
JCHO久留米総合病院
2016年度　業績集

　（2016年4月～2017年3月）



2016年度業績　集計

著書　：　6

著述論文（英文）：　4

著述論文（邦文）：　3

口述論文（国際学会）： 4

口述論文（全国学会）：　42

口述論文（学会地方会）：　12

口述論文（研究会）：　19

講演　：　40

メディア情報：　19



著書

著書名 著者 題目 頁 出版社 年 所属

乳がん 田中 眞紀 文藝春秋 がん治療の教科書 56-59 文藝春秋 2016年6月 乳腺外科

新　乳房画像診断の勘ドコロ 山口 倫､森田 道､田中 眞紀 「サブタイプの理解」 76-77 メジカルビュー社 2016年9月 乳腺外科

新　乳房画像診断の勘ドコロ 山口 倫､森田 道､田中 眞紀 「正常解剖　マクロ病理とミクロ病理」 42 メジカルビュー社 2016年9月 乳腺外科

取扱い規約に準した腫瘍病理アトラス「乳癌第２版」 山口 倫､森田 道､田中 眞紀 化生癌 104-109 文光堂 2016年 乳腺外科

取扱い規約に準した腫瘍病理アトラス「乳癌第２版」 山口 倫､森田 道､田中 眞紀 乳管内病変の良悪性鑑別 104-109 文光堂 2016年 乳腺外科

消化器外科 白水 和雄 心は技を超える～若手消化器外科医に向けて～ 227-229 へるす出版 2017年2月 外科



著述論文（英文）

題目 発表者 掲載誌 Ｖｏｌ． Ｎｏ． Ｐ Ｙｅａｒ 所属

Heterogeneous clinical features in patients with pulmonary fibrosis showing 
histology of pleuroparenchymal fibroelastosis

Yuji Yoshida,Nobuhiro Nagata,Nobuko Tsuruta,Yasuhiko 
Kitasato,Kentaro Wakamatsu,
Michiko Yoshimi,Hiroshi Ishii,Takako Hirota,Naoki 
Hamada,Masaki Fujita,Kazuki Nabeshima,Fumiaki 
Kiyomi,Kentaro Watanabe

Respiratory　Investigation 54 3 192-169 2016年5月 呼吸器内科

CD8(+) tumor-infiltrating lymphocytes contribute to spontaneous `healing` in 
HER2-positive suctalcarcinoma in situ.

Morita M,Yamaguchi R,Tanaka M,Tse GM, Yamaguchi 
M,Kanomata N,Naito Y,Akiba J, Hattori S,Minami S,
Eguchi S,Yano H.

Cancer Med. 5 7 1607-1618 2016年7月 乳腺外科

Two progressive pathways of microinvasive carcinoma: low-grade luminal 
pathway and high-grade HER2 pathway based on high　tumour-infiltrating 
lymphocytes.

Morita M,Yamaguchi R,Tanaka M,Tse GM, 
Yamaguchi M,Otsuka H,Kanomata N,Minami S, 
Eguchi S,Yano H.

J J Clin Pathol. 69 10 890-898 2016年10月 乳腺外科

Breast Cancer Resistance to Antiestrogens Is Enhanced by Increased ER Degradation 
and ERBB2 Expression

Tomohiro Shibata,Kosuke Watari,Hiroto Izumi, 
Akihiko Kawahara,Satoshi Hattori,Chihiro Fukumitsu,
Yuichi Murakami,Ryuji Takahashi, Uhi Toh,
Ken-ichi Ito,Shigehiro Ohdo,Maki Tanaka,Masayoshi 
Kage,
Michihiko Kuwano and Mayumi Ono

Cancer Research 77 2 545-556 2017年1月 乳腺外科



著述論文（邦文）

題目 発表者 掲載誌 Ｖｏｌ． Ｎｏ． Ｐ Ｙｅａｒ 所属

授乳期に診断された基質産生癌（matrix-producing Caricinoma)の１
例

櫻井 早也佳､田中 眞紀､山口 美樹､          
田中 夏樹､大塚 弘子､村上 直樹､             
西村 太郎､寺﨑 洋､山口 倫､赤木 由人

乳癌の臨床 31 2 143-149 2016年4月 乳腺外科

女性乳腺医のワーク・ライフ・バランス向上とキャリアアップには何が
必要か？-Women Breast Cancer Consortium(WBCC)のアンケート調
査-

光山 昌珠､田中 眞紀､徳永 えり子､　　　　　　
岩瀬 弘敬､大野 真司､田村 和夫､丹黒 章､　
土井原 博義､西村 令喜､喜島 裕子､　　　　　
谷口 英樹

