
開催日 学会名 演題 区分 筆頭 共同演者 開催場所

2007.1.19 第66回大腸癌研究会 大腸MP癌のリンパ節郭清に関する検討 主題　口演 緒方俊二
山田一隆、福永光子、谷村　修、佐伯泰愼、志田誠一郎、高
野正太、坂田玄太郎、久野三朗、大湾朝尚、辻　順行、野崎
良一、高野正博

大宮

2007.1.19 第66回大腸癌研究会 当院にて切除したserrated adenomaの臨床病理学的検討	主題　口演
志田誠一
郎

山田一隆、野崎良一、緒方俊二、佐伯泰愼、福永光子、谷
村　修、高野正太、久野三朗、辻　順行、高野正博

大宮

2007.11.2 -3 第62回日本大腸肛門病学会学術集会 内肛門括約筋切除術(ISR)の根治性とQOL
ビデオシンポ
ジウム　口演

緒方俊二
山田一隆、田中正文、福永光子、佐伯泰愼、志田誠一郎、
高野正太 柴田直哉、久野三朗、大湾朝尚、野崎良一、辻順
行、高野正博 

東京

2007.2.3 第12回三次元CT・MRI研究会
低線量CT Colonographyを用いた大腸スクリーニングにお
ける新しい大腸解析ソフトウエアの臨床応用

一般　口演 松本徹也

前崎孝之（大腸肛門病センター高野病院放射線科）、野崎良
一（同消化器内科）、山田一隆（同消化器外科）、久保里織、
工藤正幸（GE横河メディカルシステム⑭画像応用技術セン
ター）

東京

2007.5.19 第75回九州大腸肛門病懇談会
造影ＣＴで出血部位が固定された直腸Dieulafoy潰瘍の一
例

一般　口演 高野正太 野崎良一，大湾朝尚，辻順行，山田一隆，高野正博 久留米

2007.6.15 -16 第17回九州農村医学会
大腸がん検診における精度管理向上へ向けてー精検受診
率向上を目指したひとつの試みー

一般　口演 児玉　茂
井上和幸、松野珠江、松崎秀幸、野崎良一、山田一隆、高
野正博

沖縄

2007.6.8 -9 第89回日本消化器病学会九州支部例会 直腸狭窄による腸閉塞をきたした腸管膜脂肪織炎の一例 一般　口演
坂田玄太
郎

野崎良一，大湾朝尚，山田一隆，高野正博 福岡

2007.6.8 -9 第89回日本消化器病学会九州支部例会
臨床病理学的特徴からみたcolitic cancerのサーベイラン
ス

ワークショップ 緒方俊二 山田一隆，大湾朝尚，野崎良一 福岡

2007.7.18 -20 第62回日本消化器外科学会定期学術総会 大腸癌肝転移の治療戦略 シンポジウム７ 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、志田誠一郎、高野正太、
坂田玄太郎、久野三朗、大湾朝尚、辻　順行、野崎良一、高
野正博

東京

2007.7.6 第67回大腸癌研究会 SM癌における腸切除適応に関する検討 口演 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、志田誠一郎、高野正太、
坂田玄太郎、久野三朗、柴田直哉、田中正文、大湾朝尚、
辻　順行、野崎良一、高野正博、

神戸

2007.8.26 第15回日本大腸検査学会九州支部会
直腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の取り
組み

一般講演
松平美貴
子

野崎良一，山田一隆 鹿児島

2007.9.29 第76回九州大腸肛門病懇談会 炎症性腸疾患の管理と問題点（colitis cancerも含む） 一般　口演 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、志田誠一郎、高野正太、
坂田玄太郎、久野三朗、田中正文、大湾朝尚、辻　順行、野
崎良一、高野正博

久留米

2007.9.8 -9 第25回日本大腸検査学会総会 高齢者の安全な大腸内視鏡検査をめざして
パネルディス
カッション

松平美貴
子

野崎良一，山田一隆 東京

2007.9.8 -9 第25回日本大腸検査学会総会
当院ポリープ定期検診システムより発見された大腸癌の臨
床的検討

一般　口演
松平美貴
子

野崎良一，山田一隆 東京

2008.1.19 第１回九州大腸がん懇話会 SM癌における追加腸切除適応の問題点
パネルディス
カッションI

緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、志田誠一郎、高野正太、
坂田玄太郎、久野三朗、田中正文、松岡健三、大湾朝尚、
辻　順行、野崎良一、高野正博

福岡

2008.1.25 第68回大腸癌研究会 大腸多重癌例の検討 主題I 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、志田誠一郎、　高野正太、
坂田玄太郎、久野三朗、田中正文、松岡健三、　大湾朝尚、
辻　順行、野崎良一、高野正博

福岡

2008.10.17 -18 第63回日本大腸肛門病学会学術集会
Colitic cancerの癌サーベイランスについて－Crohn病を中
心に－

ワークショップ
3

福永光子
山田一隆、緒方俊二、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、田
中正文、高野正太、辻　順行、高野正博

東京

2008.11.15 第33回日本大腸肛門病学会九州地方会
インフリキシマブはCrohn病における外科治療を変える
か？－当院49症例の検討から-

シンポジウム 福永光子
山田一隆､緒方俊二､佐伯泰慎､田中正文､大湾朝尚．野崎
良一､高野正博

宮崎

2008.11.15 第33回日本大腸肛門病学会九州地方会
急性増悪し､手術療法を施行したindeterminate colitisの一
症例

一般　口演
坂田玄太
郎

野崎良一，佐伯泰愼，松岡健三，大湾朝尚，緒方俊二，山
田一隆，高野正博

宮崎

2008.11.21 -22
第86回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
 (第92回日本消化器病学会九州支部例会)

人間ドックにおける 大腸内視鏡検査の偶発症としての虚
血性大腸炎3例の臨床的検討

一般　口演
守安真佐
也

松崎秀幸､野崎良一、大湾朝尚、山田一隆、高野正博 大分

2008.5.30 -31 第47回日本消化器がん検診学会総会 便中トランスフェリン測定の有用性についての検討 一般　口演 霜村歩
野崎良一１）､山田一隆１）、土井洋介２） １）	医療法人社団
高野会　高野病院 ２）	アルフレッサファーマ株式会社 

福岡

2008.6.13 -14
第85回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
（第91回日本消化器病学会九州支部例会と合
同）

内視鏡的止血術が困難で，短期間で出血が反復したため
手術を施行した大腸憩室出血の一症例

一般　口演
坂田玄太
郎

野崎良一、福永光子、大湾朝尚、山田一隆 福岡



2008.6.21 第18回九州農村医学会 高齢地域における大腸がん検診の現状と課題 一般　口演 原田宏 松崎秀幸､野崎良一､山田一隆､高野正博 大分

2008.7.4 第69回大腸癌研究会 大腸SM癌、MP癌の転移・再発に関する検討 主題II 緒方俊二
山田一隆、佐伯泰愼、福永光子、眞方紳一郎、高野正太、
坂田玄太郎、久野三朗、田中正文、松岡健三、大湾朝尚、
辻　順行、野崎良一、高野正博

横浜

2008.8.24 第16回日本大腸検査学会九州支部会 治療に難渋した大腸憩室出血の一症例 一般　口演
坂田玄太
郎

野崎良一、福永光子、大湾朝尚、山田一隆 熊本

2008.8.30 第6回九州消化管疾患治療研究会 診断に難渋したNSAIDs起因性腸炎の１例 一般　口演 大湾朝尚 坂田玄太郎，野崎良一．山田一隆 福岡

2009.1.16 第70回大腸癌研究会 大腸癌検診における費用効果分析 主題2　口演 田中正文
山田一隆、緒方俊二、野崎良一佐伯泰愼、福永光子、高野
正太、眞方　紳一郎坂田玄太郎、高野正博

東京

2009.1.23 -24 日本総合健診医学会第37回大会
大腸腺腫発生と生活習慣病因子との相関関係　－コレステ
ロールからー

一般　口演 佐藤友美
2)野崎良一､1)中山佳津代､2)美濃尚人､2)松崎秀幸､3)鎌田
智有､2)山田一隆  大腸肛門病センター　高野病院　2) ,川崎
医科大学　食道・胃腸内科 3)

静岡

2009.11.14
第34回日本大腸肛門病学会九州地方会 （第25
回九州ストーマリハビリテーション研究会）

Stage IV大腸癌の治療戦略 ワークショップ 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、高野正太、田中正文、坂
田玄太郎、眞方紳一郎、中村　寧、久野三朗、大湾朝尚、野
崎良一、高野正博

