
【医局】

開催日 学会名 出題 発表者 形式 演題

2008.4.12 第6回日本ヘルニア研究会（東京） 1 中川 シンポジウム 当院における腹腔鏡下ヘルニア修復術

2008.4.26
第12回日中大腸肛門病学術交流会
（中国）

1 荒木 口演 直腸性便秘の診断と治療

2008.5.15-17 第108回日本外科学会（長崎） 1 荒木 口演
潰瘍性大腸炎に対する手術のタイミン
グ

2008.5.31 第78回九州大腸肛門病懇談会 1 野明 口演 痔瘻の分類と治療方針

2008.6.7 第3回九州消化器GCAP療法研究会 1 小篠 口演
潰瘍性大腸炎術後の活動期回腸嚢炎
に対する白血球除去療法

2008.6.14 第31回福岡肛門疾患懇談会 1 荒木 口演 直腸脱治療の落とし穴

2008.7.5 第18回骨盤外科機能温存研究会 1 荒木 口演
女性の会陰ヘルニアの診断と膀胱脱に
対する経膣的Mesh repair

2008.7.12 日韓外科ミーティング 1 中川 口演 Defecation diagnosis for hemorrhoids

荒木 ワークショップ
消化器外科医必見の肛門括約筋不全
の診断と治療法

野明 口演
下部消化管手術におけるＳＳＩ対策とそ
の効果

岩谷 ポスター
肛門病変の既往を持つクローン病患者
に対する計画的レミケード治療

2008.9.6 第14回大腸肛門機能障害研究会 1 野明 口演
会陰ヘルニアにおける骨盤内臓器下垂
の画像診断と治療

2008.9.6 第18回九州内視鏡下外科手術研究会 1 中川 口演
大腸部門における技術認定に向けた
取り組み

2008.9.13 第171回大腸肛門病懇談会 1 荒木 口演
当院におけるCrohn病術後の計画的
Infliximab治療

2008.10.10 第18回福岡大腸手術手技研究会 1 野明 口演 腹腔鏡下右側大腸切除術の注意点

荒木 ワークショップ
潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡手術の
適応と限界

荒木 シンポジウム
当院におけるCrohn病術後の計画的
Infliximab治療導入

野明 ワークショップ
怒責写真による内外痔核の客観的診
断と治療

藤 口演
当院の痔瘻手術の再発からみた術式
の検討

中川 口演
当院における腹腔鏡下大腸切除術及
び内視鏡外科技術認定に向けた取り
組み
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2008.10.17-18 第63回日本大腸肛門病学会総会

2008.7.16-18 第63回日本消化器外科学会



岩谷 口演
当院における女性専門外来の特徴に
ついて

小篠 口演 当院における急性腸炎の現状

2008.11.5-7 第21回日本外科感染症学会 1 野明 ワークショップ 下部消化管手術におけるSSI対策

野明
ビデオシンポジ

ウム
直腸脱と骨盤内臓器下垂-会陰ヘルニ
アの診断と治療

岩谷 口演
潰瘍性大腸炎患者に対し臍部を用いた
一時的回腸人工肛門造設を行った２例

小篠 シンポジウム
当院におけるCrohn病術後の計画的
Infliximab治療

2008.11.21-22
第92回日本消化器病学会
九州支部例会

1 小篠 シンポジウム
当院におけるCrohn病術後の計画的
Infliximab治療の導入

荒木
ビデオワーク

ショップ
当院における直腸脱の治療指針

野明
ビデオシンポジ

ウム
ALTA法の長期成績-投与後２年経過
症例に関して

2008.11.29-30 第26回日本大腸検査学会総会 1 豊永 口演
Total colonoscopyの難易度を予測する
因子と対策

2009.1.24 第80回九州大腸肛門病懇談会 1 小篠 口演
当院におけるクローン病レミケード治療
の現状と問題点

H21.2..21 第2回九州大腸がん懇話会 1 中川 口演
当院における大腸腺腫、早期大腸癌に
対する大腸内視鏡ポリペクトミー、EMR
のサーベイランス

中川 口演
当院における腹腔鏡補助下右半結腸
切除の取り組み

岩谷 口演
当院における内視鏡外科技術認定に
向けた私のトレーニングの取り組み

荒木 口演 当院における排便障害のアルゴリズム

小篠 口演
直腸癌術後の排便障害に対するバイ
オフィードバック療法の有用性

2009.3.15 第4回内痔核治療法研究会 1 野明 口演 ALTA法の術後直腸肛門機能

【看護部】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

1 種子田 ポスター
専門病院としての地域医療連携活動
～地域での排泄（排便）ケアネットワー
クつくりに向けて～

1 古賀か 口演
認知症と前頭葉障害を伴う巨大結腸症
患者の排泄ケアにおける一考察

2008.11.27-29

2008.11.15
第33回日本大腸肛門病学会
九州地方会

82008.10.17-18 第63回日本大腸肛門病学会総会
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第70回日本臨床外科学会総会

第17回Kurume Endosurgery Forum2009.2.27 2
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第26回日本ストーマ
排泄リハビリテーション学会総会

2008.5.24-25
第21回日本老年泌尿器科学会
（北九州）

2009.2.27-28



2008.9.6 第14回大腸肛門機能障害研究会 1 種子田 口演
認知症と前頭葉障害を伴う巨大結腸症
患者の排泄ケアの一症例

桑野 口演
臍部のストーマケア－ストーマの位置と
そのケア－

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

猿渡 口演
当院におけるストーマセルフケア経過
表の取り組み

桑野 口演
臍部のストーマケア－潰瘍性大腸炎患
者の一時的ストーマの位置-

種子田 口演
ROMEⅢのF症例の排泄リハビリテー
ションにおける看護師の役割

【薬局】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2008.5.24
第5回日本褥瘡学会
九州地方会学術集会

1 谷岡 口演
全身麻酔術後の褥瘡発生予防に向け
て

【放射線】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

【検査科】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2008.9.6 第14回大腸肛門機能障害研究会 1 中尾 口演
当院におけるＦ３（ROMEⅢ）症例に対
するバイオフィードバック療法の意義

【リハビリテーション科】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2008.9.6 第14回大腸肛門機能障害研究会 1 村田 口演
外来での排泄障害における理学療法
の介入の実際

2008.11.15
第24回
九州ストーマリハビリテーション研究会

1 村田 口演
外来での排便障害における理学療法
の介入の実際

H21.2.27-28
第26回日本ストーマ
排泄リハビリテーション学会総会

1 溝口 口演
ROMEⅢのF症例の排泄リハビリテー
ションにおける理学療法士の役割

【健診課】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2008.8.24 第16回大腸検査学会九州地方会 1 高楊 口演
大腸癌検診におけるS状結腸内視鏡の
意義

H21.2.27-28 2

2008.11.15
第24回九州ストーマリハビリテーション
研究会
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第26回日本ストーマ排泄リハビリテー
ション学会総会