乳癌の臨床 31 6 543-555 2016年12月 乳腺外科

組織型を学ぶ～微細石灰化～基調講演1 病理　 　　　　　　　　　　　　　
　微細石灰化を示す乳腺病変の組織像

山口 倫､田中 眞紀､山口 美樹､大塚 弘子､　
平井 良武､森田 道､赤司 桃子､矢野 博久

乳腺甲状腺超音波医学 6 1 65-67 2017年1月 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

EBCC  2016

Hidetoshi Kawaguchi, Norikazu Matsuda,
 Takahiro Nakayama, Kenjiro Aogi, Keisei Anan,
 Yoshinori Ito, Shoichiro Ohtani, Nobuaki Sato, 
Shigehira Saji, Eriko Tokunaga, Seigo Nakamura, 
Yoshie Hasegawa, Masaya Hattori, Tomomi Fujisawa, 
Satoshi Morita, Miki Yamaguchi, Toshiaki Yamashita, 
Yutaka Yamamoto, Shinji Ohno, Masakazu Toi

Search for appropriate treatment strategy using fulvestrant for 
postmenopausal ER-positive advanced or recurrent breast cancer patients 
in Japan (JBCRG-C06; Safari)

Poster 
Session

Amsterdam/
Netherlands

2016/3/11 乳腺外科

The 14th Asian Breast Diseases Association 
Meeting and Symposium

Keisei Anan,Miki Yamaguchi Session IX　Updated Therapeutic Strategies Chair Fukuoka 2016/9/3 乳腺外科

San　Antonio　Breast Cancer　Symposium　
2016

Nobuyuki Arima,Reiki Nishimura,Uhi Toh,Maki Tanaka, 
Michiyo Saimura,Yasuhiro Okumura,Tsuyoshi Saito, 
Toshihiro Tanaka,Megumi Teraoka,Kazuo Shimada, 
Toshihiro Koga,Kaname Kurashita,Hidekazu Todoroki, 
Hiroaki Ueo,Yasuyo Ohi,Satoshi Toyoshima,
Shoshu Mitsuyama,Kazuo Tamura

The Importance of Hormone Receptor Status on Biomarker Expression and 
the Efficacy of Lapatinib plus Capecitabine Therapy after Progression on 
Trastuzumab in HER2 Positive Recurrent and Advanced Breast Cancer

Poster 
Session

San Antonio
/U.S.A

2016/12/6
～

2016/12/10
乳腺外科

The 62nd Annual Congress of the Japan 
Section, The International College of Surgeons

Hiroki Nasu､Tetsuro Hatase A Case of Adult Mesenteric Lymphangioma oral kyoto
2016/10/22

～
2016/10/26

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

第56回日本呼吸器学会学術講演会
平井 良､北里 裕彦､山田 和子､田中丸 真希､　　
辻 奈奈､末安 禎子､犬束 浩二､白日 高歩､　　　
南 浩､星野 友昭

患者チェックリスト/スコアリングシート/標準的治療レジメンを用いた遷延性/慢性
咳嗽症例の診療システムについての臨床的検討

口演 国立京都国際会館
2016/4/8

～
2016/4/10

呼吸器内科

第116回日本外科学会定期学術集会
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､　
横山 吾郎､山口 倫､赤城 由人

乳癌センチネルリンパ節転移陰性・腋窩郭清省略例における腋窩リンパ節再発
例の検討

ポスター 大坂国際会議場
2016/4/14

～
2016/4/16

乳腺外科
外科

第53回日本リハビリテーション医学会学術集
会

佐藤 郷子 介護老人保健施設におけるＢＰＳＤへの対応とリハビリテーションについて ポスター 国立京都国際会館
2016/6/9

～
2016/6/11

総合診療科
老健

第29回日本小切開・鏡視外科学会 畑瀬 哲郎､那須 洋紀､稗田 太郎､園田 豪之介 卵巣嚢腫合併妊娠に対する新しい腹腔鏡下手術法 口演 横浜市
2016/6/10

～
2016/6/11

産婦人科

第61回日本透析医学会学術集会
筬島 一順､古賀 友理子､岩谷 龍治､枝國 節雄､
南 浩

「インシデント報告分析支援システム　ＣＬＩＰ」導入に纏わる評価～第２報～
デジタルポス

ター
大阪リーガロイヤルホ
テル　ポスター会場6

2016/6/10
～

2016/6/12

腎センター
透析室

平井 良武､田中 眞紀､山口 美樹､大塚 弘子､　　
山口 倫､横山 吾郎､三嶋 麻衣

超音波ガイド下針生検における鑑別困難症例の検討 ポスター討議 東京
2016/6/16

～
2016/6/18

検査科

山口 美樹､田中 眞紀､大塚 弘子､君付 優子､　　
村上 直孝､白水 和雄、山口 倫

HER2蛋白発現陽性進行、再発乳癌におけるペルツズマブ＋ト ラスツズマブ+ドセ
タキセル療法の治療効果

ポスター
2016/6/16

～
2016/6/18

　外科
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､三島 麻衣､　
横山 吾郎､森田 道､山口 倫､河野 れい､　　　　　
寺崎 洋､白水 和雄

