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和文論文発表

血液腫瘍内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

沖田佳奈美	 田中　英夫
黒田　芳明	 井原　章裕

早期発症型へパリン起因性血小板減少症
（HIT）の 1 例

広島医学 62（8） 406-410 2009.08

神経内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

鳥居　　剛	 山田　淳夫
大庭　信二	 寺澤　英夫 *
片岡　　敏 *	 山根　冠児 *
北村　　健 *	 寺坂　　薫 *

呉 市 に お け る 脳 梗 塞 超 急 性 期 tissue	
Plasminogen	Activator　静注療法の現状と
課題

広島医学 62（3） 125-130 2009.03

中森　正博	 鳥居　　剛
久保　智司	 杉浦　智仁
山田　淳夫

遺残原始舌下動脈を伴うアテローム血栓症
塞栓症の 1 例

神経内科 71（1） 81-84 2009.07

呼吸器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

益田　　武	 福原　和秀
吉田　　敬	 中野喜久雄
大森　謙一	 谷山　清己

Gefitinib 投与後に Erlotinib が有効であった
原発性肺癌による髄膜癌腫症の２症例

肺癌 49（2） 207-213 2009.04

中野喜久雄	 益田　　武
吉田　　敬	 福原　和秀

進行再発非小細胞肺癌に対する化学療法中
止と緩和医療移行の検討

肺癌 49（6） 836-843 2009.10

循環器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

川本　俊治	 河本　泰宏
富永　理子	 松本眞理子
藤川美和子	 上池　　渉
佐治　文隆

国立病院機構 19 施設の白内障・水晶体の疾
患に対するベンチマーク　DPC 支払制度を
使った国立病院機構 19 施設の白内障 ･ 水晶
体の疾患に対する治療及び医療費の比較検討

医療 63（1） 18-23 2009.01

松田　守弘	 下村伊一郎 * アディポカイン・サイトカイン炎症とイン
スリン抵抗性

BIO	Clinica 24(3) 239-243 2009.03

川本　俊治	 富永　理子
大下美紀恵	 上池　　渉

電子カルテ・認証システムの導入が処方・
与薬のヒヤリ・ハット報告に与える影響に
ついて

日本医療マネジメント学
会雑誌

10（2） 443-448 2009.09

松村　　誠 *	 井上　一郎 *
岡本　光師 *	 川上　恭司 *
川本　俊治	 木原　康樹 *
才野原照子 *	 鹿田　一成 *
田中　幸一 *	 土手　慶五 *
林　　拓男 *	 藤井　　隆 *
堀江　正憲 *	 森島　信行 *
森山美知子 *	 柳原　　薫 *
山田　信行 *
広島県地域保健対策協議会医
療システム専門委員会急性心
筋梗塞医療連携推進 WG

医療システム専門委員会急性心筋梗塞医療
連携推進 WG　平成 20 年度　医療システム
専門委員会急性心筋梗塞医療連携推進 WG
報告書

広島医学 62（12） 573-588 2009.12

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

小早川英夫	 大森　　寛
藤田　康孝	 坪井きく子
竹林　　実

Sertraline によるセロトニン症候群を呈した
1 例

精神医学 51（2） 125-127 2009.02
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竹林　実 シグマ受容体からみた fluvoxamine の臨床
特性の可能性

臨床精神薬理 12（3） 604-610 2009.03

大森　　寛	 藤田　洋輔
坪井きく子	 岩本　崇志
中津　啓吾	 藤田　康孝
小早川英夫	 竹林　　実

当院精神科病棟における身体合併症治療の
現状

広島医学 62（3） 138-141 2009.03

竹林　　実	 久岡　一恵
内藤　　寛 *	 龍治　　英 *

高齢者のメンタルヘルスおよび生活状況に
関する研究―広島県北部地域における実態
調査の試行―

生命環境学術誌 1 25-37 2009.03

柴崎　千代	 藤田　康孝
坪井きく子	 藤田　洋輔
岩本　崇志	 中津　啓吾
小早川英夫	 大森　　寛
竹林　　実

修正型電気けいれん療法（ECT）のパルス
波治療器およびサイン波治療器の使用調査

精神医学 51（9） 841-848 2009.09

大森　　寛	 藤田　康孝
岩本　崇志	 中津　啓吾
小早川英夫	 竹林　　実

呉医療センターにおける維持電気けいれん
療法（ECT）の現状について

臨床精神医学 38（11） 1621-1626 2009.11

小児科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

石川　暢恒 *	 川口　浩史 *
宮河真一郎	 佐藤　　貴 *
西村真一郎 *	 小林　正夫 *

Posterior	 reversible	 encephalopathy	
syndrome と考えられた 7 例の検討

日本小児科学会雑誌 113（1） 64-68 2009.01

宮河　真一郎 カルチノイド症候群 小児科診療 72
（増刊号）

317 2009.04

泉　　陽子	 則松　知章
小倉　聖剛	 隅　　誠司
西村　　裕	 宮河真一郎

コントロール不良な眼筋型重症筋無力症の
1 例

広島医学 62（5） 262-264 2009.05

藤目　文子 *	 尾形　明子 *
在原　理沙 *	 宮河真一郎
神野　和彦 *	 小林　正夫 *
鈴木　伸一 *

1 型糖尿病患児を対象としたキャンプがセル
フエフィカシー、病気に関する知識、ストレ
ス反応、HbA1c に及ぼす影響

行動療法研究 35(2) 167-175 2009.05

小林　良行 *	 宮河真一郎
隅　　誠司	 西村　　裕
塩津　麻美 *	 田中　丈夫 *

感染経路として水平感染が考えられた急性
B 型肝炎の１女児例

小児科臨床 62（6） 1119-1123
（87-91）

2009.06

小倉　聖剛	 川上　洋介
竹原　和宏	 熊谷　正俊
水之江知哉	 谷山　清己

術後組織にて診断された悪性転化を伴う卵
巣成熟嚢胞性奇形腫の 1 例

広島医学 62（11） 546-549 2009.11

宮河真一郎	 小倉　聖剛
則松　知章	 隅　　誠司
満田　直美	 西村　　裕
繁田　正信	 水之江知哉
下中　秋子	 田寺加代子
田中　丈夫 *

多剤耐性淋菌性膣炎の乳児例 小児科臨床 62（11） 2393-2396 2009.11

外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

片山　晃子	 小関　萬里
富永　春海	 清水　洋祐

孤立性脳転移に対して手術を施行した直腸癌
の 1 例

日本大腸肛門病学会雑誌 62（1） 55-59 2009.01

遠藤　俊治	 小関　萬里
畑中　信良	 富永　春海
黒住　和史	 上池　　渉

特発性胆嚢穿孔の 2 例 日本臨床外科学会雑誌 70（2） 157-162 2009.02

遠藤　俊治	 小関　萬里
富永　春海	 三隅　俊博
谷峰　直樹	 上池　　渉

真性腸石を伴った Meckel 憩室炎の 1 例 日本臨床外科学会雑誌 70（7） 2017-2021 2009.07
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乳腺外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

加藤　大典	 戸井　雅和 *
稲本　　俊 *	 杉江　知治 *
金尾昌太郎 *	 岡村　隆仁 *
諏訪　裕文 *	 鍛　　利幸 *
山内智香子 *	 光森　通英 *
三上　芳喜 *

乳房部分切除後の断端陽性に対する取り扱い
の比較検討 -41 施設へのアンケートによる調
査結果から -

乳癌の臨床 243（1） 158-159 2009.01

整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

澁谷　亮一 *	 城山　　晋
信貴　経夫	 倉都　滋之

頸部脊髄症での脊髄内血流測定 脊髄機能診断学 31（1） 52-59 2009.01

森本　時光	 寺山　弘志
城山　　晋	 蜂須賀裕己
信貴　経夫	 倉都　滋之

Metal-on-metal	THA 後に進行した異物肉芽
腫性病変の 2 例

中部日本整形外科災害外
科学会雑誌

52（2） 333-334 2009.03

金城　聖一	 倉都　滋之
森本　時光	 立石　耕介
城山　　晋	 信貴　経夫

仙骨骨巨細胞腫の 2 例 中部日本整形外科災害外
科学会雑誌

52（2） 393-394 2009.03

倉都　滋之	 原田　　敦 *
中野　哲雄 *	 出口　正男 *
末吉　泰信 *	 町田　正文 *
伊東　　学 *	 米澤　嘉朗 *
松山　幸弘 *

骨粗鬆症性椎体圧迫骨折に対する外固定治
療の現状と課題

Osteoporosis	Japan 17（2） 182-186 2009.04

原田　　敦 *	 山本　精三 *
田中　孝昭 *	 倉都　滋之
佐々木康夫 *	 藤田　正樹 *	
岩瀬　俊樹 *	 井上喜久男 *
中野　哲雄 *

高リスク後期高齢者におけるアレンドロネー
トの転倒による臨床骨折予防効果の検討

Osteoporosis	Japan 17（2） 211-212 2009.04

杉田　　孝	 延藤　博朗 *
西田　幸司 *

腫瘍　悪性腫瘍の四肢・脊椎転移へのアプ
ローチ

Monthly	Book	
Orthopaedics

22（5） 175-183 2009.05

杉田　　孝	 延藤　博朗 *
蜂須賀　晋 *

見落としやすい整形外科疾患 - 診かた治し
かたのコツ - 骨・軟部腫瘍

Monthly	book	
Orthopaedics

22（12） 109-120 2009.12

森本　時光	 寺山　弘志
大森　信介	 城山　　晋
信貴　経夫	 倉都　滋之

Metal-on-metal 人工股関節全置換術後に深
部静脈血栓症様症状を呈した骨盤内異物肉
芽腫性病変の 1 例

整形外科 60（13） 1383-1386 2009.12

リハビリテーション科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

信貴　経夫	 立石　耕介
城山　　晋	 倉都　滋之

腰部脊柱管狭窄症に対する３椎間以上の開窓
術の短期成績

中部日本整形外科災害外
科学会雑誌

52（1） 47-48 2009.01

中尾　淳一	 松谷　純子
林　　宏則	 小浦　伸司
信貴　経夫

交通外傷後に大腿骨慢性骨髄炎を呈し、大
腿切断に至った一症例　義足歩行獲得まで

理学療法の臨床と研究 18 67-71 2009.03

信貴　経夫	 立石　耕介
城山　　晋

下肢麻痺を呈した転移性脊椎腫瘍に対する椎
弓切除術の成績

日本脊髄障害医学会雑誌 22（1） 76-77 2009.05

立石　耕介	 信貴　経夫
城山　　晋

胸椎椎弓に限局した肝細胞癌転移巣に対し
辺縁切除術を施行した 1 例

日本脊髄障害医学会雑誌 22（1） 78-79 2009.05

信貴　経夫	 森本　時光
金城　聖一	 立石　耕介
城山　　晋	 倉都　滋之

腰部脊柱管内ガングリオンの 2 例 中部日本整形外科災害外
科学会雑誌

52（5） 1127-1128 2009.09
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呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

竹内　幸康	 大森　謙一
須崎　剛行

妊娠 36 週時に発症した自然気胸の 1 手術例 日本呼吸器外科学会雑誌 23（4） 594-597 2009.05

小児外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

鬼武　美幸	 北山　保博 十二指腸閉塞を合併した高位空腸模様閉鎖に
対し Intestinal	plication を行った 1 例

広島医学 62（7） 360-363 2009.07

鬼武　美幸	 北山　保博 膿瘍形成性虫垂炎に対する腹膜鏡下interval	
appendectomy の 1 例

広島医学 62（10） 501-503 2009.10	

泌尿器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

田村　亜紀	 角西　雄一
繁田　正信	 倉岡　和矢
谷山　清己

甲状腺癌腎転移の 1 例 西日本泌尿器科 71（2） 59-62 2009.02

繁田　正信	 角西　雄一
神明　俊輔	 稗田　圭介 *
花山　亜紀 *	 三田　耕司 *
松原　昭朗 *

後腹膜鏡補助下腎尿管全摘除術におけるリ
ンパ節郭清術の実際

Japanese	Journal	of	
Endourology	and	ESWL

22（1） 17-19 2009.04

松本　哲朗 *	 高橋　　聡 *
清田　　浩 *	 安田　　満 *
石川　清仁 *	 高橋　　彰 *
山本　新吾 *	 荒川　創一 *
門田　晃一 *	 村谷　哲郎 *
濱砂　良一 *	 速水　浩士 *
公文　裕己 *	 渡辺　豊彦 *
上原　慎也 *	 川原　元司 *
中川　昌之 *	 山根　隆史 *
石原　　哲 *	 出口　　隆 *
菊池　達也 *	 内藤　誠二 *
野村　博之 *	 平賀　紀行 *
金丸　聰淳 *	 小川　　修 *
守殿　貞夫 *	 重村　克巳 *
田中　一志 *	 中野　雄造 *
藤澤　正人 *	 三浦　徹也 *
国島　康晴 *	 塚本　泰司 *
松川　雅則 *	 山田　陽司 *
赤坂聡一郎 *	 小野寺昭一 *
島　　博基 *	 繁田　正信
星長　清隆 *	 長田　幸夫 *
和田耕一郎 *

尿路性器感染症に関する臨床試験実施のた
めのガイドライン　−第１版ー
UTI 薬効評価基準の改定に当たって（改訂
版の命名を含めて）

日本化学療法学会雑誌 57（6） 511-525 2009.11

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

秋本由美子	 川上　洋介
向井　啓司	 花岡　美生
熊谷　正俊	 竹原　和宏
新甲さなえ	 水之江知哉
佐治　文隆

腹腔内出血を伴った至急捻転の 1 例 産科と婦人科 76（2） 225-228 2009.02

佐村　　修 ハイリスク妊婦への情報提供実例集
Rh（D）陰性・不規則抗体陽性妊婦

周産期医学 39（3） 303-308 2009.03

佐治　文隆 「誰のための見直し案か」を考える 新医療 5 月号 95-98 2009.05

熊谷　正俊	 水之江知哉
佐治　文隆

頭蓋内出血を発症した妊婦の管理 産婦人科の実際 58（5） 785-789 2009.05

熊谷　	正俊	 佐村　　修
水之江知哉

産科大量出血に備える
２．産科大量出血の要因分析

産科と婦人科 76（9） 1055-1060 2009.09
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中村　紘子	 竹原　和宏
江川真希子	 川上　洋介
佐村　　修	 熊谷　正俊
水之江知哉	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
戸田　　環	 齋藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

細胞診で組織型の推定ができた子宮体部明
細胞腺癌の 1 例

日本臨床細胞学会広島県
支部会誌

30 32-36 2009.12

熊谷　正俊	 中村　紘子
江川真希子	 川上　洋介
佐村　　修	 竹原　和宏
水之江知哉	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
戸田　　環	 倉岡　和矢
谷山　清己

子宮体部粘液性腺癌の 1 例 日本臨床細胞学会広島県
支部会誌

30 37-41 2009.12

耳鼻咽喉科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

上田　　勉	 平川　治男
古家　裕巳

下咽頭進行癌に対する化学放射線同時併用療
法の有用性

耳鼻咽喉科臨床 102（10） 853-856 2009.10	

放射線科（診断部門）
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

鈴木　大輔	 小山　悟司
福岡　宏貴	 長岡有希子
姫野　　敬	 遠藤　　崇 *
小倉　宏樹 *

骨密度測定装置（DXA）更新時の基礎的検討 全国国立病院療養所
放射線技師会雑誌

52（4） 43-45 2009.01

兼安　祐子 *	 永田　　靖 *
永井　宣隆 *	 豊田　尚之
柿沢　秀明 *	 西淵いくの *
木村　智樹 *	 村上　祐司 *
権丈　雅浩 *	 藤原　久也 *
工藤　美樹 *

進行子宮頸癌に対する動注化学放射線療法 IVR 会誌 24 226-234 2009.07

智原　大郎	 水嶋　徳仁
灘　　尊則	 要田絵理加
姫野　　敬

当院における超音波担当技師の教育プログ
ラムの構築　−他モダリティの画像診断

（CT、MR 等）と連携して−

全国国立病院療養所
放射線技師会雑誌

52（3） 74-77 2009.07

麻酔科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

森脇　克行 痛みと交感神経遮断法　シフトするパラダ
イム

ペインクリニック 30
（別冊春）

S243-S252 2009.04

森脇　克行	 長櫓　　巧 *
有田　英子 *	 表　　圭一 *
鈴木　孝浩 *	 寺井　岳三 *
中谷　俊彦 *	 西江　宏行 *
藤井　善隆 *

日本ペインクリニック学会用語集の歴史と
その周辺

日本ペインクリニック学
会誌

16（4） 501-504 2009.04

西江　宏行 *	 長櫓　　巧 *
有田　英子 *	 表　　圭一 *
鈴木　孝浩 *	 寺井　岳三 *
中谷　俊彦 *	 藤井　善隆 *
森脇　克行

Pain の和訳―用語委員会からの提言―	 日本ペインクリニック学
会誌

16（4） 505-508 2009.04

寺井　岳三 *	 長櫓　　巧 *
西江　宏行 *	 有田　英子 *
表　　圭一 *	 鈴木　孝浩 *
中谷　俊彦 *	 藤井　善隆 *
森脇　克行

Neuropathic	pain の和訳―日本ペインクリ
ニック学会・用語委員会報告―	

日本ペインクリニック学
会誌

16（4） 509-514 2009.04
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薬剤科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

尾崎　誠一	 田中　育子
細川　敦子	 山足　敏昭
橋本　　修	 小澤　和博

ISO9001:2000 に従った薬剤科のがん治療への
取り組み

日本病院薬剤師会雑誌 45（8） 1127-1130 2009.08

臨床検査科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

西村　俊直 第 16 回日本―タイ細胞診ワークショップに
参加して

細胞検査士会　会報 45 4 2009.04

病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

坂根　潤一	 戸田　　環
西村　俊直	 藤本貴美子
辰島　純二	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 川上　洋介
竹原　和宏	 谷山　清己

子宮頸部細胞診検体取扱いにおける従来法と
液状細胞診 liquid	based	cytology（ThinPrep）
法の比較ー異型腺細胞（atypical	glandular	
cell）を中心に

Medical	Technology 37（9） 980-987 2009.09

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

谷山　清己	 尾下　聡子
斎藤　彰久	 倉岡　和矢

病理医が患者さんと会うときに心得ておきた
い基礎知識　患者、臨床医は病理医に何を求
めているか　病院における病理診断科と病理
外来　患者・家族への説明と期待される効果

病理と臨床 27（3） 285-289 2009.03

谷山　清己	 尾下　聡子
斎藤　彰久	 倉岡　和矢

病理診断科外来の実際 臨床検査 53（3） 357-359 2009.03

谷山　清己	 尾下　聡子
斎藤　彰久	 倉岡　和矢

病理診断科の社会的意義と病理外来の役割 病理と臨床 27
臨時増刊号

73-80 2009.04

土岡　麻美 Society	 for	Neuroscience	 38th	Annual	
Meeting	in	Washington	DC に参加して（第
38 回北米神経科学学会）

