
業　　績

VIII

本業績に掲載された著書、論文、学会発表は2010年
（平成22年）１月１日〜12月31日の間に発表された
ものである。
本院関係者以外の姓名には＊を付した。なお論文に
ついては、筆頭者の所属する部科に記載し、重複を
避けた。
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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

松村　　到 *	 南谷　泰仁 *
永井　　正 *	 谷本　一樹 *
藤川　一壽 *	 笠井　正信 *
稲熊　容子 *	 竹内　　誠 *
新美　寛正	 柏木　浩和 *
今村　　豊 *	 屋木　敏也 *
坂本恵利奈 *	 岡部　雅弘 *
青木　　剛 *	 片山　卓爾 *
岡田　昌也 *	 足立　陽子 *
佐分利能生 *	 木崎　昌弘 *

イマチニブに対してLate	Suboptimal	Response
を示した慢性期CML症例に対する治療選択

臨床血液 51（12）1762−1768 2010.12

腎臓内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

上野　敏憲 *	 中島　　歩 *
谷口　良彦 *	 高橋　俊介
加藤　幸夫 *	 頼岡　徳在 *

ラット腹膜繊維化モデルにおける間葉系幹
細胞による繊維化抑制効果の検討

日本透析医学会誌 25（3） 523−528 2010.03

循環器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

松田　守弘	 下村伊一郎 * 肥満症（第 2 版）基礎・臨床研究の進歩
肥満症の疫学・病態・診断学の進歩
肥満に起因・関連する病態・疾患
成立機序、病態生理、管理・治療
凝固・線溶系異常

日本臨床 68増刊号
2 肥満症

431−434 2010.02

川本　俊治 虚血性心疾患の治療と管理　急性心筋梗塞の
地域医療連携パスの実際

medicina 47（9）1608−1612 2010.09

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

竹林　　実 グリアに着目した新しいうつ病治療のメカ
ニズム
−気分障害のグリア仮説から創薬へ向けて−

精神神経学雑誌 112（10）998−1002 2010.01

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

Sertralineによるアパシー症候群が疑われた
1 例

精神医学 52（1） 57−60 2010.01

坪井きく子	 中野　啓子
西巻　美幸	 藤田　康孝
小早川英夫	 大森　　寛
日笠　　哲	 竹林　　実

広汎性発達障害に統合失調症の併存が疑わ
れた１症例

広島医学 63（1） 30−34 2010.01

西巻　美幸	 谷山　清己
兒玉　健一			 竹林　　実

乳がん患者に対する病理インフォームド・コ
ンセントの心理状態および適応への影響

広島医学 63（3） 151−155 2010.03

柴崎　千代	 藤田　康孝
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）における
パルス波治療器の刺激用量設定に関する検
討

臨床精神医学 39（3） 355−360 2010.03

小早川英夫	 中津　啓吾
藤田　康孝	 岩本　崇志
竹林　　実

私のカルテから	セロトニン症候群の発症に
lorazepam 中止の関与が疑われた 1 例

精神医学 52（9） 925−927 2010.09

岩本　崇志	 柴崎　千代
藤田　康孝	 中津　啓吾
小早川英夫	 大森　　寛
森脇　克行	 竹林　　実

修正型電気けいれん療法（mECT）施行時
の thiamylal	sodium 投与量についての検討

精神医学 52（9）	 873−881 2010.09
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小児科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

花山　隆三	 沖田佳奈美
壷井　史奈	 小倉　聖剛
則松　知章	 隅　　誠司
下中　秋子	 田寺加代子
道中　智映	 宮河真一郎

当院で過去 10 年間に経験した細菌性髄膜炎
10 例の臨床像の検討

広島医学 63（3） 166−169 2010.03

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

けいれん重積に抗菌薬内服によるカルニチ
ン欠乏の関与が疑われた 1 例

小児科 51（8）1087−1090 2010.07

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

小児期発症脳腫瘍患者における成長ホルモ
ン治療

ホルモンと臨床 57（12） 57−61 2009.12
（2010.11販売）

整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

濱崎　貴彦 Emory	Spine	Center 留学記 Journal	of	Spine	Research 1（1） 91−96 2010.01

松尾　俊宏 *	 下瀬　省二 *
久保　忠彦 *	 杉田　　孝
安永　裕司 *	 越智　光夫 *

−受賞論文の要旨−悪性線維性組織球腫に
おけるテロメア維持機構の臨床的意義と今
後の展望

広島医学 63（2） 60 − 63 2010.02

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 中部日本整形外科災害外
科学会雑誌

53（2） 361−362 2010.03

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

腫瘍性疾患の治療　骨転移による大腿骨近
位病的骨折に対する腫瘍用人工骨頭置換術
の治療成績

別冊整形外科 57 181−184 2010.04

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

骨粗鬆症性脊椎骨折の日本における治療現状 関節外科　 29（5） 32−36 2010.05

伊村　慶紀	 倉都　滋之
杉田　憲彦	 仁井谷　学
杉田　　孝

骨盤悪性腫瘍に対する hemipelvectomy 後
frail	hip とした 1 例

中部日本整形外科災害外
科学会雑誌

53（5）1055−1056 2010.09

田中　太晶 *	 倉都　滋之
大森　信介 *	 葉山　悦伸 *
城山　　晋 *	 信貴　経夫

骨転移による鎖骨病的骨折に対する鎖骨亜全
摘後の術後機能

整形外科 61（13）1393−1396 2010.12

濱崎　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
障害をきたした１例

Journal	of	Spine	Research 1（12）2132−2135 2010.12

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	 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 中部日本整形外科災害外
科学会雑誌

53（2） 361−362 2010.03

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頸
椎硬膜外血腫の 1 例

日本脊髄障害医学会雑誌 23（1） 82−83 2010.05
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形成外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

杉山　成史	 山田　　潔 *
木股　敬裕 *	 SuamiHiroo*

リンパ浮腫の外科的治療　岡山大学における
リンパ浮腫治療の取り組み

リンパ学 33（1） 31−35 2010.06

木矢孝一郎	 杉山　成史 術後長期経過後に再癒着により排尿困難をき
たした陰唇癒着症の 1 例

日本形成外科学会会誌 30（8）	 437−440 2010.08

呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

原田　洋明	 西村　　淳
西村　卓祐	 松下　弘雄
岡村　茂樹	 下川　恭弘
木村　正美

胃癌切除後に異時性に発生した肝転移、両側
肺転移を切除した 1 例

胸部外科 63（2）1094−1097 2010.11

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 慢性便秘症を契機に見つかったミルクアレル
ギーの 1 例

日本小児外科学会雑誌 46（7）1115−1118 2010.12

泌尿器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

甲田俊太郎	 繁田　正信
神明　俊輔	 角西　雄一
松原　昭郎 *

腎癌に対する腹腔鏡下腎部分切除術の長期予
後について

Japanese	Journal	of	
Endourology

23（1） 77−81 2010.04

繁田　正信 パネルディスカッション１
「効果的・効率的な泌尿器腹腔鏡手術医の育
成」−これから腹腔鏡手術を始める人達に、
いかに効率よく教育するか？−

西日本泌尿器科 72（6） 300 2010.06

後藤　景介	 林　哲太郎 *
井上　洋二 *	 林　　睦雄 *

長径 10mm 以上の上部尿管結石に対する治
療戦略

広島医学 63（6） 445−448 2010.06

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

腹腔鏡下腎部分切除術術後の腎機能 Japanese	Journal	of	
Endourology	and	ESWL

23（2） 183−186 2010.09

甲田俊太郎	 神明　俊輔
角西　雄一	 繁田　正信

直径 4cm 以下の腎腫瘍に対する術式の選択
と腎部分切除術の治療成績

西日本泌尿器科 72（9） 523−526 2010.09

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

江川　美砂	 川上　洋介
熊谷　正俊	 佐村　　修
竹原　和宏	 水之江知哉

最近経験した子宮内膜間質肉腫の 1 例 現代産婦人科 59（1） 65−68 2010.09

中村　紘子	 竹原　和宏
川上　洋介	 水之江知哉
谷山　清己

重度な便秘を伴った卵巣原発甲状腺腫性カ
ルチノイドの 1 例

日本婦人科腫瘍学会雑誌 28（4） 597−600 2010.10

坂本　直也	 川上　洋介
竹原　和宏	 熊谷　正俊
倉岡　和矢	 西村　俊直
藤本貴美子	 戸田　　環
安井　　弥 *	 谷山　清己

上皮性、間葉性悪性腹水を呈した子宮体部
異所性癌肉腫の 1 例

広島医学 63（11） 751−755 2010.11

佐村　　修 Fetal	microchimerism と自己免疫疾患 Japanese	Journal	of	Clinical	
Immunology

33（6） 293−303 2010.12

佐村　　修 異常分娩と分娩時偶発症 ( 合併症 ) への対応	
産科 DIC 治療

周産期医学 40巻増刊 415−418 2010.12
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佐村　　修 異常分娩と分娩時偶発症（合併症）への対
応	産科ショックの対策

周産期医学 40巻増刊 411−414 2010.12

佐村　　修 妊娠初期の異常	胞状奇胎 周産期医学 40巻増刊 113−116 2010.12

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	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

婦人科細胞診で診断しえた再発膵癌の 1 例 日本臨床細胞学会広島県
支部会誌

31 36−39 2010.12

放射線科（診断部門）
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子

腹部・骨盤部領域の経皮的 CT ガイド下ド
レナージ

Rad	Fan 8（3） 74−77 2010.02

梶原　賢司 *	 柿沢　秀明 *
稗田　雅司 *	 太刀掛俊浩 *
石川　雅基 *	 谷　　千尋 *
堀口　　純 *	 豊田　尚之

内胸動脈から TACE を施行し難治性皮膚潰
瘍を生じた肝細胞癌の 1 例

臨床放射線 55（3） 455−459 2010.03

石川　雅基 *	 豊田　尚之
柿沢　秀明 *	 稗田　雅司 *
谷　　千尋 *	 太刀掛俊治 *
松浦　範明 *	 伊藤　勝陽 *

肝門部胆管癌再発に起因した輸入脚静脈瘤
出血に対して回結腸静脈経由 kissing 法によ
る門脈ステント留置が奏効した 1 例

IVR 会誌
Japanese	Journal	of	
Interventional	Radiology

25（2） 199−202 2010.04

要田絵理加	 水嶋　徳仁
大川　英作	 姫野　　敬
臼杵知佐子	 細川　　優
遠藤　　崇	 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

医療の広場 50（7） 27−29 2010.07

竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子	 中村　紘子
川上　洋介	 佐村　　修
熊谷　正俊	 竹原　和宏
水之江知哉

婦人科悪性腫瘍術後リンパ囊腫に対する経皮
的ドレナージの検討

Interventional	Radiology 25（4） 476−482 2010.10

麻酔科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

森脇　克行 帯状疱疹治療に関する最近の展開 ペインクリニック 31（12）1639−1648 2010.12

臨床検査科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

村井　克尚	 新池　みさ
山本　政子	 藤本貴美子
垣内　功子	 榎本　泰明
新美　寛正	 畑中　信良
森脇　克行	 谷山　清己

検査技師による出血時間測定の適正運用につ
いて

医療の広場 50（3） 28−31 2010.03

田寺加代子	 下中　秋子
大楠　清文 *	 森井　大一
下花　純一	 道中　智映
谷山　清己

Shewanella	haliotis による右下肢蜂窩織炎
および敗血症の 1 症例

日本臨床微生物学雑誌 20（4） 239 − 244 2010.11
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病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

原田美恵子	 西村　俊直
對川　治恵	 坂根　潤一
戸田　　環	 藤本貴美子
榎本　泰明	 尾下　聡子
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

当センターにおけるホルマリン取り扱い状況 広島県臨床検査技師会誌 105 49−51 2010.02

田中　美帆	 坂根　潤一
原田美恵子	 西村　俊直
辰島　純二	 齋藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

マイクロウエーブ迅速試料処理装置を用い
た PAM 染色の検討

広島県臨床検査技師会誌 106 24 − 26 2010.11

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

谷山　清己	 森井　奈央
倉岡　和矢	 齋藤　彰久
宮本　和明	 加藤　大典

Topo	II α	指数による化学療法効果予測 最新医学 65（6）
増刊号

1485−1496 2010.06

谷山　清己	 齋藤　彰久
倉岡　和矢

子宮頸部細胞診におけるパパニコロウ分類
からべセスダ分類への移行

JIM:	Journal	of	
Integrated	Medicine

20（8） 601−605 2010.08

谷山　清己	 齋藤　彰久
倉岡　和矢

ヴァーチャルマイクロスコピーを用いた病理
診断

医療機器学 80（4） 325−331 2010.08

救命救急部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

宮加谷靖介 平成 21 年度広島県集団災害救護訓練を主管
して

広島県医師会速報 2075 付
録

9 − 12 2010.02

看護部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

神田　弘子	 小杉　恭子
藤井　　彩	 青芝　映美

リーダーの育成と専門性の探究を目指した教
育プログラム

看護人材教育 7（3） 2 − 12 2010.08

堀田　直子	 西林　　愛
下野　友紀	 東條　麻美
安部　美里	 向井　理恵
合田治英子	 山崎登志子

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とメ
ズイックの危機モデルを活用して

日本看護学会論文集：
看護総合

40 45 − 47 2010.01

角中　良子	 小西未希子
平岡　正史

【	ここまでやらなきゃ！脳神経新人ナース標
準看護レベル 3，6，12 ヶ月の到達度をチェッ
クリストで即確認】日常生活支援

BRAIN　NURSING 26（6） 565−572 2010.06

平岡　正史 看護に生かせる海外文献　この 1 本
神経疾患患者とケア提供者のための看護師
主導の社会的リハビリテーションプログラ
ムの評価：アクションリサーチ

BRAIN　NURSING 26（6） 106 2010.06

事務部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

西平	勝美 激動する医療情勢の中での事務部門の関わり
〜呉医療センターにおける事務部プロジェク
トの取り組み〜

医療の広場 50（7） 23−26 2010.07

看護学校
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

尾崎　洋子	 木川　富枝
花田　待子	 尾端　博子
淺野　賀子	 粟井　京子

母性看護学実習で男子学生が感じる困難 中国四国地区国立病院附
属看護学校紀要

6 27 − 39 2010.12
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英文論文発表

循環器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kobayashi	S*
Fukuhara	A*
Taguchi	T*
Matsuda	M
Tochino	Y*
Otsuki	M*
Shimomura	I*

Identification	 of	 a	new	 secretory	 factor,	
CCDC3/Favine,	in	adipocytes	and	endothelial	
cells.

Biochem	 Biophys	 Res	
Commun.

392（1） 29−35 2010.01

Yamasita	T
Matsuda	M
Nishimoto	O
Nakamoto	K
Nishiyama	H
Matumoto	K
Tamura	R
Kawamoto	T

Combinat ion	 of 	 Serum	 Adiponect in	
Level	and	Metabolic	Syndrome	 is	Closely	
Associated	with	Coronary	Artery	Disease	
in	Japanese	Subjects	with	Good	Glycemic	
Control		

Internal	Medicine 49（8） 721−727 2010.04

Okuno	Y*
Matsuda	M
Miyata	Y*
Fukuhara	A*
Komuro	R*
Shimabukuro	M*
Shimomura	I*

Human	 catalase	 gene	 is	 regulated	 by	
peroxisome	proliferator	activated	receptor-
gamma	 through	 a	 response	 element	
distinct	from	that	of	mouse.

Endocrine	Journal 57（4） 303−9 2010.04

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Takebayashi	M The	 development	 of	 electroconvulsive	
therapy	in	Japan

Journal	of	ECT 26（1） 14−15 2010.03

Fujita	Y
Takebayashi	M

Efficacy	of	 low-dose	donepezil	 for	visual	
hallucinations	 in	a	patient	with	dementia	
with	Lewy	bodies.

Psychiatry	and	Clinical	
Neurosciences

64（3） 336 2010.06

Takebayashi	M
Hashimoto	R*
Hisaoka	K
Tsuchioka	M
Kunugi	H*

Plasma	 levels	 of	 vascular	 endothelial	
growth	 factor	 and	 fibroblast	 growth	
factor	2	 in	patients	with	major	depressive	
disorders

Journal	of	Neural	
Transmission

117（9）1119−1122 2010.08

整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Harada	A*
Matsuyama	Y*
Nakano	T*
Deguchi	M*
Kuratsu	S
Sueyoshi	Y*
Yonezawa	Y*
Wakao	N*
Machida	M*
Ito	M*

Nationwide	 survey	 of	 current	medical	
practices	 for	 hospitalized	 elderly	with	
spine	fractures	in	Japan.

J	Orthop	Sci. 15（1） 79−85 2010.01

Hamasaki	T
Tanaka	N
Kim	J
Okada	M
Ochi	M
Hutton	WC

Biomechanical	Assessment	 of	Minimally	
Invasive	Decompression	for	Lumbar	Spinal	
Canal	Stenosis:	A	Cadaver	Study.

