「天草郡市医師会医学会」
昭和 59 年より開催の天草医学会では、感染症・生活習慣病・がん・救急医療など様々な分野にお
ける医療的水準の維持・向上のため、経験した臨床研究や症例などを発表し生涯教育推進を図って
います。
また、第 3 回医学会より、天草医学会雑誌として集録し、現在まで 29 巻を発行して、国立国会図
書館に納本するとともにインターネットで配信し、平成 29 年度より、学術、臨床的に優れている演題
に対し学術奨励賞並びに天草ヒポクラテス賞を授与することになりました。
	
 
天草郡市医師会医学会学術奨励賞	
 
天草郡市医師会医学会において天草郡市医師会医学会学術奨励賞を設ける。	
 
受賞対象者：天草郡市医師会医学会において優れた研究発表を行った医師会員（もしくは	
 
医師会員の推薦で発表した者）。	
 
表彰者：１名～数名、表彰状、副賞を授与	
 
選考委員会：天草郡市医師会長、天草郡市医師会副会長・学術担当理事とする。	
 
選考方法：学会での発表内容について選考委員会で審議し、１名～数名の受賞者を選考。選
考委員は他の選考委員に選考を委任することが出来る。	
 
備考：上記の賞とは別に、参加者投票等による優秀応募者に授賞行事を行うこともあり、こ
の企画及び選考方法は年次会長に一任する。	
 

第 1 回（昭和 59 年 10 月 27 日）
「昭和 57 年本渡市周辺で流行した A 型肝炎について」

鶴﨑内科医院 鶴﨑隆一郎他

「膀胱癌における腎盂撮影及び尿細胞診の診断的意義」

行徳診療所 行徳雄平

「踵骨骨折の観血的療法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「天草のじん肺」

苓北医師会病院 斉藤 岬

「胸結合体の 1 例」

平井医院 平井英一

「巨大大網線維腫の 1 例」

健康保険天草中央病院 外科 徳永孝生他

「牛深漁民の食習慣と寿命に関する 15 年間の追跡調査成績」
「食道癌手術症例の検討」

福本病院 福本貴徳他
牛深市民病院 外科 野沢文基

「急性心筋梗塞の予后」

上天草総合病院 内科 小林武郎他

「妊娠中期までの妊娠の継続をみた子宮外妊娠の 1 例」
健康保険天草中央病院 産婦人科 本原信幸
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「胃アニサキス症の検討」

宮﨑外科医院 宮﨑正万

「当院にて最近経験したクローン病の 2 例」

健康保険天草中央病院 小松博泰他

第 2 回（昭和 60 年 10 月 12 日）
「大腿骨頸部骨折に対する Compression Hip Screw 法の検討」
「中山外科病院における CT の使用経験」

松田整形外科医院 松田秀雄

熊本大学医学部 脳神経外科 後藤 恵他

「抗てんかん薬の血中濃度について‐特に薬剤併用時の有効血中濃度の検討‐」
酒井病院 酒井保之他
「海浜外傷を中心とした当院の救急外来について」

上天草総合病院 外科 上野洋一他

「急性腹症を呈した処女膜閉鎖の 1 例」

早稲田産婦人科医院 早稲田博亀

「泌尿器科領域に於ける急性腹症」

原田外科医院 原田寛司

「在宅酸素療法の一症例」

健康保険天草中央病院 内科 宮島英俊他

「Rｈ ｎu11 症候群について」

平井医院 平井英一

「産科領域における血管内血液凝固障害（血中 tibrinogen FDP の簡易測定法）」
健康保険天草中央病院 産婦人科 本原信幸
「再発した巨大腸間膜脂肪腫の一例」

牛深市民病院 外科 寺倉宏嗣他

「早期胃癌 12 例（13 病変）の検討」

天草第一病院 宮川頼行他

「胃色素内視鏡の経験」

島子ごとう医院 後藤幸正

「総胆管結石とⅡc 型早期癌の合併した一例」

苓北医師会病院 内科 森口英興他

「超音波下 PTC-D の検討」

健康保険天草中央病院 外科 徳永孝生他

「胆管癌に巨大な総胆管結石を伴なった一例」

苓北医師会病院 内科 森口英興他

「肝硬変に合併した特発性腹膜炎の一例（conn 症候群）」 苓北医師会病院 内科 森口英興他
「相生荘 11 年間の死亡者の統計的観察」

長山医院 長山克己

第 3 回（昭和 61 年 11 月 8 日）
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「上腸間膜動脉性十二指腸閉塞症の 1 例」

直江医院 直江照夫

「多くの問題点がみられた大腸ポリープ、ポリペクトミーの 1 例」
「腹膜偽粘液腫の 1 例」

島子ごとう医院 後藤幸正

健康保険天草中央病院 外科 別府 透他

「胃粘膜下腫瘍（のう胞）の 1 例」

牛深市民病院 外科 佐野 収他

「当院における過去 5 年間の胃悪性腫瘍手術症例の検討」
上天草総合病院 外科 上野洋一他
「胃全摘と再建」

牛深市民病院 外科 野沢文基他

「当院における胃全摘例の検討」

中山外科病院 中山 要他

「胃 Fiber を Firsi Choice とした上部消化管検査」

島子ごとう医院 後藤幸正他

「ファイバースコープによる高周波焼灼法の安全性に対する基礎的検討」
天草慈恵病院 看護部 白石末子他
「接触型 Nd-YAG レーザー治療の胃粘膜組織破壊の基礎的検討」 天草慈恵病院 関 真美他
「河浦町における腹部超音波集検成績の検討」
「SOMATOM-DRG X 線 CT の使用経験」

河浦町立病院 内科 野崎良一他
天草セントラル病院 井田正博他

「脳転移で発見された食道癌の 1 例」

上天草総合病院 内科 小松良治他

「黒色表皮腫を伴ない骨転移を認めた胃癌の 1 例」

苓北医師会病院 外科 池田良一他

「十二指腸傍乳頭部憩室に基づく Lemmel 症候群について–自験例並びに本邦 42 例の検討-」
河浦町立病院 内科 野崎良一他
「脳梗塞後の精神症状‐精神運動発作と思われる症例‐」

酒井病院 酒井保之他

「心房細動例に発症した虚血性脳血管障害例についての検討」

福本病院 福本貴徳他

「慢性硬膜下血腫 14 例の手術経験」

天草第一病院 宮川頼行他

「ライ症候群の 1 症例」

高比良・深水医院 深水 紘

「肺性脳症の症例」

苓北医師会病院 内科 森口英興
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「オーム病を併発した人アジェバンド病と思われる 1 例」
「気道異物の 2 例」

苓北医師会病院 内科 森口英興他
牛深市民病院 内科 小松博泰他

「子宮頸癌の細胞診と組織診（特にその臨床的意義について）」

中村病院 中村矩眞

「妊娠中における Transferrin Saturation 測定の意義」
健康保険天草中央病院 産婦人科 中村敏光
「Behcet 病、胃分化型腺癌、骨髄細胞形成異常症（MDS）を合併した 1 例」
健康保険天草中央病院 内科 溝國民江他
「血精液症」

行徳診療所 行徳雄平

「透析療法 11 年の経験」

天草第一病院 透析センター 藤本鉱太郎他

「当検査室における ATLA 抗体測定について‐他検査室との比較検討‐」
苓北医師会病院 検査室 吉田光憲他
「Polymyalgia rheumatica の 1 例」

健康保険天草中央病院 整形外科 田村和弘

「偽痛風について」

松田整形外科医院 松田秀雄

「美容的観点より臍形成術を施工し、有効であった成人臍ヘルニアの 1 例」
苓北医師会病院 外科 松本光之他
「小関節脱臼骨折に対する経皮ピンニング法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「ペインクリニック領域における補酵素活性型ビタミン B12 製剤の使用経験」 吉田医院 吉田陽一
「塵肺症に肺動脈閉鎖不全症を合併した 1 例」

天草慈恵病院 循環器科 林 一郎他

「高齢者における大動脈弁閉鎖不全症の検討」

天草慈恵病院 循環器科 山下千鶴他

第 4 回（昭和 62 年 10 月 24 日）
「歩行困難、膀胱直腸障害を主訴に来院し、診断が困難であった腺癌の一例」
牛深市民病院 内科 江上純一
「脾動脈塞栓術が著効を示した食道静脈瘤の一症例」
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健康保険天草中央病院 外科 大原千年他
「経十二指腸乳頭括約筋形成術の経験」

天草第一病院 宮川頼行他

「集検発見胃癌の検討」

島子ごとう医院 後藤幸正

「同胞に多発した大腸ポリープの症例」

宮﨑外科医院 宮﨑正万

「当院におけるイレウス症例の検討‐特にイレウス管使用の有用性について‐」
中山外科病院 有馬幸一他
「肝切除術の経験」

牛深市民病院 外科 佐野 収他

「当院における B 型肝炎予防の取り組みについて‐B 型肝炎ワクチン接種結果を中心にして‐」
河浦町立病院 内科 野崎良一他
「胆嚢癌を合併した総胆管嚢腫の一例」