医療の広場 49（4） 18-20 2009.04

土岡　麻美	 久岡　一恵
仲田　義啓 *	 竹林　　実

中枢神経系における transactivation機構の情
報伝達系としての役割

日本神経精神薬理学雑誌 29（3） 91-97 2009.06

谷山　清己 病理外来と病理診断科のあり方 臨床病理 57（7） 687-694 2009.07

救命救急部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

宮加谷靖介	 森井　大一
村尾　正樹	 中前　尚久

パラコート　　グラモキソン（パラコート）
中毒に対するビタミン C 大量投与の効果

救急医学 33（4） 449-452 2009.04

高橋　　毅 *	 原田　正公 *
上之原広司 *	 小泉　雅典 *
内山　裕之 *	 菊野　隆明 *
本間　正人 *	 山本　俊郎 *
藤田誠一郎 *	 高橋　立夫 *
関幸　　雄 *	 寺西　克仁 *
石倉　宏恭 *	 定光　大海 *
宮加谷靖介	 佐伯　晋成 *
高山　隼人 *	 小堀　祥三 *
木村　昭夫 *

国立病院機構の救命救急センターにおける
院外心肺停止患者への経皮的心肺補助装置

（PCPS）使用例の調査

医療 63（７） 431-435 2009.07

森井　大一	 宮加谷靖介
中前　尚久

【神経救急　見落としがちな神経疾患を中心
に】神経中毒　硫化水素中毒

Clinical	Neuroscience 27（8） 894-896 2009.08
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看護部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

平岡　正史 バイタルサインの見方 Brain	Nursing 25（2） 141-145 2009.02

平岡　正史 看護記録 Brain	Nursing 25（2） 168-173 2009.02

新谷　洋美 主要なレジメンとその看護　グリベック療法 JJN スペシャル 85 286-290 2009.02

新谷　洋美 がん化学療法による口内炎について教えて！ がん患者ケア 2（5） 19-23 2009.05

岡本　尚子	 玉井　妙子
青芝　映美 *	 石本　早苗 *
加川登喜子 *	 広瀬とし子 *
樋口　洋子 *

癌で闘病中の親を持つ子供たちへのサポー
トブックの作成

医療の広場 49（5） 14-18 2009.05

小西未希子　佐久間千代子 症例で見る看護計画　右視床出血・脳室穿破、
水頭症、脳動静脈奇形の患者

Brain	Nursing 25（7） 813-821 2009.07

小西未希子　佐久間千代子 症例で見る看護計画　急性硬膜外血腫、急性
硬膜下血腫、両側前頭葉脳挫傷、外傷性くも
膜下出血の患者

Brain	Nursing 25（8） 925-934 2009.08

小林　　愛	 宮下　美香 胃癌術後患者の配偶者の QOL に対するソー
シャルサポートの影響

日本がん看護学会誌 23（2） 4-12 2009.09

竹丸　徳子	 棟本真紀子
田中　優子	 貫目　志保
富永　理子	 山足　敏昭
水之江知哉	 竹原　和宏

化学療法時のタイムテーブル使用によるイン
シデント防止効果について

医療の広場 49（9） 31-33 2009.09

行廣　　恵	 仲本　実央
藤原　啓子	 炭谷　容子
松田　真紀	 小田　　忍

肝臓・胆道疾患によるそう痒感軽減への援助
レスタミン軟膏とオリーブオイルを比較して

中国四国地区国立病院機
構 ･ 国立療養所看護研究
学会誌

5 18-21 2009.11

廣本　　縁	 徳永　ゆか
山崎　奈緒	 平畠　真希

TUR-P術後の再出血の予防に役立つ退院指導
の検討　退院後の血尿の経過と生活の現状に
ついて

中国四国地区国立病院機
構 ･ 国立療養所看護研究
学会誌

5 72-75 2009.11

高橋明希子	 大友　由実
益本　京美	 山崎　和枝
栗栖　静江

自己表出が困難な患者へのベッドサイドでの
面接の有効性

中国四国地区国立病院機
構 ･ 国立療養所看護研究
学会誌

5 76-79 2009.11

本澤　香菜　宇吹　　　彩
八黄地加奈　鳥越　美穂子
小西未希子　佐久間千代子

未破裂脳動脈瘤患者の診断後から手術後まで
の心理　コイル塞栓術・開頭クリッピング術
を受けた患者のインタビューを通して

中国四国地区国立病院機
構 ･ 国立療養所看護研究
学会誌

5 102-105 2009.11

岡田チハル	 中村　和子
鹿口諭理保	 武重有希子
奥　　郁子

看護師の性差に対する患者の認識 中国四国地区国立病院機
構 ･ 国立療養所看護研究
学会誌

5 189-192 2009.11

西岡　奈巳	 富田　尚子
金田　理沙	 和気　敬子

肺胸膜悪性腫瘍患者の治療・場における意思
決定の際の思い　患者インタビューを通して

中国四国地区国立病院機
構 ･ 国立療養所看護研究
学会誌

5 221-224 2009.11

竹田明希子	 岡田　恵美
森吉由希子

救急外来における看護記録の改善への取り組
み

外来看護 15（2） 4-12 2009.12

ME管理室
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

入船　竜史 高気圧酸素治療を行った突発性難聴の予後の
検討

第 19 回日本臨床工学会
発表論文集

37 333 2009

看護学校
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

榎　　洋子	 伊藤由紀枝
崎本　美子

精神障害のある療養者への訪問看護に同行し
た看護学生の学び　実習振り返りレポートの
分析から

中国四国地区国立病院機
構 ･ 国立療養所看護研究
学会誌

5 332-335 2009.11
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英文論文発表

血液・腫瘍内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Ihara	A
Matsui	K
Minami	R
Uchida	S
Ueda	S
Nishiura	T

Granulocyte	 colony-stimulating	 factor	
increases	the	platelet	volume	in	peripheral	
stem	cell	apheresi	donors.

Pathophysiology	of	
Haemostasis	and	
Thrombosis

36（5） 266-270 2009.09

腎臓内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Hirashio	S
Taguchi	T*
Naito	T*
Maki	K
Ogata	S
Taniyama	K
Taniguchi	Y
Yorioka	N

Renal	histology	before	and	after	effective	
enzyme	replacement	 therapy	 in	a	patient	
with	classical	Fabry's	disease.

Clinical	Nephrology 71（5） 550-556 2009.05

神経内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Torii	T
Nakamori	M
Kubo	S
Sugiura	T
Yamada	A

Cerebral	amyloid	angiopaty	with	a	varied	
hemorrhage	 pattern	 on	 T2-weighted	
magnetic	resonance	image.

Internal	Medicine 48（9） 735-736 2009.01

呼吸器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kishida	Y*
Kawahara	M*
Teramukai	S*
Kubota	K*
Komuta	K*
Minato	K*
Mio	T*
Fujita	Y*
Yonei	T*
Nakano	K
Tsuboi	M*
Shibata	K*
Atagi	S*
Kawaguchi	T*
Furuse	K*
Fukushima	M*

Chemotherapy-induced	neutropenia	 as	 a	
prognostic	 factor	 in	advanced	non-small-
ceell	 lung	 cancer	 results	 from	 Japan	
Multinational	Trial	Organization	LC00-03

British	Journal	of	Cancer 101（9） 1537-1542 2009.11
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循環器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Masuda	D*
Hirano	K*
Oku	H*
Sandoval	JC*
Kawase	R*
Yuasa-Kawase	M*
Yamashita	Y*
Takada	M*
Tsubakio-Yamamoto	K*
Tochino	Y*
Koseki	M*
Matsuura	F*
Nishida	M*
Kawamoto	T
Ishigami	M*
Hori	M*
Shimomura	I*
Yamashita	S*

Chylomicron	remnants	are	increased	in	the	
postprandial	state	in	CD36	deficiency.

J	Lipid	Res.	 50（5） 999-1011 2009.05

Kobayashi	H*
Matsuda	M
Fukuhara	A*
Komuro	R*
Shimomura	I*

Dysregulated	glutathione	metabolism	links	
to	impaired	insulin	action	in	adipocytes.

American	journal	
of	Physiology.	
Endocrinology	and	
metabolism

296（6）E1326-1334 2009.06

小児科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Horikawa-Kyo	Y
Tanaka	T
Tanano	H
Kitayama	Y
Karakawa	S
Taniyama	K

Brief	Report
Mediastinal	Hemangiopericytoma

Pediatric	Blood	&	
Cancer

53（2） 206-207 2009.02

Kim	OH*
Cho	TJ*
Song	HR*
Chung	CY*
Miyagawa	S
Nishimura	G*
Superti-Furga	A*
Unger	S*

A	distinct	 form	of	spondyloepimetaphyseal	
dysplasia	with	 joint	 laxity（SEMDJL）
-leptodactylic	type:	radiological	characteristics	
in	seven	new	patients.

Skeletal	Radiol. 38（8） 803-811 2009.08

Wada	Y*
Nishimura	G*
Nagai	T*
Sawai	H*
Yoshikata	M*
Miyagawa	S
Hanita	T*
Sato	S*
Hasegawa	T*
Ishikawa	S*
Ogata	T*

Mutation	analysis	of	SOX9	and	single	copy	
number	variant	analysis	of	 the	upstream	
region	 in	eight	patients	with	campomelic	
dysplasia	 and	 acampomelic	 campomelic	
dysplasia.

American	Journal	of	
Medical	Genetics	Part	A

149A
（12）

2882-2885 2009.12
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整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Matsusaki	M*
Kadowaki	K*
Tateishi	K
Higuchi	C*
Ando	W*
Hart	DA*
Tanaka	Y*
Take	Y*
Akashi	M*
Yoshikawa	H*
Nakamura	N*

Scaffold-Free	Tissue-Engineered	Construct-
Hydroxyapatite	Composites	Generated	by	
an	Alternate	Soaking	Process:	Potential	for	
Repair	of	Bone	Defects	

Tissue	Engineering:	Part	
A

15（1） 55-63 2009.01

心臓血管外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nakamura	T Pericardial	patch	on	coronary	aneurysm Annals	of	Thoracic	
Surgery

87（1） 351 2009.01

Nakamura	T
Kohmoto	T*
Kao	WG*
Osaki	S*
Block	KL*
Weigel	TL*

Unusual	late	presentation	of	asymptomatic	
diaphragmatic	hernia	following	ventricular	
assist	device	explantation

Interactive	
Cardiovascular	and	
Thoracic	Surgery

7（4） 141-143 2009.04

Nakamura	T Surgical	 Ventricular	 Restoration:	Who	
Really	Benefits?

Annals	of	Thoracic	
Surgery

88（2） 708 2009.08

泌尿器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Tachikake	T*
Shigeta	M
Mita	K*
Marukawa	K*
Usui	T*
Ito	K*

Decrease	of	Renal	Function	due	to	Warm	
Ischemia	 after	 Laparoscopic	 Partial	
Nephrectomy	 :Evaluation	Using	 99mTc-
DMSA	Renal	Scintigraphy

Urologia	Internationalis 82（2） 162-165 2009.02

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Yamamoto	K*
Kokawa	K*
Umesaki	N*
Nishimura	R*
Hasegawa	K*
Konishi	I*
Saji	F
Nishida	M*
Noguchi	H*
Takizawa	K*

Phase	I	study	of	combination	chemotherapy	
with	 i r inotecan	 hydroch lor ide 	 and	
nedaplatin	 for	 cervical	 squamous	 cell	
carcinoma:	Japanese	gynecologic	oncology	
group	study.

Oncology	Reports 21（4） 1005-1009 2009.04

耳鼻咽喉科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nishi	Y
Takeno	S
Ishino	T
Hirakawa	K

Glucocorticoids	suppress	NF-kappaB	activation	
induced	by	LPS	and	PGN	in	paranasal	sinus	
epithelial	cells.

Rhinology 47（4） 413-8 2009.12
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放射線科（診断部門）
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kodama	H*
Aikata	H*
Takaki	S*
Takahashi	S*
Toyota	N
Ito	K*
Chayama	K*

Evaluation	 of	 patients	with	 esophageal	
var i ces 	 a f ter 	 endoscop ic 	 in jec t i on	
s c l e r o t h e r a p y 	 u s i n g 	 mu l t i p l a n a r	
reconstruction	MDCT	images

AJR 192（1） 122-130 2009.01

Kawaoka	T*
Aikata	H*
Takaki	S*
Uka	K*
Azakami	T*
Saneto	H*
S.C.	Jeong*
Kawakami	Y*
Takahashi	S*
Toyota	N
Ito	K*
Hirokawa	Y*
Chayama	K*

FDG	 positron	 emission	 tomography/
computed	 tomography	 for	 the	detection	
o f 	 e x t r a h ep a t i c 	 me t a s t a s e s 	 f r om	
hepatocellular	carcinoma

Hepatology	Research 39（2） 134-142 2009.02

Hieda	M*
Toyota	N
Kakizawa	H*
Ishikawa	M*
Horiguchi	J*
Ito	K*

The	 anterior	 branch	 of	 the	 left	 inferior	
phrenic	 artery	 arising	 from	 the	 right	
inferior	
phrenic	 artery:	 an	angiographic	 and	CT	
study

Cardiovasc	 Intervent	
Radiol.

32（2） 250-254 2009.03

Nakamura	Y
Ohmoto	T*
Saito	T*
Kajima	T*
Nishimaru	E*
Ito	K*

Effects	 of	 gadol inium-ethoxybenzyl-
diethylenetriamine	pentaacetic	acid	on	T2-
weighted	MRCP.

Magnetic	resonance	in	
medical	science

8（4） 143-148 2009.04

Kawaoka	T*
Aikata	H*
Takaki	S*
Katamura	Y*
Hiramatsu	A*
Waki	K*
Takahashi	S*
Hieda	M
Toyota	N
Ito	K*
Chayama	K*

Transarterial	 infusion	 chemotherapy	
using	 cisplatin-Lipiodol	 suspension	with	
or	without	embolization	 for	unresectable	
hepatocellular	carcinoma

Cardiovasc	 Intervent	
Radiol.

32（4） 687-694 2009.07

Kaneyasu	Y*
Nagai	N*
Nagata	Y*
Hashimoto	Y*
Yuki	S*
Murakami	Y*
Kenjo	M*
Kakizawa	H*
Toyota	N
Fujiwara	H*
Kudo	Y*
Ito	K*

Intra-arterial	 infusion	chemotherapy	using	
cisplatin	with	 radiotherapy	 for	 stage Ⅲ	
squamous	cell	carcinoma	of	the	cervix

Int	J	Radiation	Oncology
	Biol	Phys.

75（2） 	369-377 2009.10
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放射線科（治療部門）
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Sakayauchi	T*
Nemoto	K*
Ishioka	C*
Onishi	H*
Yamamoto	M
Kazumoto	T*
Makino	M*
Yonekura	R*
Itami	J*
Sasaki	S*
Suzuki	G*
Hayabuchi	M*
Tamamura	H*
Onimaru	R*
Yamada	S*

Comparison	of	cisplatin	and	5-fluorouracil	
chemotherapy	protocols	 combined	with	
concurrent	 radiotherapy	 for	 esophageal	
cancer

Jpn	J	Radiol 27（3） 131-137 2009.04

麻酔科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Moriwaki	K
Shiroyama	K
Sanuki	M
Tajima	M
Miki	T
Sakai	A
Hashimoto	K

Combination	of	evidence-based	medications	
for	neuropathic	pain:	 	Proposal	of	 simple	
three-step	therapeutic	ladder

Journal	of	Pain	
Management

2（2） 129-134 2009.02

病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Sato	S*
Kojima	M*
Takata	K*
Morito	T*
Asaoku	H*
Takeuchi	T*
Mizobuch	Ki*
Fujihara	M*
Kuraoka	K
Nakai	T*
Ichimura	K*
Tanaka	T*
Tamura	M*
Nishikawa	Y*
Yoshino	T*

Systemic	 lgG4-related	 lymphadenopathy:	
a	 clinical	 and	pathologic	 comparison	 to	
multicentric	Castleman's	disease

Modern	Pathology 22（4） 589-599 2009.04

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Terada	K*
Okochi-Takada	E*
Akashi-Tanaka	S*
Miyamoto	K
Taniyama	K
Tsuda	H*
Asada	K*
Kaminishi	M*
Ushijima	T*

Association	between	 frequent	CpG	 island	
methylation	 and	HER2	 amplification	 in	
human	breast	cancers.

Careinogenesis 30（3） 466-471 2009.03

Iwase	H*
Kurebayashi	J*
Tsuda	H*
Ohta	T*
Kurosumi	M*
Miyamoto	K
Yamamoto	Y*
Iwase	T*

Clinicopathological	 analyses	 of	 triple	
negatibe	breast	cancer	using	surveillance	
data	 from	the	Registration	Committee	of	
the	Japanese	Breast	Cancer	Society

Breast	Cancer 17（2） 118-124 2009.03
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Taniyama	K
Oshita	S
Kuraoka	K
Kawakami	Y
Takehara	K
Katayama	H*
Naito	Z*
Rangdaeng	S*
Gong	G*
Lai	C-R*
Chang	A*
Jhala	NC*

Atypical	Squamous	cells	and	HPV	of	 the	
Uterine	cervix	in	Japan	and	Asia.

