
２０１０年度 

 

臨床業績 

外来  15,503 名  

入院 28 床（ 5 階北病棟、5階西病棟）  

入院患者数 536 名  

（肺癌 266 名、呼吸器感染症 60 名、間質性肺炎 56 名、気管支喘息・COPD 24 名、睡眠時無呼吸

症候群 96 名、その他 34 名）  

 

原著（英文） 

Fujita M, Harada, E, Matsumoto T, Yuichi M, Ikegame S, Ouchi H, Inoshima I, Yoshida S, 

Watanabe K, Nakanishi Y. Impaired host defense against Mycobacterium avium in mice with 

chronic granulomatous disease. Clin Exp Immunol. 2010, 160:457-460  

 

Fujita M, Ouchi H, Inoue Y, Inoshima I, Ohshima T, Yoshimura C, Wataya H, Kawasaki M, 

Tokunaga S, Nakanishi Y. Clinical efficacy and safety of cefepime in febrile neutropenic 

patients with lung cancer J Infect Chemother. 2010, 16:113-7 

 

Harada T, Nabeshima K, Hamasaki M, Uesugi N, Watanabe K, Iwasaki H. Epithelial-mesenchymal 

transition in human lungs with usual interstitial pneumonia: quantitative 

immunohistochemistry. Pathol Int. 2010, 60:14-21.  

 

Yoshimura C, Yamaguchi Y, Toyoshima H, Watanabe K. Elevated serum uric acid in patients 

with severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. 日本臨床生理学会会誌 2010, in 

press. 

 

Onimaru M, Ohuchida K, Nagai E, Mizumoto K, Egami T, Cui L, Sato N, Uchino J, Takayama 

K, Hashizume M, Tanaka M. Combination with low-dose gemcitabine and 

hTERT-promoter-dependent conditionally replicative adenovirus enhances cytotoxicity 

through their crosstalk mechanisms in pancreatic cancer. Cancer Lett. 2010, 294:178-86. 

 

原著（和文） 

白石武史、白石素公、藤田昌樹、渡辺憲太朗、他． 福岡大学肺移植プログラム初期５年間の年

次統計．福岡大学紀要 2010, 37:133-142 

 

総説（和文） 



渡辺憲太朗 桑原康雄．肺癌と結核および非結核性抗酸菌症との鑑別．臨床と研究 2010, 

87:1644-1648 

 

藤田昌樹．TNF-αと呼吸器感染症．Prog. Med. 2010, 30:246-254 

 

原田泰志、藤田昌樹、渡辺憲太朗．肺活量からみたピルフェニドン治療の奏功例． 治療学 2010, 

44:97-99 

 

原田泰志 渡辺憲太朗．胸膜炎．医学と薬学 2010, 64:471-477 

 

症例報告（英文） 

Harada T, Nabeshima K, Yoshimura C, Kawabata Y, Fujita M, Watanabe K．A young woman with 

interstitial pneumonia and coexisting deposition of surfactant proteins. Intern Med. 2010, 

49:1427-31 

 

症例報告（和文） 

廣田貴子、濱崎 慎、原田泰志、藤田昌樹、鍋島一樹、渡辺憲太朗．サードラインで用いた S-1

が有効であった印環細胞成分を有する肺腺癌の１例．肺癌 2010, 50:287-291 

 

松本武格、藤田昌樹、吉村 力、豊島秀夫、喜多村泰輔、石倉宏恭、渡辺憲太朗．カルバペネム

及びキノロン投与中に発症した Acinetobacter baumannii による院内肺炎の一例．日本感染症

学会誌 2010, 84:305—308 

 

吉村 力、豊島秀夫、西川宏明、松本武格、朔 啓二郎、渡辺憲太朗．拡張型心筋症と睡眠時無

呼吸症候群（SAS）を合併し、陽圧呼吸療法（CPAP, ASV）で心機能が著明に改善した 2例．心臓 

2010, 42:1525-1530 

 

学会報告（国際学会） 

20th ERS, Barcelona 

藤田昌樹 他．The depletion of clara cell secretory protein leads to increase resistance 

against Mycobacterium avium infection 

原田泰志 他．The prognostic significance of fibroblastic foci in usual interstitial 

pneumonia and nonspecific interstitial pneumonia 

廣田貴子 他．Annual changes of serum KL-6 were inversely correlated with those of 

respiratory function parameters in patients with nonspecific interstitial pneumonia 