苓北医師会病院 外科 池田良一

「ERCP（内視鏡的膵胆管造影法）の経験」

牛深市民病院 外科 野沢文基他

「出産と潮の干満との関係」

上天草総合病院 産婦人科 平井英一

「双角双頸子宮妊娠の一例」

健康保険天草中央病院 産婦人科 中村敏光

「特別養護老人ホームの現状及び痴呆老人の開放型処遇について」
特別養護老人ホーム 紫明寮 猪口研二
「天草地域断酒会におけるアルコール症者の治療紹介」

酒井病院 酒井保之他

「てんかんと気管支喘息合併例の薬物療法について（特に抗てんかん薬とテオフィリン製剤併用
時の薬物血中濃度の考察）」
酒井病院 酒井保之他
「膝疾患に対する関節鏡及び鏡視下手術の小経験」
健康保険天草中央病院 整形外科 清原啓司他
「高齢者のマーカインによる脊椎麻酔の経験」

松田整形外科医院 松田秀雄

「異型狭心症の一例」

葦原医院 葦原建一

「リウマチ性心弁膜症の術後長期観察例について」
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福本病院 福本貴徳他

「糖尿病性腎症の血液透析における酸素分圧と double product の関係‐非糖尿病性腎症との比
較について‐」
天草第一病院 村沢恒男他
「当院でベンチレーター管理を行った小児急性肺炎の 2 症例」
上天草総合病院 小児科 丸山浩一他
「慢性関節リウマチに続発したアミロイドーシスの 2 例」
健康保険天草中央病院 内科 溝國民江他
「Peyronie（形成性陰茎硬結）の一例」

行徳診療所 行徳雄平

第 5 回（昭和 63 年 10 月 22 日）
「踵骨々折の徒手整復法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「老人の上腕骨近位端骨折の治療」

松田整形外科医院 松田秀雄

「当院における人工骨頭、人口関節手術」

健康保険天草中央病院 整形外科 島田政博他

「胆嚢捻転症の 1 例」

牛深市民病院 外科 佐野 収他

「石灰乳胆汁の 1 例」

苓北医師会病院 外科 山下直宏他

「H2-ブロッカー仕様による潰瘍底の白色隆起をきたした 1 例」

森口内科医院 森口英興

「胃過形成性ポリープの癌化と思われる 1 例」

島子ごとう医院 後藤幸正

「胃癌に合併した食道粘膜癌の一例」

中山外科病院 中山 要他

「早期大腸癌の症例」

宮﨑外科医院 宮﨑正万

「腸重積症に対する空気高圧注腸整復法」

小松診療所 小松良治

「ハンフリー視野計の使用経験」

福本病院 眼科 木下純子他

「緑内障発作により判明した増殖性糖尿病性網膜症の 1 例について」
松本内科・眼科 眼科 松本英子他
「頭部外傷後の精神症状（一症例を通して）」

酒井病院 酒井保之他

「老人に見られるホスピタリズム」

特別養護老人ホーム 紫明寮 猪口研二
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「Magnetic Resonance Imaging（MRI）の使用経験」

天草セントラル病院 井田正博他

「DDD ペースメーカー植え込み術施行の一症例」

健康保険天草中央病院 内科 手島 進他

「ペースメーカーで救命し得た高度徐脈の一症例」

天草慈恵病院 循環器科 田畑洋司他

「著しい心機能低下を伴った高齢者うっ血性心不全の 2 症例‐拡張型心筋症の関与について‐」
松本内科・眼科 松本直行他
「当院における最近の肺癌について」

上天草総合病院 内科 溝部孝則他

「当院における気管支喘息施設入院児の追跡調査」
上天草総合病院 喘息センター 中園伸一他
「特発性血小板減少性紫斑病の症例について」

葦原医院 葦原建一他

「天草下島における ATLA 抗体調査」

苓北医師会病院 内科 長沢正夫他

「昭和 62 年大矢野町で発生した秋季レプトスピラ病について」
「MCTD の 2 症例」

中村医院 中村 修
牛深市民病院 内科 日高道弘他

「健常就労女子の排尿実態調査（尿失禁調査も含めて）」

天草慈恵病院 泌尿器科 渡邉一夫

「初期子宮体癌 3 例の臨床病理学的検討 その 1 細胞診所見と組織所見について」
中村病院 中村矩眞
第 6 回（平成元年 10 月 28 日）
「小児における Campylobacter 腸炎」

しまだ小児科 島田 康

「食物アレルギーの臨床応用‐アトピー性皮膚炎に対する除去食療法‐」
上天草総合病院 小児科 水元裕二他
「PIE 症候群と思われる 2 例」

苓北医師会病院 内科 長沢正夫他

「当院における肺癌患者について」

福本病院 内科 池田 俊他

「当院における肺癌治療の動向」

健康保険天草中央病院 内科 宮島英俊他

「高令者逆流性弁膜症の臨床像と心不全治療における一考察」
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松本内科・眼科 松本直行他

「腹部疾患の CT（症例供覧）」

天草第一病院 宮川頼行他

「乳腺超音波診断法の現況」

中山外科病院 まつ尾修一他

「集学的治療にて救命し得た非 A 非 B 型劇症肝炎の 1 例」

天草第一病院 増田康文他

「総胆管嚢腫に胆嚢癌を合併した 1 例」

森口内科医院 森口英興他

「稀な組織像を呈した食道癌の 1 例」

苓北医師会病院 外科 山下直宏他

「胃 Inflammatory fibroid polyp の 3 例」

島子ごとう医院 後藤幸正

「苓北医師会病院における開院以来 23 年間の手術例数とその内容の報告」
苓北医師会病院 外科 池田良一他
「MRI が診断に有用であった脊髄腫瘍の 1 例」
「足関節の靭帯損傷について」

上天草総合病院 内科 岩越 一他
健 康保険天草中央病院 整形外科 清原啓司他

「化膿性脊椎炎と思われる 6 症例」

松田整形外科医院 松田秀雄

「子宮筋腫に対する MRI の応用」

健康保険天草中央病院 産婦人科 小山伸夫

「当院で過去 3 年間に施行した帝王切開例の検討」

産科婦人科 本原クリニック 本原信幸

「当院における白内障、人工水晶体移植手術症例の検討」

福本病院 眼科 木下純子他

「向精神薬 Haloperidol の体内動態 Simulate 化による臨床応用」
「当院の病棟開設後、一年間の入院状況と他施設との関わり」
「学校検診のいわゆる内科診察についての反省」
「Priapismus」

酒井病院 酒井保之他
村上医院 村上眞人
維和診療所 荘野 格
行徳診療所 行徳雄平

第 7 回（平成 2 年 10 月 20 日）
「急性胃病変の 1 症例」

宮﨑外科医院 宮﨑正万

「内視鏡的胃粘膜切除法（Strip biopsy）の経験」

福本病院 消化器内科 大曲和博他

「胃病変に対する内視鏡的粘膜切除術の経験」

中山外科病院 有馬幸一他

「過去 4 年間の悪性腫瘍に対する治療状況」
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健康保険天草中央総合病院 外科 竹口東一郎他
「当院泌尿器科に於ける手術症例の検討」

天草慈恵病院 泌尿器科 渡邉一夫

「魚骨による腸穿孔例について」

牛深市民病院 外科 野澤文基他

「出血をくり返した小腸平滑筋腫の 1 例」

牛深市民病院 外科 佐野 収他

「Carcinoma in adenoma ‐Villous adenoma on rectum にて経過観察中、2 年後に発癌した 1 例‐」
苓北医師会病院 外科 池田良一他
「胃切除術（B-Ⅱ法）術後に空腸・結腸瘻を形成した 1 例」

天草慈恵病院 内科 難波裕幸他

「小腸腫瘍の 1 例」

森口内科医院 森口英興他

「de Quervadin 狭窄性腱鞘炎の手術症例の検討」

東 整形外科医院 東 一成

「胸腰椎体移行部の圧迫骨折に対するギプス包帯法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「手指骨々折に対する経皮ピンニング法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「脳血管障害の診療-脳神経外科を新設して‐」
「当院に置ける脳神経外科手術症例」

天草第一病院 脳神経外科 横山元晴

健康保険天草中央総合病院 脳神経外科 矢野辰志

「網膜静脈分枝閉塞症と発症要因に関する一考察」

松本内科・眼科 松本英子他

「大動脈炎症候群の 4 症例-特に狭心症発作について‐」

松本内科・眼科 松本直行他

「最近経験した肺梗塞と思われる 2 例」

牛深市民病院 循環器内科 中邑大献他

「BOOP と思われる 1 例」
「当院における在宅酸素療法の現況」

森口内科医院 森口英興他
健康保険天草中央総合病院 内科 田中英明他

「重症気管支喘息児の重積発作時におけるイソプロテレノール持続吸入療法の経験」
上天草総合病院 喘息センター 水元裕二他
「風疹予防接種における問題点」

本原小児科・内科医院 本原邦彦

「A 群溶血レンサ球菌の迅速診断法」

しまだ小児科 島田 康他

「家族内発症した HTLV-1associated myelopathy（HAM）の 1 症例」
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生田医院 生田 翔他

