
【医局】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

荒木 ポスター
ラットを用いたALTAの直腸肛門障害の
検討

岩本 ポスター
直腸癌手術における直腸肛門機能検
査の意義

2013.5.10-12
第85回日本消化器内視鏡学会総会
（京都）

1 小篠 口演
リンパ節転移を有する大腸SM癌の病
理学的特徴および転移高危険群の客
観的評価について

岩本 口演 骨転移を来した直腸癌の2例

的野 口演
FOLFOX4が著効した直腸癌膀胱前立
腺浸潤の1例

2013.5.31-6.2 第64回日本東洋医学会（鹿児島） 1 岩本 ポスター 便秘・排便障害に対する漢方薬処方

2013.6.14 第13回IBDを学ぶ会（久留米） 1 小篠 口演
クローン病におけるインフリキシマブ血
中濃度トラフ値と臨床症状について

2013.6.21-22
第95回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会（北九州）

1 小篠 シンポジウム
当院における難治性潰瘍性大腸炎に
対するタクロリムス治療の短期成績

2013.6.29
第23回骨盤外科機能温存研究会
（東京）

1 岩本 主題演題
潰瘍性大腸炎・直腸癌に対する経肛門
吻合後の直腸肛門機能に関する検討

小篠 ポスター
大腸癌術前の腫瘍マーカーとしての血
清抗p53抗体測定の意義に関する検討

岩本 ポスター
直腸癌の再発因子としての血清抗p53
抗体の意義

野明 要望演題 骨盤底臓器脱の治療方針

岩本 企画関連口演
潰瘍性大腸炎に対するIAAの評価―
IACAと比較して―

的野 口演
当院における高齢者（前期・後期）補助
化学療法の現状と対策

2013.8.10
第7回西日本直腸肛門疾患懇談会
（熊本）

1 牛島 口演
便流量検査～機能性排便障害におけ
る診断検査、スクリーニング検査として
の可能性について～

2013.8.29-30 第54回日本人間ドック学会（浜松） 1 佐藤 ポスター
人間ドック受診者の肛門病変と便潜血
検査についての検討

2013.9.7
第19回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 野明 口演 骨盤底臓器脱の診断と治療

岩本 シンポジウム
潰瘍性大腸炎に対する手術適応の変
遷―Tacrolimusの導入前後を比較して
―

山下 口演 当院のperianal herpesの臨床的検討

2013.9.20-21
第26回日本サイコオンコロジー学会
（大阪）

1 岩本 ポスター
放射線による緩和が奏功した大腸癌骨
転移の1例

2013.9.28 第94回九州大腸肛門病懇談会 1 小篠 口演
大腸憩室症の画像診断（大腸内視鏡、
注腸造影、CTコロノグラフィでの比較）

小篠 ポスター
大腸内視鏡挿入における無送気挿入
法の検討（消化器内視鏡学会）

岩本 ポスター
直腸癌に対する腹腔鏡手術の再発病
態と問題点（消化器外科学会）

2013.10.24-26 第51回日本癌治療学会（京都） 1 的野 ポスター
当院における高齢者の術後補助化学
療法の現状

2013.10.26 宮崎ALTA（ジオン）治療勉強会 1 荒木 教育講演
ラットを用いたALTAの直腸肛門障害の
早期観察

2013.11.8-9
第96回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会（宮崎）

1 小篠 シンポジウム
大腸憩室出血における高齢者と非高齢
者との比較

2013.11.9 第49回東海肛門疾患懇談会（浜松） 1 荒木 特別演題 たかが便秘、されど便秘

2013.10.9-12
JDDW2013
（日本消化器関連学会週間）（東京）
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野明
パネル

