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市来　伸彦
成人T細胞性白血病リンパ腫(ATLL)の消化管浸潤により小腸
穿孔をきたした一例

第77回日本臨床外科学会総会 2015.11 第二外科

市来　伸彦
十二指腸ステント留置後、健常な十二指腸下行脚に穿孔を生
じた一例

第76回日本臨床外科学会総会 2014.11 第二外科

後田　優香　
cryofiltration と抗HCV薬により皮膚所見が改善したHCV関
連クリオグロブリン血症の1例

第60回日本透析学会 2015.6 第一内科

後田　優香　 肺病変で発症した成人T細胞白血病 日本内科学会九州支部主催第310回九州地方会 2015.8 第二内科

後田　優香　 潰瘍性大腸炎の経過中に原発性胆汁性肝硬変を合併した1例 日本内科学会九州支部主催第308回九州地方会 2015.1 第二内科

内田　望美
咽頭癌を合併した頚部･胸部広範囲食道表在癌のdCRT後再発
に対してサルベージ咽喉頭食道全摘術を施行した１例

第105回日本消化器病学会九州支部例会 2015.6 第一外科

内田　望美 診断までに時間を要したANCA関連腎炎の１例 日本内科学会九州支部主催第312回九州地方会 2016.1
宮崎江南病院内
科

緒方　祥吾 約5年の経過で混合型へ進展した分枝型 IPMN の1例 第52回九州外科学会 2015.5 外科

緒方　祥吾
術後21年目に残膵再発と多発肝転移をきたした Solid -
pseudopapillary neoplasm の1例

第70日本消化器外科学会 2015.7 外科

緒方　祥吾 陰茎癌の術前補助化学療法中に気腫性胆嚢炎を発症した1例 第77回日本臨床外科学会 2015.11 外科

押川　一達
免疫調節剤で発熱性好中球減少症を繰り返したクローン病の
1例

第24回IBD mini conference 2014.9 第二内科

押川　一達
隣接する直腸神経内分泌腫瘍(NET G1)2病変をESDにて一
括切除した1例

第106回日本消化器病学会九州支部例会/第100回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

2015.12 第一内科

押川　一達 レボフロキサシンによる両側アキレス腱断裂の1例 第312回日本内科学会九州地方会 2016.1
古賀総合病院内
科

落合　彰子
上気道病変を伴わない、MPO-ANCA陽性の多発血管炎性肉
芽腫症(GPA）の2例

第307回日本内科学会九州地方会 2014.11 第一内科

落合　彰子
子宮頸部腫瘍(Villoglandular carcinoma,with
microinvasion + SMILE)

第344回九州･沖縄スライドコンファレンス 2015.3 大学病理

落合　彰子 静脈血栓塞栓症に対し上大静脈フィルターを留置した1例 第52回九州外科学会 2015.5
古賀総合病院外
科

落合　彰子 透析患者の出血性頭部疾患における透析再開の指標について 第46回宮崎救急医学会 2015.8 救命救急科

落合　彰子
家系内発症が示唆された急性呼吸不全を呈したびまん性汎細
気管支炎の1例

第75回日本呼吸器学会九州支部総会学術講演会 2015.10 第3内科

落合　彰子 透析患者の出血性頭部疾患における透析再開の指標について 第43回日本救急医学会総会･学術集会 2015.10
救命救急セン
ター

落合　彰子 右上顎洞腫瘍で発症した成人T細胞白血病リンパ腫例 第312回日本内科学会九州地方会 2016.1
古賀総合病院内
科

川野　真嗣
複数の micronest を伴う直腸神経内分泌腫瘍(直腸NET)の1
例

第39回日本大腸肛門病九州地方会 2014.9 第二内科
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坂元　一樹
血尿を伴うネフローゼ症候群を呈し副腎皮質ステロイドが有
効であった immunoｔacｔoid gromerulopathy の1例

第112回 日本内科学会総会 医学生･研修医の「日本内科学会
ことはじめ」
「医学生 ・研修医の内科学サミット2014」

2015.4 第一内科

坂元　一樹 直腸に生じた広基性鋸歯状腺腫(SSA/P)の1例 第105回日本消化器病学会九州支部例会 2015.6 第一内科

坂元　一樹 直接鏡検により診断し得た赤痢アメーバー症の1例 第23回日本大腸検査学会九州支部会 2015.8 第二内科

坂元　一樹 メサラジン粉砕が有効であった再発性食道腫瘍の1例 第100回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 2015.12 第二内科

