月 1日、神戸） 

  

馬場 文子、青木 久恵 

医療安全に関わる看護職の死亡事故における認識と意欲に関する分析  

第 20回日本医療マネジメント学会（平成 30年 6月 8日、札幌）  

 

前川 志穂 

転倒による咽頭後間隙血種の 1例  

第 51回日本胸部外科学会 九州地方会総会（平成 30年 8月 23日、鹿児島） 

 

安達 和史 

重症心身障害児（者）病棟の中堅看護師が行う臨床判断とその特徴 

第 44回日本重症心身障害学会学術集会（平成 30年 9月 28日、東京） 

   

柴田 咲紀、梶原 咲子、田中 美奈、峯元 寿子 

ネーザルハイフロー装着患者に対する観察チェックリストの作成 

第 72回国立病院総合医学会（平成 30年 11月 9日、神戸） 

 

筒井 三記子、吉村 由美 

看護職員能力開発プログラム Ver.2導入後の当院における課題 

第 72回国立病院総合医学会（平成 30年 11月 9日、神戸） 

 

合屋 朱莉、西岡 遙佳、佐伯 美和、堺 弓子、吉竹 由佳里、今井 由紀子 

ビーフリードの血管外漏出に伴い皮膚障害が生じた事例を振り返って 

第 72回国立病院総合医学会（平成 30年 11月 9日、神戸） 

 



古川 真三子、吉竹 由佳里 

福岡東医療センター看護師の道徳的感性の特徴に関する研究 

第 72回国立病院総合医学会（平成 30年 11月 9日、神戸） 

 

馬場 文子 

画像診断報告書の確認不足への対応は早期治療につながる 

第 72回国立病院総合医学会（平成 30年 11月 10日、神戸） 

   

庄山 由美 

パネルディスカッション 

災害時ＮＰとして何ができるか -プライマリＮＰの役割を考察して- 

第 4回日本ＮＰ学会学術集会（平成 30年 11月 24日、仙台） 

 

櫻澤 直子 

A病院の下部消化管手術における術中体温較差と SSI発生の現状 

第 18回医療マネジメント学会 福岡支部学術集会（平成 31年 3月 9日、大牟田） 

 

近藤 由美子、小林 幸子、吉村 由美 

急性期病院における高次脳機能障害を有する患者の看護における困難感 

第 44回脳卒中学会学術集会（平成 31年 3月 23日、横浜） 

 