久留米

2009.11.14
第34回日本大腸肛門病学会九州地方会 （第25
回九州ストーマリハビリテーション研究会）

大腸早期癌に対する内視鏡下切除の治療成績
パネルディス
カッション

田中正文
山田一隆、緒方俊二、野崎良一、佐伯泰槇、福永光子、高
野正太、眞方紳一郎、中村寧、坂田玄太郎、高野正博

久留米

2009.11.27 -28 第88回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 大腸憩室出血手術症例の検討 一般口演
坂田玄太
郎

野崎良一、大湾朝尚、中村寧、眞方紳一郎、田中正文、高
野正太、福永光子、佐伯泰愼、久野三朗、緒方俊二、山田
一隆、高野正博

熊本

2009.11.27 -28 第94回日本消化器病学会九州支部例会
クローン病におけるインフレキシマブの効果および手術適
応に関する検討

ワークショップ 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、高野正太、田中正文、坂
田玄太郎、眞方紳一郎、中村　寧、久野三朗、大湾朝尚、野
崎良一、高野正博

熊本

2009.11.6 -7 第64回日本大腸肛門病学会学術集会
infliximabを用いたCrohn病寛解維持療法における経腸栄
養併用の有用性

シンポジウム 平井郁仁
松井敏幸、松本主之、野崎良一、稲津東彦、大井秀久、水
田陽平

福岡

2009.11.6 -7 第64回日本大腸肛門病学会学術集会
クローン病におけるインフレキシマブの効果および経過に
関する検討

ワークショップ 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、高野正太、田中正文、坂
田玄太郎、眞方紳一郎、中村　寧、久野三朗、大湾朝尚、野
崎良一、高野正博

福岡

2009.11.6 -7 第64回日本大腸肛門病学会学術集会 大腸がん検診・便潜血検査における郵送法への取り組み 一般口演 山田一隆 守安真佐也、野崎良一、小川信、高野正博 福岡

2009.4.2 -4 第109回日本外科学会学術集会 大腸SM癌における腸切除適応とサーベイランス ワークショップ 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、高野正太、坂田玄太郎、
久野三朗、田中正文、眞方紳一郎、松岡健三、大湾朝尚、
野崎良一、高野正博

福岡

2009.6.19 -20
第87回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 
（第93回日本消化器病学会九州支部例会と合同
開催）

カプセル内視鏡にて経過観察し得たCronkheite-Canada症
候群の一例

一般　口演
眞方紳一
郎

野崎良一、大湾朝尚、山田一隆 福岡

2009.6.19 -20
第87回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 
（第93回日本消化器病学会九州支部例会と合同
開催）

内視鏡生検後出血症例の検討 一般　口演
坂田玄太
郎

野崎良一、高野正太、佐伯泰愼、福永光子、久野三朗、眞
方紳一郎、松岡健三、田中正文、大湾朝尚、緒方俊二、山
田一隆、高野正博

福岡

2009.7.3 -4 第19回九州農村医学会
高齢者の深部大腸がん発見における免疫的便潜血検査
の課題

一般口演 原田宏 守安真佐也、松崎秀幸、野崎良一、山田一隆、高野正博 久留米

2009.8.29 第17回日本大腸検査学会九州支部会
全大腸内視鏡検査後の症状および苦痛度に関する調査報
告

一般口演
松平貴美
子

東仁美、松永香織、野崎良一 大分

2009.9.26 第82回九州大腸肛門病懇談会 早期直腸癌の手術適応に関する適応 一般口演 田中正文
山田一隆、緒方俊二、佐伯泰槇、福永光子、高野正太、眞
方紳一郎、中村寧、坂田玄太郎、野崎良一、高野正博

久留米

2010.1.15 第72回大腸癌研究会
大腸早期癌に対する内視鏡治療後の治療成績に関する検
討

主題２ 田中正文
田中正文、山田一隆、緒方俊二、野崎良一、佐伯泰槇、福
永光子、高野正太、眞方紳一郎、中村寧、坂田玄太郎、高
野正博

福岡

2010.11.26 -27 第65回日本大腸肛門病学会学術集会
インフリキシマブ投与を行ったクローン病症例における治
療効果および手術適応に関する検討

一般口演 田中正文
山田一隆、緒方俊二、佐伯泰愼、福永光子、高野正太、眞
方紳一郎、中村寧、坂田玄太郎、佐藤太一、山根圭太郎、
入江朋子、野崎良一、大湾朝尚、高野正博

静岡

2010.11.26 -27 第65回日本大腸肛門病学会学術集会 大腸癌手術症例管理の効率化の試み ワークショップ 中村寧
山田一隆、緒方俊二、福永光子、佐伯泰愼、田中正文、眞
方紳一郎、高野正太、久野三朗、坂田玄太郎、野崎良一、
大湾朝尚、高野正博

静岡



2010.11.27 -28 第28回日本大腸検査学会総会
全大腸内視鏡検査の精度管理─スクリーング検査としての
精度向上に向けて─

パネルディス
カッション

松平美貴
子

野崎良一、山田一隆 東京

2010.11.6 第35回日本大腸肛門病学会九州地方会
Infliximabが有効であった術後早期に再燃を認めたクローン
病の１例

一般演題 入江朋子 山根圭太郎、緒方俊二、大湾朝尚、野崎良一、山田一隆 長崎

2010.11.6 第35回日本大腸肛門病学会九州地方会
クローン病に対するインフリキシマブ維持投与の効果およ
び経過

シンポジウム2 佐藤太一 緒方俊二、野崎良一、大湾朝尚、山田一隆、高野正博 長崎

2010.4.8 -10 第110回日本外科学会学術集会
クローン病におけるインフリキシマブと外科手術の適応お
よび鏡視下手術の位置づけ

一般口演 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、高野正太、田中正文、坂
田玄太郎、眞方紳一郎、中村　寧、久野三朗、大湾朝尚、野
崎良一、高野正博

名古屋

2010.5.7 -8 第47回九州外科学会
一時的回腸瘻閉鎖前に回腸嚢炎を発症した潰瘍性大腸炎
全摘例2例

一般口演 福永光子
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、田
中正文、眞方紳一郎、中村寧、高野正太、坂田玄太郎、久
野三朗、高野正博

宮崎市

2010.6.11 -12 第49回日本消化器がん検診学会総会 便中トランスフェリン測定の有用性についての検討（第2報） 一般口演 霜村歩 原田宏　原敬行　野崎良一　山田一隆　土居洋介 沖縄

2010.6.11 -12 第49回日本消化器がん検診学会総会 
高齢者の深部大腸がん発見における免疫的便潜血検査
の課題

一般口演 原田宏
原敬行　霜村歩　守安真佐也　大湾朝尚　松崎秀幸　野崎
良一　山田一隆

沖縄

2010.6.18 -19 第89回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 大腸憩室症に伴う粘膜脱症候群様病変4症例の検討 一般口演
坂田玄太
郎

野崎良一、大湾朝尚、中村寧、眞方紳一郎、田中正文、高
野正太、福永光子、佐伯泰愼、久野三朗、緒方俊二、山田
一隆、高野正博

北九州市

2010.6.18 -19 第95回日本消化器病学会九州支部例会第 回腸憩室出血 一般口演
眞方紳一
郎

野崎良一、山田一隆、高野正博 北九州市

2010.7.2 第73回大腸癌研究会
内視鏡的に摘除した大腸ポリープの遺伝子解析に基づい
たサーベイランス

主題2　ポス
ター

佐藤太一

野崎良一、緒方俊二、大湾朝尚、久野三朗、佐伯泰愼、福
永光子、高野正太、田中正文、眞方紳一郎、中村寧、坂田
玄太郎、入江朋子、深見賢作、山根圭太郎、山田一隆、高
野正博

奄美市

2010.8.7 第4回西日本直腸肛門疾患懇談会 大腸憩室症に伴う粘膜脱症候群様病変4症例の検討 一般口演
坂田玄太
郎

野崎良一、大湾朝尚、入江朋子、佐藤太一、深見賢作、山
根圭太郎、中村寧、眞方紳一郎、田中正文、高野正太、福
永光子、佐伯泰愼、久野三朗、緒方俊二、山田一隆、高野
正博

熊本

2010.9.11 第40回日本消化器がん検診学会九州地方会
大腸がん検診におけるハイリスク要精検者に対する受診
勧奨の検討

一般口演 原　敬行 日隈忍，守安真佐也，松崎秀幸，野崎良一，山田一隆 鹿児島市

2011.1.21 第74回大腸癌研究会 大腸非上皮性腫瘍の臨床病理学的検討
主題３（ポス
ター？）

佐藤太一
緒方俊二、野崎良一、大湾朝尚、久野三朗、佐伯泰愼、福
永光子、高野正太、田中正文、中村寧、坂田玄太郎、入江
朋子、深見賢作、山根圭太郎、山田一隆、高野正博