「本態性血小板症の 1 例」

鶴﨑内科医院 鶴﨑隆一郎他

「糖尿病合併妊娠の 1 例」

上天草総合病院 産婦人科 平井英一他

第 8 回（平成 3 年 10 月 19 日）
「反復する下血を主訴とした十二指腸平滑筋腫の一例」

島子ごとう医院 後藤幸正他

「原発性胆汁性肝硬変に早期胃癌を合併した一例」

松本内科・眼科 松本直行他

「超音波、CT による胆石の質的分類と胆嚢壁の病理組織像及び胆嚢収縮機能の診断」
健康保険天草中央総合病院 外科 竹口東一郎他
「腹腔鏡下胆嚢摘出術の経験」

苓北医師会病院 外科 山下直宏他

「Expandable metalic stent による胆道内瘻術（EMBE）の手技」
苓北医師会病院 外科 山下直宏他
「当院における乳房温存術症例の検討」

中山病院 まつ尾修一他

「陥入爪の治療」

にしきど整形外科 錦戸崇久

「発病当初より MRI でとらええた化膿性脊椎炎と化膿性股関節炎」
松田整形外科医院 松田秀雄
「骨粗鬆症に於ける病的骨折の MRI 所見」

松田整形外科医院 松田秀雄

「内視鏡手術の実際とその予後（前立腺肥大症を中心として）」
天草慈恵病院 泌尿器科 渡邉一夫
「慢性呼吸器疾患患者における 24 時間血圧測定の検討」 苓北医師会病院 内科 松永和雄他
「慢性心タンポナーデをきたす病態について」

松本内科・眼科 松本直行他

「緊急 A-C バイパス術にて救命し得た重症不安定狭心症の一例」
健康保険天草中央総合病院 循環器科 柴田剛徳他
「高齢者の完全房室ブロック 4 症例」

上天草総合病院 循環器科 師富邦夫他

「胸痛、呼吸困難、血尿をきたした rhabdomyolysis の一例」
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福本病院 内科 福本貴徳他

「脳動脈瘤手術症例の検討」

健康保険天草中央総合病院 脳神経外科 矢野辰志

「超音波吸引操置を用いた白内障手術症例の検討」

福本病院 眼科 木下純子他

「糖尿病性網膜症の検討 その 1 糖尿病手帳のこころみ」

松本内科・眼科 松本英子他

「切迫型網膜中心静脈閉塞症の一例」

上天草総合病院 眼科 宮川真一他

「周産期医療の地域化について‐ハイリスク妊娠 2 例を通して‐」
上天草総合病院 産婦人科 川崎憲欣他
「当学園における重症心身障害者の体格評価と栄養所要量に関する検討」
はまゆう学園 中村弓美
「夏型過敏性肺臓炎の一例」

中村医院 中村 修

「アルコールてんかんとアルコール離脱症状群」

酒井病院 酒井保之他

第 9 回（平成 4 年 10 月 24 日）
「当センターにおける急性心筋梗塞患者の現況」
天草地域医療センター 循環器科 大久保弘人他
「マグネシウム点滴が奏効したトルサード・ポアン型心室性頻拍症の一例
天草地域医療センター 循環器科 境野成次他
「広範な空洞性病変をきたした肺サルコイドーシスの一例」

荘田医院 荘田恭聖他

「成人気管支喘息の重積発作に対してイソプロテレノールの持続点滴にて救命しえた 1 症例につ
いて」
上天草総合病院 内科 後藤功一他
「慢性肺疾患患者と睡眠時無呼吸症候群における夜間酸素飽和度低下に関する検討」
苓北医師会病院 内科 宮原嘉久他
「カイロ大学小児病院の紹介‐患者統計から‐」

河浦町立病院 外科・麻酔科 伊佐二久他

「小児の皮膚軟部組織感染症由来の S.aureus1）の薬剤感受性と MRSA2）の検出」
しまだ小児科 島田 康他
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「重症心身障害児の食道通過障害の一例」

はまゆう療育園 大塚浩一他

「成人発症 Still 病の一例」

牛深市民病院 内科 藤竿章次他

「過去 5 年間の当院における葡萄膜炎の統計」

福本病院 眼科 木下純子他

「過去 1.5 年間の手術の検討」

松本内科・眼科 松本英子他

｢高血圧性脳出血に対する定位脳手術の有用性‐3 例の症例報告‐｣
天草地域医療センター 脳神経外科 三股 力他
「圧迫性頸椎疾患に対する手術療法」

天草地域医療センター 脳神経外科 植村正三郎他

「外傷性線維性顎関節強直性に対する顎関節開放手術の 1 例」
上天草総合病院 整形外科 田邊龍樹他
「鎖骨骨折に対する経皮ピニングの経験」 健康保険天草中央総合病院 整形外科 清原啓嗣他
「膝関節屈曲障害を来たした大腿外側広筋血腫の 2 例」
「足関節外側靭帯損傷の観血的治療経験」

松田整形外科医院 松田秀雄

上天草総合病院 整形外科 田邊龍樹他

「急性横紋筋融解症と思われる著名な高 CPK 血症を呈した 2 例」
牛深市民病院 内科 藤竿章次他
「RI 検査の初期的経験」

健康保険天草中央総合病院 放射線科 横山利美他

「肝臓に対する動脈塞栓術‐当センターにおける現況‐」
天草地域医療センター 放射線科 魚住秀昭他
「インターフェロン投与により肝機能が正常化した C 型慢性肝炎の 1 例」 尾上医院 尾上公昭他
「腹腔鏡下胆嚢摘出術と小切開胆嚢摘出術の比較検討」
「当院における肝内結石症症例の検討」

苓北医師会病院 外科 池田良一他

健康保険天草中央総合病院 外科 竹口東一郎他

「総胆管拡張症に胆管癌を合併した 1 例」

天草地域医療センター 外科 前田将臣他

「ドルニエ社製 MPL-9000 による体外衝撃波結石治療」 天草第一病院 泌尿器科 杉若正樹他
「十二指腸に発生した平滑筋肉腫の一例」

苓北医師会病院 外科 河野哲也他
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「内視鏡的に切除し得た十二指腸カルチノイドの 1 例」
「大腸 sm 癌の一例」

牛深市民病院 内科 小松博泰他

天草地域医療センター 内科 小山田直朗他

「イレウス症状にて発見された小腸 inflammatory fibroid polyp の 1 例」
天草地域医療センター 外科 髙田 登他
第 10 回（平成 5 年 10 月 30 日）
「多発性腫瘤陰影を呈した Wegener 肉芽腫症の一例」
天草地域医療センター 内科 有富 聡他
「von Willebrand 病の一例」

牛深市民病院 内科 小松博泰他

「一診療所における『咳』を伴う疾患の傾向と、百日咳の出現頻度」
「クリプトコッカス髄膜炎の一例」

しまだ小児科 島田 康

健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他

「小児肥満児教室(スリムクラブ)について」

上天草総合病院 小児科 水元裕二他

｢未破裂脳動脈瘤の 3 手術症例｣

森口内科医院 森口英興他

「緑内障の失明統計」

福本病院 眼科 木下純子他

「子宮がん集団検診における施設検診と車検診との比較（住民意識と現行方法の問題点）」
上天草総合病院 産婦人科 姫野隆一他
「精神科チーム医療とリハビリテーション」

酒井病院 酒井保之他

「不安定狭心症にて発症し左冠動脈主幹部に有意狭窄を認めた為、CABG(冠動脈バイパス術)
施行、以後 4 年間良好な経過をとった一症例」
ニュー天草病院 大久保弘人他
「ジクロフェナクナトリウム（ボルタレン R）によりショック状態とともに ST 上昇を伴う胸痛を呈した一
例」
河浦町立病院 内科 北田英貴他
「当院循環器内科における急性心筋梗塞の遠隔地での治療成績」
牛深市民病院 循環器内科 中邑大献他
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「うっ血性心不全を呈する拡張型心筋症と二次性心筋症（粘液水腫）の予後比較について‐当院
での 5 年間の follow up より‐」
松本内科・眼科 松本直行他
「冠攣縮性狭心症に対するアセチルコリン誘発試験について」
天草地域医療センター 循環器科 境野成次他
「小児の肘周辺の骨折について‐上腕骨顆上骨折を中心として‐」
天草地域医療センター 整形外科 佐々木 彰他
「硬膜外膿瘍の 1 例」

松田整形外科医院 松田秀雄他

「三次元 CT 画像（3D-CT）の臨床においての有用性‐整形外科領域を中心に‐」
健康保険天草中央総合病院 整形外科 宮本和彦他
「当センターにて経験したインスリン産性膵ラ氏島腫瘍の 1 例」
天草地域医療センター 放射線科 魚住秀昭他
「誤嚥による下咽頭異物の一経験例」

牛深市民病院 外科 後藤又朗他

「内視鏡的粘膜切除術の検討」

天草地域医療センター 外科 吉仲一郎他

「興味ある発育・進展形成を示した陥凹型大腸癌の 2 例」
福本病院 胃腸科・肛門科 木下良順他
「腹腔鏡下胆嚢摘出術症例の検討」

苓北医師会病院 外科 池田良一他

「腹腔鏡下手術の応用症例」

苓北医師会病院 外科 河野哲也他

第 11 回（平成 6 年 10 月 22 日）
「総胆管内異物（Z-stent）により胆道感染症をきたした一症例」
天草地域医療センター 外科 髙田 登他
「著しい狭窄とコインかんとんのため、手術を要した S 状結腸憩室炎の 1 例」
河浦町立病院 外科 浜田勢治他
「腹腔鏡下に高位前方切除術を施行した直腸癌の一症例」
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苓北医師会病院 外科 阿比留浩佳他
「小腸腸間膜巨大嚢胞状リンパ管腫の 1 例」
「血管手術症例の検討」

