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− 216 −

National Hospital Organization KURE MEDICAL CENTER

業
　
　
績

和文論文発表

腎臓内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

高橋　俊介	 姫野　　敬
中島　　歩＊

シャントPTAにおける術者被曝線量の検討 中国腎不全研究会誌
（CJRF）

20 137-138 2011

消化器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

高アンモニア血症による意識障害を来した
閉塞性尿路感染症の 1例

広島医学 64（ 5 ） 237 - 240 2011 . 05

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

胃アニサキス症による出血性胃潰瘍の1例 広島医学 64（10） 452-455 2011.10

小林　知樹	 山口　　厚
山本　宗平	 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	 倉岡　和矢
谷山　清己

IgG4 関連腎盂病変に引き続き発症した限局
性自己免疫性膵炎の１例

日本消化器病学会雑誌 108（10）1752-1760 2011.10

山口　　厚	 水本　　健
檜山　雄一	 木村　治紀
山本　宗平	 平田真由子
桑井　寿雄	 河野　博孝
西谷　暁子	 吉川　幸伸
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 高野　弘嗣

PETにて高集積を示した Solid-
Pseudopapillary	Neoplasm の１男性例

広島医学 64（11） 502 - 507 2011 . 11

呼吸器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

有田　健一 *	 井上　文之 *
大橋　信之 *	 岡崎　哲和 *
香川　直樹 *	 角舎　学行 *
川渕　義治 *	 杉原　基弘 *
中野喜久雄	 宮田　義浩 *
三好　和也 *	 村上　　茂 *
山下　芳典	 佐々木美佐子 *
三分一恒男 *	 池本かづみ *
米田　悦子 *	 宇津宮仁志 *
新宅　郁子 *

座談会
がん医療の連携と地域連携クリニカルパス
の利用

広島医学 64（1） 34 - 43 2011 . 01

循環器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

川本　俊治 DWHを活用した臨床支援機能による疾病管
理への取り組み

新医療 11 月号 45-48 2011.11

川本　俊治 動脈硬化を予防するには小児・青年期から 若年者心疾患・生活習慣
病対策協議会誌

39（2） 8-11 2011

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

小早川英夫	 岡田　　怜
岩本　崇志	 柴崎　千代
中津　啓吾	 竹林　　実

電気けいれん療法（ECT）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進行舌
癌の１例

総合病院精神医学 23（1） 71-76 2011.01
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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

リドカインの使用により不発が増加し、電気
けいれん療法に苦慮した妄想性うつ病の１例

精神医学 53（3） 297-299 2011.03

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

リチウム中毒による意識障害の遷延が疑われ
た一例

精神科治療学 26（3） 365-369 2011.03

柴崎　千代	 藤田　康孝
岩本　崇志	 中津　啓吾
小早川英夫	 竹林　　実

修正型電気けいれん療法（ECT）治療反応後
の１年転帰に関する後方視的検討

精神医学 53（3） 277-283	 2011.03

中津　啓吾	 藤田　康孝
岩本　崇志	 小早川英夫
竹林　　実

入院による認知行動療法的アプローチが有効
であった１例

精神科治療学 26（4） 499-504 2011.04

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

高用量のSSRIが必要であった双極性うつ病
の１例

広島医学 64（5） 253-255 2011.05

岩本　崇志	 中津　啓吾
小早川英夫	 竹林　　実

アルツハイマー病の前駆状態と思われる患者
にみられたうつ症状に塩酸ドネペジルが有効
であった1例

精神医学 53（6） 581-583 2011.06

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

再燃した統合失調症にパルス波修正型電気け
いれん療法が有効であった1例

広島医学 64（6） 283-286 2011.06

小児科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

当院にて経験した生後6ヶ月未満で発症した
川崎病10例の検討

広島医学 64（1） 24-26 2011.01

真田　和哉	 岡島枝里子
壷井　史奈	 沖田佳奈美
花山　隆三	 原　　圭一＊

隅　　誠司＊	 下薗　広行
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

広島医学 64（6） 278-282 2011.06

花山　隆三	 隅　　誠司＊

岡島枝里子	 真田　和哉
壷井　史奈	 友森麻衣子
下園　広行	 北山　保博
山本　栄和＊	 猪股裕紀洋＊

宮河真一郎

肝移植を行ったAlagille症候群の1例 小児科 52（10） 1429-1433 2011.09

佐々木美保＊	 尾形　明子＊

伊藤　有里＊	 武井　優子＊

兼子　　唯＊	 宮河真一郎
神野　和彦＊	 小林　正夫＊

鈴木　伸一＊

Ｉ型糖尿病患児の罹病期間、セルフエフィカ
シーとセルフケア行動との関係―１型糖尿病
患児を対象としたキャンプを通して―

行動療法研究 37（3） 157-169 2011.09

久保　俊秀＊	 古城真秀子＊

中村　　信＊	 宮河真一郎
本邦女子におけるDOHaDの検証に関する研
究

成長科学協会研究年報 34 137-148 2011

外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

山田　大作	 小関　萬里＊

富永　春海
HTLV-1キャリアーに穿孔性腹膜炎で発症し
た腸管型T細胞性悪性リンパ腫の1例

日本臨床外科学会雑誌 72（1） 97-102 2011.01

畑中　信良	 黒住　和史
吉川　幸伸	 倉岡　和矢
谷山　清己	 上池　　渉

肝・胆道系症候群（第2版）III　肝外胆道編
―その他の肝・胆道系疾患を含めて―
Ⅰ．肝外胆管（胆管、胆嚢管、総胆管）
　２．腫瘍　胆管腺内分泌細胞癌

別冊日本臨床　新領域別
症候群シリーズ

15 号 123-127 2011.02

伊禮　俊充	 田澤　宏文＊

大段　秀樹＊
Immunosuppressive	strategies	targetting	B	
cells

Organ	Biology 18（1） 108-111 2011.06
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山内　理海＊	 篠崎　勝則＊

畑中　信良	 山本　　学＊

田邊　和照＊	 樽原　啓之＊

平林　直樹＊	 二宮　基樹＊

広島県内における胃癌化学療法の実態調査 癌と化学療法 38（6） 941-944 2011.06

山田　大作	 小関　萬里＊

富永　春海
アレルギー性肉芽腫性血管炎による小腸穿孔
の1例

日本臨床外科学会雑誌 72（8） 2035-2041 2011.08

遠藤　俊治	 畑中　信良
中場　寛行＊	 橋本　泰司＊

砂田　祥司	 富永　春海
清水　洋祐	 西谷　暁子
吉川　幸伸	 上池　　渉

10年間無再発生存中の胃非定型カルチノイド
腫瘍同時性転移の1例

日本消化器外科学会雑誌 44（10） 1264-1271 2011.10

種村　匡弘	 伊藤　壽記＊

土岐祐一郎＊	 森　　正樹＊
消化器外科における再生医療−膵β細胞再生
の可能性と今後の展望

日本医師会雑誌 140（8） 1696-1697 2011.11

種村　匡弘 次世代型抗体医薬（ポテリジェント抗体）の
創薬を目的とした糖鎖改変膵癌ワクチン療法
の研究開発

医科学応用研究財団研究
報告

29 277-283 2011

整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

倉都　滋之 エホバの証人（信者）に対する整形外科治療 臨床整形外科 46（5） 401-406	 2011.05

伊村　慶紀	 倉都　滋之
杉田　憲彦	 仁井谷　学
杉田　　孝

下肢の人工関節置換術後に抗凝固剤を使用せ
ず理学的予防法のみでおこなった静脈血栓塞
栓症予防の有効性の検討

中部日本整形外科災害	
外科学会雑誌

54（3） 477-478 2011.05

杉田　憲彦	 濱㟢　貴彦
田中　信弘＊	 倉都　滋之
安本　正徳	 蜂須賀裕己
仁井谷　学	 伊村　慶紀
齊藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 杉田　　孝

歯突起後方偽腫瘍に対し顕微鏡下に経硬膜的
に腫瘤を摘出した1例

臨床整形外科 46（7） 647-651 2011.07

蜂須賀裕己	 木森　研治＊

安本　正徳	 濱田　宜和
杉田　　孝

重度手根管症候群に対する木森法の有用性 日手会誌 28（3） 143-145 2011.12

濱﨑　貴彦 インドネシア・台湾で研修して Journal	of	Spine	
Research

2（9） 1533-1535 2011

脳神経外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

広島医学 64（3） 146-151 2011.03

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
石原　聡士

脳出血にて発症した頭蓋内pial	arteriovenous	
fistulasの 1例

脳神経外科 39（12） 1197-1202 2011.12

呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

有田　健一 *	 井上　文之 *
大橋　信之 *	 岡崎　哲和 *
香川　直樹 *	 角舎　学行 *
川渕　義治 *	 杉原　基弘 *
中野喜久雄	 宮田　義浩 *
三好　和也 *	 村上　　茂 *
山下　芳典	 佐々木美佐子 *
三分一恒男 *	 池本かづみ *
米田　悦子 *	 宇津宮仁志 *
新宅　郁子 *

がん医療の連携と地域連携クリニカルパスの
利用

広島医学 64（1） 34-43 2011.01

日野　佑美 *	 三村　剛史 *
向田　秀則 *	 多幾山　渉 *
山下　芳典

長期間の経過観察後切除に至ったBubble-like	
appearanceを呈した肺多形癌の一例　

日本呼吸器外科学会雑誌 25（2） 208-213 2011.03

原田　洋明	 山下　芳典
三隅　啓三

高齢者肺がん手術における高用量BCAA投与
を併用した術前呼吸リハビリテーションの試
み

外科と代謝・栄養 45（2） 85-88 2011.04
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三隅　啓三	 山下　芳典
原田　洋明	 伊藤　正興

早期に発見された胸腺非定型的カルチノイド
の1手術例

日本呼吸器外科学会雑誌 25（4） 379-382 2011.05

清水　誠一 *	 佐伯　修二 *
辻　　恵二 *	 本田　洋士 *
坂部龍太郎 *	 佐藤　幸雄 *
向田　秀則 *	 山下　芳典
平林　直樹 *	 多幾山　渉 *
金子　真弓 *

肝原発Hodgkinリンパ腫の1切除例 肝臓 52（8） 510-516 2011.08

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 結腸腸重積により肛門からの脱出を認めた若
年性S状結腸ポリープの1例

日本小児外科学会雑誌 47（3） 314-317 2011.06

鬼武　美幸＊	 北山　保博 右交叉性精巣転位症の１例 小児科臨床 64（6） 1153-1157 2011.06

泌尿器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

神明　俊輔	 花山　亜紀
甲田俊太郎	 角西　雄一
繁田　正信	 沖　　健司＊

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

西日本泌尿器科　別冊 73（2） 84-87 2011.02

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

こんなときどうする！？―泌尿器科手術のト
ラブル対処法　体腔鏡下手術　腹腔鏡下腎部
分切除　腫瘍が上極にあって視野が確保でき
ない

臨床泌尿器科 65（4）
増刊号

82-84 2011.04

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

こんなときどうする！？―泌尿器科手術のト
ラブル対処法　体腔鏡下手術　腹腔鏡下腎部
分切除　腎盂が半分ほど欠損してしまった

臨床泌尿器科 65（4）
増刊号

85-87 2011.04

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

こんなときどうする！？―泌尿器科手術のト
ラブル対処法　体腔鏡下手術　腹腔鏡下腎部
分切除　腫瘍摘出部の縫合がうまくいかない

臨床泌尿器科 65（4）
増刊号

88-89 2011.04

後藤　景介	 甲田俊太郎
繁田　正信

腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績 西日本泌尿器科　別冊 73（8） 415-421 2011.08

後藤　景介	 甲田俊太郎
繁田　正信

腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績および周
術期合併症の臨床的検討

Japanese	Journal	of	
Endoscopy

24（2） 352-358 2011.09

後藤　景介	 甲田俊太郎
繁田　正信

腹腔鏡下腎盂形成術の治療成績 西日本泌尿器科　別冊 73（11） 611-616 2011.11

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

三世代にわたる軟骨無形成症の1例 現代産婦人科 59（2） 191-195 2011.02

竹原　和宏	 中村　紘子
川上　洋介	 西脇　森衛＊

戸田　　環	 西村　俊直	
藤本貴美子	 倉岡　和矢								
谷山　清己

子宮頸部病変におけるHPV	genotypeについて 日本臨床細胞学会雑誌 50（3） 147-151 2011.05

佐村　　修 母体血清マーカー検査 周産期医学 41
（増刊号）

97-99 2011.12

佐村　　修 羊水穿刺と検査前カウンセリング 周産期医学 41
（増刊号）

90-91 2011.12

佐村　　修 Cystic	hygroma 周産期医学 41
（増刊号）

426-427 2011.12
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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	 原田美恵子
坂根　潤一	 西村　俊直
斉藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己

