
森永亮太郎
第 314 回日本内科学会九州地方会
2016．8．6…宮崎県宮崎市

8．病巣の切除で抗 Glycopeptidolipid-core…IgA 抗体が低
下した肺 Mycobacterium…avium…complex 症の２例
首藤久之、大谷哲史、門田淳一
第 86 回日本感染症学会西日本地方会学術集会
2016．11．25…沖縄県宜野湾市

9．稀な EGFR 遺伝子変異を有する肺腺癌３例に対す
る afatinib の使用経験
森永亮太郎、渡邉絵里奈、菅　貴将、増田大輝、
大谷哲史、白尾国昭
第 57 回日本肺癌学会学術集会
2016．12．19…福岡県福岡市

10．小細胞肺癌に合併した SIADH に低用量トルバプ
タンが有効であった２例
森永亮太郎、渡邉絵里奈、菅　貴将、大谷哲史、
白尾国昭
第 57 回日本肺癌学会学術集会
2016．12．20…福岡県福岡市

11．クリゾチニブ不応の脳転移病変にアレクチニブが
有効であった ALK 融合遺伝子陽性肺腺癌の２例
増田大輝、森永亮太郎、渡邉絵里奈、牛嶋量一、
菅　貴将、表絵里香、大谷哲史、門田淳一
第 57 回日本肺癌学会学術集会
2016．12．21…福岡県福岡市

（講演会・研究会等）
1．肺がんの新しい薬物療法

森永亮太郎
県民公開講座　『がん患者さんと家族の集い』
2016．2．28…大分県大分市

2．肺がん薬物療法の現状と今後の展望
森永亮太郎
がん薬物療法認定薬剤師講習会
2016．3．17…大分県大分市

3．初回治療としてのジオトリフ使用経験
森永亮太郎
Meet…the…Expert…–…Lung…Cancer…–…
2016．7．13…大分県大分市

4．プラチナ既治療進行・再発非小細胞肺癌に対す
る weekly…nab-Paclitaxel 単独療法の第 II 相試験…

（KTOSG1301）

森永亮太郎、興梠博次、他 12 名
第 21 回九州肺癌カンファレンス
2016．7．16…福岡県福岡市

5．当院における Nivolumab 臨床導入への取り組み
森永亮太郎
Immuno-Oncology…Seminar…in…Oita
2016．8．3…大分県大分市

6．当院における初回治療でのアファチニブ使用経験
森永亮太郎
Lung…Cancer…Expert…Meeting
2016．8．6…福岡県福岡市

7．免疫チェックポイント阻害剤の実地臨床への導入
　～チーム医療体制の構築～

森永亮太郎
I-O…Management…Seminar…in…Oita…
2016．9．13…大分県大分市

8．自己免疫関連副作用対策について専門的な立場か
らの見解－間質性肺炎－
大谷哲史
I-O…Management…Seminar…in…Oita…
2016．9．13…大分県大分市

9．Bevacizumab を投与する前に知っておきたいこと
大谷哲史
第２回肺がん若手研究会
2016．11．18…大分県大分市

（座　長）
1．森永亮太郎

第 57 回日本肺癌学会学術集会
2016．12．20…福岡県福岡市

血液内科

（論　文）
1．Nomura…S,…Maeda…Y,… Ishii…K,…Katayama…Y,…Yagi…

H,…Fujishima…N,…Ota…S,…Moriyama…M,… Ikezoe…T,…
Miyazaki…Y,…Hayashi…K,…Fujita…S,…Satake…A,…Ito…T,…
Kyo…T,…Tanimoto…M.
Relationship…between…HMGB1…and…PAI-1… after…
allogeneic…hematopoietic…stem…cell…transplantation
J…Blood…Med.…7:1-4,2016

2．Kubo…K,…Miyazaki…Y,…Murayama…T,…Shimazaki…R,…
Usui…N,…Urabe…A,…Hotta…T,…Tamura…K.……
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A…randomized,…double-blind…trial…of…pegfilgrastim…
versus… f i lgrastim… for… the… management… of…
neutropenia…during…CHASE（R）…chemotherapy…
for…malignant…lymphoma…
Br…J…Haematol.…174:563-570,2016

