
年度 医    師    名 学    会    名 年月 場所 タイトル

1 田中　亜季 第56回　日本糖尿病学会　九州地方会 2018.1 福岡 誤ったインスリン管理により糖尿病ケトアシドーシスを来した高齢１型糖尿病の１例

2 平瀬　崇之 第73回　日本消化器外科学会 2018.7 鹿児島 ガストリノーマにグルカゴノーマを合併した多発性内分泌腺腫症1型に対して膵頭十二指腸切除を施行した1例

1 岡田　康平 第109回　日本消化器病学会　九州支部例会 2017.5 福岡 生検陰性であり審査腹腔鏡が診断・治療方針決定に有効であったスキルス胃癌の1例

2 市川　亮 第54回  九州外科学会 2017.5 熊本 盲腸癌が先進部となって発生した成人腸重積の一例

3 市川　亮 第21回  日本救急医学会　九州地方会 2017.6 沖縄 盲腸癌が先進部となって発生した成人腸重積の一例

4 松永　高明 第122回　日本循環器学会　九州地方会 2017.6 福岡 急性腹症の原因としてSAMによる腹腔動脈解離が疑われた一例

5 岡田　康平 第55回　日本糖尿病学会　九州地方会 2017.10 宮崎 プロゾーン現象により偽低値を示したHbA1c 23.0％の２型糖尿病の１例

6 栗山　恵里沙 第55回　日本糖尿病学会　九州地方会 2017.10 宮崎 １型糖尿病に自己免疫性肝炎を合併した１例

7 平瀬　崇之 第55回　日本糖尿病学会　九州地方会 2017.10 宮崎 DKAで入院し高用量のインスリン治療をデュラグルチドへ切り替え得た2型糖尿病の１例

8 岡田　康平 第319回　日本内科学会　九州地方会 2017.10 福岡 ERC後に原因不明のビリルビン上昇を認めた2例

9 田中　亜季 第319回　日本内科学会　九州地方会 2017.10 福岡 生検陰性であり審査腹腔鏡が診断・治療方針決定に有効であったスキルス胃癌の１例

10 毛利　紀之 第319回　日本内科学会　九州地方会 2017.10 福岡 SIADHとの鑑別に苦慮した鉱質コルチコイド反応性低Na血症（MRHE）の１例

11 平瀬　崇之 第123回　日本循環器学会　九州地方会 2017.12 久留米 冠動脈病変を有した閉塞性肥大型心筋症の病態評価に心臓MRI検査が有用であった一例

1 伊藤　舞衣 第314回  日本内科学会  九州地方会 2016.8 宮崎 ステロイドパルスが著効した関節リウマチ患者の間質性肺炎の１例

2 毛利　紀之 第23回  日本心血管インターベンション治療学会  九州・沖縄地方会 2016.8 福岡 大腿動脈アプローチでのカテーテル治療後シースサイズ安静時間は必要か・長時間vs短時間での合併症の検討