子宮内膜細胞診で卵管癌を推定しえた１例 日本臨床細胞学会	
広島県支部会誌

32 39-43 2011.12

放射線科（診断部門・技師部門）
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

姫野　　敬 放射線部門におけるキャリアパスの構築に向
けて「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）」

全国国立病院療養所	
放射線技師会誌

54（3） 27-29 2011.07

二見　智康 Rajavihi	Hospital	2011:	The	Diamond	Jubilee	of	
International	Medical	Excellence	に参加して

全国国立病院療養所	
放射線技師会誌

54（3） 35-36 2011.07

二見　智康	 高木　秀亮
姫野　　敬

Motion	Track	Function	for	MRI 全国国立病院療養所	
放射線技師会誌

54（3） 37-40 2011.07

麻酔科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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	 伊藤　陽子
大庭　信二	 原田　洋明
中前　尚久	 宮加谷靖介

多発外傷術後に遷延性膿胸を生じたヘルニア
非合併右横隔膜損傷の1症例

広島医学 64（3） 171-174 2011.03

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	 竹原　和宏
水之江知哉

播種性血管内凝固症候群（DIC）型後産期出
血2症例の周術期管理

広島医学 64（4） 214-217 2011.04

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

大量出血により術後集中治療を要した待機手
術症例の検討

広島医学 64（6） 269-273 2011.06

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

術後硬膜外持続投与した0.2％ロピバカインが
神経障害の原因として疑われた遷延性下肢麻
痺の1例

日本臨床麻酔学会雑誌 32（2） 218-222 2011.09

栄養管理室
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

細川　　優	 別府　成人＊

白野　容子＊	 大年　典子＊

橋本　龍幸＊	 藤原　朝子＊

松田　守弘	 川本　俊治

心筋梗塞地域連携パスを使った栄養食事指導
の効果について

研究助成事業報告書
（平成 22 年度）

589-611 2011

臨床検査科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

河岡久美子＊	 山下　　葵＊

渡邉　昌三＊	 青木　章乃＊

岡達真由美＊	 永田　拓夫＊

谷山　清己

検査センターにおける胆汁細胞診の検討 医学検査 60（2） 101-105 2011.02

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

医療のひろば 51（3） 27-30 2011.03

下中　秋子	 田寺加代子
下花　純一	 道中　智映
辰島　純二	 森井　大一
谷山　清己

単施設でのカンジダ属分離状況とカンジダ血
症について

医療 65（3） 167-171 2011.03
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臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

谷山　清己 ヴァーチャルマイクロスコピーや画像解析ソ
フトなどのITを用いた病理診断

SRL宝函 32（3） 50-53 2011.01

病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

右大腿部に発生した粘液線維肉腫
（Myxofibrosarcoma）の1例

日本臨床細胞学会広島県
支部会誌

32 17-22 2011.12

医療情報部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

川本　俊治	 上池　　渉
富永　春海	 中野喜久雄
下高　美和	 西澤　修一
佐治　文隆＊

国立病院機構DPC導入28施設における成人
肺炎入院症例の施設間ベンチマークについて

医療 65（2） 69-76 2011.02

看護部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

三田　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

中国四国地区国立病院機
構・国立療養所看護研究
学会誌

（6） 203-206 2011.01

高村　光代	 池本　浩子
山崎　和枝	 栗栖　静江

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

中国四国地区国立病院機
構・国立療養所看護研究
学会誌

（6） 181-184 2011.01

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

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

中国四国地区国立病院機
構・国立療養所看護研究
学会誌

（6） 1-4 2011.01

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―採用後1年間の振り返り調査の分析―

医療のひろば 51（3） 38-42 2011.03

吉福　美希	 寺本　麻里
川島美由紀	 小林　奈々
佐久間千代子

開腹手術を受けた患者の早期離床のためのフ
ローシートの作成

日本看護学会論文集　成
人看護Ⅰ

41 号 26-29 2011.04

事務部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

小田　順子 当院のボランティア活動状況とボランティア
活動助成

医療のひろば 51（3） 44-45 2011.03

看護学校
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

尾崎　洋子	 橋本　笑子 小グループ学習を取り入れた母性看護学技術
演習に対する学習状況の実態

中国四国地区国立病院機
構・国立療養所看護研究
学会誌

（6） 69-72 2011.01

金子真由美	 橋本　笑子 老年期の健康障害のある大正の看護過程演習
の取り組み〜模擬患者導入による学生の学び
の実態〜

中国四国地区国立病院	
附属看護学校紀要

7 64-77 2011.12

橋本　笑子	 加藤かすみ
伴藤　典子	 常石　光美
東條　美春

新人看護教員の講義、実習、生活指導で困っ
ていることの実態

中国四国地区国立病院	
附属看護学校紀要

7 105-112 2011.12
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英文論文発表

消化器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kohno	H
Kouno	H
Aimitsu	S*
Aisaka	Y*
Kitamoto	M*
Kawakami	H*
Chayama	K*.

Impact	of	ribavirin	dose	reduction	on	the	
efficacy	of	pegylated	interferon	plus	ribavirin	
combination	 therapy	 for	 elderly	patients	
infected	with	genotype	1b	and	high	viral	
loads.

Hepatology	Research 41（7） 626-34 2011.07

Aiba	Y*
Nakamura	M*
Joshita	S*
Inamine	T*
Komori	A*
Yoshizawa	K*
Umemura	T*
Horie	H*
Migita	K*
Yatsuhashi	H*
Nakamuta	M*
Fukushima	N*
Saoshiro	T*
Hayashi	S*
Kouno	Hiroshi
Ota	H*
Muro	T*
Watanabe	Y*
Nakamura	Y*
Komeda	T*
Shimada	M*
Masaki	N*
Komatsu	T*
Yagura	M*
Sugi	K*
Koga	M*
Tsukamoto	K*
Tanaka	E*
Ishibashi	H*
The	PBC	Study	Group	 in	
NHOSLJ

Genetic	 polymorphisms	 in	CTLA4	 and	
SLC4A2	are	differentially	associated	with	the	
pathogenesis	of	primary	biliary	cirrhosis	 in	
Japanese	patients

Journal	of	
Gastroenterology

46（10） 1203-1212 2011.10

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Fujita	Y
Takebayashi	M
Hisaoka	K
Tsuchioka	M
Morinobu	S
Yamawaki	S

Asymmetric	alternation	of	the	hemodynamic	
response	at	the	prefrontal	cortex	in	patients	
with	schizophrenia	during	electroconvulsive	
therapy:	A	near-infrared	spectroscopy	study.

Brain	Research. 1410 132-140 2011.09

外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Endo	S
Yoshikawa	Y
Hatanaka	N
Tominaga	H
Shimizu	Y
Hiraoka	K
Nishitani	A
Irei	T
Nakashima	S
Park	M
Takahashi	H
Wakahara	M
Kamiike	W

Treatment	 for	 gastric	 carcinoma	 in	 the	
oldest	old	patients

Gastric	cancer 14（2） 139-43 2011.06
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Yamamoto	H*
Sekimoto	M*
Oya	M*
Yamamoto	N*
Konishi	F*
Sasaki	J*
Yamada	S
Taniyama	K
Tominaga	H
Tsujimoto	M*
Akamatsu	H*
Yanagisawa	A*
Kato	Y*
Matsuura	N*

OSNA-based	novel	molecular	 testing	 for	
lymph	node	metastases	in	colorectal	cancer	
patients	;	results	from	a	multicenter	clinical	
performance	study	in	japan.

Annals	of		Surgical	
Oncology

18（7） 1891-8 2011.07

Kato	T*
Nagata	N*
Fujii	M*
Takemoto	H*
Kondo	K*
Okuyama	Y*
Tominaga	H
Sakamoto	J*
Mishima	H*

Multi-center	phase	Ⅱ	study	of	FLOX	for	
advanced	colorectal	cancer	patients	in	
Japan	;	SWIFT	3	study.

Anticancer	Research 31（12） 4657-64 2011.12

Endo	S
Yoshikawa	Y
Hatanaka	N
Tominaga	H
Shimizu	Y
Hiraoka	K
Nishitani	A
Irei	T
Nakashima	S
Park	M.	H
Takahashi	H
Wakahara	M
Oshita	J*
Ohba	S
Sunada	S
Saito	A
Kuraoka	K
Taniyama	K
Nishikawa	K*
Kamiike	W

Brain	metastasis	 from	stage	 I	esophageal	
squamous	cell	 carcinoma	after	surgery:	a	
case	report

Esophagus 8（4） 283-288 2011.12

脳神経外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Oshita	J
Yamaguchi	S*
Ohba	S
Kurisu	K*

Mirror-Image	Spinal	Dural	Arteriovenous	
Fistulas	at	the	Craniocervical	Junction:	Case	
Report	and	Review	of	the	Literature.

Neurosurgery 69（5） 1166-1171 2011.11

呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Yamashita	Y
Harada	H
Misumi	K

Video-assisted	thoracic	surgery	 lobectomy	
for	lung	cancer:	the	point	at	issue.

General	Thoracic	and	
Cardiovascular	Surgery

59（3） 164-168 2011.03

心臓血管外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nakamura	T
Izutani	H*
Sawa	Y*

Mid-term	outcomes	of	 the	modified	Cox-
maze	procedure	for	elderly	patients:	a	risk	
analysis	for	failure.

Interactive	
Cardiovascular	and	
Thoracic	Surgery

12（6） 924-8 2011.03
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産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Aoki	D*
Katsumata	N*
Nakanishi	T*
Kigawa	J*
Fujiwara	K*
Takehara	K
Kamiura	S*
Hiura	M*
Hatae	M*
Sugiyama	T*
Ochiai	K*
Noda	K*

A	phase	 II	 clinical	 trial	 of	 topotecan	 in	
Japanese	patients	with	 relapsed	 ovarian	
carcinoma.

Japanese	Journal	of	
Clinical	Oncology

41（3） 320-7 2011.03

Kodama	M*
Miyoshi	H*
Fujito	N*
Samura	O
Kudo	Y*

Plasma	mRNA	concentrations	of	placenta-
specific	1（PLAC1）and	pregnancy	associated	
plasma	protein	A（PAPP-A）are	higher	 in	
early-onset	than	late-onset	pre-eclampsia.

Journal	of	Obstetrics	and	
Gynecology	Research

37（4） 313-8 2011.04

Takehara	K
Toda	T
Nishimura	T
Sakane	J
Kawakami	Y
Mizunoe	T
Nishiwaki	M
Taniyama	K

Human	papillomavirus	 types	 52	 and	 58	
are	prevalent	 in	uterine	cervical	squamous	
lesions	from	Japanese	women.

Pathology	Research	
International	

2011.05
（E	pub）

Kawakami	Y
Toda	T
Nishimura	T
Sakane	J
Kuraoka	K
Takehara	K
Mizunoe	T
Taniyama	K

Histological	 correlation	 of	 glandular	
abnormalities	 in	 cervical	 liquid-based	
cytology.

Pathology	Research	
International

2011.09
（E	pub）

放射線科（診断部門・技師部門）
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Ishikawa	M*
Toyota	N
Kakizawa	H*
Matsuura	N*
Hieda	M
Awai	K*

Aortoesophageal	 fistula	 after	 stent-graft	
treatment	of	an	aortic	arch	mycotic	aneurysm:		
Treatment	with	embolization	and	covered	
esophageal	stent

Journal	of	vascular	and	
interventional	radiology

22（4） 578-581 2011.04

Nakamura	Y*
Date	S
Toyota	N
Tani	C*
Honda	Y*
Komoto	D*
Tanitame	K*
Awai	K*

Effect	of	 lapatinib	on	hepatic	parenchymal	
enhancement	on	gadoxetate	disodium（EOB）
-	enhanced	MRI	scans.

Journal	of	Computer	
Assisted	Tomography

35（3） 351-352 2011.05

Kakizawa	H*
Toyota	N
Hieda	M
Ishikawa	M*
Tanitame	K
Tani	C
Okazaki	A*
Takaki	S*
Aikata	H*
Chayama	K*
Awai	K

Portal-systemic	shunt	between	the	 inferior	
mesenteric	 vein	 and	 inferior	 vena	 cava	
in	a	patient	with	hepatic	encephalopathy:		
successful	 occlusion	by	balloon	occluded	
retrograde	transvenous	obliteration

Hiroshima	Journal	of	
Medical	Sciences

60（1） 15-19 2011.05
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Kajiwara	K*
Kakizawa	H*
Takeuchi	N
Toyota	N
Hieda	M*
Ishikawa	M*
Tanitame	K*
Tani	C*
Suzuki	T*
Fujikawa	K*
Aikata	H*
Chayama	K*
Awai	K

Cutaneous	complications	after	transcatheter	
arterial	 treatment	 for	 hepatocellular	
carcinoma	via	the	internal	mammary	artery:		
how	to	avoid	this	complication.

