
【医局】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

2016.5.12-14
第91回日本消化器内視鏡学会総会
（東京）

1 小篠 ポスター
当院における腸管出血性大腸菌（ベロ
毒素産生株）感染症例の検討

2016.5.13-14 第53回九州外科学会（長崎） 1 家守 口演 当院での毛巣洞の手術手技と成績

2016.6.10-11
第55回日本消化器がん検診学会総会
（鹿児島）

1 入江 口演
大腸がん検診の適切な精度管理をめ
ざして

2016.6.11
第102回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 家守 口演 クローン病の直腸肛門部悪性腫瘍

2016.7.14-16
第71回日本消化器外科学会総会
（徳島）

1 入江 ポスター 女性外科医から女性専門医を目指す

2016.8.6
第9回西日本直腸肛門疾患懇談会
（熊本）

1 石見雅 口演 深部痔瘻の手術成績

2016.9.3
第22回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 野明 口演 直腸脱に合併した骨盤臓器脱の診断

2016.9.10 第194回大腸肛門病懇談会（東京） 1 野明 口演
直腸脱に合併した骨盤臓器脱（POP）
の診断と治療

2016.9.17
第1回久留米大学サージカル
フォーラム（久留米）

1 小篠 口演
大腸T1癌におけるリンパ節転移危険因
子についての検討

2016.9.24
第103回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 河野 口演
家族性大腸腺腫症に併発したデスモイ
ド腫瘍の一例

野明 シンポジウム
潰瘍性大腸炎手術における3期分割手
術の適応と手術成績

入江 口演 大腸がん検診の適切な精度管理

家守 ワークショップ
痔核結紮切除術における術後出血、排
尿および排出障害の検討

河野 口演
出血性大腸憩室における再出血症例
の検討

石見
雅人

特別企画 深部痔瘻の手術成績

石見
拓人

口演
直腸脱に対する直腸前方固定術と後
方固定術の比較検討

2016.10.20-22
第54回日本癌治療学会学術集会
（横浜）

1 的野 ワークショップ
局所進行・切除不能直腸癌に対する術
前化学療法の検討

2016.10.28 第19回IBDを学ぶ会（久留米） 1 家守 口演 診断に苦慮したIBD症例

JDDW2016（神戸）
第54回日本消化器がん検診学会大会

1 入江 ポスター
大腸がん検診の適切な精度管理をめ
ざして

JDDW2016（神戸）
第92回日本消化器内視鏡学会

1 野明
パネル

ディスカッション
粘膜治癒を目指した治療はクローン病
患者のQOLを改善するか

入江 ポスター
クローン病に合併した直腸肛門管癌の
診断と治療　4症例報告

的野 ポスター
局所進行直腸癌に対する術前化学療
法の治療成績

荒木 ワークショップ
肛門機能障害に対するAnal Dynamic
Graciloplastyの臨床成績

的野 口演 ALTA療法の再発に対する検討

入江 口演
機能性便排出障害型患者に対する診
断と治療戦略～機能検査の治療への
応用～

石見
拓人

ポスター
直腸脱に合併した骨盤臓器脱の治療
－Laparoscopic Sacrocolpopexy(LSC)
の経験

野明 ポスター 大腸肛門専門病院における教育

野明 ワークショップ
潰瘍性大腸炎手術における3期分割手
術の適応と手術成績

的野 口演 高齢者（75歳以上）の補助化学療法

2016.11.3-6

2

6
第41回日本大腸肛門病学会
九州地方会（久留米）

2016.10.1

5

2016年度学会発表

2016.11.24-26 第78回日本臨床外科学会総会（東京） 2

第71回日本大腸肛門病学会学術集会
（三重）

2016.11.18-19

JDDW2016（神戸）
第14回日本消化器外科学会



2016.11.25-26
第102回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会（熊本）

1 小篠 シンポジウム
当院における大腸ｐT1癌の再発症例に
関する検討

2016.11.30-12.1 第29回日本外科感染症学会（東京） 1 野明 口演
直腸癌術前化学療法が術後感染に与
える影響

2016.12.8-10
第29回日本内視鏡外科学会総会
（横浜）

1 野明 口演
直腸脱に合併した骨盤臓器脱（POP）
の診断と治療

2017.2.5 第9回福岡県医学会総会（福岡） 1 入江 ポスター
地域に根差した大腸がん検診の適切
な精度管理をめざして

H29.2.17-18 第13回日本消化管学会総会（名古屋） 1 入江 ワークショップ
機能性便排出障害型患者の診断と治
療

的野 口演
ストーマ合併症に対する手術症例の検
討

石見
拓人

口演
潰瘍性大腸炎と直腸癌における双孔式
回腸ストーマ関連合併症（早期・晩期）
の比較検討

【看護部】

開催日 学　会　名（開催地） 出題 発表者 形式 演　　　題

馬場
布美

口演
ストーマを増設した精神発達遅滞患者
への退院に向けた関わり

古賀
かおり

シンポジウム
施設入所中の日常生活自立度ランク
C1の患者の排泄ケアの確立

2016.10.20-22
第54回日本癌治療学会学術集会
（横浜）

1
豊福
美穂

ミニ
シンポジウム

外来化学療法を受ける患者への電話
訪問を試みて

H29.2.17-18
第34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）

1 亀川 口演
日常生活自立度ランクC1患者の排便
ケア確立へ向けた取り組み

H29.2.24-25 第32回日本環境感染学会総会（神戸） 1 中垣 ポスター
手洗いの効果検証から得た効果的な
手指衛生対策

【薬局】

2016.10.20-22
第54回日本癌治療学会学術集会
（横浜）

1 高良 ポスター 電子カルテ導入にあたり

【リハビリテーション科】

2016.10.1
第32回九州ストーマリハビリテーション
研究会（久留米）

1 岡田 シンポジウム
座位で行うバルーンBF療法の意義～
空圧測定器を用いての理学療法士の
介入～

【栄養科】

2016.10.20-22
第54回日本癌治療学会学術集会
（横浜）

1 日高 ポスター
大腸がん化学療法における管理栄養
士の役割

【放射線科】

2016.9.3
第22回大腸肛門機能障害研究会
（東京）

1 福山 口演
Defecographyにて診断された直腸重積
のoxford rectal prolapse gradeを用いた
検討

2017.2.4
第104回九州大腸肛門病懇談会
（久留米）

1 福山 口演 直腸脱・骨盤臓器脱の診断

【検査科】

西村 口演
バイオフィードバックプログラムの実施
と検討

眞崎 口演
特発性便失禁に対するバイオフィード
バック療法の効果

H29.2.17-18
第34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）

1 眞崎 ワークショップ
特発性便失禁に対するバイオフィード
バック療法の効果

2016.10.1
第32回九州ストーマリハビリテーション
研究会（久留米）

2

2016.9.3
第22回大腸肛門機能障害研究会（東
京）

2

H29.2.17-18
第34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



【地医連】

2016.10.1
第32回九州ストーマリハビリテーション
研究会（久留米）

1 檀 ワークショップ
高齢者オストメイトが地域で安心して暮
らす為の地域医療連携課の役割