上天草総合病院 外科 大島茂樹他
健康保険天草中央総合病院 外科 竹口東一郎他

「左膿胸が腹腔内（胃）へ穿破したと思われる 1 症例」
「当院における CTAP の有用性」

森口内科医院 森口英興他

天草地域医療センター 放射線科 菅原丈志他

「脳血管性痴呆に対する外科的治療‐頸動脈内膜剥離術により精神機能の改善をみた一例‐」
天草地域医療センター 脳神経外科 西川重幸他
「頚部椎間板ヘルニアの初期症状」

松田整形外科医院 松田秀雄

「人工膝関節置換術における止血対策について」
健康保険天草中央総合病院 整形外科 清原啓嗣他
「脂肪塞栓症候群の経験」

天草地域医療センター 整形外科 工藤智志他

「網膜中心動脈閉塞の 3 症例」

福本病院 眼科 木下純子他

「当院眼科の手術症例にみる傾向と地域特性」

上天草総合病院 眼科 宮川朋子他

「アレルギー性紫斑病に対する第ⅩⅢ因子の効果」
健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他
「一地域における乳児早期発熱の頻度」

しまだ小児科 島田 康他

「訪問看護により早期診断され、治療経過良好であった急性心筋梗塞の 1 例」
上天草総合病院 内科 福島敬和他
「開腹術後 2 ヶ月目に発症した心筋梗塞の 1 例」 天草地域医療センター 麻酔科 鷺島克之他
「冠攣縮性狭心症におけるホルター心電図によるスパスム検出能の検討‐スパスム誘発時の検討
‐」
松島町国保診療所 脇田富雄他
「広範な肝転移を来したと考えられる脾血管肉腫の一例」
天草地域医療センター 内科 星乃光有他
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「産褥心筋症の一例」

健康保険天草中央総合病院 循環器科 前田祐成他

「DCM に対するビソプロロールの短期効果」

松島町国保診療所 脇田富雄他

「著しい左心機能低下と難治性の不整脈を伴った大動脈弁閉鎖不全症の 1 例‐大動脈弁置換術
施行 2 年度の経過を含めて‐」
松本内科・眼科 松本直行他
「経食道心エコーが有用であった巨大左房内血栓を伴う僧房弁狭窄症の一例」
天草地域医療センター 循環器科 中山雅文他
第 12 回（平成 7 年 10 月 14 日）
「角膜形状解析装置の臨床応用」

うらた眼科 浦田謙二

「ヘルペス性角膜炎後におこった角膜真菌症の 1 例」

福本病院 眼科 木下純子他

「皮膚培養にて Staphylococcus aureus の検出された SSSS 及びカポジ様発疹症の二例」
健康保険天草中央総合病院 小児科 二宮敏郎他
「急性小児片麻痺の 3 症例」

健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他

「百日咳の 10 例」

山内医院 山内穣滋他

「炭酸ガス注入療法が著効を呈した巨大腎嚢胞の 1 例」 苓北医師会病院 外科 阿比留浩佳他
「当院泌尿器科開設 2 年半の手術統計」
「虚血性大腸炎の手術症例の検討」

健康保険天草中央総合病院 泌尿器科 崎山 仁他
健康保険天草中央総合病院 外科 佐伯隆人他

「内視鏡的に Crohn 病の所見を呈した同時発症急性膵炎の 1 症例」
天草地域医療センター 内科 中橋栄太他
「脊椎管背側に脱出した腰部椎間板ヘルニアの一例」
「大腿骨頚部骨折に対する Gamma nail の検討」

松田整形外科医院 松田秀雄
上天草総合病院 整形外科 植村貞仁他

「持続硬膜外ブロックが著効をおさめた間欠性跛行患者の一例」
河浦町立病院 麻酔科 高木美砂子他
「下腿伸筋の化膿性筋炎の一例」

松田整形外科医院 松田秀雄
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「リウマチ性多発筋痛症の一例」

中村医院 中村 修

「発作性夜間血色素尿症の一例‐30 年間経過観察した症例‐」

鶴﨑内科医院 鶴﨑隆一郎他

「薬物中毒症例の背景と検討」

上天草総合病院 内科 坂本興美他

｢若年発症の稀な腫瘍である肺腺様嚢胞癌の 1 症例｣

上天草総合病院 内科 財前智一他

「Chlamydia pneumoniae による肺炎の 2 症例‐本渡中学校における同時期発生例‐」
荘田医院 荘田恭聖他
「劇症 Vibrio vulnificus 敗血症の 1 例」

健康保険天草中央総合病院 内科 金子篤志他

「当院において緊急搬送を要した急性心疾患の検討」

河浦町立病院 内科 橋本重正他

「左室流失路近傍前壁に動揺性血栓塊を認め、抗凝固療法の強化によりその消失をみた一例」
おおどうクリニック 循環器科・内科 大堂孝文他
「経食道心エコー法による左房内血栓の評価‐非弁膜症性慢性心房細動例（NVAF）において‐」
おおどうクリニック 循環器科・内科 大堂孝文
「半年の間に 0 枝から 2 枝病変へと急速な冠狭窄をきたし AMI に至った 1 例」
天草地域医療センター 循環器科 原田栄作他
「子宮筋腫の保存的治療‐MRI の所見と治療効果との関連‐」
健康保険天草中央総合病院 産婦人科 北野洋一郎他
「回転型ガンマカメラによる脳血流値の測定」
健康保険天草中央総合病院 放射線科 松野泰治他
「頸動脈分岐部の MRA」

天草地域医療センター 放射線科 吉住和弘他

「虚血性脳血管障害に対する外科治療-手術適応と治療成績について-」
天草地域医療センター 脳神経外科 浜崎 禎他
第 13 回（平成 8 年 10 月 19 日）
「発熱を伴ったけいれん重積症例についての検討」
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健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他
「天草地方でのマイコプラズマ肺炎で胸水を認めた症例について」
健康保険天草中央総合病院 小児科 白石晴士他
「施設入院療法を受けた小児気管支喘息の予後‐死亡例について‐」
上天草総合病院 小児科 水元裕二他
「平成 7 年 4 月～12 月の間の H 中学校での Chlamydia pneumoniae 感染症流行についての報
告」
荘田医院 荘田恭聖他
「Chlamydia pneumoniae による肺炎 7 例の臨床的検討」

荘田医院 荘田恭聖他

「小紫胡湯による間質性肺炎‐ステロイドパルス療法が著効した 1 例‐」
牛深市民病院 内科 小松博泰他
「ATL に合併したクリプトコッカス症の一例」

天草地域医療センター 内科 有富 聡他

「宿便性大腸穿孔の一例」

上天草総合病院 外科 渡辺清朗他

「十二指腸球部に原発した悪性リンパ腫の 1 例」
健康保険天草中央総合病院 外科 増田吉弘他
「透析治療中の脳血管障害‐その手術における問題点‐」
天草第一病院 脳神経外科 横山元晴他
「脳動静脈奇形の治療」

天草地域医療センター 脳神経外科 多田建智他

「脳血管障害の患者に生じるてんかん発作の検討」

上天草総合病院 内科 坂本興美他

「A 型肝炎における HA 抗体の推移‐流行後 9 年目の、患者および住民の HA 抗体の変動‐」
鶴﨑内科医院 鶴﨑隆一郎他
「高齢発症の特発性血小板減少性紫斑病の一例」

上天草総合病院 内科 関 貴之他

「抗インスリン抗体陽性のケトアシドーシス後の不安定型糖尿病の一例」
上天草総合病院 代謝内科 櫨川岩穂他
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「急性心筋梗塞に対して Perfusion balloon catheter を長時間留置し bail out に成功した 1 症例」
上天草総合病院 循環器内科 水政 豊他
「血圧低下を来たした QRS 幅の広い頻拍に対して高周波焼灼による根治術が有効であった一症
例」
上天草総合病院 循環器内科 水政 豊他
「胸部レントゲン上、右上肺野に肺炎様の陰影を呈した僧帽弁後尖逸脱による心不全の 1 例」
天草地域医療センター 循環器科 角田隆輔他
「両眼に網膜分枝静脈閉塞症を認めた本態性高血圧の一例」

福本病院 眼科 木下純子他

第 14 回（平成 9 年 10 月 25 日）
「胸腔鏡下気腫性嚢胞切除術」

苓北医師会病院 外科 西谷正嘉他

「SIADH および後腹膜腫瘍より発見された肺小細胞癌の一例」
上天草総合病院 内科 坂田典史他
「急速な転帰をとった重症急性膵炎の 1 例」

上天草総合病院 外科 本間憲一他

「腸重積を起こした巨大小腸過誤腫の一例」

天草地域医療センター 外科 前田将臣他

「癌告知率の向上に向けて‐アンケート結果をもとに‐」
健康保険天草中央総合病院 外科 竹口東一郎他
「子宮動脈塞栓術（子宮筋腫に対する新たな治療法？）」
健康保険天草中央総合病院 産婦人科 北野洋一郎他
「偶然画像検査により腹腔内リンパ節腫大で見つかった消化管、腹腔内リンパ節限局型 ATLL の
症例」
健康保険天草中央総合病院 内科 古賀 震他
「薬剤（小紫胡湯およびトラニラスト）によると思われる難治性膀胱炎の 2 例」
健康保険天草中央総合病院 泌尿器科 津崎祥一郎他
「尿路結石症の治療経験‐MPL‐9000 による体外衝撃波砕石術を中心に‐」
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天草第一病院 泌尿器科 杉若正樹他
「勃起陰茎に外力を加えたため陰茎海綿体白膜に裂傷をおこした-いわゆる陰茎折症の 1 例」
天草地域医療センター 泌尿器科 浅山 縁他
「69 歳男性の心内膜床欠損症（完全型）の一例」
天草地域医療センター 循環器科 外牧 潤他
「当院における虚血性心疾患に対する冠動脈インターベンション初期成績」
天草地域医療センター 循環器科 中村尚太他
「僧帽弁閉鎖不全症に胸痛、発作性心房細動を合併し、僧帽弁置換術（生体弁）と Maze 手術に
て改善がみられた 1 例」
松本内科・眼科 松本直行他
「大動脈解離術後に線溶亢進型 DIC と下部消化管出血を併発した症例‐線溶亢進型 DIC の検
査、診断、治療‐」
健康保険天草中央総合病院 循環器科 高木明宏他
「乳頭筋完全断裂による重症心不全に対し緊急僧帽弁置換術を施行し独歩退院した超高齢者の
1 例」
上天草総合病院 循環器科 辻 武志他
「今夏経験した O‐157 の小児 2 症例」

