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著述論文（英文）

題目 発表者 掲載誌 Ｖｏｌ． Ｎｏ． Ｐ Ｙｅａｒ 所属

Assessment of MR Imaging as a Tool to Differentiate between the
Major Histological Types of Uterine Sarcomas

Akiko SUMI,Hiroshi TERASAKI,
Sakiko SANADA,Masafumi UCHIDA,
Yoshito TOMIOKA,Toshiharu
KAMURA,Hirohisa YANO and Toshi ABE

Magnetic Resonance in Medical
Sciences.

14 4 295 2015/6/23 放射線科

Assessment of cell proliferation in renal cell carcinoma using dual-
phase F-fluorodeoxyglucose PET/CT

REI  ONISHI,MASANORI NOGUCHI,
HAYATO KAIDA,FUKUKO MORIYA,
KATSUAKI CHIKUI,SEIJI KURATA,
AKIHIKO KAWAHARA,
MASAYOSHI KAGE,
MASATOSHI ISHIBASHI and
KEI MATSUOKA

ONCOLOGY LETTERS 10 2 822-828 2015年8月 泌尿器科

Hydrocele of the canal of Nuck: a case report with magnetic
resonance hydrography findings

Rei Kono,Hiroshi Terasaki,
Naotaka Murakami,Maki Tanaka,
Jinryou Takeda and Toshi Abe

Surgical Case Reports. 1 86 - 2015/9/22 放射線科、外科



著述論文（邦文）

題目 発表者 掲載誌 Ｖｏｌ． Ｎｏ． Ｐ Ｙｅａｒ 所属

胸部X線写真で異常を認めない成人の遷延性/慢性咳嗽患者をいか
に診療するか

北里 裕彦､荒木 智絵、辻 奈奈、平井 良、
末安 禎子、南 浩、犬束 浩二、白日 高歩、
高田 昇平

臨牀と研究 92 4 481-487 2015年4月 呼吸器内科

用手補助腹腔鏡下に切除した脾仮性囊胞の1例

山口 圭三､緒方 裕､内田 信治､亀井 英樹､
中山 剛一､平川 浩明､谷川 雅彦､
三原 勇太郎､矢原 敏郎､森田 道､山口 倫､
財前 翠､内田 政史(久留米大学医療ｾﾝ
ﾀｰ)､　村上 直孝（JCHO久留米総合病院）､
赤木 由人（久留米大学）