3．Fuji… S,… Inoue…Y,…Utsunomiya…A,…Moriuchi…Y,…
Uchimaru…K,…Choi… I,…Otsuka…E,…Henzan…H,…Kato…
K,…Tomoyose…T,…Yamammoto…H,…Kurosawa… S,…
Matsuoka…K,…Yamaguchi…T,…Fukuda…T.
Pre t ransp l an ta t i on … an t i -CCR4 … an t i body…
mogamulizumab…against… adult…T-cell… leukemia/
lymphoma… is… associated… with… significantly…
increased… risks… of… severe… and… corticosteroid-
refractory…graft-versus-host…disease,…nonrelapse…
mortality,…and…overall…mortality
J…Clin…Oncol.…34:3426-3433,2016

4．Takata…H,…Ikebe…T,…Sasaki…H,…Miyazaki…Y,…Ohtsuka…E,…
Saburi…Y,…Ogata…M,…Shirao…K
Two… e lder ly … pat i ents … wi th … ph i l ade lph ia…
chromosome… positive…mixed… phenotype… acute…
leukemia…who…were… successfully… treated…with…
dasatinib…and…prednisolone
Intern…Med.…55:1177-1181,2016…

5．Ikebe…T,… Sasaki… H,… Takata…H,…Miyazaki… Y,…
Ohtsuka…E,…Saburi…Y,…Ogata…M,…Shirao…K
Toxoplasmic…encephalitis…with…untreated…hairy…cell…
leukemia…variant
Intern…Med.…55:3175-3180,2016…

6．Saburi…Y,…Otsuka…E,…Urabe…S,…Satou…A.
Follicular… lymphoma… associated…with…marked…
proliferation…of…Mott…cells
Int…J…Hematol.…104:639-640,2016

（学会発表）
1．悪性高血圧症に伴う血栓性微小血管障害症の１例

山口奈保美、本田周平、高田寛之、宮𥔎泰彦、
大塚英一、佐分利能生、木﨑佑介、村松浩平、
瀬口正志、柴富和貴
第 312 回日本内科学会九州地方会　
2016．1．16…福岡県福岡市

2．臍帯血移植生着時期の euthyroid…sick…syndrome に
対し甲状腺ホルモン補充療法を行った ATL 症例
池邉太一、佐々木人大、高田寛之、宮𥔎泰彦、
大塚英一、佐分利能生
第 38 回日本造血細胞移植学会総会

2016．3．3－5…愛知県名古屋市

3．HLA 一致非血縁者間同種移植後中枢神経再発をき
たし、HLA1 座不一致血縁者間同種移植にて寛解を
維持しているフィラデルフィア染色体陽性急性リ
ンパ性白血病…（Ph+ALL）…の一例
橋本　恒、本田周平、宮𥔎泰彦、高田寛之、
大塚英一、佐分利能生
第 38 回日本造血細胞移植学会総会
2016．3．3－5…愛知県名古屋市

4．同種造血幹細胞移植後に視神経脊髄炎関連疾患を
発症した１例
坂本千明、高田寛之、宮𥔎泰彦、佐分利益穂、
兒玉憲人、法化図陽一、本田周平、大塚英一、
佐分利能生
第 38 回日本造血細胞移植学会総会
2016．3．3－5…愛知県名古屋市

5．造血幹細胞移植生着時期に発症した食道裂傷の２例
佐分利益穂、佐々木人大、吉田奈津美、井谷和人、
梨本佑子、高野久仁子、宮𥔎泰彦、大塚英一、
佐分利能生、幸野和洋、緒方正男、白尾国昭
第 38 回日本造血細胞移植学会総会
2016．3．3－5…愛知県名古屋市

6．ニロチニブにより長期の高度汎血球減少をきたし
た慢性骨髄性白血病
本田周平、高田寛之、宮𥔎泰彦、大塚英一、
佐分利能生
第６回日本血液学会九州地方会
2016．3．19…福岡県福岡市

7．当院におけるMogamulizumab の使用経験
高田寛之、大塚英一、井谷和人、佐分利益穂、
池邉太一、宮𥔎泰彦、佐分利能生、緒方正男
第３回日本 HTLV-1 学会学術集会
2016．8．26－28…鹿児島県鹿児島市