 



学会報告（国内総会） 

第 50 回日本呼吸器学会総会   

藤田昌樹 他．非結核性抗酸菌症、特に MAC 症に対する GFLX の有効性と安全性の検討－追跡報

告― 

藤田昌樹 他．当院における悪性胸膜中皮腫症例の治療成績  

白石素公 他．特発性間質性肺炎の呼吸機能と肺動脈圧 

原田泰志 他．ピルフェニドン投与症例の呼吸機能の検討  

松本武格 他．切除不能 III 期非小細胞肺癌に対するパクリタキセル/カルボプラチン同時放射

線治療およびビノレルビン地固め療法第 II 相試験－LOGIK0401－． 

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 4症例の検討 

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吸入の効果についての検討 

吉村 力 他．Chyene-stokes 呼吸(CSR)における Adaptive servo-ventilation(ASV)治療の長期

効果の検討 

 

第 33 回日本呼吸器内視鏡学会総会 

藤田昌樹 他．当院における悪性胸膜中皮腫症例の検討 

 

第 84 回日本感染症学会総会  

藤田昌樹 他．MAC 症に対するニューキノロン系抗菌薬の MIC 

松本武格 他．当科における発熱性好中球減少症について． 

 

第 28 回日本アレルギー学会総会 

藤田昌樹 他．当院における Churg-Strauss syndrome 症例の検討  

 

第 58 回日本化学療法学会総会 

藤田昌樹 他．当院における肺癌化学療法に伴う好中球減少性発熱の検討  

 

第 51 回日本肺癌学会総会 

藤田昌樹 他．肺癌化学療法に関連した発熱性好中球減少症の検討 

平野涼介 他．肺炎様陰影を生じた肺癌の検討 

藤田昌樹. 肺癌治療に伴う好中球減少時の感染症対策～最新知見を考慮した最適治療の検討～ 

 

第 8回日本臨床腫瘍学会学術集会 

内野順治 他．III 期非小細胞肺癌に対する CBDCA＋PAC 併用同時放射線治療および VNR 地固め

療法第 II 相試験 

 



第 30 回 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会総会 

原田泰志 他．肺胞蛋白症に類似したサーファクタント蛋白の沈着と肉芽腫を伴う間質性肺炎の

1例 

 

学会報告（国内地方会） 

第 64 回呼吸器学会九州支部春季学術講演会 

廣田貴子 他．間質性肺炎と呼吸機能検査（シンポジウム） 

竹田悟志 他．当院で診断に至った肺アスペルギローマの 11 例の検討 

及川圭祐（研修医）、松本武格 他．検診で発見された肺底区動脈大動脈起始症の１例 

 

第 65 回呼吸器学会九州支部秋季学術講演会 

児玉 多 他．肺癌との鑑別に苦慮した PET 陽性の非結核性抗酸菌症の４例 

竹田悟志 他．4重癌を呈した２例 

平野涼介 他．胸水中の LAM 細胞で診断した LAM の 1例 

吉田祐士 他．画像上結核との鑑別を要したサルコイドーシスの１例 

 

第 50 回日本肺癌学会九州支部会 

廣田貴子 他．当院での悪性胸膜中皮腫の検討 

松本武格 他．四重癌の一例 

児玉 多 他．慢性膿胸関連悪性リンパ腫（Pyothorax-associated lymphoma）の 1例 

竹田悟志 他．肺炎と紛らわしい陰影で入院となり、精査の結果より肺癌と診断された１例 

吉田祐士 他．肺腺癌患者に混合型小細胞肺癌が合併した一例 

 

第 33 回気管支鏡学会九州支部総会 

松本武格 他．肺野末梢小結節性陰影で気管支鏡ナビゲーションシステムが有用であった１症例 

 

第 80 回日本感染症学会西日本地方会学術集会 

藤田昌樹 他．動物由来の回虫による内臓幼虫移行症の１症例 

松本武格 他．ニューモシスチス肺炎（PCP）発症を契機に診断された AIDS の 2例 

 