臨牀と研究 92 6 787-789 2015年6月 外科

呼吸器疾患における右心不全あるいは肺性心の管理
川山 智隆､木下 隆、田中丸 真希、
松永 和子、星野 友昭

呼吸 34 8 799-806 2015年8月 呼吸器内科

検診で発見された境界病変の診断と治療
Flat　epithelial atypia(FEA)の診断とその取扱い

山口 倫､森田 道､山口 美樹､大塚 弘子､
朔 周子､田中 眞紀､矢野 博久

日本乳癌検診学会誌 24 3 335-341 2015年10月 乳腺外科

気管支喘息の気道炎症をどうコントロールするか
川山 智隆､木下 隆、田中丸 真希、
平山 裕樹、松永 和子、星野 友昭

臨床と研究 92 111477-1487 2015年11月 呼吸器内科

管状腺腫（症例３）
山口 倫､森田 道､横山 敏朗､伊藤 勉､
野中 泰秀､満永 美紀､斉藤 幸治､
尾形 敦也

日本臨床細部学会九州連合会雑誌 46 - 25-26 2015年 乳腺外科

単孔式腹腔鏡補助下子宮全摘出術（Single port Laparoscopically
Assisted Vaginal Hysterectomy）の有用性

松口 一道、高橋 俊一、嘉村 敏治(柳川病
院)、畑瀬哲郎 福岡産科婦人科学会雑誌 39 1 36-40 2015年 産婦人科

抗凝固療法中の過多月経に対しMEA (microwave endometrial
ablation)が有効であった一例

三嶋　すみれ、畑瀬　哲郎、愛甲　啓、松口
一道

福岡産科婦人科学会雑誌 39 1 41-44 2015年 産婦人科



著述論文（邦文）

題目 発表者 掲載誌 Ｖｏｌ． Ｎｏ． Ｐ Ｙｅａｒ 所属

RPS特に細径鉗子併用TANKO手術の有用性
～本当に医者と患者と病院に良い方法をめざして～

松口　一道、畑瀬　哲郎、三嶋　すみれ、愛
甲　啓

久留米医学会誌 78（5/6） - 176 2015年 産婦人科

肥満症例に対する低侵襲手術
畑瀬　哲郎、松口　一道、三嶋　すみれ、愛
甲　啓

久留米医学会誌 78（5/6） - 176 2015年 産婦人科

"受けてよかった乳がん検診"にするための工夫
マイナスイメージをプラスに変える
ー気分不良者対策から患者満足度向上をめざして

中原 博子､野田 幸代､大村 智美､
石橋 由紀､田中 眞紀､山口 美樹､
大塚 弘子

日本乳癌検診学会誌 1 25 9 2016年3月
放射線科診療部、
健康管理センター、
乳腺外科



口述論文（国際学会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所 会期 所属

The 61th Annual Congress of the Japan
Section, The International College of  Surgeons

Kazumichi Matsuguchi
Testuro Hatase, Sumire Mishima, Kei Aiko
Shunichi Takahashi, Toshiharu Kamura

Usefulness of Single port-Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy(
SP-LAVH)

oral
Tokyo,
Japan

2015/6/20 産婦人科

2nd Asian Conference on Tumor Ablation
(ACTA) 2015 Japan

Tetsuro Hatase
Minimally Invasive Surgery in Gynecological Area
MEA (microwave endometrial ablation) treatment for menorrhagia oral

Fukuoka,
Japan

2015/10/30～
10/31 産婦人科



口述論文（全国学会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所 会期 所属

山口 美樹、田中 眞紀、大塚 弘子、村上 直孝、岐部 史郎、
朔 周子、田中 夏樹、白水 和雄、三島 麻衣、横山 吾郎

後期高齢者以上の乳癌手術施行例の検討 口演
外科・乳腺外

科

森田 道、山口 倫、朔 周子、大塚 弘子、山口 美樹、
山之内 孝彰、田中 眞紀、江口 晋、矢野 博久

微小浸潤癌34例の臨床病理学的検討 口演 乳腺外科

第103回日本泌尿器科学会総会 大西 怜､陶山 俊輔､中川 剛､植田 浩介､黒瀬 浩文､井川 掌 経皮的腎瘻造設を施行した進行悪性腫瘍症例の後方視的検討 ポスター 金沢
2015/04/18

～
2016/04/21

泌尿器科

病理学会総会
森田 道､山口 倫､山口 美樹､田中 眞紀､江口　晋､
矢野 博久

T1ｍicおよびDCISを主体としたT1a乳癌の臨床病理学的検討 口演 名古屋 2015/4/30 乳腺外科

日本診療放射線技師会 中原 博子 フレッシャーズセミナー －エチケットマナー講座－ 口演 福岡市 2015/5/16
放射線科診療

部

第58回日本糖尿病学会年次学術集会
徳渕 市朗､田尻 祐司､岩田 慎平､原 健人､中山 ひとみ､
御船 弘治、山田 研太郎

エネルギー代謝と体組成におよぼすメトホルミンの効果 口演 海峡メッセ下関

2015/5/21
～

2015/5/24
糖尿病内科

第88回超音波医学会総会（JABTS34） 山口 倫､森田 道､田中 眞紀､平井 良武 WHOと日本乳癌学会分類との考え方～新しい肉眼分類の提唱～ シンポジウム 東京 2015/5/23 乳腺外科

川添 輝､田中 眞紀、山本 豊、田中 俊裕、古賀 健一郎、
唐 宇飛、藤井 輝彦、高山 成吉、増野 浩二郎、光山 昌珠、
田村 和夫

HER2陰性原発性乳がんに対する術前化学療法としてのＴＣ療法の有効性と
安全性に関する検討

ポスター 乳腺外科

矢永 博子、田中 眞紀、山口 美樹、矢永 茄津
インプラント破損を検出する方法は何が優れているか？定期的フォローアップ
に推奨される画像検査

ポスター 乳腺外科

山口 美樹、田中 眞紀、大塚 弘子、村上 直孝、朔 周子、
白水 和雄、山口 倫、横山 吾郎

術中捺印細胞診とＯＳＮＡ法併用によるセンチネルリンパ節診断における転
移陽性例の検討

ポスター 乳腺外科

朔　周子、田中 眞紀、大塚 弘子、白水 和雄、村上 直孝、
山口 倫

高齢者乳癌の特徴および治療に対する検討 ポスター 乳腺外科

高橋 宏樹、唐 宇飛、岩熊 信高、三島 麻衣、竹中 美貴、
藤井 輝彦、赤木 由人、篠崎 広嗣、鈴木 稔、中川 志乃、
田山 光介、小野 博典、古賀 稔啓、田中 眞紀