福岡

2011.10.1 第88回九州大腸肛門病懇談会 直腸カルチノイドの治療戦略 一般口演 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、福
永光子、田中正文、入江朋子、野口忠昭、久野三朗、村田
隆二、坂田玄太郎、中村寧、深見賢作、高野正博

久留米

2011.10.20 -23 第82回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2011)
クローン病の抗TNFα抗体製剤ナイーブ症例に対するアダ
リムマブの有効性

一般ポスター 佐藤太一
野崎良一、大湾朝尚、坂田玄太郎、高野正太、福永光子、
久野三朗、山田一隆

福岡

2011.10.20 -23 第82回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2011) クロレラの関与が疑われたCollagenous colitisの1例 一般ポスター 大湾朝尚
野崎良一、山田一隆、坂田玄太郎、佐藤太一、深見賢作、
福永光子、佐伯泰愼

福岡

2011.10.20 -23 第9回日本消化器外科学会大会(JDDW2011)
クローン病におけるインフリキシマブの外科治療への影響
および開腹手術例の経過

シンポジウム 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、福
永光子、田中正文、高野正博

福岡

2011.10.7 第8回日本在宅静脈経腸栄養研究会学術集会 当院のIBDにおけるNSTについて
パネルディス
カッション

豊田裕輝
子

戸田信晴　野崎良一 東京

2011.11.18 -19 第92回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
クローン病におけるインフリキシマブの外科治療への影響
および開腹手術例の経過

ワークショップ 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、福
永光子、田中正文、高野正博

長崎

2011.11.25 -26 第66回日本大腸肛門病学会学術集会 Crohn病人工肛門造設例の長期経過 ワークショップ 福永光子
緒方俊二、佐伯泰愼、田中正文、高野正太、中村寧、佐藤
太一、坂田玄太郎、入江朋子、久野三朗、深見賢作、大湾
朝尚、野崎良一、山田一隆、高野正博

東京

2011.11.25 -26 第66回日本大腸肛門病学会学術集会
クローン病に合併した大腸癌の検討と癌サーベイランスに
ついて

パネルディス
カッション

佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、久野三朗、佐
伯泰愼、福永光子、田中正文、高野正太、坂田玄太郎、中
村寧、入江朋子、深見賢作、野口忠昭、高野正博

東京

2011.2.17 -18 第26回日本静脈経腸栄養学会
IBD患者に対する超音波ガイドによる中心静脈カテーテル
挿入

ポスター 入江朋子 山田一隆、野崎良一 名古屋



2011.5.20 -22 第50回日本消化器がん検診学会総会
高野病院総合健診センター胃内視鏡検診発見がんの現状
と今後の課題

一般口演
守安真佐
也

松崎秀幸、大湾朝尚、野崎良一、山田一隆、高野正博 東京

2011.6.18 第3回消化管CT技術研究会
低線量CT　colonographyを用いた大腸スクリーニングにお
けるコンピュータ支援読影ソフトの評価

一般口演 松本徹也 前崎孝之　西尾幸博　野崎良一　山田一隆 東京

2011.6.24 -25 第91回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
通常内視鏡検査で発見し得た約12mm大のⅡb型未分化型
早期胃癌の1例

一般口演 久野三朗 大湾朝尚、野崎良一、江口洋之 久留米

2011.7.13 -15 第66回日本消化器外科学会総会
クローン病におけるインフリキシマブの外科治療への影響
および癌サーベイランスに関する検討

企画関連口演 佐藤太一
緒方俊二、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、福永光子、田
中正文、高野正太、山田一隆、高野正博

名古屋

2011.7.14 15 第61回日本病院学会 より安全な中心静脈穿刺を求めて 一般口演 入江朋子
野崎良一 大湾朝尚 福永光子 高野正太 佐伯泰慎 田中正
文 緒方俊二 山田一隆

東京

2011.8.20 第19回日本大腸検査学会九州支部会 全大腸内視鏡検査の精度管理 一般口演
松平美貴
子

野崎良一 長崎

2011.8.20 第5回西日本直腸肛門疾患懇談会 糞便栓塞2症例の検討 一般口演
坂田玄太
郎

緒方俊二、入江朋子、野崎良一、村田隆二、野口忠昭、佐
藤太一、深見賢作、中村寧、田中正文、福永光子、佐伯泰
愼、久野三朗、大湾朝尚、山田一隆、高野正博

熊本

2011.9.10 第41回日本消化器がん検診学会九州地方会
大腸がん検診受診率向上へ向けて　～郵送による大腸が
ん検診の検討～

一般口演 原　敬行 日隈忍、松崎秀幸、野崎良一、山田一隆 佐賀

2012.10.10 -13 JDDW2012　第84回日本消化器内視鏡学会総会
大腸がん検診におけるCT-colonographyの有用性につい
て

ワークショップ 福永光子

野崎良一　大湾朝尚　緒方俊二　佐伯泰慎　田中正文　中
村　寧　佐藤太一　深見賢作　野口忠昭　久野三朗　村田隆
二　松崎秀幸　守安眞佐也　松岡健三　山田一隆　高野正
博　 

神戸

2012.11.16 -17 第67回日本大腸肛門病学会学術集会
インフリキシマブ投与クローン病における腸管および肛門
病変再燃例の検討

シンポジウム 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、田中正文、中村寧、久野
三朗、佐藤太一、深見賢作、入江朋子、野口忠昭、大湾朝
尚、野崎良一、高野正博

福岡

2012.11.16 -17 第67回日本大腸肛門病学会学術集会 クローン病に合併した大腸癌の検討
パネルディス
カッション

佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、辻順行、久野
三朗、佐伯泰愼、福永光子、田中正文、村田隆二、中村寧、
入江朋子、深見賢作、野口忠昭、高野正博

福岡

2012.11.16 -17 第67回日本大腸肛門病学会学術集会
下部直腸癌術後の排便障害及びその治療効果についての
検討

パネルディス
カッション

野口忠昭

山田一隆、緒方俊二、辻順行、久野三朗、佐伯泰愼、福永
光子、田中正文、村田隆二、中村寧、野崎良一、大湾朝尚、
小林伸行、佐藤太一、入江朋子、深見賢作、守安真佐也、
高野正博

福岡

2012.11.16 -17 第67回日本大腸肛門病学会学術集会 大腸肛門専門病院における肛門科教育システム シンポジウム 中村寧
辻順行、緒方俊二、久野三朗、佐伯泰愼、福永光子、田中
正文、佐藤太一、深見賢作、入江朋子、村田隆二、野崎良
一、大湾朝尚、小林伸行、山田一隆、高野正博

福岡

2012.11.2 -3
第100回日本消化器病学会九州支部例会・第94
回日本消化器内視鏡学会九州支部例会

家族性大腸腺腫症の治療について 一般口演 福永光子
野崎良一　大湾朝尚　緒方俊二　佐伯泰慎　田中正文　中
村　寧　佐藤太一　深見賢作　野口忠昭　久野三朗　村田隆
二　大西敦之　山田一隆　高野正博

鹿児島

2012.2.23 第27回日本静脈経腸栄養学会
当院における在宅中心静脈栄養導入クローン病患者の栄
養管理について

シンポジウム 入江朋子 野崎良一 神戸

2012.2.23 第27回日本静脈経腸栄養学会学術集会
多職種によるNST介入が有効であった難治性痔瘻合併ク
ローン病の1例

一般口演
池上奈津
子

豊田裕輝子　戸田信晴　野崎良一　福永光子 神戸

2012.4.12 -14 第112回日本外科学会定期学術集会
インフリキシマブ時代におけるクローン病の外科手術の適
応と鏡視下手術の位置づけ

口演（サージカ
ルフォーラム）

緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、田中正文、坂田玄太郎、
中村　寧、野口忠昭、久野三朗、大湾朝尚、野崎良一、高野
正博

千葉

2012.5.12 -14
第83回日本消化器内視鏡学会総会附置研究会：
第3回消化器内視鏡検診研究会

大腸がん検診における費用効果分析 主題２ 田中正文
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、福永光子、中村寧、村田
隆二、佐藤太一、入江朋子、高野正博

東京

2012.6.1 -2 第51回日本消化器がん検診学会総会 高野病院総合健診センターABC検診の現況 一般口演
守安真佐
也

松崎秀幸、大湾朝尚、野崎良一、山田一隆 熊本

2012.6.1 -2 第51回日本消化器がん検診学会総会 便中トランスフェリン測定の有用性についての検討 一般口演 尾島優子 霜村歩　原敬行　野崎良一　山田一隆 熊本

2012.6.16 第90回九州大腸肛門病懇談会
潰瘍性大腸炎に合併したサイトメガロウイルス腸炎の診断
と治療

主題 野口忠昭
緒方俊二、野崎良一、大湾朝尚、大西敦之、深見賢作、入
江朋子、佐藤太一、中村寧、村田隆二、田中正文、福永光
子、佐伯泰慎、久野三朗、辻順行、山田一隆、高野正博