術前非浸潤癌から浸潤部が発見される症例におけるMRIの有用性について ポスター掲示
2016/6/16

～
2016/6/18

　外科
乳腺外科
放射線科

服部 正也､川口 英俊､増田 慎三､中山 貴寛､　　
青儀 健二郎､阿南 敬生､伊藤 良則､　　　　　　　　
大谷 彰一郎､佐藤 信昭､佐治 重衡､　　　　　　　　
徳永 えり子､中村 清吾､長谷川 善枝､　　　　　　
藤澤 知巳､山口 美樹､山下 年成､山本 豊､　　　
森田 智視､大野 真司､戸井 雅和

フルベストラントの長期奏効群を探索する多施設共同後方視コ ホート研究; 
JBCRG-C06 Safari試験

厳選口演
2016/6/16

～
2016/6/18

乳腺外科

森田 道､山口 倫､君付 優子､大塚 弘子､　　　　　
山口 美樹､横山 俊朗､江口 晋､田中 眞紀

初期乳癌の進展におけるサブタイプと免疫細胞の相互作用 ポスター討議
2016/6/16

～
2016/6/18

外科
乳腺外科

増野 浩二郎､光山 昌珠､増田 慎三､川添 輝､　　
山口 美樹､若松 信一､武谷 憲二､山本 豊､　　　 
高橋 龍司､田中 眞紀､田村 和夫

ドセタキセル・カルボプラチン・トラスツズマブによる術前化学療法の第2相多施設
臨床試験(KBC-SG1201）

ポスター討議
2016/6/16

～
2016/6/18

乳腺外科

高橋 宏樹､津福 達二､藤井 輝彦､唐 宇飛､　　　 
岩熊 伸高､　三島 麻衣､赤木 由人､中川 志乃､  
田山 光介､小野 博典､古賀 稔啓､田中 眞紀､    
吉田 純

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
観察研究（KSCOG-BC06）

ポスター討議
2016/6/16

～
2016/6/18

乳腺外科

小田 華子、北里 裕彦、山田 和子、平井 良、    
末安 禎子､南 浩、星野 友昭

血清マーカー陰性、気管支内腔の腫瘍様変化をきたすなど非典型的所見を呈し
たサルコイドーシスの1例

口演
2016/7/22

～
2016/7/23

呼吸器内科

山田 和子、北里 裕彦、田中丸 真希、             
小田 華子、平井 良、末安 禎子、君付 優子、　　
大塚 弘子、山口 美樹、田中 眞紀、南 浩、　　　　
星野 友昭

エベロリムス投与中止後のゲムシタビン投与により薬剤性肺障害が顕在化したと
考えられた1例

口演
2016/7/22

～
2016/7/23

呼吸器内科
乳腺外科

第24回日本乳癌学会学術総会

第77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　夏季学術講演会

東京ビッグサイト

萃香園ホテル



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

第14回日本臨床腫瘍学会学術集会
大塚 弘子､田中 真紀､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､白水 和雄､赤木 由人

ビスフォスフォネート製剤が原因と思われる著名な低K血症を伴う腎障害を来した
一例

ポスター 神戸 2016/7/28 乳腺外科

那須 洋紀､畑瀬 哲郎 術前に卵巣嚢腫と診断し腸間膜リンパ管腫であった症例 口演
2016/9/1

～
2016/9/3

産婦人科

畑瀬 哲郎､園田 豪之介､稗田 太郎
バイポーラ鉗子先端部の破損・腹腔内遺残症例を経験して～その反省と対策に
ついて～

口演 2016/9/2 産婦人科

藤井 裕史
九州山口感染制御専門薬剤師・認定薬剤師連絡会議の取り組み　　　　　　　　　　
　　耐性菌対策に立ち向かう薬剤師に必要な知識とツールを考える！-Japan　
antimicrobial Consumption　Surveillance（JACS）をどう活かすか？-

