
【医局】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2011.4.21-22 第85回日本感染症学会総会（東京） 1 神山
ポスター

震災により
便培養検査から検出される耐性菌の動
向調査

2011.5.21-22
第20回日本創傷・オストミー・失禁管理
学会学術集会（金沢）

1 神山 口演
医療連携を通じた介護施設における排
便ケアについての取り組み

荒木 ワークショップ
肛門括約筋切除モデルと肛門括約筋
修復術

野明 ポスター
下部消化管手術における抗生剤添加
合成吸収糸のSSIに与える影響

神山
サージカル
フォーラム

腸管切除施行Crohn病患者に対する術
後早期Infliximab療法の有効性につい
ての検討

2011.5.28-29
第24回日本老年泌尿器科学会
（名古屋）

1 神山 口演
排便障害に対する排泄リハビリテー
ション―バイオフィードバック療法と理
学療法のシナジー効果―

2011.6.3 第9回IBDを学ぶ会（久留米） 1 小篠 口演 治療方針に難渋した腸炎の１例

2011.6.11
第87回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 小篠 口演
大腸腫瘍内視鏡診断における画像強
調観察の有用性についての検討

2011.6.16-17 第36回日本外科系連合学会（浦安） 1 神山 ワークショップ
低位前方切除術後の一時的ストーマ状
態で施行するバイオフィードバック療法
の有用性

2011.6.18
第21回骨盤外科機能温存研究会
（神戸）

1 神山 口演
TVM手術が骨盤底に及ぼす影響につ
いて

2011.6.24-25
第91回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会（久留米）

1 小篠 シンポジウム
カプセル内視鏡検査における小腸疾患
の診断

2011.6.24-25
第97回日本消化器病学会
九州支部例会（久留米）

1 的野 シンポジウム
当院における進行・再発大腸癌
（stage4）治療の現状と成績の検討

2011.6.25 第36回福岡肛門疾患懇談会（福岡） 1 荒木 口演 毛巣病の治療

2011.7.8 第75回大腸癌研究会（東京） 1 岩本 口演
直腸癌先進部組織形態の臨床病理学
的意義の検討

2011.7.9 第42回東海肛門疾患懇談会（名古屋） 1 荒木 口演 当院における深部痔瘻の治療成績

2011.7.9-10 第13回日本女性骨盤底医学会（横浜） 1 神山 口演
骨盤臓器脱における多臓器下垂の画
像診断

野明 口演
クローン病に対する計画的Infliximab治
療中の周術期合併症

神山
ビデオ

シンポジウム
骨盤底臓器脱に対するTVM手術と排
便機能に及ぼす影響

2011.7.15
第3回Ladies Forum on Breast
Cancer(久留米)

1 的野 講演 便秘について

2011.7.30 第9回IBD Club Jr. Kyusyu（福岡） 1 小篠 口演

消化管内にびまん性・多発性病変を呈
したenteropathy associated T-cell
lymphoma
の１例

2011.7.30
第16回大腸肛門機能カンファレンス
(東京)

1 神山 口演
The benefit of bear-down manometry
as the predictor for balloon expulsion
training

2011.8.1-2
第9回日本ヘルニア学会学術集会
（福岡）

1 神山
パネル

ディスカッション
抗凝固剤服用中患者における鼡径ヘ
ルニア周術期管理についての検討

2011.8.11-13
10th Asia Pacific Congress of
Endoscopic Surgery(ELSA)(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)

1 岩本
free

paper
Robotic Surgery in Korea -a view of
Japanese surgeon-
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第66回日本消化器外科学会総会
（名古屋）