久留米

2012.6.29 -30
第99回日本消化器病学会九州支部例会 第93回
日本消化器内視鏡学会九州支部例会

クローン病における開腹手術例の経過と癌合併について ワークショップ 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、辻順行、久野
三朗、佐伯泰愼、福永光子、田中正文、村田隆二、中村寧、
入江朋子、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、高野正博

佐賀



2012.7.18 -20 第67回日本消化器外科学会総会
クローン病におけるインフリキシマブの外科治療への影響
および開腹手術例の経過

パネルディス
カッション

佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、福
永光子、田中正文、高野正博

富山

2012.8.4 第20回日本大腸検査学会九州支部
内視鏡挿入困難な閉塞性大腸癌に対する大腸3DCTの有
用性

一般口演 前崎孝之 松本徹也　伊牟田真功　野崎良一 佐伯泰愼 山田一隆 鹿児島

2012.9.1 -2 第53回日本人間ドック学会学術大会 任意型検診での胃がんリスク検診（ABC検診）の現況 一般口演
守安真佐
也

松崎秀幸　大湾朝尚　野崎良一　山田一隆 東京

2012.9.21
第37回日本大腸肛門病学会九州地方会 （第28
回九州ストーマリハビリテーション研究会）

クローン病におけるインフリキシマブ維持投与の効果およ
び投与後手術例の検討

シンポジウム 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、辻順行、野崎良一、大湾朝尚、佐伯
泰愼、久野三朗、福永光子、田中正文、村田隆二、中村寧、
入江朋子、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、高野正博

福岡

2012.9.21
第37回日本大腸肛門病学会九州地方会 （第28
回九州ストーマリハビリテーション研究会）

潰瘍性大腸炎に関連する胃・十二指腸潰瘍性病変を呈し
た1例

一般口演 大西敦之 大湾朝尚、野崎良一、山田一隆 福岡

2012.9.21
第37回日本大腸肛門病学会九州地方会 （第28
回九州ストーマリハビリテーション研究会）

潰瘍性大腸炎に合併したサイトメガロウイルス腸炎16例の
臨床像の検討

一般口演 野口忠昭
緒方俊二、野崎良一、大湾朝尚、大西敦之深見賢作、入江
朋子、佐藤太一、中村寧、村田隆二、田中正文福永光子、
佐伯泰慎、久野三朗、辻順行、山田一隆、高野正博

福岡

2013.1.18 第78回大腸癌研究会
低分化所見、神経侵襲の予後予測指標としての意義に関
する検討

主題2 田中正文
緒方俊二、佐伯泰槇、福永光子野崎良一、中村   寧、野口
忠昭、佐藤太一深見賢作、入江朋子、村田隆二、高野正
博、山田一隆

東京

2013.10.12 第71回日本消化器内視鏡技師学会
自作式内視鏡用送水装置（手動加圧ポンプ式）の有用性に
ついて

一般口演 西坂好昭 松平美貴子、中村寧、佐藤太一、野崎良一 東京

2013.10.9 -12 JDDW2013　第44回日本消化吸収学会総会
クローン病患者の栄養状態に及ぼす経腸栄養剤使用と抗
TNFα薬の影響

ポスター
池上奈津
子

豊田裕輝子 入江朋子 野崎良一 南　久則 東京

2013.10.9 -12
JDDW2013　第51回日本消化器がん検診学会大
会

肛門科術前の大腸がん検診のあり方
ポスター優秀
演題

入江朋子

野崎良一、大湾朝尚、守安真佐也、松崎秀幸、中村寧、緒
方俊二、辻順行、佐伯泰愼、福永光子、田中正文、久野三
朗、村田隆二、佐藤太一、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、
山田一隆、高野正博

東京

2013.11.15 -16 第68回日本大腸肛門病学会学術集会 クローン病における生物学的製剤の有効性に関する検討 ワークショップ 田中正文
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、佐伯泰愼、福
永光子、佐藤太一、中村寧、村田隆二、深見賢作、野口忠
昭、入江朋子、辻順行、高野正博

東京

2013.11.15 -16 第68回日本大腸肛門病学会学術集会 直腸SM癌の治療選択 一般口演 緒方俊二
山田一隆 佐伯泰愼 福永光子 田中正文　中村寧　久野三
朗　佐藤太一　入江朋子　大湾朝尚　野崎良一　高野正博

東京

2013.11.15 -16 第68回日本大腸肛門病学会学術集会 直腸カルチノイドの治療戦略
パネルディス
カッション

佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、辻順行、佐伯
泰愼、久野三朗、福永光子、田中正文、村田隆二、中村寧、
入江朋子、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、高野正博

東京

2013.11.29 -30 第31回日本大腸検査学会総会
便潜血検査とシグモイドスコピー併用による大腸癌スクリー
ニング

ワークショップ 入江朋子

野崎良一、大湾朝尚、守安真佐也、松崎秀幸、中村寧、緒
方俊二、辻順行、佐伯泰愼、福永光子、田中正文、久野三
朗、村田隆二、佐藤太一、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、
山田一隆、高野正博

東京

2013.11.8 -9
第102回日本消化器病学会九州支部例会　(第96
回日本消化器内視鏡学会九州支部例会)

当院におけるヘリコバクターピロリ除菌療法の現況 一般口演 大西敦之
野崎良一、大湾朝尚、入江朋子、佐藤太一、野口　忠昭、深
見賢作、中村寧、村田隆二、久野三郎、田中正文、福永光
子、佐伯泰慎、辻順行、緒方俊二、山田一隆、高野正博

宮崎

2013.11.9 第64回九州消化器内視鏡技師研究会 腹腔鏡下大腸切除術における術前点墨法の検討 一般口演 西坂好昭 松平美貴子、中村寧、野崎良一 宮崎

2013.2.21 -22 第28回日本静脈経腸栄養学会学術集会
当院における在宅中心静脈栄養導入クローン病患者の栄
養管理

ポスター
池上奈津
子

豊田裕輝子　入江朋子　野崎良一 金沢

2013.2.23 第6回九州大腸がん懇話会 直腸カルチノイドの治療戦略 主題 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、辻　順行、佐伯
泰愼、久野三朗、福永光子、田中正文、村田隆二、中村
寧、入江朋子、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、高野正博

福岡

2013.2.23 第6回九州大腸がん懇話会
当院で切除された大腸鋸歯状病変の臨床的背景と病理診
断の検討

主題 大西敦之
野崎良一、大湾朝尚、入江朋子、佐藤太一、深見賢作、中
村寧、村田隆二、久野三郎、田中正文、福永光子、佐伯泰
慎、辻順行、緒方俊二、山田一隆、高野正博

福岡



2013.3.7 -8
第52回日本消化器がん検診学会総会　附置研究
会１「大腸がん検診精度管理検討研究会」

働く世代への大腸がん検診推進事業の当院取組状況につ
いて

一般口演 入江朋子 野崎良一、大湾朝尚、守安真佐也、松崎秀幸、山田一隆 仙台

2013.5.10
第50回九州外科学会　（第50回九州小児外科学
会　（第50回九州内分泌外科学会

大腸癌における腫瘍先進部の神経侵襲に関する検討 一般口演 田中正文
緒方俊二、佐伯泰槇、福永光子野崎良一、中村   寧、野口
忠昭、佐藤太一深見賢作、入江朋子、村田隆二、高野正博
山田一隆

沖縄

2013.5.10 -12 第85回日本消化器内視鏡学会総会
大腸ポリープ切除後出血の危険因子と予防的クリップ止血
術の検討

ポスター 大西敦之
大湾朝尚　野崎良一　入江朋子　佐藤太一　深見賢作　中
村寧　村田隆二　久野三朗　福永光子　佐伯泰愼　山田一
隆　高野正博

京都

2013.5.11 第70回日本消化器内視鏡技師学会
当院における大腸内視鏡検査介助・治療介助の実際と取
り組み

シンポジウム
松平美貴
子

西坂好昭　野崎良一 京都

2013.5.11 第70回日本消化器内視鏡技師学会
内視鏡技師の両手操作による治療介助の実際およびその
効果について

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一 京都

2013.6.28 -29 第19回日本ヘリコバクター学会学術集会 当院におけるヘリコバクターピロリ除菌療法の現況 一般ポスター 大西敦之
野崎良一、大湾朝尚、入江朋子、佐藤太一、野口　忠昭、深
見賢作、中村寧、村田隆二、久野三郎、田中正文、福永光
子、佐伯泰慎、辻順行、緒方俊二、山田一隆、高野正博

