
2015 年度 

<消化器内科> 

長期予後を目標とした脈管侵襲を有する進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法を用いた

conversion therapy の検討 

第 23 回日本消化器関連学会週間(JDDW2015)（東京都）2015/10/8-10/11 

◎永松 洋明 

 

肝細胞癌 Stage II、III、IV-A 症例からの肝外転移発症に関する検討 

第 23 回日本消化器関連学会週間(JDDW2015)（東京都）2015/10/8-10/11 

◎小岡 洋平 

 

T3、T4 を有する Stage IV-B 肝細胞癌症例に対する肝内病変への先行治療の有用性に関す

る検討 

第 23 回日本消化器関連学会週間(JDDW2015)（東京都) 2015/10/8-10/11 

◎森田 俊 

 

肝内結節性肝細胞癌に対する放射線治療の検討 

第 23 回日本消化器関連学会週間(JDDW2015) (東京都) 2015/10/8-10/11 

◎堤 翼 

 

Conversion therapy with hepatic arterial infusion chemotherapy for long-term prognosis in 

patients with advanced hepatocellular carcinoma involving vascular invasion. 

第 66 回米国肝臓学会議(AASLD2015) (サンフランシスコ) 2015/11/13-11/17  

◎永松 洋明 

 

Neoadjuvant therapy for intrahepatic tumors before sorafenib administration prolongs 

survival time of hepatocellular carcinoma with extrahepatic metastasis. 

ILCA2015 (パリ) 2015/9/4-9/6 

◎小岡 洋平 

 

Evaluation of radiotherapy for patients with unresectable advanced hepatocellular carcinoma. 

ILCA2015 (パリ) 2015/9/4-9/6 

◎堤 翼 

 

 

 



Conversion therapy with hepatic arterial infusion chemotherapy for long-term prognosis in 

patients with advanced hepatocellular carcinoma involving vascular invasion. 

ILCA2015 (パリ) 2015/9/4-9/6 

◎永松 洋明 

 

腫瘍径 10cm 以上の主結節を有する進行肝細胞癌に対する New FP 療法の成績 

第 53 回癌治療学会学術集会（京都市) 2015/10/29-10/31 

◎永松 洋明 

 

難治性腹水に対するトルバプタン投与の有用性～肝細胞癌に対する治療継続の可能性～ 

第 41 回日本肝臓学会西部会（名古屋市) 2015/12/3-12/4 

◎德重 貴彦 

 

下大静脈侵襲を伴った肝細胞癌症例の検討 

第 41 回日本肝臓学会西部会（名古屋市) 2015/12/3-12/4 

◎永松 洋明 

 

大動脈内特殊リザーバーを用いてヘパスフィア RDEB-TACE を施行したびまん型肝細胞癌

の初期検討 

第 41 回日本肝臓学会西部会（名古屋市) 2015/12/3-12/4 

◎小岡 洋平 

 

長期予後を目標とした脈管侵襲を有する進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法を用いた

conversion therapy の検討 

第 40 回リザーバー研究会（東京都) 2015/11/27-11/28 

◎永松 洋明 

 

大動脈内特殊リザーバーを用いてヘパスフィア RDEB-TACE を施行したびまん型肝細胞癌

の初期検討 

第 40 回リザーバー研究会（東京都) 2015/11/27-11/28 

◎小岡 洋平 

 

Child-Pugh score 8 点以上で Intermediate および Advanced stage 肝細胞癌に対する IVR を

用いた治療成績の検討 

第 51 回日本肝臓学会総会 (熊本市) 2015/5/21-5/22 

◎永松 洋明 



進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法における second regimen の検討 

第 51 回日本肝臓学会総会 (熊本市) 2015/5/21-5/22 

◎小岡 洋平 

 

長期予後を目標とした脈管侵襲を有する進行肝細胞癌に対する New FP 療法を用いた

conversion therapy の検討 

第 51 回日本肝癌研究会 (神戸市) 2015/7/23-7/24 

◎永松 洋明 

 

T3、T4 を有する Stage IV-B 肝細胞癌症例に対するソラフェニブ前肝内病変への先行治療

に関する検討 

第 51 回日本肝癌研究会 (神戸市) 2015/7/23-7/24 

◎森田 俊 

 