坂元　一樹
Rituximabが奏功しステロイド減量後も寛解維持中のステロ
イド副作用を有する頻回再発型ネフローゼ症候群の2例

第45回日本腎臓学会西部学術大会 2015.10 第一内科

椎葉　望 集学的治療にて救命し得た劇症型心筋炎の1例 第118回循環器九州地方会 2015.6 第一内科

椎葉　望
遡及的に内視鏡所見の長期経過が追えた表在型Barrett食道
腺癌の1例

第99回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 2015.6 第一内科

椎葉　望 肺ノカルジア感染症を合併した異所性ACTH症候群の1例 第15回日本内分秘学会九州支部学術集会 2015.8 第三内科

鈴木　あい 痙性斜頸を合併した Spinocerebellar ataxia 36の姉妹例 第212回日本神経学会九州地方会 2015.12 第三内科

鈴木　あい
α- グルコシダーゼ阻害剤と炭酸ガスが原因を考えられた門
脈ガス血症

第18回日本臨床救急医学会 2015.5
潤和会記念病院
救急科

髙石　真那斗
肝硬変と鑑別に苦慮したSheehan症候群による甲状腺機能
低下に伴う肝障害の1例

第105回日本消化器病学会九州支部例会 2015.6 第二内科

髙村　一成 大量消化管出血を合併したアレルギー性紫斑病の1例 第309回日本内科学会九州地方会 2015.5 第一内科

髙村　一成
右下肢骨に対する緊急手術後に脂肪塞栓症をきたすも良好な
予後を得た1例

第43回日本救急医学会総会･学術集会 2015.10
救命救急セン
ター

塚田(竹原)彩美
複数の薬剤で発熱性好中球減少症を来した難治性クローン病
の1例

第12回 先端医療セミナー 2015.6 第二内科

津曲　省吾 三腔解離を呈した解離性胸部下行大動脈瘤の1手術例 第43回日本血管外科学会学術総会 2015.6 第二外科

中津留　佳菜子
内頸静脈アプローチの皮下埋め込み型中心静脈カテーテル用
ポート留置においてカテーテル断裂を来した1例

第76回日本臨床外科学会総会 2015.11 古賀総合病院

中津留　佳菜子
閉塞性肥大型心筋症に右室二腔症による高度右室流出路狭窄
を合併した1例

第117回日本循環器学会九州地方会 2015.12 第一内科

中津留　佳菜子 多彩な病変を認めたBehçet病の1例 第13回宮崎GERD研究会 2016.2 第二内科

中村　仁彦 当院で経験したE型肝炎の2例 第104回日本消化器病学会九州支部例会 2014.12
古賀総合病院内
科

中村　仁彦
膝窩動脈瘤による急性重傷下肢虚血に対して保存的加療後に
血行再建術を行い救肢できた1例

第105回日本血管外科学会九州地方会 2015.2 第二外科
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中村　仁彦 骨髄針使用を蘇生戦略に加えた効果について 第43回日本救急医学会総会 2015.10
救命救急セン
ター