J	Spinal	Disord	Tech. 22（7） 486−491 2010.01
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形成外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Shono	F
Inui	S*
Takagi	S
Kuraoka	K
Taniyama	K
Ansai	S*
Kimura	T*

A	case	of	poorly	differentiated	squamous	
cell	carcinoma	 in	the	breast:	 	A	thorough	
investigation	of	its	origins.

The	Open	Dermatology	
Journal

4 105−107 2010.04

Shono	F
Inui	S*
Motoshita	J
Taniyama	K
Takagi	S*

Primary	mucious	 carcinoma	 of	 the	 skin	
with	plasmacytoid	cells

Journal	of	Dermatology 37（8） 767−769 2010.08

呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Ito	M
Yamashita	Y
Harada	H
Omori	K

Unilateral	 absence	of	 the	 left	pulmonary	
artery	accompanied	by	right	lung	cancer.

The	Annals	of	Thoracic	
Surgery

90（1） e6−8 2010.07

心臓血管外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nakamura	T
Shibukawa	T
Kawamoto	J
Mochiduki	S

Transaortic	Correction	of	Systolic	Anterior	
Motion	of	 the	Mitral	Leaflet	After	Aortic	
and	Mitral	Valve	Replacement

The	Annals	of	Thoracic	
Surgery

89（4） 1287−8 2010.04

Nakamura	T
Izutani	H
Shibukawa	T
Higuchi	T

Aortoventricular	 disruption	 after	 aortic	
valve	replacement:	a	rare	complication

Interact	Cardiovasc	
Thorac	Surg

11（4） 447−8 2010.10

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Satoh	T*
Hatae	M*
Watanabe	Y*
Yaegashi	N*
Ishiko	O*
Kodama	S*
Yamaguchi	S*
Ochiai	K*
Takano	M*
Yokota	H*
Kawakami	Y
Nishimura
Ogishima	D*
Nakagawa	S*
Kobayashi	H*
Shiozawa	T*
Nakanishi	T*
Kamura	T*
Konishi	I*
Yoshikawa	H*

Outcomes	of	fertility-sparing	surgery	for	Stage	
I	epithelial	ovarian	cancer:	A	proposal	 for	
patient	selection

	Journal	of	Clinical	
Oncology

28（10）1727−1732 2010.04
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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

Nakamura	Y
Urashia	M*
Matsuura	A*
Nishihara	R*
Itoh	A*
Kagemoto	M*
Higaki	K*

Stereotactic	directional	vacuum-assisted	
breast	biopsy	using	lateral	approach.

Breast	Cancer 17（4） 286−289 2010.01

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

Percutaneous	 radiofrequency	ablation	as	
first-line	treatment	for	small	hepatocellular	
carcinoma:	Results	and	prognostic	 factors	
on	long-term	follow	up.

Journal	of	Gastroenterology	
and	Hepatology

25（3） 597−604 2010.03

Kakizawa	H*
Toyota	N
Hieda	M*
Hirai	N*
Tachikake	T*
Matsuura	N*
Oda	M*
Ito	K*.

Risk	 factors	 for	severity	of	pneumothorax	
after	CT-guided	percutaneous	 lung	biopsy	
using	the	single-needle	method.

Hiroshima	J	Med	Sci. 59（3） 43−50 2010.09

Kodama	H*
Aikata	H*
Takaki	S*
Azakami	T*
Katamura	Y*
Kawaoka	T*
Hiramatsu	A*
Waki	K*
Imamura	M*
Kawakami	Y*
Takahashi	S*
Toyota	N
Ito	K
Chayama	K*

Evaluation	of	portosystemic	collaterals	by	
MDCT-MPR	 imaging	 for	management	of	
hemorrhagic	esophageal	varices.

European	Journal	of	
Radiology

76（2） 239−45 2010.11

病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kuraoka	K
Takehara	K
Oshita	S
Saito	A
Taniyama	K

Acantholytic	squamous	cell	carcinoma	of	the	
uterine	cervix.

Pathology	International 60（3） 245−246 2010.03

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

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

Breast	Cancer 17（2） 118−124 2010.04
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救命救急部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Morii	D
Miyagatani	Y
Nakamae	N
Murao	M
Taniyama	K

Japanese	experience	of	hydrogen	sulfide:	
the	suicide	craze	in	2008.

Journal	of	Occupational	
Medicine	Toxicolgy

5（1） 28−30 2010.9
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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	 河村　智一 症状発症後、長期間未治療で対応し得た中
枢性尿崩症の 1 例

第 10 回日本内分泌学会中国支
部学術集会

2010.3.6 宇部市

秋山　朋子	 河村　智一
川上　洋介	 岡本　　啓

抗 GAD 抗体陽性であった妊娠関連劇症 1
型糖尿病の 1 例

日本糖尿病学会　中国四国地方
会第 48 回総会

2010.10.29 松山市

血液・腫瘍内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

新美　寛正	 末宗　慧子
黒田　芳明	 沖川　佳子

寛解導入療法中にScedosporium	prolificans
による播種性感染症で死亡した骨髄異形成
症候群白血化の 1 例

第 49 回日本血液学会中国四国地
方会

2010.3.6 下関市

沖川　佳子	 黒田　芳明
末宗　慧子	 新美　寛正

臍帯血移植後の一次性生着不全に対し、超
短期少量前処置（one	day	regimen）によ
る前処置及び再臍帯血移植にて早期生着が
得られた 2 例

第 49 回日本血液学会中国四国地
方会

2010.3.6 下関市

Kuroda	Y
Okikawa	Y
Itou	T
Niimi	H
Shibukawa	T
Nakamura	T
Yamashita	Y
Kuraoka	K
Taniyama	K

A	case	of	diffuse	large	B	cell	lymphoma	invading	
within	superior	vena	cava

第 72 回日本血液学会学術集会 2010.9.24 横浜市

Niimi	H
Kuroda	Y
Okikawa	Y
Saito	A
Taniyama	K

Fatal	disseminated	infection	by	Scedosporium	
prolificans	during	therapy	 for	MDS	overt	
leukemia

第 72 回日本血液学会学術集会 2010.9.24 横浜市

Yoshiko	Okikawa
Yoshiaki	Kuroda
Takuo	Ito
Hiromasa	Niimi
Hironori	Harada*

Successful	2nd	CBT	using	minimal	conditioning	
regimens	for	patients	with	primary	graft	failure	

第 72 回日本血液学会学術集会 2010.9.24 横浜市

江口　博孝	 新美　寛正
黒田　芳明	 沖川　佳子
伊藤　琢生

Dyskeratosis	Congenita の 1 例 第103回日本内科学会中国地方会 2010.11.13 岡山市

腎臓内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

高橋　俊介	 谷山　清己
倉岡　和矢	 齋藤　彰久
頼岡　徳佐 *

脳梗塞で発症した MPO-ANCA 関連血管炎
の一例

第 40 回日本腎臓学会西部学術大
会

2010.10.8 広島市

神経内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

耐糖能異常と脳梗塞病型の関連について 第 35 回日本脳卒中学会総会 2010.4.15 盛岡市

小池　良典	 篠崎ゆかり
鳥居　　剛	 音成秀一郎
下村　　怜	 山田　淳夫	
秋山　朋子	 河村　智一

頭部 MRI 拡散強調像で高信号病変を認めた
低血糖脳症の 3 例

第103回日本内科学会中国地方会 2010.11.13 岡山市
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音成秀一郎	 中里　太郎
下村　　怜	 篠崎ゆかり
鳥居　　剛	 山田　淳夫
新美　寛正	 北野　文朗

日本紅斑熱の 1 例 第103回日本内科学会中国地方会 2010.11.13 岡山市

音成秀一郎	 下村　　怜
篠崎ゆかり	 鳥居　　剛
山田　淳夫

経過中、急性間質性肺炎を合併した抗 AQP
４抗体陽性脊髄炎の 1 例

第 89 回日本神経学会中国・四国
地方会

2010.12.4 出雲市

下村　　怜	 鳥居　　剛
音成秀一郎	 篠崎ゆかり
山田　淳夫

プロピルチオウラシル（PTU）内服中に発
症した ANCA 関連脳症の 1 例

第 89 回日本神経学会中国・四国
地方会

2010.12.4 出雲市

消化器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

高野　弘嗣	 河野　博孝 当院での PBC のまとめ 平成 21 年度肝疾患ネットワーク
PBC 研究班会議

2010.3.5 博多市

水本　　健	 河野　博孝
木村　治紀	 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

BRTO（バルーン閉塞下逆行性経静脈塞栓
術）が有効であった、肝性脳症（再発型）
の 1 例

第 93 回日本消化器病学会中国支
部例会

2010.6.13 下関市

柾木　慶一	 山口　　厚
木村　治紀	 山本　宗平
小林　知樹	 平田真由子
桑井　寿雄	 河野　博孝
高野　弘嗣	 齊藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

画像上、乏血性所見を呈した非機能性膵内
分泌腫瘍の 1 例

第 93 回日本消化器病学会中国支
部例会

2010.6.13 下関市

小林　知樹	 山口　　厚
木村　治紀	 柾木　慶一
平田真由子	 桑井　寿雄
河野　博孝	 高野　弘嗣
山本　宗平	 中島　慎介
吉川　幸伸	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

腎盂粘膜下孤立性腫瘤摘出後に膵尾部限局
性腫瘤を形成し、切除にて自己免疫性膵炎
と診断された 1 例

第 93 回日本消化器病学会中国支
部例会

2010.6.13 下関市

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

肝硬変性門脈大循環短絡症による慢性反復
性肝性脳症に対して BRTO を施行した 5 例

第 17 回日本門脈圧亢進症学会総
会

2010.9.9 富山市

桑井　寿雄	 平田真由子
木村　治紀	 山本　宗平
柾木　慶一	 小林　知樹
山口　　厚	 河野　博孝
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 高野　弘嗣

放射線性腸炎に合併した直腸 SM 癌の一例 第 105 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2010.11.6 松江市

難波　将史	 山口　　厚
木村　治紀	 山本　宗平
柾木　慶一	 小林　知樹
平田真由子	 桑井　寿雄
河野　博孝	 高野　弘嗣
伊禮　俊充	 吉川　幸伸
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

急性膵炎を契機に発見された膵管非癒合合
併膵癌の 1 例

第 94 回日本消化器病学会中国
支部例会
第 105 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2010.11.6 松江市

中澤　綾子	 桑井　寿雄
木村　治紀	 山本　宗平
柾木　慶一	 小林　知樹
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣

好酸球性胃腸炎の 1 例 第 94 回日本消化器病学会中国
支部例会

2010.11.6 松江市

水本　　健	 山口　　厚
木村　治紀	 山本　宗平
柾木　慶一	 小林　知樹
平田真由子	 桑井　寿雄
河野　博孝	 高野　弘嗣

膵癌による十二指腸水平脚閉塞に対して内
視鏡的にステントを留置した 2 例

第 94 回日本消化器病学会中国
支部例会
第 105 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2010.11.6 松江市
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木村　治紀	 山口　　厚
山本　宗平	 柾木　慶一
小林　知樹	 平田真由子
桑井　寿雄	 河野　博孝
高野　弘嗣	 中島　慎介
吉川　幸伸	 齋藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

総胆管と瘻孔を形成した主膵管型 IPMC の
1 例

第 94 回日本消化器病学会中国
支部例会
第 105 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2010.11.6 松江市

平野　大樹	 山口　　厚
木村　治紀	 山本　宗平
柾木　慶一	 小林　知樹
平田真由子	 桑井　寿雄
河野　博孝	 高野　弘嗣
遠藤　俊治	 畑中　信良
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

粘性産生胆管内乳頭腺癌の一例 第 94 回日本消化器病学会中国
支部例会
第 105 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2010.11.6 松江市

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

胃アニサキスによる出血性胃潰瘍の 1 例 第 94 回日本消化器病学会中国
支部例会
第 105 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2010.11.6 松江市

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

慢性 C 型肝炎、肝癌治療中に肝臓に病変を
認めた悪性リンパ腫の 1 例

第 94 回日本消化器病学会中国
支部例会
第 105 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2010.11.6 松江市

水本　　健	 河野　博孝
木村　治紀	 山本　宗平
柾木　慶一	 小林　知樹
平田真由子	 桑井　寿雄
山口　　厚	 高野　弘嗣

BRTO（バルーン閉塞下逆行性経静脈塞栓
術）が有効であった、肝性脳症（再発型）
の 1 例

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

山口　　厚	 桑井　寿雄
木村　治紀	 山本　宗平
柾木　慶一	 小林　知樹
平田真由子	 河野　博孝
高野　弘嗣	 齋藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

当科における導入初期 EUS-FNA の検討 第 52 回呉市医学会 2010.11.28 呉市

呼吸器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

渡部　雅子	 吉田　　敬
古玉　純子	 中野喜久雄
三隅　啓三	 原田　洋明
山下　芳典	 黒田　芳明
谷山　清己

サルコイドーシスの経過中にホジキンリンパ
腫を合併した1例

第 45 回日本呼吸器学会　中国・
四国地方会
第 49 回日本肺癌学会　中国・四
国支部会

2010.7.16 徳島市

古玉　純子	 渡部　雅子
吉田　　敬	 中野喜久雄
三隅　啓三	 原田　洋明
山下　芳典	 黒田　芳明
谷山　清己

術後 17 年後に再発した肺腺癌の一例 第 45 回日本呼吸器学会　中国・
四国地方会
第 49 回日本肺癌学会　中国・四
国支部会

2010.7.16 徳島市

中野喜久雄	 吉田　　敬
古玉　純子	 渡部　雅子
砂田　祥司

非小細胞肺癌化学療法例に対する一般病棟
と緩和病棟での終末期医療の質の比較

第 51 回日本肺癌学会総会 2010.11.3 広島市

循環器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

DES 留置後冠動脈瘤を認めた 1 例 2010Win t e r 	 I n t e rven t i on	
Conference

2010.2.12 八幡平市

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

低用量ピル内服中に急性冠動脈解離による
急性心筋梗塞を発症したと考えられた若年
女性の 1 例

第 11 回 中 之 島 循 環 器・ 代 謝
フォーラム

2010.3.20 大阪市
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田村　　律	 松田　守弘
西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 川本　俊治
伊藤　博美	 出垣　正紀
姫野　　敬	 豊田　尚之

64 列 MDCT による冠動脈病変の重症度と
動脈硬化性因子の関連性の検討

第 69 回日本医学放射線学会総会 2010.4.8 横浜市

松田　守弘	 坪井　和美
細川　　優	 川本　俊治

地域連携パスを使った DASH 食栄養指導が
もたらす糖代謝改善効果について

第 53 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2010.5.27 岡山市

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

食事および薬物療法により労作性狭心症が
改善したメタボリックシンドロームの 1 例

第 45 回広島循環器病研究会 2010.6.5 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

低用量ピル内服中に原発性冠動脈解離を発
症した若年女性の 1 例

第 96 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2010.6.11 米子市

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

腸骨動脈と浅大腿動脈の完全閉塞に対して
血管内治療を施行した１例

第２回中国地区血管内治療研究
会

2010.6.19 岡山市

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

MVR、PCI、CRT により救命し得た重症心
不全の一例

第 59 回中国地区冠動脈造影研究
会

2010.6.19 広島市

川本　俊治 国立病院機構 DPC 導入 27 施設における肺
炎コーディングの精度に関する研究

第 36 回日本診療情報管理学会学
術大会

2010.9.16 長野市

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

皮膚所見を伴わない晩期梅毒と考えられた
急性心不全の一例

第12回中之島循環器・代謝フォー
ラム

2010.10.16 大阪市

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

倦怠感を主訴に来院したバルサルバ洞動脈
瘤破裂の 1 例

第 103 回日本内科学会中国地方
会

2010.11.13 岡山市

田村　　律	 松田　守弘
西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 川本　俊治
伊藤　博美	 出垣　正紀
姫野　　敬	 豊田　尚之

64 列 MDCT による冠動脈病変の重症度と
動脈硬化性因子の関連性の検討

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

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

腸骨動脈と浅大腿動脈の完全閉塞に対して
血管内治療を施行した１例

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

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

達成目標値を明示した急性心筋梗塞地域連
携パスの導入効果について

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

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

皮膚所見を伴わない晩期梅毒と考えられた
急性心不全の一例

第 97 回日本循環器学会中国地方
会　

2010.12.4 松江市

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

MVR、PCI、CRT により救命し得た虚血性
心筋症の一例

第 97 回日本循環器学会中国地方
会　

2010.12.4 松江市

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

劇的な経過であった感染性心内膜炎の一例 第 97 回日本循環器学会中国地方
会　

2010.12.4 松江市

精神科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

竹林　　実 グリアに着目した新しいうつ病治療のメカ
ニズム

第 106 回日本精神神経学会学術
総会

2010.5.20 広島市
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小早川英夫	 朝倉　岳彦
岡田　　怜	 板垣　　圭
岩本　崇志	 藤田　康孝
中津　啓吾	 竹林　　実