肝細胞癌 Stage II、III、IV-A 症例からの肝外転移発症に関する検討 

第 51 回日本肝癌研究会 (神戸市) 2015/7/23-7/24 

◎小岡 洋平 

 

肝内結節性肝細胞癌に対する放射線治療の検討 

第 51 回日本肝癌研究会 (神戸市) 2015/7/23-7/24 

◎堤 翼 

 

大動脈内特殊リザーバーを用いたヘパスフィア R+CDDP 投与が有効であったびまん型肝

細胞癌の 1 例 

第 105 回日本消化器病学会九州支部例会 (長崎市) 2015/6/19-6/20 

◎小岡 洋平 

 

T3、T4 を有する Stage IV-B 肝細胞癌症例に対するソラフェニブ前肝内病変への先行治療

に関する検討 

第 105 回日本消化器病学会九州支部例会 (長崎市) 2015/6/19-6/20 

◎森田 俊 

 

肝内結節性肝細胞癌に対する放射線治療の検討 

第 105 回日本消化器病学会九州支部例会 (長崎市) 2015/6/19-6/20 

◎堤 翼 

 



BCLC advanced stage 肝細胞癌に対する肝動注化学療法を中心とした治療成績 

第 101 回日本消化器病学会総会 (仙台市) 2015/4/23-4/25 

◎永松 洋明 

 

TACE 不応多結節性肝細胞癌に対する IVR を用いた治療成績の検討 

第 101 回日本消化器病学会総会 (仙台市) 2015/4/23-4/25 

◎小岡 洋平 

 

進行肝細胞癌症例に対するソラフェニブ投与における副作用出現時期と予後の検討～チー

ム医療による副作用対策も含めて～ 

第 101 回日本消化器病学会総会 (仙台市) 2015/4/23-4/25 

◎森田 俊 

 

難治性腹水に対するトルバブタン投与の有用性 -肝細胞癌に対する治療継続の可能性-  

第 17 回九州肝癌研究会学術講演会 (福岡市) 2015/9/12 

◎永松 洋明 

 

長期予後を目標とした Stage IV HCC の治療について 

12th Kurume Liver Cancer Forum (久留米市) 2015/11/5 

◎永松 洋明 

 

進行肝細胞癌に対する治療 

L-Cartin 肝疾患講演会 (札幌市) 2015/11/6 

◎永松 洋明 

 

心疾患既往症例へのダクラタスビル・アスナプレビル併用療法 

C 肝治療懇話会 (久留米市) 2015/9/16 

◎森田 俊 

 

進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法 

第 40 回リザーバー研究会 スポンサードシンポジウム (東京都) 2015/11/27 

◎永松 洋明 

 

進行肝細胞癌に対する動注化学療法の基本と工夫 

福岡肝動注療法講演会 (福岡市) 2015/12/7 

◎永松 洋明 



肝細胞癌に対する IVR 治療～TACE から HAIC まで～ 

ミリプラエリアフォーラム in 佐賀 (佐賀市) 2016/2/10 

◎永松 洋明 

 

進行肝細胞癌に対する IVR を中心とした治療 

第 65 回北海道血管造影 IVR 研究会 (札幌市) 2016/2/20 

◎永松 洋明 

 

C 型肝炎の病態と治療 

八女・筑後医師会講演会 (八女市) 2016/2/29 

◎永松 洋明 

 

最新肝癌学 基礎と臨床の最新研究動向 XII 肝癌の治療、内科的治療、血管カテーテル治

療、肝動注化学療法 

日本臨床 71(増 1) p651-655  2015 年 

◎永松 洋明 

 

IV 肝癌の診断と治療、肝細胞癌の経動脈的治療 肝動注化学療法 

消化器外科 38(臨時増) p732-736  2015 年 

◎永松 洋明 

 

肝外転移を有する進行肝細胞癌における予後因子の検討 

The Liver Cancer Journal メディカルレビュー社 7 p144-145  2015 年 

◎永松 洋明 

 

Hepatic arterial infusion chemoembolization therapy for advanced hepatocellular carcinoma: 

multicenter phase II study. 