䅏田　一旭 不整脈を伴った皮膚筋炎の治療経験 第50回九州リウマチ学会 2015.9
膠原病･感染症内
科

䅏田　一旭
急速に進行した意識障害と両下肢脱力で精神疾患と診断され
ていた成人T細胞白血の1例

第43回日本集中治療医学会学術集会 2016.2
潤和会記念病院
集中治療部

服部　洋平 多発筋炎に胸腺腫を合併した一手術例 第52回九州外科学会 2015.5 第二外科

髙石　優佳 膵腫瘍 第349回九州･沖縄スライドコンファレンス 2016.1 病理部

原藤　優佳 著名な自然退縮を認め長期無再発の肝細胞癌の1例 第310回内科学会九州地方会 2015.8 第二内科

原藤　優佳 肺腫瘍 第346回九州･沖縄スライドコンファレンス 2015.7 病理部

原藤　優佳 急性膵炎初発後多彩な症状を呈したIgG4関連疾患の1例 第307回日本内科学会九州地方会 2014.11 第二内科

樋口　和宏
25年前の外傷が誘因と推測される骨圧排像を伴う前脛骨仮
性動脈瘤の経験

第104回日本血管外科学会九州地方会 2014.8 第二外科

樋口　和宏 宮崎大学病院における鈍的大動脈損傷診療の9例 第46回宮崎救急医学会 2015.8
救命救急セン
ター

樋口　和宏 鈍的大動脈損傷から救急医の役割を考える 第43回日本救急医学会総会 2015.10
救命救急セン
ター

樋口　和宏 非反回下喉頭神経を伴った甲状腺乳頭癌の1手術例 第77回日本臨床外科学会総会 2015.11 第二外科

樋口　和宏
破傷風に合併した抗リン脂質抗体症候群が疑われた巨細胞性
動脈炎の1症例

第43回日本集中治療医学会学術集会 2016.2
潤和会記念病院
集中治療部

福井　喜朗
クレブシエラ敗血症により眼内炎、肝膿瘍、硬膜外腫瘍を来
した症例

第112回日本内科学会総会･講演会 2015.4 第三内科

福井　喜朗
胸腔鏡下肺生検により組織学的に確認しえた肺毛細血管腫症
の1例

第119回日本循環器学会九州地方会 2015.12 第一内科

松尾　倫子 初診時紅斑がなく診断に苦慮した日本紅斑熱 第308回日本内科学会九州地方会　※初期研修医奨励賞 2015．1
膠原病･感染症内
科

松尾　倫子 初診時紅斑がなく診断に苦慮した日本紅斑熱 第12回先端医療セミナー 2015.6
膠原病･感染症内
科

松尾　倫子 化膿性仙腸関節炎/腰痛･坐骨神経痛の症例 第45回宮崎救急医学会 2015.2
宮崎善仁会病院
救急総合診療部

松尾　倫子 高齢発症インフルエンザ脳症の一剖検例　※抄録なし 第101回宮崎神経内科懇話会 2015.6 第三内科

松尾　倫子 高齢発症インフルエンザ脳症の一剖検例　※抄録なし 第210回日本神経学会九州地方会 2015.6 第三内科

松尾　倫子
反応性低血糖とαGI内服後の改善をCGMで確認し得た肥満2
型糖尿病の1例

第53回日本糖尿病学会九州地方会 2015.11 第三内科
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三宅　那央 十二指腸乳頭部神経内分泌癌の1例 第104回日本消化器病学会九州支部例会　(awardあり) 2014.12 第一外科

三宅　那央 十二指腸乳頭部神経内分泌癌の2切除例 第115回日本外科学会定期学術集会 2015.4 第一外科

三宅　那央 CTにて指摘された多数の胃内異物を内視鏡で回収した1例 第309回日本内科学会九州地方会 2015.5 第二内科

三宅　那央
顆粒球･単球除去療法が奏功した高齢者クローン病の1例　※
抄録なし

第40回日本大腸肛門学会九州支部会 2015.9 第二内科

三宅　那央 胆管癌術後異時性肝転移の一切除例 第77回日本臨床外科学会総会　(awardあり) 2015.11
第一外科(肝胆膵
外科)

山内　良賢
金属製リングによる陰茎･陰嚢絞扼症に対し、ボトルクリッ
パーで解除した1例

第19回日本九州医学会九州地方会 2015.5
救命救急セン
ター

山下　恵 上行大動脈内可動性血栓症に対する1手術例 第47回日本胸部外科学会九州地方会総会 2015.1 第二外科

山下　恵 直腸潰瘍を契機に診断されたAIDSの1例 第105回日本消化器病学会九州支部例会 2015.6 第一内科

山嶋　友実
内視鏡的食道拡張により胆道ステントを留置でき、集学的治
療が奏功した食道癌多発転移の1例

第104回 日本消化器病学会九州支部例会第98回 日本消化器
内視鏡学会九州支部例会

2014.12 第一内科

山嶋　友実
緩徐憎悪傾向のコンソリデーションに加えて血小板減少を認
めたIgG4関連肺疾患の1例

第75回日本呼吸器学会・日本結核病学会・日本サルコイ
ドーシス／肉芽腫性疾患学会

2015.10 第三内科

吉留　綾
著明な左房拡大を伴う心房細動患者に合併したstretched
ASD の1例

第118回日本循環器学会九州地方会 2015.6 第一内科


