
【医局】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2012.4.12-14 第112回日本外科学会（幕張） 1 神山
サージカル
フォーラム

鼡径ヘルニア手術における抗凝固・抗
血小板治療の位置づけ

2012.4.13 第11回IBDを学ぶ会（久留米） 1 小篠 口演
当院における潰瘍性大腸炎に対するタ
クロリムス使用経験（寛解導入と寛解
維持効果について）

2012.4.25-26 第86回日本感染症学会（長崎） 1 神山 口演 当院におけるESBL産生菌の発生動向

2012.4.27-28 第10回日本ヘルニア学会（名古屋） 1 神山 シンポジウム
抗凝固抗血小板治療患者に対する鼡
径ヘルニア周術期管理についての検
討

2012.5.11-12
第21回日本創傷・オストミー・失禁管理
学会（神戸）

1 神山 口演 肛門皮膚病変の検討

2012.5.12-14 第83回日本消化器内視鏡学会（東京） 1 小篠 ポスター
キャンピロバクター腸炎117症例の臨床
病理学的検討

2012.5.18-19 第49回九州外科学会（佐賀） 1 岩本 口演
局所再発と鑑別を要した異時性多発直
腸癌の１例

2012.5.31-6.2
第49回日本リハビリテーション医学会
（福岡）

1 神山 口演
直腸癌術後の直腸肛門機能障害に対
するバイオフィードバック療法の効果

2012.6.1-2 第25回日本老年泌尿器科学会（徳島） 1 神山 口演
直腸脱と骨盤臓器脱の合併頻度につ
いての検討

2012.6.16
第90回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 小篠 口演
キャンピロバクター腸炎138症例の臨床
病理学的検討

野明 ワークショップ
クローン病に対する術後予防的抗
TNF-α治療

小篠 シンポジウム
大腸憩室出血の再出血に関する危険
因子の解析

2012.7.6 第77回大腸癌研究会（東京） 1 的野 ポスター
当院における高齢者（75歳以上）大腸
癌化学療法の現状および可能性

野明 口演
クローン病肛門病変に対する抗TNFα
抗体治療と外科治療

神山 口演
骨盤底再建手術が骨盤底に及ぼす効
果についての検討

岩本 口演
当院における潰瘍性大腸炎に対する外
科治療の現状

2012.7.28-29 第14回日本女性骨盤底医学会（大阪） 1 神山 口演
尿流量測定検査を応用した排便障害
のスクリーニング

2012.8.4-5 第61回NGB研究会（高野山） 1 神山 特別講演 腹部レントゲンの見方

2012.8.18
第6回西日本直腸肛門疾患懇話会
（熊本）

1 野明 口演
前側方痔瘻に対する内括約筋温存手
術と選択的内括約筋切開手術

2012.8.29-31 第19回日本排尿機能学会（名古屋） 1 神山
学会賞候補演

題

尿流量測定検査を応用した便流量測
定検査（フェコフロー）による排便障害
のスクリーニング

野明 口演
直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術
の合併症、再発

新垣 口演 当院のTAPP導入後１年経過して

2012.9.1-2 第53回日本人間ドック学会（東京） 1 佐藤 ポスター
人間ドックにおける便潜血陽性者の肛
門病変および背景因子

2012.9.7
第26回福岡大腸手術手技研究会
（福岡）

1 岩谷 口演
腹腔鏡下大腸手術における手順書を
用いた助手の役割

2012.9.8 第182回大腸肛門病懇談会（東京） 1 荒木 口演
便失禁に対する外科手術－肛門括約
筋切除モデルと肛門括約筋修復術－

2012年度学会発表

2012.6.29-30
第93回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会（佐賀）

2

2012.7.18-20
第67回日本消化器外科学会総会
（富山）

3

2012.9.1
第22回九州内視鏡下外科手術研究会
（長崎）

2



野明 口演
クローン病に対する抗TNFα治療の現
状と問題点

鍋山 口演 若年者の直腸粘膜脱症候群の5例

的野 口演
痔核治療における再発を防ぐための工
夫

2012.9.21-22
第25回日本サイコオンコロジー学会
（福岡）

1 岩本 ポスター
統合失調症に腰仙部神経叢浸潤症候
群、悪性腸腰筋症候群を合併した直腸
癌局所再発の１例

2012.9.29
第91回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 新垣 口演 毛巣洞手術（V-Y plasty）の治療経験

鍋山 口演
pH依存型5-アミノサリチル酸（5-ASA）
放出調節剤の活動期潰瘍性大腸炎に
対する有効性の検討

野明
クリティカルセッ

ション
演題名なし

野明 ポスター
潰瘍性大腸炎に対するタクロリムスの
寛解導入と粘膜治癒効果と寛解維持
効果(消内)

