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発表者 演題名 学会名 発表年 診療科

安藤　有里恵 健常者に発症したKlebsiella pneumoniae による肺化膿症の一例 第79回日本呼吸器学会九州支部秋季学術講演会 2017.9
神経・呼吸・内
分泌/代謝内科

石﨑　友梨 消化管出血を契機に診断された遺伝性出血性毛細血管拡張症の1例 第102回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 2016.11 消化器内科

石﨑　友梨
中枢性尿崩症と頭蓋骨病変を来し成人に発症したLangerhans cell
histiocytosis

第7回日本血液学会九州地方会 2017.3 血液内科

石﨑　友梨 消化管出血を契機に診断した遺伝性出血性毛細血管拡張症の1例
第114回日本内科学会総会・講演会　医学生・研修医の日
本内科学会ことはじめ2017

2017.4
循環・腎臓・消
化器内科

石﨑　友梨 特異な内視鏡所見を示した十二指腸癌の一例 第14回先端医療セミナー 2017.7
血液・肝臓・消
化器内科

石﨑　友梨 IgA腎症の経過中、皮膚感染を契機に急性糸球体腎炎を合併した一例 第47回日本腎臓学会西部学術大会 2017.10
循環・腎臓・消
化器内科

石田　翔太郎 5年の間隔で発症したImmunodeficiency associated Burkitt Iymphoma 日本内科学会九州支部主催第314回九州地方会 2016.8
血液・肝臓・消
化器内科

石田　翔太郎 アマチュアサーファーの腰痛に関するアンケート調査 第29回九州・山口スポーツ医・科学研究会 2016.12 整形外科

石田　翔太郎 アマチュアサーファーの腰痛に関するアンケート調査 第43回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 2017.9 整形外科

石田　翔太郎 アマチュアサーファーの腰痛に関するアンケート調査 第28回日本臨床スポーツ医学会学術集会 2017.11 整形外科

伊豆元　心太郎 2，4-dinitrophenolによる末梢神経障害 第217回日本神経学会九州地方会 2017.3 神経内科

伊豆元　心太郎 回腸結腸瘻を合併した虚血性小腸炎の1例
第109回日本消化器病学会九州支部例会／第103回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

2017.5 消化器内科

伊豆元　心太郎
急性心筋梗塞にて発症し、左冠動脈に横断する圧搾所見を認めた左心外膜
欠損症の一例

第123回日本循環器学会九州地方会 2017.12
都城市郡医師会
病院　循環器内
科

伊豆元　心太郎 宗教的輸血拒否患者への当院での対応と国内の現状 第51回宮崎救急医学会 2018.2 救急科

岩佐　一真 FK506血中トラフ値が上昇せずに治療に難治した腫瘍性大腸炎の1例 第41回日本大腸肛門病学会九州地方会 2016.10
血液・肝臓・消
化器内科

岩佐　一真 高齢者切除不能膵癌に対するFOLFIRZNOX療法の投与経験 日本内科学会九州支部主催第315回九州地方会 2016.11
血液・肝臓・消
化器内科

内田　泰介 マンゴー生産に従事する農家に生じた間質性肺炎の一例
第114回日本内科学会総会・講演会　医学生・研修医の日
本内科学会ことはじめ2017

2017.4
神経・呼吸・内
分泌/代謝内科

内田　泰介 アダリムマブにて加療中に回腸穿孔を来した腸管ベーチェット病の一例 第14回先端医療セミナー 2017.7
血液・肝臓・消
化器内科

内田　泰介 臨床的に過敏性肺炎が疑われるNSIPの一例 第2回南九州呼吸器疾患カンファレンス 2016.9
神経・呼吸・内
分泌／代謝内科

内田　泰介 巨大皮下腫瘍を合併した2型糖尿病の一例 第55回日本糖尿病学会九州地方会 2017.10
神経・呼吸・内
分泌／代謝内科
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海老原　尚 超肥満者の胆石イレウスの治療経験 第53回日本腹部救急医学会総会 2017.3
消化管・内分
泌・小児外科