HER2陽性転移再発乳癌に対するEribulin+Trastuzumab併用　化学療法の前
向き関節研究

ポスター 乳腺外科

森田 道、山口 倫、朔 周子、大塚 弘子、山口 美樹、
鹿股 直樹、江口 晋、田中 眞紀

乳癌の浸潤・増大過程におけるサブタイプとＴＩＬの関連性 ポスター 乳腺外科

四元 大輔、相良 安昭、大井 恭代、松方 絢美、川野 純子､
寺岡 惠、金光 秀一、馬場 信一、相良 吉昭、松山 義人、
安藤 充嶽、 相良 吉厚、土持 進作、山 口美樹、田中 眞紀、
山口 倫、鈴木 真彦、郡山 千早、　雷 哲明

乳癌センチネルリンパ節生検におけるＯＳＮＡ法の他施設共同臨床 ポスター 乳腺外科

大塚 弘子、田中 眞紀、山口 美樹、村上 直孝、岐部 史郎、
朔 周子、白水 和雄、山口 倫、横山 吾郎

当院におけるｍＴＯＲ阻害剤の使用経験 ポスター 乳腺外科

岩熊 伸高、唐 宇飛、三島 麻衣、岡部 実菜、田山 光介、
田中 眞紀、赤木 由人

乳がん地域診療連携の経験から見えてきたこと～地域チーム医療の現状と
その必要性～

ポスター 乳腺外科

第115回日本外科学会定期学術集会
愛知県名古

屋市

2015/4/16
～

2015/4/18

第23回日本乳癌学会学術総会
東京国際
フォーラム

2015/7/2
～

2015/7/4



口述論文（全国学会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所 会期 所属

千住　由美子
介護老人保健施設の看護師を対象とした
「急変時の対応」プログラムの実践結果

口演
看護課

介護老人保健
施設

甲斐田　舞 口腔体操定着に向けての取り組み 口演
介護老人保健

施設

松口　一道（鹿児島医師会病院）、畑瀬　哲郎、吉満　輝行
MEAの適応と限界～ MEA (microwave endometrial ablation)治療93例を経験
して～