8．May-Hegglin…異常
佐分利能生、大塚英一、宮𥔎泰彦、河野克也、
國島伸治
第 30 回日本臨床内科医学会
2016．10．8－9…東京都新宿区…

9．Two…cases…of…Ph-negative…MDS…developing…after…
nilotinib…therapy…for…CML-CP
Honda…S,…Takata…H,…Inoue…Y,…Ikebe…T,…Okuhiro…K,…
Itani…K,…Miyazaki…Y,…Otsuka…E,…Saburi…Y
第 78 回日本血液学会学術集会

－ 152 －



2016．10．13－15…神奈川県横浜市

神経内科

（論　文）
1．法化図陽一、徳永紘康

痙攣で発症し、プロテイン S 欠損症が判明した左
横静脈洞血栓症の 1 例。
脳卒中症候学症候編－診療の深みを理解する－西
村書店 ,…p658-660,2016

2．法化図陽一、藤富真吾
若年女性で突発性の対麻痺を呈し、ステロイドパ
ルス療法で症状の改善を認めた脊髄動静脈奇形の
１例。
脳卒中症候学症候編－診療の深みを理解する－西
村書店 ,…p681-683,2016

3．法化図陽一、日野天佑
左下肢の神経根症が前景に立った脊髄硬膜外動静
脈瘻の一例。
脳卒中症候学症候編－診療の深みを理解する－西
村書店 ,…p684-686,2016

（学会発表）
1．アミロイドPET を用いたPlasma…Biomarker の検討

石橋正人、木村成志、安倍芳武、高橋竜一、
片山徹二、藪内健一、軸丸美香、松原悦郎
第 57 回日本神経学会学術大会
2016．5．19…兵庫県神戸市

2．脳出血透析患者の特徴および急性期予後に関する
因子の検討
岡田敬史、中島隆宏、萩原隆朗、佐多玲子、
濱田陸三、竹之内聖三、三重陽一、常磐光弘、
神田直昭
第 57 回日本神経学会学術大会
2016．5．20…兵庫県神戸市

3．家族性痙性対麻痺と診断されていたALS4 の１家系
谷口雄大、岡田敬史、石橋正人、法化図陽一、
橋口昭大、松浦英治、髙嶋　博
第 214 回日本神経学会九州地方会
2016．6．14…佐賀県佐賀市

4．治療に難渋したパーキンソン病の２症例
法化図陽一、岡田敬史、谷口雄大、石橋正人、
八塚洋之、三宮邦裕
第７回大分難病研究会

2016．7．9…大分県別府市

5．フィンゴリモドを導入した多発性硬化症の３症例
谷口雄大、岡田敬史、石橋正人、法化図陽一
第 7 回大分難病研究会
2016．7．9…大分県別府市

6．治療に難渋したパーキンソン病の３症例
法化図陽一、岡田敬史、谷口雄大、石橋正人、
八塚洋之、三宮邦裕
大分パーキンソン病研究会
2016．7．22…大分県大分市

7．フィンゴリモドを使用した多発性硬化症の３例
谷口雄大、岡田敬史、石橋正人、法化図陽一
大分パーキンソン病研究会
2016．7．22…大分県大分市

8．物忘れで発症したIgG4 関連疾患の１例
中野光司、石橋正人、谷口雄大、岡田敬史、
法化図陽一
第 215 回日本神経学会九州地方会
2016．9．10…鹿児島県鹿児島市

9．フィンゴリモドを導入した多発性硬化症をの３症例
谷口雄大、岡田敬史、石橋正人、法化図陽一
第 215 回日本神経学会九州地方会
2016．9．10…鹿児島県鹿児島市

10．当科での急性期脳梗塞に対するｔ-PA、血管内治
療の現状と課題
岡田敬史、谷口雄大、石橋正人、法化図陽一
大分県立病院神経内科開設 40 周年記念講演会
2016．11．5…大分県大分市

11．当科におけるフィンゴリモドを投与した多発性硬
化症の検討
谷口雄大、岡田敬史、石橋正人、法化図陽一
大分県立病院神経内科開設 40 周年記念講演会
2016．11．5…大分県大分市

12．25 年を顧み、今後を展望する
法化図陽一、谷口雄大、岡田敬史、石橋正人
大分県立病院神経内科開設 40 周年記念講演会
2016．11．5…大分県大分市

13．ギラン・バレー症候群との鑑別に苦慮したシェー
グレン症候群による末梢神経障害の 1 例
谷口雄大、岡田敬史、石橋正人、法化図陽一、
中村友紀、松浦英治、髙嶋　博
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