松川（大木）美澄
12年経過観察し癌化が疑われた膵漿液性嚢胞性腫瘍（Serous cystic
neoplasm）の１切除例

第109回日本消化器病学会九州支部例会／第103回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

2017.5
潤和会記念病院
外科

松川（大木）美澄 12年経過観察し癌化が疑われたSCNの１切除例 第109回日本消化器病学会九州支部例会 2017.5 外科

松川（大木）美澄 FOLFOX療法が奏功した切除不能進行小腸癌の一例
第110回日本消化器病学会九州支部例会
第104回日本消化器内視鏡学会九州支部例会

2017.11
循環・腎臓・消
化器内科

金丸　和樹 高度腎機能障害を有するIgG4関連腎臓病にステロイドが奏功した1例 日本内科学会第317回九州地方会 2017.5
循環・腎臓・消
化器内科

金丸　和樹 Nivolumab投与後に多発単神経炎と横紋筋融解症を発症した一例 第218回非日本神経学会九州地方会 2017.6 神経内科

金丸　和樹 脊髄病変を伴ったシェーグレン症候群の一例 第14回先端医療セミナー 2017.7
膠原病・感染症
内科

金丸　和樹 NBCAによる頸動脈的塞栓術で治療した腰椎spinal epidural AVFの1例 第33回日本脳神経血管内治療学会学術総会 2017.11 脳神経外科

金丸　和樹 肺高血圧を伴う急性循環不全をきっかけに診断に至った脚気衝心の1例 日本内科学会第320回九州地方会 2018.1 循環器内科

川添　杏奈 若年性脳梗塞を繰り返し中枢神経限局性血管炎が疑われた一例 第215回日本神経学会九州地方会 2016.9 神経内科

川添　杏奈
インスリン注射部位の変更により血糖コントロールが著明に改善した1型
糖尿病の2例

第319回日本内科学会九州地方会 2017.10
神経・呼吸・内
分泌/代謝内科

川添　杏奈
意識障害とけいれん発作の改善後に東部MRIの脳梁膨大部異常信号域が消
退した一例

第70回九州精神神経学会 2018.1 精神科

木村　賢俊 長期間の画像変化を捉えられたウエステルマン肺吸虫症の2例 日本内科学会第315回九州地方会 2016.11 呼吸器内科

木村　賢俊
インフルエンザA型を治療後も発熱が遷延し、急性HIV感染症と診断され
た1例

第14回先端医療セミナー 2017.7
膠原病・感染症
内科

木村　賢俊 インフルエンザ検査陽性後に急性HIV感染症と診断された1例
第87回日本感染症学会西日本地方会学術集会
第60回日本感染症学会中日本地方会学術集会
第65回日本化学療法学会西日本支部総会

2017.10
膠原病・感染症
内科

木村　賢俊 経過中に肝紫斑病の合併が考えられたループス腎炎の一例 第55回九州リウマチ学会 2018.3
膠原病・感染症
内科

串間　千奈見 当院で経験した虫垂腫瘍9例の検討 宮崎県外科医師会日本臨床外科学会 2016.8
潤和会記念病院
(外科)

串間　千奈見 高Ca血漿の病因に難渋しているバセドウ病合併乳癌術後の1例 第27回日本臨床内分泌代謝update 2017.11
神経・呼吸・内
分泌/代謝内科

神尊　雅章 C型慢性肝炎に対するソホスブビル＋レジパスビル治療による薬疹が疑われた1例第314回日本内科学会九州地方会 2016.8
血液・肝臓・消
化器内科

後庵　篤 S-1単剤治療を行なった腹膜偽粘液種の１例
第109回日本消化器病学会九州支部例会／第103回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

2017.5
循環・腎臓・消
化器内科
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後庵　篤 「腫瘤中心部からの検体採取が診断に有効であった肺放線菌症の2例 第87回日本感染症学会西日本地方学術集会 2017.10
神経・呼吸・内
分泌/代謝内科