シンポジウム 2016/9/17 薬剤科

柿原 圭佑､葉田 昌生､三上 忠司､中嶋 陽一､　　
松崎 雄､白石 亘､佐伯 衣里佳、蔵王 なつか､　　
寺松 早紀、藤井 裕史

体表面積及び腎機能によって投与量調節が必要な薬剤のがんチーム医療にお
ける処方支援

口演 2017/9/19 薬剤科

田代 綾子 在宅復帰サポートパス活用の効果 口演 2016/9/15
看護課

介護老人保険施
設

山川 清香 ５S活動の取り組み～ロール・プレイングを試みて～ 口演 2016/9/15
介護福祉士

介護老人保健施
設

石井 友親 レクレーションの充実に向けての取り組み 口演 2016/9/15
介護福祉士

介護老人保健施
設

立花 希 看取りケアの充実を目指せ 口演 2016/9/16
介護福祉士

介護老人保健施
設

佐藤 郷子 介護老人保健施設におけるＢＰＳＤへの取り組みについて シンポジウム
2016/9/16

～
2016/9/17

総合診療科
老健

黒田 直美 経口維持加算（Ⅰ）への取り組みについて ポスター 2016/9/17
栄養管理士

介護老人保健施
設

伊藤 紀子 アルツハイマー型認知症事例者と子供の交流を通して ポスター 2016/9/17
介護福祉士

介護老人保健施
設

小園 裕子､塩山 美穂､近藤 恵､白石 亘､　　　　　
住吉 佐江子､牛島 瑞恵､枝國 節雄

二ヶ月間絶食患者にNSTが介入し消化態栄養剤から半消化態栄養剤へ段階的
に移行し消化管合併症発症を軽減できた１症例

口演
2016/9/16

～
2016/9/17

栄養サポートチー
ム（NST)

第54回日本癌治療学会

唐 宇飛､西村 令喜､岩熊 伸高､田中 眞紀､       
斎村 道代､　奥村 恭博､斎藤 毅､成井 一隆､     
田中 俊裕､寺岡 恵､島田 和生､片山 和久､        
長谷川 聡､有馬 信之

HER2陽性乳癌におけるラパチニブ/カペシタビン併用による抗腫瘍効果と
p95HER2、PTEN及びPIK3CAとの相関の検討 (KBC-SG 1107) 

口演 横浜
2016/10/20

～
2016/10/22

乳腺外科

大阪

第26回日本医療薬学会年会

第27回全国介護老人保健施設大会

第2回ＪＣＨＯ地域医療総合医学会

第56回日本産科婦人科内視鏡学会

京都

東京・TKPガーデン品
川

長崎市



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
第26回日本乳癌検診学会学術総会　会長講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　乳がん検診から始まったチーム医療

会長講演
2016/11/4

～
2016/11/5

乳腺外科

平井 良武､田中 眞紀､山口 美樹､大塚 弘子､    
中原 博子

乳癌の発見と診断におけるMMG・USの現状と乳癌検診における問題点 口演
2016/11/4

～
2016/11/5

乳腺外科､放射
線科診療部

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

癌の診断基準を変えますか？ シンポジウム
2016/11/4

～
2016/11/5

乳腺外科

中原 博子 撮影技術を考える―FADから見えてくるもの―
パネルディス

カッション

2016/11/4
～

2016/11/5

放射線科診療
部

平井 良武､田中 眞紀､山口 美樹､大塚 弘子､    
中原 博子

乳癌の発見と診断におけるMMG・USの現状と乳がん検診における問題点 口演
2016/11/4

～
2016/11/5

検査室、乳腺外
科

山口 美樹､大井 恭代 生検 座長
2016/11/4

～
2016/11/5

乳腺外科

大塚 弘子､高橋 將人 症例１ 座長
2016/11/4

～
2016/11/5

乳腺外科

中山 剛一､山口 美樹､白水 和雄､日野 東洋､    
岐部 史郎､大塚弘子､村上 直孝､山口 倫､        
中島 収､田中 眞紀､赤木 由人

皮下に連続した骨盤内重複腸管の1例 口演
2016/11/24

～
2016/11/26

外科

村上 直孝､日野 東洋､ 高橋 健二郎､              
岐部 史郎､  大塚 弘子､山口 美樹､ 白水 和雄､ 
武田 仁良､ 田中 眞紀､末吉 晋､赤木 由人

Upside down stomachを伴う進行胃癌の1例 ポスター
2016/11/24

～
2016/11/26

外科

第29回日本内視鏡外科学会総会
村上 直孝､ 日野 東洋､ 高橋 健二郎､             
岐部 史郎､ 白水 和雄､赤木 由人

アプローチを工夫して腹腔鏡下根治術を行った閉鎖孔ヘルニア嵌頓の1例
デジタルポス

ター
横浜

2016/12/8
～

2016/12/10
外科

第14回日本病院総合診療医学会学術総会
北里 裕彦､平井 良､山田 和子､小田 華子､       
井上 久美､三好 賢一､高田 晃男､中村 栄治､    
星野 友昭