口演 横浜市
2015/9/10

～
2015/9/12

産婦人科

畑瀬　哲郎
「鏡視下手術の合併症と再発予防」
腹腔鏡手術の偶発症・合併症

ワークショッ
プ

横浜市
2015/9/11

～
2015/9/13

産婦人科

北里 裕彦､田中丸 真希､荒木 智絵､辻 奈奈､平井 良､
末安 禎子､南 浩､今村 豊､岡村 孝､星野 友昭

漢方薬による薬剤性間質性肺炎のため呼吸不全を呈した１例 口演

北里 裕彦､辻 奈奈､田中丸 真希、山田 和子､平井 良､
末安 禎子､南 浩､星野 友昭

間質性肺炎の臨床経過中に続発した肺結核症の臨床的検討 口演

第9回日本緩和医療薬学会
松崎 雄､園田 真由､葉田 昌生､柿原 圭佑､中嶋 陽一､
亀島　美保､大川内　直美､野瀬 育宏､杉山 和英

ペンタゾシン長期投与からトラマドールへの切り替えで依存形成を未然に防ぎ
疼痛コントロールを行うことができた一症例

ポスター 横浜
2015/10/2

～
2015/10/4

薬剤科

第53回日本癌治療学会学術集会
増野 浩二郎、武内 秀也、山本 豊、大野 真司、田中 眞紀、
西村 令喜、上尾 裕昭、光山 昌珠、田村 和夫

ＨＥＲ2陰性再発乳癌へのカペシタビンとシクロフォスファミド療法の観察研究
（ＫＢＣーＳＧ0901）

ワークショッ
プ

京都府
2015/10/29

～
2015/10/31

乳腺外科

田中 眞紀 40歳代に対する乳がん検診ーJ-STARTの結果を踏まえて- シンポジウム 乳腺外科

大塚 弘子、田中 眞紀、山口 美樹、村上 直孝、岐部 史郎、
平川 浩明、　君付 優子、横山 吾郎、三島 麻衣、森田 道、
山口 倫、白水 和雄

術前非浸潤癌の診断から術後浸潤癌の診断となった症例の画像・病理学的
検討

特別講演 乳腺外科

山口 美樹、田中 眞紀、大塚 弘子、村上 直孝、岐部 史郎、
平川 浩明、　君付 優子、白水 和雄、山口 倫、森田 道

ステレオガイド下吸引式針生検で悪性と診断されたカテゴリ3石灰化病変の検
討

口演 乳腺外科

中原 博子、野田 幸代、大村 智美、石橋 由紀、田中 眞紀、
山口 美樹、大塚 弘子

マイナスイメージをプラスに変えるー気分不良者対策から患者満足度の向上
を目指してー

ワークショッ
プ

放射線科診療
部

第58回日本甲状腺学会学術集会 徳渕 市朗 TRβ 遺伝子I250F異変を認めた甲状腺ホルモン不応症の一家系 ポスター
福島県文化

センター

2015/11/5
～

2015/11/7
内分泌内科

第67回西日本泌尿器科学会総会 田中 眞紀 夢にむかって一歩ずつ 教育セミナー
福岡国際会

議場

2015/11/6
～

2015/11/7
乳腺外科

第25回日本医療薬学会年会
中嶋 陽一､柿原 圭佑､葉田 昌生､松崎 雄､白石 亘､
佐伯 衣里佳､米倉 博知､三上 忠司､野瀬 育宏､田中 眞紀

docetaxel・trastuzumab併用療法とtrastuzumab単独療法でのinfusion
reaction発現率の差

ポスター 横浜
2015/11/21

～
2015/11/24

薬剤科

第48回日本薬剤師会・学術大会
杉本 奈緒美､葉田 昌生､山口 信也､有馬 千代子､
江頭 明大､　福元 哉史､満安 徹也､青木 和子､友安 義延

一般社団法人久留米三井薬剤師会が行うプレアボイド報告収集事業
～継続の意義、5年間の収集を振り返って～

口頭
（共同演者）

鹿児島
2015/11/22

～
2015/11/23

薬剤科

全国介護老人保健施設大会 神奈川県 2015/9/5