後庵　篤 マイコプラズマ感染に続発した脳脊髄炎と末梢神経障害の一例 第216回日本神経学会九州地方会 2016.12 神経内科

後庵　篤 低血糖補正後も意識障害が遷延し頭部MRIで浸透圧性脱髄症候群と診断した一例第48回宮崎救急医学会 2016.8 救急科

後庵　篤 アニオンギャップ非開大性アシドーシスを呈したDKAの一例 第51回宮崎救急医学会 2018.2 救急科

後庵　篤 重度低血糖補正により橋中心髄鞘崩壊症をきたした一例 第44回日本救急医学会総会・学術集会 2016.11 救急科

後庵　篤 上葉優位に繊維化病変が進行する経過を観察したアルミニウム肺の1例 第78回日本呼吸器学会九州支部秋季学術講演会 2017.3 呼吸器内科

後庵　篤 血糖コントロールに難渋したインスリン抗体陽性2型糖尿病の1例 第55回日本糖尿病学会九州地方会 2017.10 代謝内分泌内科

後庵　篤 大動脈弁交連部剥離と右冠尖有窓部繊維索の自然断裂により生じた急性ARの一例第121回日本循環器学会九州地方会 2016.12 心臓血管外科

後庵　篤 Tiger Cave Courseで救急研修は変わったか？ 第49回宮崎救急医学会 2017.2 救急科

後庵　篤 胸腔内繊維素溶解療法が有効であった腫瘍内膿瘍随伴膿胸の1例 第318回日本内科学会九州地方会 2017.8 呼吸器内科

島津　志帆子
消化器症状と両側水腎症を契機に診断された全身性エリテマトーデスの１
例

第109回日本消化器病学会九州支部例会／第103回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

2017.5
循環・腎臓・消
化器内科

島津　志帆子
生体腎移植後に低カリウム血症が著明となり診断に至った高レニン血症を
伴う左副腎腺腫による原発性アルドステロン症の一例

第6回臨床高血圧フォーラム 2017.5
循環・腎臓・消
化器内科

島津　志帆子 広範な壊死を伴った閉塞性大腸炎の1治験例 第9回日本Acute Care Surgery学会学術集会 2017.9
消化管・内分
泌・小児外科
（旧2外科）

島津　志帆子 侵襲性クレブシエラ症候群4例の検討 第48回宮崎救急医学会 2016.8 救急科

島津　志帆子 侵襲性クレブシエラ症候群4例の検討 第44回日本救急医学会総会・学術集会 2016.11 救急科

島津　志帆子 後腹膜血腫にて十二指腸狭窄をきたした1治験例 第53回日本胸部救急医学会総会 2017.3 外科

島津　志帆子 侵襲性クレブシエラ症候群5例の検討 第45回日本救急医学会総会・学術集会 2017.10 救急科

島津　志帆子 精神刺激薬による急性薬物中毒に合併した急性腎不全の治療経験 第51回宮崎救急医学会 2018.2 救急科

島津　志帆子
転落事故を契機に診断した気管軟化症による呼吸困難に対して硬性鏡下気
道ステント留置術が有効であった一例

第80回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部春季学術
講演会

2018.3
西都児湯医療セ
ンター(呼吸器内
科)

千代反田　顕 経過中に甲状腺癌が確認され手術を施行したCarney複合の1例 第54回九州外科学会 2017.5 心臓血管外科
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千代反田　顕 手術適応に苦慮した腸管気腫性嚢胞症の1例 第54回日本胸部救急医学会 2018.3 外科

中島　知太郎 診断に難渋した小腸悪性リンパ腫の一例
第114回日本内科学会総会・講演会　医学生・研修医の日
本内科学会ことはじめ2017

2017.4
循環・腎臓・消
化器内科

中島　知太郎 穿孔を契機に診断された小腸diffuse large B-cell lymphomaの1例 第53回日本胸部救急医学会総会 2017.3 外科

中島　知太郎 原発巣同定に難渋しているACTH依存症Cushing症候群の1例 第199回内分泌同好会（宮崎） 2016.12
神経・呼吸・内
分泌/代謝内科

中島　知太郎 111In-ペンテトレオチドによる腫瘍シンチ以上集積を認めた異所性ACTH症候群の一例第17回日本内分泌学会九州支部学術集会 2017.9
神経・呼吸・内
分泌/代謝内科