3 栗山　恵里沙 第54回  日本糖尿病学会  九州地方会 2016.10 鹿児島 ソフトドリンクケトーシスとの鑑別が困難であった肥満1A型糖尿病の1例

4 東　恵理子 第54回  日本糖尿病学会  九州地方会 2016.10 鹿児島 DPP4阻害薬により門脈ガス血症をきたした2型糖尿病の2例

5 柴田　敬子
第108回  日本消化器病学会  九州支部例会
第102回  日本消化器内視鏡学会  九州支部

2016.11 熊本 潰瘍性大腸炎と鑑別に苦慮した憩室関連性結腸炎の一例

6 栗山　恵里沙
第108回  日本消化器病学会  九州支部例会
第102回  日本消化器内視鏡学会　九州支部

2016.11 熊本 脾原発性炎症性偽腫瘍の一例

1 筒井　知明 第310回  日本内科学会　九州地方会 2015.8 佐賀 温清飲による薬剤性間質性肺炎を生じた1例

2 今給黎　智美 第331回　日本内科学会　九州地方会 2015.11 長崎 重症肥満により肥満低換気症候群を来した症例

3 高野　陽子 第23回　日本脳神経血管内治療学会　九州地方会 2016.1 福岡 ステント併用コイル塞栓術が有用であった破裂椎骨動脈解離性動脈瘤の一例

1 岡部　慧 第103回　日本消化器病学会　九州支部例会 2014.7 福岡 ドレナージ治療が奏功した胃蜂窩織炎の一例

2 工藤　章 第52回　日本糖尿病学会　九州地方会 2014.10 熊本 Ⅰ型糖尿病様の病態を呈し、剖検により膵島萎縮を認めた一例

3 足達　崇 第52回　日本糖尿病学会　九州地方会 2014.10 熊本 顎下腺腫大、糖尿病の増悪が契機となり診断に至ったIｇG4関連疾患の一例

1 松本　奏吉 第112回　日本循環器学会　九州地方会 2012.6 沖縄 びまん性壁運動低下の店員診断に苦慮した大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症を伴う心アミロイドーシスの１例

2 池田　陽介 第50回　日本糖尿病学会　九州地方会 2012.10 久留米 糖尿病足壊疽で紹介され左股関節化膿症性関節炎が発見された１例

3 末田　麗真 第69回　日本呼吸器学会・日本結核病学会　九州支部秋季学術講演会 2012.11 北九州 当院で経験した肺吸血症３例の臨床的検討

1 林　正清 第294回　日本内科学会　九州地方会例会 2011.8 久留米 特徴的な胸膜の石灰化による外傷性心タンポナーデの１例

2 山本　宜男 第67回　日本呼吸器学会　九州支部秋季学術講演会 2011.11 福岡 EBUS-TBNA後に急性心膜炎を来した肺癌の１症例

3 平田　寛人 第295回　日本内科学会　九州地方会例会 2011.11 佐賀 α-グルコシダーゼ阻害薬内服後に発症した門脈ガス血症の一例

4 松本　奏吉 第295回　日本内科学会　九州地方会例会 2011.11 佐賀 市中公園で感染したと思われたツツガムシ病の一例

1 土持　諒輔、他 第14回　日本救急医学会　九州地方会 2010.5 沖縄 意識障害を伴うショック状態で搬入された重症有機リン中毒の1症例

2 山下　りさこ、他 第14回　日本救急医学会　九州地方会 2010.5 沖縄 急性心筋梗塞が疑われた腸管穿孔性汎発腹膜炎の1症例

3 佐藤　絵美、他 第3回　九山胆膵若手の会 2010.8 久留米 超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）施行後に胃内出血を来した巨大GISTの1例

4 佐藤　絵美、他 第290回　日本内科学会　九州地方会例会 2010.8 佐賀 消化管内視鏡検査に伴う偶発症   出血をきたした2例

5 土持　諒輔、他 第106回　日本脳神経外科学会　九州支部会 2010.9 宮崎 A3-A3バイパス及びトラッピング術を要した大型遠位部前大脳動脈瘤の1例

6 古賀　祐一郎、他 第65回　日本呼吸器学会・日本結核病学会　九州支部　秋季学術講演会 2010.11 熊本 局所麻酔下胸腔鏡検査を施行した悪性胸膜中皮腫症例の検討

7 寺松　克人、他 第65回　日本呼吸器学会・日本結核病学会　九州支部　秋季学術講演会 2010.11 熊本 局所麻酔下胸腔鏡検査で診断した結核性胸膜炎7例の臨床的検討例

8 藤村　峰志、他 第292回　日本内科学会　九州地方会例会 2011.1 福岡 当院における喀血症例の臨床的検討

9 土持　諒輔、他 第107回　日本脳神経外科学会　九州支部会 2011.2 佐賀 胸椎側方髄膜瘤の1例

1 峯　由華、他 第6回　JACCT　／　第16回　JSIC　　九州合同地方会 2009.8 宮崎 膝窩動脈穿刺によりCOMPARTMENT 症候群を合併したPTA の1 症例