第25回日本乳癌検診学会学術総会

呼吸器内科
第75回日本呼吸器学会/日本結核病学会/
日本サルコイド-シス・肉芽腫性疾患学会
九州支部　秋季講演会

佐賀市 2015/10/2

第55回 日本産科婦人科内視鏡学会

つくば国際
会議場

2015/10/30
～

2015/10/31



口述論文（全国学会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所 会期 所属

田中 眞紀 天照の時代から引き継がれていくもの 教育セミナー 乳腺外科

田中 眞紀 生涯、いきいきと継続して仕事ができる人生の獲得 特別企画 乳腺外科

白水 和雄 下部直腸癌に対する括約筋切除肛門温存術 口演 外科

村上 直孝、君付 優子、平川 浩明、岐部 史郎、大塚 弘子、
山口 美樹、　磯部 眞、武田 仁良、田中 眞紀、赤木 由人

単孔式腹腔鏡下に摘出した右胃動脈神経叢に発生した神経鞘腫の1例 ポスター 外科

第12回日本病院総合診療医学会総会
平井 良､北里 裕彦､朔 周子､田中丸 真希､山田 和子､
千葉 弘胤､岩谷 龍治､佐々木 望､松隈 則人

救急センター設置のない当院における総合診療科の役割 口演 横浜市 2016/2/26 呼吸器内科

田中 眞紀 医療過密地域の中での地域貢献 特別企画 乳腺外科

佐藤 郷子 介護老人保健施設におけるBPSDへの対応と限界 シンポジウム
総合診療科・

老健

中野 郁子
骨転移後の乳がん患者に対するリハビリテーション
～病棟との連携を通して～

ポスター
リハビリテー

ション部

永田 博明 介護老人保健施設における在宅復帰サポートパスの取り組み ポスター
リハビリテー

ション

中嶋 陽一､柿原 圭佑､葉田 昌生､松崎 雄､白石 亘､
佐伯 衣里佳､米倉 博知､三上 忠司､野瀬 育宏､田中 眞紀

docetaxel・trastuzumab併用療法とtrastuzumab単独療法でのinfusion
reactionに関する調査研究

ポスター 薬剤科

葉田 昌生
がん薬物療法Basicセミナー1
「乳がん内分泌療法の服薬指導」

基礎講演 薬剤科

林田 栄一､葉田 昌生､永島 孝章､堤 一貴､畑瀬 圭佐､
柿原　 圭佑､三宅 秀敏､黒崎 一博､桑野 浩､前田 健一､
西田 健､有馬 千代子

福岡県筑後地区におけるがん薬物療法病診薬連携の取り組み
～外来がん化学療法病診薬連携ワークショップ～

ポスター 薬剤科

第76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

北里 裕彦､田中丸 真希､山田 和子､平井 良､田尻 守拡､
岡元 昌樹､末安 禎子､福岡 順也､渡辺 憲太郎､南 浩､
星野 友昭

急速進行性の肺病変と肥厚性硬膜炎を発症し、ANCA陰性の血管炎症候群
（Granulomatosis　with　Polyangitis;GPA）と考えられた１例

口演 鹿児島 2016/3/19 呼吸器内科

日本臨床腫瘍薬学会・学術大会2016
2016/3/12

～
2016/3/13

鹿児島

第1回ＪＣＨＯ地域医療総合医学会 東京都品川
2016/2/26

～
2016/2/27

第77回日本臨床外科学会総会
福岡国際会

議場

2015/11/27
～

2015/11/28



口述論文（学会地方会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所 会期 所属

第52回九州外科学会/第52回九州小児外科学
会/第51回九州内分泌外科学会