長崎

2013.6.6 -7 第38回日本外科系連合学会学術集会
大腸癌術前検査としてのCT colongraphy (CTC)の有用性
について

パネルディス
カッション

佐伯泰愼
山田一隆、野崎良一、緒方俊二、福永光子、田中正文、佐
藤太一、野口忠昭、中村　寧、深見賢作、久野三朗、入江朋
子、村田隆二、辻順行、高野正博

東京

2013.6.7 -8 第52回日本消化器がん検診学会総会 便中トランスフェリン測定の有用性についての検討 一般口演 尾島優子 原　敬行　野崎良一　 山田一隆 仙台

2013.7.13 第6回消化管CT技術研究会
ＣＴＣにおける大腸展開像を用いた技師一次チェック法の
検討

一般口演 松本徹也
中田晃盛 石井郁江 前崎孝之 伊牟田秀隆 西尾幸博 有馬
浩美 野崎良一 山田一隆

名古屋

2013.7.13 第6回消化管CT技術研究会
内視鏡不通過大腸癌におけるＣＴＣによる近位側腸管病変
の評価

一般口演 前崎孝之
中田晃盛 石井郁江 松本徹也 伊牟田秀隆 有馬浩美 西尾
幸博 佐伯泰愼 野崎良一 山田一隆

名古屋

2013.7.14 第13回EMR/ESD研究会
先端系ナイフと高周波はさみ鉗子併用における大腸ESDの
治療成績および治療介助の実際

一般口演
松平美貴
子

西坂好昭　野崎良一 東京

2013.7.5 第79回大腸癌研究会
大腸癌の発生に関するバイオマーカー（がん関連遺伝子）
の検討

主題２ 緒方俊二
山田一隆、福永光子、佐伯泰愼、田中正文、中村　寧、村田
隆二、佐藤太一、深見賢作、入江朋子、野口忠昭、久野三
朗、辻　順行、大西敦之、大湾朝尚、野崎良一、高野正博

大阪

2013.8.24 第21回日本大腸検査学会九州支部
自作式内視鏡用送水装置（手動加圧ポンプ式）の有用性に
ついて

一般口演 西坂好昭 松平美貴子、中村寧、佐藤太一、野崎良一 佐賀

2013.8.24 第21回日本大腸検査学会九州支部 当院における大腸腫瘍に対するESDの現況 一般口演 大西敦之
野崎良一、大湾朝尚、入江朋子、佐藤太一、野口　忠昭、深
見賢作、中村寧、村田隆二、久野三朗、田中正文、福永光
子、佐伯泰愼、辻順行、緒方俊二、山田一隆、高野正博

佐賀

2013.8.29 -30 第54回日本人間ドック学会学術大会
腹部超音波検査のカテゴリー基準と事後処理との対比─
膵臓に関して─

一般口演
守安真佐
也

松崎秀幸　美濃尚人　緒方恵美　坂部真希　神澤智美　中
村香里　西田優子　塚本祐子　野崎良一　山田一隆

浜松

2013.9.14
第38回日本大腸肛門病学会九州地方会 第29回
九州ストーマリハビリテーション研究会

当院でESDによって切除された側方発育型大腸腫瘍の臨
床的背景ならびに病理組織の検討

一般口演 大西敦之
野崎良一、大湾朝尚、入江朋子、佐藤太一、野口　忠昭、深
見賢作、中村寧、村田隆二、久野三朗、田中正文、福永光
子、佐伯泰愼、辻順行、緒方俊二、山田一隆、高野正博

鹿児島

2014.1.24 第80回大腸癌研究会 直腸カルチノイド（NET G1およびG2）の治療方針 主題3 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、辻順行、佐伯
泰愼、久野三朗、福永光子、田中正文、村田隆二、中村寧、
入江朋子、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、高野正博

東京

2014.11.7 -8 第69回日本大腸肛門病学会学術集会 潰瘍性大腸炎に合併したサイトメガロウイルス腸炎の検討 シンポジウム 野口忠昭
野崎良一　大西敦之　深見賢作　佐藤太一　中村寧　田中
正文　福永光子　佐伯泰愼　高野正太　久野三朗　辻順行
緒方俊二　山田一隆　高野正博

横浜

2014.12.5 -6
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

当院におけるCold snare polypectomyの検討 一般口演 後藤英世
野崎良一　大湾朝尚　佐伯泰慎　久野三郎　福永光子　田
中正文　高野正太　深見賢作　中村寧　佐藤太一　野口忠
昭　後藤佐代子　山田一隆

大分

2014.2.15 第7回九州大腸がん懇話会 Colitic cancer手術症例の検討 主題1 佐藤太一

緒方俊二、山田一隆、野崎良一、大湾朝尚、辻順行、佐伯
泰愼、久野三朗、福永光子、田中正文、高野正太、村田隆
二、中村寧、入江朋子、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、高
野正博

福岡



2014.2.27 -28 第29回日本静脈経腸栄養学会学術集会
クローン病患者の栄養摂取状況に及ぼす抗TNFα薬と経
腸栄養剤使用の影響

ポスター
池上奈津
子

豊田裕輝子　入江朋子　野崎良一　南久則 横浜

2014.4.23 -26 第100回日本消化器病学会総会
当院における潰瘍性大腸炎患者の妊娠、出産に関する臨
床的検討

一般口演 大西敦之 野崎良一、大湾朝尚、山田一隆 東京

2014.5.15 -17 第87回日本消化器内視鏡学会総会
市中病院におけるH.pylori診断・除菌の現況　─除菌適応
拡大前後での比較─

ポスター 大西敦之 野崎良一、山田一隆 福岡

2014.5.17 第72回日本消化器内視鏡技師学会 腹腔鏡下大腸切除術における術前点墨法の検討 一般口演 西坂好昭 松平美貴子　中村寧　野崎良一 東京

2014.5.24 第8回消化管CT技術研究会
ブラウン変法を用いたCTCのタギング造影剤の投与方法
の検討

一般口演 前﨑孝之
中田晃盛　太田絢子　松本徹也　伊牟田秀隆　有馬浩美
野崎良一　山田一隆

熊本

2014.5.30 -6.01 第68回日本栄養・食糧学会大会
クローン病患者の栄養摂取に及ぼす抗TNF‐α抗体製剤と
経腸栄養剤の影響

一般口演
境田奈津
子

豊田裕輝子　入江朋子　野崎良一　園田香菜子　岩坂佑美
南久則

札幌

2014.5.31 第96回九州大腸肛門病懇談会 大腸非上皮性腫瘍の臨床病理学的検討 赤木由人 佐藤太一
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、辻順行、佐伯泰愼、大湾
朝尚、後藤英世、久野三朗、福永光子、田中正文、高野正
太、中村寧、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、高野正博

久留米

2014.6.6 -7 第53回日本消化器がん検診学会総会
便潜血検査陰性者に対するシグモイドスコピー併用による
大腸癌スクリーニング

パネルディス
カッション

入江朋子 野崎良一、山田一隆 福井

2014.6.6 -7 第53回日本消化器がん検診学会総会 郵送法による大腸がん検診の検討 一般口演 原敬行 日隈忍　松崎秀幸　野崎良一　山田一隆 福井

2014.6.6 -7
第53回日本消化器がん検診学会総会　附置研究
会1「大腸がん検診精度管理検討研究会」

集団検診におけるＳ状結腸内視鏡検査の実施方法と成績 一般口演 山下雄介 日隈忍　松崎秀幸　野崎良一　山田一隆 福井

2014.7.25 第32回熊本アイ・ビー・ディー研究会
クローン病患者の栄養摂取と血中アミノ酸濃度に及ぼす抗
TNF-α抗体製剤と経腸栄養剤の影響

一般口演
境田奈津
子

豊田裕輝子　入江朋子　野崎良一 菊地優子　山元涼子　南
久則

熊本

2014.7.4
(第103回日本消化器病学会九州支部例会)　第
97回日本消化器内視鏡学会九州支部例会

50mm以上の大腸腫瘍に対するESDは安全かつ確実に施
行可能か？

一般口演 大西敦之
野崎良一、大湾朝尚、佐藤太一、野口忠昭、深見賢作、中
村寧、久野三郎、福永光子、佐伯泰慎、山田一隆、高野正
博

福岡

2014.7.4 -5
(第103回日本消化器病学会九州支部例会)　第
97回日本消化器内視鏡学会九州支部例会

潰瘍性大腸炎に関連する癌/dysplasia手術症例の検討 シンポジウム 佐藤太一
野崎良一、山田一隆、大湾朝尚、辻順行、佐伯泰愼、久野
三朗、福永光子、中村寧、深見賢作、野口忠昭、大西敦之、
高野正博