Cancer	Cytopathology 117
（supplement）

388-389 2009.10

救命救急部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Takahashi	T*
Harada	M*
Uenohara	K*
Kikuno	T*
Honma	M*
Takahashi	T*
Ishikura	H*
Sadamitu	D*
Miyagatani	Y
Yamashita	H*
Koga	Y*
Saeki	S*
Takayama	H*
Kobori	S*
Kimura	A*

Efficacy	 of	Vasopressin	Administration	
in	 the	 Resuscitation	 of	 Out-of-hospital	
Cardiopulmonary	Arrest	Patients

Iryo 63（6） 380-385 2009.06

メディカルフェスタ 2009
絵手紙コーナー

木原真佐子
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国内学会発表

糖尿病・内分泌・代謝内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

大江　　健	 望月　久義 汎下垂体機能低下症をきたした empty	sella
症候群の一例

第 9 回日本内分泌学会中国支部
学術集会

2009.3.7 広島市

河村　智一 強化インスリン療法におけるインスリンデ
テミルの有用性について

日本糖尿病学会中国四国地方会
第 47 回総会

2009.11.6 岡山市

大江　　健	 河村　智一 フロセミド抵抗性糖尿病性腎症の浮腫に対
しサイアザイド系利尿薬追加が著効した 1
例

日本糖尿病学会中国四国地方会
第 47 回総会

2009.11.6 岡山市

血液・腫瘍内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

黒田　芳明	 沖川　佳子
新美　寛正	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

心臓浸潤をきたした鼻型 NK/T 細胞性リン
パ腫の一例

悪性リンパ腫研究会 2009.9.12 広島市

長田奈津子	 黒田　芳明
末宗　慧子	 沖川　佳子
新美　寛正	 濱崎　貴彦
倉都　滋之	 倉岡　和矢
谷山　清己

脊髄硬膜外腫瘤により両下肢麻痺を呈した
顆粒球肉腫の一例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

新美　寛正	 末宗　慧子
黒田　芳明	 沖川　佳子

イマチニブ増量により治療開始後 3 年を経
過して CCyR を達成した症例

第 71 回日本血液学会学術集会 2009.10.23 京都市

黒田　芳明	 沖川　佳子
新美　寛正	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

心臓浸潤をきたした鼻型 NK/T 細胞性リン
パ腫の一例

第 71 回日本血液学会学術集会 2009.10.23 京都市

王　　　聡	 新美　寛正
末宗　慧子	 黒田　芳明
沖川　佳子

大量 methotrexate	療法で薬剤起因性肺臓
炎を発症した中枢神経原発悪性リンパ腫の
1 例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.25 仙台市

腎臓内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

石原　具和	 高橋　俊介 若年発症ＡＬアミロイド―シスによりネフ
ローゼ症候群を発症した 1 例

日本内科学会中国支部主催
第 100 回中国地方会

2009.5.30 出雲市

高橋　俊介	 谷口　良彦 *
中島　　歩 *	 河野　修興 *
頼岡　徳在 *

ラットにおけるミゾリビンの腹膜線維化抑
制効果と薬物血中動態

Japan	Kidney	Week	2009
（	第 52 回日本腎臓学会、第 54

回日本透析医学会）

2009.6.5 横浜市

神経内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

中森　正博	 鳥居　　剛
久保　智司	 杉浦　智仁
山田　淳夫

75 歳以上における rt − PA 静注療法の検討 日本脳卒中学会 2009.3.20 松江市

鳥居　　剛	 山田　淳夫 開眼失行で発症したパーキンソン病 1 例 第 27 回広島パーキンソン症例
検討会

2009.4.24 広島市

鳥居　　剛	 山田　淳夫 Branch	Atheromatous	Disease	に対する血
栓溶解療法

第 27 回日本神経治療学会総会 2009.6.11 熊本市

中森　正博	 鳥居　　剛
久保　智司	 杉浦　智仁
山田　淳夫

rete	mirabile を合併した中大脳動脈形成不
全の 1 例

第 86 回日本神経学会中国四国
地方会　

2009.6.27 広島市
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杉浦　智仁	 久保　智司
中森　正博	 鳥居　　剛
山田　淳夫

聴覚失認を呈した脳出血の一例 第 86 回日本神経学会中国四国
地方会　　

2009.6.27 広島市

久保　智司	 中森　正博
鳥居　　剛	 下村　　怜
杉浦　智仁	 山田　淳夫

急速な認知機能低下をきたし、大脳白質に
広範な病変を認めた 1 例

第 86 回日本神経学会中国四国
地方会

2009.6.27 広島市

久保　智司	 下村　　怜
中森　正博	 杉浦　智仁
鳥居　　剛	 山田　淳夫

Reye 症候群後、難治性てんかんに移行し
た 1 例

第３回呉臨床神経懇話会 2009.10.2 呉市

真田　和哉	 中森　正博
久保　智司	 杉浦　智仁
鳥居　　剛	 山田　淳夫
福原　和秀	 中野喜久雄

3，4-Diaminopyridine を投与した肺小細胞
癌による Lambert-Eaton 筋無力症候群の 1
例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

平木　貴子	 鳥居　　剛
下村　　怜	 久保　智司
杉浦　智仁	 山田　淳夫

難治性の Fisher 症候群に対して IVIG を 2
回施行し軽快した 64 歳男性の 1 例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

杉浦　智仁	 平木　貴子
下村　　怜	 久保　智司
中森　正博	 鳥居　　剛
山田　淳夫

脳梗塞と脳静脈洞血栓症を生じた高ホモシ
ステイン血症の 1 例

第 87 回日本神経学会中国四国
地方会　

2009.12.5 高松市

久保　智司	 中森　正博
鳥居　　剛	 下村　　怜
杉浦　智仁	 山田　淳夫

neuropathy 再発後に膵癌と診断された 1 例 第 87 回日本神経学会中国四国
地方会　

2009.12.5 高松市

下村　　怜	 中森　正博
鳥居　　剛	 久保　智司
杉浦　智仁	 山田　淳夫
福原　和秀	 中野喜久雄

ジアミノピリジンにより加療した Lambert-
Eaton 症候群の 2 症例

第 87 回日本神経学会中国四国
地方会　

2009.12.5 高松市

消化器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

小林　知樹	 桑井　寿雄
網岡　　徹	 柾木　慶一
苗代　典昭	 山口　　厚
河野　博孝	 尾下　聡子
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 高野　弘嗣

癌性髄膜炎による脳神経症状が初発症状で
あった胃低分化型腺癌の１剖検例

第 95 回日本消化器病学会総会 2009.5.7 札幌市

長田奈津子	 河野　博孝
小林　知樹	 柾木　慶一
苗代　典昭	 山口　　厚
桑井　寿雄	 網岡　　徹
高野　弘嗣

経 過 中、 急 性 憎 悪 を 認 め た PBC-AIH	
overlap	syndrome	の一例

第 95 回日本消化器病学会総会 2009.5.7 札幌市

苗代　典昭	 網岡　　徹
柾木　慶一	 小林　知樹
山口　　厚	 桑井　寿雄
河野　博孝	 高野　弘嗣

当院における上部消化管出血に対する緊急
内視鏡検査の現況

JDDW2009
第 17 回日本消化器関連学会週間

2009.10.14 京都市

岡本　　啓	 桑井　寿雄
柾木　慶一	 小林　知樹
苗代　典昭	 山口　　厚
網岡　　徹	 河野　博孝
谷山　清己	 高野　弘嗣

SBTPC による抗生剤起因性出血性腸炎の
一例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

苗代　典昭	 河野　博孝
山本　宗平	 柾木　慶一
小林　知樹	 平田真由子
山口　　厚	 桑井　寿雄
高野　弘嗣

肝原発粘表皮癌を発症した一例 第 51 回呉市医学会 2009.11.15 呉市



− 229 −− 229 −

2009年（平成 21年）度　　年　　報

業
　
　
績

小林　知樹	 桑井　寿雄
山本　宗平	 柾木　慶一
苗代　典昭	 平田真由子
山口　　厚	 河野　博孝
高野　弘嗣	 中村　優子
竹内　直子	 豊田　尚之

IVR にて止血し得た出血性巨大十二指腸潰
瘍の一例

第 92 回日本消化器病学会中国
支部例会
第 103 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2009.11.28 広島市

呼吸器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

真田　和哉	 大森　謙一
原田　洋明	 中野喜久雄
吉田　　敬

非定型抗酸菌症に対し肺切除術を施行した 1
例

日本内科学会中国支部主催
第 100 回中国地方会

2009.5.30 出雲市

河内　礼子 眼転移で発見された肺腺癌の一例 第 48 回日本肺癌学会地方会 2009.7.17 松江市

福原　和秀	 河内　礼子
吉田　　敬	 中野喜久雄
益田　　武

人工呼吸管理を要した Lambert-Eaton 筋無
力症に対し、3-4-diaminopyridine 併用を行
なった肺小細胞癌の 1 例

第 48 回日本肺癌学会地方会 2009.7.17 松江市

中野喜久雄	 吉田　　敬
福原　和秀	 河内　礼子

化学療法を施行した進行再発非小細胞肺癌
に対する終末期医療の問題点

第 50 回日本肺癌学会総会 2009.11.12 東京都

循環器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Yamashita	T
Tamura	R
Matuda	M

Decreased	Serum	Adlponectin	in	Metabolic	
Syndrome	and	its	impact	on	the	Presence	of	
Coronary	Artery	Disease

The	 73rd	Annual	 Scientific	
Mee t ing 	 o f 	 the 	 J apanese	
Circulation	Society

（第 73 回日本循環器学会総会）

2009.3.20 大阪市

西本　織絵	 山下　泰史
西山　浩彦	 松田　守弘
田村　　律	 川本　俊治

DASH 食指導および薬物治療により労作性
狭心症が著名に改善したメタボリックシン
ドロームの一例

第 9 回中之島循環器代謝フォー
ラム学会

2009.3.28 大阪市

松田　守弘	 細川　　優	
川本　俊治

糖尿病やメタボリックシンドロームなどの
管理目標値を明示した動脈硬化治療の地域
連携パスの有用性について

第 52 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2009.5.21 大津市

王　		　聡	 西本　織絵
山下　泰史	 西山　浩彦
松田　守弘	 田村　　律
川本　俊治

ＶＶＩペーシング挿入直後心不全となりＡ
ＡＩペーシングが有効であった洞不全症候
群の 1 例

日本内科学会中国支部主催
第 100 回中国地方会

2009.5.30 出雲市

原　　直之	 西本　織絵
山下　泰史	 西山　浩彦
松田　守弘	 田村　　律
川本　俊治	 倉岡　和矢
谷山　清己

ＣＲＴ−Ｄ挿入中の重症心不全に癌性リン
パ管症を合併し鑑別に苦慮した 1 例

日本内科学会中国支部主催
第 100 回中国地方会

2009.5.30 出雲市

田村　　律	 西本　織絵
中本　　敬	 西山　浩彦
松田　守弘	 川本　俊治

スタチン投与により冠動脈プラークが安定
化したと考えられた 1 例

第 43 回広島循環器病研究会 2009.6.6 広島市

中本　　敬	 西本　織絵
西山　浩彦	 松田　守弘
田村　　律	 川本　俊治

心室頻拍、心不全にて救急搬送され、ＣＲ
Ｔ−Ｄの植え込みにて良好な経過が得られ
た虚血性心筋症の 1 例

第 43 回広島循環器病研究会 2009.6.6 広島市

川本　俊治	 田村　　律
松田　守弘	 西山　浩彦
山下　泰史	 西本　織絵	

疾病管理目標値を明記した急性心筋梗塞地
域連携パスの治療効果について	

第 11 回日本医療マネージメント
学会学術総会

2009.6.12 長崎市

西本　織絵	 山下　泰史
西山　浩彦	 松田　守弘
田村　　律	 川本　俊治

バイスタンダ−による AED 使用で救命し
えた不安定狭心症の一例

第 94 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2009.6.26 高知市

中本　　敬	 西本　織絵
山下　泰史	 西山　浩彦
松田　守弘	 田村　　律
川本　俊治

高齢の洞機能不全症に VVIpacemaker 植込
み直後に心不全をきたし、DDD に upgrade
にて心不全の改善を認めた 1 例

第 94 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2009.6.26 高知市
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松田　守弘	 西本　織絵
中本　　敬	 西山　浩彦
田村　　律	 川本　俊治

動脈硬化リスク因子の管理目標値を明示し
た急性心筋梗塞・狭心症地域連携パスの有
用性について

第 94 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2009.6.26 高知市

西山　浩彦	 西本　織絵
中本　　敬	 松田　守弘
田村　　律	 川本　俊治

Sirolimus-eluting	stent を左前下行枝と左回
旋枝に留置後、遠隔期に冠動脈瘤を生じた
１症例

第 16 回日本心血管インターベン
ション治療学会　中国・四国地
方会

2009.9.5 岡山市

川本　俊治 国立病院機構 DPC 導入 28 施設におけるク
リティカルパス、ガイドラインの有無と薬
剤管理に関する多施設共同研究	

日本診療情報管理学会	 2009.9.17	 浜松市

川本　俊治	 尾崎　水香
西村　千絵	 川本　佳子
藤川美和子	 松本眞理子
伊本　光宏	 松古冨美子

国立病院機構 DPC 導入施設 28 施設におけ
るクリティカルパス、ガイドラインの有無
と薬剤管理に関する他施設共同研究

第 35 回日本診療情報管理学会学
術大会

2009.9.17 浜松市

川本　俊治 地域連携パスを使った急性心筋梗塞の治療
について	

日本医療マネージメント学会　
九州・山口連合大会

2009.9.22	 福岡市

原　　直之	 西本　織絵
山下　泰史	 西山　浩彦
松田　守弘	 田村　　律
川本　俊治	 倉岡　和矢
谷山　清己

CRT−D 挿入中の虚血性心筋症例に癌性リ
ンパ管症を併発し、診断に苦慮した一例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

川本　俊治	 富永　理子
川本　泰宏

DPC	導入施設における肺炎治療の多施設ベ
ンチマーク

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

渡部　雅子	 川本　俊治
田村　　律	 松田　守弘
西山　浩彦	 中本　　敬
西本　織絵

閉塞性肥大型心筋症に対し DDD	型 ICD	植
込み術と経皮的中隔心筋焼灼術を施行して
圧較差が著明に改善した一例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

松田　守弘	 山下　泰史
西本　織絵	 西山　浩彦
田村　　律	 川本　俊治

軽症および非糖尿病患者における血清ア
ディポネクチン値と代謝異常因子数による
リスク層別化と冠動脈疾患の関連性に関す
る検討

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 松田　守弘
田村　　律	 川本　俊治

心室頻拍（TdP）により診断された産褥心
筋症の一例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

川本　俊治	 富永　理子
河本　康弘

DPC 導入施設における肺炎治療の多施設ベ
ンチマーク	

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

田村　　律	 西本　織絵
中本　　敬	 西山　浩彦
松田　守弘	 川本　俊治

左冠動脈の 2 病変に対し薬剤溶出型ステン
ト留置後、ステント留置部位に冠動脈瘤を
認めた１症例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

中本　　敬	 西本　織絵
西山　浩彦	 松田　守弘
松本　健吾	 田村　　律
川本　俊治

当院における心臓再同期療法の現況と今後
の課題

第10回中之島循環器・代謝フォー
ラム

2009.10.24 大阪市

中本　　敬	 西本　織絵
西山　浩彦	 松田　守弘
田村　　律	 川本　俊治
樋口　卓也	 渋川　貴規
仲村　輝也

診断に苦慮した感染性心内膜炎の一例 第 95 回日本循環器学会中国地方
会

2009.11.28 岡山市

川本　俊治	 下高　美和
富永　春海	

国立病院機構 DPC 導入 28 施設における、
肺炎治療ガイドラインやパス整備と肺炎治
療の比較	

第 10 回日本クリニカルパス学会 2009.12.4	 岐阜

精神科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

小早川英夫	 坪井きく子
藤田　洋輔	 岩本　崇志
藤田　康孝	 中津　啓吾
大森　　寛	 竹林　　実

Lorazepam 中止後にセロトニン症候群を呈
した 1 例

第 105 回日本精神神経学会学術
総会

2009.8.21 神戸市
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岩本　崇志	 藤田　康孝
柴崎　千代 *	 坪井きく子
藤田　洋輔	 中津　啓吾
小早川英夫	 大森　　寛
森脇　克行	 竹林　　実

電気けいれん療法（ECT）施行時の麻酔薬
投与量に関する検討

第 105 回日本精神神経学会学術
総会

2009.8.21 神戸市

柴崎　千代 *	 藤田　康孝
坪井きく子	 藤田　洋輔
岩本　崇志	 中津　啓吾
小早川英夫	 大森　　寛
竹林　　実

急性期電気けいれん療法（ECT）治療後の
1 年転帰に関する後方視的検討

第 105 回日本精神神経学会学術
総会

2009.8.21 神戸市

山脇　成人 *	 森信　　繁 *
岡本　泰昌 *	 久住　一郎 *
井上　　猛 *	 稲垣　正俊 *
三村　　将 *	 竹林　　実
中村　　純 *	 吉村　玲児 *
寺尾　　岳 *	 小澤　寛樹 *

難治性うつ病の生物・心理・社会的要因と
治療戦略〜厚生科学研究費「難治性うつ病
研究班」の研究成果から〜

第 105 回日本精神神経学会学術
総会

2009.8.21 神戸市

西巻　美幸 末期癌患者との心理的な距離を考える―医
療スタッフにより態度が異なった A さんと
の関係性のあり方について

日本心理臨床学会第 28 回秋季大
会

2009.9.20 東京都

西巻　美幸	 満田　友美
谷山　清己	 児玉　憲一 *
竹林　　実

乳癌患者の心理状態および適応に対する病
理インフォームド・コンセントの影響に関
する検討

第22回日本サイコオンコロジー
学会総会

2009.10.1 広島市

中津　啓吾	 小早川英夫
岩本　崇志	 藤田　洋輔
板倉　　圭	 岡田　　怜
竹林　　実

気分変調性障害患者に対する入院下での行
動活性化を中心とした認知行動療法的アプ
ローチの試み

第 9 回日本認知療法学会
第 35 回日本行動療法学会

2009.10.11 千葉市

竹林　実 維持電気けいれん療法（メンテナンス ECT）
について

第 19 回日本臨床精神神経薬理
第 39 回日本神経精神薬理学会
合同年会（シンポジウム）

2009.11.13 京都市

梶谷　直人	 久岡　一恵
森岡　徳光 *	 中村　明陽 *
土岡　麻美	 朴　　秀賢 *
中川　　伸	 仲田　義啓 *
竹林　　実

ラット初代培養アストロサイトにおいて抗
うつ薬は FGF-2 の発現を増加させる

第 19 回日本臨床精神神経薬理
第 39 回日本神経精神薬理学会
合同年会

2009.11.13 京都市

岡本　泰昌 *	 岡田　　剛 *
吉村　晋平 *	 小野田慶一 *	
稲垣　正俊 *	 竹林　　実
山脇　成人 *

うつ病の治療反応性の予測に関する脳機能
画像研究

平成 21 年度　厚生労働省　精
神・神経疾患研究委託費　研究
報告会

2009.11.30 東京都

岡田　　怜	 朝倉　岳彦
板垣　　圭		 岩本　崇志
藤田　康孝	 中津　啓吾		
小早川英夫	 竹林　　実

電気けいれん療法（ECT）施行および症状
改善に苦慮した妄想性うつ病の１例

第 417 回広島精神神経学会 2009.12.5 広島市

小早川英夫	 岡田　　怜
朝倉　岳彦	 板垣　　圭
岩本　崇志	 藤田　康孝
中津　啓吾	 竹林　　実

電気けいれん療法（ECT）によりうつ病が
回復し手術可能となった進行舌がん患者の
１例

第 417 回広島精神神経学会 2009.12.5 広島市

小児科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

小倉　聖剛	 則松　知章
泉　　陽子	 隅　　誠司
西村　　裕	 宮河真一郎
中村　紘子	 江川真希子
川上　洋介	 佐村　　修
熊谷　正俊	 竹原　和宏
水之江知哉

急性発症した双胎間輸血症候群（TTTS）の
1 例

第 47 回広島新生児研究会 2009.4.11 広島市

西村　　裕	 小倉　聖剛
則松　知章	 江藤　陽子
隅　　誠司	 宮河真一郎
斉藤　俊秀 *	 今治　玲助 *
高田　佳輝 *	 西村　　玄 *

SEMD	 w i th 	 mu l t i p l e 	 d i s l o c a t i on s	
leptodactylic	type	と臨床診断した一例

第 112 回日本小児科学会 2009.4.17 奈良市
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沖田佳奈美 長期抗生剤によるカルニチン欠乏の 1 例 第 263 回　呉小児科医会 2009.5.26 呉市