肺炎や胸膜炎に続発し診断に苦慮したリウマチ性多発筋痛症の2例 口演
岡山大学鹿田キャン

パス

2017/3/3
～

2017/3/4

総合診療科
呼吸器内科

小田 華子､北里 裕彦､山田 和子､平井 良､       
末安 禎子､岡元 昌樹､南 浩､星野 友昭

抗線維化薬の変更を行いステロイド大量投与を行うことなく急性増悪状態から離
脱できた特発性肺線維症の1例

口演 2017/3/11 呼吸器内科

北里 裕彦､小田 華子､山田 和子､平井 良､       
末安 禎子､中村 栄治､南 浩､星野 友昭

肺非結核性抗酸菌症（NTM）の感染環境因子に関する臨床的検討 口演 2017/3/11 呼吸器内科

山田 和子､北里 裕彦､小田 華子､平井 良､       
末安 禎子､岡元 昌樹､南 浩.星野 友昭

複数の薬剤の影響が原因として考えられた薬剤誘起性肺障害の1例 口演 2017/3/11 呼吸器内科

第78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

第78回日本臨床外科学会総会 東京

福岡国際医療福祉学
院

第26回日本乳癌検診学会学術総会 久留米シティプラザ



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17回九州ブロック介護老人保健施設大会 鹿子嶋 真一 BPSDによる睡眠障害のある入所者への取り組み 口演 鹿児島 2016/5/16
介護福祉士

介護老人保険施
設

君付 優子､田中 眞紀､山口 美樹､大塚 弘子､　　
村上 直孝､岐部 史郎､ 高橋 健二郎､　　　　　
白水 和雄､山口 倫､赤木 由人

乳腺炎を契機に診断しえた浸潤性乳癌の症例 口演 2016/5/13
外科

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､　　　　　　
岩谷 龍治､枝國 節雄､白水 和雄､赤木 由人

著明な低K血症を来したビスフォスフォネート製剤誘発腎障害の1例 口演 2016/5/13
外科

乳腺外科
腎臓内科外科

第53回九州外科学会
高橋健二郎､君付優子､岐部史郎､村上直孝､　　
白水和雄､田中眞紀､赤木由人

胃原発絨毛癌の１切除例 口演 佐世保
2016/5/13

～
2016/5/14

外科

第73回九州連合産科婦人科学会 那須 洋紀､畑瀬 哲郎 卵巣嚢腫合併妊娠に対する新しい手術手技の開発 口演 長崎市
2016/5/21

～
2016/5/22

産婦人科

第41回日本大腸肛門病学会九州地方会
岐部 史郎､村上 直孝､高橋 健二郎､　　　　　　
日野 東洋､ 大塚 弘子､山口 美樹､白水 和雄､
田中 眞紀､　赤木 由人

急性虫垂炎にて発症した虫垂杯細胞カルチノイドの１例 口演 久留米 2016/10/1 外科

第8回日本静脈経腸栄養学会九州支部学術集
会

小園 裕子､塩山 美穂､白石 亘､枝國 節雄 下肢皮膚潰瘍に対してコラーゲンペプチドを付加し改善が得られた一床例 口演 福岡 2016/10/15
栄養サポート
チーム（NST)

第108回日本消化器病学会　九州支部例会
増田 裕､松隈 則人､吉武 めぐみ､佐々木 望､   
鳥村拓司

セフトリアキソン投与に伴う偽胆石症 口演 熊本 2016/11/26 消化器内科

第316回日本内科学会九州支部九州地方会
北里 裕彦､升永 憲治､山田 和子､小田 華子､　　
平井 良､八坂 謙一郎､南 浩､渡邊 浩､　　　　　
星野 友昭

東南アジアからの帰国後に発症し、蚊や虫に刺されたエピソードが明確で
はなく腸チフス等との鑑別に苦慮したデング熱の1例

口演
九州大学医学
部百年講堂

2017/1/21
内科

総合診療科

大塚 弘子､田中 眞紀､山口 美樹､中原 博子､　　
村上 直孝､岐部 史郎､中山 剛一､日野 東洋､　　
白水 和雄､山口 倫

当院におけるTomosynthesisを用いたステレオガイド下生検の取り組み 口演 2017/3/4
外科

乳腺外科

中山 剛一､山口 美樹､白水 和雄､日野 東洋､　　
岐部 史郎､大塚 弘子､村上 直孝､山口 倫､　　
中島 収､田中 眞紀､赤木 由人

乳癌の転移により小腸穿孔を来した1例 口演 2017/3/5
外科

乳腺外科

第9回福岡県病院薬剤師会学術大会 柿原 圭佑
体表面積及び腎機能によって投与量調節が必要な薬剤のがんチーム医療
における処方支援

口演
九州大学医学
部百年講堂

2017/3/12 薬剤科

第52回九州内分泌外科学会

第14回日本乳癌学会九州地方会

ハウステンボ
ス(長崎)

福岡



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12回九州産婦人科内視鏡手術研究会 那須 洋紀､畑瀬 哲郎 卵巣嚢腫合併妊娠に対する新しい手術手技 口演 福岡市 2016/4/9 婦人科