福岡

2014.7.4 第81回大腸癌研究会
大腸SM癌における局所切除の長期予後および追加腸適
応に関する検討

主題１ 緒方俊二
山田一隆、佐伯泰愼、福永光子、田中正文、中村　寧、高野
正太、佐藤太一、野口忠昭、深見賢作、入江朋子、久野三
朗、辻　順行、大西敦之、大湾朝尚、野崎良一、高野正博

名古屋

2014.7.5 第65回九州消化器内視鏡技師研究会
自作式内視鏡用送水装置（CJ-Ⅲ）改良後の有用性につい
て

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　中村寧　佐藤太一　野崎良一 福岡

2014.8.23 第22回日本大腸検査学会九州支部
自作式内視鏡用送水装置（CJ-III）改良後の有用性につい
て（第2報）

一般口演 西坂好昭 松平美貴子、中村寧、佐藤太一、野崎良一 沖縄

2015.11.13 -14 第70回日本大腸肛門病学会学術集会
IBDに関連する癌/dysplasia症例のサーベイランスに関する
検討　Surveillance program of colorectal cancer and
dysplasia in patients with inflammatory bowel disease

パネルディス
カッション

田中正文
緒方俊二, 山田一隆, 岩本一亜, 佐伯泰愼, 福永光子, 野口
忠昭, 辻順行, 高野正太, 中村寧, 深見賢作, 久野三朗, 野崎
良一、高野正博

名古屋

2015.5.29 -30 第74回日本消化器内視鏡技師学会
当院でのポリペクトミーにおける内視鏡介助の実際及びそ
の効果について

一般口演 西坂好昭 松平美貴子 野崎良一 福岡

2015.5.29 -31 第89回日本消化器内視鏡学会総会 当院におけるCold snare polypectomyの検討 一般口演 後藤英世
野崎良一　大湾朝尚　佐伯泰慎　久野三郎　福永光子　田
中正文　高野正太　深見賢作　中村寧　岩本一亜　野口忠
昭　星子新理  後藤佐代子　山田一隆

名古屋

2015.6.12 -13 第25回九州農村医学会
胃がんリスク評価（ABC分類）と胃内視鏡検査との比較検
討

一般口演 原田宏 松田倫太朗　松崎秀幸　野崎良一　山田一隆 福岡

2015.6.19 -20 第99回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 当院におけるcold snare polypectomyの検討 一般口演 後藤英世
野崎良一　大湾朝尚　佐伯泰慎　久野三郎　福永光子　田
中正文　高野正太　深見賢作　中村寧　岩本一亜　野口忠
昭　星子新理  後藤佐代子　山田一隆

長崎

2015.6.20 第67回九州消化器内視鏡技師研究会
Cold polypectomy導入後の治療の実際と介助のコツにつ
いて

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一 長崎

2015.6.5 -6 第54回日本消化器がん検診学会総会
対策型大腸がん検診の精検受診率向上を目指して ～高
濃度陽性者への受診勧奨の検討～

一般口演 原田宏 松田倫太朗　松崎秀幸　野崎良一　山田一隆 大阪

2015.6.5 -6 第54回日本消化器がん検診学会総会
大腸がん検診受診率向上へ向けての取り組み　－郵送検
診は受診動機へとつながるのか－

一般口演 原敬行 松崎秀幸　野崎良一　山田一隆 大阪



2015.6.5 -6 第54回日本消化器がん検診学会総会 低用量分割飲用法を用いた大腸CT前処置の検討 一般口演 前﨑孝之 野崎良一　山田一隆 大阪

2015.6.5 -6 第54回日本消化器がん検診学会総会
「働く世代への大腸がん検診推進事業」の現状と課題　―
郵送法導入による検診受診率向上への取り組み―

一般口演 橋本大介 野崎良一　松崎秀幸　山田一隆 大阪

2015.9.26
第40回日本大腸肛門病学会九州地方会 第31回
九州ストーマリハビリテーション研究会

炎症性腸疾患に関連する癌/dysplasia症例のサーベイラン
スに関する検討

シンポジウム 田中正文
緒方俊二、山田一隆、野崎良一、後藤英世、辻順行、岩本
一亜、佐伯泰愼、福永光子、中村寧、深見賢作、野口忠昭、
久野三朗、高野正博

沖縄

2015.9.27 日本超音波医学会第25回九州地方会学術集会 超音波による直腸・肛門管癌の鼠径リンパ節転移の検討 一般口演 松本徹也
有馬浩美 佐伯泰慎 中尾祐也 太田絢子 前崎孝之 伊牟田
秀隆 野崎良一 山田一隆

鹿児島

2015.9.4 -5 第28回日本小切開・鏡視外科学会 腹腔鏡下大腸癌手術を支える術前検査 一般口演 福永光子 緒方俊二　野崎良一　伊牟田真功　山田一隆 福岡

2016.1.15 第84回大腸癌研究会 CT colonographyによる大腸LST検出率の検討
主題1　ポス
ター

星子新理
野崎良一　後藤英世　大湾朝尚　野口忠昭　田中正文　福
永光子　佐伯泰愼　岩本一亜　緒方俊二　山田一隆　中村
寧　高野正太　久野三朗　辻　順行　山田一隆　高野正博

熊本

2016.1.15 第84回大腸癌研究会
stage IV大腸癌の細分類に関する検討　腫瘍先進部の腫
瘍分化度と線維性間質反応に着目して

主題2　ポス
ター

田中正文
緒方俊二　山田一隆　岩本一亜　佐伯泰愼　福永光子　野
口忠昭　辻　順行　高野正太　中村寧　深見賢作　久野三朗
野崎良一　大湾朝尚　後藤英世　高野正博

熊本

2016.10.1
第41回日本大腸肛門病学会九州地方会・第32回
九州ストーマリハビリテーション研究会

クローン病手術患者の特徴から見た癌サーベイランスの必
要性について

シンポジウム 佐伯泰愼
山田一隆　岩本一亜　野崎良一　後藤英世　福永光子　田
中正文　野口忠昭　辻　順行　高野正太　中村寧　深見賢作
久野三朗　星子新理　桑原大作　高野正博

福岡

2016.10.2 日本超音波医学会第26回九州地方会学術集会 超音波による潰瘍性大腸炎の大腸壁の評価 一般口演 松本徹也
有馬浩美　野崎良一　渡邉淳史　中尾祐也　太田絢子　前
崎孝之　伊牟田秀隆　山田一隆

長崎

2016.11.18 -19 第71回日本大腸肛門病学会学術集会 クローン病による肛門疾患に対する治療法の検討
パネルディス
カッション

辻順行
高野正太　中村寧　緒方俊二　岩本一亜　深見賢作　久野
三朗　後藤英世　大湾朝尚　野崎良一　山田一隆　高野正
博

三重

2016.11.18 -19 第71回日本大腸肛門病学会学術集会 クローン病治療における内科と外科の連携 一般口演 岩本一亜
緒方俊二　佐伯泰愼　田中正文　福永光子　野口忠昭　野
崎良一　辻　順行　山田一隆　高野正博

三重

2016.11.18 -19 第71回日本大腸肛門病学会学術集会 直腸癌術後SSIにおける耐性菌制御 ポスター 野口忠昭
緒方俊二　田中正文　福永光子　佐伯泰愼　岩本一亜　野
崎良一　辻　順行　久野三朗　高野正太　中村寧　深見賢作
高野正博　山田一隆

三重

2016.11.18 -19 第71回日本大腸肛門病学会学術集会 当院の大腸肛門病専門医育成の教育システム
パネルディス
カッション

辻順行
高野正太　中村寧　緒方俊二　深見賢作　久野三朗　野崎
良一　山田一隆　高野正博

三重

2016.11.25 -26
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例会

大腸コロノグラフィー（CTC）によるCrohn病の評価 シンポジウム 岩本一亜
佐伯泰慎、田中正文、福永光子、野口忠昭、後藤英世、星
子新理、野崎良一、山田一隆

熊本

2016.11.25 -26
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例会

当院におけるPCAB除菌の検討 一般口演 後藤英世
野崎良一、佐伯泰慎、久野三郎、福永光子、田中正文、高
野正太、深見賢作、中村寧、岩本一亜、野口忠昭、星子新
理、後藤佐代子、山田一隆