2011.7.13-15



2011.8.17-19
第81回日本消化器内視鏡学会総会
（名古屋）

1 小篠 口演
大腸内視鏡治療時の抗血栓薬の取り
扱いに関する検討

2011.8.20
第5回西日本直腸肛門疾患懇談会
（熊本）

1 野明 口演 小児便秘の検討

2011.8.24 倉敷消化管漢方研究会（倉敷） 1 荒木 特別講演 排便障害のアルゴリズム

野明 口演 小児便秘の検討

神山 口演
機能性排便障害の診断における内圧
測定とDefecographyの関連について

2011.9.3
第21回九州内視鏡下外科手術研究会
（福岡）

1 新垣
ミニ

シンポジウム
右側結腸癌に対する腹腔鏡下手術の
定型化へ取り組み

2011.9.10 第179回大腸肛門病懇談会（東京） 1 野明 口演 クローン病肛門病変に対するIFX治療

2011.9.15-17 第18回日本排尿機能学会（福井） 1 神山 口演
TVM手術が骨盤底に及ぼす効果につ
いての検討

2011.9.21-24
6th European Society of
Coloproctology（コペンハーゲン）

1 荒木
オーラル
ポスター

Evaluation of Infliximab–based
Combined Therapy for Perianal
Fistulizing Crohn’s Disease

2011.10.7 第10回IBDを学ぶ会（久留米） 1 小篠 口演
肛門病変を合併したクローン病に対す
る抗TNF-α抗体治療

野明 ポスター
クローン病に対するIFX治療による粘膜
治癒と長期予後（消内）

岩谷 ポスター
潰瘍性大腸炎の手術のタイミング（消
内）

小篠 ポスター
当院における小腸疾患に対する画像診
断（カプセル内視鏡を中心に）（消内）

新垣 ポスター
原発性小腸癌（空腸・回腸癌）3例の経
験（消外）

2011.11.2-3
第48回日本リハビリテーション医学会
（幕張）

1 神山 口演
排便障害に対する排泄リハビリテー
ション－バイオフィードバック療法と理
学療法のシナジー効果－

野明
ビデオ

セッション
痔核の標準術式としての結紮切除術

神山 口演
排便困難患者に対する排出圧検査の
臨床的意義についての検討

新垣 口演
前側方低位筋間痔瘻における前向き
研究

2011.11.17-19 第73回日本臨床外科学会総会（東京） 1 鍋山
要望演題（ビデ

オ）
直腸脱に対する直腸固定術と術後排
便機能評価

小篠 シンポジウム 直腸カルチノイドの診断と治療

岩本 ワークショップ
当院における潰瘍性大腸炎に対する腹
腔鏡手術の現状と問題点

2011.11.18-19 第46回日本脊髄障害医学会（大阪） 1 神山
パネル

ディスカッション
脊髄損傷患者の排便障害への対処法

荒木
ビデオ

シンポジウム
肛門括約筋切除モデルと肛門括約筋
修復術

野明
ビデオ

シンポジウム
ALTA注射療法と結紮切除併用療法の
手技と治療成績

神山
ビデオ

シンポジウム
POPに対するTVM法の有用性

神山
パネル

ディスカッション
機能性排便障害（F3）の診断と治療

鍋山 口演 粘膜脱症候群56例の臨床的検討

的野 口演
当院におけるStageⅣ大腸癌に対する
治療の実際

2011.11.5
第36回日本大腸肛門病学会
九州地方会（福岡）

3

2011.9.3
第17回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

2

2011.10.20-23
JDDW2011（福岡）
(第19回日本消化器関連学会週間）

4

2011.11.18-19
第92回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会（長崎）

2

2011.11.25-26 第66回日本大腸肛門病学会（東京） 8



岩本 口演
直腸ロボット手術の有用性－韓国症例
を検討して－

新垣 口演
右側結腸癌の腹腔鏡下手術標準術式
への取り組み

野明 シンポジウム
直腸脱の治療戦略―骨盤内臓器脱の
位置づけ

岩本
ディベート
セッション

下部直腸癌手術でのロボット手術の有
用性

新垣
パネル

ディスカッション
右側結腸癌の腹腔鏡下手術定型化へ
むけて

2011.12.10-11 第18回日本行動医学会（久留米） 1 神山 ポスター 排便困難のタイプがQOLに及ぼす影響

2012.1.14
第89回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 野明 口演
Perianal Crohn's disease activity index
(PCDAI)によるクローン病肛門病変の
評価