Cancer Chemother Pharmacol Springer-Verlag Berlin Heidelberg  2016 年 

◎永松 洋明 

 

<内分泌代謝内科> 

無セルロプラスミン血症に伴うインスリン依存性糖尿病の一例 

第 88 回日本内分泌学会学術総会 (東京都)  2015/4/23-4/25 

◎佐藤 秀一 

 

 



2009 年～2014 年の 6 年間に当院へ救急搬入された低血糖 124 例の臨床的検討 

第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会 (下関・門司)  2015/5/21-5/24 

◎佐藤 秀一 

 

推定食塩摂取量を用いた糖尿病透析予防指導・個別栄養指導の臨床的効果の検討 

第 53 回日本糖尿病学会九州地方会 (福岡市)  2015/11/27-11/28 

◎千々岩 昭子、堤 明美、鶴見 加奈、本田 典子、渡邉 由紀子、木村 めぐみ、下田 久美、

中村 文子、松浦 俊眞、梅谷 洋介、鴛渕 雅男、佐藤 秀一 

 

起床時体重日記を用いた糖尿病療養指導の臨床的効果の検討 

第 53 回日本糖尿病学会九州地方会 (福岡市)  2015/11/27-11/28 

◎本田 幸子、橋村 佐稚恵、東 祐子、下川 さよこ、長野 昌子、鹿田 由香、猿渡 亜子、

遠藤 美子、永山 綾子、坂本 萌子、佐藤 秀一 

 

左大腿切断後に化膿性筋炎を認めた 2 型糖尿病の 1 例 

第 53 回日本糖尿病学会九州地方会(福岡市)  2015/11/27-11/28 

◎永山 綾子、坂本 萌子、佐藤 秀一、田尻 祐司、山田 研太郎 

 

頸部および縦隔膿瘍を来した血液透析中の 2 型糖尿病の 1 例 

第 312 回日本内科学会九州地方会 (福岡市)  2016/1/16 

◎堤 真宏、永山 綾子、坂本 萌子、佐藤 秀一、永田 圭、田尻 祐司、山田 研太郎 

 

「肥満・糖尿病患者における慢性炎症へのアプローチ」～糖質制限食の是非と新たな糖尿病

治療薬への期待～  

柳川山門医師会疾患別研究会 (福岡市)  2015/5/28 

◎佐藤 秀一 

 

<心臓血管内科> 

A Case of Acute Pulmonary Embolism due to Paget-Schroetter Syndrome. 

Internal Medicine 54:p1875-1879  2015 年 

◎嶋田 寿文 

 

医療連携シンポジウム～冠動脈疾患における至適抗血栓療法を考える～ 

パネリスト (久留米市)  2015/5/11 

◎嶋田 寿文 

 



心房細動治療 UPDATE  Network Meeting in 八女・筑後 

座長 (八女市)  2015/10/16 

◎嶋田 寿文 

 

八女筑後脂質管理セミナー 

座長 (八女市)  2015/10/28 

◎嶋田 寿文 

 

心臓外科バックアップのない施設での循環器救急 

第 9 回 NGCF in CHIKUGO (久留米市)  2016/3/7 

◎嶋田 寿文 

 

<腎臓内科> 

騒音性難聴と診断されていた 58 才男性の Alport 症候群の 1 例 

第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 (金沢市)  2015/10/23-10/24 

◎藤澤 宏亘、大原 敦子、合原 正二郎、小嶋 亜紀、伊藤 佐久耶、名取 千桂、小池 清美、

深水 圭、奥田 誠也 

 

エクリズマブにて良好な経過をとった aHUS の一例 

aHUS フォーラム長崎 (長崎市)  2015/7/29 

◎大原 敦子 

 

<呼吸器内科> ※当院外での実績。 

転職を契機に発症した慢性咳嗽の一例 

久留米間質性肺疾患研究会（久留米市） 2015/8/28 

◎中尾 栄男 

 

フルティフォームの使用経験 

第 18 回筑後呼吸器疾患研究会 (久留米市） 2015/10/16 

◎中尾 栄男 

 

中東呼吸器症候群 Midle East Respiratory Syndrome(MERS) 

地域感染対策講演会 (筑後市） 2015/4/13 

◎中尾 栄男 

 

 



EGFR 遺伝子変異陽性肺がんの治療と有害事象マネージメント 

八女筑後薬剤師会定期研修会 (八女市)  2015/7/14 

◎中尾 栄男 

 

COPD と M2 マクロファージについて 

The 6th Chikugo COPD Conference (久留米市） 2015/10/23 

◎加來 庸一郎 

 