熊本

2016.11.3 -6 JDDW2016　第14回 日本消化器外科学会大会 クローン病の手術患者の特徴と癌サーベイランスについて
デジタルポス
ター

佐伯泰愼
山田一隆、緒方俊二、岩本一亜、野崎良一、後藤英世、福
永光子、野口忠昭、辻　順行、高野正太、中村 寧、深見賢
作、久野三朗、高野正博

神戸

2016.11.3 -6
JDDW2016　第54回 日本消化器がん検診学会大
会

高齢者における大腸CT検査の有用性
デジタルポス
ター

前崎孝之 松本徹也　伊牟田真功　野崎良一　山田一隆 神戸

2016.11.3 -6
JDDW2016　第54回 日本消化器がん検診学会大
会

対策型大腸がん検診におけるハイリスク要精検者に対す
る受診勧奨の検討

デジタルポス
ター

原敬行 松崎秀幸、野崎良一、山田一隆 神戸

2016.11.3 -6
JDDW2016　第54回 日本消化器がん検診学会大
会

大腸がん検診推進事業（無料クーポン事業）におけるコー
ル・リコール・再リコールの効果

デジタルポス
ター

橋本大介 松崎秀幸、野崎良一、山田一隆 神戸

2016.11.3 -6 JDDW2016　第92回 日本消化器内視鏡学会総会 当院におけるcold polypectomyの検討
デジタルポス
ター

後藤英世
野崎良一、星子新理、佐伯泰愼、久野三朗、福永光子、田
中正文、高野正太、深見賢作、中村 寧、野口忠昭、岩本一
亜、後藤佐代子、山田一隆

神戸

2016.11.4 -5 第77回日本消化器内視鏡技師学会 当院内視鏡技師が行うクリップ操作のコツと工夫 一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一　山田一隆 京都

2016.2.26 -27 第12回日本消化管学会総会学術集会
潰瘍性大腸炎における術後合併症からみた手術適応に関
する検討

ワークショップ 緒方俊二
山田一隆　岩本一亜　佐伯泰愼　福永光子　田中正文　高
野正太　中村寧　野口忠昭　深見賢作　久野三朗　辻　順行
後藤英世　大湾朝尚　野崎良一　高野正博

東京

2016.4.15 -17 第113回日本内科学会講演会
PCAB(ボノブラザン）を使用したピロリ菌除菌についての検
討

一般口演 後藤英世 後藤佐代子，野崎良一，大湾朝尚，星子新理，山田一隆 東京



2016.5.12 -14 第91回日本消化器内視鏡学会総会 CT colonographyによる大腸LST検出率の検討
プレナリーセッ
ション

星子新理
野崎良一　後藤英世　大湾朝尚　野口忠昭　田中正文　福
永光子　佐伯泰愼　岩本一亜　緒方俊二　深見賢作　中村
寧　高野正太　久野三朗　辻　順行　山田一隆　高野正博

東京

2016.5.13 -14 第76回日本消化器内視鏡技師学会
バイポーラスネアによるEMR時の粘膜通電固定法の介助と
コツ

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一 大阪

2016.6.10 -11 第55回日本消化器がん検診学会総会
大腸がん検診における発見率向上のための郵送検診の有
用性

一般口演 原田宏 松﨑秀幸　野崎良一　山田一隆 鹿児島

2016.6.10 -11 第55回日本消化器がん検診学会総会 大腸がん検診受診率向上へ向けての取り組み 一般口演 原敬行 松﨑秀幸　野崎良一　山田一隆 鹿児島

2016.6.24 -25 第107回日本消化器病学会九州支部例会
興味ある病理組織像を呈したcolitis associated cancerの
一例

一般口演 星子新理
野崎良一　後藤英世　大湾朝尚　野口忠昭　深見賢作　中
村寧　田中正文　福永光子　佐伯泰愼　岩本一亜　久野三
朗　辻　順行　山田一隆　高野正博

佐賀

2016.8.6 第24回日本大腸検査学会九州支部会
バイポーラスネアによる粘膜通電固定法EMR 時の介助と
コツ

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一 大分

2016.8.6 第24回日本大腸検査学会九州支部会
多施設共同調査からみるアスコルビン酸含有ポリエチレン
グリコール電解質製剤を用いた前処置法の有用性

一般口演
松平美貴
子

西坂好昭　野崎良一　山田一隆　志垣文浩　櫻井宏一　石
坂繁和　尾田恭　河田倫子　三原修一

大分

2017.10.12 -15
JDDW2017　第55回日本消化器がん検診学会大
会

スクリーニングCT colonography（大腸CT）における受容性
の検討

デジタルポス
ターセッション

松本徹也 野崎良一 山田一隆 福岡

2017.10.12 -15
JDDW2017　第55回日本消化器がん検診学会大
会

大腸CT検査の偶発症頻度：実態全国調査からの報告【優
秀演題】

デジタルポス
ターセッション

永田浩一
高林健 安田貴明 平山眞章 遠藤俊吾 野崎良一 島田剛延
金澤英紀 藤原正則 清水徳人 岩月建磨 岩野晃明 斎藤博

福岡

2017.10.13 -14 第79回日本消化器内視鏡技師学会
当院内視鏡技師が行うクリップ操作のコツ～迅速かつ的確
なクリッピングを習得する～

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一　山田一隆 福岡

2017.11.10 -11 第72回日本大腸肛門病学会学術集会 クローン病の早期発見／早期治療の重要性 一般口演 辻順行
高野正太　中村寧　深見賢作　久野三朗　村岡正武　後藤
英世　野崎良一　山田一隆　高野正博

福岡

2017.11.10 -11 第72回日本大腸肛門病学会学術集会 鋸歯状病変の癌化・臨床病理学的特徴に関する検討
パネルディス
カッション

田中正文
岩本一亜　山田一隆　野崎良一　佐伯泰愼　福永光子　野
口忠昭　中村寧　辻順行　桑原大作　高野正太　廣瀬裕一
深見賢作　久野三朗　高野正博

福岡

2017.11.10 -11 第72回日本大腸肛門病学会学術集会 内視鏡治療と外科治療の境界病変 要望演題 福永光子
野崎良一　後藤英世　村岡正武　中村寧　佐伯泰愼　田中
正文　野口忠昭　岩本一亜　山田一隆

福岡

2017.11.11 -12 第22回日本心療内科学会総会・学術大会
平成28年熊本地震後に病院受診患者と健常者に生じた腹
部症状に被害状況と心理的因子の及ぼす影響

ポスター 小林伸行 高野信一　野崎良一　山田一隆　高野正博 鹿児島

2017.11.17 -18
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

炎症性腸疾患に関連する癌/dysplasia症例のサーベイラン
スに関する検討

シンポジウム 田中正文 山田一隆　野崎良一　岩本一亜　高野正博 沖縄

2017.11.18 第72回九州消化器内視鏡技師研究会 当院内視鏡技師が行うクリップ操作のコツと工夫 一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一　山田一隆 沖縄

2017.12.23 日本超音波医学会第27回九州地方会学術集会
痔瘻患者に対するクローン病の発見を目的とした消化管超
音波検査の有用性

一般口演 松本徹也
有馬浩美 高野正太 野崎良一 前崎孝之 伊牟田秀隆 中尾
祐也 渡邉淳史 北村燎平 山田一隆

鹿児島

2017.4.14 -16 第114回日本内科学会総会・講演会 Cold polypectomyによる大腸ポリープ切除術 ポスター 後藤英世 後藤佐代子，野崎良一，山田一隆 東京

2017.5.12 -13 第78回日本消化器内視鏡技師学会
大腸内視鏡治療時のスネアリング操作のコツと工夫～コー
ルド・ポリペクトミー・EMRのスネアリング操作～

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一　山田一隆 東京

2017.5.19 -20
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

潰瘍性大腸炎患者におけるメサラジン不耐例の検討 一般口演 後藤英世 野崎良一　山田一隆 福岡

2017.7.7 第87回大腸癌研究会
当院の大腸病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(以
下、ESD)の治療成績と今後の展望

主題　口演 福永光子
野崎良一　後藤英世　村岡正武　中村寧　佐伯泰愼　田中
正文　野口忠昭　岩本一亜　山田一隆

三重

2017.7.7 第87回大腸癌研究会
分子標的薬治療における浸潤先進部の病理学的因子によ
る治療に関する効果予測因子に関する検討

主題　ポスター 田中正文
山田一隆　岩本一亜　佐伯泰愼　福永光子　野口忠昭　高
野正太　辻　順行　野崎良一　中村寧　深見賢作　久野三朗
桑原大作　廣瀬裕一　高野正博

三重

2017.8.20 第25回日本大腸検査学会九州支部会
スクリーニングCT colonography（大腸CT）におけるコン
ピュータ支援検出（CAD）の病変検出能

一般口演 松本徹也
有馬浩美　前崎孝之　伊牟田秀隆　中尾祐也　渡邉淳史
北村燎平　野崎良一　山田一隆

熊本

2017.9.30 第47回日本消化器がん検診学会九州地方会 大腸ＣＴにおける前処置の受容性について 一般口演
伊牟田秀
隆

松本徹也　前崎孝之　有馬浩美　野崎良一 熊本

2018.10.28 日本超音波医学会第28回九州地方会学術集会 クローン病スクリーニングにおける消化管エコーの診断能 一般口演 松本徹也
有馬浩美　高野正太　野崎良一　前崎孝之　伊牟田秀隆
中尾祐也　渡邉淳史　北村燎平　山田一隆