健康保険天草中央総合病院 小児科 村岡範優他

「小児における末梢性顔面神経麻痺について」
健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他
「悪性症候群と思われる一例」

中村医院 中村 修

「ステロイドが奏効したと思われる細菌性髄膜炎の 1 例」
「肝細胞癌頭蓋骨転移の一症例」

上天草総合病院 内科 甲斐原 司他

天草地域医療センター 脳神経外科 原 毅他

「腎炎後低カリウム血症を生じた糖尿病の 1 観察例」

上天草総合病院 代謝内科 櫨川岩穂他

「天草地域住民における体格指数（BMI）と血清脂質」
天草地域医療センター 代謝内科 佐藤佳宏
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「H2 ブロッカー内服によりせんもう状態におちいった高齢者の一例」
上天草総合病院 内科 坂本興美他
「肝臓のびまん性円形脂肪浸潤を呈した一例」 天草地域医療センター 放射線科 長野裕史他
「多関節型偽通風の 1 症例」

健康保険天草中央総合病院 整形外科 梅村武寛他

第 15 回（平成 10 年 10 月 24 日）
「特発性縦隔気腫の 3 症例」

荘田医院 荘田恭聖他

「肺動静脈瘻に対して離脱式金属コイルにて塞栓術を施行した 1 例」
天草地域医療センター 放射線科 丸岡公生他
「胸腔鏡下胸膜生検により診断された結核性胸膜炎の 1 例」
苓北医師会病院 内科 小川和彦他
「鼻出血、体重減少、全身倦怠感で来院し著明な肝機能低下と複数のウイルス感染を合併した
B-CLL 症例に関する検討」
健康保険天草中央総合病院 血液内科 古賀 震他
「繰り返す痔出血による貧血検査で偶然発見された先天性第Ⅺ因子欠損症家系の解析」
健康保険天草中央総合病院 血液内科 古賀 震他
「全身発疹とイレウス様症状で発症し短期間に改善をみた反応性形質細胞増多症の一例」
健康保険天草中央総合病院 検査室 民本重一他
「衛星マルチメディア実験（医学遠隔講義）に参加して」
「インターネットを使った文献検索」

鶴﨑内科医院 鶴﨑隆一郎
上天草総合病院 循環器科 杉田義博他

「1998 年夏期に流行したウイルス性髄膜炎の臨床的検討」
健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他
「下垂体膿瘍の 1 症例」

天草地域医療センター 脳神経外科 原 毅他

「Pasteurella multocida による肝膿瘍の一例」

上天草総合病院 内科 坂田典史他

「超高齢化医療圏（天草）における高齢者外科手術の現況と問題点」
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天草地域医療センター 外科 髙田 登他
「膵嚢胞性腫瘍との鑑別が困難であった腹腔動脈周囲リンパ節結核の 1 例」
苓北医師会病院 外科 山下昭彦他
「根治術 13 年後に腹膜播種にて再発した乳癌の一例」 上天草総合病院 外科 松村富二夫他
「内視鏡的胃瘻増設術を導入して、病院内に生まれた変化について」
上天草総合病院 内科 坂本興美他
「抗血小板剤の投与により症状改善が得られた深部静脈血栓症と考えられた二症例‐超音波ドプ
ラー・線溶凝固系検査を用いて‐」
おおどうクリニック 大堂孝文他
「DeBakeyⅢb 型解離性大動脈瘤発症 1 ヶ月目に左足趾に限局するコレステロール塞栓症を合
併した 1 例」
天草地域医療センター 循環器科 中村尚太他
「当院における急性心筋梗塞症例についての報告」
天草地域医療センター 循環器科 小出俊一他
「原発性心臓血管肉腫の一例」

健康保険天草中央総合病院 循環器科 尾田幸太郎他

「左主幹部急性心筋梗塞症例にステントを用い再疎通、救命しえた一例」
健康保険天草中央総合病院 循環器科 山下誠司他
第 16 回（平成 11 年 10 月 16 日）
「当院における肺癌症例の検討」
「気道（気管・気管支）異物の 2 症例」

天草地域医療センター 内科 有富 聡他
健康保険天草中央総合病院 小児科 岡 知子他

「超音波ガイド下経皮肺生検で診断し得た肺末梢性腫瘤病変の 3 例」
苓北医師会病院 内科 小川和彦他
「つつが虫病の 1 例」

新和町立病院 内科 谷崎俊哉他

「大腸腫瘍再発による消化管出血に対して経カテーテル的塞栓術を施行し、止血後 QOL 改善が
得られた 1 例」
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天草地域医療センター 放射線科 村田友佳他
「苦痛の少ない全大腸内視鏡挿入法の新しい試み注色素水法を導入して」
新和町立病院 外科 芹川和志他
「全大腸内視鏡検査後に発症した小腸絞扼性イレウスの一例」
上天草総合病院 外科 稲田正之他
「術後、遠隔期？に左室・右房交通症を認めた二症例」

大堂クリニック 検査部 民本綾子他

「関節リウマチに合併した急性進行性心膜炎の一例」
天草地域医療センター 循環器科 早﨑剛典他
「狭心症発作時ウェンケバッハ型房室ブロックをきたしたと考えられた 1 例」
鶴﨑内科医院 鶴﨑隆一郎他
「ホルタ―心電図記録中、心室細動から心停止をきたした高 K 血症の 1 例」
天草地域医療センター 循環器科 𡈽井英樹他
「経橈骨動脈的アプローチ-より楽なより安全な心臓カテーテル検査・PTCA を目指して-」
上天草総合病院 循環器科 荒木 浩他
「アキレス腱皮下断裂の保存的療法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「頭蓋骨および脊椎骨骨折におけるヘリカル CT の有用性」
天草地域医療センター 放射線科 小野 研他
「上位頚髄海綿状血管腫の一例」

天草地域医療センター 脳神経外科 大森雄樹他

「Polymyalgia rheumatica と考えられた一症例」

荘田医院 荘田恭聖他

「発熱、貧血および筋肉痛、関節痛を呈した高齢女性 5 症例の検討‐検査、診断、治療とその病
因、病態の解析‐」
健康保険天草中央総合病院 血液免疫内科 古賀 震他
「LDH の上昇を伴わない ATLL の症例」

健康保険天草中央総合病院 検査室 民本重一他

「当院における最近 2 年間の ATLL 症例の臨床的解析‐検査、診断、治療、予後について‐」
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健康保険天草中央総合病院 血液免疫内科 古賀 震他
「蛋白摂取制限が尿蛋白減少に有効であった慢性糸球体腎炎の 1 例」
木山・中村クリニック 木山 茂他
「非ステロイド系消炎剤（NSAID）による腎障害の 3 例」

木山・中村クリニック 木山 茂他

「精神科診療に総合病院の内科入院をどう活用してきたか」
上天草総合病院 内科 坂本興美他
「在宅末期癌患者に対するモルヒネ持続皮下注射器を用いた疼痛コントロール」
上天草総合病院 内科 酒井誠治他
第 17 回（平成 12 年 10 月 14 日）
「冠動脈疾患と高脂血症‐当センター循環器科入院患者における特色‐」
天草地域医療センター 循環器科 𡈽井英樹他
「左房粘液腫の一例」

中村医院 中村 修

「低蛋白食が有効であった慢性腎不全の 3 例」

木山・中村クリニック 木山 茂

「ICU で発生した高浸透圧非ケトン性昏睡の 2 例」

上天草総合病院 代謝内科 櫨川岩穂他

「高吸水性ポリマーからの体液成分抽出法の開発‐紙オムツを用いた尿中ケトン体の新しい測定
法‐」
健康保険天草中央総合病院 血液免疫内科 古賀 震他
「アキレス腱断裂の保存的療法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「脳動脈瘤の精査における三次元血管撮影の初期経験」
天草地域医療センター 放射線科 西 智広他
「解離性脳動脈病変の検討」