Japanese	Journal	of		
Radiology

29（5） 307-315 2011.06

Nakamura	Y
Toyota	N
Date	S
Oda	S
Namimoto	T
Yamashita	Y
Beppu	T
Awai	K

Clinical	significance	of	the	transitional	phase	
at	gadoxetate	disodium-enhanced	hepatic	
MRI	 for	 the	 diagnosis	 of	 hepatocellular	
carcinoma:	preliminary	results

Journal	of	Computer	
Assisted	Tomography

35（6） 723-727 2011.11

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

Riluzole-induced	 glial	 cell	 line-derived	
neurotrophic	factor	production	is	regulated	
through	 fibroblast	growth	 factor	receptor	
signaling	in	rat	C6	glioma	cells.

Brain	Research 1384 1-8 2011.04

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

Tricyclic	 antidepressant	 amitriptyline	
activates	 fibroblast	growth	factor	receptor	
(FGFR)	signaling	 in	glial	cells:	 Involvement	
in	glial	cell	 line-derived	neurotrophic	factor	
(GDNF)	production

Journal	of	Biological	
Chemistry

286（24） 21118-28 2011.06

Ishida	K*
Nagasaki	M*
Kobayashi	M*
Nakagawa	T*
Nabika	T*
Taniyama	K

Evaluation	of	the	In	Situ	Hybridization	signal	
patterns	of	 liquid-Based	cytological	human	
papillomavirus	 specimens	 for	diagnosing	
squamous	intraepithelial	lesion.

ISRN	Pathology 2011.06
（E	pub）

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

Multinational	Comparison	 of	Diagnostic	
Clues	for	Uterine	Cervical	Lesions	Among	
Cytotechnologists	in	Asian	Countries

Diagnostic	
Cytopathology

39（7） 489-94 2011.07

Yamamoto	H*
Sekimoto	M*
Oya	M*
Yamamoto	N*
Konishi	F*
Sasaki	J*
Yamada	S*
Taniyama	K
Tominaga	H
Tsujimoto	M*
Akamatsu	H*
Yanagisawa	A*
Sakakura	C*
Kato	Y*
Matsuura	N*

OSNA-Based	Novel	Molecular	Testing	
for	Lymph	Node	Metastases	 in	Colorectal	
Cancer	Patients:	Results	from	a	Muticenter		
Clinical	Performance	Study	in	Japan	

Annals	of	Surgical	
Oncology

18（7） 1891-1898 2011.07



− 226 −

National Hospital Organization KURE MEDICAL CENTER

業
　
　
績

Kiba	K The	Choice	of	the	Endpoint	to	Assess	the	
Efficacy	or	Effectiveness	 in	Advanced	or	
Metastatic	Cancer	Tumors

Journal	of	Cancer	
Science	&	Therapy

3（7） 154-157 2011.09

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

Evidence-based	 therapy	according	 to	 the	
guideline	for	gastric	ulcers	is	cost-effective	in	
Japan

Journal	of	Physiology	
and	Pharmacology

62（6） 627-635 2011.12
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糖尿病・内分泌・代謝内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

秋山　朋子	 大江　　健
河村　智一

意識障害で搬送された粘液水腫性昏睡の 1
例

第 11 回日本内分泌学会	
中国支部学術集会

2011.3.5 岡山市

河村　智一	 秋山　朋子 GLP-1 アナログ製剤とグリメピリドの併用
療法について

第 54 回日本糖尿病学会	
年次学術集会

2011.5.20 札幌市

一町　澄宜 ２型糖尿病患者における多剤併用時のシタ
グリプチンの臨床効果とその作用機序に関
する考察

第 54 回日本糖尿病学会	
年次学術集会

2011.5.20 札幌市

一町　澄宜	 河村　智一 高用量のメトホルミン内服に対する検討 日本糖尿病学会中国四国地方会
第 49 回総会

2011.11.11 徳島市

樋口すずか	 松田　守弘
河村　智一	 西本　織絵
中本　　敬	 西山　浩彦
田村　　律	 川本　俊治

16 年間の治療中断を経て糖尿病性ケトアシ
ドーシスと急性心筋梗塞を発症した 1型糖
尿病の 1例

日本糖尿病学会中国四国地方会
第 49 回総会

2011.11.11 徳島市

河村　智一	 一町　澄宜 リラグルチドとグリメピリドの併用療法に
ついて（第 2報）

日本糖尿病学会中国四国地方会
第 49 回総会

2011.11.11 徳島市

血液・腫瘍内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

木村　朗子	 沖川　佳子
木戸　みき	 伊藤　琢生
新美　寛正	 田中　浩二
谷山　清己	 斎藤　彰久
下村　壮司＊	 黒田　芳明＊

同種造血幹細胞移植に Low	grade	
myofibroblastic	sarcoma を発症した 1例

第 73回日本血液学会学術集会 2011.10.14 名古屋市

新美　寛正	 木村　朗子
黒田　芳明＊	 沖川　佳子
伊藤　琢生

再寛解導入療法後に劇症型偽膜性大腸炎で
死亡した急性骨髄性白血病の 1例

第 73回日本血液学会学術集会 2011.10.14 名古屋市

伊藤　琢生	 木村　朗子
木戸　みき	 黒田　芳明
沖川　佳子	 新美　寛正

骨髄非破壊的非血縁者間同種骨髄移植を施行
したリヒター症候群の１症例

第 73 回日本血液学会学術集会 2011.10.14 名古屋市

腎臓内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

高橋　俊介	 渋川　貴規 PTA中のシャント破裂にて出血性ショック
をきたした一例

第 16回バスキュラーアクセス	
インターベンション治療研究会

2011.3.5 東京都

高橋　俊介	 伊藤　琢生 急性間質性腎炎を発症した慢性リンパ性白
血病の一例

Japan	Kidney	Week	2011
第 54回日本腎臓学会学術総会	
第 56回日本透析医学会学術	
集会・総会

2011.6.15 横浜市

高橋　俊介 シャントPTAにおける術者被爆線量の検討 第 20回中国腎不全研究会 2011.10.23 広島市

神経内科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

音成秀一郎	 下村　　怜
篠崎ゆかり	 鳥居　　剛
山田　淳夫

呼吸障害を呈した延髄外側梗塞の 1例 第 3 回 Stroke	Conference	 in	
KURE

2011.4.22 呉市

難波　将史	 鳥居　　剛
音成秀一郎	 下村　　怜
篠崎ゆかり	 山田　淳夫

Post-thymectomy	Myasthenia	Gravis の 1例 日本内科学会中国支部主催
第104回中国地方会

2011.5.28 宇部市

国内学会発表
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音成秀一郎	 山田　淳夫
同道　頼子	 篠崎ゆかり
末田　芳雅	 鳥居　　剛

呼吸障害を呈した延髄外側梗塞の 1例 第 90回日本神経学会中国・四国
地方会

2011.6.25 岡山市

鳥居　　剛	 水之江知哉
川本　俊治

「呉クリニカルフォーラム」による症例プレ
ゼンテーションのトレーニング

第43回日本医学教育学会大会 2011.7.22 広島市

末田　芳雅 広島県における rtPA静注療法施行症例の発
症と気象条件の関連性

第36回日本脳卒中学会総会 2011.7.30 京都市

難波　将史	 鳥居　　剛
同道　頼子	 音成秀一郎
篠崎ゆかり	 末田　芳雅

インフルエンザ感染を契機に発症したアト
ピー性脊髄炎の 1例

第65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

高畑　真二	 音成秀一郎
同道　頼子	 篠崎ゆかり
末田　芳雅	 鳥居　　剛
古玉　純子

片側下位脳神経麻痺を呈した低髄液圧症候
群の 1例

日本内科学会中国支部主催
第105回中国地方会

2011.11.12 米子市

消化器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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
高野　弘嗣

当院における胃潰瘍に対するESDの治療成
績

第 7回日本消化管学会総会学術
集会

2011.2.18 京都市

三浦　佑樹	 桑井　寿雄
水本　　健	 檜山　雄一
木村　治紀	 山本　宗平
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣

肝硬変性門脈大循環短略症（CPSS）による
慢性反復性肝脳症に対してシャント閉塞治療
を施行した6例の検討

広島消化器病研究会 2011.5.21 広島市

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

好酸球性胃腸炎の一例 広島消化器病研究会 2011.5.21 広島市

三浦　佑樹	 桑井　寿雄
水本　　健	 檜山　雄一
木村　治紀	 山本　宗平
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣

シングルバルーン小腸内視鏡にて止血した
Dieulafoy潰瘍の一例

呉消化器症例検討会 2011.5.24 呉市

高野　弘嗣	 相葉　桂洋＊

稲嶺　達夫＊	 城下　　智＊

小森　敦正＊	 右田　清志＊

八橋　　弘＊	 中牟田　誠＊

福嶋　伸良＊	 竿代　丈夫＊

林　　茂樹＊	 渡部　幸夫＊

矢倉　道泰＊	 室　　豊吉＊

太田　　肇＊	 島田　昌明＊

小松　達司＊	 小林　正和＊

杉　　和洋＊	 高橋　正彦＊

正木　尚彦＊	 吉澤　　要＊

塚元　和弘＊	 石橋　大海＊

日本人原発性胆汁性肝硬変における免疫関連
分子の遺伝子多型の解析

日本肝臓学会総会 2011.6.2 東京都

高野　弘嗣	 三田　英治＊

葛下　典由＊	 外山　　隆＊

米田　俊貴＊	 國府島庸之＊

中牟田　誠＊	 長岡　進矢＊

八橋　　弘＊	 石橋　大海＊

核酸アナログ末治療のB型慢性肝炎に対する
エンテカビルの治療成績

日本肝臓学会総会 2011.6.2 東京都
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高野　弘嗣	 北本　幹也＊

川上　由育＊	 相坂　康之＊

吉良　臣介＊	 相光　汐美＊

大林　諒人＊	 天野　　始＊

辻　　恵二＊	 竹崎　英一＊

児玉　英章＊	 守屋　　尚＊

荒滝　桂子＊	 吉川　正哉＊

川上　広育＊	 高橋　祥一＊

茶山　一彰＊

HCV	genotypelb・高ウイルス量のC型慢性
肝炎に対するPEG-IFNα２a/RBV併用療法
の成績―広島肝臓	study	group	による多施設
共同研究より―

日本肝臓学会総会 2011.6.2 東京都

山本　宗平	 桑井　寿雄
檜山　雄一	 水本　　健
木村　治紀	 平田真由子
山口　　厚	 河野　博孝
高野　弘嗣

吐血を主訴にした胃原発悪性リンパ腫の2例 第 95回日本消化器病学会
中国支部例会

2011.6.18 米子市

楠本　真也	 山口　　厚
柾木　慶一	 檜山　雄一
水本　　健	 木村　治紀
山本　宗平	 平田真由子
桑井　寿雄	 河野　博孝
竹内　直子	 豊田　尚之
高野　弘嗣

後上膵十二指腸動脈瘤による急性膵炎の1例 第 95回日本消化器病学会
中国支部例会

2011.6.18 米子市

高畑　真二	 平田真由子
檜山　雄一	 水本　　健
木村　治紀	 山本　宗平
山口　　厚	 桑井　寿雄
河野　博孝	 高野　弘嗣

高圧酸素療法（HBO）が著効した腸間囊腫様
気腫症（PCI）の一例

第 95回日本消化器病学会
中国支部例会

2011.6.18 米子市

木村　治紀	 河野　博孝
檜山　雄一	 水本　　健
山本　宗平	 平田真由子
山口　　厚	 桑井　寿雄
高野　弘嗣

インターフェロン治療SVRのC型慢性肝炎
から12年後に発症した肝細胞癌の1例

第 95回日本消化器病学会
中国支部例会

2011.6.18 米子市

森脇　昌哉	 桑井　寿雄
水本　　健	 檜山　雄一
木村　治紀	 山本　宗平
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣

内視鏡的に切除した十二指腸孤立性Peutz-
Jeghers型ポリープの1例

第 106 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2011.7.3 米子市

三浦　佑樹	 桑井　寿雄
水本　　健	 檜山　雄一
木村　治紀	 山本　宗平
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣

シングルバルーン小腸内視鏡にて診断・治療
したDi潰瘍の一例

第 106 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2011.7.3 米子市

山口　　厚	 水本　　健
檜山　雄一	 木村　治紀
山本　宗平	 平田真由子
桑井　寿雄	 河野　博孝
高野　弘嗣

当科における胆管深部挿管困難例の現状 第 106 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2011.7.3 米子市

山本　宗平	 桑井　寿雄
檜山　雄一	 水本　　健
木村　治紀	 平田真由子
山口　　厚	 河野　博孝
高野　弘嗣

吐血を主訴にした胃原発悪性リンパ腫の２例 第 106 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2011.7.3 米子市

山口　　厚	 木村　治紀
山本　宗平	 小林　知樹
柾木　慶一	 平田真由子
桑井　寿雄	 河野　博孝
畑中　信良	 吉川　幸伸
宮加谷靖介	 高野　弘嗣

当科における急性胆のう炎初期診療の現況 第 47 回日本胆道学会学術集会 2011.9.16 宮崎市

三浦　佑樹	 桑井　寿雄
水本　　健	 檜山　雄一
木村　治紀	 山本　宗平
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣

シングルバルーン小腸内視鏡にて診断・治療
したDieulafoy潰瘍の２例

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市
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山本　宗平	 桑井　寿雄 小腸カプセル内視鏡の有効性と安全性に関す
る検討

第 19回日本消化器関連学会週間
JDDW	2011

2011.10.20 福岡市

桑井　寿雄	 平田真由子
山口　　厚	 河野　博孝
高野　弘嗣

高齢者の胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥
離術（ESD）の有効性と安全性の検討

第 82回日本消化器内視鏡学会総
会

2011.10.20 福岡市

高野　弘嗣	 河野　博孝
川上　由育＊	 辻　　恵二＊

相坂　康之＊	 吉良　臣介＊

山科敬太郎＊	 野中　裕広＊

高橋　祥一＊	 守屋　　尚＊

北本　幹也＊	 相光　汐美＊

中西　敏夫＊	 川上　広育＊

茶山　一彰＊

１型高ウイルス量C型慢性肝炎に対するペグ
インターフェロン　アルファ２ｂとリバビリ
ン併用療法時のビタミンD上乗せ効果に関
する検討

第 19回日本消化器関連学会週間
JDDW2011

2011.10.20 福岡市

高野　弘嗣	 河野　博孝
辻　　恵二＊	 川上　由育＊

川上　広育＊	 相坂　康之＊

吉良　臣介＊	 相光　汐美＊

荒瀧　桂子＊	 大石　和佳＊

伊藤　博之＊	 北本　幹也＊

三浦　敏夫＊	 大林　諒人＊

高橋　祥一＊	 茶山　一彰＊

閉経後女性C型慢性肝炎患者に対するPeg-
IFNα２aあるいはPeg-IFNα２ｂとリバビ
リン併用療法の無作為化比盲検比較試験の中
間成績―広島肝臓study	groupによる多施設
共同研究より―

第 19回日本消化器関連学会週間
JDDW2011

2011.10.20 福岡市

山口　　厚	 水本　　健
檜山　雄一	 木村　治紀
山本　宗平	 平田真由子
桑井　寿雄	 河野　博孝
高野　弘嗣	 村尾　正樹
宮加谷靖介	 畑中　信良
吉川　幸伸

当科における急性胆管炎初期治療の現状 第 53 回呉市医学会 2011.11.27 呉市

渡部　茉耶	 桑井　寿雄
檜山　雄一	 水本　　健
木村　治紀	 山本　宗平
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣
倉岡　和矢	 齋藤　彰久
谷山　清己

化学療法中に癌性髄膜炎を発症した進行胃癌
の1例

第 96回日本消化器病学会
中国支部例会

2011.12.3 岡山市

小笠原隆将	 桑井　寿雄
水本　　健	 檜山　雄一
木村　治紀	 山本　宗平
平田真由子	 山口　　厚
河野　博孝	 高野　弘嗣

高齢にて発症した遺伝性出血性毛細血管拡張
症による胆管炎の1例

第 107 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2011.12.3 岡山市

桑井　寿雄	 平田真由子
山口　　厚		 河野　博孝
高野　弘嗣

高齢者の早期胃癌に対するESDの有効性と
安全性の検討

第 96回日本消化器病学会
中国支部例会
第 107 回日本消化器内視鏡学会
中国地方会

2011.12.3 岡山市

呼吸器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

中野喜久雄	 吉田　　敬
古玉　純子	 北原　良洋
砂田　祥司

肺癌化学療法例の終末期での症状と医療の
特徴　他臓器癌との比較

第 52 回日本肺癌学会総会 2011.11.3 大阪市

循環器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

田村　　律 ステント血栓症の 1例 2011	Winter	Intervention	
Conference

2011.2.18 八幡平市

久保祐美子	 松田　守弘
西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 田村　　律
川本　俊治	 関谷　直純
仲村　輝也

失神にて来院した巨大左室内血栓を伴う亜
急性期心筋梗塞の一例

第 13 回中之島循環器・代謝
フォーラム

2011.3.12 大阪市
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久保祐美子	 松田　守弘
西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 田村　　律
関谷　直純	 仲村　輝也
川本　俊治

失神にて来院した巨大左室内血栓を伴う亜
急性期心筋梗塞の一例

日本循環器学会
第 98 回中国・四国合同地方会

2011.5.13 徳島市

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

カテーテル的血栓溶解療法が著効した急性
肺血栓塞栓症の 1例

日本循環器学会
第 98 回中国・四国合同地方会

2011.5.13 徳島市

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

発症初期に診断し得た高安動脈炎の一例 日本循環器学会
第 98 回中国・四国合同地方会

2011.5.13 徳島市

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

夜間高血圧と睡眠時無呼吸に関して 日本循環器学会
第 98 回中国・四国合同地方会

2011.5.13 徳島市

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

急性心筋梗塞・狭心症地域連携パス導入患
者におけるパス遵守度と疾患管理状況に関
する検討

日本循環器学会
第 98 回中国・四国合同地方会

2011.5.13 徳島市

冠野昂太郎	 松田　守弘
西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 田村　　律
川本　俊治

新規ポリマーコーティング回路を用いた
PCPS を長期使用した１剖検症例

日本循環器学会
第 98 回中国・四国合同地方会

2011.5.13 徳島市

小笠原隆将	 松田　守弘
古玉　純子	 中本　　敬
西山　浩彦	 田村　　律
川本　俊治

喘息重積発作により重篤な肺高血圧症を発
症した 1例

日本循環器学会
第 98 回中国・四国合同地方会

2011.5.13 徳島市

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

冠動脈MDCTで検出する動脈硬化プラーク
の進展と関連する危険因子：アディポネク
チンとメタボリックシンドロームの重要性

第 54 回日本糖尿病学会
年次学術集会

2011.5.19 札幌市

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

治療に難渋した深部静脈血栓症合併妊娠の
１例

第 74 回広島循環器研究会 2011.6.4 広島市

川本　俊治	 貫目　志保
小澤　和博

急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病の地域連携
パス共同研究会（K-LIFE）の取り組み

第 13 回日本医療マネジメント
学会学術総会

2011.6.24 京都市

田村　　律 医師の立場からの機器管理 北摂ME研究会　第 21回勉強会 2011.7.9 大阪市

田村　　律 Accumulations	 of	 pericardial	 fat	 and	
calcified	 coronary	 plaque	 assessed	 by	
MDCT	reflect	different	aspects	of	systemic	
metabolic	disorders.

第 75 回日本循環器学会総会・
学術集会

2011.8.3 横浜市

冠野昂太郎	 松田　守弘
西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 田村　　律
川本　俊治

心筋梗塞の疑いで救急搬送された一例 第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

川本　俊治	 野間　興二＊

豊田　章宏＊	 松浦　秀夫＊

岡村　　緑＊	 渡辺　弘司＊

多職種による急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿
病の地域連携パス共同研究会の取り組み

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

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

腹部大動脈病変を塞栓源に発症した Blue	
toe	syndrome の 1 例

第 14 回中之島循環器・代謝
フォーラム

2011.10.8 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

治療に難渋した深部静脈血栓症合併妊娠の
1例

第 99回日本循環器学会
中国地方会

2011.11.26 下関市

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

院外心肺停止に脳低温療法が奏効し社会復
帰した 1例

第 99回日本循環器学会
中国地方会

2011.11.26 下関市
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冠野昂太郎	 田村　　律
西本　織絵	 中本　　敬
西山　浩彦	 松田　守弘
川本　俊治

真菌感染による感染性心内膜炎の 1例 第 99回日本循環器学会
中国地方会

2011.11.26 下関市

川本　俊治	 豊田　章宏
松浦　秀夫	 岡村　　緑
渡辺　弘司	 野間　興二

急性心筋梗塞・脳卒中、糖尿病の地域連携
パス研究会の取り組み

第 12回日本クリニカルパス学会
学術集会

2011.12.9 東京都

精神科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

梶谷　直人＊	 久岡　一恵
葛西　美穂	 森岡　徳光＊

仲田　義啓＊	 竹林　　実

抗うつ薬はラット初代培養アストロサイトに
おいてFGF-2の発現を誘導する

第 84 回日本薬理学会 2011.3.23 東京都

清水　英之＊	 田中　宏明＊

黒沢　顕三＊	 山田　浩樹＊

蜂須　　貢＊	 竹林　　実
三村　　将＊

老年期うつ病の認知障害の予後を予測する
生化学的因子の検討

第 8回日本うつ病学会総会 2011.7.1-2 大阪市

梶谷　直人＊	 久岡　一恵
金子　将大＊	 矢野　遼也
葛西　美穂	 岡田　麻美
竹林　　実	 森岡　徳光＊

仲田　義啓＊

抗うつ薬はラット初代培養アストロサイトに
おいてFGF-2を産生する

第 119 回日本薬理学会近畿部会 2011.7.8 名古屋市

竹林　　実 グリアを介した新しいうつ病治療のメカニズム 第 30 回躁うつ病の薬理・生化
学的研究懇話会　

2011.7.15-16 京都市

矢野　遼也	 久岡　一恵
細井　茉由	 岡田　麻美
柴崎　千代	 梶谷　直人＊

森岡　徳光＊	 竹林　　実
仲田　義啓＊

抗うつ薬はマトリックスメタロプロテアー
ゼ（MMP）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 15 回創薬・薬理フォーラム 2011.8.6 広島市

竹林　　実 うつ病のグリアを介した神経栄養因子・成
長因子の役割

第 54 回日本神経化学学会 2011.09 加賀市

竹林　　実 有効な ECT の臨床的工夫　―サイン波か
らパルス波へ―

第 107 回日本精神神経学会
学術総会

2011.10.26 東京都

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

電気けいれん療法（ECT）の部分反応難治
例に imipramine 投与が奏功したうつ病の
２症例

第 107 回日本精神神経学会
学術総会

2011.10.26 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反応後の維持薬物療法として気分安定
薬の併用が奏功した統合失調症の３例

第 107 回日本精神神経学会
学術総会

2011.10.26 東京都

矢野　遼也	 久岡　一恵
細井　茉由	 岡田　麻美
柴崎　千代	 梶谷　直人＊

森岡　徳光＊	 竹林　　実
仲田　義啓＊

抗うつ薬によるグリア細胞株由来神経栄養
因子（GDNF）産生機構の解明：マトリッ
クスメタロプロテアーゼ（MMP）の関与

第 120 回日本薬理学会近畿部会 2011.11.11 京都市

矢野　遼也	 久岡　一恵
細井　茉由	 岡田　麻美
柴崎　千代	 梶谷　直人＊

森岡　徳光＊	 竹林　　実
仲田　義啓＊

抗うつ薬によるグリア細胞株由来神経栄養
因子（GDNF）産生機構におけるマトリッ
クスメタロプロテアーゼ（MMP）の関与

第 50 回日本薬学会中四国支部
学術大会

2011.11.
12-13

高松市

柴崎　千代	 藤田　康孝
大盛　　航	 片岡　　努
増田　正幸	 板垣　　圭
岩本　崇志	 中津　啓吾
小早川英夫	 竹林　　実

統合失調症における ECT反応後の気分安
定薬の再発予防効果に関する検討

第 24回日本総合病院精神医学会
総会

2011.11.26 福岡市

竹林　　実 ECTのバイオマーカーによる評価　―近赤
外線分光法（NIRS）による試み―

第 24回日本総合病院精神医学会
総会

2011.11.26 福岡市
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板垣　　圭	 大盛　　航
片岡　　努	 増田　正幸
岩本　崇志	 柴崎　千代
中津　啓吾	 小早川英夫
竹林　　実