第 18 回日本サルコイドーシス・肉芽腫性疾患学会九州地方会／第 8回九州びまん性肺 

疾患研究会  

平野涼介 他．心窩部痛・胸背部痛を主訴に受診した Churg-Strauss 症候群(CSS)の１例 

 



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 



２００８年度 

 

臨床業績 

外来 10,971 名  

入院 28 床（ 5 階北病棟、5階西病棟）  

平均在院日数：20.1 日、1日平均入院患者数：26.9 名年間入院患者数：486 人  

肺癌 222 名、呼吸器感染症 59 名、間質性肺炎 52 名、気管支喘息・COPD 21 名、睡眠時無呼吸症

候群 125 名、その他 9名 

 

著書（和文） 

渡辺憲太朗．局所性肺気腫．日本臨床別冊呼吸器症候群 I pp631-634, 日本臨床社、大阪（2008） 

 

渡辺憲太朗．肺気腫症．別冊呼吸器症候群 I pp665-668, 日本臨床社、大阪（2008） 

 

渡辺憲太朗．II 高齢者の生理・病態生理 呼吸器 In 老年腫瘍学 pp46-48, 文光堂、東京

（2008） 

 

渡辺憲太朗．肺ランゲルハンス細胞組織球症 pulmonary Langerhans’cell histiocytosis 

(pulmonary LCH) 今日の治療指針 pp227, 医学書院、東京（2008） 

 

原著（英文） 

Fujita M, Ikegame S, Ye Q, Harada E, Ouchi H, Inoshima I, Watanabe K, Mason RJ, Nakanishi 

Y.．Attenuation of pulmonary hypertension, but not emphysematous change, by breeding 

emphysema model mice at sea level. Cytokine. 2008, 41:286-292.  

Fujita M, Mizuta Y, Ikegame S, Ouchi H, Ye Q, Harada E, Inoshima I, Yoshimi M, Watanabe 

K, Nakanishi Y．Biphasic effects of free radical scavengers against bleomycin-induced 

pulmonary fibrosis. Pulm Pharmacol Ther. 2008, 21:805-811. 

 

Fujita M, Ikegame S, Harada E, Ouchi H, Inoshima I, Watanabe K, Yoshida S, Nakanishi Y．

TNF receptor 1 and 2 contribute in different ways to resistance to Legionella 

pneumophila-induced mortality in mice. Cytokine. 2008, 44:298-303  

 

Imaoka H, Hoshio T, Takei S, Kinoshita T, Okamoto M, Kawayama T, Kato S, 

Iwasaki H, Watanabe K, Aizawa H. Interleukin-18 production and pulmonary function 

in COPD. Eur Respir J. 2008, 31:287-297 



 

Ouchi H, Fujita M, Ikegame S, Ye Q, Inoshima I, Harada E, Kuwano K, Nakanishi Y．The role 

of collagenases in experimental pulmonary fibrosis. Pulm Pharmacol Ther. 2008, 21:401-408 

 

Takayama K, Kawasaki M, Ninomiya K, Motohiro A, Fujita M, Watanabe K, Kajiki A, Iwami F, 

Miyazaki N, Izumi M, Hara N, Nakanishi Y．Phase II study of uracil-tegafur plus cisplatin 

in patients with previously untreated advanced non-small cell lung cancer. Respirology. 

2008, 13:103-107 

 

Niki Y, Fujita M et al．The first nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens 

conducted by the Japanese Society of Chemotherapy. Part 1: a general view of antibacterial 

susceptibility. J Infect Chemother. 2008, 14:279-290. 

 

原著（和文） 

豊島秀夫, 森田正勝, 富田健一, 鈴宮淳司, 渡辺憲太朗．福岡大学筑紫病院での成人気管支喘息

におけるイージ・アズマ・プログラムの有用性についての検討．福岡大学医学紀要 2008, 35:35-39 

 

白石武史、久良木隆繁, 藤田昌樹, 渡辺憲太朗, 他．福岡大学生体肺移植プロトコール‐実施

基準に関する我々のポリシー‐ 福岡大学紀要 2008, 35:119-125 

 

総説（和文） 

渡辺憲太朗．NSIP の過去・現在・未来．呼吸と循環 2008, 56:601-608  

 