沖田佳奈美	 花山　隆三
壷井　史奈	 小倉　聖剛
則松　知章	 隅　　誠司
宮河真一郎

長期抗生剤内服によるカルニチン欠乏の 1
例

第154回日本小児科学会広島地方
会

2009.6.7 広島市

則松　知章	 沖田佳奈美		
壺井　史奈	 小倉　聖剛
花山　隆三	 隅　　誠司
宮河真一郎

発症後約 1 年が経過した AIEF の 2 例 第 24 回広島小児神経研究会 2009.6.27 広島市

隅　　誠司	 西村　　裕
泉　　陽子	 宮河真一郎
佐村　　修	 熊谷　正俊
水之江知哉

出産直後から心不全を呈し、病理解剖にて
卵円孔早期閉鎖症がみられた一例

第 45 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2009.7.12 名古屋市

小倉　聖剛	 沖田佳奈美
壷井　史奈	 則松　知章
花山　隆三	 隅　　誠司
宮河真一郎	 鬼武　美幸
北山　保博

便秘の原因としてミルクアレルギーを疑い
乳製品制限を施行した児のリンパ球刺激試
験の検討

第 37 回西日本小児アレルギー研
究会

2009.8.22 福岡市

宮河真一郎	 宇都宮朱里 *	
原　　圭一 *	 岡田　　賢 *
富永　　篤 *	 杉山　一彦 *
神野　和彦 *	 西　　美和 *

小児期発症頭蓋咽頭腫の臨床的検討 第 43 回日本小児内分泌学会学術
集会

2009.10.1 宇都宮市

宇都宮朱里 *	 宮河真一郎
原　　圭一 *	 岡田　　賢 *
小林　正夫 *	 神野　和彦 *
西　　美和 *

21 水酸化酵素欠損症における遺伝子型と臨
床経過に関する検討

第 43 回日本小児内分泌学会学術
集会

2009.10.1-3 宇都宮市

横田　一郎 *	 井口　光正 *
黒沼忠由樹 *	 森　　哲夫 *
宮河真一郎	 西庄　かる *

小児 2 型糖尿病の背景と治療からのドロッ
プアウトに巻する検討

第 43 回日本小児内分泌学会学術
集会

2009.10.1-3 宇都宮市

宇都宮朱里 *	 原　　圭一 *
岡田　　賢 *	 溝口　洋子 *
三木　瑞香 *	 中村　和洋 *	
小林　正夫 *	 宮河真一郎
神野　和彦 *	 西　　美和 *

進行性神経芽細胞腫を合併した 21 水酸化酵
素欠損症の 1 例

第 43 回日本小児内分泌学会学術
集会

2009.10.1-3 宇都宮市

原　　圭一 *	 宇都宮朱里 *
岡田　　賢 *	 但馬　　剛 *
太田　俊之 *	 小林　正夫 *
宮河真一郎	 神野　和彦 *
西　　美和 *

クレチン症マススクリーニングにおける腎
盂拡大の検討

第 43 回日本小児内分泌学会学術
集会

2009.10.1-3 宇都宮市

壷井　史奈	 沖田佳奈美
小倉　聖剛	 則松　知章
泉　　陽子	 花山　隆三
隅　　誠司	 宮河真一郎		
北山　保博	 鬼武　美幸

異なった消化器症状を呈したコルネリア・
デ・ランゲ症候群（CdLS）の 2 症例

第 61 回中国四国小児科学会 2009.10.17 岡山市

花山　隆三	 沖田佳奈美
壷井　史奈	 小倉　聖剛
則松　知章	 隅　　誠司
宮河真一郎

最近 10 年間に当院で経験した細菌性髄膜炎
11 例の臨床像

第 267 回呉小児科医会 2009.11.10 呉市

小倉　聖剛	 沖田佳奈美
壷井　史奈	 則松　知章
花山　隆三	 隅　　誠司
宮河真一郎

当院における双胎妊娠の後方視的検討 第 54 回日本未熟児新生児学会・
学術集会

2009.11.29 横浜市

小倉　聖剛	 沖田佳奈美
壷井　史奈	 則松　知章
鬼武　美幸	 花山　隆三
隅　　誠司	 北山　保博
宮河真一郎

消化器症状の原因としてミルクアレルギー
を疑った児に対するアレルギー検査の検討

第 46 回日本小児アレルギー学会 2009.12.5 福岡市
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佐藤　一寿	 沖田佳奈美
壷井　史奈	 小倉　聖剛
則松　知章	 花山　隆三
隅　　誠司	 宮河真一郎

ステロイドパルス療法により良好な経過を
たどったｒｓｖ脳症の 1 例

第 155 回日本小児科学会広島地
方会

2009.12.13 広島市

神野　和彦 *	 宮河真一郎
上野　哲史 *	 野本　勝弘 *
木原　幹夫 *

広島県小児糖尿病サマーキャンプ 20 年間の
検討

第 155 回日本小児科学会広島地
方会

2009.12.13 広島市

外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

三隅　俊博	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
橋本　安司	 森井　奈央
山田　大作	 谷峰　直樹

当院で経験した急性腹症の一例ー腹部 CT
より何を考えますかー

第 8 回呉腹部救急研究会 2009.2.10 呉市

森井　奈央	 加藤　大典
小関　萬里	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
宮本　和明	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
橋本　安司	 山田　大作
谷峰　直樹	 三隅　俊博

ホルモン受容体陽性、HER ２陰性乳癌にお
ける遺伝子検査（Oncotype	DX）導入の経
験

第 39 回広島乳腺疾患研究会 2009.2.28 広島市

畑中　信良	 谷口　正彦 *
小関　萬里	 吉川　幸伸
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
橋本　安司	 森井　奈央
山田　大作	 谷峰　直樹
三隅　俊博	 上池　　渉

当院での残胃の癌の治療成績 第 81 回日本胃癌学会総会 2009.3.4 東京都

遠藤　俊治	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 加藤　大典
宮本　和明	 清水　洋祐
西谷　暁子	 橋本　安司
森井　奈央	 山田　大作
谷峰　直樹	 三隅　俊博
上池　　渉

90 歳以上の超高齢者胃癌症例の検討 第 81 回日本胃癌学会総会 2009.3.4 東京都

富永　春海	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 橋本　安司
山田　大作	 森井　奈央
谷峰　直樹	 三隅　俊博
上池　　渉

進行再発大腸癌に対するアバスチンの使用
経験

第 7 回日本臨床腫瘍学会学術集
会

2009.3.20 名古屋市

畑中　信良	 小関　萬里
吉川　幸伸	 富永　春海
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 橋本　安司
森井　奈央	 山田　大作
谷峰　直樹	 上池　　渉

腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の費用対効果 第 109 回日本外科学会定期学術
集会

2009.4.2 福岡市

長田奈津子	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 加藤　大典
宮本　和明	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
橋本　安司	 森井　奈央
山田　大作	 谷峰　直樹
三隅　俊博	 上池　　渉

頸部ドレナージにより救命しえた食道穿孔
による縦隔膿瘍の 1 例

第 109 回日本外科学会定期学術
集会

2009.4.2 福岡市

遠藤　俊治	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 清水　洋祐
西谷　暁子	 谷峰　直樹
三隅　俊博	 上池　　渉

高齢者食道亜全摘症例の検討 第 63 回日本食道学会学術集会 2009.6.25 横浜市
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富永　春海	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 森井　奈央
三隅　俊博	 谷峰　直樹
中島　慎介	 朴　　美和
高橋　裕代	 上池　　渉

Stage	Ⅱ大腸癌再発因子の検討 第 71 回大腸癌研究会 2009.7.3 さいたま市

森井　奈央	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 加藤　大典
宮本　和明	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
橋本　安司	 山田　大作
谷峰　直樹	 三隅　俊博
上池　　渉	 谷山　清己

当院における術前化学療法と効果予測因子
の検討

第 17 回日本乳癌学会学術総会 2009.7.3 東京都

遠藤　俊治	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 清水　洋祐
西谷　暁子	 上池　　渉

胃癌異時性肝転移症例の検討 第 64 回日本消化器外科学会総会 2009.7.16 大阪市

清水　洋祐	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永		春海	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 森井　奈央
谷峰　直樹	 三隅　俊博
上池　　渉

EEA を用いた端側吻合術後に吻合部再発の
来たした結腸癌の 2 例

第 64 回日本消化器外科学会総会 2009.7.16 大阪市

畑中　信良	 小関　萬里
吉川　幸伸	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
森井　奈央	 谷峰　直樹
三隅　俊博	 倉岡　和矢
谷山　清己

腫瘤内に微小な高分化肝細胞癌が認めらた
先天性偽腫瘤の 1 例

JDDW2009
第 17 回日本消化器関連学会週間

2009.10.14 京都市

草壁　信輔	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 加藤　大典
宮本　和明	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
森井　奈央	 三隅　俊博
谷峰　直樹	 中島　慎介
朴　　美和	 高橋　裕代
上池　　渉	 谷山　清己

孤立性肝膿瘍、大動脈周囲膿瘍を合併した
大腸癌の 1 症例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

富永　春海	 小関　萬里
吉川　幸伸	 清水　洋祐

主リンパ節転移大腸癌の検討 第 64 回日本大腸肛門病学会学術
集会

2009.11.6 福岡市

谷峰　直樹	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 森井　奈央
三隅　俊博	 中島　慎介
高橋　裕代	 朴　　美和
上池　　渉

噴門周囲の粘膜下腫瘍に対する手術アプ
ローチ

第 13 回呉手術手技研究会 2009.11.12 呉市

朴　　美和	 畑中　信良
吉川　幸伸	 富永　春海
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 森井　奈央
三隅　俊博	 谷峰　直樹
中島　慎介	 高橋　裕代
上池　　渉

食道癌術後に発生した膵頭部癌の１手術例 第 51 回日呉市医学会 2009.11.15 呉市

小関　萬里	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
水洋　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 森井　奈央
橋本　安司	 三隅　俊博
中島　慎介	 高橋　裕代
朴　　美和	 上池　　渉

SILS（single	 incision	laparoscopic	surgery）
による、より整容的な腹腔鏡下胆嚢摘出術

第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市
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谷峰　直樹	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
森井　奈央	 三隅　俊博
中島　慎介	 高橋　裕代
朴　　美和	 上池　　渉

Bevacizumab+FOLFOX 投与後に意識障害
を伴う高 NH3 血症を認めた一症例

第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市

三隅　俊博	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
森井　奈央	 谷峰　直樹
中島　慎介	 朴　　美和
高橋　裕代	 上池　　渉

魚骨による小腸穿孔の２例 第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市

畑中　信良	 吉川　幸伸
西谷　暁子	 富永　春海
清水　洋祐	 遠藤　俊治
森井　奈央	 谷峰　直樹
三隅　俊博	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己
上池　　渉

食道亜全摘、胃管再建後に幽門輪温存膵頭
十二指腸切除を行った膵頭部癌の 1 例

第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市

富永　春海	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 森井　奈央
谷峰　直樹	 三隅　俊博
中島　慎介	 朴　　美和
高橋　裕代	 上池　　渉

Stage Ⅲ a	大腸癌再発因子の検討 第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市

遠藤　俊治	 小関　萬里
吉川　幸伸	 畑中　信良
富永　春海	 清水　洋祐
西谷　暁子	 森井　奈央
谷峰　直樹	 三隅　俊博
中島　慎介	 朴　　美和
高橋　裕代	 上池　　渉

超高齢者胃癌の治療成績 第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市

乳腺外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

加藤　大典	 戸井　雅和 *
稲本　　俊 *	 杉江　知治 *
石黒　　洋 *	 岡村　隆仁 *
諏訪　裕文 *	 山内智香子 *
光森　通英 *

術前化学療法の適応、レジメン、手術タイ
ミングの比較検討（39 施設へのアンケート
による調査結果から）

第 17 回日本乳癌学会学術総会 2009.7.3 東京都

整形外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

蜂須賀裕己	 寺山　弘志 *
城山　　晋	 森本　時光
信貴　経夫	 倉都　滋之

非常にまれな有鈎骨背側脱臼の 1 例 第 112 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2009.4.9 京都市

立石　耕介	 信貴　経夫
濱崎　貴彦	 森本　時光
金城　聖一	 城山　　晋
蜂須賀裕己	 倉都　滋之

当院における腰部脊柱管狭窄症に対する拡
大開窓術の短期成績　〜多椎間開窓術と単
椎間開窓術との比較

第 38 回日本脊椎脊髄病学会 2009.4.23 神戸市

濱崎　貴彦	 田中　信弘 *
Kim	JH*	 岡田　基宏 *
中西　一義 *	 佐々木浩文 *
山田　清貴 *	 山本りさこ *
中前　稔生 *	 泉文　一郎 *
越智　光夫 *	 Hutton	W.C*

腰部脊柱管狭窄症に対する腰椎後方低侵襲
除圧術の生体力学的評価　−屍体標本を用
いた検討

第 38 回日本脊椎脊髄病学会 2009.4.23	 神戸市
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Hamasaki	T
Tanaka	N*
Kim	J*
Okada	M*
Nakanishi	K*
Hirofumi	S*
Yamada	K*
Yamamoto	R*
Nakamae*
Ochi	M*
Hutton	WC*

Ped i c l e 	 s c rew	 augmenta t i on 	 w i th	
polyethylene	tape	-	A	Biomechanical	study	
in	the	osteoporotic	thoracolumbar	spine

第 38 回日本脊椎脊髄病学会 2009.4.23 神戸市

蜂須賀　晋 *	 延藤　博朗 *
井上　博幸 *	 村上　祐司 *
西田　幸司 *	 森重真奈美 *
望月　　由 *	 杉田　　孝

骨 paget 病に対するエチドロネート／リセ
ドロネート治療の２例

第 213 回広島整形外科研究会 2009.8.22 広島市

杉田　憲彦	 濱崎　貴彦 歯突起後方腫瘤に対し後方より顕微鏡下に
腫瘤を摘出した 1 例

広島脊椎脊髄病セミナー 2009.9.28 呉市

伊村　慶紀	 倉都　滋之
大森　信介 *	 仁井谷　学
安本　正徳	 杉田　　孝

Ｃ -type	TKA 後膝蓋骨下極に骨棘形成を
伴った Patellar	Clunk	Syndrome の 1 例

第 113 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2009.10.2 神戸市

杉田　憲彦		 濱﨑　貴彦
田中　信弘 *	 信貴　経夫
蜂須賀裕己	 杉田　　孝

歯突起後方腫瘤に対し後方より顕微鏡下に
腫瘤を摘出した 1 例

第 113 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2009.10.2 神戸市

伊村　慶紀	 杉田　憲彦
仁井谷　学	 濱崎　貴彦
蜂須賀祐己	 信貴　経夫
安本　正徳	 倉都　滋之
杉田　　孝

骨盤悪性腫瘍に対する hemipelvectomy 後
flail	hip とした症例の患肢機能

第 77 回呉整形外科研究会 2009.11.13 呉市

杉田　憲彦		 伊村　慶紀
仁井谷　学	 濱崎　貴彦
蜂須賀裕己	 信貴　経夫
安本　正徳	 倉都　滋之
杉田　　孝

大腿骨転子部骨折に仮性動脈瘤を合併した
１例

第 77 回呉整形外科研究会 2009.11.13 呉市

蜂須賀裕己		 杉田　憲彦
伊村　慶紀	 仁井谷　学
濱崎　貴彦	 信貴　経夫
安本　正徳	 倉都　滋之
杉田　　孝

血管柄付き大腿骨膜移植により手根骨再建
を試みた月状骨化膿性骨髄炎の一例

第 77 回呉整形外科研究会 2009.11.13 呉市

蜂須賀裕己	 濱﨑　貴彦
安本　正徳	 倉都　滋之
杉田　　孝

血管柄付き大腿骨膜移植により手根骨再建
を試みた月状骨化膿性骨髄炎の一例

第 55 回中国・四国手の外科症例
検討会

2009.11.28 岡山市

濱﨑　貴彦	 倉都　滋之
安本　正徳	 信貴　経夫
蜂須賀裕己	 仁井　谷学
伊村　慶紀	 杉田　憲彦
杉田　　孝

巨大 L5 横突起基部にて椎間孔外で神経根
障害を来した 1 例

第 72 回西日本脊椎研究会 2009.12.5 大分市

リハビリテーション科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

信貴　経夫	 森本　時光
金城　聖一	 立石　耕介
城山　　晋	 倉都　滋之

腰部脊柱管内ガングリオンの 2 例 第 112 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2009.4.9 京都市

菊池　　恵	 宮河真一郎
西村　　裕	 隅　　誠司
泉　　陽子

Prader-Willi 症候群に出生後乳児早期から
リハビリテーションを実施した一例につい
て

第 45 回日本周産期・新生児医
学会学術集会

2009.7.12 名古屋市

信貴　経夫	 伊村　慶紀
杉田　憲彦	 仁井谷　学
濱崎　貴彦	 倉都　滋之

当院における院内発生骨折の検討 第 113 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2009.10.2 神戸市
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信貴　経夫	 伊　村慶紀
杉田　憲彦	 仁井谷　学
濱崎　貴彦	 蜂須賀裕己
安本　正徳	 倉都　滋之

院内で発生した骨折の検討 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

松谷　純子	 道広　博之
谷　　周治	 小山　明子
中尾　淳一	 山本　陽介
横田　晋一	 新名　真弓
渥美　隼弥	 山崎美也子
小松妃呂恵	 中本　裕美
荒井　公子	 榎　　七子
赤崎　哲也	 信貴　経夫
林　　宏則

転倒・転落防止に向けたリハビリテーショ
ン科の取組み―電子カルテの掲示板を用い
て―

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

中尾　淳一	 松谷　純子
林　　宏則	 道広　博之
信貴　経夫

交通外傷後に大腿骨慢性骨髄炎を呈し，大
腿切断に至った一症例
＜義足歩行獲得まで＞

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

久保山美樹枝	 小松妃呂恵
谷　　周治	 道広　博之
竹林　　実

総合病院における精神科作業療法の試み
＜対象患者の分析と今後の方向について＞

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

信貴　経夫	 立石　耕介 発症後 2 時間で四肢麻痺が改善した急性頚
椎硬膜外血腫の 1 例

第 44 回日本脊髄障害医学会 2009.11.12 東京都

形成外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

木矢孝一郎	 高木　誠司 フォーム硬化療法を主体とした下肢血管奇
形の治療経験

第 57 回日本形成外科学会
中国・四国支部学術集会

2009.2.15 周南市

杉山　成史 岡山大学におけるリンパ浮腫治療の取り組
み

第 33 回日本リンパ学会総会 2009.7.17 高槻市

木矢孝一郎	 杉山　成史 前腕屈筋腱露出を静脈皮弁にて創閉鎖した
1 例

第 48 回西中国形成外科研修会 2009.7.26 広島市

木矢孝一郎	 杉山　成史 陰唇癒着症の一例 第 58 回日本形成外科学会
中国・四国支部学術集会

2009.9.13 高知市

脳神経外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

大庭　信二	 迫田英一郎
伊藤　陽子	 大下　純平
織田　祥至	 築家　秀和

Occipital	transtentorial	approach により摘出
術を行った小脳血管芽腫の 1 例

第 16 回広島頭蓋底外科研究会 2009.1.9 広島市

大庭　信二 頚動脈狭窄に対するステント治療 佐伯地区（能美地区）医師会学
術講演会

2009.3.17 呉市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至

高齢者悪性神経膠腫に対するテモゾロミド
の使用経験

第 22 回日本老年脳神経外科学会 2009.3.27 広島市

織田　祥至	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
大下　純平

当院における高齢者に対する頸動脈ステン
ト留置術の治療成績

第 22 回日本老年脳神経外科学会 2009.3.27 広島市

迫田英一郎	 大庭　信二
伊藤　陽子	 大下　純平
織田　祥至	 谷山　清己
倉岡　和矢	 齊藤　彰久
杉山　一彦 *

放射線誘発腫瘍と考えられた退形成性上皮
腫の一例

第 67 回㈳日本脳神経外科学会
中国四国支部学術集会

2009.4.4 高松市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至

小脳テント髄膜腫の 1 治験例 第7回　呉脳疾患カンファレンス 2009.7.17 呉市

大庭　信二	 伊藤　陽子
迫田英一郎	 大下　純平
織田　祥至

Occipital	 transtentorial	approach により摘
出術を行った小脳血管芽腫の 1 例

第 23 回中国地方脳神経外科手術
研究会

2009.8.23 倉敷市
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織田　祥至	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
大下　純平	 中前　尚久