双極性うつ病の入院薬物療法に関する調査
研究

第 106 回日本精神神経学会学術
総会

2010.5.20 広島市

岩本　崇志	 中津　啓吾
藤田　康孝	 小早川英夫
竹林　　実

老年期うつ病患者において塩酸ドネペジル
の増強療法が有効であった一例

第 106 回日本精神神経学会学術
総会

2010.5.20 広島市

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

高いけいれん閾値および不整脈により電気
けいれん療法（ECT）施行に苦慮した妄想
性うつ病の一例

第 106 回日本精神神経学会学術
総会

2010.5.20 広島市

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

失業回避のために高用量の抗うつ薬の使用
をせざるを得なかった双極Ⅱ型障害の 1 例

第 106 回日本精神神経学会学術
総会

2010.5.20 広島市

西巻　美幸	 南　　花枝
満田　友美	 谷山　清己
兒玉　憲一 *	 竹林　　実

乳がん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 2 報

第23回日本サイコオンコロジー
学会
第 10 回日本認知療法学会合同
大会

2010.9.24 名古屋市

小早川英夫	 岡田　　怜
朝倉　岳彦	 板垣　　圭
柴崎　千代	 岩本　崇志
中津　啓吾	 竹林　　実

電気けいれん療法を施行することによりうつ
病が回復し手術可能になった舌がんの1例

第 23 回日本総合病院精神医学会
総会

2010.11.26 東京都

岡田　　怜	 柴崎　千代
朝倉　岳彦	 板垣　　圭
岩本　崇志	 中津　啓吾
小早川英夫	 竹林　　実

ECT 反応性の統合失調症の維持薬物療法に
気分安定薬が有効であった 3 例

第 23 回日本総合病院精神医学
会総会

2010.11.26 東京都

岩本　崇志	 岡田　　怜
朝倉　岳彦	 板垣　　圭
柴崎　千代	 中津　啓吾
小早川英夫	 竹林　　実

精神症状を伴うパーキンソン病に対して
Aripiprazole が有効であった一例

第 23 回日本総合病院精神医学
会総会

2010.11.26 東京都

小児科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

一過性の出血傾向を認めた低プロトロンビ
ン血症性ループスアンチコアグラント症候
群の小児の 1 例

第 13 回中国地区小児免疫薬物療
法研究会

2010.3.13 広島市

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

痙攣重積の発症に抗生剤内服の関与が疑わ
れた 1 例

第 113 回日本小児科学会学術集
会

2010.4.24 盛岡市

大野令央義 *	 白尾謙一郎 *
岡田　　賢 *	 津村　弥生 *
沖田佳奈美	 隅　　誠司
花山　隆三	 小倉　聖剛
則松　知章	 宮河真一郎

出生時より重篤な呼吸障害を呈した Beare-
Stevension 症候群の 1 例

第 49 回広島新生児研究会 2010.5.15 広島市

真田　和哉	 岡島枝里子
壷井　史奈	 沖田佳奈美
花山　隆三	 隅　　誠司
宮河真一郎

新生児期の診断により早期治療介入が可能
となった Prader-Willi 症候群の 2 例

第 49 回広島新生児研究会 2010.5.15 広島市

岡島枝里子	 真田　和哉
沖田佳奈美	 壷井　史奈
花山　隆三	 隅　　誠司
下園　広行	 宮河真一郎

ヘルペス脳炎が疑われた 1 例 第 156 回日本小児科学会広島地
方会

2010.6.6 広島市
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壷井　史奈	 宮河真一郎
隅　　誠司	 真田　和哉
水之江知哉	 竹原　和宏
熊谷　正俊	 佐村　　修
川上　洋介	 中村　紘子
下戸麻衣子

当院で経験した 16 歳以下の分娩 8 例の検討
（小児科の立場から）

第 46 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2010.7.11 神戸市

宮河真一郎	 真田　和哉
岡島枝里子	 壷井　史奈
沖田佳奈美	 花山　隆三
隅　　誠司	 下園　広行
緒方　　勤 *

二次性徴未発来で発見された原発性腺機能
低下症および膣子宮欠損例

第 44 回日本小児内分泌学会学
術集会

2010.10.7 大阪市

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

膵体尾部欠損による１型糖尿病の 1 例 第 44 回日本小児内分泌学会学術
集会

2010.10.7 大阪市

宇都宮朱里 *	 大野令央義 *
津村　弥生 *	 岡田　　賢 *
原　　圭一 *	 香川　礼子 *
沖田佳奈美	 中村　和洋 *
宮河真一郎	 小林　正夫 *

Beare-Stevenson 症候群における病理学的・
分子生物学的病態の研究

第 44 回日本小児内分泌学会学術
集会

2010.10.7 大阪市

原　　圭一 *	 宮河真一郎
西　　美和 *	 香川　礼子 *
宇都宮朱里 *	 神野　和彦 *
富永　　篤 *	 杉山　一彦 *
小林　正夫 *

Grouth	without	GH の臨床的特徴 第 44 回日本小児内分泌学会学術
集会

2010.10.7 大阪市

岡島枝里子 GH 療法中に急激な体重減少を認めた神経
性食欲不振症（AN）の 1 例

第 62 回中国四国小児科学会 2010.10.23 広島市

壷井　史奈 16 歳以下の若年妊娠 8 例における背景と問
題点

第 19 回中国・四国小児保健学会 2010.10.23 広島市

外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

富永　春海	 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

大腸癌リンパ節転移個数に関する検討 第 72 回大腸癌研究会 2010.1.15 久留米市

富永　春海	 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 Ⅲｂ大腸癌再発危険群の検討 第110回日本外科学会定期学術集
会

2010.4.8 名古屋市

伊禮　俊充	 尾上　隆司 *
井手健太郎 *	 大平　真裕 *
田原　裕之 *	 番匠谷将孝 *
田澤　宏文 *	 堀田　龍一 *
小林　　剛 *	 大下　彰彦 *
天野　尋暢 *	 田代　裕尊 *
大段　秀樹 *

重度肝肺症候群合併肝硬変に対する成人間
生体部分肝移植の経験

第 28 回日本肝移植研究会 2010.7.1 広島市

畑中　信良	 吉川　幸伸
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
中島　慎介	 朴　　美和
高橋　裕代	 上池　　渉

当院での高齢者消化器外科手術のイン
フォームドコンセントの問題点

第 65 回日本消化器外科学会総会 2010.7.14 下関市



− 229 −− 229 −

2010年（平成 22年）度　　年　　報

業
　
　
績

富永　春海	 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　敏博
谷峰　直樹	 中島　慎介
朴　　美和	 高橋　裕代
上池　　渉

大腸癌脳転移の検討 第 65 回日本消化器外科学会総会 2010.7.14 下関市

清水　洋祐	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
遠藤　俊治	 西谷　暁子
中島　慎介	 高橋　裕代
朴　　美和	 上池　　渉

当科における Covering	Ileostomy 第 65 回日本消化器外科学会総会 2010.7.14 下関市

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

当科における GIST 症例の治療方針と成績 第 65 回日本消化器外科学会総会 2010.7.14 下関市

畑中　信良	 吉川　幸伸
遠藤　俊治	 富永　春海
清水　洋祐	 西谷　暁子
中島　慎介	 高橋　裕代
朴　　美和	 上池　　渉

肝転移破裂による腹腔内出血により発見さ
れた高齢者

第 18 回日本消化器関連学会週間
第 52 回日本消化器病学会大会

2010.10.13 横浜市

伊禮　俊充	 田澤　宏文 *
大段　秀樹 *

Immunosuppressive	 strategies	 targetting	
b	cells

第 37 回日本臓器保存生物医学
会定期学術集会

2010.11.19 新潟市

平岡　和也	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 伊禮　俊充
中島　慎介	 高橋　裕代
朴　　美和	 若原　　誠
上池　　渉

直腸癌多発肝転移に対して原発巣切除後、
肝動注化学療法中に形成された biloma 破裂
により胆汁性腹膜炎を来たした 1 例

第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

遠藤　俊治	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
清水　洋祐	 平岡　和也
西谷　暁子	 伊禮　俊充
中島　慎介	 朴　　美和
高橋　裕代	 若原　　誠
上池　　渉

食道癌小脳転移の 1 例　 第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

高橋　裕代	 山下　芳典
原田　洋明	 吉川　幸伸
伊藤　正興

若年女性の発症した肋軟骨原発軟骨肉腫の
1 切除例

第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

中島　慎介	 富永　春海
吉川　幸伸	 畑中　信良
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 平岡　和也
伊禮　俊充	 高橋　裕代
朴　　美和	 若原　　誠
上池　　渉

虫垂粘液囊胞腺癌の 2 例 第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

畑中　信良	 吉川　幸伸
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
中島　慎介	 朴　　美和
高橋　裕代	 上池　　渉

精神疾患患者に対する胃切除術の問題点 第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

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	 平岡　和也
伊禮　俊充	 中島　慎介
高橋　裕代	 若原　　誠
上池　　渉

肝十二指腸間膜に発症した
lymphoepithelioma-like	carcinoma の一例

第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

富永　春海	 西澤　修一
下高　美和

抗菌薬の適正使用に対する当院での取り組
み

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市
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畑中　信良	 吉川　幸伸
富永　春海	 加藤　大典
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 面谷　秀子
上池　　渉

二次医療圏での消化器癌統一地域連携パス
作成の試み

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

畑中　信良	 吉川　幸伸
富永　春海	 加藤　大典
清水　洋祐	 遠藤　俊治
西谷　暁子	 面谷　秀子
上池　　渉

二次医療圏での消化器癌統一地域連携パス
作成の試み

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

乳腺外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

加藤　大典 『臨床病理学的因子・多遺伝子発現解析の成
績〜 St.Gallen　2009 治療指針〜』　
− OncoType − DX について

第 40 回広島乳腺疾患研究会 2010.2.20 広島市

森井　奈央	 加藤　大典
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	 谷峰　直樹
三隅　俊博	 中島　慎介
高橋　裕代	 朴　　美和
上池　　渉	 谷山　清己

当院における乳腺部分切除術とセンチネル
リンパ節生検

第 40 回広島乳腺疾患研究会 2010.2.20 広島市

加藤　大典	 森井　奈央
高橋　裕代	 宮本　和明
谷峰　直樹	 遠藤　俊治
富永　春海	 畑中　信良
吉川　幸伸	 谷山　清己
上池　　渉

triple	negative	乳癌の病理像による更なる
分類の試み

第 18 回日本乳癌学会学術総会 2010.6.24 札幌市

高橋　裕代	 加藤　大典
森井　奈央	 宮本　和明
谷峰　直樹	 遠藤　俊治
富永　春海	 畑中　信良
吉川　幸伸	 谷山　清己
上池　　渉

対側に悪性葉状腫瘍を合併した乳房原発悪
性リンパ腫の 1 例

第 18 回日本乳癌学会学術総会 2010.6.24 札幌市

加藤　大典	 奥川　浩一
田原　　浩	 高橋　　護
野宗　義博

「広島乳がん医療ネットワーク」を基本にし
たがん治療連携を、呉地区で機動させるた
めのお誘い

第 52 回呉市医学会 2010.11.28 呉市

整形外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

杉田　憲彦	 倉都　滋之
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
杉田　　孝

大腿骨顆上骨折変形治癒後に発生した変形
性膝関節症に対して腫瘍用人工膝関節を用
いて治療した 2 例

第 40 回日本人工関節学会 2010.2.26 那覇市

伊村　慶紀	 倉都　滋之
杉田　　憲	 仁井谷　学
濱崎　貴彦	 蜂須賀裕己
信貴　経夫	 安本　正徳
杉田　　孝	 菅野　伸彦 *

エホバの証人に対する人工股関節全置換術
−その周術期の工夫−

第 40 回日本人工関節学会 2010.2.26 那覇市

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

PS	fixed 型 TKA における膝蓋大腿関節の
適合性

第 40 回日本人工関節学会 2010.2.26 那覇市

安本　正徳	 越智　光夫 *
出家　正隆 *	 安達　伸生 *

外側円板状半月に対して形成切除術に all-
inside 縫合術を追加施行した 1 例

第 22 回関西関節鏡・膝研究会 2010.3.20 大阪市
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杉田　憲彦　　倉都　滋之
濱崎　貴彦　　蜂須賀裕己
安本　正徳　　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 114 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2010.4.9 名古屋市

藤森　　淳 *	 下瀬　省二 *
久保　忠彦 *	 松尾　俊宏 *
杉田　　孝	 越智　光夫 *

特異な経過を辿った infantile　fibromatosis
の 1 例

第 114 回中部日本整形外科災害
外科学会

2010.4.9 名古屋市

伊村　慶紀	 倉都　滋之
仁井谷　学	 信貴　経夫
安本　正徳	 杉田　　孝

悪性骨盤腫瘍に対する Hemipelvectomy 後
frail	hip とした 1 例

第 114 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2010.4.9 名古屋市

濱崎　貴彦	 田中　信弘 *
William	C.Hutton*
倉都　滋之	 杉田　　孝

骨粗鬆症性脊椎椎体に対するポリエチレン
テープによる椎弓根スクリューの補強強度
について−新鮮屍体標本 24 椎体を用いた検
討−

第 39 回日本脊椎脊髄病学会 2010.4.22 高知市

濱崎　貴彦	 RheeJohn	M*
倉都　滋之	 杉田　　孝

理学所見から見た頸髄症の診断、有症率 第 39 回日本脊椎脊髄病学会 2010.4.22 高知市

倉都　滋之	 信貴　経夫
杉田　憲彦

骨転移による大腿骨近位病的骨折に対する
腫瘍用人工骨頭置換術の治療成績について

第 47 回日本リハビリテーショ
ン医学会学術集会

2010.5.20 鹿児島市

松尾　俊宏 *	 下瀬　省二 *
久保　忠彦 *	 藤森　　淳 *
杉田　　孝	 安永　裕司 *
越智　光夫 *

悪性軟部肉腫のテロメア因子の解析 第 83 回日本整形外科学会学術
総会

2010.5.27 東京

濱崎　貴彦	 田中　信弘
William	C.	Hutton*
越智　光夫	 倉都　滋之
杉田　　孝

骨粗鬆症性脊椎椎体に対するポリエチレン
テープによる椎弓根スクリューの補強強度
について−新鮮屍体標本 24 椎体を用いた検
討−

第 83 回日本整形外科学会学術
総会

2010.5.27 東京都

下瀬　省二 *	 杉田　　孝
久保　忠彦 *	 松尾　俊宏 *
藤森　　淳 *	 越智　光夫 *

原発性骨腫瘍における血清酸フォスファ
ターゼ値の検討

第 83 回日本整形外科学会学術
総会

2010.5.27 東京都
千代田区

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

左示指に発生した脂肪芽腫の 1 例 第 43 回日本整形外科学会
骨・軟部腫瘍学術集会

2010.7.15 東京都
新宿区

倉都　滋之	 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
杉田　　孝

エホバの証人に発生した骨肉腫の 3 例 第 43 回日本整形外科学会
骨・軟部腫瘍学術集会

2010.7.15 東京都
新宿区

松尾　俊宏 *	 下瀬　省二 *
久保　忠彦 *	 藤森　　淳 *
杉田　　孝	 安永　裕司 *
越智　光夫 *

悪性線維性組織球腫の線維性被膜と腫瘍学
的予後

第 43 回日本整形外科学会
骨・軟部腫瘍学術集会

2010.7.15 東京都
新宿区

藤森					淳 *	 杉田　　孝
下瀬　省二 *	 久保　忠彦 *
松尾　俊宏 *	 越智　光夫 *

骨盤部骨巨細胞腫の 3 例 第 43 回日本整形外科学会
骨・軟部腫瘍学術集会

2010.7.15 東京都
新宿区

下瀬　省二 *	 杉田　　孝
久保　忠彦 *	 松尾　俊宏 *	
藤森　　淳 *	 越智　光夫 *

化学療法を併用していない軟部悪性線維性
組織球腫の治療成績

第 43 回日本整形外科学会
骨・軟部腫瘍学術集会

2010.7.15 東京都
新宿区

杉田　憲彦	 倉都　滋之
伊村　慶紀	 濱崎　貴彦
安本　正徳	 仁井谷　学
杉田　　孝

変形性股関節症に合併した滑膜嚢腫により
大腿神経麻痺をきたした 1 例

第 115 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2010.10.8 大阪市

蜂須賀裕己	 安本　正徳
倉都　滋之	 濱崎　貴彦
仁井谷　学	 杉田　憲彦
伊村　慶紀	 杉田　　孝
砂川　　融 *

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 37 回日本マイクロサージャ
リー学会学術集会

2010.11.19 名古屋市
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倉都　滋之	 伊村　慶紀
杉田　憲彦	 中前　稔生
仁井谷　学	 濱崎　貴彦
蜂須賀裕己	 安本　正徳
杉田　　孝	 森脇　克行
橋本　　賢