朔 周子､村上 直孝､岐部 史郎､大塚 弘子､山口 美樹､
白水 和雄､田中 眞紀､赤木 由人

単孔式腹腔鏡下に切除を行った乳癌小腸転移の1例 口演
ホルトホール
大分

2015/5/8
～

2015/5/9

外科・乳腺
外科

第309回日本内科学会九州支部九州地方会
北里 裕彦、田中丸 真希、荒木 智絵、辻 奈奈、
平井 良、末安 禎子、南 浩、今村 豊、岡村 孝、
星野 友昭

反復する気道感染と低ガンマグロブリン血症を契機として診断に至った慢性リ
ンパ性白血病（CLL）の1例

口演
福岡県久留
米市

2015/5/30 呼吸器内科

九州介護老人保健施設大会 田熊 健史 胃瘻造設者に離床の定着を目指して　～日課への参加を目指して～ 口演 大分 2015/7/16
介護老人保

健施設

第40回日本大腸肛門病学会九州地方会
岐部 史郎､村上 直孝、君付 優子､大塚 弘子､
山口 美樹､白水 和雄､磯部 眞､武田 仁良､
田中 眞紀､赤木 由人

腸重積にて発症し待機的腹腔鏡下手術を施行した上行結腸癌の1例 口演 那覇市 2015/9/26 外科

田中 眞紀 乳房再建のすすめ方　～乳腺外科医から形成外科医へ～ 口演 乳腺外科

山口 美樹 HER2陽性再発乳癌の治療戦略を考える パネリスト 乳腺外科

大塚 弘子､田中 眞紀､山口 美樹､村上 直孝､
岐部 史郎､高橋 健二郎､君付 優子､山嵜 紗代､
松隈 則人､白水 和雄

アフィニトール投与中に重篤な腔鏡内膿瘍を併発した症例 口演

森田 道､山口 倫､平井 良武､大塚 弘子､山口 美樹､
江口 晋､田中 眞紀

取扱い規約分類の特徴を活かした新しい肉眼分類の提唱 口演

乳腺外科

第13回乳癌学会九州地方会
九州大学百
年講堂

2016/3/5
～

2016/3/6



口述論文（研究会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所/会場 会期 所属

乳癌講話会
森田 道､山口 倫､朔 周子､大塚 弘子､山口 美樹､
田中 眞紀､矢野 博久

低異型度ＤＣＩＳも浸潤する 口演 名古屋 2015/4/15 乳腺外科

第20回九州乳癌懇話会プログラム
山口 美樹､田中 眞紀､矢永 博子､矢永 茄津､大塚 弘子､
朔 周子､岐部 史郎､村上 直孝､横山 吾郎､白水 和雄

1次2期再建における組織拡張器留置の現状 口演
大分県大分
市

2015/5/7
乳腺外科・

外科・
消化器外科

第17回筑後呼吸器疾患研究会 北里 裕彦
他薬からフルチカゾン/ホルモンテロール（フルティフォーム）への変更によっ
て症状改善を認めた２症例の臨床的検討

口演 久留米市 2015/5/8 呼吸器内科

第14回日本ＰＴＥＧ研究会学術集会
岐部 史郎、村上 直孝、朔 周子、大塚 弘子、山口 美樹、
白水 和雄、磯辺 眞、武田 仁良、田中 眞紀、赤木 由人

ＰＴＥＧチュープ大腸誤留意の1例 口演 米子 2015/5/23 外科

第165回 筑後CT・MRI研究会 河野 れい、寺﨑 洋 症例検討会　『重複腸管症』 口演
久留米大学
放射線科医
局

2015/6/19 放射線科

第41回筑後腫瘍研究会 山口 美樹 がん化学療法時の発熱性好中球減少発症抑制に関する最近の話題 口演 翠香園 2015/7/7 乳腺外科

乳癌最新情報セミナー 山口 美樹 当院におけるカドサイラの治療経験 口演 翠香園 2015/7/10 乳腺外科

第14回Ｋｙｕｓｈｕ Ｂｒｅａｓｔ Ｃａｎｃｅｒ Ｗｏｒｋｓｈｏｐ 山口 美樹 閉経前乳癌に対する個別化治療 パネラー アクロス福岡 2015/7/18 乳腺外科