経静脈的コイル塞栓術が有効であった外傷
性内頚動脈海綿静脈洞瘻の１症例

第 18 回中国四国脳神経血管内手
術研究会

2009.9.11 高知市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至	 谷山　清己

甲状腺腫を合併した Lhermitte-Duclos 病の
一例

第 23 回中国四国脳腫瘍研究会 2009.9.11 高知市

織田　祥至	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
大下　純平

当院における高齢者に対する頚動脈ステン
ト留置術の治療成績

日本脳神経外科学会第 68 回学術
総会

2009.10.16 東京都

大庭　信二	 伊藤　陽子
迫田英一郎	 大下　純平
織田　祥至

頚部内頸動脈ステント留置術における初期
治療成績

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至

両側性頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の一例 第 14 回広島老年脳神経外科研究
会

2009.10.29 広島市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至

テント髄膜腫の 1 例 第 62 回広島医学会総会 2009.11.8 広島市

織田　祥至	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
大下　純平

当院における高齢者に対する頚動脈ステン
ト留置術の治療成績

第 62 回広島医学会総会 2009.11.8 広島市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至

内頸動脈瘤破裂によって生じた内頸動脈海
綿静脈洞瘻の一例

第 6 回広島血管内治療研究会 2009.12.5 広島市

織田　祥至	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
大下　純平	 濱崎　貴彦
杉浦　智仁	 平木　貴子

正常圧水頭症を呈した馬尾神経鞘腫の 1 症
例

第 68 回㈳日本脳神経外科学会
中国四国支部学術集会

2009.12.12 米子市

呼吸器外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

山下　芳典 これって本当？逆流と胃排出のおもしろい
関係

第 10 回 NST を本音で語る会 2009.5.9 広島市

山下　芳典 軟性鏡とバイポーラシザーズを用いた
VATS　Lobectomy 〜肺葉気管支・血管へ
のエンド GIATM を用いたアプローチ法〜

第 26 回日本呼吸器外科学会総会 2009.5.14 北九州市

原田　洋明 異時性に発生した肝転移、両側肺転移病巣
に対して切除が可能であった胃癌術後再発
の 1 例

第 26 回日本呼吸器外科学会総会 2009.5.14 北九州市

原田　洋明	 山下　芳典
伊藤　正興

内視鏡外科手術の対象となる呼吸器関連疾
患（原発性肺癌を除く）

呉内視鏡外科研究会 2009.5.21 呉市

山下　芳典 呼吸器外科と栄養管理、呼吸器外科医が
知っておくべき栄養管理

広島呼吸器外科研究会 2009.6.11 広島市

山下　芳典 濃厚流動食　―上部消化管機能の観点〜最
新情報―

PDN セミナー広島 2009.6.14 広島市

伊藤　正興	 原田　洋明
山下　芳典

両側多発結節陰影を呈し、肺結核腫と転移
性癌が混在した一例

第 11 回	広島呼吸器フォーラム 2009.6.19 広島市

伊藤　正興	 原田　洋明
山下　芳典

左肺動脈欠損症に右肺癌を合併した一例 第 48 回日本肺癌学会　中国・
四国支部会

2009.7.17 松江市

山下　芳典 CV アクセスの実際 第 11 回　NST を本音で語る会 2009.9.12 広島市

山下　芳典 呼吸器疾患と NST　　「医師の立場から」 第 5 回	広島 NST 研究会 2009.9.26 広島市
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山下　芳典 多施設共同臨床第Ⅲ相試験　非小細胞肺癌
完全切除除例に対する術後補助化学療法の
検討、中間報告

（	瀬戸内肺癌研究会	SLC04-01,	CBDCA	+	
PAC	vs	UFTTM）

第４回　広島肺がん治療を考え
る会

2009.10.9 広島市

山下　芳典	 原田　洋明
伊藤　正興	 向田　秀則 *

軟性鏡とバイポーラシザーズを用いた
pureVATS　Lobectomy の技術的な工夫

第 62 回日本胸部外科学会定期学
術集会

2009.10.11 横浜市

山下　芳典 最新の肺がん手術−最も身体にやさしい胸
腔鏡下肺葉切除術−

地域連携室講演会 2009.10.21 呉市

原田　洋明	 山下　芳典
伊藤　正興

Hybrid	VATS と Pure	VATS
〜 	High	Volume	Center	と地方病院におけ

る勤務経験から〜

西中国・山陰
呼吸器外科研究会

2009.11.7 広島市

伊藤　正興	 原田　洋明
山下　芳典

当院における 75 歳以上の高齢者に対する肺
癌手術の検討

第 50 回日本肺癌学会総会 2009.11.12 東京都

原田　洋明	 山下　芳典 前縦隔リンパ節に単発転移を来した表在性
膀胱がんの 1 例

第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市

原田　洋明	 山下　芳典 後縦隔に発生した海綿状血管腫の 1 例 第 71 回日本臨床外科学会総会 2009.11.19 京都市

原田　洋明	 伊藤　正興
山下　芳典

Hybrid	VATS と Pure	VATS
〜 	High	Volume	Center と地方病院勤務の

経験より〜

第 9 回呼吸器胸腔鏡手術研究会 2009.12.2 東京都

山下　芳典	 原田　洋明
伊藤　正興	 向田　秀則 *

2 種類の VATS アプローチによる cT1NO
肺がんに対し pN1-2 となった症例の検討

第 22 回日本内視鏡外科学会総
会

2009.12.3 東京都

山下　芳典 救急医療における早期経腸栄養の際の経鼻
胃管と嚥下性肺炎の関連性

第 2 回日本静脈経腸栄養学会　
中国支部学術集会

2009.12.12 広島市

心臓血管外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

仲村　輝也	 澁川　貴規
川本　　純	 望月　慎吾

当科における Edge-to-edge	technique を用
いた僧帽弁形成術

第 17 回広島心血管手術手技研
究会

2009.1.24 広島市

澁川　貴規 大動脈解離における断端形成法―遺残解離
をなくすための工夫―

第 23 回心臓血管外科ウィンター
セミナー

2009.1.28 長野県
軽井沢

澁川　貴規	 仲村　輝也
川本　　純	 望月　慎吾

大動脈解離における断端形成法　- 遺残解
離をなくすための工夫 -

第 37 回日本血管外科学会 2009.5.13-15 名古屋市

仲村　輝也	 澁川　貴規
川本　　純	 望月　慎吾
三隅　俊博

大動脈弁置換術後左室破裂に対する修復術 第 52 回関西胸部外科学会学術
集会

2009.6.4 岡山市

澁川　貴規	 樋口　卓也
仲村　輝也

僧帽弁置換後の重度左室流出路狭窄に対す
る僧帽弁前尖切除術

第 52 回関西胸部外科学会学術集
会

2009.6.4 岡山市

仲村　輝也	 澁川　貴規
川本　　純	 望月　慎吾

大動脈弁置換術後左室破裂に対する修復術 第 43 回広島循環器病研究会 2009.6.6 広島市

樋口　卓也	 仲村　輝也
澁川　貴規

人工弁の選択と抗凝固療法 呉循環器病研究会 2009.9.12 呉市

仲村　輝也	 澁川　貴規
樋口　卓也	 泉谷　裕則

高齢者に対して MAZE 手術は有用か？ 第 62 回日本胸部外科学会定期学
術集会

2009.10.11 横浜市

樋口　卓也	 仲村　輝也
澁川　貴規

超高齢者（80 歳以上）の高度僧帽弁閉鎖不
全症は手術適応となりうるか ?

第 13 回呉心臓疾患勉強会 2009.11.27 呉市
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産婦人科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

熊谷　正俊	 中村　紘子
江川真希子	 川上　洋介
佐村　　修	 竹原　和宏
水之江知哉	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
戸田　　環	 倉岡　和矢
谷山　清己

子宮体部粘液性腺癌の 1 例 第 34 回日本臨床細胞学会広島支
部総会

2009.2.21 広島市

中村　紘子	 竹原　和宏
江川真希子	 川上　洋介
佐村　　修	 熊谷　正俊
水之江知哉	 原田　美恵
坂根　潤一	 西村　俊直
戸田　　環	 倉岡　和矢
谷山　清己

細胞診で組織型の推定ができた子宮体部明
細胞腺癌の 1 例

第 34 回日本臨床細胞学会広島支
部総会

2009.2.21 広島市

佐村　　修	 水之江知哉
江川　美砂	 花岡　美生
江川真希子	 川上　洋介
熊谷　正俊	 竹原　和宏
佐治　文隆

当院における超緊急帝王切開に関する検討 第 61 回日本産婦人科学会総会学
術集会

2009.4.3 京都市

川上　洋介 Integrin,Serotype	 3	Receptor-Targeted	
Virotherapy	with	Genetic	Fiber	Modified	
Adenovirus	Vector	 for	Ovarian	Cancer	
Treatment

第 61 回日本産婦人科学会総会学
術集会

2009.4.3 京都市

江川真希子	 水之江知哉
江川　美砂	 川上　洋介
佐村　　修	 熊谷　正俊
竹原　和宏	 佐治　文隆

妊娠悪阻のため入院中に突然の心肺停止に
陥った脳腫瘍合併妊娠の 1 例

第 61 回日本産婦人科学会総会学
術集会

2009.4.3 京都市

熊谷　正俊	 竹原　和宏
川上　洋介	 西村　俊直
戸田　　環	 坂根　潤一
藤本貴美子	 榎本　泰明
倉岡　和矢	 谷山　清己

子宮体部粘液性腺癌の 2 例 第 50 回日本臨床細胞学会総会 2009.6.27 東京都

川上　洋介	 竹原　和宏
熊谷　正俊	 倉岡　和矢
坂根　潤一	 西村　俊直
藤本貴美子	 戸田　　環
谷山　清己

液状細胞診における子宮頸部細胞腺系病変
の検討

第 50 回日本臨床細胞学会総会 2009.6.27 東京都

竹原　和宏	 川上　洋介
熊谷　正俊	 戸田　　環
西村　俊直	 坂根　潤一
藤本貴美子	 榎本　泰明
倉岡　和矢	 谷山　清己

子宮頸部細胞診における HPV	Typing の検
討

第 50 回日本臨床細胞学会総会 2009.6.27 東京都

竹原　和宏	 川上　洋介
中村　紘子	 佐村　　修
熊谷　正俊	 水之江知哉

膣原発扁平上皮癌 2 例に対する Concurrent	
chemoradiation（CCRT）の経験

第 46 回日本婦人科腫瘍学会学術
集会

2009.7.10 新潟市

中村　紘子	 竹原　和宏
川上　洋介	 佐村　　修
熊谷　正俊	 水之江知哉

子宮体癌手術後の孤立性傍大動脈リンパ節
再発に対し、摘出術を施行した 4 症例の検
討

第 46 回日本婦人科腫瘍学会学術
集会

2009.7.10 新潟市

川上　洋介	 竹原　和宏
熊谷　正俊	 中村　紘子
佐村　　修	 江川真希子
水之江知哉

蛍光標識 Adenovirus	Vector 用いた子宮頸
癌細胞イメージング

第 46 回日本婦人科腫瘍学会学術
集会

2009.7.10 新潟市

熊谷　正俊	 江川真希子
中村　紘子	 川上　洋介
佐村　　修	 竹原　和宏
水之江知哉

臨床的脳死状態に陥った脳腫瘍合併妊娠の
1 例

第 45 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2009.7.12 名古屋市
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佐村　　修	 水之江知哉
中村　紘子	 江川真希子
川上　洋介	 熊谷　正俊
竹原　和宏	 隅　　誠司
西村　　裕	 宮河真一郎

超緊急帝王切開に関する検討 第 45 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2009.7.12 名古屋市

竹原　和宏 本邦における臨床試験の現状と課題 第 6 回婦人科がん会議 2009.7.24 鳥取県
西伯郡

下戸麻衣子	 中村　紘子
川上　洋介	 熊谷　正俊
佐村　　修	 竹原　和宏
水之江知哉

自己免疫性肝炎合併妊娠の 1 例 第 60 回日本産科婦人科学会広島
地方部会総会

2009.9.6 広島市

佐村　　修	 下戸麻衣子
中村　紘子	 川上　洋介
熊谷　正俊	 竹原　和宏
壷井　史奈	 沖田佳奈美
小倉　聖剛	 則松　知章
花山　隆三	 隅　　誠司
宮河真一郎	 水之江知哉

高度の IUGR を認め、出生後 Cornelia	de	
Lange	症候群と診断し遺伝カウンセリング
を行った 1 例

第 16 回遺伝性疾患に関する出生
前診断研究会

2009.10.17 熊本市

長谷川清志 *	 庄子　忠宏 *
藤本　俊郎 *	 松本　光史 *
西尾　　真 *	 竹原　和宏
大下　孝史 *

どうする？再発卵巣がんの治療 第 47 回日本癌治療学会学術集会 2009.10.23 横浜市

中村　紘子	 竹原　和宏
下戸麻衣子	 川上　洋介
佐村　　修	 熊谷　正俊
水之江知哉	 繁田　正信

子宮体癌手術後の孤立性傍大動脈リンパ節
再発に対し、摘出術を施行した 4 症例の検
討

第 47 回日本癌治療学会学術集会 2009.10.23 横浜市

佐村　　修 Fetal	cell	microchimerism	と免疫疾患 第 37 回日本臨床免疫学会総会 2009.11.13 東京都

皮膚科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

石川　啓三	 望月　　満
山田　瑞穂

臀部の巨大獣毛様色素性母斑から生じた悪性
悪色腫の１例

第 124 回日本皮膚科学会広島地
方会

2009.3.1 広島市

山田　瑞穂	 石川　啓三
望月　　満	 木矢孝一郎
高木　誠司	 谷山　清己

大腿部に生じた pleomorphic	sarcoma の 1
例

第 124 回日本皮膚科学会広島地
方会

2009.3.1 広島市

北野　文朗	 真田　聖子 陰圧閉鎖療法をおこなった難治性皮膚潰瘍
の 1 例

第 125 回日本皮膚科学会広島地
方会

2009.9.13 広島市

泌尿器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

繁田　正信	 角西　雄一
神明　俊輔

ディベート３　「腎部分切除術：腹腔鏡手術
vs ミニマム創手術」
T1aNOMO	腎悪性腫瘍に対する術式の選択

第 97 回日本泌尿器科学会総会 2009.4.16 岡山市

木村　治紀	 中前　尚久
森井　大一	 宮加谷靖介
神明　俊輔	 甲田俊太郎		
繁田　正信	 谷山　清己

膀胱破裂の再発をきたした1例 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

繁田　正信	 寺地　敏郎 * 効果的効率的な泌尿器腹腔鏡手術医の育成 第 61 回日本泌尿器科学会
西日本総会

2009.11.5 高松市

神明　俊輔	 角西　雄一
繁田　正信	 花山　亜紀

一期的後腹膜鏡下両側副腎摘除術を行った
血液透析患者に発生した両側副腎褐色細胞
腫の 1 例

第 61 回日本泌尿器科学会
西日本総会

2009.11.5 高松市

繁田　正信	 木下　秀文 *
伊藤　明宏 *	 臼井　幸男 *

腹腔鏡下腎部分切除術 第23回日本Endourology・ESWL	
学会総会

2009.11.11 東京都
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耳鼻咽喉科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

平川　治男 こどもの聴覚障害について 新生児聴覚検査支援事業研修会 2009.3.10 呉市

古家　裕巳	 西　　康行
上田　　勉	 平川　治男

当科で経験した頭頚部粘表皮癌症例 第 42 回広島頭頚部腫瘍研究会 2009.3.12 広島市

古家　裕巳	 西　　康行
上田　　勉	 平川　治男

当科で経験した頭頚部粘表皮癌症例 第 35 回中国四国地方部会連合講
演会

2009.6.20 高松市

上田　　勉 国立がんセンター東病院短期がん専門研修
について

第 12 回広島県耳鼻科研究会 2009.9.12 広島市

平川　治男	 上田　　勉
古家　裕巳

接着法による鼓膜形成術における再穿孔症
例の検討

第 19 回日本耳科学会総会学術講
演会

2009.10.9 東京都

西　　康行	 上田　　勉
平川　治男

複視にて発症した副鼻腔炎の 2 症例 第 14 回上気道感染症研究会 2009.11.12 広島市

西　　康行	 上田　　勉
平川　治男

複視にて発症した副鼻腔炎の 3 症例 第 35 回中国地方部会連合学会 2009.12.13 宇部市

放射線科（診断部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

中村　優子	 大本　俊文 *
斉藤　朋子 *	 梶間　敏男 *		
伊藤　勝陽 *

MRCP における Gd-EOB-DTPA の胆道排
泄による信号変化の検討

第68回日本医学放射線学会総会 2009.4.18 横浜市

田邊　悦章 *	 鈴木　大輔
水嶋　徳仁	 遠藤　　崇 *
姫野　　敬	 大倉　保彦 *
石田　隆行 *

放射線治療における呼吸性移動を検出する
アルゴリズムの開発

日本放射線技術学会　第 65 回総
会学術大会

2009.4.18 横浜市

中村　優子	 竹内　直子
豊田　尚之	 柾木　慶一
高野　弘嗣	 遠藤　俊治
小関　萬里	 倉岡　和矢
谷山　清己

巨大肝腫瘍の 1 例 第 112 回日本医学放射線学会中
国・四国地方会＆第 44 回日本核
医学中国・四国地方会

2009.6.12 米子市

竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子

リンパ囊腫に対する経皮的ドレナージの検討 第23回日本 IVR学会中国四国地
方会

2009.9.4 広島市

中村　優子	 竹内　直子	
豊田　尚之	 大本　俊文 *
斎藤　朋子 *	 梶間　敏男 *

Gd-EOB-DTPA 使用による細胞外液性イ
メージングと肝細胞イメージングの移行期
の検討

第 37 回日本磁気共鳴医学会大会 2009.10.1 横浜市

姫野　　敬	 松浦　　栄 *
大畠　克則 *	 渡辺　隆之 *
茶谷　孝久 *	 下井　睦夫 *
小倉　裕樹 *	 近藤　　晃 *
田坂　　聡	 田渕　修一 *

放射線技師長・副技師長ガイドブック（電
子化版）の作成

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

小倉　裕樹 *	 姫野　　敬
田坂　　聡	 松浦　　栄 *
大畠　克則 *	 田渕　修一 *
渡辺　隆之 *	 茶谷　孝久 *
下井　睦夫 *	 近藤　　晃 *

電子化版ガイドブックを利用した放射線技
師長・福技師長研修の取り組み―アンケー
ト調査から見えてきたこと―

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

稲葉　　護	 出垣　正紀
田坂　　聡	 岡　　　透 *
姫野　　敬

核医学施設におけるしゃへい計算プログラ
ムの作成

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

要田絵理加	 臼杵知佐子		
水島　徳仁	 遠藤　　崇 *
細川　　優	 大川　英作
姫野　　敬	 小倉　裕樹 *
小濱　義幸 *	 田邊　悦章 *
宮川　　敬 *	 濱田　佐利 *
須内　光明 *	 伊瀬　尋貴 *