藤田昌樹 橘 宣祥．感染症における皮膚病変 ８．リケッチャ感染における皮膚病変（つつが

虫病の刺し口、皮疹）化学療法の領域 2008, 24:183-188 

 

症例報告（和文） 

宗玄圭司, 田中誠, 村岡加苗, 松本武格, 白石素公, 荒牧竜太郎, 吉村力, 山本文夫, 久良木

隆繁, 渡辺憲太朗．マクロライド系抗菌薬が無効であったマイコプラズマ肺炎の 1例．日本呼吸

器学会雑誌 2008, 46:111-115 

 

吉村 力、久良木隆繁、石橋正義、荒牧竜太郎、豊島秀夫、白石素公、藤田昌樹、渡辺憲太朗．

ＮＰＰＶが有効であった肥満低換気症候群によるⅡ型呼吸不全の一例.福岡大学医学紀要 2008, 

35:205-210 

 

白石武史、久良木隆繁、藤田昌樹、渡辺憲太朗、他．びまん性過誤腫性肺脈管筋腫症（Pulmonary 



lymphangioleiomyomatosis）に対する一肺葉生体肺移植－福岡大学における二度目の生体肺移植

手術－ 福岡大学紀要 2008, 35:99-106 

 

森田正勝、豊島秀夫、他．S-1+CPT-11 併用療法が奏功した多剤抵抗性肺扁平上皮癌の 1例．癌

と化学療法 2008, 35:479-482 

 

学会報告（国際学会） 

18th ERS、Berlin 

藤田昌樹 他．Impaired Host Defense against Mycobacterium avium in Mice with Chronic 

Granulomatous Disease.  

赤木隆紀 他．Coexistent pulmonary emphysema delays the decrease in vital capacity in 

patients with idiopathic pulmonary fibrosis 

 

学会報告（国内総会） 

第 48 回日本呼吸器学会総会 

藤田昌樹 他．慢性肉芽腫症モデルマウスにおける Mycobacterium avium 感受性 

久良木隆繁 他．4歳男児に対して行った生体肺移植術後の呼吸機能について 

 

第 83 回日本結核病学会総会 

藤田昌樹 他．非結核性抗酸菌症、特に MAC 症に対する GFLX の有効性と安全性の検討 

 

第 82 回日本感染症学会総会 

藤田昌樹 他．MAC 症における MIC と治療成績の関係 

 

第 32 回日本睡眠学会総会 

吉村 力 他．脳腫瘍（solitary fibrous tumor）が原因と考えられた二次性ナルコレプシーの

1例 

 

第 57 回日本アレルギー学会秋季学術大会 

豊島秀夫 他．Easy asthma program (EAP)の有効性についての検討 

 

学会報告（国内地方会） 

第 60 回日本呼吸器学会九州支部春季学術講演会 

佐藤絵美（研修医）、藤田昌樹 他．約 20 年間の緩徐な経過を呈した肺腺癌の１例 

倉元美津代（研修医）、赤木隆紀 他．家族発症が考えられた若年 DPB の 1例 

松本 治（研修医）、松本武格 他．11 年後に再発した夏型過敏性肺炎の１症例 



 

第 61 回日本呼吸器学会九州支部秋季学術講演会 

藤田昌樹 他．XDR－Tb の一例 

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 

荒牧竜太郎 他．Churg-Strauss syndrome (Allergic granulomatous angiitis)の７症例 

廣田貴子 他．上葉優位の間質性肺炎を認めた生体肺移植症例の一剖検例 

松本武格 他．肺炎球菌による肺化膿症の１症例 

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

果をみた2例 

藤田昌樹、猪島一朗、吉田 誠、渡辺憲太朗、中西洋一. 超多剤耐性結核(ＸＤＲ-ＴＢ）の一

例 

 

第 48 回日本肺癌学会九州支部会 

松本武格 他．高齢者非小細胞肺癌に対するゲムシタビン、カルボプラチン併用化学療法の

Bi-weekly 投与の検討‐LOGIK0406- 

 

第 78 回日本感染症学会西日本地方会 

藤田昌樹 他．気管支結石症に合併した肺放線菌症の一例 

藤田昌樹 他．肺アスペルギローマに対するミカファンギンとイトラコナゾール併用療法の臨床

的検討 

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

 