副甲状腺機能亢進症により精神症状が不顕
在化したと考えられたうつ病の 1例

第 24 回日本総合病院精神医学
会総会

2011.11.25 博多市

岩本　崇志	 片岡　　努
増田　正幸	 板垣　　圭
柴崎　千代	 中津　啓吾
小早川英夫	 竹林　　実

うつ病患者の bipolarity に関する後方視的
検討

第 24 回日本総合病院精神医学
会総会

2011.11.25 博多市

小児科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

花山　隆三 外来管理中のHunter 症候群の 16 歳男児例 第 114 回日本小児科学会
学術集会

2011.8.13 東京都

宮河真一郎	 真田　和哉
壷井　史奈	 友森麻衣子
岡島枝里子	 花山　隆三
下薗　広行	 長谷川高誠＊

活性型ビタミンD投与が抵抗性であったく
る病の 1例

第 45 回日本小児内分泌学会
学術集会

2011.10.6 さいたま市

下薗　広行	 岡島枝里子
真田　和哉	 壷井　史奈
花山　隆三	 宮河真一郎

Streptococcus	anginosus による膿胸の 1例 第 43 回日本小児感染症学会
総会・学術集会

2011.10.29 岡山市

花山　隆三 ヘルペスウイルス感染症治療中に判明した
高安動脈炎の 14 歳男児例

第 43 回日本小児感染症学会
総会・学術集会

2011.10.29 岡山市

白石　泰尚	 岡島枝里子
真田　和哉	 壷井　史奈
友森麻衣子	 花山　隆三
下薗　広行	 宮河真一郎

体重減少、電解質異常をきたしたアトピー
性皮膚炎の 1乳児例

第 63 回中国四国小児科学会 2011.11.5 松江市

真田　和哉	 岡島枝里子
壷井　史奈	 友森麻衣子
花山　隆三	 下薗　広行
宮河真一郎

常染色体劣性多発性嚢胞腎（ARPKD）を
疑った Potter	sequence	の 1 例

第 158 回日本小児科学会
広島地方会

2011.12.4 広島市

外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

再発GISTに対する手術適応はあるか？ 第 4回広島 GIST研究会 2011.2.4 広島市

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 26 回日本環境感染学会総会 2011.2.18 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
井上　雅史	 中島　慎介
朴　　美和	 高橋　裕代
若原　　誠	 上池　　渉

85 歳以上の胃癌患者の予後 第 83 回日本胃癌学会総会 2011.3.5 青森県
三沢市

若原　　誠	 山下　芳典
原田　洋明	 三隅　啓三

術後局所再発および髄膜炎を併発した肺クリ
プトコッカス症の1例

第 28回日本呼吸器外科学会総会 2011.5.12 別府市

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

85 歳以上の超高齢早期胃癌症例の予後 第 111回日本外科学会定期学術
集会

2011.5.26 東京都
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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	 朴　　美和
高橋　裕代	 若原　　誠
上池　　渉

当院における鼠径ヘルニアに対するクーゲ
ル法再発 10 例の検討

第 111回日本外科学会定期学術
集会

2011.5.26 東京都

畑中　信良	 吉川　幸伸
橋本　安司	 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
朴　　美和	 高橋　裕代
若原　　誠	 上池　　渉

腹腔洗浄細胞診陽性胃癌に対する治療成績 第 111回日本外科学会定期学術
集会

2011.5.26 東京都

高橋　裕代	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
清水　洋祐	 西谷　暁子
伊禮　俊充	 平岡　和也
朴　　美和	 上池　　渉

鼠径ヘルニア偽還納の 1症例 第 66回日本消化器外科学会総会 2011.7.13 名古屋市

西谷　暁子	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
清水　洋祐	 遠藤　俊治
平岡　和也	 伊禮　俊充
中島　慎介	 上池　　渉

当科における GIST に対するイマチニブの
治療成績

第 66回日本消化器外科学会総会 2011.7.13 名古屋市

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
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 上池　　渉

胃神経内分泌腫瘍の検討 第 66回日本消化器外科学会総会 2011.7.13 名古屋市

中島　慎介	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
清水　洋祐	 西谷　暁子
平岡　和也	 伊禮　俊充
上池　　渉

癌性腹膜炎に対する腹水濾過濃縮再静注法
の施行経験

第 66回日本消化器外科学会総会 2011.7.13 名古屋市

畑中　信良	 吉川　幸伸
富永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
平岡　和也	 伊禮　俊充
朴　　美和	 上池　　渉

当院での残胃癌の特徴と治療成績 第 66回日本消化器外科学会総会 2011.7.13 名古屋市

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

腹腔鏡下手術が有用であった女性骨盤内絞
扼性イレウスの 4例

第 66回日本消化器外科学会総会 2011.7.13 名古屋市

畑中　信良	 吉川　幸伸
遠藤　俊治	 富永　春海
清水　洋祐	 西谷　暁子
平岡　和也	 伊禮　俊充
倉岡　和矢	 谷山　清己
上池　　渉

長期生存中の食道原発悪性黒色腫の 1例 第 65 回日本食道学会学術集会 2011.9.26 仙台市

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
上池　　渉

食道癌脳転移症例の検討 第 65 回日本食道学会学術集会 2011.9.26 仙台市

畑中　信良	 吉川　幸伸
上池　　渉

精神疾患患者に対する消化器癌手術の術前
術後管理

第 53 回日本消化器病学会大会 2011.10.20 福岡市
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畑中　信良	 吉川　幸伸
上池　　渉

併存疾患を有する消化器癌の治療方針と術
前・術後管理における注意点　精神疾患患
者に対する消化器癌手術の術前術後管理

第 19回日本消化器関連学会週間
JDDW2011

2011.10.20 福岡市

遠藤　俊治	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
清水　洋祐	 木下　尚弘
平岡　和也	 西谷　暁子
伊禮　俊充	 井上　雅史
文　　正浩	 朴　　美和
若原　　誠	 谷山　清己
上池　　渉

胃 atypical	carcinoid の検討 第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

井上　雅史	 富永　春海
吉川　幸伸	 畑中　信良
清水　洋祐	 遠藤　俊治
平岡　和也	 西谷　暁子
伊禮　俊充	 朴　　美和
若原　　誠	 上池　　渉

CTにて術前診断し得た盲腸捻転症の一例 第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

平岡　和也	 吉川　幸伸
畑中　信良	 富永　春海
木下　尚弘	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子
伊禮　俊充	 井上　雅史
文　　正浩	 朴　　美和
若原　　誠	 本明　慈彦
上池　　渉

Trousseau症候群と考えられた横行結腸癌の
1例

第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

伊禮　俊充	 遠藤　俊治
若原　　誠	 朴　　美和
中島　慎介	 文　　正浩
井上　雅史	 木下　尚弘
平岡　和也	 西谷　暁子
清水　洋祐	 富永　春海
畑中　信良	 吉川　幸伸
上池　　渉

十二指腸を含む複数の腸管内結石を誘因と
した胆石イレウスに対する一期的手術経験

第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

富永　春海	 吉川　幸伸
井上　雅史

大腸癌腸腰筋転移の１切除例 第 66回日本大腸肛門病学会学術
集会

2011.11.25 東京都

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

腹腔鏡下手術が有用であった開腹歴のない
絞扼性イレウスの 4例

第 15回呉手術手技研究会 2011.12.1 広島市

乳腺外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

高橋　裕代	 加藤　大典
木下　尚弘	 宮本　和明
倉岡　和矢	 齋藤　彰久
谷山　清己	 吉川　幸伸
上池　　渉

インドシアニングリーン蛍光法とラジオア
イソトープ法との併用によるセンチネルリ
ンパ節生検

第 41 回広島乳腺疾患研究会 2011.4.2 広島市

加藤　大典	 高橋　裕代
木下　尚弘	 宮本　和明
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 吉川　幸伸
上池　　渉

インドシアニングリーン蛍光法とラジオア
イソトープ法併用によるセンチネルリンパ
節同定

第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011.9.2 仙台市

木下　尚弘	 加藤　大典
宮本　和明	 谷山　清己
斉藤　彰久	 倉岡　和矢
高橋　裕代	 吉川　幸伸
上池　　渉

乳癌肺転移に対してE7389（エリブリン）で
long	SD（２年５ヶ月間）を得た症例

第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011.9.2 仙台市
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高橋　裕代	 加藤　大典
木下　尚弘	 宮本　和明
倉岡　和矢	 齋藤　彰久
谷山　清己	 吉川　幸伸
上池　　渉

重篤な合併症を有する高齢患者に対する術
後補助化学療法決定のための術前カペシタ
ミン投与の試み

第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011.9.2 仙台市

整形外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

森　　　亮＊	 下瀬　省二＊

久保　忠彦＊	 松尾　俊宏
藤森　　淳＊	 越智　光夫＊

上腕骨単純性骨嚢腫の手術例と非手術例の
検討

第 116 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2011.4.7 高知市

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＊

肉腫におけるp38MAPKと	human	telomerase	
reverse	transcriptase	の相関

第 84 回日本整形外科学会学術
集会

2011.5.12 横浜市

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

悪性軟部腫瘍における密封小線源治療の導入
効果

第 84 回日本整形外科学会学術
集会

2011.5.12 横浜市

久保　忠彦＊	 下瀬　省二＊

松尾　俊宏	 藤森　　淳＊

越智　光夫＊	 杉田　　孝

悪性骨腫瘍における腫瘍新生血管能の多様性
とその治療戦略

第 84 回日本整形外科学会学術
集会

2011.5.12 横浜市

藤森　　淳＊	 杉田　　孝
下瀬　省二＊	 砂川　　融＊

久保　忠彦＊	 鈴木　修身＊

横田　和典＊	 松尾　俊宏
越智　光夫＊

骨・軟部腫瘍切除後の高度な骨欠損に対する
再建

第 84 回日本整形外科学会学術
集会

2011.5.12 横浜市

濱㟢　貴彦	 濱田　宜和
安本　正徳	 蜂須賀裕己
泉田　泰典	 仁井谷　学
好川　真弘	 杉田　　孝

80歳以上の頚髄症の神経学的所見　下肢深
部腱反射を中心とした前向き研究

第 75 回西日本脊椎研究会 2011.6.10 福岡市

蜂須賀裕己	 仁井谷　学
濱㟢　貴彦	 安本　正徳
泉田　泰典	 好川　真弘
濱田　宜和	 杉田　　孝

右肘モンテジア骨折後に前腕変形を来たし
た骨形成不全症の 1例

第 58 回中国・四国手外科症例
検討会

2011.6.18 岡山市

濱㟢　貴彦	 安本　正徳
蜂須賀裕己	 仁井谷　学
濱田　宜和	 杉田　　孝

80 歳以上の頚髄症の神経学的所見　下肢深
部腱反射を中心として

第 117 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2011.10.28 宇部市

好川　真弘	 安本　正徳
仁井谷　学	 泉田　泰典
濱田　宜和

人工膝関節置換術に対する多血小板血漿
（PRP）の使用経験

第 117 回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2011.10.28 宇部市

藤森　　淳＊	 下瀬　省二＊

久保　忠彦＊	 松尾　俊宏
越智　光夫＊

踵骨の血管肉腫にバスツール処理を行いアキ
レス腱を温存した1例

第 117回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2011.10.28 宇部市

宇治　郷諭＊	 下瀬　省二＊

久保　忠彦＊	 松尾　俊宏
藤森　　淳＊	 越智　光夫＊

末梢神経鞘腫の臨床所見 第 117回中部日本整形外科災害
外科学会・学術集会

2011.10.28 宇部市

蜂須賀裕己 強い骨破壊を伴う左母指末節骨骨腫瘍の一例 第 59回中国・四国手外科症例	
検討会

2011.11.19 松山市

濱㟢　貴彦 骨粗鬆症性脊椎椎体に対する椎弓根スク
リュー脱転予防の工夫　—ポリエチレンテー
プによる椎弓下ワイヤリングの補強強度—

第 76回西日本脊椎研究会 2011.11.25 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

高橋　雄介	 松川　陽平
吉川　幸織	 山下　芳典

食道がん術後の嚥下障害に対し早期よりリハ
ビリ介入し改善しえた１例

第 26 回日本静脈経腸栄養学会 2011.2.17 名古屋市
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赤崎　哲也 棱骨遠位端骨折の流れについて 第 16 回広島県作業療法士学会 2011.3.13 広島市