2012.1.20 第76回大腸癌研究会（栃木） 1 岩本 口演
大腸癌卵巣転移（P2）の臨床病理学的
検討

2011.2.10-11 第8回日本消化管学会（仙台） 1 神山 ワークショップ
機能性便排出障害（F3)患者の臨床像
について

2012.2.12 第3回臨床肛門病研究会（大阪） 1 野明 口演
前側方低位筋間痔瘻における前向き
研究

2012.3.3 第5回九州大腸がん懇話会（福岡） 1 小篠 口演
リンパ節転移を有する大腸SM癌の臨
床病理学的特徴

2012.3.9
第20回Kurume Endosurgery Forum
（久留米）

1 岩本 口演 韓国におけるロボット手術の現状

2011.3.9-11 第6回TVM研究会（金沢） 1 神山 ワークショップ
TVM手術が骨盤底に及ぼす効果につ
いての検討

2012.3.11 第6回内痔核治療法研究会（東京） 1 荒木 口演
ラットモデルにおけるALTAによる直腸
肛門障害の短期的観察

2012.3.23
第25回福岡大腸手術手技研究会
（福岡）

1 新垣 口演
当院の下行結腸癌に対する腹腔鏡下
手術

【看護部】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2011.5.14
第8回日本褥瘡学会九州地方会
（久留米）

1 馬場ま 口演 スキンケア回診の現状と課題

2011.5.28-29
第24回日本老年泌尿器科学会
（名古屋）

1 種子田 口演
介護施設との排便ケアの改善に対する
取り組み

2011.7.15
第3回Ladies Forum on Breast Cancer
(久留米)

1 種子田 講演 排便障害のケア

2011.7.30-31 第56回NGB研究会（高野山） 1 種子田 特別講演 排便障害事例を通した治療とケア

2011.8.26-27 第13回日本褥瘡学会（福岡） 1 種子田 教育講演
現場に即した失禁ケア～コンチネンス
ケアを一緒に考えてみませんか～

古賀か 口演
ストーマ閉鎖後肛門周囲の皮膚トラブル～
自己管理困難な患者への関わりを通して
～

堀 口演
排便障害患者のケアに関する取り組み
～アンケート調査より～

桑野 口演
潰瘍性大腸炎患者に対する回腸肛門
吻合術後の排泄ケア

種子田 ワークショップ
当院における小児の慢性便秘症に対
する治療・ケアの検討

亀川 口演 排便ケアに対する病棟での取り組み

【リハビリ】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2011.9.3
第17回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 村田 口演
座位で行うバルーン排出訓練における
直腸内圧検査測定の意義

2011.12.7-9 第24回日本内視鏡外科学会（大阪） 3

2011.11.25-26 第66回日本大腸肛門病学会（東京） 8

2011.11.5
第27回九州ストーマリハビリテーション
研究会（福岡）

2

2011.2.3-4
第29回ストーマ・排泄リハビリテーショ
ン学会総会（福島）

3



2011.11.19-20
第33回九州理学療法士作業療法士
合同学会（北九州）

1 村田 口演
排便障害に対する理学療法の介入
～排出困難・蓄便困難への具体的アプ
ローチについて～

【検査科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2011.6.4-5 第60回日本医学検査学会（東京） 1 中尾 口演
当院における直腸肛門機能検査
4chソリッド式圧センサーを用いた直腸
肛門機能検査

中尾 口演 排出圧検査の有用性

眞崎 口演
バルーン排出訓練に用いるバルーン容
量の検討

2011.10.1-2 第46回九州地区医学検査学会（熊本） 1 中尾 口演
当院における直腸肛門機能検査
4chソリッド式圧センサーを用いた直腸
肛門機能検査

2011.2.23-24 第27回日本静脈経腸栄養学会（神戸） 1 斉藤 口演
UCにおける間接熱量計を用いたストレ
ス係数の数値設定について

【薬局】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2011.7.21 第21回久留米BCM研究会（久留米） 1 谷岡 口演 大腸癌外来化学療法に関する話題

【栄養科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2011.2.23-24 第27回日本静脈経腸栄養学会（神戸） 1 日高 口演
クローン病における間接熱量計を用い
たストレス係数の数値設定について

2011.9.3
第17回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

2