放射線治療・栄養チームで作った副作用に
やさしい食事パンフレット

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市
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竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子

術後リンパ囊腫に対する経皮的ドレナージ
の検討

第 113 回日本医学放射線学会
中国・四国地方会

2009.12.18 高知市

放射線科（治療部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

山本　道法 子宮体癌の根治的放射線治療 /Rotational	
intracavitary	irradiation	の試み

第 28 回岡山放射線腫瘍学カン
ファレンス

2009.2.28 岡山市

山本　道法 局所進行非小細胞肺癌に対するｔri-modality	
therapy の検討

第 68 回日本医学放射線学会総会 2009.4.16 横浜市

山本　道法	 平川　治男
西　　康行	 古家　裕巳

64 列 CT をもちいた頭頸部がんの放射線治
療計画―造影早期像の有用性―

第 33 回日本頭頸部癌学会
第 30 回頭頸部手術手技研究会

2009.6.11 札幌市

山本　道法 大動脈周囲リンパ節腫大が無治療にて消失
した食道癌の 1 例

第 63 回日本食道学会学術集会 2009.6.25 横浜市

山本　道法 子宮体癌の根治的放射線治療 /rotational	
intracavitary	irradiation	の試み

日本放射線腫瘍学会第 22 回学術
大会

2009.9.17 京都市

山本　道法 舌がんの高線量率組織内照射＜前方刺入法
の試み＞

第 47 回日本癌治療学会学術集会 2009.10.23 横浜市

麻酔科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

田嶋　　実	 森脇　克行
三木　智章	 酒井　明彦

多発外傷手術後早期に限局性膿胸と被包化
血腫を認めたヘルニア非合併横隔膜損傷の
１例

第 36 回日本集中治療医学会学術
集会

2009.2.26 大阪市

橋本　　賢	 森脇　克行
酒井　明彦	 讃岐美佳子
田嶋	　	実	 城山　和久

WHO 手術安全チェックリストの導入によっ
て予防が見込まれる手術室インシデント

日本麻酔科学会
第 56 回学術集会

2009.8.16 神戸市

三木　智章	 森脇　克行
城山　和久	 田嶋　　実
讃岐美佳子	 酒井　明彦

開心術における白血球数とその分画の変化 日本麻酔科学会
第 56 回学術集会

2009.8.16 神戸市

酒井　明彦	 森脇　克行
田嶋　		実	 城山　和久
讃岐美佳子	 三木　智章

大量出血時の投与可能な回収式自己血輸血
量と他家血輸血必要量の推定

日本麻酔科学会
第 56 回学術集会

2009.8.17 神戸市

田嶋　　実	 森脇　克行
三木　智章	 酒井　明彦

気道周囲の解剖学的異常により緊急気道確
保を必要とした３症例の検討

第 37 回日本救急医学会総会・学
術集会

2009.10.29 盛岡市

薬剤科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

田中　優子 患者用タイムテーブルの活用 第47回日本癌治療学会学術集会 2009.10.22 岡山市

竹丸　徳子	 田中　優子
門主　怜子	 貫目　志保
山足　敏昭	 富永　理子
竹原　和宏

化学療法時のタイムテーブル使用によるイ
ンシデント防止の効果

第 47 回日本癌治療学会学術集会 2009.10.22 岡山市

亀田　慶太	 谷保　智美
満井　尚子	 海田　朋美
中島　寿久	 宮田　　篤
西澤　修一	 小川　善通
小澤　和博

持参薬鑑別内容確認を兼ねた入院時薬剤管
理指導への取り組みについて

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

長島　悟史	 久岡　一恵
小澤　和博	 竹林　　実

精神科病棟における入院時薬剤管理指導の
導入

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市
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満井　尚子	 山足　敏昭
細川　敦子	 木本志津江
森貞　尚之	 小川　喜通
小澤　和博	 新美　寛正
沖川　佳子	 黒田　芳明
末宗　慧子	 板垣　充弘
小杉　恭子

サレドカプセル導入における取り組み 第48回日本薬学会・日本薬剤師
会　日本病院薬剤師会　中国四国
支部学術大会

2009.11.7 徳島市

宮田　　篤	 亀田　慶太
谷保　智美	 満井　尚子
海田　朋美	 中島　寿久
西澤　修一	 小川　善通
小澤　和博

安全な持参薬利用を目的とした薬剤管理指
導業務への取り組み

第48回日本薬学会・日本薬剤師
会　日本病院薬剤師会　中国四国
支部学術大会

2009.11.7 徳島市

長島　悟史	 久岡　一恵
小澤　和博	 竹林　　実

総合病院精神科病棟における入院時薬剤管
理指導の導入―チーム医療への参加の試み
―

第 19 回日本臨床精神神経薬理
第 39 回日本神経精神薬理学会合
同年会

2009.11.13 京都市

治験管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

中村　浩子	 鵜池　敏令
智原久美子	 熱海　　操
小島　　薫	 田中　鈴子
高野由美子	 伊藤　君代
小澤　和博	 谷山　清己

治験審査委員会議事録公開への取り組み 第9回CRCと臨床試験のあり方
を考える会議2009	in	横浜

2009.9.12 横浜市

小島　　薫	 熱海　　操
智原久美子	 田中　鈴子
中村　浩子	 鵜池　敏令
谷本　英子	 小澤　和博
谷山　清己

臨床研究に対する CRC の役割について 第 9 回 CRC と臨床試験のあり方
を考える会議 2009	in	横浜

2009.9.12 横浜市

鵜池　敏令	 中村　浩子
智原久美子	 熱海　　操
小島　　薫	 田中　鈴子
高野由美子	 伊藤　君代
谷本　英子	 小澤　和博
谷山　清己

製造販売後調査（全例調査）の適正な実施
に向けた院内体制の検討

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

臨床検査科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

田寺加代子	 道中　智映
下中　秋子	 下花　純一
谷山　清己

当センターにおける Clostoridium	difficile 検
出状況について

第24回日本環境感染学会総会 2009.2.7 横浜市

藤本貴美子	 谷山　清己 子宮頸がん検診啓発活動 第 50 回日本臨床細胞学会総会 2009.6.26 東京都

藤本貴美子	 榎本　泰明
谷山　清己	 田中　理重
川西なみ紀	 羽原　利幸
青木　　潤	 小川　勝成
永井　宣隆

高校生への子宮頸がん検診啓発活動の試み
―検査士会広島県支部の取り組み―

第 50 回日本臨床細胞学会総会 2009.6.26 東京都

道中　智映	 下中　秋子
田寺加代子	 下花　純一
辰島　純二	 谷山　清己

Clostoridium	difficile トキシン検出キットと
培養法との比較

平成 21 年度呉地区七夕研修会 2009.7.4 呉市

槙田　香子	 山本　政子
西村　武俊	 遠藤　竜也
日浦　未幸	 平原智恵美
辰島　純二	 藤田　洋輔
竹林　　実	 谷山　清己

リチウム中毒による脳波異常が遷延した 1
例

平成 21 年度呉地区七夕研修会 2009.7.4 呉市

齋藤　幸枝	 和田貴美子
坪井　和美	 浜田　佳奈
近藤ヒロ子　佐久間千代子
森貞　尚之	 細川　敦子
木村　広子	 山本　幸織
鳥居　　剛	 北山　保博
山下　芳典	 富永　春海

繰り返す誤嚥性肺炎のため栄養管理に苦渋
した小児の 1 例

第 5 回広島 NST 研究会 2009.9.26 広島市
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齋藤　幸枝	 下花　純一
和田喜美子	 梶川　洋治
辰島　純二	 谷山		清己

当センターにおける血清亜鉛測定の有用性 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

下花　純一	 道中　智映
田寺加代子	 下中　秋子
辰島　純二	 谷山　清己

毒素産生Clostridium	difficile検出方法の比較 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

平原智恵美	 山本　政子
槇田　香子	 西村　武俊
遠藤　竜也	 日浦　未幸
辰島　純二	 谷山　清己
川本　俊治

当院における睡眠時無呼吸症候群と合併症の
関連についての検討

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

病理診断科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

原田恵美子	 西村　俊直
坂根　潤一	 戸田　　環
尾下　聡子	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 藤本貴美子
榎本　泰明	 谷峰　直樹
宮本　和明	 加藤　大典
小関　萬里	 谷山　清己

乳腺間質肉腫の 1 例 第34回日本臨床細胞学会広島支
部総会

2009.2.21 広島市

倉岡　和矢	 尾下　聡子
齋藤　彰久	 谷山　清己

乳癌における TopoII α蛋白発現及び遺伝
子増幅抗癌剤治療効果予測因子としての有
用性

第 98 回日本病理学会総会 2009.5.2 京都市

齊藤　彰久	 尾下　聡子
倉岡　和矢	 谷山　清己

子宮頸部細胞診における従来法と液状献体
Thin	Prep 法の比較　腺系細胞を中心として

第 98 回日本病理学会総会 2009.5.2 京都市

齊藤　彰久	 倉岡　和矢
三隅　俊博	 森井　奈央
宮本　和明	 加藤　大典
小関　萬里	 谷山　清己

左乳癌 日本病理学会中国四国支部学術
集会（第 99 回スライドカンファ
レンス）

2009.6.13 高知市

西村　俊直	 戸田　　環
坂根　潤一	 藤本貴美子
榎本　泰明	 尾下　聡子
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

大腸癌における術中腹腔細胞診 360 例の細
胞学的検討

第 50 回日本臨床細胞学会総会 2009.6.26 東京都

倉岡　和矢	 戸田　　環
坂根　潤一	 西村　俊直
藤本貴美子	 榎本　泰明
尾下　聡子	 齊藤　彰久
谷山　清己

乳腺細胞診における鑑別困難例及び悪性疑
い例の検討

第 50 回日本臨床細胞学会総会 2009.6.26 東京都

坂根　潤一 当センターにおける染色の実態と問題点 第 58 回日本医学検査学会 2009.7.31 横浜市

岡谷　健史	 黒田　芳明
末宗　慧子	 沖川　佳子
新美　寛正	 倉岡　和矢
谷山　清己

心臓浸潤をきたした鼻型 NK/T 細胞性リン
パ腫の一例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

坂根　潤一	 西村　俊直
原田美恵子	 田中　美帆
藤本貴美子	 辰島　純二
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

当センターにおけるパパニコロウ染色の実
際と今後の課題

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

原田恵美子	 坂根　潤一
西村　俊直	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 藤本貴美子
戸田　　環	 川上　洋介
竹原　和宏	 谷山　清己

液状細胞診における子宮頸部細胞腺系病変
の検討―その 3

第 48 回日本臨床細胞学会秋季大
会

2009.10.30 福岡市

倉岡　和矢 脊椎腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術
集会第 100 回スライドカンファ
レンス

2009.11.7 倉敷市
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臨床研究部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

谷山　清己 病院における病理診断科と病理外来 第98回日本病理学会総会 2009.5.3 京都市

宮本　和明	 加藤　大典
小関　萬里	 吉川　幸伸
畑中　信良	 砂田　祥司
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
橋本　安司	 山田　大作
森井　奈央	 谷峰　直樹
三隅　俊博	 谷山　清己
上池　　渉

トリプルネガディブ乳癌におけるmicroRNA
の発現異常

第 17 回日本乳癌学会学術総会 2009.7.3 東京都

土岡　麻美	 久岡　一恵
竹林　　実

グリアにおける抗うつ薬の新規ターゲット
分子の同定の試み

第 28 回躁うつ病の薬理・生化学
的研究懇話会

2009.7.10 千歳市

谷山　清己 子宮頸部病巣における液状細胞診と HPV
タイピング：基礎的検討２

第 68 回日本癌学会学術総会 2009.10.1 横浜市

宮本　和明	 宮本　晴子 * 陽性および陰性乳がんにおける microRNA
の異常

第 68 回日本癌学会学術総会 2009.10.1 横浜市

谷山　清己	 新保　卓郎 *
岩瀬　弘昭 *	 田中　　伸 *
渡邉　典子 *	 上村　直美 *

ＥＢＭに基づく胃潰瘍診療ガイドライン」
の妥当性に関する臨床的検討―アウトカム
研究を中心として―（EGGU）第２報

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.21 仙台市

谷山　清己 「EBM に基づく胃潰瘍診療ガイドライン」
の妥当性に関する臨床的検討

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

谷山　清己 病理外来って？？　患者さんに乳がんのこ
とを判りやすく説明します

日本病理学会中国四国支部学術
集会第 100 回スライドカンファ
レンス

2009.11.7 倉敷市

栄養管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

臼杵知佐子	 大野美智子
濱田　佳奈	 坪井　和美	
細川　　優	 要田絵理加
水嶋　徳仁	 姫野　　敬

がん放射線治療患者の食事に関する QOL 向
上への取り組み
―他職種との連携によるパンフレット作成―

第63回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

細川　　優	 臼杵知佐子
大野美智子	 濱田　佳奈
坪井　和美	 松田　守弘
川本　俊治

狭心症パスを使った食事指導の成果につい
て

第２回日本静脈経腸栄養学会
中国支部学術集会

2009.12.12 広島市

救命救急部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

村尾　正樹	 宮加谷靖介
中前　尚久	 森井　大一

誤嚥性肺炎に対し集学的治療を行った一例 第12回日本臨床救急医学会総会・
学術集会

2009.6.11 大阪市

下永　皓司 public	access	AED施行し救命しえたNSTMI
の 1例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

西村　和朗	 宮加谷靖介
中前　尚久	 森井　大一
岩本　崇志

精神神経症状を呈した間歇型一酸化炭素中
毒の 1 例

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

宮加谷靖介	 中前　尚久
森井　大一	 村尾　正樹
杉田　　孝	 上池　　渉

地方都市における救命救急センターの状況
と課題

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市
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看護部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

高柴真知子	 中原　孝子
森吉由希子	 下高　美和
田槙　幸子

ICU・CCUにおける水平感染予防への取り組
み

第25回日本救急医学会中国四国
地方会

2009.6.5 下関市

小林　奈々 DPC導入国立病院機構21施設の胃全摘術例
における処置追加が看護必要度に与える影響

第 11 回日本医療マネジメント
学会学術総会

2009.6.12 長崎市

富永　理子 電子カルテ内を利用した転倒・転落リスクア
セスメントデータ集積

第 11 回日本医療マネジメント
学会学術総会

2009.6.12 長崎市

河野　由佳 DPC導入国立病院機構21施設の胃全摘術と
胃切除術の差が看護必要度に与える影響

第 11 回日本医療マネジメント
学会学術総会

2009.6.12 長崎市

平谷　文乃 胃癌周術期の看護必要度施設間格差の検討 第 11 回日本医療マネジメント
学会学術総会

2009.6.12 長崎市

藤山　梨絵	 花岡　宏子 急性心筋梗塞地域連携パスを使った患者指導
の効果について

第 11 回日本医療マネジメント
学会学術総会

2009.6.12 長崎市

堀田　直子	 西林　　愛
向井　理恵	 合田治英子

白血病患者の病名告知から治療時期における
心理過程に影響を与える要因―アグィレラの
危険モデルを活用して―

第 40 回日本看護学会学術集会
「看護総合」

2009.7.18 京都市

崎山　千沙	 貫目　志保
井手岡　愛	 末岡　篤子

婦人科がん化学療法体験前後のイメージの変
化と看護師の役割

第 40 回日本看護学会学術集会
「成人看護Ⅱ」

2009.9.3 鳥取市

行廣　　恵	 中本　実央
藤原　啓子	 炭谷　容子
松田　真	 小田　　忍

肝臓・胆道疾患による掻痒感軽減への援助
―レスタミン軟膏とオリーブオイルを比較し
て―

第 5 回中国四国地区国立病院機
構国立療養所看護研究会

2009.9.5 広島市

廣本　　縁 TUR-P 術後の再出血の予防に役立つ退院指
導の検討―退院後の血尿の経過と生活の現状
について

第 5 回中国四国地区国立病院機
構国立療養所看護研究会

2009.9.5 広島市

高橋明希子 自己表出が困難な患者へのベッドサイドでの
面接の有効性

第 5 回中国四国地区国立病院機
構国立療養所看護研究会

2009.9.5 広島市

岡田チハル 看護師の性差に対する患者の認識 第 5 回中国四国地区国立病院機
構国立療養所看護研究会

2009.9.5 広島市

本澤　香菜 末破裂脳動脈瘤患者の診断後から手術後まで
の心理―コイル塞栓術・開頭クリッピング術
を受けた患者のインタビューを通して―

第 5 回中国四国地区国立病院機
構国立療養所看護研究会

2009.9.5 広島市

西岡　奈巳 肺胸膜悪性腫瘍患者の治療・場における意志
決定の際の思い -患者インタビューを通して -

第 5 回中国四国地区国立病院機
構国立療養所看護研究会

2009.9.5 広島市

木村　尚子	 下畦　麻衣
折出　君枝	 栗原　広子
平川マツミ	 堀　　純子
岡下　智子	 近藤ヒロ子

NICUにおける非経口哺乳児の口腔ケアの効
果

第 40 回日本看護学会学術集会
「小児看護」

2009.9.25 高知市

齋藤　幸枝 呼吸器疾患とNST 第 5 回広島 NST 研究会 2009.9.26 広島市

田中　優子 婦人科がん化学療法時に使用する患者用タイ
ムテーブルの作成

第47回日本癌治療学会学術集会 2009.10.22 横浜市

佐久間千代子 病棟の顔は私です
−看護師長が相談窓口であることをアピー
ルして−

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.22 仙台市

富永　理子	 木村　優子
古屋富士子	 星山　明代
田中　康晴	 入江　和子
馬場　文子

国立病院機構における入院中の転倒・転落事
象及びそれらに伴う有害事象に関する要因の
分析研究

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

山本　光恵	 北山　保博
鬼武　美幸	 近藤ヒロ子
石野　千春	 近藤　友里

手術入院の患児・家族へプレパレーション（心
の準備）を実施して

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市
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池口　優子	 佐々木礼子
川島美由紀	 森本　美幸

乳がん患者に対して術前オリエンテーション
を行う時期についての検討

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

木村　理栄 大腿骨骨折患者におけるせん妄発症要因の検
討 -	せん妄予測スケールを使用して -

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

田渕　敬子	 森岡　　恵
小林　奈々	 平谷　文乃

化学療法後の内服管理方法の考案―インシデ
ントゼロを目指して―

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

下高　美和	 神田　弘子 新人看護師の離職予防のための指導体制の
検討

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

藤坂美穂子 卒後 3 年目　多重課題シミュレーション研
修―PDCA	を活用して―

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

三坂美奈子 呉医療センターにおける退院支援と課題 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

倉澤　和枝 外線電話における交換手と診療科の看護師や
医療事務の困っていること
−より良い電話対応と連携を目指して−

第63回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

廣岡　綾香 胸骨正中切開手術における術後の疼痛発現部
位についての調査

第 23 回日本手術看護学会年次大
会

2009.11.13 千葉市

奥村　和恵	 橘高　　清
末岡　知絵	 花岡　宏子
藤山　梨絵	 秋月まなみ
中塚　愛子	 川本　俊治

急性心筋梗塞地域連携パスを使った患者指
導の効果について導入後の患者指導の比較
について

第 10 回日本クリニカルパス学会 2009.12.4	 岐阜

事務部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

尾崎　水香	 松古冨美子
河本　佳子	 藤川美和子
松本眞理子	 川本　俊治

電子カルテに対応した診療録監査形式につい
て

第35回日本診療情報管理学会学
術大会

2009.9.17 浜松市

西平　勝美 事務部プロジェクトの取り組み 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.21 仙台市