（公社）日本診療放射腺技師会 中原 博子 エチケットマナーについて 口演 九州大学病院 2016/5/14 放射腺診療部

第15回日本PTEG研究会
岐部 史郎､村上 直孝､日野 東洋､    
高橋 健二郎､大塚 弘子､山口 美樹､ 
白水 和雄､武田 仁良､田中 眞紀

広範囲胃切除、Billroth-II法再建後患者に対してPTEG施行し栄養
管理を行った1例

口演 兵庫県 2016/5/28 外科

日野 東洋
当院における腹腔鏡下ISRおよび腹腔鏡補助下直腸切断術での
短期成績と速報覚醒の現状

口演 2016/9/17 外科

大塚 弘子
乳癌センチネルリンパ節転移陰性・郭清省略例における腋窩リン
パ節再発例の検討

口演 2016/9/17 乳腺外科

九州乳腺疾患画像診断研究会 中原 博子 当院におけるDegital　Breast　Tomosymｓeｓisについて 口演
北九州市立医療癌

センター 2016/9/24 放射腺診療部

第22回九州乳房超音波研究会 平井 良武 症例検討「Secretory carcinoma」 口演 福岡市 2016/10/1 検査

第32回九州ストーマリハビリテーション研究会
小谷 明日香､小城 恵､熊川 美奈子､
岐部 史郎､村上 直孝､白水和雄

緊急ストーマ増設術となった患者の心理過程をフィンクの危機モデ
ルを通して振り返る

口演 久留米 2016/10/1 外科

第172回CT・MRI研究会 河野 れい､寺﨑 洋 症例検討：骨盤内放射菌症 口演 久留米大学 2016/11/18 放射線科

第14回宮崎婦人科内視鏡研究会 畑瀬 哲郎
三方よし（術者よし、患者よし、病院よし）の腹腔鏡手術～これから
腹腔鏡手術を始める人の為に～

講演 宮崎市 2016/11/19 乳腺外科

第149回福岡県筑後地薬剤師研修会 蔵王 なつか 当院のASTラウンドンの現状 口演
ホテルマリターレ創

世 2016/12/16 薬剤科

帝京大学 中原 博子 マンモグラフィ最前線ー乳腺診療はチーム医療 口演 大牟田市 2017/1/9 放射腺診療部

第15回筑後乳癌化学療法研究会 山口 美樹
HER2蛋白発現陽性進行・再発乳癌におけるぺルツズマブ+トラス
ツズマブ＋ドセタキセル療法の治療効果

口演 久留米 2017/1/20 乳腺外科

第44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､    
中原 博子､村上 直孝､岐部 史郎､    
中山 剛一､日野 東洋､白水 和雄