エホバの証人に対する人工股関節置換術 第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

リハビリテーション科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

吉川　幸織 睡眠薬を義薬に変更し生活リズムを整える
ことで ADL の改善を認めた 1 症例

第 16 回日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会学術大会

2010.9.3 新潟市

中尾　淳一	 原田　洋明
三隅　啓三	 山下　芳典
道広　博之	 毛利　祐子

高齢者肺癌手術における高容量分岐鎖アミ
ノ酸投与を併用した術前呼吸リハビリテー
ションの有用性

第 20 回日本呼吸ケア・リハビ
リテーション学会学術集会

2010.10.1 長崎市

吉川　幸織	 松川　陽平
高橋　雄介	 道広　博之
山下　芳典

睡眠薬を偽薬に変更し生活リズムを整える
ことで ADL の改善を認めた 1 症例

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

松谷　純子	 中尾　淳一
谷　　周治	 道広　博之
濱田　佳奈	 細川　　優
毛利　祐子	 渡部　雅子
古玉　純子	 吉田　　敬
中野喜久雄	 三隅　啓三
原田　洋明	 山下　芳典

高齢者肺癌手術における高容量分岐鎖アミ
ノ酸投与を併用した術前包括的呼吸リハビ
リテーションの有用性

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

久保山美樹枝	 小松妃呂恵
谷　　周治	 道広　博之
竹林　　実

精神科作業療法の効果の検証＜自記式
チェックリストの導入＞

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

榎　　七子	 小松妃呂恵
道広　博之	 蜂須賀裕己

後骨間神経麻痺受傷から腱移行術までが長
期に及んだ一症例の作業療法

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

田代　桂一 転落による頸髄損傷にて不全四肢麻痺を呈
した一症例　−可能な動作とそれに対する
アプローチ−

第 15 回広島県理学療法士学会 2010.12.4 三原市

吉川　幸織	 松川　陽平
高橋　雄介	 山下　芳典

投薬や病棟環境を見直し食事摂取量、ADL
の改善を認めた胃切除後の 1 症例

第 3 回日本静脈経腸栄養学会中
国支部学術集会

2010.12.11 下関市

形成外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

木矢孝一郎	 杉山　成史 上腕悪性線維性組織球腫広範切除後に人工
骨頭及び広背筋皮弁を用いて再建した１例

第59回日本形成外科学会　中国・
四国支部学術集会

2010.2.21 広島市

安積　昌吾	 長谷川健二郎 *
田中　義人 *	 小野田　聡 *
渡部　聡子 *	 山田　　潔 *
難波祐三郎 *	 木股　敬裕 *

腹直筋穿通枝皮弁の術中 ICG 蛍光血管造影
法における穿通枝同定についての考察

第 53 回日本形成外科学会総会・
学術集会

2010.4.7 金沢市

杉山成史 ペースメーカによる皮膚壊死・感染に対す
る形成外科治療

第 53 回日本形成外科学会総会・
学術集会

2010.4.7 金沢市

安積　昌吾	 杉山　成史 胸骨全摘と筋皮弁を用いた胸骨骨髄炎に対
する治療

第 60 回日本形成外科学会　中
国・四国支部学術集会

2010.9.12 松山市

杉山　成史	 安積　昌吾
木股　敬裕 *

リンパ節生検後リンパ漏に対するリンパ管
静脈吻合および陰圧閉鎖療法の併用

第 37 回日本マイクロサージャ
リー学会学術集会

2010.11.19 名古屋市

脳神経外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

大庭　信二	 伊藤　陽子
迫田英一郎	 大下　純平
石原　聡士

臨床症状からみたEC−ICバイパスの有用性 第 25 回広島脳卒中フォーラム 2010.6.5 広島市
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大下　純平 頸部内頸動脈ステント留置術後ステント内
急性閉塞を生じた 1 例

第 9 回呉脳疾患カンファレンス 2010.6.9 呉市

迫田英一郎	 大庭　信二
伊藤　陽子	 大下　純平
石原　聡士

原発不明腺癌脳転移の 1 例 第24回中国四国脳腫瘍研究会 2010.9.10 岡山市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
石原　聡士

頸部内頸動脈ステント留置術後ステント内
急性閉塞を生じた 1 例

第 19 回中国四国脳神経血管内手
術研究会

2010.9.11 岡山市

石原　聡士	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
大下　純平

原発不明腺癌脳転移の 1 例 第 99 回広島がん治療研究会 2010.9.18 広島市

大下　純平 後頭蓋窩病変に対する新しい皮膚切開の検
討− Banana	shape	skin	incision −

社団法人日本脳神経外科学会
第 69 回学術総会

2010.10.27 福岡市

伊藤　陽子 prosthesis	を用いない transposition	による
微小血管減圧術

社団法人日本脳神経外科学会
第 69 回学術総会

2010.10.27 福岡市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
石原　聡士

後頭蓋窩病変に対する新しい皮膚切開の検
討− Banana	shape	skin	incision −

第 63 回広島医学会総会 2010.11.14 広島市

呼吸器外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

原田　洋明	 伊藤　正興
山下　芳典

原発性肺がんに対する胸腔鏡下手術手技の
工夫

第 8 回スプリングセミナー IN	
OKINAWA

2010.3.25 沖縄県
国頭郡

山下　芳典	 原田　洋明
伊藤　正興	 向井　秀則 *

肺がんに対する胸腔鏡下肺葉切除術の研修
と技術認定

第110回日本外科学会定期学術集
会

2010.4.8 名古屋市

原田　洋明	 伊藤　正興
山下　芳典

虚血後肺における炎症性メディエーター発
現を一酸化炭素吸入が阻害する（Carbon	
monoxide	 suppression	 of	 inflammatory	
mediator	 expression	 in	 post-ischemic	
lungs）

第 110 回日本外科学会定期学術
集会

2010.4.8 名古屋市

伊藤　正興	 原田　洋明
山下　芳典

術前に原発性肺癌を疑った頭皮原発血管肉
腫の肺転移・胸膜播腫の１例

第 27 回日本呼吸器外科学会総会 2010.5.13 仙台市

原田　洋明	 伊藤　正興
山下　芳典

高齢者肺癌手術における高容量分岐鎖アミ
ノ酸投与を併用した術前呼吸リハビリテー
ションの有用性

第 27 回日本呼吸器外科学会総会 2010.5.13 仙台市

山下　芳典	 原田　洋明
三隅　啓三

高齢者肺癌手術における高容量 BCAA 投与
を併用した術前呼吸リハビリテーションの
試み

日本外科代謝栄養学会　第 47 回
学術集会

2010.7.8 横浜市

三隅　啓三	 伊藤　正興
原田　洋明	 山下　芳典
渡辺　雅子	 古玉　純子
吉田　　敬	 中野喜久雄

胸腺原発非定型カルチノイドの１手術例 第 45 回日本呼吸器学会　中国・
四国地方会
第 49 回日本肺癌学会　中国・四
国支部会

2010.7.16 徳島市

山下　芳典	 三隅　啓三
原田　洋明	 渡辺　雅子
古玉　純子	 吉田　　敬
中野喜久雄

高齢者肺癌手術における高容量分岐鎖アミ
ノ酸投与を併用した術前呼吸リハビリテー
ションの有用性

第 45 回日本呼吸器学会　中国・
四国地方会
第 49 回日本肺癌学会　中国・四
国支部会

2010.7.16 徳島市

原田洋明 栄養管理（高容量分岐鎖アミノ酸補給と漢
方薬投与）を含む包括的呼吸リハビリテー
ションの臨床的有用性

国立病院機構肺がん研究会夏期
講習会

2010.8.27 水戸市

Yamashita	Y
Harada	H
Misumi	K
Mukaida	H*

Technical	 advantages	 of	 pure	 VATS	
lobectomy	using	bipolar	scissors	 through	
flexible	scope

第 63 回日本胸部外科学会定期学
術集会

2010.10.17 大阪市

山下　芳典	 原田　洋明
三隅　啓三	 向田　秀則 *

肺がんに対する胸腔鏡下肺葉切除術の教育
と技術認定に関わる考察

第 23 回日本内視鏡外科学会総会 2010.10.18 横浜市
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山下　芳典	 原田　洋明
三隅　啓三	 向田　秀則 *
三村　剛史 *

胸膜外肺全摘術（EPP）, 胸壁合併切除を施
行したⅢ期悪性胸膜中皮腫（MPM）の長
期生存の 1 例

第 51 回日本肺癌学会総会 2010.11.3 広島市

原田　洋明	 三隅　啓三
渡部　雅子	 古玉　純子
吉田　　敬	 中野喜久雄
山下　芳典

Charlson	comorbidity	index	と肺機能を指標
とした VATS の手術リスク評価

第 51 回日本肺癌学会総会 2010.11.3 広島市

三隅　啓三 高齢者肺癌における術後合併症予測因子の
検討〜肺年齢を中心に〜

第 51 回日本肺癌学会総会 2010.11.3 広島市

原田　洋明 呼吸器外科における低侵襲手術〜 High	
Volume	Center と地方病院における勤務経
験から〜

第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

原田　洋明 高容量分岐鎖アミノ酸と補中益気湯投与を
併用した包括的術前呼吸リハビリテーショ
ンの有用性

第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.21 横浜市

山下　芳典	 原田　洋明
三隅　啓三	 向田　秀則 *

Pure	VATU	lobectomy の際の肺動脈損傷
に対する安全対策

第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.23 横浜市

山下　芳典	 原田　洋明
三隅　啓三	 向田　秀則 *

肺がんに対する胸腔鏡下肺葉切除術の習熟
と新規導入の際の問題点

第 72 回日本臨床外科学会総会 2010.11.23 横浜市

原田　洋明	 三隅　啓三
山下　芳典	 渡部　雅子
古玉　純子	 吉田　　敬
中野喜久雄

呼吸器外科における低侵襲手術〜 High	
Volume	Center と地方病院における勤務経
験から〜

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

心臓血管外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

澁川　貴規	 仲村　輝也
樋口　卓也

下行大動脈人工血管置換術後食道瘻の 1 手
術例

第24回心臓血管外科ウィンター
セミナー

2010.2.5 長野県
山ノ内町

仲村　輝也	 澁川　貴規
樋口　卓也

高齢者に対する弁膜症手術適応の拡大
−三弁手術は安全か？−

第 40 回日本心臓血管外科学会
学術総会

2010.2.14 神戸市

仲村　輝也 心臓 CT　−外科医のストレスを減らす観点
から−

呉心臓疾患勉強会（14） 2010.3.8 呉市

澁川　貴規	 仲村　輝也
樋口　卓也

体にやさしい大動脈瘤治療をめざして
−開腹手術から血管内治療へ−

呉 Circulation	conference（1） 2010.4.23 呉市

樋口　卓也	 仲村　輝也
西本　織絵	 川本　俊治

当院で経験した急性肺血栓塞栓症 3 症例の
検討

第 45 回広島循環器病研究会 2010.6.5 広島市

樋口　卓也	 仲村　輝也
澁川　貴規	 西本　織絵
川本　俊治

経験した急性肺血栓塞栓症 3 症例の検討 第 96 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2010.6.11 米子市

仲村　輝也	 泉谷　裕則
樋口　卓也	 澁川　貴規

当院における三尖弁形成術の中期遠隔成績
−再発リスク因子に関する検討−

第 53 回関西胸部外科学会学術集
会

2010.6.24 名古屋市

樋口　卓也	 仲村　輝也
泉谷　裕則

超高齢者の大動脈弁狭窄症に対する大動脈
弁置換術の有用性〜安全性と遠隔成績から
の検討〜

第 53 回関西胸部外科学会学術集
会

2010.6.24 名古屋市

仲村　輝也	 澁川　貴規
樋口　卓也

体にやさしい大動脈瘤治療をめざして−開
腹手術から血管内治療へ−

呉心臓疾患勉強会（15） 2010.7.14 呉市

樋口　卓也	 仲村　輝也
関谷　直純	 泉谷　裕則

80 歳以上の僧帽弁閉鎖不全症に対する手術
成績−早期外科治療の妥当性についての検
討−

第 63 回日本胸部外科学会定期学
術集会

2010.10.26 大阪市

仲村　輝也	 倉谷　　	徹
樋口　卓也	 関谷　直純

限局性腹部大動脈解離に対してパワーリン
クを使用した１例

広島ステントグラフトカンファ
レンス

2010.11.4 広島市

仲村　輝也 当院での低侵襲大動脈瘤治療の経験 第 52 回呉市医学会 2010.11.28 呉市
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中里　太郎	 関谷　直純
仲村　輝也	 樋口　卓也
内田　直里 *

左鎖骨下動脈瘤を合併した弓部大動脈瘤に
対して Open	stent	graft 法による弓部大動
脈置換を施行した 1 例

第 46 回広島循環器病研究会 2010.12.11 広島市

中里　太郎 左鎖骨下動脈瘤を合併した弓部大動脈瘤に
対して Open	stent	graft 法による全弓部大
動脈置換を施行した 1 例

大阪大学心研 YIA プログラム 2010.12.12 大阪市

皮膚科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

北野　文朗	 真田　聖子
望月　　満

成人T細胞白血病の1例 第126回日本皮膚科学会広島地方
会

2010.03.07 広島市

北野　文朗	 真田　聖子
新美　寛正

Dyskeratosis	Congenita の 1 例 第127回日本皮膚科学会広島地方
会

2010.09.05 広島市

北野　文朗	 森川　博文 *
亀頭　晶子 *	 行徳　英一 *
大山　文悟 *	 橋本　　隆 *

抗ラミニン 5 型粘膜類天疱瘡の 1 例 第 62 回日本皮膚科学会西部支部
学術大会

2010.10.23 倉敷市

泌尿器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

繁田　正信	 甲田俊太郎
神明　俊輔

婦人科領域の悪性腫瘍術後における後腹膜
鏡下リンパ節郭清の経験

第 98 回日本泌尿器科学会総会 2010.4.27 盛岡市

甲田俊太郎	 後藤　景介
繁田　正信

呉医療センターにおける体腔鏡下腎部分切
除術の検討

第24回日本Endourology・ESWL
学会総会

2010.10.21 京都市

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

後腹膜鏡下前立腺全摘除術困難例に対する経
腹膜的アプローチの有用性

第24回日本Endourology・ESWL
学会総会

2010.10.21 京都市

後藤　景介 当科における後腹膜鏡下前立腺全摘除術
100 例の経験

第24回日本Endourology・ESWL
学会総会

2010.10.21 京都市

繁田　正信 ランチョンセミナー 10　ハイビジョン映像
で見るエキスパートの泌尿器腹腔鏡手術の
コツ　標準術式としての腹腔鏡下腎部分切
除術をめざして

第24回日本Endourology・ESWL
学会総会

2010.10.23 京都市

後藤　景介	 甲田俊太郎
繁田　正信

当科における後腹膜鏡下前立腺全摘除術
100 例の経験

第 62 回日本泌尿器科学会西日本
総会

2010.11.4 鹿児島市

繁田　正信 膀胱尿管逆流症に対する Cohen 法による気
膀胱下逆流防止術の経験

第 147 回日本泌尿器科学会広島
地方会

2010.11.13 広島市

繁田　正信 Educational	Sessions	 for	Reviewers　−査
読して思う事−

第 60 回日本泌尿器科学会中部総
会

2010.11.30 名古屋市

産婦人科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

Cornelia	de	Lange症候群に対して遺伝カウ
ンセリングを行った一例

第 13 回胎児遺伝子診断研究会 2010.2.20 東京都、
大田区

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	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

婦人科細胞診で診断しえた再発膵癌の 2 例 第35回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第51回広島細胞診学会）

2010.2.27 広島市
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佐村　　修	 下戸麻衣子
中村　紘子	 川上　洋介
熊谷　正俊	 竹原　和宏
水之江知哉

妊娠後期に発症した自己免疫性肝炎合併妊
娠の 1 例

第 62 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2010.4.23 東京都

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

人工妊娠中絶術２ヶ月後に大量出血した子
宮仮性動脈瘤の１例

第 62 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2010.4.23 東京都

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

当院における子宮体部低分化型頻内膜腺癌
の臨床像の検討

第 62 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2010.4.23 東京都

數佐　淑恵 妊婦に発症した心臓原発悪性リンパ腫の1例 第 62 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2010.4.23 東京都

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

高度肥満症例の周産期予後に関する臨床的
検討

第 62 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2010.4.23 東京都

中村　紘子	 竹原　和宏
川上　洋介	 熊谷　正俊
原田美恵子	 坂根　潤一
西村　俊直	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

卵巣甲状腺腫性カルチノイドの 1 例 第 51 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2010.5.29 横浜市

川上　洋介	 竹原　和宏
熊谷　正俊	 中村　紘子
倉岡　和矢	 斎藤　彰久
坂根　潤一	 原田美恵子
西村　俊直	 谷山　清己

乳腺に転移した原発性卵巣癌の 1 例 第 51 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2010.5.29 横浜市

