
２００９年度 

 

臨床業績 

外来 10,933 名  

入院 28 床（ 5階北病棟、5階西病棟）  

年間入院患者数：484 人  

肺癌 254 名、呼吸器感染症 60 名、間質性肺炎 40名、気管支喘息・COPD 13 名、睡眠時無呼吸症

候群 85名、その他 32 名 

 

著書（和文） 

渡辺憲太朗．職業性・物理化学因子性呼吸器疾患 じん肺．内科学書.384-394 中山書店、東京

（2009） 

 

藤田昌樹 他．NEW専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ １１．感染症 CASE08 右

下肺野の腫瘤陰影を指摘され、来院した70歳女性  pp109-115 日本医事新報社 東京(2009) 

 

藤田昌樹 他．抗菌薬のかしこい使い方／渡辺 彰 編、最低限知っておきたい抗菌薬の基礎知

識 βラクタム系薬  pp262-273 南江堂 東京(2009)  

 

原著（英文） 

Akagi T, Matsumoto T, Harada T, Tanaka M, Kuraki T, Fujita M, Watanabe K． Coexistent 

emphysema delays the decrease of vital capacity in idiopathic pulmonary fibrosis. Respir 

Med.  2009, 103:1209-1215.  

 

Uchino J, Takayama K, Harada A, Kawakami Y, Inoue H, Curiel DT, Nakanishi Y.. hTERT 

promoter-based conditionally replicative adenoviruses are useful for lung cancer and other 

solid cancer treatment Fukuoka Igaku Zasshi. 2009, 100:338-48. 

 

Niki Y, Fujita M et al. Nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens 

conducted by the Japanese Society of Chemotherapy in 2007: general view of the pathogens' 

antibacterial susceptibility. J Infect Chemother. 2009, 15:156-167.  

 

原著（和文） 

豊島秀夫、松本紫朗、 栃木隆男、 松本強、 門田淳一、 林真一郎、 興梠博次、 河野茂、相澤

久道． 成人気管支喘息におけるイージー・アズマ・プログラム（EAP）の有用性についての検

討 呼吸 2009, 28:1131-1136.  



 

吉村尚江、藤 洋美、成田千加、徳重智絵美、大坪千麻、結城万紀子、稲満紗斗美、塩塚昭一、

高田 徹、渡辺憲太朗、松永 彰. 2006年から 2008 年の 3年間に分離された緑膿菌の薬剤感受

性に関する検討. The Japanese Journal of Antibiotics. 62. 502-508. 2009 

 

総説（和文） 

藤田昌樹．COPD の診断と治療．筑紫医師会報 2009, 34:22-26 

 

藤田昌樹、安西慶三．糖尿病と肺炎球菌．月刊糖尿病 2009, 1:114-121 

 

症例報告（英文） 

Harada T, Nabeshima K, Matsumoto T, Akagi T, Fujita M, Watanabe K. Histological findings 

of the computed tomography halo in pulmonary sarcoidosis. Eur Respir J. 2009, 34:281-283.  

 

Kusuhara K, Ohga S, Hoshina T, Saito M, Sasaki Y, Ishimura M, Takada H, Fujita M, Hara 

T. Disseminated Bacillus Calmette-Guérin lymphadenitis in a patient with gp91phox- chronic 

granulomatous disease 25 years after vaccination. Eur J Pediatr.  2009, 168:745-747.  

 

症例報告（和文） 

平塚昌文, 白石武史, 樋口隆男, 柳沢純, 岩崎昭憲, 久良木隆繁, 藤田昌樹, 渡辺憲太朗, 高

松泰, 田村和夫, 枡屋愛, 鍋島一樹, 高石真奈美, 白日高歩 造血幹細胞移植後閉塞性細気管

支炎に対する脳死肺移植 原疾患悪性リンパ腫の再発例 移植 2009, 44:198-203 

 

白石武史, 久良木隆繁, 藤田昌樹, 渡辺憲太朗, 他．重症呼吸不全児に施行した生体肺移植 小

児外科 2009, 41:220-225 

 

学会報告（国際学会） 

14th APSR、Seoul  

藤田昌樹 他．Clinical efficacyof micafungin-itraconazole combination in pulmonary 

aspergilloma.  

