
【医局】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2007.4.21
第93回日本消化器病学会総会
（青森）

1 荒木
ランチョン
セミナー

潰瘍性大腸炎術後の排便障害対策

2007.5.25 第75回九州大腸肛門病懇談会 1 野明 口演
出血を主訴として来院した症例の原因
と対策

野明 口演 大腸憩室出血症例の検討

岩谷 口演
大腸癌検診におけるS状結腸内視鏡の
意義

2007.7.13 第10回IBD mini conference 1 藤 口演 小腸狭窄の一手術例

荒木 口演
潰瘍性大腸炎の術後排便機能評価と
対策

野明 口演
会陰ヘルニアにおける骨盤内臓器下垂
の画像診断

永江 ポスター 当院の直腸癌の縫合不全対策

2007.9.1 第13回大腸肛門機能障害研究会 1 荒木 口演
Outlet Obstruction Constipation (OOC)
の診断と治療

野明 口演 腹腔鏡下直腸脱手術の問題点

岩谷 口演
潰瘍性大腸炎発症後９年目に合併した
colitic cancerの一例

2007.9.7 第2回筑後IBDを学ぶ会 3
野明・
中川・
岩谷

症例検討

2007.9.8 第168回大腸肛門病懇談会 1 荒木 口演
直腸腫瘍に対する経肛門的局所切除
術

2007.9.28 第16回福岡大腸手術手技研究会 1 野明 口演 当院における痔核治療

荒木 口演 潰瘍性大腸炎術後の排便障害と対策

中川 口演 当院でのcolitic cancerの経験

2007.10.16 実践老年病研究会 1 荒木 特別講演 理論に基づいた便秘治療

荒木 ワークショップ
Outlet Obstruction Constipation (OOC)
の病態診断と治療

野明 ワークショップ
潰瘍性大腸炎の周術期におけるNST
の役割

永江 口演
肛門括約筋の奇異収縮に対するバイ
オフィードバック療法の意義

中川 口演
早期直腸癌に対する局所切除の適応
と限界

第76回九州大腸肛門病懇談会2007.9.29

2007.9.1 2第17回九州内視鏡下外科手術研究会
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岩谷 ポスター
下血を繰り返し治療に難渋した腸管
ベーチェット病の一例

荒木
パネル

ディスカッション
肛門括約筋切除術と肛門機能障害

野明 口演
怒責分類に基づく痔核治療―特にドー
ナツ型痔核の治療―

藤 口演
当院における坐骨直腸窩痔瘻に対する
治療法の検討

岩谷 口演
肛門病変を有するクローン病に対する
計画的レミケード治療

第23回九州ストーマ
リハビリテーション研究会

1 永江 口演
IBDおよび直腸癌における回腸ストーマ
術後合併症の検討

2007.11.28
第18回唐津東松浦大腸肛門疾患
懇談会

1 荒木 特別講演 痔の注射療法と直腸性便秘

2007.11.30 第69回日本臨床外科学会総会 1 野明 口演 骨盤内臓器脱の診断と治療

2007.11.30 第2回内痔核・脱肛治療研究会 1 野明 口演 怒責写真による内外痔核の診断

2007.12.1 第8回宮城排尿障害研究会 1 荒木 特別講演 うんちの漏れと排便機能検査

2008.1.19 第1回九州大腸がん懇話会 1 中川 口演
早期直腸癌に対する局所切除の適応
と限界

2008.1.25 第68回大腸癌研究会 1 藤 ポスター
当院における大腸の多発重複癌の検
討

2008.2.2
第25回日本ストーマ排泄リハビリテー
ション学会

1 永江 口演
IBD及び直腸癌における回腸 ストーマ
術後合併症の検討

2008.2.21-22 第23回日本静脈経腸栄養学会 1 野明 口演 活動期クローン病における NSTの役割

2008.2.23 第77回九州大腸肛門病懇談会 1 中川 口演
当院における大腸内視鏡ポリペクト
ミー、EMRのサーベイランス

2008.3.9 第3回内痔核治療法研究会 1 野明 口演
ALTA法の長期成績―投与後2年経過
症例に関して

野明 口演 当院における腹腔鏡下大腸切除術

中川 口演
大腸部門における技術認定に向けた
取り組み

2008.3.21 第17回福岡大腸手術手技研究会 1 岩谷 口演 直腸がん手術における縫合不全対策
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2007.11.17

第32回日本大腸肛門病学会
九州地方会

第16回Kurume Endosurgery Forum2008.3.18 2
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【看護部】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2007.5.11-12 第20回日本老年泌尿器科学会 1 種子田 口演
便失禁の病態分類に基づく排泄ケアに
ついて

2007.6.9 第51回九州消化器内視鏡技師研究会 1 田中と 口演
全大腸内視鏡検査における前日下剤
の効果と検討

2007.9.1 第13回大腸肛門機能障害研究会 1 種子田 口演
外来での小児における排便障害の経
験

桑野 口演
高齢化社会のオストメイトに対する施設
の関わり―オストミー協会支援活動をと
おして―

種子田 口演 当院の地域医療連携活動

手塚 口演
回腸肛門管吻合術後の排泄ケア
―当院の排泄ケア基準の評価―

中園 口演
排便障害患者に対する排泄ケアの退
院指導パンフレットの検討

2007.12.1 第52回九州消化器内視鏡技師研究会 1 中竹 口演
全大腸内視鏡検査における前日下剤
の検討-第２報-

1 桑野 口演
当院における南福岡オストミー協会活
動支援

1 種子田 口演
排泄動作Ｂ－２の排泄リハビリテーショ
ンとチームアプローチについて

【薬局】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2007.9.23-24 第70回九州山口薬学大会（熊本） 1 秀徳 ポスター
当院におけるポリカルボフィルカルシウ
ムの効果

2008.2.21-22 第23回日本静脈経腸栄養学会（京都） 1 小森 ポスター
潰瘍性大腸炎（UC）患者の周術期の栄
養管理

【放射線】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2007.9.1 第13回大腸肛門機能障害研究会 1 鍜冶谷 口演 排出困難例に対する便流量測定

【検査科】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2007.9.1 第13回大腸肛門機能障害研究会 1 中尾 口演
直腸性便秘に対する怒責圧波形パ
ターンの検討

【リハビリテーション科】

4
第23回九州ストーマ
リハビリテーション研究会

2007.11.17

2008.2.2
第25回日本ストーマ
排泄リハビリテーション学会



開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2007.7.8 第17回骨盤外科機能温存研究会 1 田邊 口演
高齢者会陰ヘルニア手術患者のリハビ
リテーション

2007.11.17
第23回九州ストーマ
リハビリテーション研究会

1 村田 口演
高齢者会陰ヘルニア手術患者のリハビ
リテーション

2008.2.2
第25回日本ストーマ
排泄リハビリテーション学会

1 溝口 口演
脳性麻痺患者の 排泄リハビリテーショ
ンを経験して ～理学療法の観点から～

【栄養科】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2008..2.21-22 第23回日本静脈経腸栄養学会（京都） 1 秀島 ポスター
潰瘍性大腸炎術後の栄養管理困難例
に対しHPNを導入した一症例について
の報告