第10回 九州産婦人科内視鏡手術研究会 畑瀬　哲郎、吉満　輝行 MEAの適応と限界～ 再発例と著効例を経験して～ 口演 福岡 2015/7/25 産婦人科

第43回九州乳癌治療研究会
大塚 弘子､田中 眞紀､山口 美樹､村上 直孝､
岐部 史郎､平川 浩明､君付 優子､白水 和雄

当院における新規分子標的治療約の使用経験 口演
ホテルセント
ラーザ

2015/8/4 乳腺外科

第4回九州びまん性肺疾患（KMDD)カンファラン
ス

田中丸 真希､辻 奈奈､平井 良､北里 裕彦 急速に進行する肺病変と中枢神経病変を認めた70代男性 口演 久留米市 2015/8/8 呼吸器内科

大塚 弘子、田中 眞紀､山口 美樹､村上 直孝､
岐部 史郎､平川 浩明､君付 優子､白水 和雄

当院におけるｍTOR阻害剤の使用経験 ポスター アクロス福岡 乳腺外科

山口 美樹､田中 眞紀､大塚 弘子､君付 優子､
平川 浩明､岐部 史郎､村上 直孝

乳癌化学療法におけるぺグフィルグラスチム使用の有用性 ポスター アクロス福岡 乳腺外科

Breast Cancer Meeting in 筑後 山口 美樹 知っているようで知らないホルモン剤の管理 口演
久留米ホテ
ルエスプリ

2015/9/1 乳腺外科

第1回JASPO認定薬剤師養成セミナー 葉田 昌生 「内分泌療法の服薬指導」 講演 福岡市 2015/9/12 薬剤科

第16回乳癌最新情報カンファランス
2015/8/20

～
2015/8/21



口述論文（研究会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所/会場 会期 所属

第1回JCHO久留米総合病院病診薬連携セミ
ナー

葉田 昌生 「乳がん薬物療法～経口剤服薬指導の実際～」 講演 当院 2015/9/17 薬剤科

乳腺Meeting in福岡 平井 良武 「超音波でここまでわかる、応用編」 口演
福岡県福岡
市

2015/9/26 検査科

第20回九州乳房超音波研究会 平井 良武 「症例検討　soild-papillay carinoma」 口演
福岡県福岡
市

2015/10/10 検査科

Advance Breast Cancer in KURUME 大塚 弘子 ｍTOR阻害剤のマネジメントの実態 口演 翠香園 2015/10/22 乳腺外科

第4回Drブンブン 畑瀬　哲郎 こんにちは赤ちゃん 口演 久留米市 2015/11/3 産婦人科

畑瀬　哲郎、那須　洋紀 本当は怖いﾄﾞﾚｰﾝの話 口演 久留米市 2015/12/5 産婦人科

那須　洋紀、畑瀬　哲郎 術前卵巣嚢腫と診断し腸間膜嚢胞であった症例 口演 久留米市 2015/12/5 産婦人科

畑瀬　哲郎 技術認定医への道～審査員からのコメント～ 口演 久留米市 2015/12/5 産婦人科

第140回福岡県筑後地区薬剤師研修会 佐伯 衣里佳 腎機能低下時における薬物適正使用の取り組み 口頭 久留米 2015/12/16 薬剤科

第7回感染症カンファレンス 北里 裕彦 糖尿病患者に合併した気管支炎の１例 口演 久留米市 2015/12/21 呼吸器内科

福岡マンモグラフィー講習会 田中 眞紀 マンモグラフィー検診の基礎と精度管理 口演
福岡県医師
会

2016/1/9
～

2016/1/10
乳腺外科

Kurume IPF Expert Meeting 北里 裕彦 間質性肺炎診療における市中病院の役割と取り組み 口演 久留米市 2016/1/15 呼吸器内科

福岡県医師会男女共同参画部会研修会ならび
に病院長、病院開設者・管理者等への講習会

田中 眞紀
女性医師３割時代の病院運営を考える～女性医師がいきいきと仕事を続け
ていくために～

口演
ホテル日航
福岡

2016/1/16 乳腺外科

田中 眞紀 Ｔｈｅ　ＬａｎｃｅT報告　J-STARTについて 口演
JCHO久留米
総合病院

2016/1/28 乳腺外科

君付 優子 住民検診をきっかけに診断を得た乳腺腫瘍の症例 口演
JCHO久留米
総合病院

2016/1/28 乳腺外科

第27回久留米乳腺診断会

第57回　筑後婦人科腹腔鏡手術懇話会



口述論文（研究会）

学会名 演者 演題 発表形式 場所/会場 会期 所属

第42回筑後地区乳腺カンファランス
大塚 弘子､田中 眞紀､山口 美樹､村上 直孝､
岐部 史郎､高橋 健二郎､君付 優子､岩谷 龍治､
枝國 節雄､横山 吾郎､白水 和雄

ビスフォスフォネート製剤長期投与で著名な低カリウム血症を伴う腎傷害（抗
体によるを来した１例

口演
久留米医師
会

2016/2/12 乳腺外科

第25回 KURUME ENDOSURGERY FORUMにて
君付 優子､村上 直孝､平川 浩明、高橋 健二郎、
岐部 史郎､大塚 弘子､山口 美樹

「単孔式腹腔鏡下に摘出した肝門部腫瘍の１例」 口演 翠香園 2016/2/28 乳腺外科

第13回九州びまん性肺疾患カンファランス
北里 裕彦､田中丸 真希､山田 和子､平井 良､
末安 禎子､田尻 守拡､岡元 昌樹､冨永 正樹､
星野 友昭

急速に進行する肺病変と中枢神経病変を認めた70代男性 口演 福岡市 2016/3/5 呼吸器内科

第168回 筑後CT・MRI研究会 河野 れい､寺﨑 洋 症例検討会　『水腫様変性を来した子宮筋腫』 口演
久留米大学
放射線科医
局

2016/3/11 放射線科



講演

主催者・会議名 演者 演題 場所 会期 所属 主催

久留米内科医会学術講演会 北里 裕彦
胸部Ｘ線写真で異常を認めない「長引く咳」の患者をいかに診察するか－当科
における診療システムの紹介と自験例の検討を交えて－

福岡県久留
米市

2015/4./21
呼吸器内
科

久留米内科医会/アストラゼネカ株式会社

第3回市民公開講座 田中 眞紀 乳がんについて ヨコクラ病院 2015/4/25 乳腺外科 みやま健康推進室

第4会筑豊乳腺懇話会 田中 眞紀 乳がん検診の最新情報 飯塚市 2015/5/15 乳腺外科 筑豊ブロック乳がん検診部

第1回福岡県診療放射線技師会学術大会市民公開講座 田中 眞紀 行く？行かない？乳がん検診 アクロス福岡 2015/6/21 乳腺外科 福岡県診療放射線技師会学術大会

第6回感染症カンファレンス 辻 奈奈
間質性肺炎の治療経過中、発熱、咳嗽と低酸素血症の憎悪、および肺陰影の
悪化をきたした70代男性

ホテルマリ
ターレ創世

2015/6/22
呼吸器内
科

MSD

Fujifilm　Meｄical Seminar in　福岡 田中 眞紀 マンモグラフィー診断から治療まで JR博多シティ 2015/6/28 乳腺外科 fujifilm