中島　知太郎 「地域医療を担う人材の育成」～初期研修医から見た地域医療研修～ 第28回宮崎県国保地域医療学会 2017.7
宮崎市立田野病
院

長友　雄馬 健診にて発見された両肺多発結節影の一例 第18回宮崎「感染と免疫」研究会 2016.11 呼吸器内科

長友　雄馬 肺炎球菌髄膜炎で人工呼吸器管理中にcritical illness polyneuropathyを発症した1例第317回内科学会九州地方会 2017.5 神経内科

長友　雄馬 「お薬手帳」が診断の鍵となった低血圧、急性潤障害、重度定ナトリウム血症の症例第16回日本病院総合診療医学会学術総会 2018.3
古賀総合病院(内
科)

長野　愛実 虫垂子宮内膜症の1例 平成28年度宮崎県外科医会冬期講演会 2017.2 南部病院(外科)

西村　沙樹
異なるクローンが5年の間隔で発症したImmunodeficiency associated
Burkitt lymphoma

第14回先端医療セミナー 2017.7
血液・肝臓・消
化器内科

西村　沙樹 横隔膜弛緩症に対する胸腔鏡併用下横隔膜縫縮術の一例 第49回日本胸部外科学会九州地方会総会 2016.7 呼吸器外科

濱廣　友華 喉頭癌を合併した抗TIF-1y抗体陽性皮膚筋炎 日本内科学会第316回九州地方会 2017.1
膠原病・感染症
内科

濱廣　友華
視神経病変をみとめない抗アクアポリン4抗体陽性シェーグレン症候群の1
例

第114回日本内科学会総会・講演会　医学生・研修医の日
本内科学会ことはじめ2017

2017.4
膠原病・感染症
内科

濱廣　友華
眼内リンパ腫に対するメソトレキセート硝子体内局所注入および大量メソ
トレキセート療法

第14回先端医療セミナー 2017.7
血液・肝臓・消
化器内科

濱廣　友華 超肥満者に生じた巨大臍ヘルニア嵌頓の一治験例 第9回日本Acute Care Surgery学会学術集会 2017.9
消化管・内分
泌・小児外科
（旧2外科）

濱廣　友華
A型解離後の偽腔拡大に対し、右鎖骨下動脈のリエントリー閉鎖が著効し
た1例

第108回日本血管外科学会九州地方会 2016.8 心臓血管外科

濱廣　友華 外傷性消化管穿孔の1例 －当科の外傷性消化管穿孔の検討－ 第53回日本腹部救急医学会総会 2017.3
消化管・内分
泌・小児外科

日髙　三貴
放射線照射後に生じた股関節障害に対寛骨臼再建を併用して人工股関節置
換術を施行した1例

第26回MX人工股関節研究会 2017.7 整形外科

松　敬介 頭部腫瘤を契機に診断された多発性形質細胞腫の1例 第315回日本内科学会九州地方会 2016.10
古賀総合病院(内
科)
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石﨑　友梨
Adult onset multisystem langerhans cell histiocytosis, Whose
initial clinical manifestation was central diabetes insipidus

宮崎県医師会医学会誌 41(2),142-7,2017 血液内科

内田　泰介
救急外来を受診したエイ刺傷症例の検討

宮崎県医師会医学会誌 41:85-8,2017 宮崎善仁会病院(救急)

松川（大木）美澄
両側顔面神経麻痺を生じたG-Bsyuの造影MRIの検討

宮崎県医師会医学会誌 神経内科

石田　翔太郎
サーファーの腰痛に関するアンケート調査

九州・山口スポーツ医・科学研究会誌 29巻：28-31, 2017 整形外科