川上　洋介	 宮本　和明
竹原　和宏	 中村　紘子
佐村　　修	 水之江知哉

卵巣癌細胞における多剤耐性遺伝子 MDRI
のエピジェネティックな異常

第 48 回日本婦人科腫瘍学会学術
講演会

2010.7.8 つくば市

中村　紘子	 竹原　和宏
岡本　　啓	 川上　洋介
佐村　　修	 水之江知哉
谷山　清己

卵巣原発甲状腺腫性カルチノイドの 1 例 第 48 回日本婦人科腫瘍学会学
術講演会

2010.7.8 つくば市

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

共通診療ノートを利用した地域産科診療シ
ステムの構築

第 46 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2010.7.11 神戸市

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

妊娠後期に中枢性尿崩症を発症し産褥子癇
を来した RPLS の 1 例

第 46 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2010.7.11 神戸市

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

当科における高度肥満妊婦についての臨床
的検討

第 46 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2010.7.11 神戸市

Kawakami	Y
Miyamoto	K

Epigenetic	alternation	of	the	RUNX-3	gene	in	
human	ovarian	cancer

69th	Annual	Meeting	 of	 the	
Jaanese	Cancer	Association（ 第
69 回日本癌学会学術総会）

2010.9.22 大阪市

佐村　　修	 水之江知哉
岡本　　啓	 數佐　淑恵
中村　紘子	 川上　洋介
竹原　和宏

地域周産期センターにおける周産期関連の
遺伝カウンセリング

第 55 回日本人類遺伝学会 2010.10.27 さいたま市

中村　紘子	 竹原　和宏
岡本　　啓	 數佐　淑恵
川上　洋介	 佐村　　修
水之江知哉

当院における子宮体部低分化型頻内膜腺癌
の臨床像の検討

第 48 回日本癌治療学会学術集会 2010.10.28 京都市



− 237 −− 237 −

2010年（平成 22年）度　　年　　報

業
　
　
績

川上　洋介	 竹原　和宏
中村　紘子	 佐村　　修
水之江知哉

子宮、卵巣に発生した同時性 3 重複癌の 1
例

第 48 回日本癌治療学会学術集会 2010.10.28 京都市

水之江知哉	 岡本　　啓
數佐　淑恵	 中村　紘子
川上　洋介	 佐村　　修
竹原　和宏	 岡島枝里子
宮河真一郎	 兵頭　麻希 *

3 世代にわたる軟骨無形性症の 1 例 第 17 回遺伝性疾患に関する出生
前診断研究会

2010.11.20 島尻郡
（沖縄県）

中村　紘子	 竹原　和宏
川上　洋介	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

婦人科細胞診で発見された膵癌ダグラス窩
転移の 2 症例

第 49 回日本臨床細胞学会秋期大
会

2010.11.21 神戸市

眼科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

地庵　浩司	 三ヶ尻健一 樹氷状血管炎の 1 例 第69回広島地方眼科学会 2010.11.07 広島市

耳鼻咽喉科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

西　　康行	 佐々木　淳
平川　治男

当科における頭頸部腺様嚢胞癌の臨床的検討 日本耳鼻咽喉科学会第 36 回中国
四国地方部会連合学会

2010.6.5 岡山市

平川　治男	 西　　康行
上田　　勉	 佐々木　淳
倉岡　和矢	 谷山　清己

軟骨部外耳道に生じた骨外性骨肉腫の 1 例 第 34 回日本頭頚部癌学会 2010.6.10 東京・新宿

平川　治男	 西　　康行
上田　　勉	 佐々木　淳
倉岡　和矢	 谷山　清己

軟骨部外耳道に生じた骨外性骨肉腫の 1 例 第 20 回日本耳科学会総会学術講
演会

2010.10.7 松山市

佐々木　淳	 平川　治男
西　　康行

ステロイド抵抗性であった喉頭浮腫の1症例 第 36 回日本耳鼻咽喉科学会中国
地方部会連合学会

2010.12.5 松江市

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	 竹内　直子
豊田　尚之	 大本　俊文
梶間　敏男

Gd-EOB-DTPA 後期相における肝機能の影
響の検討

第 69 回日本医学放射線学会総会 2010.4.8 横浜市

竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子

リンパ嚢腫に対する経皮的ドレナージの検討 第 39 回日本 IVR 学会総会 2010.5.20 東京都

中村　優子	 竹内　直子
豊田　尚之	 谷峰　直樹
畑中　信良	 吉川　幸伸
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 粟井　和夫＊

術前診断が困難であった食道憩室に発生し
た GIST の１例

第 24 回腹部放射線研究会 2010.6.11 佐久郡
（長野県）

竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子

肝損傷に対して TAE と血腫ドレナージを
施行した Ehlers-Danlos 症候群の１例

第 114 回日本医学放射線学会中
国・四国地方会＆第 45 回日本
核医学中国・四国地方会

2010.6.26 今治市

中村　優子	 豊田　尚之
竹内　直子	 粟井　和夫＊

癒着胎盤の評価−単純 MRI での抽出能の検
討

第 114 回日本医学放射線学会中
国・四国地方会＆第 45 回日本
核医学中国・四国地方会

2010.6.26 今治市

竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子

肝損傷に対して IVR を行った血管型 Ehlers-
Danlos 症候群の１例

第 24 回日本 IVR 学会中国四国
地方会

2010.9.3 岡山市

山根　明哲 γ線スペクロトメトリによる環境資料の放
射線測定による自己呼吸補正係数に関する
検討

第1回国立病院療養所中国地区放
射線技師学術大会

2010.10.30 浜田市

奥田　武秀 次年度リニアック更新に向けて 第 1 回国立病院療養所中国地区
放射線技師学術大会

2010.10.30 浜田市
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長岡有希子	 松井　竜也 フラットパネルディテクタの基本的な画質
特性　ｰ直接変換型と間接変換型の基礎物
理特性の比較

第 1 回国立病院療養所中国地区
放射線技師学術大会

2010.10.30 浜田市

高木　秀亮	 二見　智康
福岡　宏貴	 灘　　尊則
浅原　　徹	 姫野　　敬

当院のMRSpectroscopyの現状 第1回国立病院療養所中国地区放
射線技師学術大会

2010.10.30 浜田市

浅原　　徹 Burger’s ファントム像の信号検出能向上の
ための画像処理

第 1 回国立病院療養所中国地区
放射線技師学術大会

2010.10.30 浜田市

古志　和信 悪性神経膠腫の放射線治療 第 1 回国立病院療養所中国地区
放射線技師学術大会

2010.10.30 浜田市

姫野　　敬 技師長から呼びかける人材育成のすすめ
（技師長ガイドブックより）

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

高木　秀亮	 二見　智康
福岡　宏貴	 灘　　尊則
浅原　　徹	 姫野　　敬

Motion	Track の機能検証と使用経験 第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

奥田　武秀	 鈴木　大輔
山根　明哲	 田坂　　聡
姫野　　敬

StentViz における基礎的検討 第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

田坂　　聡	 小山　悟司
姫野　　敬

放射線従事者の申請手続きと被曝管理 第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

伊藤　博美	 出垣　正紀
小山　　悟	 福岡　宏貴
山根　明哲	 田坂　　	聡
姫野　　敬

異なるメーカーの CT 装置が画質に与える
影響について

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

竹内　直子	 豊田　尚之
中村　優子

胎盤ポリープに対して動脈塞栓術を施行し
た 2 例

第 115 回日本医学放射線学会中
国・四国地方会プログラム

2010.12.17 下関市

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 局所進行非小細胞肺癌の 1 例 第 31 回岡山放射線腫瘍学カン
ファレンス

2010.2.27 岡山市

山本　道法 部分照射をもちいた乳房温存療法の長期成績 第69回日本医学放射線学会総会 2010.4.9 横浜市

山本　道法 原発巣不明未分化癌の頸部リンパ節転移に
対して化学療法が奏効し長期生存が得られ
ている 1 例

第 34 回日本頭頚部癌学会 2010.6.10 東京都
新宿区

山本　道法 Giant	cell	tumor	of	the	sacral	bone の一例 第 32 回岡山放射線腫瘍学カン
ファレンス

2010.7.10 岡山市

山本　道法 食道癌の放射線治療計画における造影剤の
影響

第 64 回日本食道学会学術集会 2010.8.31 久留米市

山本　道法 口腔中咽頭がんに対するゴールドグレイン
に用いた小線源治療の長期成績

第 48 回日本癌治療学会学術集会 2010.10.30 京都市

山本　道法 局所進行非小細胞肺癌に対する放射線治療
中 IPF の急性悪性化を認めた一例

日本放射線腫瘍学会第 23 回学術
大会

2010.11.18 浦安市

麻酔科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

酒井　明彦	 森脇　克行 周術期輸液に関する Update と最近の話題 第 56 回広島麻酔医学会 2010.1.23 広島市

城山　和久	 森脇　克行 当院における周術期神経合併症の発生頻度 社団法人日本麻酔科学会第 57 回
学術集会および第 13 回アジア・
オーストラレーシア麻酔科学会

2010.6.3 福岡市
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三木　智章 腸間膜牽引症候群における Corticotropin	
Releasing	Hormone（副腎皮質刺激ホルモ
ン放出因子）の変化

社団法人日本麻酔科学会第 57 回
学術集会および第 13 回アジア・
オーストラレーシア麻酔科学会

2010.6.3 福岡市

森脇　克行 帯状疱疹治療のアップデート 日本ペインクリニック学会第 44
大会

2010.7.1 京都市

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

産科医療資源の集約化が呉医療センターの
麻酔科診療に与えた影響

第64回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

薬剤科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

小澤　和博 今日の医療情勢　〜薬剤師の係わり〜 平成 22 年度中国四国地区国立病
院薬剤師会総会

2010.4.17 福山市

小澤　和博	 市場　泰全 * チーム医療において、薬剤師に求められて
いることは何か

第48回中国四国地区国立病院薬
学研究会

2010.9.4 広島市

武良　卓哉 呉医療センター薬剤科における医師の業務
負担軽減への取り組み

第48回中国四国地区国立病院薬
学研究会

2010.9.4 広島市

隈元江梨子	 満井　尚子
谷保　智美	 武良　卓哉
木塚　紀子	 小川　善通
小澤　和博

安全な医療提供への薬剤師の取り組み 第 49 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

2010.11.6 米子市

小川　善通	 中島　寿久
山足　敏昭	 谷口　仁司＊

小倉　千奈＊	 細川　敦子
木本奈津江	 小澤　和博

ドセタキセル投与による皮膚障害の発現要
因について

第20回日本医療薬学会年会 2010.11.13 千葉市

亀田　慶太	 武良　卓哉
谷保　智美	 満井　尚子
細川　敦子	 小川　善通
小澤　和博

当院薬剤科における医師の業務負担軽減へ
の取り組み

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

臨床検査科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

田寺加代子	 下花　純一
道中　智映	 下中　秋子
谷山　清己	 大楠　清文＊

Shewanella	haliotis による蜂窩織炎および敗
血症の１例

第21回日本臨床微生物学会総会 2010.1.29 東京都
文京区

藤本貴美子	 村井　克尚
辰島　純一	 末宗　慧子
沖川　佳子	 新美　寛正
黒田　芳明	 坂根　潤一
倉岡　和矢	 谷山　清己

胸椎硬膜外脊髄に腫瘤形成を認めた顆粒球
肉腫の一例

第 11 回日本検査血液学会学術集
会

2010.7.24 東京都
江東区

森山　祐一	 山本　政子
槙田　香子	 西村　武俊
遠藤　竜也	 日浦　未幸
平原智恵美	 辰島　純二
谷山　清己

%	Mean	Arterial	Pressure	と Upstroke	Time
の有用性について

広島県臨床検査技師会呉地区　
七夕研修会

2010.7.3 呉市

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

当センターに導入した感染制御システムにつ
いて

広島県臨床検査技師会呉地区　
七夕研修会

2010.7.3 呉市

中川　智博	 角　　智美
村井　克尚	 藤本貴美子
辰島　純二	 谷山　清己

業務効率化に向けた末梢血液像目視内容の見
直し

第 36 回国立病院臨床検査技師協
会中国支部定期総会・支部学会

2010.9.4 福山市

森山　祐一	 山本　政子
槙田　香子	 西村　武俊
遠藤　竜也	 日浦　未幸
平原智恵美	 辰島　純二
谷山　清己

Ankle	Brachial	Pressure	Index に お け る ％
Mean	Arterial	Pressure と Upstoroke	Time の
検討

第 36 回国立病院臨床検査技師協
会中国支部定期総会・支部学会

2010.9.4 福山市
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斎藤　幸枝	 和田貴美子
坪井　和美	 濱田　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

NST 関与による的確な栄養管理によって誤
嚥性肺炎が改善された小児の一例

第 36 回国立病院臨床検査技師協
会中国支部定期総会・支部学会

2010.9.4 福山市

中川　智博	 藤本貴美子
村井　克尚	 辰島　純二
谷山　清己

末梢血液像目視内容の見直しによる業務改
善

第 43 回中国四国医学検査学会 2010.11.6 松江市

遠藤　竜也	 森山　祐一
山本　政子	 槙田　香子
西村　武俊	 日浦　未幸
平原智恵美	 辰島　純二

経過が緩徐であった vlsalva 洞動脈瘤破裂
の１症例

第 43 回中国四国医学検査学会 2010.11.6 松江市

森山　祐一	 山本　政子
槙田　香子	 西村　武俊
遠藤　竜也	 日浦　未幸
平原智恵美	 辰島　純二

ABI検査における％Mean	Arterial	Pressure
と Upstroke	Time について

第 43 回中国四国医学検査学会 2010.11.6 松江市

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

尿一般検査の異型細胞における NMP22 と
UroVysionFISH を併用した癌検出の評価

日本臨床細胞学会秋期学会 2010.11.21 神戸市

下中　秋子	 川野まさ子
下花　純一	 田寺加代子
辰島　純二	 西澤　修一
下高　美和	 富永　春海
川本　俊治	 谷山　清己

電子カルテと接続した感染制御システムの
導入について

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

病理診断科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

倉岡　和矢	 齊藤　彰久
倉都　滋之	 谷山　清己

腸骨腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術
集会（第 101 回スライドカンファ
レンス）

2010.2.20 岡山市

齊藤　彰久	 西村　俊直
坂根　潤一	 原田美恵子
戸田　　環	 倉岡　和矢
倉都　滋之	 谷山　清己

ユーイング肉腫と細胞診断した 1 例 第 35 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第 51 回広島細胞診学
会）

2010.2.27 広島市

坂根　潤一	 西村　俊直
原田美恵子	 戸田　　環
倉岡　和矢	 齊藤　彰久
柾木　慶一	 山口　　厚
高野　弘嗣	 谷山　清己

肝転移が見られた膵腫瘍の 1 例 第 35 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第 51 回広島細胞診学
会）

2010.2.27 広島市

田中　美帆	 坂根　潤一
原田美恵子	 西村　俊直
辰島　純二	 齊藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

マイクロウエーブ迅速試料処理装置を用い
た PAM 染色の検討

第 27 回広島県医学検査学会 2010.3.6 広島市

西村　俊直	 坂根　潤一
原田美恵子	 戸田　　環
藤本貴美子	 辰島　純二
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

子宮頸部細胞診におけるベセスダシステム
（TBS）2001 について

第 27 回広島県医学検査学会 2010.3.6 広島市

齊藤　彰久	 西村　俊直
坂根　潤一	 原田美恵子
戸田　　環	 辰島　純二
倉岡　和矢	 谷山　清己

細胞診にてホジキンリンパ腫と診断した2例 第 51 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2010.5.29 横浜市

倉岡　和矢	 齊藤　彰久
原田美恵子	 坂根　潤一
西村　俊直	 辰島　純二
谷山　清己

術前細胞診標本における乳癌細胞の蛋白発
現及び遺伝子増幅

第 51 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2010.5.29 横浜市
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西村　俊直	 坂根　潤一
原田美恵子	 戸田　　環
藤本貴美子	 辰島　純二
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

大腸癌における腹腔細胞診 439 例の細胞学
的検討（第４報）

第 51 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2010.5.29 横浜市

西村　俊直 尿細胞診の一症例 第 151 回広島細胞診研究会 2010.7.10 広島市

倉岡　和矢	 斎藤　彰久
西谷　暁子	 吉川　幸伸
谷山　清己

腸間膜及び胃粘膜下腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術
集会（第102回スライドカンファ
レンス）

2010.7.17 米子市

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

超音波内視鏡穿刺吸引細胞診（EUS-FNA）
で推定し得た腺扁平上皮癌の１症例

第 25 回日本臨床細胞学会中国
四国連合会学術集会

2010.7.31 下関市

倉岡　和矢	 齋藤　彰久
谷山　清己	 宮本　和明
田中　美帆	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
辰島　純二	 高橋　裕代
朴　　美和	 木下　尚弘
加藤　大典

バーチャルスライドと画像解析ソフトを用
いた乳癌免疫組織化学的解析自動化の評価

第 99 回広島がん治療研究会 2010.9.18 広島市

倉岡　和矢	 谷山　清己
斎藤　彰久	 宮本　和明
加藤　大典

Relationship	between	topoisomerase	Iialpha	
status	and	response	to	Anthracycline-based	
chemotherapy	in	breast	cancer

