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主催した学会 
第６７回日本呼吸器学会／日本結核病学会 九州支部秋季学術講演会 11/18-19,2011 
渡辺憲太朗 
 
著書（和文） 
藤田昌樹、山口徹、北原三夫、福井次矢 編集. 「今日の治療指針 2011」発疹チフス. 212: 
2011. 医学書院 
 
藤田昌樹. 永井良三 監修 「呼吸器研修ノート」:非結核性抗酸菌症. 非結核性抗酸菌症. 
440-444:2011 
 
藤田昌樹. 社団法人 日本感染症学会 編集 「感染症専門医テキスト 第 I 部解説編」:C.
アクチノマイセス症. 945-948:2011. 診断と治療社 
 
藤田昌樹. 大江裕一郎、新海 哲、高橋俊二 編集 「がん救急マニュアル」: 敗血症. 144-
147:2011. 南江堂 
 
藤田昌樹、濱田直樹、中西洋一. 田中雅夫監修、清水周次編集、やさしくわかる内視鏡 検

査・治療・ケア: 呼吸器の治療. 173-175:2011. メディカルビュー社 
 
濱田直樹、藤田昌樹、中西洋一. 田中雅夫監修、清水周次編集、やさしくわかる内視鏡 検

査・治療・ケア: 呼吸器の診断. 166-172:2011. 照林社 
 
藤田昌樹. II-14. 感染症治療における漢方薬の活用-Con 漢方薬を使わない: 呼吸器の治療. 
173-175:2011. 照林社 
 
原著（英文） 
Nagata N, Kitasato Y, Wakamatsu K , Kawabata M, Fukushima K, Kajiki A, Kitahara Y 
and Watanake K.  Prognostic value of immunohistochemical surfactant protein A 
expression in regenerative/hyperplastic alveolar epithelial cells in idiopathic interstitial 
pneumonias. 
 Diagnostic Pathology  6:25.2011 
 
Ikegame S, Maki S, Wakamatsu K, Nagata N, Kumazoe H, Fujita M, Nakanishi Y, 



Kawasaki M, Kajiki A. Nutritional assessment in patients with pulmonary 
nontuberculous mycobacteriosis.  Intern Med.  50(21): 2541- 6: 2011 
 
Fujita M, Kajiki A, Tao Y, Miyazaki M, Ouchi H, Harada E, Ikegame S, Matsumoto T, 
Uchino J, Watanabe K, Nakanishi Y  The clinical efficacy and safety of a 
fluoroquinolone-containing regimen for pulmonary MAC disease  J Infect Chemother  
18:146-151,2012 
 
Fujita M, Tokunaga S, Ikegame S, Harada E, Matsumoto T, Uchino J, Watanabe K, 
Nakanishi Y  Identifying risk factors for refractory febrile neutropenia in patients with 
lung cancer  J Infect Chemother  18:53-58,2012 
 
Ikegame S,Wakamatsu K, Kumazoe H, Kawasaki M, Fujita M,Nakanishi Y,Harada M, 
Kajiki A A retrospective analysis of 111 cases of pneumococcal pneumonia: clinical 
features and prognostic factors.  Intern Med  51(1),37-43,2012 
 
原著（和文） 
白石素公、児玉 多、平野涼介、竹田悟志、吉田祐士、藤田昌樹、渡辺憲太朗  間質性肺炎

における肺気腫の合併と肺高血圧、％FEV1 との関連  日本呼吸器学会雑誌  49(11): 810-
815: 2011 
 
渡辺憲太朗、永田忍彦、北里裕彦、若松謙太郎、鍋島一樹 上葉優位型肺線維症 難治性疾

患克服事業 びまん性肺疾患に関する調査研究 平成２３年度報告書 
 
総説（和文） 
渡辺憲太朗 Lumpers and Splitters 呼吸と循環 59(2): 117: 2011 
 
渡辺憲太朗 IIPs と侵襲的検査 呼吸と循環 59(8): 2011 
 
渡辺憲太朗 器質化肺炎 診断と治療 呼吸 31:3-8, 2012 
 
渡辺憲太朗 閉塞性細気管支炎 2012 今日の治療指針 p282．2012 医学書院 
 
藤田昌樹 呼吸器感染症最新の治療 臨床と研究 88: 1042-1046: 2011 
 
長尾啓一、加藤誠也、高梨信吾、猪狩英俊、辻 博、五十里明、徳永 修、沖本二郎、渡辺



憲太朗、鈴木公典 クオンティフェロン TB ゴールドの使用指針 日本結核病学会予防委員

会 結核 86: 839-844: 2011 
 
藤田昌樹 抗酸菌症（結核・非結核性） 臨床と研究 88：1533－1538、2011 
 
症例報告（英文） 
Ikegame S, Wakamatsu K, Fujita M, Nakanishi Y, Harada M, Kajiki A.  A case of 
isoniazid-resistant miliary tuberculosis in which tuberculous meningitis paradoxically 
developed despite systemic improvement.  J Infect Chemother. 689-93 oct17(5) 2011 
 