2 土持　諒輔、他 第28回　福岡救急医学会 2009.9 福岡 ショック状態にて搬入された有機リン中毒の1例

3 児玉　豪、他 第63回　日本呼吸器学会・日本結核病学会　九州支部秋季学術講演会 2009.11 福岡 石綿暴露によるびまん性胸膜肥厚の２症例

4 藤村　峰志、他 第288回　日本内科学会　九州地方会例会 2010.1 福岡 救命しえた特発性食道破裂の１症例

1 石田　康一郎、他 第45回　九州外科学会 2008.4 鹿児島 診断に難渋した肝嚢胞性腫瘤

2 大島　明奈、他 第104回　日本循環器学会　九州地方会 2008.6 熊本 PCPS補助下に左室内巨大血栓を形成した劇症型心筋炎の1症例

3 眞田　宏樹、他 第104回　日本循環器学会　九州地方会 2008.6 熊本 低体温治療が奏功した心原性心肺停止の1例

4 酒井　拓、他 第61回　日本呼吸器学会･日本結核病学会　九州支部秋季学術講演会 2008.11 沖縄 血痰で発症し、急激に呼吸不全をきたした播種性ムーコル症の一剖検例

5 森永　明日香、他
第92回　日本消化器病学会　九州支部例会
第86回　日本消化器内視鏡学会　九州支部例会

2008.11 大分
腹痛を主訴に発見され、内視鏡的に切除した重複胃の一例
（優秀発表演題として表彰）

1 鶴　将司、他 第278回　日本内科学会　九州地方会 2007.8 久留米 同時重複癌の1例の報告

2 足達　永、他
第90回　日本消化器病学会　九州支部例会
第84回　日本消化器内視鏡学会　九州支部例会

2007.11 長崎 キノコによる幽門閉塞の一例

3 新上　浩司、他
第90回　日本消化器病学会　九州支部例会
第84回　日本消化器内視鏡学会　九州支部例会

2007.11 長崎 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)と胆管癌を合併した1例

4 垣内　誠也、他
第90回　日本消化器病学会　九州支部例会
第84回　日本消化器内視鏡学会　九州支部例会

2007.11 長崎 診断に苦慮した胆管内粘液産生腫瘍の一例

1 後藤　義崇、他 第29回　日本呼吸器内視鏡学会　九州支部総会 2006.8 熊本 内視鏡下切除術と放射線・化学療法が著効した気管癌の一例

2 中坪　成太、他 第29回　日本呼吸器内視鏡学会　九州支部総会 2006.8 熊本 胸腔鏡下切除を施行した後下縦隔原発気管支嚢腫の1例

3 垣内　誠也、他
第88回　日本消化器病学会　九州支部例会
第82回　日本消化器内視鏡学会　九州支部例会

2006.11 鹿児島 消化管穿孔による汎発性腹膜炎との鑑別が困難であった子宮瘤膿腫の一例

4 山下　泰治、他 第275回　日本内科学会　九州地方会 2006.11 大分 当科における局所麻酔下胸腔鏡検査症例の臨床的検討

5 新上　浩司、他 第44回　九州外科学会 2007.3 福岡 原発性アルドステロン症の一例

1 後藤義崇、越塚広昌、日高　大、他 第272回　日本内科学会　九州地方会例会 2006.1 福岡 横紋筋融解を合併した重症レジオネラ肺炎の一例

2 山下泰治、腰塚広昌、日高　大、他 第272回　日本内科学会　九州地方会例会 2006.1 福岡 ステロイドが著効した特発性器質化肺炎の一例

3 馬場活嘉、川﨑友裕、芹川　威、他 第272回　日本内科学会　九州地方会例会 2006.1 福岡 プロテインS欠乏症が原因と考えられた肺塞栓症の1例
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