豊島秀夫 他．The effect of tiotropium inhalation capsules and inhaled salmeterol on 

spirometry and inspiratory capacity in patients with COPD 

吉村 力 他．One night effect of CPAP and adaptive servo-ventilation (ASV) therapy in 

patients with Cheyne-stoke respiration (CSR) 

 



2009 Asian-Pacific Symposium on Respiratory Diseases West China Conference of Respiratory 

Medicine 

渡辺憲太朗. New insight into the pathogenesis of interstitial pulmonary fibrosis and the 

update on diagnosis and treatment.  

 

学会報告（国内総会） 

第 83 回日本感染症学会総会 

藤田昌樹 他．Von Recklinghausen 病（NF-1）に合併した肺アスペルギルス症の 2 例 

松本武格 他．診断に難渋した感染性脊椎炎の 2 例 

 

第 57 回日本化学療法学会総会 

藤田昌樹 他．ニューキノロン系抗菌薬投与後に発症した出血の副作用（ワークショップ） 

 

第 49 回日本呼吸器学会総会 

藤田昌樹 他．間質性肺炎に対する治療としてのタクロリムス使用経験 

豊島秀夫 他．慢性閉塞性肺疾患に対する臭化チオトロピウムとサルメテロールの吸入併用の効

果についての検討 

赤木隆紀 他．Churg-Strauss syndrome(Allergic granulomatous angiitis)の 9 症例  

原田泰志 他．慢性間質性肺炎のfibroblastic fociと肺機能の相関に関する検討 

廣田貴子 他．拘束性障害を呈した生体肺移植症例の一剖検例 

松本武格 他．当施設における薬剤性肺障害の検討 

吉村 力 他．Chyene-stokes呼吸(CSR)におけるCPAP、Adaptive servo-ventilation(ASV)の治

療効果の検討 

 

第 49 回日本肺癌学会総会 

藤田昌樹 他．当院における悪性胸膜中皮腫症例の検討 

豊島秀夫 他．小細胞肺癌に対するアムルビシン塩酸塩単独化学療法の検討  

 

第33回日本睡眠学会総会 

吉村 力 他．Chyene-stokes呼吸(CSR)およびComplex SASでのAdaptive 

servo-ventilation(ASV)のtitrationの検討 

 

学会報告（国内地方会） 

第 63 回日本呼吸器学会九州支部秋季学術講演会 

松本武格 他．薬剤性肺障害の１症例 

丸田 弾（研修医）、廣田貴子 他．健診で発見された肺胞蛋白症の一例 



 

第 63 回日本呼吸器学会九州支部秋季学術講演会 

豊島秀夫 他．肺移植登録され急性増悪にて死亡した特発性肺線維症の一例 

児玉 多 他．筋症状を伴わない皮膚筋炎（CADM）に間質性肺炎を合併した２症例の検討 

竹田悟志 他．孤立性肺結節陰影を初発所見とした絨毛癌の１例 

吉村 力 他．拡張型心筋症と睡眠時無呼吸症候群を合併し、PAP（CPAP, ASV）療法で心機能が

著明に改善した 2例 

 

第 49 回日本肺癌学会九州地方会 

藤田昌樹 他．ANCA関連血管炎に合併した MALTomano 一例 

竹田悟志 他．縦隔腫瘍類似の画像所見を呈した悪性胸膜中皮腫の 1 例 

 

第 79 回日本感染症学会西日本地方会総会 

藤田昌樹 他．悪性リンパ腫との鑑別を要した播種性 Mycobacterium avium 症の一例 

松本武格 他．診断に難渋した感染性脊椎炎の 2 例 

 

第 32 回気管支鏡学会九州支部総会 

松本武格 他．薬剤性肺炎患者の気管支肺胞洗浄液所見の検討 

廣田貴子 他．当院で経験した肺胞蛋白症の 2例 

ーアップ中に心病変が加わったサルコイドーシスの１例 