久保山美樹枝	 小松妃呂恵
道広　博之	 竹林　　実

総合病院外来における精神科作業療法の試み
〜導入１年を振り返って〜

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

山崎美也子	 中尾　淳一
道広　博之	 竹中　千恵
原田　洋明	 山下　芳典
大河内友美

チームで取り組む肺がん周術期の包括的呼
吸リハビリテーション　〜理学療法士の立
場から〜

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

渥美　隼弥	 松谷　純子
重田　剛志	 道広　博之
仁井谷　学	 安本　正徳

PRP使用による人工膝関節置換術後の理学療
法への影響

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

平岡　佳美	 小松妃呂恵
中本　裕美	 榎　　七子
中西　博士	 久保山美樹枝

患者が主体的にリハビリテーションに取り組
めるための試み〜手外科患者を対象に〜

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

中尾　淳一	 松谷　純子
道広　博之	 竹中　千恵
原田　洋明	 山下　芳典
大河内友美

チームで取り組む肺がん周術期の包括的呼吸
リハビリテーション　〜理学療法士の立場か
ら〜

第 21回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2011.11.3 松本市

形成外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

安積　昌吾	 杉山　成史 リンパ瘻に対するリンパ管静脈吻合術と持
続陰圧療法の併用

第 61 回日本形成外科学会
中国・四国支部学術集会

2011.2.20 岡山市

杉山　成史 胸骨骨髄炎に対する胸骨全摘 第 54 回日本形成外科学会総会・
学術集会

2011.4.13 徳島市

安積　昌吾	 杉山　成史
高木　誠司＊	 木矢孝一郎＊

齊藤　彰久	 谷山　清己

当院における５年間の基底細胞癌の検討 第 54 回日本形成外科学会総会・
学術集会

2011.4.13 徳島市

脳神経外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至	 石原　聡士
山口　　智＊	 栗栖　　薫＊

両側性頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻の一例 第 36 回日本脳卒中学会総会 2011.3.24 東京都

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
石原　聡士	 細貝　昌弘

AV	shunt を伴った静脈性血管腫が考慮さ
れた 1例

第 3回 Stroke	Conference	in	
KURE

2011.4.22 呉市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
織田　祥至	 石原　聡士
山口　　智＊	 栗栖　　薫＊

両側性頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻の一例 第 36 回日本脳卒中学会総会 2011.7.30 京都市

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 STROKE2011（第 36 回日本
脳卒中学会総会　第 40 回日本
脳卒中の外科学会　第 27 回
スパズム・シンポジウム）

2011.7.30 京都市

迫田英一郎	 大庭　信二
伊藤　陽子	 大下　純平
細貝　昌弘

高圧酸素を併用した悪性グリオーマ後療法
の経験

第 25 回中国四国脳腫瘍研究会 2011.9.2 松江市

大下　純平 脳出血にて発症した Pial	Arteriovenous	
Fistula の 1 例

第 13 回中四国脳卒中研究会 2011.9.3 松江市

大下　純平	 大庭　信二
伊藤　陽子	 迫田英一郎
細貝　昌弘

AV	shunt を伴った静脈性血管腫が考慮さ
れた 1例

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

細貝　昌弘 器質化慢性硬膜下血腫の 3例 第 72 回日本脳神経外科学会
中国四国支部学術集会

2011.12.3 高知市
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呼吸器外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

山下　芳典	 原田　洋明
三隅　啓三

肺がんに対する Pure	VATS	lobectomy の
際の血管損傷に対する安全対策

第 9回スプリングセミナー	IN	
OKINAWA

2011.3.24 沖縄県
国頭郡

原田　洋明 高容量分岐鎖アミノ酸と補中益気湯投与を
併用した周術期包括的呼吸リハビリテー
ションの有用性

第 28回日本呼吸器外科学会総会 2011.5.12 別府市

原田　洋明 術前リスクに基づいた手術アプローチ法の
違いによる術後合併症発生リスクに関する
検討

第 28回日本呼吸器外科学会総会 2011.5.13 別府市

黒川　知彰	 山下　芳典
原田　洋明	 竹中　千恵
古玉　純子	 北原　良洋
吉田　　敬	 中野喜久雄

比較的若年期に発症した G-CSF および
IL-6 産生肺多形癌の一切除例

第 46 回日本呼吸器学会　中国・
四国地方会
第 50 回日本肺癌学会　中国・
四国支部会

2011.7.15 倉敷市

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

第 42 回国立病院機構肺がん	
研究会夏期講習会

2011.8.27 福岡市

竹中　千恵	 重松　英朗
大原　正裕	 恵美　純子
尾崎　慎治	 安井　大介
佐々田達成	 春田　るみ
片岡　　健	 岡田　守人

イメンド、アロキシ、ステロイド３剤併用
療法ニヨル FEC 療法に起因する悪心・嘔
吐に対する予防効果の検討

第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011.9.2 仙台市

原田　洋明 多職種チーム体制による周術期包括的呼吸
リハビリテーションを含めたERASの実践

第 64 回日本胸部外科学会定期
学術集会

2011.10.9 名古屋市

山下　芳典	 原田　洋明
竹中　千恵

肺がんに対する完全胸腔鏡下手術の有害事
象と poor	risk 症例への妥当性に関する術
前リスクに基づいた検討

第 52 回日本肺癌学会総会 2011.11.3 大阪市

竹中　千恵	 原田　洋明
山下　芳典	 斎藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

大腸癌肺転移病巣における SUV 値と血中
CEA値の関連性

第 52 回日本肺癌学会総会 2011.11.3 大阪市

山下　芳典	 原田　洋明
竹中　千恵	 向田　秀則

開胸手術から直接導入可能な軟性鏡、ソフ
ト凝固によるバイポーラシザーズを用いた
完全鏡視下肺葉切除術

第 52 回日本肺癌学会総会 2011.11.3 大阪市

原田　洋明 術前リスクに基づいたHigh-risk 患者に対
する完全鏡視下手術選択の妥当性評価

第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

竹中　千恵	 原田　洋明
山下　芳典	 斉藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

多房性嚢胞を呈した胸腺扁平上皮癌の 1例 第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

竹中　千恵	 原田　洋明
山下　芳典	 斉藤　彰久
倉岡　和矢	 谷山　清己

大腸癌肺転移病巣における SUV 値と血中
CEH値の関連性　

第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

原田　洋明	 竹中　千恵
山下　芳典

経験とエビデンスから学ぶ肺癌における低
侵襲手術の妥当性　術前リスク判定に基づ
いたHigh-risk 患者に対する完全鏡視下手
術選択の妥当性評価

第 73 回日本臨床外科学会総会 2011.11.17 東京都

本明　慈彦	 山下　芳典
原田　洋明	 竹中　千恵

多職種チーム体制による周術期包括的呼吸
リハビリテーション

第 53 回呉市医学会 2011.11.27 呉市

山下　芳典　　原田　洋明
竹中　千恵　　本明　慈彦
難波　将史

低侵襲性と安全性を配慮した軟性鏡、ソ
フト凝固にバイポーラシザーズを使用し
た完全鏡視下肺葉切除術（Pure	VATS	
lobectomy）

第 11 回呼吸器胸腔鏡手術	
研究会

2011.12.6 大阪市

山下　芳典	 原田　洋明
竹中　千恵

VATS 周術期における多職種チーム体制に
よる包括的呼吸リハを取り入れた ERAS の
試み

第 24回日本内視鏡外科学会総会 2011.12.7 大阪市
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心臓血管外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

仲村　輝也	 泉谷　裕則
関谷　直純

当院におけるmodified	maze 手術の成績
―心房細動再発リスクに関する検討―

第 41回日本心臓血管外科学会	
学術総会

2011.2.23 浦安市舞浜

関谷　直純	 仲村　輝也
中里　太郎	 中本　　敬
川本　俊治

肥大型閉塞型心筋症を伴わない僧帽弁前尖
収縮期前方運動によるMRの 1例

第 74 回広島循環器研究会 2011.6.4 広島市

関谷　直純	 仲村　輝也
中里　太郎	 中本　　敬
川本　俊治

肥大型閉塞型心筋症を伴わない僧帽弁前尖
収縮期前方運動によるMRの 1例

第 54 回関西胸部外科学会学術
集会

2011.6.30 高松市

関谷　直純	 仲村　輝也
中里　太郎	 松田　守弘
川本　俊治	 三隅　啓三
山下　芳典

左室内血栓を内視鏡ガイド下に摘出した亜
急性心筋梗塞の 1例

第 54 回関西胸部外科学会学術
集会

2011.6.30 高松市

仲村　輝也 当院における大動脈瘤治療の現況 第 53 回呉市医学会 2011.11.27 呉市

皮膚科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

北野　文朗	 真田　聖子 バザン硬結性紅斑の１例 第128回日本皮膚科学会	
広島地方会

2011.2.27 広島市

松阪　由紀	 真田　聖子
北野　文朗＊	 村尾　正樹

フェニトインによる中毒性表皮壊死症の１例 第129回日本皮膚科学会	
広島地方会

2011.9.3 広島市

松阪　由紀	 北野　文朗＊

真田　聖子	 村尾　正樹
アレビアチンによる中毒性表皮壊死症の 1
例

第 63 回日本皮膚科学会	
西部支部学術大会

2011.10.8 沖縄県
宜野湾市

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
後藤　景介

当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の術
中合併症の検討

第 15 回中国四国泌尿器科悪性
腫瘍研究会　第 19 回中国四国
前立腺疾患研究会

2011.2.5 岡山市

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の術
中合併症の検討

第 99 回日本泌尿器科学会総会 2011.4.21 名古屋市

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

当科における腹腔鏡下腎部分切除術の検討 第 99 回日本泌尿器科学会総会 2011.4.21 名古屋市

繁田　正信	 甲田俊太郎
後藤　景介

腹腔鏡下腎部分切除術 第 99回日本泌尿器科学会総会 2011.4.21 名古屋市

甲田俊太郎	 後藤　景介
繁田　正信

腹腔鏡下腎盂形成術の治療成績 第 99回日本泌尿器科学会総会 2011.4.21 名古屋市

繁田　正信	 甲田俊太郎
深田　　聡

埋没型小径腎癌に対する腹腔鏡下腎部分切
除術：どのように切るか？

第 25回日本泌尿器内視鏡学会	
総会

2011.11.30 京都市

産婦人科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

当院における周産期関連の遺伝カウンセリ
ング

第 8回中国四国出生前医学	
研究会

2011.1.29 松山市

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	 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

子宮内膜細胞診で推定しえた卵管癌の１例 第 36 回日本臨床細胞学会	
広島県支部総会

2011.2.12 広島市
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竹原　和宏 新臨床試験「再発卵巣がんに対するリポ
ソーム化ドキソルビシン＋カルボプラチン
併用療法とゲムシタビン＋カルボプラチン
併用療法に関するランダム化　第Ⅱ相試験

三海婦人科癌スタディグループ
（SGSG）平成 22 年度秋季総会

2011.2.19 岡山市

山崎　友美	 坂下　知久＊

藤原　久也＊	 工藤　美樹＊
救命し得た劇症型A群溶連菌感染症分娩型
の 1例

第 29回日本産婦人科感染症	
研究会学術集会

2011.6.4 倉敷市

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	 兵頭　麻希＊

軟骨無形成症合併妊婦に対する遺伝カウン
セリング

遺伝医学合同学術集会 2011　　
第 35回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会

2011.6.16 京都市

竹原　和宏 新臨床試験「再発卵巣がんに対するリポ
ソーム化ドキソルビシン＋カルボプラチン
併用療法とゲムシタビン＋カルボプラチン
併用療法に関するランダム化　第Ⅱ相試験