福岡

2018.10.6
第43回日本大腸肛門病学会九州地方会　第34回
九州ストーマリハビリテーション研究会

大腸Cold polypectomyの現況と課題 ワークショップ 中村寧
野崎良一　村岡正武　高柳聡　田中正文　岩本一亜　福永
光子　野口忠昭　深見賢作　高野正太　桑原大作　山田一
隆

福岡



2018.10.6
第43回日本大腸肛門病学会九州地方会　第34回
九州ストーマリハビリテーション研究会

内科・外科・肛門科から構成されるIBD センターによるク
ローン病治療の実際

パネルディス
カッション

辻順行 高野正太　野崎良一　村岡正武　山田一隆　高野正博 福岡

2018.11.1 -4
JDDW2018　第56回日本消化器がん検診学会大
会

大腸CTにおける腸管拡張と直腸肛門機能の検討
デジタルポス
ター

前崎孝之
伊牟田秀隆　松本徹也　有馬浩美　野崎良一　山田一隆
伊牟田真功

神戸

2018.11.2 -3 第81回日本消化器内視鏡技師学会 Cold polypectomyにおける問題点と介助時の工夫・対処法 一般口演
松平美貴
子

西坂好昭　野崎良一　中村寧　山田一隆 京都

2018.11.2 -3 第81回日本消化器内視鏡技師学会
新製品ディスポーザブルクリップ装置の使用経験とその有
用性について

一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一　中村寧　山田一隆 京都

2018.11.22 第9回日本炎症性腸疾患学会学術集会
改良アダリムマブによる自己注射のアドヒアランス向上へ
の取り組み─アンケート調査をもとに─

ポスター 霍田菊代 野崎良一　村岡正武　木村里紗 京都

2018.11.9 -10 第73回日本大腸肛門病学会学術集会
当院の内科・外科・肛門科から構成されるIBD センターによ
るクローン病治療の実際

シンポジウム 辻順行
高野正太、野崎良一、村岡正武、佐伯泰愼、田中正文、中
村寧、深見賢作、久野三朗、桑原大作、山田一隆、高野正
博

東京

2018.2.9 -10 第14回日本消化管学会総会学術集会
平成28年熊本地震後に病院受診患者と健常者に見られた
便秘とその危険因子

会長特別企画 小林伸行 野崎良一　山田一隆 東京

2018.5.11 -12 第80回日本消化器内視鏡技師学会 Cold polypectomyの基本的な手技とデバイス操作について 一般口演
松平美貴
子

西坂好昭　野崎良一　中村寧　山田一隆 東京

2018.5.11 -12 第80回日本消化器内視鏡技師学会 クリッピング難渋場面でのクリップ操作のコツ 一般口演 西坂好昭 松平美貴子　野崎良一　中村寧　山田一隆 東京

2018.8.18 第26回日本大腸検査学会九州支部会 Cold polypectomyにおける問題点と介助時の工夫・対処法 ワークショップ
松平美貴
子

西坂好昭　野崎良一　中村　寧　山田一隆 福岡

2018.8.18 第26回日本大腸検査学会九州支部会
内視鏡挿入困難例のCT colonographyにおける水溶性ヨー
ド造影剤経内視鏡散布の有用性

一般口演 渡邉淳史
伊牟田秀隆　北村燎平　中尾祐也　松本徹也　前崎孝之
有馬浩美　野崎良一　山田一隆

福岡

2019.10.11 -12 第74回日本大腸肛門病学会学術集会
クローン病における生物学的製剤を考慮した外科治療戦
略に関する検討

ポスター 田中正文
山田一隆　岩本一亜　佐伯泰愼　福永光子　野口忠昭　赤
崎卓之　野崎良一　辻　順行　高野正太　高野正博

東京

2019.10.11 -12 第74回日本大腸肛門病学会学術集会
当院で治療しているクローン病に合併する肛門疾患の現状
と最適治療法の検討

シンポジウム 辻順行
高野正太、中村　寧、深見賢作、久野三朗、野崎良一、山田
一隆、高野正博

東京

2019.10.18 第4回熊本消化管画像研究会 ワークステーションによる大腸解析のポイント 一般口演 松本徹也
有馬浩美　野崎良一(野﨑)　伊牟田秀隆　前崎孝之　伊牟
田真功

熊本(水俣)

2019.11.21 -24 JDDW2019第57回日本消化器がん検診学会大会
machine learningを用いたradiomics解析による大腸癌リン
パ管侵襲の予測

デジタルポス
ター

前崎孝之
伊牟田真功　中浦猛　田口奈留美　横田康宏　山下康行
有馬浩美　伊牟田秀隆　松本徹也 野崎良一　山田一隆

神戸

2019.11.22 -23 第83回 日本消化器内視鏡技師学会
内視鏡センターリニューアル後の効率化を目指した内視鏡
運用の工夫

一般口演
松平美貴
子

西坂好昭、野崎良一、中村寧、山田一隆 大阪

2019.11.23 第50回全国学校保健・学校医大会 10代痔瘻患者におけるクローン病に関する検討 一般口演 辻　順行 野崎良一、山田一隆、高野正博 さいたま

2019.11.29 第10回日本炎症性腸疾患学会学術集会
ペン型ヒュミラの有用性の調査～自己注射の恐怖心が軽
減するのか、指導方法についての調査～

一般口演 霍田菊代 佐藤千絵　野崎良一　木村里紗 福岡

2019.11.29 第10回日本炎症性腸疾患学会学術集会
当院で治療しているクローン病に合併する肛門疾患の現状
と他科連携も含めた最適治療法の検討

パネルディス
カッション

辻順行
高野正太、中村　寧、深見賢作、久野三朗、野崎良一、山田
一隆、高野正博

福岡

2019.11.9 第76回九州消化器内視鏡技師研究会
ディスポーザブルクリップ装置（新型装置）の有用性の評価
―リユース既存装置との比較―

一般口演 西坂好昭 松平美貴子、野崎良一、中村寧、山田一隆 宮崎

2019.2.14 -15 第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会
クローン病患者の血中アミノ酸濃度と栄養の関係　－経腸
栄養剤および抗TNF-α抗体製剤の影響－

一般口演
境田奈津
子

豊田裕輝子 野崎良一 南　久則 東京

2019.5.17 -18
第56回九州外科学会・第56回九州小児外科学
会・第55回九州内分泌外科学会

痔瘻から発見された若年クローン病の検討 一般口演 辻順行
高野正太　中村寧　深見賢作　久野三朗　村岡正武　野崎
良一　山田一隆　高野正博

鹿児島

2019.5.31 -6.1 第82回日本消化器内視鏡技師学会
ディスポーザブルクリップ装置（新型装置）の有用性の評価
― リユース既存装置との比較―

一般口演 西坂好昭 松平美貴子、野崎良一、中村寧、山田一隆 東京

2019.5.31 -6.1 第82回日本消化器内視鏡技師学会
大腸内視鏡検査前処置を約100分で完了するための腸管
洗浄剤服用法

一般口演
松平美貴
子

西坂好昭、野崎良一、中村寧、山田一隆 東京

2019.6.7 -8 第58回日本消化器がん検診学会総会
便潜血検査陽性に対する精密検査法としての大腸CT検査
の精度と受容性についての検討

パネルディス
カッション

松本徹也 野崎良一　有馬浩美 岡山

2020.11.14 -15 第15回九州放射線医療技術学術大会
内視鏡挿入困難例のCT colonographyにおける経内視鏡
的水溶性ヨード造影剤散布および体位変換の検討

ポスター 渡邉淳史
有馬浩美　伊牟田秀隆　前崎孝之　松本徹也　中尾祐也
北村燎平　野崎良一　山田一隆

長崎

2020.12.5
第11回日本炎症性腸疾患学会学術集会（Web開
催）

アダリムマブで治療したクローン病痔瘻の成績
パネルディス
カッション

辻　順行 松井敏幸、野崎良一、山田一隆、髙野正博 Web開催

2020.2.27 -28
第35回日本臨床栄養代謝学会学術集会
(JSPEN2020)

当院における亜鉛(Zn)欠乏に伴う特徴と今後の課題につい
て

ポスター 霍田菊代 野崎良一(野﨑)、佐藤千絵、木村理沙 京都



2020.8.29
第45回日本大腸肛門病学会九州地方会 第36回
九州ストーマリハビリテーション研究会

当院のクローン病に合併する肛門疾患の現状と治療法の
検討

ワークショップ 辻　順行 野崎良一、山田一隆、高野正博 久留米