天草地域医療センター 脳神経外科 吉永 豊他

「2 年間の血液培養検査結果陽性例の検討」

上天草総合病院 内科 坂本興美他

「血液疾患に伴う DIC 発症の機序の解析‐天草地域の当院における 3 年間の 327 症例からの臨
床的検討による‐」
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健康保険天草中央総合病院 血液免疫内科 古賀 震他
「自己免疫性溶血性貧血 3 例の臨床解析‐クームス陰性 2 例とクームス陽性 1 例について‐」
健康保険天草中央総合病院 血液免疫内科 古賀 震他
「異型肺炎との鑑別が困難であった好酸球増多性肺浸潤（PIE）症候群の 1 例」
苓北医師会病院 内科 小川和彦他
「12 年の経過の後に慢性呼吸不全のため在宅酸素療法を施行した肺非定型抗酸菌症の一例」
荘田医院 荘田恭聖他
「当院における経皮内視鏡的胃瘻増設術の経験」
「消化性潰瘍出血に対する内視鏡的止血術」

苓北医師会病院 外科 平良 薫他
天草地域医療センター 外科 吉仲一郎他

第 18 回（平成 13 年 10 月 13 日）
「インターベンションにより救命できた重症 3 枝病変の急性心筋梗塞症の一例」
天草地域医療センター 循環器科 早﨑剛典他
「心エコーから得られる左心機能とカテーテルから得られる心内血行動態との相関について」
天草地域医療センター 循環器科 早﨑剛典他
「大動脈弁狭窄症の重症度は左室・大動脈圧格差では必ずしも評価できない」
天草地域医療センター 循環器科 原田栄作他
「シクロスポリンが有効であったステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の 1 例」
木山・中村クリニック 木山 茂他
「天草地方における小児てんかん患者の動向」
健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他
「脳神経疾患に関する話題提供」

天草地域医療センター院長 植村正三郎

「腰部脊柱管狭窄症の手術的療法」

松田整形外科医院 松田秀雄

「内視鏡的胃瘻増設の適応を考える」

上天草総合病院 内科 坂本興美他
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「内視鏡挿入形状観測装置（以下コロナビ）の使用経験」

苓北医師会病院 外科 松原洋孝他

「自然軽快とともに血清 KL-6 の低下を認めた肺胞蛋白症の 1 例」
苓北医師会病院 内科 小川和彦他
「好酸球増多を伴いステロイドが著効を奏した器質化肺炎・閉塞性細気管支炎（BOOP）の一例」
荘田医院 荘田恭聖他
「当院と関連施設の職員の喫煙に関する意識調査結果」

上天草総合病院 内科 溝部孝則他

第 19 回（平成 14 年 10 月 19 日）
「下垂体機能低下にて発症した神経サルコイドーシスの一例」
天草地域医療センター 脳神経外科 松元 淳他
「脛骨顆部病的骨折の 4 例」

松田整形外科医院 松田秀雄

「鶏卵卵膜を利用した創傷処置」
「結核の家族内発症を来した兄弟例」

苓北医師会病院 外科 平良 薫他
健康保険天草中央総合病院 小児科 河野弘恵他

「2002 年夏期に流行したウイルス性髄膜炎の臨床像 1998 年との比較」
健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他
「バンコマイシン血中濃度曲線予測ソフトを使用した MRSA 感染症の治療」
上天草総合病院 内科 坂本興美他
「緑内障発作への治療」

うらた眼科 浦田謙二

「当院における尿路結石治療の現況」

天草第一病院 泌尿器科 川畑幸嗣

「外傷性尿道完全断裂の 2 例」

天草地域医療センター 泌尿器科 中神正巳他

「気管支喘息として長年加療されていて、肺炎をくり返し、エリスロマイシンが著効した、びまん性
汎細気管支炎の一例」
中村医院 中村 修
「当院での睡眠時無呼吸症候群に対する取り組みについて」
上天草総合病院 内科 溝部孝則他
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「肥大型心筋症の拡張相を呈する一例における心不全重症化に対する取り組み‐植込み型除細
動器植込み術から心臓移植の適応について‐」
松本内科・眼科 松本直行他
「住民基本検診時の心電図で偶然発見されたカテコーラミン心筋症の 2 例」
天草地域医療センター 循環器科 境野成次他
「進行速度を大幅に抑制できた慢性腎不全の 3 例」

木山・中村クリニック 木山 茂

「在宅介護を受ける患者から医師に期待される者‐医師参加型ケアカンファレンスの必要性につい
て」
荘田医院 荘田恭聖他
第 20 回（平成 15 年 10 月 25 日）
「血栓吸引カテーテル（ThrombusterTM）が著効した急性心筋梗塞 2 症例についての報告」
天草地域医療センター 循環器科 中村伸一他
「エンドキサン・パルス療法が有効であった MPO-ANCA 関連腎炎の 1 例」
木山・中村クリニック 木山 茂他
「消化管内視鏡用の三脚が有効であった膀胱異物の 1 例」
健康保険天草中央総合病院 泌尿器科 佐生幸一他
「前立腺全摘除術を施行した前立腺癌 27 例の臨床的検討」
健康保険天草中央総合病院 泌尿器科 大塚芳明他
「解離性腰動脈破裂によると考えられた椎体内偽性動脈瘤と後腹膜血腫の一例」
天草地域医療センター 内科 藤崎 聡他
「原発性進行肝癌に対するリザーバー持続動注化学療法の有用性について」
天草地域医療センター 放射線科 工藤康一他
「癌スクリーニングのための（F-18）FDG-PET で核種の異常集積を認め肺癌が疑われたが抗結核
薬投与後に集積が消失した一例」
荘田医院 荘田恭聖他
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「当院における MRSA 検出症例の背景と転帰」

上天草総合病院 内科 玉野井優水他

「脳動静脈奇形に脳動脈瘤を合併した一例」 天草地域医療センター 脳神経外科 竹崎達也他
「第 12 胸椎圧迫骨折による遅発性神経障害に対し保存的治療を行った一例」
松田整形外科医院 松田秀雄
「マムシ咬傷による横紋筋融解症の一例」

上天草総合病院 泌尿器科 清藤正昭他

「ホウ酸中毒の一例」

苓北医師会病院 内科 黒田 豊他

第 21 回（平成 16 年 10 月 23 日）
「当院における体外衝撃波結石破砕術（ESWL）の最近の治療成績」
天草第一病院 泌尿器科 川畑幸嗣他
「当センターにおける前立腺全摘除術を施行した前立腺癌の臨床的検討」
天草地域医療センター 泌尿器科 宮前公一他
「胸水中の細胞を用いた遺伝子再構成で診断し得た悪性リンパ腫の一例」
上天草総合病院 内科 宮川比佐子他
「当院小児科における小児喘息治療の現況」
健康保険天草中央総合病院 小児科 宮城俊彦他
「難治性ネフローゼ症候群の一例」

苓北医師会病院 内科 黒田 豊

「最近 10 年の天草地区学童心臓検診について」
天草地域医療センター 循環器科 境野成次他
「平成 15 年度の当センターにおける冠動脈内ステント留置術の治療成績」
天草地域医療センター 循環器科 中村伸一他
「外側円板状半月板について」

松田整形外科医院 松田秀雄

「一過性の意識障害を契機に発見された頭蓋頸椎移行部奇形の 1 例」
上天草総合病院 内科 野中康一他
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「脊髄硬膜外血腫の治療例」

天草地域医療センター 脳神経外科 竹﨑達也他

第 22 回（平成 17 年 10 月 29 日）
「骨盤内炎症性疾患（PID）による急性腹症の 1 例」
健康保険天草中央総合病院 産婦人科 田代貴大他
「帯状疱疹の臨床的検討」

健康保険天草中央総合病院 皮膚科 梶原一亨他

「当科における急性中耳炎起炎菌の検討」
健康保険天草中央総合病院 耳鼻咽喉科 佐生秀幸他
「肺ノカルジア症の 2 例」

天草地域医療センター 内科 有富 聡他

「外来創傷処置のハイドロゲル使用症例の検討」

上天草総合病院 外科 福田 誠他

「大腸炎症性偽腫瘍の 2 症例」

上天草総合病院 外科 田浦尚宏他

「腸間膜血管肉腫の 1 例」

健康保険天草中央総合病院 内科 内村幸平他

「腎盂炎と誤診された大腸憩室炎の 1 例」

木山・中村クリニック 木山 茂他

「ワクチンメーカーの検査では原因不明だった無菌性髄膜炎の一症例」
第二やまうち医院 山内穣滋
「再燃を繰り返す川崎病の 1 例」

健康保険天草中央総合病院 小児科 蔵重淳二他

「小児アトピー性皮膚炎の『かゆみ』に対する塩酸エピナスチンの効果」
健康保険天草中央総合病院 小児科 多久肇一他
「白内障術後の複視で診断のついた甲状腺眼症の 1 例」

上天草総合病院 眼科 竹下哲二他

「椎骨動脈解離に伴う Wallenberg 症候群の 1 例」
健康保険天草中央総合病院 内科 中嶋泰治他
「特発性肥厚性硬膜炎の 1 例」

天草地域医療センター 脳神経外科 竹﨑達也他

「天草地区における二次救命講習会の現状と課題」
「消化器癌に対する積極的緩和医療」

上天草総合病院 外科 山本明彦他
上天草総合病院 内科 肱岡 範他
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「天草における主治医とケアマネージャーの連携の状況について」