三海婦人科癌スタディグループ
（SGSG）平成 23年度春季総会

2011.6.18 岡山市

山崎　友美	 佐村　　修
小西　晴久	 岡本　　啓
數佐　淑恵	 野村　清歌
中村　紘子	 川上　洋介
竹原　和宏	 水之江知哉

骨髄異形成症候群合併妊娠の 1例 第 47回日本周産期・新生児	
医学会総会および学術集会

2011.7.10 札幌市

竹原　和宏	 中村　紘子
川上　洋介	 水之江知哉
數佐　淑恵	 岡本　　啓
谷山　清己

急速な増大で発見された Uterine	Tumors	
Resembling	Ovarian	Sex	Cord	Tumor	の 1
例

第 50回特定非営利活動法人日本
婦人科腫瘍学会学術講演会

2011.7.22 札幌市

中村　紘子 G-CSF 産生腫瘍を疑った子宮頸癌の１例 第 50回日本婦人科腫瘍学会学術
講演会

2011.7.22 札幌市

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

子宮頸部液状細胞診検体を用いた HPV52
型、58 型の検討

第 63回日本産科婦人科学会学術
講演会

2011.8.29 大阪市

水之江知哉 三世代にわたる発症をみたAchondroplasia	
の 1 例

第 63回日本産科婦人科学会学術
講演会

2011.8.29 大阪市

山崎　友美	 佐村　　修
小西　晴久	 野村　清歌
中村　紘子	 竹原　和宏
水之江知哉

骨髄異形成症候群合併妊娠の 1例 第 64回中国四国産科婦人科学会 2011.9.17 徳島市

楠本　真也	 小西　晴久
野村　清歌	 山崎　友美
中村　紘子	 佐村　　修
竹原　和宏	 水之江知哉

巨大チョコレート嚢胞で D-dimer 高値で
あった 1例

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

中村　紘子 当院で経験した原発性卵巣癌 7例の臨床的
検討

第 49回日本癌治療学会学術集会 2011.10.27 名古屋市

佐村　　修	 水之江知哉
小西　晴久	 野村　清歌
山崎　友美	 中村　紘子
竹原　和宏

妊娠 22週以降に判明した当院での染色体異
常児症例の検討

日本人類遺伝学会第 56回大会
第 11回東アジア人類遺伝学会

2011.11.9 千葉市

耳鼻咽喉科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

平川　治男	 西　　康行
佐々木　淳

Hemifacial	degloving 法で摘出した若年性
血管線維腫の１症例

第 112 回日本耳鼻咽喉科学会	
総会・学術講演会

2011.5.19 京都市

平川　治男	 西　　康行
佐々木　淳

耳管通気により縦隔・皮下気腫を生じた重
症筋無力症の 1例

第 37回中国四国地方部会	
連合学会

2011.6.4 松山市

佐々木　淳	 平川　治男
西　　康行

難聴を契機に診断に至った十二指腸カルチ
ノイドを含む異時性 3重癌の 1症例

第 37回中国四国地方部会	
連合学会

2011.6.4 松山市
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平川　治男	 西　　康行
佐々木　淳	 倉岡　和矢
谷山　清己	 山本　道法

化学放射線治療が著効した甲状腺扁平上皮
癌の一例

第 35回日本頭頚部癌学会 2011.6.9 名古屋市

平川　治男	 西　　康行
佐々木　淳	 渡部　泰輔

内視鏡的喉頭咽頭手術後に遊離空腸再建術
を要した下咽頭癌の 1症例

第 24回日本口腔・咽頭科学会	
総会　学術講演会

2011.9.8 広島市

平川　治男	 西　　康行 当科を受診した聴神経腫瘍症例の臨床的検
討

第 21回日本耳科学会総会	
学術講演会

2011.11.24 沖縄県
宜野湾市

放射線科（診断部門・技師部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

稲葉　　譲 当院放射線科における災害対策への取り組み 第 16回日本集団災害医学会	
総会・学術集会

2011.2.11 大阪市

豊田　尚之	 竹内　直子
稗田　雅司	 中村　優子
吉川　幸伸	 畑中　信良
冨永　春海	 清水　洋祐
遠藤　俊治	 西谷　暁子

絞扼性イレウスの難易度別にみたCT所見 第 70回日本医学放射線学会総会 2011.4.7 横浜市

渡邉　亮輔	 豊田　尚之
稗田　雅司	 竹内　直子
児玉　久幸	 大本　俊文＊

悪性リンパ腫との鑑別が困難であった腸結
核の１例

第 116 回日本医学放射線学会	
中国四国地方会

2011.5.28 広島市

渡邉　亮輔	 稗田　雅司
豊田　尚之	 秋山　直子
高野　弘嗣	 河野　博孝

Mesocaval	shunt に対して塞栓術を施行し
た難治性肝性脳症の 1例

第 25 回日本 IVR学会中国四国
地方会

2011.9.16 高松市

高木　秀亮	 灘　　尊則
鈴木　大輔	 智原　大郎
小畑　慶己	 伊藤　博美
田坂　　聡	 姫野　　敬

学生実習向上への取り組み（学生編）、学生
実習向上への取り組み（指導者編）

第 27回診療放射線技師総合学術
大会

2011.9.16 青森市

山根　明哲	 稲葉　　護
灘　　尊則	 浅原　　徹
大川　英作	 伊藤　博美
二見　智康＊	 田坂　　聡
姫野　　敬

放射線科における震災時対応について―ア
クションカード・情報収集シートによる対
応の検討―

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

稲葉　　護	 智原　大郎
福岡　宏貴	 長岡有希子
小畑　慶己	 田坂　　聡
姫野　　敬

当院における I-123-IMP 脳血流 SPECT 画
像の最適化へ向けての検討

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

姫野　　敬	 松浦　　栄＊

島田　英一＊
国立病院放射線技師における協議会の役割
はどうあるべきか―全国及び各地区の会長・
副会長・放射線専門職への調査結果から―

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

出垣　正紀	 稲葉　　譲
高木　秀亮	 田坂　　聡
姫野　　敬

効率的な当直業務の習得を目指して〜当直
業務用チェックシートの作成とその活用〜

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

高木　秀亮	 出垣　正紀
智原　大郎	 鈴木　大輔
灘　　尊則	 田坂　　聡
姫野　　敬

学生実習受け入れによる指導者の意識変化
について

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

鈴木　大輔	 出垣　正紀
奥田　武秀	 高木　秀亮
灘　　尊則	 田坂　　聡
姫野　　敬

フラットパネル搭載型コーンビーム CT撮
影時のアーチファクトの検討―造影剤希釈
率を変化させて―

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

灘　　尊則	 小畑　慶己
出垣　正紀	 伊藤　博美
智原　大郎	 鈴木　大輔
田坂　　聡	 姫野　　敬

フラットパネル搭載型コーンビーム CT時
の血管径の評価

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

田坂　　聡 自職種の役割〜現在と将来〜 第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市
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田辺　悦章＊	 小浜　義幸＊

古田　　寛＊	 永田　弘典＊

桐山　哲一＊	 土江眞一郎＊

水嶋　徳仁	 茶谷　孝久＊

近藤　　晃＊	 姫野　　敬

放射線治療品質管理専任技師の増員におけ
る業務内容と収益改善について

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

稗田　雅司	 秋山　直子
渡邉　亮輔	 豊田　尚之

前横隔膜リンパ節の解剖と臨床的意義につ
いて

第 47回日本医学放射線学会	
秋季臨床大会

2011.10.21 下関市

渡邉　亮輔	 豊田　尚之
稗田　雅司	 秋山　直子
清水　洋祐	 谷山　清己
倉岡　和矢

胆嚢壊死の 1例 第 117回日本医学放射線学会	
中国・四国地方会

2011.12.16 徳島市

秋山　直子	 渡邉　亮輔
稗田　雅司	 豊田　尚之

盲腸捻転の 3例 第 117回日本医学放射線学会	
中国・四国地方会

2011.12.16 徳島市

稲葉　　護 東日本大震災　災害派遣報告　DMAT隊の
活動

国立病院療養所中国地区放射線
技師会第２回学術大会

2011.12.17 下関市

灘　　尊則 東日本大震災　災害派遣報告　医療救護班の
活動

国立病院療養所中国地区放射線
技師会第２回学術大会

2011.12.17 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 Malignant	phyllodes	tumor	の 1 例 第 34回岡山放射線腫瘍学	
カンファレンス

2011.2.5 岡山市

山本　道法 全脳照射後の再発例に対する救済治療とし
ての定位放射線治療―Xナイフシステムの
1部とマイクロトロンのコリメータを用い
た独自システムでの経験―

第 23 回日本高精度放射線外部
照射研究会

2011.2.10 東京都

山本　道法 頭頸部癌の治療計画における固定精度の評
価と予測

第 35回日本頭頚部癌学会 2011.6.9 名古屋市

山本　道法 化学放射線療法施行 4年後に心不全を発症
した食道癌の 1例―DVHでの検討

第 65回日本食道学会学術集会 2011.9.26 仙台市

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

悪性リンパ腫の浸潤による上大静脈症候群
に対して人工血管置換術を施行した１症例

第 38回日本集中治療医学会学術
集会

2011.2.24 横浜市

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

高齢者の大腿骨頚部骨折手術における周術
期輸血の統計的検討

日本麻酔科学会第 58回学術集会 2011.5.20 神戸市

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

手術開始前に投与した予防的抗生剤による
アナフィラキシーショック―2症例の報告

日本麻酔科学会第 58回学術集会 2011.5.20 神戸市

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

帝王切開手術中の出血量に関する統計的検討 日本麻酔科学会第 58回学術集会 2011.5.20 神戸市

栗田　茂顕	 和泉　博通＊

近藤　隆志＊	 北川麻紀子＊
全身麻酔時のエチレフリン単回投与が心拍
変動に与える影響

日本麻酔科学会第 58回学術集会 2011.5.20 神戸市

田嶋　　実	 森脇　克行
三木　智章	 酒井　明彦

Reversible	 posteriorencephalopathy	
syndorome に対する緊急帝王切開術後に全
身痙攣を発症し集中治療が必要となった 1
症例

第 28回日本集中治療医学会	
中国四国地方会

2011.6.19 米子市

田嶋　　実	 森脇　克行
三木　智章	 酒井　明彦

救急医療の観点からみた麻酔科管理緊急手
術症例の検討〜産科集約後の変化と麻酔科
の対応〜

第 39回日本救急医学会総会・	
学術集会

2011.10.18 東京都
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栗田　茂顕	 田嶋　　実
讃岐美佳子	 城山　和久
森脇　克行

血液心筋保護液に寒冷凝集反応を認めた開
心術の一症例

日本臨床麻酔学会第 31回大会 2011.11.4 沖縄県
宜野湾市

薬剤科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

真田　泰明	 阪上　未紀
緒方　　篤	 田中　敏郎
小澤　和博	 伊藤　壽記
前田　和久

ヒト脂肪幹細胞を用いたトシリズマブによ
るアディポネクチン分泌促進メカニズムに
ついての検討

第 32回日本肥満学会 2011.9.23 淡路市

山足	敏昭	 小畑	雅彦
小澤	和博	 新美	寛正
藤田	秀樹

急性骨髄性白血病の寛解導入療法施行患者
における 5-HT3 受容体拮抗薬の効果比較

第 21回日本医療薬学会年会 2011.10.1 神戸市

細川	　敦子	 小川　喜通
中島　寿久	 木本志津江
桶東　愛史	 小澤　和博

軽度（催吐性）リスク抗がん剤に対する
5-HT3受容体拮抗薬の必要性の検討

第 21回日本医療薬学会年会 2011.10.1 神戸市

小川　喜通	 中島　寿久
細川　敦子	 木本志津江
小澤　和博	 谷口　仁司
小倉　千奈

呉医療センター乳腺外科患者におけるドセ
タキセル投与による皮膚障害の発現要因に
ついて

第 21回日本医療薬学会年会 2011.10.1 神戸市

中島　寿久	 小川　喜通
細川　敦子	 森貞　尚之
西澤　修一	 小澤　和博

L-アスパラギナーゼ溶解後生じる白色凝集
物除去についての検討

第 21回日本医療薬学会年会 2011.10.1 神戸市

長島　悟史	 小谷　智美
桶東　愛史	 小川　喜通
小澤　和博

当院薬剤科における科員スペースのフリー
アドレス化

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

宮田　　篤	 西澤　修一
中島　寿久	 魚尾　佳奈
武良　卓哉	 桶東　愛史
小川　喜通	 小澤　和博

当院における市中肺炎ガイドライン遵守状況
調査

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

細川　敦子	 小川　喜通
中野喜久雄	 中島　寿久
木本志津江	 桶東　愛史
小澤　和博

軽度（催吐性）リスク抗がん剤に対するレ
ジメンの見直しについて

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

小谷　智美	 武良　卓哉
細川　敦子	 森貞　尚之
桶東　愛史	 小川　喜通
小澤　和博

当院薬剤科における医師の業務負担軽減を目
的とした取り組み

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

亀田　慶太	 渡辺　　光
桶東　愛史	 小川　喜通
小澤　和博

処方箋薬袋レイアウト変更によるヒヤリ
ハット減少への取り組み

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

隈元江梨子	 満井　尚子
谷保　智美	 影本　紀子
亀田　慶太	 桶東　愛史
小川　喜通	 小澤　和博

抗凝固薬・抗血小板薬の術前中止基準作成
への取り組み

平成 23年度広島県病院薬剤師会
研究発表会

2011.11.5 広島市

武良　卓哉	 西澤　修一
中島　寿久	 宮田　　篤
魚尾　佳奈	 桶東　愛史
小川　喜通	 小澤　和博

市中肺炎における院内抗菌薬使用ガイドライ
ンの遵守状況調査

平成 23年度広島県病院薬剤師会
研究発表会

2011.11.5 広島市

隈元江梨子	 満井　尚子
谷保　智美	 影本　紀子
亀田　慶太	 桶東　愛史
小川　喜通	 小澤　和博

抗凝固薬・抗血小板薬の術前中止基準作成
への取り組み

第 50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

2011.11.12 高松市

武良　卓哉	 西澤　修一
中島　寿久	 宮田　　篤
魚尾　佳奈	 桶東　愛史
小川　喜通	 小澤　和博

市中肺炎における院内抗菌薬使用ガイドライ
ンの遵守状況調査

第 50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

2011.11.12 高松市
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治験管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

