
【医局】

開催日 学会名（開催地） 出題 発表者 形式 演題

荒木
地域医療関連

セッション
骨盤臓器脱の診断と治療

岩本 口演
Tacrolimus導入で潰瘍性大腸炎の外科
治療成績は改善したのか？

2014.5.15-17
第87回日本消化器内視鏡学会総会
（福岡）

1 小篠 ポスター
大腸憩室出血における超高齢者（85歳
以上）への対応

2014.5.31
第24回骨盤外科機能温存研究会
（名古屋）

1 牛島 セッション 直腸脱、骨盤臓器脱の診断と治療

2014.5.31
第96回九州大腸肛門病懇談会
(久留米)

1 小篠 口演
Colonic muco-submucosal elongated
polyp(CMSEP)の臨床病理学的検討

2014.6.5-7
第51回日本リハビリテーション医学会
（名古屋）

1 佐藤 ポスター
当院における肛門科女性外来における
排泄リハビリテーションの意義

2014.6.21 第41回福岡肛門疾患懇談会（福岡） 1 家守 口演 直腸脱の診断と治療

2014.7.4 第81回大腸癌研究会（名古屋） 1 的野 ポスター
高齢者（75歳以上）の補助化学療法の
実態と対策

野明 シンポジウム
IFXトラフ値を用いたクローン病ー2次無
効症例に対して

小篠 シンポジウム
潰瘍性大腸炎に伴う腫瘍性病変に対
するｐ53免疫染色の検討

野明 ミニオーラル
難治性潰瘍性大腸炎に対する手術の
位置づけ-特にタクロリムス投与症例の
手術回避率に関して

岩本 口演
局所進行直腸癌における側方廓清術と
排尿障害の検討

2014.7.27 第7回日本カプセル内視鏡学会（東京） 1 小篠 口演
カプセル内視鏡にて小腸病変を観察し
えたPAPA症候群の1例

2014.8.28-30
第52回日本癌治療学会学術集会
（横浜）

1 的野 ポスター
当院で術前化学療法を施行した局所進
行直腸癌についての検討

2014.9.6
第20回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 野明 口演 潰瘍性大腸炎術後の排便、肛門機能

岩本 口演
ＨＡＬＳによる潰瘍性大腸炎に対する大
腸亜全摘の手術成績

山下 口演
当院の腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術症
例の臨床的検討

牛島 口演
前側方低位筋間痔瘻に対するくり抜き
閉鎖術とくり抜き内肛門括約筋切開法
の前向き研究

野明
パネル

ディスカッション
肛門疾患のHow I do it?

2014.10.4
第6回九州・沖縄ジオン（ALTA）研究会
（福岡）

1 家守 口演 当院におけるALTA治療の成績

野明 ワークショップ
直腸脱に対するLaparoscopin Ventral
Rectopexy-Wells法と比較して

山下 口演
当院での腹腔鏡下ヘルニア手術治療
成績と経過

岩本 口演
直腸癌・肛門管癌に対するＩＳＲの手術
手技と治療成績

2014.10.10
第30回福岡大腸手術手技研究会
（福岡）

1 岩本 口演
潰瘍性大腸炎手術における経肛門操
作と吻合
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2014.10.17 第15回IBDを学ぶ会（久留米） 1 小篠 口演
治療方針決定に苦慮した潰瘍性大腸
炎の1例

2014.10.18
第97回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 牛島 口演
前側方低位筋間痔瘻に対するくり抜き+
閉鎖術と、くり抜き+内肛門括約筋切開
術の前向き研究

小篠 シンポジウム
大腸内視鏡検査前処置におけるアスコ
ルビン酸含有ポリエチレングリコール製
剤の有用性に関する検討

岩本 シンポジウム
潰瘍性大腸炎の術後QOLに関する検
討

的野 ポスター
高齢者（75歳以上）の補助化学療法の
実態と対策

野明 ポスター
抗ＴＮＦα抗体を必要とした難治性ク
ローン病症例の検討

山下 ポスター
当院における大腸憩室出血症例の臨
床的検討

荒木 特別企画 肛門狭窄の治療

岩本 口演 ＩＡＡ手術の工夫と手術成績

山下 ポスター ｐｅｒｉａｎａｌ　ｈｅｒｐｅｓの臨床的検討

牛島 シンポジウム 直腸脱の診断と治療

小篠 シンポジウム キャンピロバクター腸炎の診断と治療

的野
パネル

ディスカッション
当院での女性外来の仕組みと現状

野明
パネル

ディスカッション
便失禁に対するバイオフィードバック療
法

2014.11.20-22 第76回日本臨床外科学会総会（郡山） 1 的野 ワークショップ 当院の痔核診断と治療

2014.12.6 第42回福岡肛門疾患懇談会（福岡） 1 家守 口演
診断・治療に難渋した巨大結腸症の1
例

2015.2.7
第98回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 小篠 口演
潰瘍性大腸炎に伴う腫瘍性病変に対
するｐ53免疫染色の検討

2015.2.26
第23回KURUME ENDOSURGERY
FORUM（久留米）

1 野明 口演 腹腔鏡下大腸癌手術の現況

2015.3.20
第31回福岡大腸手術手技研究会
（福岡）

1 野明 口演 腹腔鏡下結腸右半切除の標準化

【看護部】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2014.8.28-30
第52回日本癌治療学会学術集会
（横浜）

1 亀川 ポスター
大腸癌に対するがん化学療法における
看護マニュアルの整備

2014.9.20
第30回ストーマリハビリテーション
研究会（佐賀）

1
原　絵

美
口演

クローン病患者の消化管穿孔術後、回
腸ストーマを利用し消化液再注入した
一症例

亀川 口演
当院での術後ストーマ管理状況からみ
たストーマ造設術の課題

湊 口演
クローン病患者の術後栄養・水分管理
にストーマからの消化液再注入を行っ
た症例

【リハビリ】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2014.9.6
第20回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 国武 口演 便失禁に関するアンケート調査

【検査科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2015.2.27-28
第32回日本ストーマ・排泄リハビリテー
ション学会（千葉）

2

第69回日本大腸肛門病学会（横浜） 7

ＪＤＤＷ2014（神戸）2014.10.23-26 5

2014.11.7-8



2015.2.12-13 第30回日本静脈経腸栄養学会（神戸） 1 斉藤 ポスター
炎症性腸疾患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

2014.8.28-30
第52回日本癌治療学会学術集会（横
浜）

1 高良 ポスター
大腸がん化学療法における外来の
チーム医療の取り組み

【栄養科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2015.2.12-13 第30回日本静脈経腸栄養学会（神戸） 1 日髙 ポスター
クローン病における間接熱量計を用い
た栄養管理について

【放射線科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2014.9.6
第20回大腸肛門機能障害研究会（東
京）

1 福山 口演
ＰＯＰにおける骨盤内多臓器造影とＣＴ
－Ｄｅｆｅｃｏｇｒａｐｈｙの比較