第 56 回日本化療学会西日本支部総会 

藤田昌樹 他．肺癌化学療法に伴う好中球減少性発熱に対するセフェピムの有効性と安全性の検

討 

 

第 31 回気管支鏡学会九州支部総会 

上村徳郎（研修医）、松本武格、他．通常の気管支内視鏡検査では診断がつかず、EBUS-TBNA で

確定診断が得られた肺腺癌の 1例 

 



２００７年度 

 

臨床業績 

入院 28 床（ 5 階北病棟、5階西病棟）  

平均在院日数：16.2 日、年間入院患者数：515 人  

肺癌 249 名、呼吸器感染症 56 名、間質性肺炎 69 名、気管支喘息・COPD 26 名、睡眠時無呼吸症

候群 99 名、その他 26 名 

 

著書（和文） 

藤田昌樹．呼吸機能 看護師国家試験 弱点克服サブノート pp120-127 メディカルレビュー社、

東京(2007) 

 

総説（英文） 

Fujita M, Nakanishi Y. The pathogenesis of COPD: Lessons learned from in vivo animal models. 
Medical Science Monitor. 2007, 13:RA19-24. 
 

Fujita M, Nakanishi Y. Two different functions of doxycycline which is both an 

antimicrobial agent and an immunemodulator. Anti-Infective Agents in Medicinal Chemistry. 

2007, 6:228-242. 

 

総説（和文） 

渡辺憲太朗．間質性肺炎における肺機能検査の再評価．THE LUNG-perspectives 2007, 

15:449-452 

 

渡辺憲太朗．間質性肺炎のガイドライン．呼吸と循環 2007, 55:1315-1321 

 

渡辺憲太朗．冬季における各種疾患の診療の実際 高齢者の肺炎．臨牀と研究 2007, 

84:1617-1620  

 

渡辺憲太朗. COPD 臨床 Q&A１～５ テキストには載っていない Question を専門家がやさしく解

説. COPD Frontier 2007, 6:282-286  

 

渡辺憲太朗. 家庭画報 健康相談室 長引く咳. 家庭画報 2007, 50:446  
 

渡辺憲太朗. 症例からみる肺疾患のＣＴ画像 肺疾患をＣＴで診る-びまん性肺疾患【塵肺】 

珪肺. Medicina 2007, 44:315-317 



 

白日高歩、上野孝男、岩崎昭憲、吉永康照、吉村 力、渡辺憲太朗. 特集/“COPD up to date” 

COPD の外科療法  -最近の VRS も含めて-. 成人病と生活習慣病 2007, 37:1053-1059 

 

柳原克紀、藤田昌樹. 細菌感染症への新たな治療戦略 抗菌薬に頼らない細菌感染症治療の開

発に向けて－序－. 化学療法の領域 2007, 23:1249-1250 
 

藤田昌樹. 細菌感染症への新たな治療戦略 アポトーシス誘導を中心とした非結核性抗酸菌症

新規治療治療法の開発. 化学療法の領域 2007, 23:1294-1299 

 

藤田昌樹、池亀 聡、中西洋一. 臨床で活かす各系統の抗菌薬の特性 ４）カルバペネム系抗

菌薬. 感染症と抗菌薬 2007, 10:147-153 

 

原著（英文） 

Fujita M, Harada E, Ikegame S, Ye Q, Ouchi H, Inoshima I, Kuwano K, Nakanishi Y． Doxycycline 

attenuated lung injury by its biological effect apart from its antimicrobial function.  

Pulm Pharmacol Ther. 2007, 20: 669-675 

 

症例報告（英文） 

Shiraishi T, Kuraki T, Watanabe K, et al. Living-donor single-lobe lung transplantation 

for bronchiolitis obliterans in a 4-year-old boy. J Thorac Cardiovasc Surg 2007, 

134:1092-1093 

 

Ouchi H, Fujita M, Ikegami S, Inoshima I, Harada E, Nakanishi Y. Successful treatment of 

refractory chronic necrotizing pulmonary aspergillosis with micafungin.J Infect Chemother. 