甲斐亜弥子 退院支援スクリーニングシート導入の効果と
課題

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

西平　勝美 ＂�激動する医療情勢の中での事務部門の関わり
事務部プロジェクトの取り組み＂

第63回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

玉野緋呂子 急性期病院におけるアルコール依存症患者
への支援

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

緩和ケア
演者 演題名 学会名 発表日 場所

前原　祥子	 吉田　孝子
酒井　晶子	 金羽木紫乃
松原　智美	 岡本　尚子
砂田　祥司

遺族による緩和ケア病棟のケアの質の評価
〜CESを用いた調査から〜

第14回日本緩和医療学会学術大
会

2009.6.19 大阪市

砂田　祥司	 小関　萬里
上池　　渉

当院緩和ケアの現状と課題 第 64 回日本消化器外科学会総会 2009.7.16 大阪市

砂田　祥司 当院がんチーム医療の現状 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

砂田　祥司 当院緩和ケアチームの現状と課題 第63回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

ME 管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

市川　峻介 新人教育について　〜新人の立場から〜 JaSect 中国地方会 2009.1.10 広島市

半田　宏樹 当院のペースメーカー業務について 広島県臨工循環器関連勉強会 2009.1.25 広島市

半田　宏樹 冠動脈解離の1例 Winter	Intervention	Conference 2009.2.13 北海道
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多賀谷正志 CRTにおけるMEの業務 日本不整脈学会第1回植え込みデ
ヴァイス関連冬季大会

2009.2.28 東京都

半田　宏樹 ペースメーカーリード断線を経験した1例 日本不整脈学会第1回植え込みデ
ヴァイス関連冬季大会

2009.2.28 東京都

原　　和信 冷温水槽におけるインシデントの2例 第 36回日本集中治療医学会学術
集会

2009.2.28 大阪市

入船　竜史 高気圧酸素治療を行った突発性難聴の予後因
子の検討

第2回広島県臨床工学技士会学術
大会

2009.4.26 福山市

多賀谷正志 CRTDトラブルに対応した一症例 第2回広島県臨床工学技士会学術
大会

2009.4.26 福山市

入船　竜史 高気圧酸素治療を行った突発性難聴の予後因
子の検討

第19回日本臨床工学会 2009.5.9 徳島市

小田　洋介	 原　　和信
入船　竜史	 多賀谷正志
半田　宏樹	 市川　峻介
石崎　光理	 高橋　俊介

透析装置更新における検討 第54回㈳日本透析医学会学術集
会・総会

2009.6.5 横浜市

市川　峻介	 原　　和信
小田　洋介	 入船　竜史
多賀谷正志	 半田　宏樹
石崎　光理

CRT-Dリード断線を経験した1	症例 第63回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

多賀谷正志	 原　　和信
入船　竜史	 小田　洋介
半田　宏樹	 市川　峻介
石崎　光理

ペースメーカー業務に携わったこの一年 第63回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

入船　竜史	 原		　和信
小田　洋介	 多賀谷正志
半田　宏樹	 市川　峻介
石崎　光理	 平川　治男

当院における第2種高気圧酸素治療装置の現
状と必要性

第63回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市

市川　峻介 RA	Pacingで slow	VTを抑制した一症例 第7回中国地区臨床工学技士会学
術大会

2009.11.15 山口市

多賀谷正志	 原　　和信 ペースメーカー患者データの電子化 第7回中国地区臨床工学技士会学
術大会

2009.11.15 山口市

石崎　光理 当院のCRTエコー下チェックの方法について 第7回中国地区臨床工学技士会学
術大会

2009.11.15 山口市

半田　宏樹 当院での IVUS使用の検討 第7回中国地区臨床工学技士会学
術大会

2009.11.15 山口市

看護学校
演者 演題名 学会名 発表日 場所

橋本　一枝	 金澤　暁民 成人看護学実習「終末期」における緩和ケア
病棟実習での学びの明確化

第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.23 仙台市

天野　志保	 曽根　清美
金澤　暁民

看護学生がとらえた戴帽式の意義 第 63 回国立病院総合医学会 2009.10.24 仙台市
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消化器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Kohno	Hiroshi
Kohno	Hirotaka
Kobayashi	T
Masaki	K
Naeshiro	N
Yamaguti	A
Kuwai	T
Amioka	T
Kitamoto	M*
Aisaka	Y*
Aimitsu	S*
Kawakami	H*
Chayama	K*

Efficacy	 of	 different	 dose	 regimen	with	
peginterferon	 and	 ribavirin	 combination	
therapy	in	the	treatment	of	elderly	patients	
infected	with	genotype	1b	and	high	viral	
loads

13th	 International	 Symposium	
on	Viral	 Hepatitis	 and	 Liver	
Desease

2009.3.20 Washington	
DC,USA

Kuwai	T
Kitadai	Y*
Yi	Luo*
Sasahira	T*
Masaki	K
Kohno	H
Isobe	M*
Ohmori	H*
Kuniyasu	H*

Activation	of	angiotensin	system	enhances	
liver	metastasis	of	human	colorectal	cancer

Amer ican 	 Assoc i a t i on 	 f o r	
Cancer	Research	100th	Annual	
Meeting	2009

2009.4.18 Denver,	
Colorado,	
USA

精神科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Takebayashi	M
Hisaoka	K
Tsuchioka	M

Increased	 blood	 levels	 of	 neuronal	 cell	
adhesion	molecule	 (NCAM)	 in	 remitted	
patients	with	mood	disorders.

39th	Society	 for	Neuroscience	
Annual	Meeting

2009.10.20 Chicago,	USA

Iwamoto	T
Nakatsu	K
Fujita	Y
Kobayakawa	H
Takebayashi	M

Suc c e s s f u l 	 T r e a tmen t 	 o f 	 E l d e r l y	
Depression	with	Donepezil	Augmentation

	1st	Meeting	of	the	Asian	College	
of	Neuropsychopharmacology

（1st	AsCNP）

2009.11.13 Kyoto,	Japan

Fujita	Y
Tsuboi	K
Iwamoto	T
Fujita	Y
Nakatsu	K
Kobayakawa	H
Oomori	H
Takebayashi	M

A	 case	 of	 persistent	 disturbance	 of	
consciousness	due	to	lithium	intoxication

The	1st	Meeting	of	 the	Asian	
College	of	Neuropsychopharma-
cology	（1st	AsCNP）

2009.11.13 Kyoto,	Japan

Fujita	Y
Iwamoto	T
Nakatsu	K
Kobayakawa	H
Tsuchioka	M
Hisaoka	K
Takebayashi	M

Asymmetric	 alteration	 of	 prefrontal	
hemodynamic	 response	 during	ECT	 in	
schizophrenia

The	1st	Meeting	of	 the	Asian	
College	of	Neuropsychopharma-
cology	（1st	AsCNP）

2009.11.13 Kyoto,	Japan

Takebayashi	M
Hisaoka	K
Tsuchioka	M
Fujita	Y

Altered	 blood	 levels	 of	 neuronal	 cell	
adhesion	molecule	（NCAM）	 in	patients	
eith	mood	disorders:	An	 involvement	 of	
giial	 cell	 line-derived	neurotrophic	 factor	

（GDNF）	signaling

The	1st	Meeting	of	 the	Asian	
College	of	Neuropsychopharma-
cology

（1st	AsCNP）

2009.11.15 Kyoto,	Japan

国際学会発表
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外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Endo	S
Koseki	M
Yoshikawa	Y
Hatanaka	N
Tominaga	H
Shimizu	Y
Nishitani	A
Tanimine	N
Misumi	T
Kamiike	W

Gastric	 Carcinoma	 in	 Patients	 over	 90	
years	old

8th	International	Gastric	Cancer	
Congress

2009.6.10 Krakow,	
Poland

Endo	S
Nakajima	K*
Nishikawa	K*
Koseki	M
Kamiike	W
Nishida	T*

Laparoscopic	Heller-Dor	 surgery	with	
intraoperative	manometry	 for	esophageal	
achalasia

International	 Surgical	Week	
2009

2009.9.6 Adelaide,	
Australia

整形外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Yasumoto	M Meniscus	 injuryassociated	with	 anterior	
cruciate	ligantnt	tear-Evaluation		according	
to	 preoperative	 period	 and	 treatment	
methods	

7 t h 	 B I ENN IAL 	 I SAKOS	
CONGRESS

2009.4.4 Osaka,	Japan

Hachisuka	H
Kanazawa	T*
Okuda	T*
Rikita	T*
Fujimoto	Y*
Kuratsu	S
Sugita	T

Reserve	 Osseofasciocutaneous	 Radial	
Forearm	Flap	 for	Osteomyelitis	 of	 the	
Thumb

WSRM.	2009
5th	 Congress	 of	 the	World	
Society	 for	 Reconstruct ive	
Microsurgery

2009.6.24 Okinawa,
Japan

産婦人科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Kawakami	Y
Miyamoto	K
Takehara	K
Kumagai	M
Samura	O
Nakamura	H
Mizunoe	T
Yshida	H
Taniyama	K
Saji	F

Down-regulation	 of	MDR	by	 epigenetic	
alteration	 in	 human	 epithelial	 ovarian	
cancer	cells.

100the	Annual	Meeting	of	 the	
American	 Society	 of	 Clinical	
Oncology

2009.6.2 Orlando,	USA

Takehara	K
Miyamoto	K
Kawakami	Y
Kumagai	M
Samura	O
Egawa	M
Nakamura	H
Mizunoe	T
Taniyama	K
Saji	F

Epigenetic	alteration	of	BRCA1	 in	human	
ovarian	tumors.

100th	Annual	Meeting	 of	 the	
American	 Society	 of	 Clinical	
Oncology

2009.6.2 Orlando,	USA

放射線科（治療部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Yamamoto	Ｍ Partial	Breast	 Irradiation	Using	Electron	
Beam	or	Photon	after	Breast-conserving	
Surgery

Radiological	 Societ	 of	 North	
America	95th	Scientific	Assembly	
and	Annual	Meeting

2009.11.29 Chicago,	USA
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麻酔科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Moriwaki	K Spinal	 anesthesia	 for	 caesarian	 section:	
comparisons	 among	 currently	 available	
intrathecal	local	anesthetics	in	Japan

The	Second	Kure	 International	
Medical	Forum

2009.7.25 Kure,	Japan

臨床検査科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

藤本貴美子
對川　治恵
下畦　幹枝
繁田　正信
谷山　清己

Combinational	 Detection	 of	 Urinary	
Tract	Cancer	by	Cytology,	NMP22,	 and	
UroVysion	FISH	test.

第 5 回日中細胞診合同会議 2009.3.27 中国・広州

病理診断科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Saito	A
Taniyama	K
Kuraoka	K
Harada	M
Sakane	J
Fujimoto	K
Tatsushima	J
Tanimine	N
Miyamoto	K
Kato	H
Yoshikawa	Y

Stromal	sarcoma	of	the	breast:	A	case	report The	8th	Korea-Japan	Joint	Meeting	
for	Diagnostic	Cytopathology

2009.11.7 Soul,	Korea

臨床研究部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Taniyama	K
Oshita	S
Saito	A
Kuraoka	K
Kawakami	Y
Takehara	K
Katayama	H*
Naito	Z*

HPV	typing	and	cytological	diagnosis	 for	
cervical	 lesions	 in	Japan	and	other	Asian	
countries.

The	16th	Thai-Japanese	Workshop	
in	Diagnostic	Cytopathology

2009.1.14 Bangkok,	
Thailand

Terada	K*
Okochi-Takada	E*
Akashi-Tanaka	S*
Miyamoto	K
Taniyama	K
Tsuda	H*
Asada	K*
Kaminishi	M*
Ushijima	T*

Association	between	 frequent	CpG	 island	
methylation	 and	HER2	 amplification	 in	
human	breast	cancers

AACR	 100th	Annual	Metting	
2009

2009.4.21 Denver,	
Colorado,	
USA

Miyamoto	K
Miyamoto	H*

MicroRNAs	 in	estrogen-receptor-positive	
and	-negative	breast	cancer	cells

AACR	 100th	Annual	Metting	
2009

2009.4.22 Denver,	
Colorado,	
USA

Taniyama	K
Shimbo	T*
Iwase	H*
Tanaka	S*
Watanabe	N*
Uemura	N*

Guideline-based	eradication	of	helicobacter	
pylori	 reduces	 total	medical	 costs	 and	
recurrence	rate	in	gastric	ulcer	patients

The	13th	 International	Confer-
ence	 on	 Gastrointestinal	 Re-
search/International	Conference	
on	Ulcer	Research

2009.9.10 Sprit,	Croatia

Hisaoka	K
Tsuchioka	M
Takebayashi	M

Antidepressants	 increase	 glial	 cell	 line-
derived	 neurotrophic	 factor	（GDNF）
production	 through	 fibroblast	 growth	
factor	receptor	（FGFR）	in	glia

39th	Society	 for	Neuroscience	
Annual	Meeting

2009.10.21 Chicago,	USA
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Hisaoka	K
Tsuchioka	M
Takebayashi	M

Antidepressants	 activate	FGF	 receptor	
signaling	 in	 glia:	 Involvement	 in	GDNF	
production.

The	 1st	Meeting	of	 the	Asian	
College	of	Neuropsychopharma-
cology	（1st	AsCNP）

2009.11.13 Kyoto,	Japan

Tsuchioka	M
Hisaoka	K
Takebayashi	M

Riluzole	 rapidly	 activates	 a	MEK/ERK/
CREB	pathway	 in	 glial	 cells:	 a	 role	 for	
GDNF	ecpression

The	1st	Meeting	of	 the	Asian	
College	of	Neuropsychopharma-
cology	（1st	AsCNP）

2009.11.13 Kyoto,	Japan

Tsuchioka	M
Hisaoka	K
Takebayashi	M

Asymmetric	 alteration	 of	 prefrontal	
hemodynamic	 response	 during	ECT	 in	
schizophrenia

The	1st	Meeting	of	 the	Asian	
College	of	Neuropsychopharma-
cology	（1st	AsCNP）

2009.11.13 Kyoto,	Japan

Taniyama	K
Ohshita	S
Kuraoka	K
Kawakami	Y
Takehara	K
Katayama	H
Naito	Z
Lai	C-R*
Chang	A*
Jhala	NC*

Atypicla	 squamous	cells	and	HPV	of	 the	
uterine	cervix	in	Japan	and	Asia

57th	Annual	Scientific	Meeting	
for	American	Society	of	Cytopa-
thology

2009.11.16 Denver,	
Colorado,	
USA

病院の春ー八重桜満開ー
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著　　書

精神科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

Takebayashi	M
Hisaoka	K
Tsuchioka	M

Recent	Developments	
on	Depression	Research

Glial	 dysfunction	 in	mood	
disorders:	The	role	of	GDNF

Shirayama	Y
Chaki	S

Research	Signpost 125-143 2009 India

リハビリテーション科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

吉川　幸織 ケーススタディ　摂食・
嚥下リハビリテーショ
ン　50 症例から学ぶ実
践的アプローチ

33.　食道癌術後の嚥下障害の
症例

星宇　明元 医歯薬出版 190 2009 東京

吉川　幸織 ケーススタディ　摂食・
嚥下リハビリテーショ
ン　50 症例から学ぶ実
践的アプローチ

45.　誤嚥性肺炎を主訴として
入院して全身状態改善のため
経管栄養とした症例

星宇　明元 医歯薬出版 260 2009 東京

脳神経外科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

有田　和徳 *
平野　宏文 *
山口　　智 *
江口　国輝 *
栗栖　　薫 *
大庭　信二
伊藤　陽子

脳腫瘍の外科	–	基本と
挑戦

延髄−頚随移行部の血管芽腫
の手術

甲村英二 メディカ出版 256-261 2009 大阪

放射線科（診断部門）
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

姫野　　敬
田坂　　聡

他

放射線技師長・副技師
長ガイドブック（電子
化版）

放射線技術部門の運営につい
て

ガイドブック
編集委員会

（姫野　敬）

中国地区国立病院
療養所放射線技師
長協議会

500 2009 広島

麻酔科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

森脇　克行
（分担執筆）

複合性局所疼痛症候
群　CRPS（complex	
regional	pain	syndrome)

皮膚温と骨病変の検査所見．
（第４章	CRPS の病態と症候
　G））

眞 下　 節、
柴田政彦

真興交易（株）医
書出版部

61-64 2009 東京

森脇　克行
（分担執筆）

複合性局所疼痛症候
群　CRPS（complex	
regional	pain	syndrome)

患者，ヒトを対象とした研究．
第８章	CRPS の研究　B））

眞 下　 節、
柴田政彦

真興交易（株）医
書出版部

126-139 2009 東京

臨床研究部
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

谷山　清己
森井　奈央
加藤　大典

みんなに役立つ乳癌の
基礎と臨床

DNA トポイソメラーゼⅡα 戸井　雅和 医薬ジャーナル社 377-388 2009 大阪
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教育講演活動・学術講演会等

糖尿病・内分泌・代謝内科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

河村　智一 食後過血糖改善剤の長期使用状況 呉α - G Ⅰ研究会 2009.2.9 呉市

河村　智一 2 種類の持効型溶解インスリンと
ＮＰＨインスリンの比較

呉内科会学術講演会 2009.5.12 呉市

河村　智一 ■	脂質改善療法の現状と“Unmet	needs”
■	コレステロール吸収をめぐる最新知見
■脂質改善療法の将来展望

コレステロールアドバイザリーパネル 2009.5.29 広島市

河村　智一 新しい糖尿病治療薬について 地域医療研修センター講演会 2009.6.3 呉市

河村　智一 テーマ：甲状腺がん 第 17 回広島内分泌代謝研究会 2009.6.13 広島市

河村　智一 新しい糖尿病薬の話題 とびしま海道勉強会 2009.6.30 呉市

河村　智一 経口血糖降下剤の使い方について 賀茂郡東部医師会学術講演会 2009.10.14 東広島市

河村　智一 新しい糖尿病治療薬について 竹原地区医師会学術講演会 2009.10.28 竹原市

大江　　健 ナテグリニドが血糖コントロールに
有用であった糖尿病網膜症の一例

第 10 回糖尿病性合併症薬物治療研究会 2009.10.30 広島市

河村　智一 ヒューマログ Mix50 の使用経験 呉インスリン研究会 2009.11.12 呉市

河村　智一 新しい糖尿病治療薬について 広島県病院薬剤師会呉支部研修会 2009.12.3 呉市

血液・腫瘍内科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

沖川　佳子 血液内科医をめざす女性医師たちへ 第 10 回中国四国血液レジデント
カンファレンス

2009.7.4 福山市

腎臓内科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

高橋　俊介 「ミゾリビンはラットモデルにおける腹
膜繊維化の進行を制御する

第 7 回腎と免疫フォーラム 2009.12.1 広島市

神経内科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山田　淳夫 パーキンソン病の治療について 呉地区脳疾患座談会 2009.2.19 呉市