第 69 回日本癌学会学術総会 2010.9.22 大阪市

坂根　潤一	 林　哲太郎＊

大上　直秀＊	 阿南　勝宏＊

坂本　直也＊	 大原　慎也＊

松原　昭郎＊	 谷山　清己
安井　　弥＊

前立腺癌細胞株において発現している分泌
/ 膜貫通蛋白質の CAST 法を用いた解析

第 69 回日本癌学会学術総会 2010.9.22 大阪市

坂根　潤一	 原田美恵子
西村　俊直	 藤本貴美子
辰島　純二	 齊藤　彰久
倉岡　和矢	 宮本　和明
谷山　清己

子宮頸部病変における細胞異型と DNA メチ
ル化異常の検討　基礎検討：その１

第49回日本臨床細胞学会秋期大
会

2010.11.21 神戸市

原田美恵子	 坂根　潤一
西村　俊直	 齊藤　彰久
倉岡　和矢	 辰島　純二
藤本貴美子	 川上　洋介
竹原　和宏	 谷山　清己

ＬＢＣ法による子宮頸部細胞診異常と HPV	
Typing の検討−その２

第 49 回日本臨床細胞学会秋期大
会

2010.11.21 神戸市

藤本貴美子	 辰島　純一
原田美恵子	 坂根　潤一
西村　俊直	 戸田　　環
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

尿一般検査の異形細胞における NMP22 と
Uro	Vysion	FISH を併用した癌検出の評価

第 49 回日本臨床細胞学会秋期大
会

2010.11.21 神戸市

倉岡　和矢	 齊藤　彰久
原田美恵子	 坂根　潤一
西村　俊直	 戸田　　環
辰島　純二	 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腺系病変の検
討 / 従来法及び組織診との比較

第 49 回日本臨床細胞学会秋期大
会

2010.11.21 神戸市

田中　美帆	 倉岡　和矢
原田美恵子	 坂根　潤一
西村　俊直	 辰島　純二
齊藤　彰久	 谷山　清己

自動画像解析ソフト Genie を用いた乳癌免
疫染色解析自動化の検討

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

齊藤　彰久	 田中　美帆
原田美恵子	 坂根　潤一
戸田　　環	 西村　俊直
倉岡　和矢	 中村　紘子
川上　洋介	 竹原　和宏
水之江知哉	 谷山　清己

液状検体法と The	Bethesda	system を用
いた子宮頸部細胞診検査におけるヒトパピ
ローマウイルスの検出頻度の検討

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市
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齊藤　彰久	 倉岡　和矢
佐々木　淳	 西　　康行
平川　治男	 谷山　清己

外耳道腫瘍 第 55 回広島病理集団会 2010.12.25 広島市

臨床研究部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

土岡　麻美	 久岡　一恵
矢野　遼也	 梶谷　直人
竹林　　実

リルゾールはグリア細胞において繊維芽細胞
増殖因子受容体（FGFR）を介してグリア細
胞株由来神経栄養因子（GDNF）を産生する

第 29 回躁うつ病の薬理・生化学
的研究懇話会

2010.6.18 足柄下郡
（神奈川県）

梶谷　直人	 久岡　一恵
森岡　徳光＊	 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
うつ薬が神経栄養因子・成長因子の発現に
及ぼす影響

第 29 回躁うつ病の薬理・生化学
的研究懇話会

2010.6.18 足柄下郡
（神奈川県）

宮本　和明	 加藤　大典
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	 森井　奈央
谷峰　直樹	 三隅　俊博
高橋　裕代	 中島　慎介
朴　　美和	 谷山　清己
上池　　渉

トリプルネガティブ乳癌におけるmicroRNA
の発現異常

第 18 回日本乳癌学会学術総会 2010.6.24 札幌市

Taniyama	K
Saito	A
Kuraoka	K
Kawakami	Y
Takehara	K
Nishiwaki	M*

Adaptation	of	 liquid	based	cytology	and	
the	bethesda	syste,	and	HPV	prevalence	
of	uterine	cervical	lesions	in	Japan.

第 69 回日本癌学会学術総会 2010.9.22 大阪市

谷山　清己 デジタル化と法規制 第49回日本臨床細胞学会秋期大
会

2010.11.21 神戸市

栄養管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

濱田　佳奈	 臼杵知佐子
大野美智子	 坪井　和美
細川　　優	 中前　尚久
北山　保博	 山下　芳典
富永　春海

残存小腸 10cm の短腸症候群患者の栄養管理
に NST が介入した 1 例

第6回国立病院栄養研究学会 2010.1.30 東京都
中央区

濱田　佳奈	 臼杵知佐子
大野美智子	 坪井　和美
細川　　優	 中前　尚久
北山　保博	 山下　芳典
富永　春海

残存小腸 10cm の短腸症候群患者の栄養管
理に NST が介入した 1 例

第 25 回日本静脈経腸栄養学会 2010.2.25 千葉市

臼杵知佐子	 南本　裕介
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

第 7 回中国四国ブロック管理栄
養士協議会

2010.7.3 岡山市

濱田　佳奈	 南本　裕介
臼杵知佐子	 坪井　和美
細川　　優	 鳥居　　剛
北山　保博	 山下　芳典
富永　春海

当院における NST 活動の経過と現状
−栄養サポートチーム加算導入への取り組
み−

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

坪井　和美	 濱田　佳奈
細川　　優	 鳥居　　剛
北山　保博	 山下　芳典
富永　春海

当院の NST 活動状況と NST サポートチー
ム加算導入への取り組み

第 3 回日本静脈経腸栄養学会中
国支部学術集会

2010.12.11 下関市
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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

救急外来での危機管理 第 13 回日本臨床救急医学会総
会・学術集会

2010.5.31 千葉市

渡部　泰輔	 森井　大一 急性呼吸促迫症候群を来たした複雑性腎盂
腎炎

第64回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

看護部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

大田　百恵	 山田衣恵子	
中尾　　文	 中原　孝子	
森吉由希子	 田槙　幸子

ICU看護師の鎮静評価の変化 第27回日本集中治療医学会中国
四国地方会

2010.1.30 高知市

森吉由希子 広島県集団災害訓練を開催しての考察 第15回日本集団災害医学会総会 2010.2.12 千葉市

小杉　恭子	 仁井谷真由美
宮下　美香

外来化学療法を受ける独居・夫婦世帯の高齢
悪性リンパ腫患者における困難と対処

第 24 回日本がん看護学会学術
集会

2010.2.14 静岡市

面谷　秀子	 仁井谷真由美
宮下　美香

放射線治療を受けた頭頸部がん患者の口腔乾
燥に対する口腔ケアプログラムの効果

第 24 回日本がん看護学会学術
集会

2010.2.14 静岡市

上岡　由希	 酒井　晶子
松原　智美	 岡本　尚子
砂田　祥司

緩和ケア病棟における転倒転落防止への取り
組み　

第 17 回日本医療マネジメント
学会学術総会

2010.6.16 札幌市

實森　直美	 砂田　祥司
岩本　　崇	 田中　育子
和田　美香	 和田かおり	
岡本　尚子

緩和ケアチームの現状と課題　アンケート調
査を実施して

第 15 回日本緩和医療学会学術大
会

2010.6.19 東京都
千代田区

森吉由希子	 田槙　幸子
中原　孝子	 川本　俊治
宮加谷靖介

電子カルテシステムでの重症経過表作成の取
り組み

第 6 回日本クリティカルケア看
護学会学術集会

2010.7.16 札幌市

森吉由希子	 田槙　幸子
中原　孝子	 宮加谷靖介
川本　俊治

災害時の電子カルテ利用についての一考察 第 6 回日本クリティカルケア看
護学会学術集会

2010.7.16 札幌市

藤本　恵美	 向井　理恵
増木　志保	 西本　美和
梶梅佐代子	 小杉　恭子
中野　幸子	 福重加奈子

無菌室入室患者の筋力低下に関する調査
−主観的・客観的指標を用いた筋力評価の
実施

第 41 回日本看護学会（成人看
護Ⅱ）学術集会

2010.9.1 福岡市

平光　　恵	 次郎坊理恵
金田　理沙	 橋本　光正
和気　敬子	 宮崎あゆみ＊

化学療法を行う肺癌患者が療養の場を意思
決定する要因

第 6 回中国四国地区国立病院機
構・国立療養所　看護研究学会

2010.9.11 松江市

高村　光代	 山崎　和枝	
栗栖　静江	 池本　浩子＊

精神科に勤務する看護師の身体合併症看護に
対する思い−総合病院精神科病棟の看護師と
単科病院精神科病棟の看護師が抱く看護への
困難性の違い−

第 6 回中国四国地区国立病院機
構・国立療養所　看護研究学会

2010.9.11 松江市

高尾恵美子	 武重有希子
新原　由夏	 奥　　郁子
柳　　和美

認知症患者へデモンストレーションを用いて
行ったナースコール理解への取り組み−指導
の影響を患者・看護師側から検討して−

第 6 回中国四国地区国立病院機
構・国立療養所　看護研究学会

2010.9.11 松江市

山下　志穂	 谷本真知子
前田　　瞳	 田槇			幸子

非侵襲的陽圧換気使用時のマスクフィッティ
ングについて−看護師の知識と手技に焦点を
あてて−

第 6 回中国四国地区国立病院機
構・国立療養所　看護研究学会

2010.9.11 松江市

加藤　直美	 舛田　美幸
早見　裕子	 和田かおり
岡本　尚子	 白木　智子＊

終末期患者家族に対する音楽療法−導入時
期にみた効果の相違−

第 17 回日本家族看護学会 2010.9.19 名古屋市

徳永麻衣子	 岡野　佳子
平川まつみ	 鬼塚亜季恵
森本　史子	 岡下　智子
森下　早苗

採血を受ける患児に対するディストラクショ
ン効果
−聴覚刺激・視覚刺激・触覚刺激を活用して−

第 41 回日本看護学会学術集会
−小児看護−

2010.11.5 津市
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井上千亜希	 樽山　　舞
釜山　博美	 小田　　忍
倉都　滋之	 杉田　憲彦
仁井谷　学	 安本　正徳
杉田　　孝	 日高　未幸
遠藤　竜也	 槙田　香子

人工膝関節置換術における物理的予防単独に
よる静脈血栓塞栓症の予防効果について

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

酒井　晶子	 上岡　由季
松原　智美	 岡本　尚子
砂田　祥司

緩和ケア病棟における転倒転落防止への取り
組み　その人らしさを支える療養環境

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

新宅　由美	 上岡　実弥
下野このみ	 真鍋　道子
中村美由樹	 石見　明子

人工股関節全置換術及び人工骨頭挿入術を受
けた患者の脱臼予防についての生活指導
−ADLの階段に応じた指導を行ったことの
検証−

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

綾香　江美	 角中　良子
小西未希子	 佐久間千代子
石井　一枝

遷延性意識障害患者の意識レベルの改善
−レモン水を用いた味覚、嗅覚へのアプロー
チを通して−

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

森明　千晴	 和気　敬子
面谷　秀子	 甲斐亜弥子

退院支援実際　人工呼吸器装着患者の在宅支
援

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

松原　智美	 堀　　純子
炭谷　容子	 山崎　和枝
森光　　毅	 合田治英子
小田　　忍

入浴介助フィジカルチェックリストの有用性
について

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

木村　智子	 福田　聖子
松井　宮美	 末永　佑香
佐久間千代子

褥瘡ハイリスク患者ケア加算導入後の褥瘡に
対する意識調査から得られた今後の課題

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.27 福岡市

河野　由佳	 畠垣みゆき
杉森なつ美	 多保　幸江
藤井　加奈	 横田　晋一
亀田　慶太	 山崎　貴元
栗栖　静江	 小林　奈々

2回以上転倒した事例への転倒事故防止対策
−多職種プロジェクトチームのラウンドカン
ファレンス−

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.27 福岡市

坂本亜紀子	 小林　　	愛
稲垣　恵子

前立腺針生検のオリエンテーション方法の検
討〜患者が症状に対する対処行動がとれるこ
とを目指して〜

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.27 福岡市

青芝　映美	 三宅　弘恵
加納はやみ	 松本万里子

トップクラスの看護管理者に求められる能力
（第１報）
−育成プログラムに繋げるための実態調査か
ら−

第８回国立病院看護研究学会学
術集会

2010.12.18 岡山市

浜塚　敏子	 藤田　美穂	
灰谷　容子	 小田　　忍

がん患者の倦怠感に対する指圧マッサージの
効果

第８回国立病院看護研究学会学
術集会

2010.12.18 岡山市

田邉　　遙	 清水　尚子
多賀谷八千代	 柳楽　憲子
渡邉　里佳

周手術期の体温低下予防の試み〜当院におけ
る手術室から病棟への継続加温の効果〜

第８回国立病院看護研究学会学
術集会

2010.12.18 岡山市

新谷　洋美	 岡田　優子
倉澤　和枝	 合田治英子

外来化学療法オリエンテーションの検討　
−家族同席の有無が患者・家族にあたえる影
響−

第８回国立病院看護研究学会学
術集会

2010.12.18 岡山市

川島美由紀	 佐久間千代子 婦人科がん術後の下肢リンパ浮腫の予防行動
の実態

第８回国立病院看護研究学会学
術集会

2010.12.18 岡山市

事務部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

河本　佳子	 川本　俊治
松古冨美子	 尾崎　水香
久保めぐみ	 松本真理子
西村　千絵	 清水　直美

DPCデータにみる肺炎のコード別比較 第 36 回日本診療情報管理学会学
術大会

2010.9.16 長野市

西村　千絵	 川本　俊治
松古冨美子	 尾崎　水香
河本　佳子	 久保めぐみ
松本真理子	 清水　直美

診療録監査能力向上にはどのような勉強会が
ふさわしいか　〜DPC勉強会からガイドライ
ン勉強会へ〜

第36回日本診療情報管理学会学
術大会

2010.9.16 長野市
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松古冨美子	 川本　俊治
尾崎　水香	 河本　佳子
久保めぐみ	 松本真理子
西村　千絵	 清水　直美

診療情報管理士主導における院内がん登録
−相互監査、医師監査における質の担保−

第 36 回日本診療情報管理学会
学術大会

2010.9.16 長野市

松生　　	理	 元原　正勝
中桐　孝幸	 重松　研二
與坂　建市	 西平　勝美

下水管理メーター設置による経費削減の試み 第64回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

山崎　貴元	 鶴岡　辰雄
寺尾　秀二	 野村　猛世
田部　佳子	 折本　陽一
玉野緋呂子	 甲斐亜弥子
原地　里美	 山本　華寿

未収金発生防止を目指して！ 第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

緩和ケア
演者 演題名 学会名 発表日 場所

砂田　祥司 肺癌患者の終末期医療 第 15 回日本緩和医療学会学術大
会

2010.6.18 東京都

砂田　祥司 がん治療と緩和医療（肺がんを中心に）
−当院緩和医療の現状とレベルアップに向け
た取り組み−

第64回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

ME 管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

半田　宏樹 IVUSカテーテルがスタックされた1例 2010Winter	Intervention	Conference 2010.2.13 八幡平市
岩手県

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	 川本　俊治
田村　　律	 松田　守弘

ペースメーカー心不全に対するCRTの評価
を行った一例

第20回日本臨床工学会及び平成
23 年度社団法人日本臨床工学技
師会総会

2010.5.22 横浜市

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	 川本　俊治

ペースメーカー患者データの管理システム 第20回日本臨床工学会及び平成
23 年度社団法人日本臨床工学技
師会総会

2010.5.22 横浜市

原　　和信	 多賀谷正志
半田　宏樹	 市川　峻介
石崎　光理	 小田　洋介
入船　竜史	 二宮　伸治＊

シミュレーションシステム（ECCSIM）を
使用した体外循環トレーニング

第 36 回日本体外循環技術医学
会大会

2010.10.30 仙台市

多賀谷正志 冷温水槽が故障した3例 第 36 回日本体外循環技術医学
会大会

2010.10.30 仙台市

多賀谷正志 人工心肺業務自動記録の現状と課題 第 8 回中国地区臨床工学技士会
学術大会

2010.11.13 松江市

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	 平川　治男

高気圧酸素治療室のデータベース運用 第64回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

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

心臓カテーテル室改修前後における造影剤使
用量・放射線被曝時間についての検討

第64回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

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

人工呼吸器回路ディスポへの更新の検討 第64回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

市川　峻介 当院での高気圧酸素治療における耳抜きの現
状

第45回日本高気圧環境潜水医学
会学術総会

2010.11.27 岡山市
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入船　竜史 停電後非常電源復旧が遅れた１症例 第45回日本高気圧環境潜水医学
会学術総会

2010.11.27 岡山市

看護学校
演者 演題名 学会名 発表日 場所

尾崎　洋子	 橋本　笑子 学生主体の小グループ学習を取り入れた母性
看護学技術演習に対する学生相互評価の実態

第 6 回中国四国地区国立病院機
構・国立療養所　看護研究学会

2010.9.11 松江市

天野　志保	 橋本　笑子
金澤　暁民

戴帽式の意義に対する看護学生の認識 第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市

崎本　美子	 橋本　笑子 神経難病・筋ジストロフィー病棟実習での
指導上の工夫の成果

第 64 回国立病院総合医学会 2010.11.26 福岡市
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消化器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Kuwai	T Targeting	Tumor	Cells	and	Stromal	Cells	for	
Therapy	of	Human	Colon	Cnacer.

