
【医局】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2010.4.16-17 第8回日本ヘルニア学会学術集会 1 神山
パネル

ディスカッション
Composix Meshにより腹腔内操作のみ
で修復し得た傍ストーマヘルニアの1例

荒木 口演 前側方低位筋間痔瘻の手術

野明 口演 深部痔瘻の手術

2010.5.8-9 第19回日本創傷・オストミー・失禁学会 1 神山 指定演題 排泄ケアにおける排便管理

野明 口演
小腸毛細血管拡張症による
消化管出血の一例

小篠 口演
消化管出血に対するカプセル内視鏡
検査の現状と問題点

2010.5.14-15 第23回日本老年泌尿器科学会 1 神山 口演
直腸瘤に対するTVM-Pが
排便機能に及ぼす影響

2010.5.28 第7回筑後IBDを学ぶ会 1 小篠 口演 興味ある症例を診る

2010.5.29 第6回日本短期滞在外科手術研究会 1 鍋山 口演 日帰り痔核治療のための怒責診断

2010.5.29 第84回九州大腸肛門病懇談会 1 野明 口演 怒責写真による内外痔核の診断と治療

2010.6.18-19
第95回日本消化器病学会九州支部例
会

1 鍋山 口演
アサコールの投与を行った
活動期潰瘍性大腸炎11例の検討

2010.6.18-19
第89回日本消化器内視鏡学会九州支
部例会

1 小篠 シンポジウム
当院における小腸カプセル内視鏡検査
の現状と問題点

荒木 口演 女性の骨盤臓器脱の診断

神山 口演 TVM手術の効能と問題点

荒木
ランチョン
セミナー

腸管病変の再手術回避を目指した治
療戦略

野明 企画関連口演
腹腔鏡下直腸癌手術における
直腸肛門側切断手技

神山 ポスター
当院におけるストーマトラブル症例の検
討

2010.7.22 第2回筑後IBDカンファランス 1 小篠 口演
多発直腸癌を合併した潰瘍性大腸炎
の1例

2010.8.7 第4回西日本直腸肛門疾患懇談会 1 野明 主題演題 seton法の功罪

2010.9.4 第16回大腸肛門機能障害研究会 1 神山 口演
Rome III F3a（排便協調障害）とF3b（糞
便排出不全）の検査手技に関する考案

2010.9.10 第22回福岡大腸手術手技研究会 1 野明 口演 右側結腸の腹腔鏡下大腸切除術

2010.9.11 第177回大腸肛門病懇談会 1 神山 口演 骨盤臓器脱を伴った直腸脱の治療

2010.9.21-25
5th European Society of
Coloproctology

1 荒木 ポスター

Pelvic Organ Prolapse associated with
Rectal Prolapse in Women : a
comparison of dynamic CT and
fluoroscopic cystocolopoproctography

2010.9.25 第85回九州大腸肛門病懇談会 1 鍋山 口演 完全直腸脱術後の排便機能評価

2010.9.29-10.1 第17回日本排尿機能学会 1 神山 口演
直腸瘤に対するTVM-Pが排便機能に
及ぼす影響

2010.10.1 第8回筑後IBDを学ぶ会 1 小篠 口演 みなさんと考える大腸炎の1症例
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2010.5.13-15 第79回日本消化器内視鏡学会 2