鳥居　　剛 呉医療センターの紹介
〜 Neuro-Clitical	Care	を中心に〜

第 7 回脳神経内科ジョイントミーティ
ング

2009.3.10 広島市

杉浦　智仁 「	若年性脳梗塞後に脳静脈洞血栓症を	
来した 1 例」

Stroke　Conference	in	KURE 2009.5.8 呉市

鳥居　　剛 ALS	について ALS	協会広島県支部総会 2009.6.13 広島市

山田　淳夫 認知症について 佐伯地区医師会　能美地区学術講演会 2009.6.17 江田島市

鳥居　　剛 呉市脳卒中地域連携パスの現状 呉地区脳疾患座談会 2009.7.10 呉市

鳥居　　剛 女性の頭痛の診断と治療
〜片頭痛を中心に〜

第 189 回広島県南部地区産婦人科医会 2009.7.17 呉市

鳥居　　剛 神経内科からみたしびれとめまい 呉漢方研究会 2009.8.3 呉市
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鳥居　　剛 初期から開眼困難を呈したパーキンソ
ン病の 1 例

第 3 回中国・四国臨床神経機能解析懇
話会

2009.10.17 広島市

鳥居　　剛 医師事務作業補助体制加算に伴う医師
事務作業補助者の業務の実際―診療情
報管理士の関わりー（2）脳梗塞

第９回中国診療情報管理研究会 2009.11.21 広島市

鳥居　　剛 地域における脳卒中患者栄養管理の実
態―急性期病院の立場から―」

第 9 回呉脳疾患懇話会 2009.11.28 呉市

消化器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

河野　博孝 Ｃ型慢性肝炎の最新治療 第 12 回 SP セミナー 2009.10.29 呉市

高野　弘嗣 当院におけるペグイントロン・レベトー
ル併用療法の治療

ペグイントロン発売 5 周年記念講演会 2009.12.11 広島市

呼吸器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

吉田　　敬 呉地区の発生状況 呉地区院内感染対策講演会
「最近の結核感染症について」

2009.2.4 呉市

中野喜久雄 肺癌による癌性髄膜炎 第 6 回備後肺癌化学療法研究会 2009.9.4 尾道市

循環器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

川本　俊治 脂質異常症薬物治療に関する最新の知見 第 2 回脂質異常症治療研究会 2009.2.21 大阪市

川本　俊治 糖尿病を合併した循環器症例について 循環器地域連携パス勉強会 2009.3.4 呉市

川本　俊治 急性心筋梗塞地域連携パスを運用するには 茅ヶ崎市医師会講演会 2009.3.25 茅ヶ崎市

川本　俊治 「アンチ・エイジングからスタチン治療
を考える」プログラム

呉内科会学術講演会 2009.4.14 呉市

川本　俊治 虚血性心疾患の治療ー脂質異常症につ
いて　〜この症例には先生はどのよう
に対応されますか？〜

呉地域連携・循環器疾患勉強会 2009.4.16 呉市

川本　俊治 虚血性心疾患の治療ー脂質異常症につ
いて　〜この症例には先生はどのよう
に対応されますか？〜

賀茂郡東部医師会学術講演会 2009.4.21 三原市

川本　俊治 急性心筋梗塞地域連携パス導入の
How	to

循環器領域における地域医療連携を目
指して

2009.5.12 仙台市

川本　俊治 テーマ：心臓病予防
心筋梗塞の地域連携パスの実際

第 2 回呉市民ハートフォーラム 2009.5.16 呉市

田村　　律 高血圧治療の現状と治療戦略
〜新しいガイドラインをふまえて〜

第 3 回 Hypertension	Leaders’	
Meeting	in	KURE

2009.5.22 呉市

川本　俊治 心筋梗塞の二次予防を目指した
急性心筋梗塞連携パス

第 4 回福井冠疾患治療を考える会 2009.6.19 福井市

川本　俊治 急性心筋梗塞地域連携パス導入後の
問題と対策

福井冠疾患を考える会 2009.6.19 福井市

松田　守弘 アディポネクチンと
メタボリックシンドローム

第 3 回大分内分泌糖尿病研究会 2009.7.17 大分市

川本　俊治 呉医療圏における急性心筋梗塞地域連
携パス−問題点と今後の対応−

長崎県央循環器連携パス研究会 2009.8.7 大村市

川本　俊治 地域連携パスを使った急性心筋梗塞の
治療について

日本医療マネージメント学会
第８回九州・山口連合大会

2009.9.22 福岡市
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川本　俊治 DPC コードと関連する
手術・処置の医学的説明

中国診療情報管理研究会 2009.11.21 広島市

川本　俊治 AMI 地域連携パスの治療効果と症例検
討―脂質異常症について―

呉地域連携・循環器疾患勉強会 2009.11.24 呉市

精神科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

竹林　　実 メンテナンス ECT について 第 1 回首都圏 ECT ネットワーク研究会 2009.2.28 東京都

中津　啓吾 症例検討 第 1 回　広島県精神科症例検討ワーク
ショップ

2009.6.13 広島市

小児科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

宮河真一郎 「子どものアレルギー症」
〜アレルギーってなんだろう〜

アレルギー教室 2009.3.10 呉市

宮河真一郎 内分泌疾患における長期フォローアッ
プについて〜 CCS を中心に〜

第 1 回愛媛小児内分泌・代謝勉強会 2009.10.31 松山市

外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

富永　春海 消化器がんの化学療法 呉市薬剤師会研修会 2009.12.17 呉市

乳腺外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

加藤　大典 実地臨床でどこまでの個別化が可能
か？〜 St'Gallen2009 を踏まえて〜

Breast	Cancer	Clinical	Science	
Seminar	in	Hiroshima

2009.10.30 広島市

整形外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

蜂須賀裕己 手の外科とリハビリテーション 広島県理学療法師会　呉支部主催研修会 2009.1.23 呉市

杉田　　孝 骨・軟部腫瘍の治療 - 最近の化学療法に
ついて -

第 46 回呉地区薬剤師勉強会 2009.5.21 呉市

倉都　滋之 高齢者における骨粗鬆症性脊椎圧迫骨
折の現状と問題点

第 35 回大阪脊椎フォーラム 2009.7.11 大阪市

杉田　　孝 骨・軟部腫瘍について−四半世紀の経
験から−

呉整形外科会学術講演 2009.10.7 呉市

倉都　滋之 難治性仙骨骨巨細胞腫治療における放
射線治療の再考

多地点合同メディカルカンファレンス 2009.10.15 呉市

杉田　　孝 骨・軟部腫瘍治療の変遷 第５回広島ベイサイド骨・関節セミナー 2009.12.9 広島市

リハビリテーション科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

吉川　幸織 嚥下（飲み込み）について 広島県言語聴覚の日 2009.8.30 呉市

呼吸器外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山下		芳典 救急医療における早期経腸栄養の際の
経鼻胃管と嚥下性肺炎の関連性

癌看護研修会 2009.11.10 呉市
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山下　芳典 胸腔鏡補助下での手技のコツおよび弊
社製品の安全な使用方法の習得　実験
用イヌを用いた手技トレーニング

第 1 回中国 VATS 講習会 2009.11.23 Shanghai,	
China

心臓血管外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

仲村　輝也 左室をなおす―心不全の外科治療の現
況と展望―

呉市薬剤師会研修会 2009.2.19 呉市

泌尿器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

繁田　正信 前立腺がんに関する話題 呉市薬剤師会研修会 2009.1.15 呉市

繁田　正信 キノロン系抗菌薬の使用のコツ 第 3 回広島抗菌薬フォーラム 2009.1.22 広島市

繁田　正信 今、知っておきたい感染症診療のノウ
ハウ　　泌尿器科医の立場から

広島プライマリケア・セミナー 2009.1.27 広島市

角西　雄一 当科における体腔鏡下前立腺全摘術の
治療成績

第 17 回中国四国前立腺疾患研究会 2009.2.21 岡山市

繁田　正信 T1a 腎悪性腫瘍に対する術式の選択 第13回中国四国泌尿器科悪性腫瘍研究会 2009.2.21 岡山市

角西　雄一 当科における体腔鏡下前立腺全摘術の
臨床的検討

第13回中国四国泌尿器科悪性腫瘍研究会 2009.2.21 岡山市

角西　雄一 当科における体腔鏡下前立腺全摘術の
臨床的検討

第 97 回日本泌尿器科学会総会 2009.4.17 岡山市

神明　俊輔 泌尿器科腹腔鏡手術においての予防的
抗菌薬の検討

第 97 回日本泌尿器科学会総会 2009.4.17 岡山市

神明　俊輔 当院における 2006-2008 年度の入院手
術統計

第 143 回日本泌尿器科学会広島地方会 2009.6.27 広島市

繁田　正信 セフェム系抗菌薬を知る 第 4 回広島抗菌薬フォーラム 2009.7.15 広島市

甲田俊太郎 泌尿器臨床感染分離Pseudomonas	
Aeruginosaのカルバペネム、ニューキノ
ロン薬剤耐性機構の検討

第 99 回呉泌尿器会 2009.9.8 呉市

甲田俊太郎 当科における体腔鏡下前立腺全摘術の
臨床的検討

第 24 回広島Ｅ．Ｅ．研究会 2009.9.19 広島市

神明　俊輔 婦人科領域における後腹膜鏡下後腹膜
リンパ節廓清術

第 24 回広島Ｅ．Ｅ．研究会 2009.9.19 広島市

繁田　正信 泌尿器腹腔鏡技術認定医取得のためには Urologist	Meeting	In	Ehime 2009.9.28 松山市

繁田　正信 腹腔鏡下に行う腎臓の手術 第 3 回静岡泌尿器腹腔鏡研究会 2009.11.21 静岡市

神明　俊輔 当院における腎腫瘍の臨床的検討 第 144 回日本泌尿器科学会広島地方会 2009.11.28 広島市

繁田　正信 呉医療センターにおける前立腺がんに
対する治療の取り組み

前立腺がん学術講演会―地域で考える
前立腺がん治療談話会―

2009.12.10 呉市

繁田　正信 泌尿器科領域における腹腔鏡手術　腎
の手術

第 7 回九州医療センター内視鏡トレー
ニングセンター学術講演会

2009.12.22 福岡市

産婦人科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

佐村　　修 生殖補助医療 第 19 回遺伝医学セミナー 2009.9.5 千葉市
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放射線科（診断部門）
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

中村　優子 肝腫瘍における EOB・プリモビストの
有用性について　当院における使用経験

第 53 回香川肝腫瘍カンファレンス 2009.4.22 高松市

中村　優子 肝腫瘍におけるＭＲＩ用造影剤の有用性 第 53 回香川肝腫瘍カンファレンス 2009.4.22 高松市

姫野　　敬 医療経営者に求められる知識Ⅰ 中国四国ブロック国立病院療養所
放射線技師長・副技師長研修会

2009.5.30 岡山市

姫野　　敬 部門運営計画（ビジョン）の立案と
実施 ･ 検証

中国四国ブロック国立病院療養所
放射線技師長・副技師長研修会

2009.5.30 岡山市

田坂　　聡 公文書等の作成とその取扱い方について 中国四国ブロック国立病院療養所
放射線技師長・副技師長研修会

2009.5.30 岡山市

二見　智康 放射線診療業務について 中国四国ブロック事務所新採用職員研
修会（放射線技師部門）

2009.5.30 東広島市

水嶋　徳仁 放射線技術部門の医療安全について 中国四国ブロック事務所新採用職員研
修会（放射線技師部門）

2009.5.30 東広島市

姫野　　敬 経営を考えた技術部門主導の取り組み例 中国四国ブロック国立病院療養所
放射線技師長・副技師長研修会

2009.5.31 岡山市

姫野　　敬 異動時の引き継ぎについて 中国四国ブロック国立病院療養所
放射線技師長・副技師長研修会

2009.5.31 岡山市

姫野　　敬 病院ボランティア活動について 第６回病院ボランティア講座 2009.6.10 呉市

中村　優子 当院におけるEOB・プリモビスト使用経験 第 3 回　EOB・プリモビストセミナー 2009.7.31 広島市

稲葉　　護 講義と計算実習「RI遮へい計算について」 四国地区国立病院療養所放射線技師会
研修会

2009.12.12 松山市

麻酔科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

森脇　克行 新しい痛みの医学にもとづく疼痛治療 第112回広島市薬剤師会生涯教育研修会 2009.8.23 広島市

薬剤科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

小川　喜通 薬薬連携における外来化学療法患者の
サポートについて

呉市薬剤師会研修会 2009.12.17 呉市

臨床検査科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

藤本貴美子 「高校生への啓発活動報告」細胞検査士
会広島県支部の取り組み

平成 21 年度日本臨床細胞学会
広島県支部総会

2009.4.19 広島市

藤本貴美子 一般検査部門（尿検査・便検査・髄液検
査・穿刺液検査）基礎知識

平成 21 年度中国四国ブロック管内
臨床検査技師実習技能研修会

2009.5.30 東広島市

田寺加代子 微生物検査について リンクナース会 2009.7.16 呉市

藤本貴美子 認定一般検査技師制度について 日本臨床検査技師会（広島県臨床検査
技師会　一般検査研修会）

2009.9.5 広島市

田寺加代子 話題の耐性菌と感染対策 TCSA 勉強会 2009.11.2 呉市

下中　秋子 蜂窩織炎および敗血症の 4 症例 呉地区微生物研修会 2009.11.19 呉市
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栄養管理室
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

坪井　和美 地域連携パスを利用した栄養指導の成果
について

呉地域連携・循環器疾患勉強会 2009.4.16 呉市

坪井　和美 地域連携パスを利用した栄養指導の成果
について

呉地域連携・循環器疾患勉強会 2009.11.24 呉市

救命救急部
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

森井　大一 深在性真菌症における臨床専門医として
の意見発表・交換

第 7 回キャンディン研究会 2009.3.14 東京都

看護部
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

中西　貴子 緩和ケア 独立行政法人国立病院機構呉センター
附属看護学校	　　特別講義

2009.1.14 呉市

新谷　洋美 がん化学療法 岩国医療センター研修会 2009.1.16 岩国市

新谷　洋美 がん化学療法 岩国医療センター研修会 2009.5.28 岩国市

中西　貴子 成人看護方法Ⅱ　緩和ケア 独立行政法人国立病院機構呉センター
附属看護学校	　　講義

2009.6.〜7. 呉市

下髙　美和 相談室「ICN に聞く」 広島院内感染対策研究会 2009.6.27 広島市

中原　孝子 フィジカルアセスメントを学ぼう
呼吸器 ･ 循環器

広島県看護協会研修会 2009.7.16 広島市

實森　直美 緩和ケアに向けた看護 がん看護研修会 2009.11.11 呉市

平谷　文乃 リンパマッサージの実際 がん看護研修会 2009.11.11 呉市

福田　聖子 がん患者のスキントラブルに対するケア がん看護研修会 2009.11.11 呉市

新谷　洋美 化学療法の実際
看護師の役割

がん看護研修会 2009.11.12 呉市

中西　貴子 スピリチュアルペインの看護 がん看護研修会 2009.11.12 呉市

面谷　秀子 地域連携室の役割
（退院支援、がん相談支援）

がん看護研修会 2009.11.13 呉市

岡本　尚子 家族看護と遺族ケア がん看護研修会 2009.11.13 呉市

中原　孝子 フィジカルアセスメントについて 広島県立リハビリセンター研修会 2009.11.14 東広島市

中原　孝子 平成 21 年度訪問看護研修ステップ１ 広島県看護協会研修会 2009.12.15 広島市
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広報活動

ラジオ
出演者 放送局名 放送日時 番組名

倉都　滋之 広島 FM 2 月 23 日〜 26 日 Medical	Q	:	腰椎椎間板ヘルニアについて
田中　浩二 広島 FM 3 月 2 日〜 5 日 Medical	Q	:	親知らずについて
倉都　滋之 広島 FM 5 月 11 日〜 14 日 Medical	Q	:	けがの応急処置について
田中　浩二 広島 FM 5 月 18 日〜 21 日 Medical	Q	: 味覚障害について
倉都　滋之 広島 FM 8 月 3 日〜６日 Medical	Q	:	外反母趾について
倉都　滋之 広島 FM 11 月２日〜５日 Medical	Q	:	むちうちについて
田中　浩二 広島 FM 11 月９日〜 12 日 Medical	Q	:	口内炎について

新聞
記事提供者 新聞社名 掲載日 テーマ

竹林　　実 朝日新聞 2009.1.28 新型のうつ病
遠藤　俊治 中国新聞 2009.4.15 90 代でも胃がん手術　治療成績良好　学会で報告
竹林　　実

（	ソルベイ製薬
株式会社提供）

Medical	 Tribune
（医療経済情報紙）

2009.4.23 気分障害におけるシグマ受容体の新たな可能性

讀賣新聞 2009.5.2 新型インフル「発熱外来」10 か所に
地域医療連携室 中国新聞 2009.9.23 がん終末期医療考える　故逸見さんの妻　講演

中国新聞 2009.10.5 トリアージ　課題探る　呉で救護訓練
看護学校 中国新聞 2009.10.9 心にいつも看護の灯　呉の学校 88 人が戴帽式
地庵　浩司 朝日新聞 2009.10.10 朝日健康講座　10 月 10 日は目の愛護デー

緑内障　その最近の動向と治療
ボランティア呉 中国新聞 2009.10.29 ウクライナ癒しの歌声　−　呉の病院
ボランティア呉 中国新聞 2009.12.11 病院内 X マス気分一色　海自呉音楽隊が演奏会
ボランティア呉 朝日新聞 2009.12.11 患者励ます冬の調べ　海自音楽隊、　病院で演奏会

雑誌
筆者 雑誌名 掲載巻・号 タイトル 月刊・週刊

川本　俊治
中塚　愛子

Nursing	BUSINESS	
2009

3 巻・3 号 疾病管理看護師が連携パスを支える
―地域における心疾患の再発防止へ―

月刊

姫野　　敬 医療の広場 50（１） 今年の夢は・・・？ 月刊
上池　　渉
富永　理子

JAMIC	JOURNAL 2009.6 【特集】医療訴訟〜事故後の訴訟を防ぐ初期対応〜　
患者との関係を断絶させない事故後の対応とは
CASE　Ⅰ　検証会の開催はスピードが大切

月刊

杉田　　孝 県立広島病院OB会	
会報

平成 21 年度 新規会員の挨拶

森岡　光江 プラチナ世代社会
参 画 促 進 ガ イ ド
ブック 2009

患者さま一人ひとりの立場に立った活動を
医療センターボランティア KURE

製薬会社発行情報誌
記事提供者 製薬会社 情報誌名 タイトル 掲載月

竹林　　実 アステラス NEWSLETTER 気分障害患者におけるシグマ 1 受容体に関する検討 2009.01
上池　　渉 アステラス Astellas	Square 「コミュニケーション」をキーワードに３つの側面から

“真のチーム医療”を促進。
2009.10