乳がん・薬物療法の副作用と対策 田中 眞紀 あけぼの九州大会
福岡市民福
祉プラザ

2015/7/20 乳腺外科 あけぼの会

第8回久留米・筑後乳がん診療地域連携研究会 田中 眞紀 福岡県の乳がん検診
ホテルマリ
ターレ創世

2015/7/24 乳腺外科 久留米・筑後乳がん診療地域連携研究会

大川市がん征圧大会 田中 眞紀 乳がんにかかっても楽しく生きるには
大川市保健セ
ンター

2015/7/28 乳腺外科 大川市

乳癌チーム医療セミナー
山口 美樹､
柿原 圭佑､
坂口 まさみ

乳がんチーム医療の取り組み～患者さん中心のがん医療実現のために～
薬剤師の立場から

メルパルク熊
本

2015/7/31
乳腺外科、
薬剤科、
看護局

中外製薬

乳腺Ｍeeting in福岡 山口 美樹 乳がんの診断と治療
アステム福岡
営業部

2015/9/26 乳腺外科 福岡県診療放射線技師会

精度管理中央機構　講習会 田中 眞紀 乳がん検診へのマンモグラフィー導入
名古屋医療セ
ンター

2015/10/3 乳腺外科
ＮＰＯ法人　日本乳癌検診精度管理中央
機構

武田　WEB講習会 山口 美樹 ホルモン療法
武田薬品工
業

2015/10/14 乳腺外科 久留米市

デジタルマンモグラフィーソフトコピー診断講習会 田中 眞紀 モニター診断の基礎
福岡県メディ
カルセンター

2015/11/14
～

2015/11/15
乳腺外科

ＮＰＯ法人　日本乳癌検診精度管理中央
機構

医薬品卸勤務薬剤師継続研修会 田中 眞紀 乳癌 福岡市 2015/11/26 乳腺外科 日本医薬品卸勤務薬剤師会



講演

主催者・会議名 演者 演題 場所 会期 所属 主催

Nagasaki Breast Cancer Expart Meeting 山口 美樹 乳癌化学療法における経口抗がん剤の位置付けと役割
ベストウェスタ
ンプレミアホ
テル長崎

2015/11/27 乳腺外科 大鵬薬品工業

平成27年度健康づくり講演会 田中 眞紀 福岡県の乳がん生存率を上げるために
北九州市立
商工貿易会
館

2015/12/8 乳腺外科 北九州医師会

がん検診啓発講演会 田中 眞紀 がんと検診について 夢サイトかほ 2015/12/12 乳腺外科 嘉麻市

福岡県男女共同企画部会研修会 田中 眞紀
シンポジウム：女性がいきいきと仕事を続けていくためにー夢を持って仕事に臨
むー

ホテル日航 2016/1/16 乳腺外科 福岡県勤務医部会、県医師会

乳癌チーム医療セミナー
田中 眞紀､
柿原 圭佑､
坂口 まさみ

チーム医療で行う乳癌診療
ホテルマリ
ターレ創世

2016/2/24
乳腺外科、
薬剤科、
看護局

中外製薬

ピンクリボンワークショップキャラバン 田中 眞紀 乳がんをちゃんと知ろう～これからの乳がん検診と治療～ 天神ビル 2016/2/28 乳腺外科 ＮＰＯ乳房健康研究室

甘木ロータリー卓話 田中 眞紀 家族の健康を守る～あなたの妻は大丈夫～ 甘木市 2016/3/1 乳腺外科 甘木ロータリー
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掲載日 掲載誌 タイトル・内容 発行

2015/5/9 リビング福岡 母の日は”ちち”の日 西日本リビング新聞社

2015/8/5 週刊文春 本当に手術が巧い　がん外科医リスト完全保存版 株式会社文藝春秋

2015/8/15 広報くるめ 乳がん検診　早期発見のために　定期的な受診を 久留米市総合政策部広報課

2015/9/20 九州医事新報　第616号 「ＪＣＨＯ久留米総合病院が乳がん患者に選ばれる理由」 九州医事新報社

2015/9/28 リノベーション　2015.10　Ｖｏｌ．30
知っておきたい乳がん情報2015　大切なのは早期発見・早
期治療。正しい知識で検診を。

株式会社ＲＩＮＯ

2015/10/16 西日本新聞ぽしぇっと 10月はピンクリボン月間です。「乳がん検診特集」 西日本新聞

2015/11/2 病院の実力
前立腺がん　ｐ64、膀胱がん　ｐ87、
乳がん（ベストセレクト）　ｐ214～215

読売新聞社

2015/11/6 西日本新聞 久留米総合病院　新診療棟が落成 西日本新聞社

2015/11/20 九州医事新報　第618号 「第3回Ｄｒ．ブンブン　街が子供の職業体験ランドに」 九州医事新報社

2015/11/20 九州医事新報　第618号 「久留米総合病院　新診療棟完成」 九州医事新報社

2015/12/20 読売新聞 女性外来　心理的、社会的背景も聴取 読売新聞社

2015/12/24 Ｉ・Ｂ 常に新しい病院であるために必要とされる「選択」と「集中」 ㈱データ・マックス
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2016/3/10 CBnews management 動き始めた認知症ｻﾎﾟｰﾄチーム 株式会社CBnews

2016/3/19 週刊ダイヤモンド 都道府県別1000病院ランキング＆5大がん手術実績　ｐ85 株式会社ダイヤモンド社