インフルエンザについて 

第 321 回健康教室 (久留米市） 2015/11/21 

◎加來 庸一郎 

 

ステロイドが著効した RS3PE 症候群の１例 

第 309 回九州地方会プログラム (久留米市)  2015/5/30 

◎名取 宏記、平岡  裕樹、田中 雅久、加來 庸一郎、今岡 治樹 

 

<外科>  

膵消化管吻合・パウチ法 

第 77 回日本臨床外科学会総会 (福岡市) 2015/11/26-11/28 

◎平城 守 

 

Fibrolamellar hepatocellular carcinoma. 

第 27 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 (東京都) 2015/6/11-6/13 

◎平城 守 

 

<皮膚科>  

Loss of heterozygosity in a case of glomuvenous malformations. 

J Dermatol. 42(6):p646-647  2015 年  

◎松田 光弘 

 

A three-dimensional in vitro culture model of Hailey-Hailey disease. 

Exp Dermatol. 24(10):p788-789  2015 年  

◎松田 光弘 

 

 

 



STI 重複感染を示した性器ヘルペス 

Visual Dermatology. 14(8):p970-971  2015 年 

◎松田 光弘 

 

本態性血小板血症に合併した角層下膿疱症の 1 例  

日本皮膚科学会第 373 回福岡地方会 (久留米市)  2015/7/4-7/5 

◎清永 千晶、松田 光弘、吉村 和弘、古村 南夫、名嘉眞 武国 

 

自己免疫性肝炎患者に生じた皮膚プロトテコーシスの 1 例 

日本皮膚科学会第 374 回福岡地方会 (久留米市)  2015/9/27 

◎清永 千晶、松田 光弘、吉村 和弘、川村 みゆき、名嘉眞 武国 

グロブリン血症性紫斑の 1 例  

日本皮膚科学会第 375 回福岡地方会 (福岡市)  2015/11/23 

◎清永 千晶 松田 光弘、大畑 千佳、名嘉眞 武国 

 

HIV 感染症に合併した難治性尖圭コンジローマの治療  

日本性感染症学会第 28 回学術大会 (東京都)  2015/12/5-12/6 

◎松田 光弘 

 

頸部に結節を生じた MTX 関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）の 1 例  

日本皮膚科学会第 376 回福岡地方会 (福岡市)  2016/3/13 

◎清永 千晶、松田 光弘、名嘉眞 武国 

 

<眼科> 

手術教育を考える ～教育者・学習者徹底討論～ 

シンポジスト:フォーサム 2015 大阪 (大阪市) 2015/7/10-7/12 

◎鶴丸 修士 

 

小児涙道閉塞症に対する涙道内視鏡併用チューブ挿入術の検討  

第 69 回日本臨床眼科学会 (名古屋市) 2015/10/22-10/25 

◎鶴丸 修士 

 

Fibrin Glue for Endonasal Dacryocystorhinostomy. 

ヨーロッパ眼窩形成学会(ESOPRS) 2015 年 9 月 

◎鶴丸 修士 

 



Nasolacrimal duct intubation using a microendoscope in children with nasolacrimal duct 

obstruction after failed probing. 

アメリカ眼窩形成学会(ASOPRS) 2015 年 11 月 

◎鶴丸 修士 

 

Talk turkey about 涙道閉塞～子供と大人～ 

オパールの会 (東京都) 2015 年 5 月 

◎鶴丸 修士 

 

鼻涙管閉塞の治療 ver2  

フォーサム 2015 大阪 (大阪市) 2015/7/10-7/12 

◎鶴丸 修士 

 

涙道疾患、診断と治療～子供から大人まで～ 

瀬戸内眼科コロシアム (大阪市) 2015/10/17-10/18 

◎鶴丸 修士 

 

成人の炎症性涙道疾患 慢性涙嚢炎-涙嚢鼻腔吻合術鼻内法  

あたらしい眼科 Vol.32 No.12 メディカル葵出版 p1655-1663 2015 年 

◎鶴丸 修士 共著 

 

公立八女総合病院における涙道内視鏡併用チューブ挿入術の治療成績  

あたらしい眼科 Vol.32 No.12 メディカル葵出版 p1773-1776 2015 年 

◎鶴丸 修士 

 