小篠 ポスター
虚血性腸炎の再発例における臨床的
検討（消内）

神山 ポスター
機能性便秘（C3）と機能性便排出障害
（F3）についての検討（消内）

岩本 ポスター
直腸癌術後排尿障害の検討－側方郭
清による障害に着目して－（消外）

2012.10.20
第4回大腸Clinical Onｃology研究会
（東京）

1 荒木 基調講演 経肛門的内視鏡下手術

2012.11.2-3
第100回日本消化器病学会
九州支部例会（鹿児島）

1 小篠 シンポジウム
当院における潰瘍性大腸炎に対するタ
クロリムス使用経験（寛解導入と寛解
維持効果について）

野明 シンポジウム 大腸肛門専門病院における教育

小篠
ビデオシンポジ

ウム
腫瘍径20mm以上の大腸腫瘍に対する
内視鏡治療

神山
ビデオシンポジ

ウム

多臓器造影検査による骨盤臓器脱の
評価とTVM手術の骨盤底に及ぼす効
果について

神山
パネルディス

カッション
機能性便排出障害（F3）患者の診断と
治療

岩本 口演
潰瘍性大腸炎の術後成績とQOLの評
価

佐藤 ポスター
肛門診による健常人の肛門病変と便潜
血検査についての検討－内痔核と背
景因子の解析－

新垣 ポスター
当院における毛巣洞手術（V-Y plasty）
の治療経験

岩谷 ポスター
クローン病の肛門病変に対する評価方
法について

鍋山 ポスター
隆起性及び非隆起性直腸粘膜脱症候
群の比較検討

的野 ポスター
当院における高齢者（75歳以上）大腸
癌化学療法の現状

2012.11.21-22 第25回日本外科感染症学会（幕張） 1 野明 要望演題 大腸腹腔鏡手術のSSI予防効果

的野 ポスター 術前怒責診を用いた痔核の治療と成績

岩本
パネルディス

カッション
直腸癌術後排便機能に対する直腸肛
門内圧を用いた評価

2012.11.16-17
第67回日本大腸肛門病学会学術集会
（福岡）

10

2012.10.10-13
JDDW2012（神戸）
（第20回日本消化器関連学会週間）

4

2012.10.5 第12回IBDを学ぶ会(久留米） 1

2012.9.21
第37回日本大腸肛門病学会
九州地方会（福岡）

3

2012.11.29-12.1 第74回日本臨床外科学会総会（東京） 2



野明 口演 直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術

岩本 要望演題
直腸癌手術（骨盤操作）におけるロボッ
ト手術の有用性

新垣 口演
当院における下行結腸癌に対する腹腔
鏡下手術の現状

2013.1.18 第78回大腸癌研究会（東京） 1 岩本 ポスター
進行直腸癌に対する術後補助療法の
検討

2013.2.2
第92回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 野明 口演
骨盤臓器脱と直腸脱
-TVMが必要な症例は-

2013.2.16 第7回九州ヘルニア研究会（福岡） 1 新垣 口演
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP)
の導入と初期成績

2013.3.1
第27回福岡大腸手術手技研究会
（福岡）

1 野明 口演 直腸手術の縫合不全対策

2013.3.15
第21回Kurume Endosurgery Forum
（久留米）

1 岩本 口演
腹腔鏡補助下直腸手術における送水
吸引管装置の有用性

【看護部】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2012.6.1-2 第25回日本老年泌尿器科学会（徳島） 1 種子田 口演
機能性排便障害における便流量検査
の位置づけ　～尿流量測定器を用いて
～

2012.8.4-5 第61回NGB研究会（高野山） 1 種子田 特別講演 電話相談から学ぶ話し方

2012.9.1
第18回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 種子田 口演
機能性排便障害における便流量検査
の位置づけとは

上野 口演
肛門皮膚炎のセルフケア確立に難渋し
た患者のケア

古川 口演
高齢者ストーマ造設患者への退院指導
方法の見直し

亀川 口演 当院でのスキンケア外来の取り組み

種子田 口演
小児の慢性便秘症に対する当院での
治療・ケアについて

亀川 口演 当院でのスキンケア外来の取り組み

【リハビリ】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2012.5.25-27 第47回日本理学療法学術大会（神戸） 1 村田 口演

座位で行うバルーン排出訓練における
直腸内圧測定の意義　－理学療法士
における排便障害患者への新しい取り
組みについてー

2012.9.1
第18回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 国武 口演
Defecographyを用いた便器座位におけ
る骨盤内アライメントの検討

2012.9.21
第28回九州ストーマリハビリテーション
研究会（福岡）

1 井上 口演
排便に関する固執の強い患者への理
学療法の関わり

【検査科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2012.6.9-10 第61回日本医学検査学会（三重） 1 中尾 口演
排泄困難症例に対する直腸肛門機能
検査（排出圧検査）の有用性

中尾 口演
直腸肛門管排出圧検査の基準値の検
討

真崎 口演
バルーン排出訓練に用いるバルーン容
量の検討

2012.11.17-18
第47回日臨技九州支部医学検査学会
（宮崎）

1 中尾 口演
排泄困難症例に対する直腸肛門機能
検査（排出圧検査）の有用性

2012.9.1
第18回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

2

3
第28回九州ストーマリハビリテーション
研究会（福岡）

2012.9.21

2013.2.15-16
第50回日本ストーマ排泄リハビリテー
ション学会総会（名古屋）

2

2012.12.6-8
第25回日本内視鏡外科学会総会
（横浜）

3