ディスカッション
クローン病術後抗TNFα抗体療法の長
期予後

小篠 口演
当院における早期直腸癌治療の検討
（早期結腸癌との比較）

的野 シンポジウム
当院でのLE+ALTA療法とALTA単独療
法の治療成績と再発の検討

岩本 口演
潰瘍性大腸炎の術後QOLに関する検
討

岩谷 口演 肛門部尖圭コンジローマの検討

新垣 ポスター
直腸癌・肝転移StageIV症例に集学的
治療を行いCRとなった１例

野明
ビデオワーク

ショップ
直腸脱に対する直腸後方固定術の限
界

的野 口演
術前化学療法を施行した局所進行直
腸癌3例についての検討

2013.11.25-26 第26回日本外科感染症学会（神戸） 1 岩本 口演
直腸領域における手術部位感染発生
率の検討－とくにストーマに着眼して－

岩本 主要関連演題
直腸癌、肛門管癌に対する腹腔鏡手術
の問題点-側方郭清のあり方-

山下 口演
当院の腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術症
例の短期成績検討

2013.12.8
第32回日本リハビリテーション医学会
中国・四国地方会（岡山）

1 佐藤 口演
排便困難症例におけるバルーン排出
訓練と直腸内圧測定の意義

2014.1.24 第80回大腸癌研究会（東京） 1 岩本 ポスター
直腸癌に対する補助化学療法の適応-
神経周囲浸潤を検討して-

2014.1.25
第95回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 的野 口演 当院での痔核の診断と治療

岩本 シンポジウム
排便障害のケア-10年間の症例検討会
を振り返って-

的野 口演
若年者潰瘍性大腸炎手術に対する臍
部に回腸人工肛門造設症例の検討

2014.3.14 第14回IBDを学ぶ会（久留米） 1 岩本 口演
PAPA症候群にCrohn病様腸炎を合併
した1例

【看護部】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2013.5.11
第10回日本褥瘡学会九州地方会（北
九州）

1 跡部 口演 手術体位固定基準作成の取り組み

2013.6.22
第63回九州消化器内視鏡技師研究会
（北九州）

1 武富 口演
経鼻内視鏡における前処置方法の検
討～スプレー法とネラトン法の比較～

2013.9.7
第19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測定
の位置づけ～第２報～

2013.9.14
第29回九州ストーマリハビリテーション
研究会（鹿児島）

1 山浦 口演
緊急ストーマ造設を要した要介護高齢
者の排泄方法の検討

2013.10.24-26 第51回日本癌治療学会（京都） 1 釣谷 ポスター
当院でのXELOX治療に対するチーム
医療の取り組み

種子田 口演
排泄ケアに関する行政との連携協働活
動

亀川 口演 ストーマの位置に関する術後の検討

【リハビリ】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2013.9.7
第19回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 國武 口演 便失禁に関するアンケート調査

2013.11.23-24 第35回九州ＰＴ‐ＯＴ合同学会（熊本） 1 國武 口演
便失禁に対して表面筋電図を用いたバ
イオフィードバック療法を実施した症例
報告

2013.2.21-22
第31回ストーマ排泄リハビリテーション
学会総会（仙台）

2

2013.11.15-16
第68回日本大腸肛門病学会学術集会
（東京）

6

2
第31回日本ストーマ・排泄リハビリテー
ション学会総会（仙台）

2013.2.21-22

2013.11.21-23
第75回日本臨床外科学会総会
（名古屋）

2

2013.1128-30
第26回日本内視鏡外科学会総会
（福岡）

2



2013.2.21-22
第31回ストーマ排泄リハビリテーション
学会総会（仙台）

1 村田 口演
直腸脱術後患者に骨盤底筋体操を実
施した一例　～肛門筋電図測定を用い
て～

【検査科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2013.5.18-19 第62回日本医学検査学会（香川） 1 中尾 口演
直腸肛門管排出圧検査の基準値の検
討

【薬局】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2013.10.24-26 第51回日本癌治療学会（京都） 1 乙咩 ポスター
当院におけるオキサリプラチンの過敏
症発現について

【栄養科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2013.2.27-28 第29回日本静脈経腸栄養学会（横浜） 1 日高 ポスター
クローン病における間接熱量計を用い
た栄養管理について

【放射線科】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2013.9.7
第19回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 福山 口演 Defecographyにおける正面撮影の意義