荘田医院 荘田恭聖他

「当院における糖尿病診療への取り組み」

葦原医院 葦原建一

「ピオグリタゾンの使用経験」

葦原医院 葦原建一

「診断に苦慮した低ナトリウム血症の一例」

苓北医師会病院 内科 黒田 豊

「進行を抑制できた末期腎不全の 2 例」

木山・中村クリニック 木山 茂

「入院中に大腿動脈急性閉塞症をきたし PTA（経皮的動脈形成術）が著効した 1 例」
天草地域医療センター 循環器科 岡﨑智樹他
「TAE とエコーガイド下高出力 RFA 併用療法についての検討」
天草地域医療センター 放射線科 福岡博文他
第 23 回（平成 18 年 10 月 28 日）
「PTA 施行時の大腿動脈穿刺部位に一致して 10 ヶ月後に高度狭窄を来たし、ステント留置により
間歇性跛行が改善した一症例」
天草地域医療センター 循環器科 古賀英信他
「一過性心筋虚血発作後の左室拡張能遅延‐Color Kinesis 法を用いて‐」
おおどうクリニック 大堂孝文他
「虚血性心疾患患者における頚動脈狭窄症についての検討」
上天草総合病院 循環器科 脇田富雄
「診断が困難であった感染性大動脈瘤の 1 例」

上天草総合病院 内科 木下博之他

「当院小児科外来での時間外患児『1,188 名』についての統計」
上天草総合病院 小児科 田原正英他
「当院小児科入院患児『283 名』についての統計」

上天草総合病院 小児科 田原正英他

「初診時に猩紅熱と誤診した Yersinia pseudotuberculosis 感染症の同胞例」
苓北医師会病院 小児科 濱口正道他
「当院における経会陰的前立腺 10 ヶ所生検の検討」
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大塚泌尿器科・産婦人科クリニック 大塚芳明他
「当院における STD の現状について」

大塚泌尿器科・産婦人科クリニック 大塚芳明他

「扁桃摘出・ステロイドパルス療法が奏効した IgA 腎症の一例」 木山・中村クリニック 木山 茂他
「大腸穿孔性腹膜炎 65 例の検討」

天草地域医療センター 外科 冨樫陽彦他

「CT 遠隔診断及び PET で癌が疑われたが CT 下肺生検で結核と判明した肺結節の一例」
中村医院 中村 修他
「当院代謝内科における糖尿病患者の臨床像」

上天草総合病院 代謝内科 櫨川岩穂他

「Oral Allergy Syndrome の 1 例」

猪口医院 猪口成美他

「骨粗鬆症による脊椎病的圧迫骨折の病態」

松田整形外科医院 松田秀雄他

「過去 1 年間に見られた偽通風 15 例のまとめ」

苓北医師会病院 内科 黒田 豊他

「涙小管断裂の 2 症例」

うらた眼科 浦田謙二

第 24 回（平成 19 年 10 月 20 日）
「天草地域医療センターにおける高齢者退院後の在宅復帰状況について」
荘田医院 荘田恭聖他
「当院小児科における発達支援外来」

天草市立新和病院 小児科 多久肇一

「経鼻的上部消化管内視鏡の使用経験」

市丸医院 市丸壽彦

「当院における穿刺法による経皮的気管切開キットの使用経験」
上天草総合病院 内科 和田正文他
「日本紅斑熱の一例」

天草地域医療センター 内科 有富 聡他

「空洞内に真菌症を併発した広汎進展性非結核性抗酸菌症の一死亡例」
荘田医院 荘田恭聖他
「当院における肺炎症例のまとめ‐過去 1 年間における 83 例の検討より‐」
苓北医師会病院 内科 黒田 豊
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「左室心筋梗塞部位に広範囲に石灰化を来たした陳旧性心筋梗塞の一例」
上天草総合病院 循環器科 脇田富雄
「透視撮影台を使用した Head-up Tilt 試験により診断した神経調節性失神の一例」
上天草総合病院 循環器科 脇田富雄
「血栓捕捉カテーテル“Filtrap”を用いて変性静脈グラフトに対する冠動脈インターベンションを施
行した症例」
天草地域医療センター 循環器科 山本浩一郎
「横・S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例」

天草地域医療センター 脳神経外科 植田 裕他

「IgA 腎症の 3 例における扁桃摘出・ステロイドパルス療法の経験」
木山・中村クリニック 木山 茂他
「長期経静脈鉄剤投与に起因する続発性ヘモクロマトーシスの一例」
上天草総合病院 内科 南 信広他
第 25 回（平成 20 年 10 月 18 日）
「生理的心臓ペーシング治療について～右室心尖部ペーシングの功罪」
天草地域医療センター 循環器科 中村尚太他
「度重なる精神的ストレスによる胸部症状を訴え、来院し一過性の ST-T 異常、拡張能障害を呈し
た一例」
おおどうクリニック 大堂孝文他
「Lynch 症候群Ⅱと思われる 1 家系（経過観察を中心に）」
健康保険天草中央総合病院 外科 竹口東一郎他
「糞便イレウスの 1 例」

市丸医院 市丸壽彦

「十二指腸癌を合併した FAP 大腸癌に対する十二指腸 ESD」
天草地域医療センター 外科 原田和人他
「進行肺腺癌において化学療法が著効を呈した 1 例」
32

天草地域医療センター 内科 幸 宏道

「上天草市基本住民検診における肺機能検査の経時的変化の検討」
上天草総合病院 内科 和田正文他
「注意欠陥多動性障害（AD/HD）におけるメチルフェニデートの効果」
天草市立新和病院 小児科 多久肇一
「血清反応陰性脊椎関節症と思われた 1 例」

松田整形外科医院 松田秀雄他

「ロービジョンケアへの取り組み」

うらた眼科 浦田謙二

「エタンブトール中毒症例の問題点」

うらた眼科 浦田謙二

第 26 回（平成 21 年 10 月 17 日）
「当院におけるマンモトーム生検について」

健康保険天草中央総合病院 外科 村上聖一他

「骨粗鬆症性恥骨坐骨骨折」

松田整形外科医院 松田秀雄他

「糖尿病患者に生じた下肢ガス産生性感染症の 2 例」
上天草総合病院 代謝内科 櫨川岩穂他
｢一般内科診療のなかで経皮経食道胃管留置術、略して PTEG、を施行した 8 例について｣
上天草総合病院 内科 坂本興美他
「心不全増悪時に Adaptive-Servo Ventilation が奏効した陳旧性心筋梗塞症の一例」
上天草総合病院 循環器内科 脇田富雄他
「第 3 の薬剤溶出性冠動脈ステント“Endeavor”について」
天草地域医療センター 循環器科 渕上俊一郎他
「視野障害を呈した脳血管障害の 2 例」

中村医院 中村 修

「箱庭療法の実際」

天草市立新和病院 小児科 多久肇一

「当院と関連施設の職員の喫煙に関する意識調査結果‐10 年前と比較して‐」
上天草総合病院 呼吸器内科 宮川比佐子他
第 27 回（平成 22 年 10 月 23 日）
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「箱庭療法を行い、比較的良好な経過をたどった心因反応の男児例」
天草市立新和病院 小児科 多久肇一他
「アルコール関連疾患の治療と地域断酒会の紹介」

酒井病院 酒井保之他

「白内障術後の眼外傷 4 症例の検討」

うらた眼科 浦田謙二

「偽関節よりみた脊椎圧迫骨折の治療戦略」

松田整形外科医院 松田秀雄

「難治性脊髄性疼痛に対して脊髄刺激療法が有効であった後縦靭帯骨化症の一例」
天草地域医療センター 脳神経外科 高島大輝他
「急性腎障害で発症した尿細管間質性腎炎の 1 例」

木山・中村クリニック 木山 茂他

「循環器疾患患者における血清カリウム濃度のマネージメント」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文
「肺癌と紛らわしい画像所見を呈した肺炎の一例」

荘田医院 荘田恭聖他

「上天草市周辺在住のマイコプラズマ IgM 陽性者 30 名の M.pneumoniae 培養・遺伝子診断結果
の検討」
上天草総合病院 小児科 神園慎太郎他
「当院の内痔核に対する ALTA 療法の検討」

上天草総合病院 外科 福田 誠他

「ヘリによる母体搬送」

上天草総合病院 産婦人科 中 くみ子他

「2 型糖尿病患者における低用量アスピリンの動脈硬化性疾患一次予防効果に関する研究
（JPAD 研究）サブ解析結果」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文他
「心臓 CT の現状について」

天草地域医療センター 循環器内科 渕上俊一郎他

第 28 回（平成 23 年 10 月 29 日）
「末梢動脈疾患（Peripheral arterial disease:PAD）に対する経皮的血行再建～腎動脈・鎖骨下動
脈について～」
天草地域医療センター 循環器科 中村尚太他
「当院での心臓リハビリテーションの現状」

上天草総合病院 循環器科 脇田富雄他
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「内科診療のなかで出会う両側声帯麻痺の症例の特徴」

上天草総合病院 内科 坂本興美他

「CT ガイド下肺生検により診断された肺野型肺癌 6 例の検討」

中村医院 中村 修

「魚骨による小腸穿通の 1 例」

上天草総合病院 外科 城野英利他

「当院における日本紅斑熱 52 症例の臨床的検討」

上天草総合病院 内科 和田正文他

「急性冠症候群患者の末梢循環血液において Class A Macrophage Scavenger Receptor(SR-A)
陽性単球は特異的に増加する」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文他
「MDCT（256 列）による、冠動脈疾患の侵襲的治療後 8 年以上経過した 3 症例についての評価」
堀田循環器内科 堀田 覚他
「高齢者へのメトホルミン投与は安全か？『乳酸値による安全性の評価』」
上天草総合病院 代謝内科 山城武司他
「髄質嚢胞腎の 1 例‐蛋白尿陰性の進行性 CKD‐」