Tomosynthesis を用いたステレオガイド下生検の取り組み 口演 久留米医師会館 2017/2/3 乳腺外科

第1回久留米大学サージカルフォーラム 久留米



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

福岡県医学会
山口 美樹､平井 良武､田中 眞紀､    
大塚 弘子､中原 博子

乳癌の発見と診断におけるMMG・USの現状と乳がん検診におけ
る問題点

ポスター 久留米医師会館 2017/2/5 乳腺外科

日野 東洋､村上 直孝､中山 剛一､    
岐部 史郎､白水 和雄､大塚 弘子､　　
山口 美樹､田中 眞紀､白水 和雄

食道穿孔・縦隔炎に対し腹腔鏡下縦隔ドレナージを施行した1例 口演 2017/2/23 外科

畑瀬 哲郎､園田 豪之介､稗田 太郎 婦人科腹腔鏡手術の現況～1,000例手術を振り返って 講演 2017/2/23 産婦人科

久留米乳腺診断会 中原 博子 Degital Breast Tomosymsesisの使用経験 口演 久留米総合病院 2017/3/15 放射腺診療部

第8回エコール48 平井 良武 診断の確定に苦慮した肝腫瘍の1例 口演 久留米 2017/3/30 検査科

第25回KURUME　ENDOSURGERY　FORUM 久留米



講演

主催者・会議名 演者 演題 場所 会期 所属

平成28年度新人看護職員集合研修 小園 裕子 食事療法・摂食嚥下・NSTについて 当院２F講堂 2016/4/14

NST委員会
（栄養管理
室）

乳腺薬物療法セミナー 山口 美樹 HER2蛋白陽性乳癌の治療戦略 大牟田市立病院2016/4/26 乳腺外科

第12回スマイリーチャリティーイベント 田中 眞紀 乳がんのお話し
スポーツクラブ
ルネサンス福
岡西新

2016/4/29 乳腺外科

平岡栄養士専門学校就職シンポジウム 片山 浩二 専門職として現場で求められること
平岡栄養士専
門学校

2016/5/14 栄養管理室

第2回JCHO久留米総合病院病診薬連携セミナー 白石 亘 褥瘡の基礎知識と治療における薬剤選択
JCHO久留米
総合総合病院

2016/5/26 薬剤科

第7回PTEGハンズオンセミナー 村上 直孝 講師 岡山県 2016/5/28 外科

第5回筑豊乳腺懇話会 山口 美樹 乳がん検診、乳腺診断～今　準備しておくこと～
のがみプレジ
デントホール

2016/6/10 乳腺外科

久留米大学医学部医科学同門会 田中 眞紀 女性でもっとも多いがん～乳がんの診断と治療～
ハイネスホテ
ル

2016/6/11 乳腺外科

Kyushu　Breast　Cancer　Webinar 山口 美樹（パネリスト） ホルモン受容体陽性・HER２蛋白陽性進行再発乳癌に対する治療戦略 久留米市 2016/7/7 乳腺外科

平成28年腎センター透析室患者勉強会 牛島 瑞恵 栄養アラカルト 当院2F講堂 2016/7/10 栄養管理室

中央区内科医会学術講演会 田中 眞紀 内科医と連携で行う乳がん治療
西鉄グランドホ
テル

2016/7/11 乳腺外科



講演

主催者・会議名 演者 演題 場所 会期 所属

県民健康づくりセミナー 田中 眞紀 乳がんで命をおとさないために
福岡県メディカ
ルセンター

2016/7/12 乳腺外科

あけぼの会 田中 眞紀 九州の乳がん治療-女性医師の立場から- 福岡市 2016/7/18 乳腺外科

第8回乳房再建全国キャラバン 田中 眞紀 乳房切除を悩まなくていい。いつでも再建できます。 福岡市 2016/7/24 乳腺外科

久留米大学医学部准講会 田中 眞紀 「女の時代」到来！ 萃香園 2016/8/2 乳腺外科

第29回福岡県病院薬剤師会感染制御研修会　特別講演 藤井 裕史 抗菌薬とClostridium　difficile感染症について
久留米シティプ
ラザ

2016/8/20 薬剤科

筑後地区乳房再建セミナー 田中 眞紀 乳腺外科と形成外科で行う乳房再建 創世 2016/8/24 乳腺外科

Chikugo　Breast　Cancer　Basic　Seminor 山口 美樹 HER２蛋白陽性進行・再発乳癌の治療 久留米 2016/9/8 乳腺外科

第3回JCHO久留米総合病院病診薬連携セミナー 松崎 雄 痛みと鎮痛 当院 2016/9/15 薬剤科

古賀総合病院C3会 葉田 昌生
がん治療におけるチーム医療とリスクマネジメント～経口抗がん薬を中
心に～

古賀総合病院 2016/9/21 薬剤科

中国四国乳房超音波検査研究会 田中 眞紀 乳がん検診における超音波検査の位置づけ 岡山市 2016/9/24 乳腺外科

市民公開講座 山口 美樹 乳がんを知ろう 当院 2016/10/14 乳腺外科



講演

主催者・会議名 演者 演題 場所 会期 所属

Kyushu　Breast　Cancer　Conference 山口 美樹 ホルモン抵抗性再発乳癌 福岡 2016/10/16 乳腺外科

第13回Breast　Cancer　Frontier　Meeting　in　Kyushu 山口 美樹 薬物療法 博多 2016/10/30 乳腺外科

平成28年八重つつじ会患者勉強会 住吉 佐江子 簡単！電子レンジクッキング 当院2F講堂 2016/10/30 栄養管理室

福岡県医師会　乳腺部会 田中 眞紀 次世代乳がん検診の夜明け 福岡市 2016/11/16 乳腺外科

村上 直孝 講師 2016/11/13 外科

畑瀬 哲郎 こんにちは赤ちゃん 2016/11/13 産婦人科

第4回JCHO久留米総合病院病診薬連携セミナー 柿原 圭佑 臨床検査値と注意が必要な薬剤～院外処方箋検査値記載に向けて～ 当院 2016/12/8 薬剤科

Scientific　Exchange　Meeting　in　Fukuoka 山口 美樹（パネリスト） Scientific　Exchange　Meeting　in　Fukuoka
アストラゼネカ
福岡支店

2016/12/17 乳腺外科

第１５回筑後乳癌化学療法研究会 山口 美樹
HER2蛋白発現陽性進行・再発乳癌におけるぺルツズマブ+トラスツズマ
ブ＋ドセタキセル療法の治療効果

久留米 2017/1/20 乳腺外科

With　You　九州　2017 山口 美樹 考えてみよう、乳がんのこと 福岡市 2017/1/29 乳腺外科

第4回緩和医療薬物認定薬剤師の修得に向けたセミナー 葉田 昌生 オピオイド鎮痛薬の依存と耐性　オピオイドスイッチング・PCAポンプ 当院 2017/1/29 薬剤科