2010.5.7-8 第47回九州外科学会 2

2010.6.26 第20回骨盤外科機能温存研究会 2

2010.7.14-16 第65回日本消化器外科学会総会



野明 ポスター
クローン病初回腸管手術後の予防的
Infliximab療法

小篠 ポスター
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

鍋山 ポスター
腹腔鏡補助下大腸切除術における術
前内臓脂肪面積測定の意義

神山 ポスター
低位前方切除後の一時的人工肛門状
態で施行するバイオフィードバック療法
の効果

荒木 口演 肛門括約筋障害に対する肛門修復術

野明 シンポジウム
インフリキシマブ時代のクローン病肛門
病変治療

神山 口演
Rome IIIに従った排便協調障害と糞便
排出不全の鑑別法

鍋山 口演
pH依存性メサラジン放出調節剤の投与
を行った活動期潰瘍性大腸炎35例の
検討

2010.11.18-19 第23回日本外科感染症学会 1 神山 要望演題
創感染対策としての人工肛門閉鎖手技
の工夫

2010.11.21-23 第72回日本臨床外科学会 1 荒木
パネル

ディスカッション
深部複雑痔瘻に対する治療戦略

荒木
ビデオ

シンポジウム
当院における複雑痔瘻の手術成績

野明 口演
怒責写真による内外痔核の客観的診
断

神山 ワークショップ
便失禁に対するバイオフィードバック療
法

岩谷 口演 当院における女性専門外来について

小篠 口演
大腸癌における血清抗p53抗体測定の
意義

2010.12.11 第35回福岡肛門疾患懇談会 1 神山 口演 不顕性直腸脱と内肛門括約筋不全

2011.1.15 第86回九州大腸肛門病懇談会 1 神山 口演
ROMEⅢに従った排便協調障害と糞便
排出不全の鑑別法

2011.2.4-5
第28回日本ストーマ・排泄リハビリテー
ション学会総会

1 神山 口演 機能性排便障害（F3)の診断と治療

2011.2.6 第2回臨床肛門病研究会 1 荒木 口演 前側方低位筋間痔瘻の手術

2011.2.12 第56回中四国肛門疾患懇談会 1 荒木 口演 会陰部Paget病の会陰修復術

2011.2.26-27 第5回TVM研究会 1 神山 口演
直腸瘤に対するTVM-Pが排便機能に
及ぼす影響

2011.2.26 第4回九州大腸がん懇話会 1 野明 口演
腹腔鏡下直腸癌手術における適応拡
大への取り組み

2011.3.4 第19回Kurume Endosurgery Forum 1 野明 口演
腹腔鏡下横行結腸切除術における手
術計画

2011.3.12 第17回日本行動医学会学術総会 1 神山 口演
排便障害に対する実用的バイオフィー
ドバック療法の考案

【看護部】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2010.5.14-15 第23回日本老年泌尿器科学会 1 種子田 ポスター
直腸がん術後に生じた難治性の排便
障害と腹痛に対し、チームケアが有効
であった一例
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2010.11.6

4
JDDW 2010
（第18回日本消化器関連学会週間）2010.10.13-16

第35回日本大腸肛門病学会
九州地方会

4

2010.11.25-26 第65回日本大腸肛門病学会総会



2010.5.29 第7回日本褥瘡学会九州地方会 1 熊添 口演
弾性ストッキング着用時のケア確立に
むけて

2010.8.7-8 第55回NGB研究会 1 種子田
特別
講演

排便障害のアセスメントとケアをご一緒
に考えませんか。
～実際の症例から学んだことを基に～

種子田 口演
他施設での排便ケアの改善に対する
取り組み

熊添 口演 オストメイトのQOL調査

田中 口演
当院におけるストーマセルフケア経過
表の評価

桑野 口演
オストメイトへの社会復帰後のQOL調
査

種子田 シンポジウム
介護施設との排便ケアの改善に対する
連携

熊添 口演
肛門周囲皮膚のｐHと皮膚障害につい
て

亀川 口演
当院の排便障害患者へ対するチーム
アプローチ

【リハビリ】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2010.9.4 第16回大腸肛門機能障害研究会 1 村田 口演
理学療法士による排出障害への取り組
み

2010.11.27-28
第32回九州理学療法士・作業療法士
合同学会

1 山中 口演
当院における排泄リハビリテーションの
現状

2011.2.4-5
第28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
理学療法士の介入による怒責時直腸
内圧の変化

【検査科】

開催日 学　会　名 出題 発表者 形式 演　　　題

2010.9.4 第16回大腸肛門機能障害研究会 1 中尾 口演
排出障害に対する直腸・肛門管怒責圧
診断

2011.2.4-5
第28回日本ストーマ・排泄リハビリテー
ション学会総会

4

2010.11.6
第26回九州ストーマ・リハビリテーショ
ン研究会

3