木山・中村クリニック 木山 茂

第 29 回（平成 24 年 10 月 27 日）
「広範な脳浮腫を伴った側脳室内海綿状血管腫の 1 例」
天草地域医療センター 脳神経外科 吉川 真他
「胃瘻造設後の嘔吐に対処するため、経胃瘻空腸栄養と持続的胃液排液を可能にするカテーテ
ルを活用した 4 例」
上天草総合病院 内科 坂本興美他
「当院におけるリエゾン精神医学の現状‐急性期治療病棟の入退院を中心に‐」
酒井病院 酒井保之他
「当院における糖尿病診療への取り組み（その 2）」
「当院における結核症入院患者の動向と特徴」
「気管内腫瘤による気道狭窄を来した甲状腺癌の一例」
「劇症型 A 群溶連菌感染症によるフルニエ壊疽の一例」
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あしはら医院 葦原建一他
栖本病院 内科 水流添 覚他
中村医院 中村 修

天草地域医療センター 泌尿器科 佐藤 誠他
「当院で ASV 療法導入を試みた心不全患者の特徴」

上天草総合病院 循環器科 脇田富雄

「心不全の治療オプションとしての陽圧呼吸療法 Adaptive Servo Ventilation（ASV）の有用性を中
心に」
天草地域医療センター 循環器科 野崎俊光他
「無菌性髄膜炎を合併した日本紅斑熱の一例」

上天草総合病院 内科 石田隼一他

「喀血を主訴に来院した日本紅斑熱の一例」

上天草総合病院 内科 和田正文他

「上天草市における日本紅斑熱患者マダニ刺傷日の検討」
上天草総合病院 内科 和田正文他
第 30 回（平成 25 年 10 月 26 日）
「日本紅斑熱の流行地として当院の役割」

上天草総合病院 内科 和田正文他

「日本紅斑熱患者のマダニ刺し口の検討」

上天草総合病院 内科 和田正文他

「自殺未遂による当院への入院‐3 年間の救急医療との連携‐」
「死亡診断書死体検案書から見た在宅医療」

上天草総合病院 内科 坂本興美

「Crowned dens Sｙndrome の 7 例」

松田整形外科医院 松田秀雄

「視力障害を初発症状として SIADH と診断された一例」
「ステロイドが奏効した RS3PE 症候群の一例」
「産褥心について」

酒井病院 酒井保之他

上天草総合病院 内科 村本 啓他

上天草総合病院 循環器科 前田幸佑他
天草地域医療センター 循環器内科 伊藤彰彦他

第 31 回（平成 26 年 10 月 25 日）
「精神科医療における警察との連携‐7 年間に警察官が関与して当院に入院となった例（平成 19
年～25 年）‐」
酒井病院 酒井保之他
「ヘルスケア・コミュニティへの取り組み～多職種連携のモデル作り～」 苓北クリニック 倉本剛史
「肺出血を伴って急激に発症した MPO‐ANCA 関連腎炎の一例」
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中村医院 中村 修

「87 歳で腸回転異常症と診断され、手術を施行した一例」
天草地域医療センター 外科 山尾宣暢他
「心臓リハビリテーションにおける呼吸代謝モニタシステムの有用性について」
天草地域医療センター 循環器内科 片山哲治
「画像診断ガイドライン 2013 年版について」

天草地域医療センター 放射線科 横山公一

「下肢痙縮に対してボツリヌス毒素（ボトックス®）の治療効果が得られた脳性まひ児の 1 例」
はまゆう療育園 小児科 佐藤克之他
「当院発達小児科外来における発達障害および肢体不自由への取り組み」
天草慈恵病院 発達小児科 多久肇一他
「紅斑が出現する前に疑った日本紅斑熱の 1 例」

上天草総合病院 内科 和田正文他

「極初期に SFTS（重症熱性血小板減少症候群）を疑い、鑑定診断・治癒に至った 1 例」
上天草総合病院 内科 和田正文他
第 32 回（平成 27 年 10 月 24 日）
「Drug Eluting Balloon について」

天草地域医療センター 循環器内科 境野成次他

「労作により心拍数の下降と血圧の低下を来たした症例」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文
「血管内皮機能検査について」

中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文

「認知症診断における画像診断の有用性について」
天草地域医療センター 放射線科 吉田守克他
「うつ病における他医療機関との連携（平成 25・26 年当院初診者から）」 酒井病院 酒井保之他
「マダニ吸血状態で来院した日本紅斑熱の 1 例」

上天草総合病院 内科 和田正文他

「マダニ吸血において『発病する人』と『しない人』の違いは何か？」
上天草総合病院 内科 和田正文他
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「摂食・嚥下障害対策チームの取り組み」

上天草総合病院 歯科口腔外科 福田敏博他

「終末期を病院から施設にうつって過ごした 2 例、医療介護連携の実際について」
上天草総合病院 内科 坂本興美
「重症心身障碍児者在宅日中活動支援家族アンケート調査の分析」
はまゆう療育園 小児科 松岡輝樹他
「入園児・者の血中低カルボキシルオステオカルシン濃度の検討」
はまゆう療育園 小児科 佐藤克之他
第 33 回（平成 28 年 10 月 22 日）
「超高齢者（96 歳）の重症大動脈弁狭窄症による難治性心不全に対して TAVI(Transcatheter
Aortic Valve Implantation：経カテーテル的大動脈弁植え込み術)が奏功した一例」
天草地域医療センター 循環器内科 境野成次
「1 年以内で卒業可能であった HbA1c：14％の糖尿病症例」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文
「医療機関・施設との連携から長期入院者の退院支援を考える（5 年間の経験より）」
酒井病院 酒井保之他
「緊張型統合失調症を疑われ、精神科病院へ紹介入院となった抗 NMDA 受容体脳炎の 1 例」
酒井病院 酒井 透他
「小児期より経過を観察し、成人後職場の理解で就業が可能となっている注意欠如多動症
（ADHD）の 1 例」
天草慈恵病院 発達小児科 多久肇一他
「肉眼的血尿と急性腎不全を呈した急性腎炎症候群の成人例」

木山・中村クリニック 木山 茂

「巨大膀胱結石の 1 例」

大塚泌尿器科クリニック 大塚芳明他

「右下腿に限局した皮疹を呈した日本紅斑熱の 1 例」

上天草総合病院 内科 和田正文他

「患者居住地を視点とした日本紅斑熱多発地域のホットスポット」
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上天草総合病院 内科 和田正文他
第 34 回（平成 29 年 10 月 21 日）
「天草多職種連携 ICT ネットワーク事業について：地域包括ケアへの取り組み」
荘田医院 荘田恭聖他
「2016 年度在宅看取りのまとめ」

天草ふれあいクリニック 積 豪英

「精神疾患入院者の身体合併症での転院治療（5 年間の経験）」
「当院における日本紅斑熱の標準治療」

酒井病院 酒井保之他

上天草総合病院 内科 和田正文他

「近赤外光イメージング装置を用いた嗜好把握の試み」
「小児の外来診療における心理検査の役割」

はまゆう療育園 小児科 小菅浩史他

天草慈恵病院 発達小児科 多久肇一他

「高血圧を主訴に来院された連続症例における、レニン活性および血中アルドステロン濃度の
検討」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文
第 35 回（平成 30 年 12 月 1 日）
「月経周期と関連した急速交代型双極性障害の 3 例」

酒井病院 酒井 透他

「高齢者の入退院と他医療機関・施設との連携（平成 29 年当院の経験から）」
酒井病院 酒井保之他
「高血圧を主訴に来院された新患におけるレニン活性および血中アルドステロン濃度の検討
その 2」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文
「高血圧患者における高アルドステロン分泌の男女差に対する検討」
中山内科・循環器内科クリニック 中山雅文
「腎梗塞を契機に診断されたアミロイド－シスの 1 例」
天草地域医療センター 臨床研修医 松永光平他
「深在性肝損傷に対しＩＶＲと外科的治療で救命し得た一例」
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天草地域医療センター 臨床研修医 原 理大他
「当院におけるマダニ刺症の検討～マダニ種別による違い～」
上天草総合病院 内科 和田正文他
「複数回のマダニ刺症により牛肉アレルギーを発現した 1 症例」
上天草総合病院 内科 和田正文他
「血清Ｎａ91ｍＥｑ/ｌの低Ｎａ血症をきたした膵性糖尿病の一例」
天草地域医療センター 糖尿病代謝内科 中嶋仁美他
「病院機能評価（慢性期病院 3ｒｄＧ：Ｖｅｒ．2.0）訪問審査に向けての当園入所者の権利の見直し
について
はまゆう療育園 小児科 佐藤克之他
「摂食嚥下機能訓練における嚥下造影検査（ＶＦ）の役割」
はまゆう療育園 小児科 多久肇一他
「天草在宅ネットひかりワンチームＳＰを用いた多職種ＩＣＴネットワーク 当院での使用経験」
中村医院 中村 修
「ひかりワンチームＳＰ」を用いた多職種連携事業－天草在宅ネットについて
荘田医院 荘田恭聖
「無料低額診療事業を利用し看取りを行った 2 例について」
天草ふれあいクリニック 積 豪英
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