Ikegame S, Wakamatsu K, Fujita M, Nakanishi Y, Kajiki A.  A case of isoniazid-
induced liver injury diagnosed by use of the DLST, and successful reintroduction of 
isoniazid for pleural tuberculosis.  J Infect Chemother. 530-3 Aug;17(4) 2011 
 

学会報告（国際学会） 
European Respiratory Society Annual Congress,  Amsterdam   
渡辺憲太朗 他.  Forced vital capacity decreases rapidly in patients with idiopathic 
upper lobe-dominant pulmonary fibrosis.   
 
学会報告（国内総会） 
第 51 回日本呼吸器学会学術講演会 
白石素公 他. 気腫を伴う間質性肺炎の機能的検討  
藤田昌樹 他. 肺癌科学療法に関連した発熱性好中球減少症の検討 
原田泰志 他. 慢性線維化型間質性肺炎の fibroblastic foci と肺機能の相関に関する検討 
藤田昌樹 他. 肺移植後感染症の検討 
平野涼介 他. 当院における肺癌を疑い手術を施行したが肺癌ではなかった症例の検討 
内野順治 他. 当院における悪性胸膜中皮腫の検討 
松本武格 他. 当院における多剤耐性アシネトバクター感事例に関する概要  呼吸器感染症を中心として 
 
第 85 回日本感染症学会総会学術講演会 
松本武格 他.  肺癌科学療法後に生じた発熱性好中球減少症の検討   
藤田昌樹 他.  寄生虫感染症の検討 
 
第 86 回日本結核病学会総会 
藤田昌樹 他.  Clara cell secretory protein 発現低下による M.avium 感染症軽減効果  
松本武格 他.   肺癌と識別が困難であった肺抗酸菌症の検討 



 
第 52 回日本肺癌学会総会 
内野順治 他.  当院における中等度催吐性リスクの抗がん剤に対するアプレピタントの有用性の検討 
 
第61回日本アレルギー学会秋季学術大会 
藤田昌樹 他.  筋炎症状に乏しい皮膚筋炎（CADM）に合併した間質性肺炎の検討 
 
第31回日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会総会 
平野涼介 他.  サルコイドーシスにおける閉塞性障害 

 
学会報告（国内地方会） 
第 66 回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部春季学術講演会 

竹田悟志 他． 口内病変が疑われた Wegener 肉芽腫症の 1 例 

 

第67回日本呼吸器学会日本結核病学会九州支部秋季学術講演会 

「肺の日」市民公開講座 11.19.2011 

渡辺憲太朗 白石素公 いのちの贈り物 〜肺移植って何ですか 
 
田代尚樹 他． 高IL-6血症を伴った原発性肺癌の一例 

松本武格 他． 肺癌化学療法に関連した発熱性好中球減少症の検討 

内野順治 他． 進行非小細胞肺癌に対するＰＡＣとＣＢＤＣＡの第2相試験ＬＯＧＩＫ0403の貧血に

関するレトロスペクティブ調査 

廣田貴子 他． 既治療非小細胞肺癌におけるドセタキセル+Ｓ－1併用療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 

矢次  博 他． 肺癌術後3年が経過した後、創部に膿瘍を認めた1例 

井形文保 他． 肺高血圧を伴った気管支喘息の1例 

牛島真一郎 他． 貧血を契機に肺癌の小腸転移を診断しえた1例 

平野涼介 他． 肺気腫合併肺腺維症における肺高血圧に対してＰＤＥ－５阻害薬とＥＲＡを投薬した1例 

吉田祐士 他． 当科におけるエコーガイド下気管支リンパ節穿刺について 

児玉 多 他． 有痛性皮下結節を伴うサルコイドーシスの一例 

 

第 51 回日本肺癌学会九州支部学術講演会 

吉田祐士 他． ドセタキセル投与による過敏症が出現した 3 症例 

平野涼介 他． 多発空洞性肺病変を伴った膀胱癌の 1 例 

 

第 19 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 9 回九州びまん性肺疾患研究会 

平野涼介 他． サルコイドーシスにおける閉塞性障害 



 

第 81 回日本感染症学会西日本地方会学術集会 

藤田昌樹 他． 肺移植後感染症の検討 

松本武格 他． 抗 MRSA 薬を処方した症例で、喀痰から MRSA が検出された症例についての検討 

 

 

 

 


