
【医局】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

Composix MeshTM用いた腹腔鏡下腹
壁瘢痕ヘルニア修復術

ブタを用いた腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニ
ア修復術（Onlay Mesh法）トレーニング
法

荒木
ビデオ

シンポジウム
炎症性腸疾患に対する鏡視下手術の
現状と展望

金澤 口演
悪性腫瘍による左側結腸閉塞に対する
ステント治療の経験

井上 ポスター
ステロイドが著効し、内視鏡的病理学
的経過を追えた好酸球性胃腸炎の一
例

荒木 ビデオ
Clipless hand-assisted laparoscopic
total colectomy using Ligasure Atras

金澤 口演
Cancer of the anal fistula. A case
report with review of the literature

井上 口演 先端針付バイポーラスネアの試作

山田 口演
骨盤内異物が原因と考えられた直腸穿
孔の一例

2004.6.19 第50回国際外科学会日本部会総会 1 桃崎 口演

Clinical efficacy of video-assisted
gasless transanal endoscopic
microsurgery(TEM)for rectal carcinoid
tumor

2004.7.2 九州IBD mini conference研究会 1 井上 口演 上行結腸単純性潰瘍の一例

荒木 ポスター
潰瘍性大腸炎に対する待機的腹腔鏡
手術の現状

野明 要望演題口演 直腸脱手術105例の検討

秦 ポスター
再発大腸癌に対する低用量CPT-11＋
5’-DFUR併用療法の治療成績

桃崎 ポスター 肛門疾患手術のクリニカルパス

野明 口演
直腸脱に対する直腸固定術後の直腸
肛門機能

桃崎 口演
排便障害に対するDVD　Video-
defecographyの意義

2004.9.18 第14回九州内視鏡下外科手術研究会 1 林 口演
Composix MeshTMを用いた腹腔鏡下
腹壁瘢痕ヘルニア修復術

2004.9.18 第67回九州大腸肛門病懇談会 1 井上 口演 先端針付きバイポーラスネアの試作

荒木
パネル

ディスカッション
早期直腸癌に対する管腔内視鏡治療
の適応と問題点

2004.10.9
第29回日本大腸肛門病学会
九州地方会

3

2004.7.21-23

第10回大腸肛門機能障害研究会2004.9.4

第59回日本消化器外科学会総会

2004年度学会発表

3

2第2回日本ヘルニア研究会2004.5.8

2004.6.6-10

2004.6.11-12

2004.5.26-28 第67回日本消化器内視鏡学会総会

2

2

口演荒木

第７７回日本消化器内視鏡学会九州支
部例会

2

4

20th Biennial Congress of International
Society of University Colon and Rectal
Surgeons



野明 口演
肛門疾患と便通異常との関連について
の検討

桃崎
ビデオ

シンポジウム
脱出を伴う痔核に対するPPH法の適応
と限界

荒木 シンポジウム
潰瘍性大腸炎に対する鏡視下手術の
現状

荒木
パネル

ディスカッション
Video-assisted gasless transanal
endoscopic surgery（外科の立場から）

野明 口演
裂肛の治療方針—特に便通異常との関
連性について

金澤 口演
便漏れ症例におけるバイオフィードバッ
ク療法（バルーン法）の検討

桃崎 ビデオパネル
痔核に対するPPH法の工夫と有用性に
ついて

野副 口演
進行・再発大腸癌に対する低用量
CPT-11＋5-FU系薬剤併用療法の治
療成績

2004.11.18-19 第17回日本外科感染症学会 1 野明 口演
肛門疾患手術に対する抗生剤の適正
使用に向けて

山田 口演
トロッカー挿入部ヘルニアに対しコンメ
ド穿刺閉合器を用いた腹腔鏡補助下修
復術の１例

桃崎 口演
鏡視下手術法を応用したTEMによる直
腸カルチノイドの治療成績

2004.11.27 第9回経肛門的内視鏡下手術研究会 1 荒木 口演
Video-assisted gasless transanal
endoscopic surgery

2005.1.21 第62回大腸癌研究会 1 桃崎 口演
高位直腸のカルチノイドに対する鏡視
下手術法を応用したTEMシステムの治
療成績

2005.2.19 第68回九州大腸肛門病懇談会 1 野明 口演
肛門診察における排便時ポラロイド写
真の有用性

2005.3.12 第161回大腸肛門病懇談会 1 桃崎 口演
痔核に対するPPH法と術前術後の直腸
肛門痛について

2005.3.17 第13回Kurume Endosurgery Forum 1 野明 口演
下部消化管に対する腹腔鏡手術の合
併症と対策

2005.3.19 第1回短期滞在外科手術研究会 1 荒木 口演
当院（有床施設）における肛門疾患に
対する外来手術

【看護部】

開催日 学会名 出題 発表者 形式 演　題

2004.6.12
第45回九州消化器内視鏡
技師研究会

1 猿渡 口演
大腸内視鏡検査における検査食の検

討

種子田 ポスター
オストメイトのQOLからみたイレオスト
ミーとコロストミーの比較検討

熊添 ポスター
パソコンを用いた装具選択マニュアル
作成

2004.10.9
第29回日本大腸肛門病学会
九州地方会

3

2004.11.24-26 2第17回日本内視鏡外科学会総会

第59回日本大腸肛門病学会総会2004.11.5-6 6

2004.10.9
第20回九州ストーマリハビリテーション
研究会

2



2005.2.5
第21回日本ストーマリハビリテーション
学会総会

1 桑野 ワークショップ
パーソナルコンピューターを用いたバー
チャル装具選択

【薬局】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2004.9.20 第67回九州山口薬学大会 1 吉川 ポスター
当院における医薬品の適正使用と情報
提供②