第4回　Dr．BunBun子供医学部 久留米市



講演

主催者・会議名 演者 演題 場所 会期 所属

第5回JCHO久留米総合病院病診薬連携セミナー 菊池 衣里佳 腎機能に注意が必要な薬剤～院外処方線検査値の解釈と活用～ 当院 2017/2/9 薬剤科

日本リンパトレナージスト協会 山口 美樹 続発性リンパ浮腫　乳癌 小倉 2017/2/18 乳腺外科

Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｉｓｔｓ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｉｎ　Ｋｕｒｕｍｅ 田中 眞紀 外科医として、院長として世の中の歯車をめざす 萃香園 2017/2/22 乳腺外科

第8回PTEGハンズオンセミナー 村上 直孝 講師 兵庫県 2017/2/24 外科

福岡県医師会男女共同参画部会研修会
田中 眞紀（コメンテー
ター）

医療界における働き方改革は可能か？
福岡県メディカ
ルセンター

2017/2/25 乳腺外科

平成28年度特定給食施設等研修会 住吉 佐江子 久留米総合病院の栄養管理の取り組みについて
宮の陣クリーン
センター

2017/3/10 栄養管理室

厚生労働省「平成28年度女性医師キャリア支援モデル普及推進事業」 田中 眞紀（パネリスト） 女性医師復職支援モデル「Ｋｕｒｕｍｅモデル」の開発について
久留米シティプ
ラザ

2017/3/12 乳腺外科



メディア情報

掲載日 掲載誌 タイトル・内容 発行

2016/7/11 AERA
８大がん手術数の「いい病院」主ながんの手術数ランキング上
位30病院　ｐ30～ｐ31

朝日新聞出版

2016/7/1 アンチネオプラストン　未知なる抗がん物質(書籍) アンチネオプラストン　未知なる抗がん物質
株式会社幻冬舎メディアコン
サルティング

2016/8/7 読売新聞 病院の実力　「肺がん」 読売新聞社

2016/8/18 文春ムック　文藝春秋クリニック 有名医師が推薦するがん手術の名医107人 文藝春秋

2016/9/4 読売新聞 病院の実力「大腸がん」 読売新聞社

2016/9/15 ALPHA CLUB 9月号　第411号 医師と患者　心音　忘れ得ぬ患者　心と心 ALPHA CLUB

2016/9/20 九州医事新報

・乳腺外科医と形成外科医、手術体験者が伝える　乳房再建全国キャラバン　九州初　　
　　 ・乳がん患者会｢あけぼの会｣九州大会　がんと向き合って生きる　　　　　　　　　　　　　
　　　　　・第26回日本乳癌検診学会学術総会　11月4日(金)・5日(土)　久留米シティプラ
ザ　次世代乳がん検診の夜明け

株式会社九州医事新報社

2016/10/2 読売新聞 病院の実力「胃がん」 読売新聞社

2016/10/3 久留米大学　広報誌
活躍するＯＧ紹介＜5＞　女性医師として患者さんのために最
善を尽くす

久留米大学

2016/10/20 avanti 11月号　第23巻第11号 女性がかかる癌のトップ　乳がん 株式会社アヴァンティ

2016/10/29 西日本新聞
がん患者応援キャンペーン　タオル帽子を贈ろう　　　　　　　　　　
　心を優しく包むもの

西日本新聞社

2016/11/2 朝日新聞
第26回日本乳癌検診学会学術総会　開催記念特集　　　　　　　　
　次世代乳がん検診の夜明け

朝日新聞社



メディア情報

掲載日 掲載誌 タイトル・内容 発行

2016/11/3 病院新聞
第26回日本乳癌検診学会学術総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　｢次世代乳がん検診の夜明け｣テーマに適切な検診の課題討
議

病院新聞社

2016/11/6 読売新聞
・病院の実力　主な医療機関の乳がん治療実績(2015年)p.16    
   ・病院の実力 「乳がん」p.26

読売新聞社

2016/11/20 久留米医師会　広報　№456 第26回日本乳癌検診学会を開催して 久留米医師会

2016/11/15 福岡県病院薬剤師会会誌　№197
・第29回福岡県病院薬剤師会　感染制御研修会報告p.14～p.15　　    　
　　　・施設紹介　薬の専門家として皆様を支える「頼れる存在」p.60～
ｐ.62

福岡県病院薬剤師会

2016/12/4 読売新聞 病院の実力　「肝臓がん」 読売新聞社

2017/1/1 月刊新医療№505　第44巻第1号　2017年1月号付録 中小規模病院のIT化ガイド エム・イー振興協会

2017/2/15 福岡県病院薬剤師会会誌　№198
・会員のひろば　｢大回り乗車｣p.69～p.70　　　　　　　　   　　　　　
　　・新人紹介p.78

福岡県病院薬剤師会