THE	3rd	KURE	International	
Medical	Forum

2010.07 Kure,	Japan

呼吸器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Nakano	K Efficacy	 of	Erlotinib	 for	Carcinomatous	
Meningiti	 in	Non-Small-Cell	Lung	Cancer	
Patient	with	Epidermal	Growth	Factor	
Mutations.

THE	3rd	KURE	International	
Medical	Forum

2010.07 Kure,	Japan

循環器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Matsuda	M Roles	of	Adiponectin,	a	Circulating	Protein	
Secreted	 from	Adipocytes,	 in	Preventing	
Diabetes	and	Atherosclerosis.

Memorandum	of	Understanding	
for	sister	Hospital	Relationship	
between	Rajavithi	Hospital	and	
NHOKMC

2010.2.16 Bangkok,	
Thailand

精神科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

A	symmetric	 alteration	of	hemodynamic	
response	at	prefrontal	 cortex	 in	patients	
with	schizophrenia	during	electroconvulsive	
therapy:	a	near	infrared	spectrospcopy	study

27th	Congress	of	
International	College	of	
Neuropsychopharmacology

June,	2010 Hong	Kong,	

Kajitani	N
Hisaoka	K
Morioka	N*
Tsuchioka	M
Yano	R*
Nakata	Y*
Takebayashi	M:

Antidepressants	 activate	 expression	 of	
neurotrophic/growth	factors	in	astrocytes.

40th	Annual	Meeting	of	Society	
for	Neuroscience,	

November,	
2010

San	Diego,	
USA

Fujita	Y
Hisaoka	K
Tsuchioka	M
Takebayashi	M

Hemodynamic	response	at	prefrontal	cortex	
during	electroconvulsive	therapy	as	a	predictor	
of	therapeutic	effect	in	schizophrenia:	a	near	
infrared	spectrospcopy	study

40th	Annual	Meeting	of	Society	
for	Neuroscience,	

November,	
2010

San	Diego,	
USA

外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Morii	N
Yoshikawa	Y
Kato	H
Miyamoto	K
Kamiike	W

Prediction	of	responsiveness	to	neoadjuvant	
anthracyclines	with	topoisomerase	IIA	and	
Ki-67	in	breast	cancer	patients

BIT’s	3th	annual	world	cancer	
congress-2010-Breast	 Cancer	
Conference

2010.4.25 Shanghai,	
China

国際学会発表
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整形外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Hachisuka	H
Yasumoto	M
Kuratsu	S
Sugita	T
Sunagawa	T*
Ochi	M*

Lunate	Osteomyelitis	 from	 a	 Cat	 Bite	
Treated	 with	 Reconstruction	 Using	
Vascularized	Medial	 Femoral	 Condyle	
Graft:	a	Case	Report

11th	Triennial	Congress	of	 the	
International	 Federation	 of	
Societies	for	Sugery	of	the	Hand

2010.11.1 Seoul,	Korea

呼吸器外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Yamashita	Y A	 Feasibility	 Study	 of	 Postoperative	
Aduvant	 Therapy	 of	 Carboplatin	 and	
Weekly	Paclitaxel	for	Completely	Resected	
Non-Small	Cell	Lung	Cancer.

THE	 3rd	KURE	 International	
Medical	Forum

2010.07 Kure,	Japan

産婦人科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Nakamura	H
Kawakami	Y
Takehara	K
Mizunoe	T
Harada	M
Sakane	J
Nishimura	T
Saito	A
Kuraoka	K
Taniyama	K

A	Case	of	ovarian	strumal	carcinoid	with	
severe	constipation

The	9th	Korea-Japan	Joint	Meeting	
for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea

Kawakami	Y
Takehara	K
Kumagai	M
Nakamura	H
Samura	O
Saito	A
Kuraoka	K
Mizunoe	T
Nishiwaki	M*
Taniyama	K

Ll iqu id -based	 cyto logy	 and	 human	
papillomavirus	 genotyping	 of	 uterine	
cervical	lesions

SGO	 41st	Annual	Meeting	 on	
Women's	Cancer

2010.3.14 San	Francisco,	
CA,	USA

Samura	O
Shimoto	M
Nakamura	H
Kawakami	Y
Kumagai	M
Takehara	K
Mizunoe	T

Prenatal	 diagnosis	 in	 pregnant	women	
with	basa	previa:	Case	report

15th	International	Conference	on	
Prenatal	Diagnosis	and	Therapy

2010.7.11 Amsterdam,	
Netherlands

Samura	O Clinical	study	of	perinatal	outcome	in	obese	
pregnant	women

Grobal	 Pediatric	Health	Care	
2010

2010.8.18 Bangkok,	
Thailand

Takehara	K New	 trial	 for	 Liquid	 Based	 Cytology	
for	Uterine	 Cervix	 in	 Japan	 and	HPV	
genotyping	 in	Asia	with	special	reference	
to	HPV	genotyping	expression	and	DNA	

17th	 International	Congress	on	
Cytology

2010.5.16 Edinburgh,	
UK

放射線科（診断部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Nakamura	Y
Awai	K*
Ohmoto	T*
Takeuchi	N
Toyota	N
Kajima	T
Nishimaru	E*

Gd-EOB-DTPA:	When	is	transitional	period	
between	distribution	phase	and	hepaobiliary	
phase?

European	Congress	of	Radiology	
2010

2010.3.4 Vienna,	
Austria
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放射線科（治療部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Yamamoto	M Effect	of	contract	media	on	dose	calculation	
in	 treatment	planning	 for	patienta	with	
hesd	and	neck

ESTRO	29
（ヨーロッパ放射線腫瘍学会）

2010.9.12 Barcelona,	
Spain

臨床検査科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Shimonaka	A
Tadera	K
Michinaka	T
Shimohana	J
Tatsushima	J
Taniyama	K

Recommendation	of	multiple	blood	cultures	
for	quality	improvement.

Memorandum	of	Understanding	
for	 sister	Hospital	Relationship	
between	Rajavithi	Hospital	and	
NHOKMC

2010.2.16 Bangkok,	
Thailand

Hirahara	C
Saito	Y
Nakagawa	T
Fujimoto	K
Ogawa	Y
Kusuda	M
Tatsusima	J
Taniyama	K

Improvement	to	a	quick	reporting	system	for	
extraordinary	orders	in	Clinical	Laboratory.

Memorandum	of	Understanding	
for	 sister	Hospital	Relationship	
between	Rajavithi	Hospital	and	
NHOKMC

2010.2.16 Bangkok,	
Thailand

病理診断科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Tanaka	M Auto-analysis	 of	 immunohistochemical	
findings	for	breast	cancers	usiung	specified	
software	and	virtual	microscopy

Grobal	Pediatric	Health	Care	2010 2010.8.1 Soul,	Korea

Aritani	S*
Ikeda	T*
Nosou	Y*
Saito	A
Kuraoka	K
Taniyama	K

Mammary	paget’s	desease:	a	case	report The	9th	Korea-Japan	Joint	Meet-
ing	for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea

Saito	A
Nishimura	T
Sakane	J
Harada	M
Toda	T
Kuraoka	K
Yamamoto	S
Yamaguchi	A
Kohno	H
Taniyama	K

Adenosquamous	cell	carcinoma	of	pancreas	
diagnosed	with	endoscopic	ultrasonography-
guided	fine	needle	aspiration	cytology:	a	case	
report.

The	9th	Korea-Japan	Joint	Meet-
ing	for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea

臨床研究部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Taniyama	K
Jhala	DN*
Katayama	H*
Kuraoka	K
Naito	Z*
Rangdaeng	S*
Gong	G*
RuLai	C*
Chang	A*
Jhala	NC*

Multinational	 comparison	 of	 diagnostic	
clues	for	atypical	squamous	cells	 from	the	
uterine	cervix	among	cytotechnologists	 in	
Asian	countries

The	17th	Thai-Japanese	workshop	
in	diagnostic	cytopathology

2010.1.20 Chiang	Mai,	
Thailand

Taniyama	K Sister	 Hospital	 Relationship	 between	
Rajavithi	Hospital	and	NHOKMCCCC

Rajavithi	2010:	Advanced	Medi-
cine	to	Healthy	Thailand

2010.2.16 Bangkok,	
Thailand
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Miyamoto	K Cancer	Epigenetics Memorandum	of	Understanding	
for	 sister	Hospital	Relationship	
between	Rajavithi	Hospital	and	
NHOKMC

2010.2.16 Bangkok,	
Thailand

Miyamoto	K Epigenetic	Alterations	 in	Human	Breast	
Cancer

Supporo	 Cancer	 Epigenetics	
Workshop	of	 the	A3	Foresight	
Program	and	The	First	Sapporo	
International	

2010.3.12 Sapporo,	
Hokkaido,	
Japan

Taniyama	K Tyrosine1248-phosphorylated	HER2	expression	
and	HER2	gene	amplification	in	invasive	ductal	
carcinomas

World	Cancer	 Congress	 2010	
Tri-Breast	Cancer	Conference　

2010.4.25 Shanghai,	
China

Taniyama	K Liquid	Based	Cytology	for	Uterine	Cervix	
in	 Japan	 and	HPV	 in	Asia	with	 special	
reference	to	HPV	genotyping	

The	17th　International　Con-
gress　on　Cytology

2010.5.16 Edinburgh,	
UK

Aoki	D*
Lainder	J*
Hirai	Y*
Fujii	T*
Taniyama	K
Fukuda	T*
Ueda	M*

Cervical	cytology	and	its	future	perspective-
Increased	Nos

The	17th	International	Congress	
on	Cytology

2010.5.16 Edinburgh,	
UK

Tsuchioka	M
Hisaoka	K
Yano	R
Shibasaki	C
Kajitani	N
Takebayashi	M

Riluzole	 induces	 glial	 cell	 line-derved	
neurotrophic	 factor	（FDNF）	expression	
through	fi	roblasgt	growth	factor	receptor	

（FGFR）	in	rat	C6	glioma	cells.

40th	Annual	Meeting	of	Society	
for	Neuroscience,	

November,	
2010

San	Diego,	
USA

Tuchioka	A
Hisaoka	K
Yano	R
Shibasaki	C
Kajitani	N
Takebayashi	M

Riluzole	 induces	 glial	 cell	 line-derived	
neurotrophic	 factor	（GDNF）	expression	
through	fibroblast	growth	 factor	receptor	
(FGFR）	in	rat	C6	glioma	cells

40TH	ANNUAL	MEETING	2010	
Neuroscience	2010

2010.11.1 San	Diego,　
USA

Fujita	Y
Hisaoka	K
Tuchioka	M
Takebayashi	M

Hemodynamic	 response	 at	 prefrontal	
cortex	during	 electroconvulsive	 therapy	
as	 a	 predictor	 of	 therapeutic	 effect	 in	
schizophrenia	:	a	near	infrared	spectrospcopy	
study.

40TH	ANNUAL	MEETING	2010	
Neuroscience	2010

2010.11.1 San	Diego,　
USA

Ohta	A
Taniyama	K
Umeki	Y
Kanda	F
Enoki	Y
Sakane	J
Nishimura	T
Saito	A
Kuraoka	K
Nakamura	H
Kawakami	Y
Takehara	K
Mizunoe	T

Microinvasive	mucinous	adenocarcinoma	
of	 endocervical 	 type	 with	 adenoma	
malignumlike	 features	of	uterine	cervix:	a	
case	report

The	9th	Korea-Japan	Joint	Meeting	
for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea

Morishima	A
Taniyama	K
Hiramatsu	Y
Ozaki	Y
Sakane	J
Nishimura	T
Saito	A
Kuraoka	K
Masaki	K
Yamaguchi	A
Kohno	H

Well-differentiated	endocrine	cell	carcinoma	
of	the	pancreas:	a	case	report

The	9th	Korea-Japan	Joint	Meeting	
for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea
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Ohno	E*
Watanabe	S*
Kawaoka	K*
Kouno	M*
Yamashita	A*
Tanaka	H*
Kaneko	E*
Yaguchi	Y*
Fujii	M*
Masumoto	K*
Taniyama	K
Nagai	N*

Uterine	 cervical	 cytodiagnosis	 after	
introduction	of	 the	bethesda	system	with	
concomitant	papanicolaou	class	grading

The	9th	Korea-Japan	Joint	Meeting	
for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea

Miyamoto	Ｋ MICRORNA	 IN	 TRIPLE-NEGATIVE	
BREAST	CANCER

第 15 回日韓がん研究ワーク
ショップ

2010.12.21 Incheon,	
Korea

救命救急部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Miyagatani	Y
Takasiba	M
Nakahara	T
Moriyoshi	Y
Tamaki	S
Shimotaka	M
Shimonaka	A
Tominaga	H
Taniyama	K

Successful	 infection	 control	program	 for	
reducing	acqision	of	MRSA	in	intesive	care	
unit

Society	of	critical	care	medicine's	
39th	critical	care	congress	

2010.1.9 Miami,	
Florida,	USA

看護部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Okahira	M
Kanme	S
Tamai	T

Baby	massage	releases	mothers	from	having	
a	negative	emotion	toward	their	infants	and	
postnatal	depression

Memorandum	of	Understanding	
for	 sister	Hospital	Relationship	
between	Rajavithi	Hospital	and	
NHOKMC

2010.2.16 Bangkok,	
Thailand

Kimura	N
Kamifukuura	M
Oride	K
Kurihara	H
Hirakawa	M
Hori	J
Okashita	T
Kondo	H
Tamai	T
Miyagawa	S

Effect	of	oral	care	of	infants	fed	by	tube	in	
the	neonatal	intensive	care	unit

Memorandum	of	Understanding	
for	 sister	Hospital	Relationship	
between	Rajavithi	Hospital	and	
NHOKMC

2010.2.16 Bangkok,	
Thailand

看護学校
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Ohta	A
Taniyama	K
Umeki	Y
Kanda	F
Enoki	Y
Sakane	J
Nishimura	T
Saito	A
Kuraoka	K
Nakamura	H
Kawakami	Y
Takehara	K
Mizunoe	T

Microinvasive	mucinous	adenocarcinoma	of	
endocervical	type	with	adenoma	malignumlike	
features	of	uterine	cervix:	a	case	report

The	9th	Korea-Japan	Joint	Meeting	
for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea



− 252 −− 252 −

National Hospital Organization KURE MEDICAL CENTER

Morishima	A
Taniyama	K
Hiramatsu	Y
Ozaki	Y
Sakane	J
Nishimura	T
Saito	A
Kuraoka	K
Masaki	K
Yamaguchi	A
Kohno	H

Well-differentiated	endocrine	cell	carcinoma	
of	the	pancreas:	a	case	report

The	9th	Korea-Japan	Joint	Meeting	
for	Diagnostic	Cytopathology

2010.11.5 Mungyeong,	
Korea
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著　　書

消化器科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

Kuwai	T,	
Kitadai	Y*

Recent	Advances		
in	Metastasis	of	
Gastrointestinal	Cancers

Tumor-associated	stroma-
targeting	for	stromal	cells	in	
colon	cancer

Kuniyasu	
H,Kitadai	Y

Transworld	
Research	Network

55-64 2010 India

循環器科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

松田　守弘 アディポカインとその
異常

糖尿病ナビゲーター 門脇　　孝 メディカルビュー社 188−189 2010 東京

外科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

上池　　渉 OKONOMISSION2010
この地球は、お好み焼
きを待っている！

点滴、食を穿つか。
〜輸液の発展史に見る「食と
栄養」

オタフク
ソース

オタフクソース 43 − 54 2010 広島

泌尿器科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

繁田　正信 尿路変更・再建術
新 Urologic	Surgery シ
リーズ 6

失禁型尿路変更術　後腹膜鏡
下尿管皮膚漊増設術

中川　昌之 メディカルビュー 64 − 69 2010 東京

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

稗田　雅司 これから始まる画像診
断と IVR

コンピュータ断層撮影 粟井　和夫 バイエル薬品 32 − 36 2010 日本

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

山本　道法 がん・放射線療法 2010 第 7 章　頭頸部腫瘍　眼球・
眼窩腫瘍

大西　洋、　
唐澤久美子、
唐澤　克之

篠原出版新社 725−732 2010 東京

山本　道法 がん・放射線療法 2010
別冊

代表的照射野と CT 上のター
ゲット

大西　洋、　
唐澤久美子、
唐澤　克之

篠原出版新社 36 − 37 2010 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

Taniyama	K
Kuraoka	K
Saito	A
Nakanishi	T
Nishimaki	M
Takebayashi	M

Proceedings	of	the	
World	Medical	
Conference

Pathology	Clinic	can	promote	
the	 compliance	 of	 patients	
to	 clinicians:	 It	 is	 a	 focal	
point	where	patients	consult	
pathologists	directly.

Vadim	V,	
Sumbayev,	
et	al.