2007, 13:258-262 

 

症例報告(和文) 

荒牧竜太郎、 久良木隆繁、 白石素公、 白日高歩、 鍋島一樹、 渡辺憲太朗．多形癌の 3 例 ．

肺癌 2007, 47:59-64 

 

吉村力、 久良木隆繁、 豊島秀夫、 白石素公、 渡辺憲太朗、 吉田稔、 岩崎昭憲、 白日高歩．

肺容量減少術を実施した重症 Chronic Obstructive Pulmonary Disease 症例の術後経過．福岡大

学医学紀要 2007, 34:299-303 

 

白石武史、久良木隆繁、渡辺憲太朗、他．福岡大学における第一例目の生体肺移植 －４歳幼児



に対する生体一肺葉移植 福岡大学紀要 2007, 34:139-147 

 

池亀 聡、藤田昌樹、他． 肺癌との鑑別が困難であった血清抗原陰性の肺クリプトコッカス症

の 2例 肺癌 2007, 47:251-255 

 

工藤恭子、藤田昌樹、他．喀血後 5年の経過を経て診断に至った肺ノカルジア症の一例 日本呼

吸器学会雑誌 2007, 45:952-956 

 

原田英治、大山真有美、藤田昌樹、深町幸一郎、吉見通洋、桑野和善、中西洋一. 急性呼吸不

全を呈した amyopathic dermatomyositis の１剖検例. 日本胸部臨床 2007, 66:106-166 

 

 
学会報告（国際学会） 

12th APSR  

吉村 力 他．Prevalence of Nocturia and Benign Prostatic Hypertrophy (BPH) in 

Patients with Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome (OSAHS) 

 

学会報告（国内総会） 

第 47 回日本呼吸器学会総会 

豊島秀夫 他．Relationship between inspiratory capacity and sleep-disordered breathing 

in patients with COPD 

荒牧竜太郎 他．Churg-Strauss syndrome(Allergic granulomatous angiitis)の 6 症例 

松本武格 他．β-D グルカンを指標にしたニューモシスチス肺炎の臨床診断と ST 合剤及びステ

ロイドの有効性の検討 

吉村 力 他．閉塞性睡眠時無呼吸低呼症候群(OSAHS)患者における夜間頻尿の検討 

 

第 81 回日本感染症学会総会 

藤田昌樹 他. DOXY の非結核性抗酸菌症における減弱効果.  
 

第 55 回日本化学療法学会総会 

藤田昌樹 他. 肺癌化学療法に伴う好中球減少性発熱に対する、初期治療抵抗性に関わる危険因

子の検討. 

 

第 82 回日本結核病学会総会 

藤田昌樹 他. 当院における Non-MAC,Non-kansasii 非結核性抗酸菌症の検討 

 



第 47 回日本呼吸器学会総会 

藤田昌樹 他. 肺感染症の病態と診療の研究における進歩 Clara cell secretory protein と

Mycobacteriumavium 感染 

 

学会報告（国内地方会） 

第 58 回日本呼吸器学会九州支部春季学術講演会 

松本武格 他．Castleman 病と鑑別が困難であった肺のリンパ増殖性疾患の一症例 

田中 誠 他．マクロライド系薬による治療中に増悪したマイコプラズマ肺炎の２例 

吉村 力 他．閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）患者における夜間頻尿の検討‐前立腺肥大症

（BPH）の合併について‐ 

田中 誠 他. マクロライド耐性を示し、ペア血清で診断されたマイコプラズマ肺炎の１症例 

 

第 59 回日本呼吸器学会九州支部秋季学術講演会 

赤木隆紀 他．肺気腫合併間質性肺炎の臨床―とくに呼吸機能の推移（シンポジウム） 

松本武格 他．潰瘍性大腸炎に合併した間質性肺疾患の 3症例 

田中 誠 他．閉塞性換気障害から拘束性換気障害へと変化した１例 

 

第 47 回日本肺癌学会九州地方会 

田中 誠 他．肺癌に大腸癌・肝癌・前立腺癌を異時及び同時に発症した四重癌症例 

吉村 力 他．Von Recklinghausen 病(NF-1)に合併した肺癌の 2例 

 

第 15 回日本サルコイドーシス・肉芽腫性疾患学会九州地方会／第 5回九州びまん性肺 

疾患研究会  

吉村 力 他．フォロ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 