WSEAS	Press 268−275 2010.09 Malta

救命救急部
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

宮加谷靖介 今日の治療指針（ポケッ
ト版）

高気圧酸素治療法 山口　　徹、
北原　光夫、
福井　次矢
総編集

医学書院 119−120 2010 東京

看護部
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

新谷　洋美 Nursing	Mook62
外来がん化学療法
基礎知識・レジメン・
チーム医療

外来で行われる頻度の高い化
学療法の実際　経静脈投与　
TC 療法

田中　登美 学研メディカル秀
潤社

138−141 2010 東京
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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 インクレチン関連薬を含めた新しい
糖尿病薬の話題

呉市薬剤師会研修会 2010.1.28 呉市

河村　智一 コレステロールアドバイザリーパネル 2010.2.9 広島市

河村　智一 インクレチン関連薬を含めた新しい
糖尿病治療薬の話題

東広島糖尿病研究会 2010.4.12 東広島市

河村　智一 ・インスリン製剤に関して
・ヒト GLP −１アナログ製剤に関して

ブロックアドバイザリーボード 2010.5.11 広島市

河村　智一 インクレチン関連薬を含めた新しい
糖尿病治療薬の話題

呉インクレチン勉強会 2010.6.17 呉市

河村　智一 ジぺプチジルぺプチターゼ（DPP）
− 4 阻害薬の使用経験

第 29 回呉糖尿病勉強会 2010.6.24 呉市

河村　智一 糖尿病治療における病診連携の実態 第 3 回呉α− GI 研究会学術講演会 2010.6.30 呉市

河村　智一 インクレチン関連薬を含めた最近の
糖尿病治療の話題

広島県病院薬剤師会研修会　 2010.8.27 広島市

河村　智一 ジぺプチジルぺプチターゼ（DPP）
− 4 阻害薬の使用経験

第 30 回呉糖尿病勉強会
糖尿病地域連携パス導入説明会

2010.8.31 呉市

河村　智一 医師よる糖尿病予防のための基礎知識 呉市健康づくり講演会 2010.10.23 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 5 回血液内科研修医サマーセミナー 2010.7.24 倉敷市

沖川　佳子 aGVHD 予防に ATG を用いた症例の検
討

In	vivo	T 細胞除去移植研究会 2010.9.11 高松市

神経内科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

鳥居　　剛 脳卒中治療ガイドライン 2009
−変更の要点について−

呉脳疾患勉強会 2010.2.10 呉市

鳥居　　剛 第 2 回広島頭痛ネットワーク 2010.4.2 広島市

音成秀一郎 歩行困難を愁訴とした iNPH の 3 症例 第 4 回呉臨床神経懇話会 2010.10.29 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 当院における肝癌治療の現状 第２回肝炎治療 / 病診連携勉強会 2010.4.12 呉市

高野　弘嗣 2010 年 4 月からの肝炎治療の変更点に
ついて

第２回肝炎治療 / 病診連携勉強会 2010.4.12 呉市

桑井　寿雄 直腸 SM 癌の一例 第 250 回呉消化器病研究会 2010.6.29 呉市

高野　弘嗣 C 型肝炎の検査と診断を知ろう そこが知りたい C 型肝炎 2010.6.26 呉市
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呼吸器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

中野喜久雄 肺癌化学療法の継続期間ならびに
緩和ケア病棟移行の実態

多地点テレビカンファレンス 2010.2.4 当院発信

循環器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

川本　俊治 急性心筋梗塞地域連携パスを使った
治療効果について

呉生活習慣病地域連携パス研究会 2010.2.19 呉市

川本　俊治 呉地域における急性心筋梗塞
地域連携パスの実際

湖南循環器カンファレンス 2010.2.27 草津市

川本　俊治 急性心筋梗塞地域連携パス導入の HOW	
TO

西讃岐循環器講演会 2010.4.22 多度津町

松田　守弘 動脈硬化 MR 教育レクチャー 2010.5.14 広島市

川本　俊治 自分でできる心臓病予防−急性期病院
とかかりつけ医を	つなぐには−

呉市民ハートフォーラム 2010.5.15 呉市

松田　守弘 急性心筋梗塞地域連携パス	
−導入と効果について

佐伯地区医師会講演会 2010.6.22 沖美町

松田　守弘 脂肪組織における酸化ストレスとグル
タチオン代謝

第 16 回成人病の病因・病態の解明に関
する研究会

2010.7.3 北佐久郡
（長野県）

川本　俊治 国立病院機構 DPC 導入 27 施設におけ
る肺炎コーディングの制度に関する研
究

日本診療情報管理学会学術大会 2010.9.16 長野市

松田　守弘 冠動脈疾患の二次予防を目指した薬物
治療

Circulation	Meeting-DASH 食指導と薬
物療法の効果 -

2010.9.22 呉市

川本　俊治 急性心筋梗塞地域連携パス導入の HOW	
TO

西讃岐循環器講演会 2010.9.27 三豊市

川本　俊治 DPC 適応国立病院機構における成人肺
炎症例の重症度評価法と抗生剤の検証
−肺炎クリニカルパスに必要な項目は
何か？

第 11 回日本クリニカルパス学会学術集
会

2010.12.2 松山市

精神科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

竹林　　実 プライマリケア医のためのうつ病診療 広島県内科会 2010.6.29 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 子どもの低身長　その早期発見のポイ
ント

第 11 回　学校保健・保健活動セミナー 2010.2.20 呉市

宮河真一郎 「投与量と効果（最終身長）」他 SGA	Advisory	Meeting	in　広島 2010.4.10 広島市

宮河真一郎 SGA 児における GH 治療時のケースレ
ポート

第 2 回広島 SGA 勉強会 2010.7.30 広島市

宮河真一郎 子どもの低身長　その早期発見のポイ
ント

第 13 回　学校保健・保健活動セミナー
in 呉

2010.9.18 呉市

花山　隆三 全身型若年性関節リウマチが疑われた 1
例

第 1 回広島小児腎と免疫研究会 2010.10.28 広島市

宮河真一郎 任意接種ワクチンについて 呉市民公開講座『ワクチンを知って病
気を予防しよう！』

2010.11.27 呉市
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外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

富永　春海 「Stage Ⅲｂ大腸癌治癒切除例に対す
る術後補助化学療法としての UFT/
Lercovorin 療法と TS-1/Oxaliplatin 療
法のランダム化比較第Ⅲ相試験」　プ
ロトコール説明会

2010.2.13 東京都

富永　春海 抗 MRSA 薬の適正使用に向けて 第 4 回広島 Infection	セミナー 2010.5.14 広島市

吉川　幸伸 内視鏡外科手術のあゆみ
−負担の少ない手術を目指して−

第 250 回呉消化器病研究会 2010.6.29 呉市

西谷　暁子 当科における GIST 症例の治療方針と
成績

第 4 回中国ＧＩＳＴ研究会 2010.7.31 岡山市

富永　春海 呉地区院内感染対策講演会 2010.10.27 呉市

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

道広　博之 座位について 広島県理学療法士会呉支部研修会 2010.5.28 呉市

脳神経外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

大庭　信二 頸動脈ステント留置術の現状 呉頸動脈エコーハンズオンセミナー 2010.11.25 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 第 37 回中国地区 TNT 研修会 2010.3.13,14 広島市

山下　芳典 第 38 回中国地区 TNT 研修会 2010.4.19,20 浜田市

山下　芳典 呉がんチーム医療研究会 2010.7.27 呉市

山下　芳典 「最新の肺がん外科手術の動向」
−完全鏡視下手術と臨床試験−

浜田市医師会学術講演会 2010.9.6 浜田市

山下　芳典 静脈栄養と経腸栄養のピットフォール 第 11 回びんご NST 研究会 2010.11.18 福山市

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 切らずになおす大動脈瘤治療 広・阿賀地区勉強会 2010.10.26 呉市

仲村　輝也 ステントグラフトについて MR 教育レクチャー 2010.12.9 広島市

泌尿器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

繁田　正信 泌尿器科領域における腹腔鏡手術 中津市医師会学術講演会 2010.4.15 中津市

繁田　正信 腹腔鏡下副腎摘除術、後腹膜鏡下根治
的腎摘除術に必要な膜解剖について

第５５回腹腔鏡トレーニングコース 2010.7.4 八王子

繁田　正信 前立腺がんの地域連携クリティカルパ
スについて

前立腺がん学術講演会　第２回地域で
考える前立腺がん治療懇話会

2010.7.8 呉市

繁田　正信 膀胱癌の診断と治療について 第 151 回広島細胞診研究会 2010.7.10 広島市
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繁田　正信 泌尿器科領域における腹腔鏡手術につ
いて

島医会学術講演会 2010.7.14 呉市

繁田　正信 泌尿器科領域における腹腔鏡手術 第 27 回ゼルコバの会 2010.8.9 越谷市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘除術 第 1 回北広島泌尿器研究会 2010.9.13 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績 第 2 回北広島泌尿器研究会学術講演会 2010.9.27 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術（オーガナイ
ザー）

第 13 回泌尿器腹腔鏡ワークショップ 2010.10.21 京都市

繁田　正信 下腹部手術既往のある症例に対する腹
腔鏡下前立腺前摘除術およびトラブル
シューティング

第 3 回北広島泌尿器研究会学術講演会 2010.10.25 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下腎除術について 第 4 回北広島泌尿器研究会 2010.11.15 広島市

繁田　正信 尿路上皮癌について 佐伯地区医師会能美地区学術講演会 2010.11.16 江田島市

繁田　正信 当科における気膀胱下膀胱尿管逆流防
止術

呉泌尿器疾患懇話会 2010.11.18 呉市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術について 第 5 回北広島泌尿器研究会 2010.11.29 広島市

繁田　正信 標準術式としての腹腔鏡下腎部分切除
術をめざして

第 6 回北広島泌尿器研究会 2010.12.20 広島市

産婦人科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

水之江知哉 産科医療補償制度
−模擬部会においてとりまとめた仮想
事例の原因分析報告書について−

産婦人科医会　平成 21 年度伝達講習会 2010.2.18 吹田市

佐村　　修 高齢妊娠（DD 双胎妊娠） 第 20 回遺伝医学セミナー 2010.9.3 吹田市

佐村　　修 ・ターナー症候群
・クラインフェルター症候群

第 4 回すこやか臨床遺伝セミナー 2010.11.17 東京都

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 Gd-EOB-DTPA:	HCC 手術症例における
後期相の臨床的意義の検討

広島画像診断講演会 2010.6.2 広島市

臨床検査科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

中川　智博 症例検討 呉地区血液研修会 2010.5.14 中国労災病
院

藤本貴美子、田寺加代子、
西村　俊直

染色研修会　染色指導 国臨協中国支部 2010.6.19 技術研修セ
ンター

斉藤　幸枝 NST 研修　講師 中国四国ブロック NST 研修 2010.6.24 当院

西村武俊　 ABI 検査で下肢動脈重症度を評価する
には？

呉心臓疾患勉強会 2010.7.13 当院

藤本貴美子 臨床検査技師技能研修会　講師 中国四国ブロック技能研修 2010.8.7 中国四国ブ
ロック事務所

斉藤　幸枝 NST 研修　講師 中国四国ブロック NST 研修 2010.10.6 当院

遠藤　竜也 実習技能研修会Ⅱ講師 中国四国ブロック実習技能研修 2010.10.9 当院

遠藤　竜也 プローブを持つその前に　講師 呉地区心エコー勉強会 2010.10.20 当院
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藤本貴美子 液状検体（リキプレップ）を用いた尿
検体標本作製およびその評価について

精度管理細胞診領域合同セミナー 2010.11.13 広島大学

田寺加代子 遺伝子検査にて同定できた 3 症例 呉地区微生物研修会 2010.11.18 当院

生理検査技師 実技指導 第 2 回心電図セミナー 2010.11.20 技術研修セ
ンター

遠藤　竜也 頸動脈エコー撮り方のコツ〜明日から
使えるテクニック〜

呉頸動脈エコーハンズオンセミナー 2010.11.25 呉市

病理診断科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

西村　俊直 膵病変穿刺細胞診の 1 症例 呉地区細胞診研修会 2010.5.12 当院

原田美恵子 実習技能研修会Ⅱ講師 中国四国ブロック実習技能研修 2010.10.9 当院

西村　俊直 実習技能研修会Ⅱ講師 中国四国ブロック実習技能研修 2010.10.9 当院

西村　俊直 乳腺細胞診の 1 症例 呉地区細胞診研修会 2010.11.10 当院

栄養管理室
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

細川　　優　　南本　裕介
臼杵知佐子　　濱田　佳奈
坪井　和美　　松田　守弘
川本　俊治

地域連携パスを使った食事指導の効果に
ついて

呉地域連携循環器疾患勉強会 2010.9.22 呉市

坪井　和美　　南本　裕介
臼杵知佐子　　濱田　佳奈
細川　　優　　松田　守弘
川本　俊治

地域連携パスを使った食事指導の効果
について

能美地区月例学術講演会 2010.6.15 江田島市

細川　　優 栄養管理について 県立広島大学健康科学科講演会 2010.11.2 広島市

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

地域連携パスを使った食事指導の効果
について

Circulation	Meeting 2010.1.25 呉市
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テレビ
出演者 放送局名 放送日時 番組名

竹林　　実 広島ホームテレビ 2010 . 10 . 12	 J ステーション　　「最新精神医療最前線」
仲村　輝也 RCC テレビ 2010 . 11 . 18 イブニングふぉー　「広島養成」コーナー

ステントグラフト内挿術について

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 21 日〜 24 日 Medical	Q：ぎっくり腰
田中　浩二 広島 FM ４月 26 日〜 29 日 Medical	Q：舌の病気について
倉都　滋之 広島 FM ４月 26 日〜 28 日 Medical	Q：ケガの応急処置
倉都　滋之 広島 FM ７月 12 日〜 15 日 Medical	Q：変形性股関節症
倉都　滋之 広島 FM 10 月４日〜７日 Medical	Q：膝関節症
田中　浩二 広島 FM 10 月 18 日〜 21 日 Medical	Q：顎関節症について

新聞
記事提供者 新聞社名 掲載日 テーマ 朝刊・夕刊

竹林　　実 朝日新聞 2010.1.31 考えよう私たちの健康
うつ病の治療〜電気刺激療法（ECT）を含めて〜

朝刊

平川　治男 讀賣新聞 2010.2.7 病院の実力　広島編 27　耳鼻咽喉科　患部見せ患者に安心
を

朝刊

神田　弘子 中国新聞 2010.4.5 EPA 外国人看護師候補　国家試験　全員が不合格
中国 5 県 24 人　言語と制度に壁

朝刊

水之江知哉 中国新聞 2010.4.21 診療所で健診　病院は分娩　セミオープンシステム
安全なお産　地域で守る

朝刊

上池　　渉、
森脇　克行

中国新聞 2010.4.27 最新医療　実践的に研修　呉の国立病院機構、施設を開設 朝刊

原田　洋明 中国新聞

ボランティア呉 中国新聞 2010.5.1 バリ舞踏で患者に元気 朝刊
宮河真一郎 日本教育新聞 2010.5.17 第 11 回地域保健・保育園・幼稚園、学校保健関係者のため

の学校保健・保健活動セミナー
子どもの低身長その早期発見のポイント

ボランティア呉 朝日新聞 2010.6.6 育て　病院ボランティア　無料で入門講座 朝刊
上池　　渉 中国新聞 2010.9.25 来て見て最新医療　−メディカルフェスタ 2010 朝刊
ボランティア呉 讀賣新聞 2010.10.5 入院患者　心安らぐ音色　呉の病院で読響コンサート 朝刊
仲村　輝也 中国新聞 2010.10.13 大動脈瘤治療　切開小さく　ステントグラフと内挿術

呉医療センターで開始
朝刊

上池　　渉 中国新聞 2010.10.22 緩和ケア病棟開設 10 年 朝刊
ボランティア呉 朝日新聞 2010.12.9 聖夜の音　心癒す 朝刊
ボランティア呉 中国新聞 2010.12.4 X マス曲　病院華やぐ　海自呉音楽隊が演奏会 朝刊

雑誌、定期刊行物
筆者 雑誌名 掲載巻・号 タイトル 月刊・週刊

宮加谷靖介 広島県医師会速報 2075 号 平成 21 年度広島県集団災害救護訓練を主管して

宮加谷靖介 呉市政だより 10 月号 みんなで支えよう！呉の救急医療　病院との上手なつきあいを 月刊
山下　芳典 NHO だより No.077 第 3 回呉国際フォーラムに参加して 月刊
上池　　渉、
川本　俊治、
中澤　綾子

NHO	NEW	WAVE Vol.02 良質な医師を育てる - 循環器疾患に関する研修会
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インターネット
記事提供者 配信会社 掲載日 タイトル

ボランティア呉 呉インターネット
写真ニュース

2010.12．3 クリスマスコンサートを入院患者にプレゼント

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

上池　　渉 大鵬薬品 PICC 「和気満堂」の心で行う　医療安全対策 2010.02
竹原　和宏 ヤクルト 婦人科癌特集 新たな治療戦略の確立へ向けた取り組み 2010.02
竹原　和宏 ヤンセンファーマ 第 47 回日本癌治療

学会学術集会
ヤングドクターズセ
ミナー２

マーカー再発に対する考え方と治療を開始する時期は？ 2010.08

上池　　渉 協和発酵キリン medi	magazine DPC データの活用により疾病単位での客観的な統計分析と
施設間ベンチマークを実施

2011 冬号