鵜池　敏令	 野村　竜也＊

吉田　恭子＊	 米津亜希子＊

板野　　亨＊	 寺山　恵子＊

幸吉　　明＊	 松久　哲章＊

琢磨　律義＊

治験業務活性化に向けた治験委員会での取
り組みについて

第 65回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

臨床検査科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

下花　純一	 田寺加代子
下中　秋子	 谷山　清己

骨髄異形成症候群白血化の化学療法中に発
症した Scedosporium	prolificans による播
種性感染症の 1例

第 22 回日本臨床微生物学会 2011.1.8 岡山市

坂根　潤一 平成 22年度広島県臨床検査技師会　精度管
理報告（病理領域）

第 30 回臨床検査精度管理向上
研修会報告会

2011.2.13 広島市

斉藤　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

誤嚥性肺炎が NST 関与による的確な栄養
管理によって改善された小児の一例

第 26 回日本静脈経腸栄養学会 2011.2.18 名古屋市

高松　　慈	 角　　智美
中川　智博	 和田貴美子
藤本貴美子	 辰島　純二
谷山　清己

形態で見るUF-1000i 呉地区七夕学会 2011.7.2 呉市

藤本貴美子	 中川　智博
和田貴美子	 辰島　純二
木村　朗子	 沖川　佳子
黒田　芳明	 伊藤　琢生
新美　寛正	 谷山　清己

Fanconi 貧血から進展した急性骨髄性白血
病の一例

日本検査血液学会 2011.7.17 倉敷市

中川　智博	 高松　　慈
角　　智美	 和田貴美子
藤本貴美子	 辰島　純二
谷山　清己

UF-1000i の導入効果について 国立病院臨床検査技師協会	
中国支部学会

2011.9.2 宇部市

渡邉　美里	 齋藤　幸枝
下花　純一	 宇田川　学
辰島　純二	 谷山　清己

免疫学的非特異反応により血清中 CA19-9
が測定不能であった一症例

国立病院臨床検査技師協会	
中国支部学会

2011.9.2 宇部市

遠藤　竜也	 鍬田　隼希
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
谷山　清己

ABI における％Mean	Arterial	Pressure と
Upstroke　Time の有用性

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

高松　　慈	 角　　智美
中川　智博	 和田貴美子
藤本貴美子	 辰島　純二
谷山　清己

全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000i の
運用

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

田中　正純	 西村　俊直
坂根　潤一	 田中　美帆
松本　義文	 児玉　陽子
下畦　幹枝	 井上　三鈴
宇田川　学	 辰島　純二
倉岡　和矢	 齋藤　彰久
谷山　清己

当センター・病理診断科におけるホルマリ
ン対策について

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市
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西村　俊直	 坂根　潤一
田中　正純	 田中　美帆
松本　義文	 戸田　　環
藤本貴美子	 宇田川　学
辰島　純二	 齋藤　彰久
倉岡　和矢	 富永　春海
谷山　清己

大腸癌術中腹腔細胞診 508 例の細胞診断と
予後について

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

遠藤　竜也	 鍬田　隼希
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
谷山　清己

ドブタミン負荷心エコーが治療方針の決定
に有用であった１症例

第 44 回中国四国医学検査学会 2011.11.4 徳島市

病理診断科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

右大腿部に発生したMyxofibrosarcoma の
１例

第 36 回日本臨床細胞学会	
広島県支部総会

2011.2.12 広島市

倉岡　和矢	 斎藤　彰久
川上　洋介	 中村　紘子
竹原　和宏	 水之江知哉
高橋　裕代	 加藤　大典
谷山　清己

卵巣腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術
集会（第104回スライドカンファ
レンス）

2011.2.19 宇部市

谷山　清己 病理検査室におけるホルマリン対策の現況 日本病理学会中国四国支部学術
集会（第104回スライドカンファ
レンス）

2011.2.19 宇部市

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

乳癌におけるTopoisomerase Ⅱα指数とア
ントラサイクリン系抗癌剤効果との関連

第 100 回広島がん治療研究会 2011.3.26 広島市

倉岡　和矢	 齋藤　彰久
坂根　潤一	 宮本　和明
加藤　大典	 谷山　清己

Au t o - a n a l y s i s 	 o f 	 b r e a s t 	 c a n c e r	
immunohistochemistry	 with	 virtual	
microscopy	and	image	analysis	software

第 70 回日本癌学会学術総会 2011.10.3 名古屋市

斎藤　彰久	 谷山　清己
川上　洋介	 倉岡　和矢
坂根　潤一	 西脇　森衛
竹原　和宏

Comparison	 of	 glandular	 abnormalities	
between	 the	 conventional	Papanicolaou	
smear	and	LBC	of	the	cervical	lesions

第 70 回日本癌学会学術総会 2011.10.3 名古屋市

斎藤　彰久	 田中　美帆
坂根　潤一	 戸田　　環
田中　正純	 西村　俊直
倉岡　和矢	 中村　紘子
竹原　和宏	 水之江知哉
谷山　清己

子宮頸部細胞診検査における従来法と液状
検体法の比較　腺系細胞について

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

倉岡　和矢	 田中　美帆
斎藤　彰久	 坂根　潤一
西村　俊直	 辰島　純二
宮本　和明	 高橋　裕代
木下　尚弘	 加藤　大典
谷山　清己

乳癌免疫組織化学的解析自動化：Virtual	
slide と画像解析ソフトを用いた検討

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

斎藤　彰久	 倉岡　和矢
竹中　千恵	 原田　洋明
山下　芳典	 河村　智一
谷山　清己

胸膜腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術
集会（第106回スライドカンファ
レンス）

2011.10.29 岡山市
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臨床研究部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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	 木下　尚弘
遠藤　俊治	 平岡　和也
西谷　暁子	 伊禮　俊充
高橋　裕代	 中島　慎介
朴　　美和	 若原　　誠
谷山　清己	 上池　　渉

トリプルネガティブ乳癌のエピジェネ
ティックな異常

第 41 回広島乳腺疾患研究会 2011.4.2 広島市

宮本　和明	 加藤　大典
高橋　裕代	 木下　尚弘
斎藤　彰久	 倉岡　和矢
谷山　清己	 吉川　幸伸
上池　　渉

乳癌におけるmicro	RNAのエピジェニック
な異常

第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011.9.2 仙台市

谷山　清己	 倉岡　和矢
斎藤　彰久	 坂根　潤一
西脇　森衛	 川上　洋介
竹原　和宏

Human	papillomavirus	 types	 in	 uterine	
cervical	 squamous	 lesions	 from	Japanese	
women

第 70 回日本癌学会学術総会 2011.10.3 名古屋市

谷山　清己 平成 17 年度 EBM推進のための大規模臨床
研究「EGGU」

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

栄養管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

坪井　和美	 濱田　佳奈
細川　　優	 鳥居　　剛
北山　保博	 山下　芳典
冨永　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 26 回日本静脈経腸栄養学会 2011.2.18 名古屋市

大河内友美	 坪井　和美
白野　容子	 中野　淳一
松谷　純子	 竹中　千恵
原田　洋明	 山下　芳典

栄養管理を含めた周術期の包括的呼吸リハ
ビリテーションの有用性〜呼吸器疾患の
チーム医療に関わる栄養士の役割と課題〜

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

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	 井上　雅史

当院における外傷患者治療成績の検討 第 14 回臨床救急医学会 2011.6.3 札幌市

小笠原隆将	 宮加谷靖介
中前　尚久	 井上　雅史
村尾　正樹	 真田　聖子
北野　文朗

腸腰筋膿瘍にて加療中に Stevens-Johnson
症候群を発症した１例

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

看護部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

福田　聖子	 木村　智子
倉田　亜海

交通外傷により緊急ストーマ造設を行い管
理に難渋した症例

第 28 回日本ストーマ・排泄	
リハビリテーション学会総会

2011.2.4 福岡市

下高　美和	 富永　春海
下中　秋子	 田寺加代子
森光　　毅

感染制御システムを用いた院内感染対策の
取り組み

第 26 回日本環境感染学会総会 2011.2.19 横浜市

国島　正義	 松尾　直樹
香川　康寛	 森光　　毅
田槙　幸子	 宮加谷靖介

救命救急センターにおける手指衛生・個人
防護具の着用状況に焦点を当てた吸引手技
の現状調査

第 14 回臨床救急医学会総会・
学術集会

2011.6.3 札幌市

奥村　和恵	 橘高　　清
末岡　知絵	 明野　恵子
川本　俊治

虚血性心疾患地域連携クリティカルパス導
入後のコメディカルスタッフの意識調査

第 13 回日本医療マネジメント
学会

2011.6.24 京都市
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橘高　　清	 奥村　和恵
末岡　知絵	 明野　恵子
川本　俊治

PCI を施行した患者への指導効果の検討
―心筋梗塞・狭心症地域連携クリティカル
パスを用いて―

第 13 回日本医療マネジメント
学会

2011.6.24 京都市

貫目　志保	 竹原　和宏
大下美紀恵	 宮加谷靖介
川本　俊治

三次救命センターにおける老健施設・特老
との地域医療連携の実態調査

第 13 回日本医療マネジメント
学会

2011.6.25 京都市

中西　貴子	 面谷　秀子
吉川　幸伸

がん患者と家族を支援するカウンセリング
の現状と課題

第 16 回日本緩和医療学会学術
大会

2011.7.30 札幌市

大久保雅美	 船橋　浩子
酒井　晶子	 俵　由美子＊

實森　直美	 岡本　尚子
砂田　祥司

湯灌が遺族の心理に及ぼす影響　面接調査
を実施して

第 16 回日本緩和医療学会学術
大会

2011.7.30 札幌市

小嶋　美加	 松本さき江
平川マツミ	 栗原　広子
柳　　和美	 岡下　智子
森下　早苗	 松本　睦子＊

NICU における非経口哺乳児の効果的な口
腔ケアの実施回数の検討

第 42 回日本看護学会学術集会
母性看護・小児看護

2011.8.5 東京都

奥村　和恵	 橘高　　清
末岡　知絵	 明野　恵子
川本　俊治

虚血性心疾患地域連携クリティカルパス導
入後の病棟スタッフの意識調査

第 18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

2011.9.3 岡山市

橘高　　清	 奥村　和恵
末岡　知絵	 明野　恵子
川本　俊治

虚血性心疾患地域連携クリティカルパスを
用いた PCI 施行患者への指導効果の検討

第 18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

2011.9.3 岡山市

河本　敦子	 千手　志乃
小橋　美緒	 桒原　美香

2年目看護師に効果的な教育支援を行うた
めに―自己教育力の縦断的調査を通じて―

第 7回中国四国地区国立病院	
機構国立療養所看護研究学会

2011.9.10 松山市

益本　京美	 梅河内　恵
竹本　里紗	 大塚　晴美
倉澤　和枝	 合田治英子

予約時間よりも早く来院する患者の特性と
その理由

第 7回中国四国地区国立病院	
機構国立療養所看護研究学会

2011.9.10 松山市

横山　知子	 盆子原知子
生長　真子	 辻　　明子
大西奈津紀	 真鍋　道子
小田　　忍

ACL再建術後患者へのアイシング部位に関
する検討

第 7回中国四国地区国立病院	
機構国立療養所看護研究学会

2011.9.10 松山市

藤井　敬子	 山崎　奈緒
稲垣　恵子

呼吸器外科手術後の術式・部位別にみる術
後疼痛の経時的変化

第 7回中国四国地区国立病院	
機構国立療養所看護研究学会

2011.9.10 松山市

渡辺　実貴	 山崎　和枝
川口　　望	 迫田亜由美
栗栖　静江＊

暴言・暴力に対する認識と支援
―暴言・暴力の多い部署と少ない部署との
比較―

第 7回中国四国地区国立病院	
機構国立療養所看護研究学会

2011.9.10 松山市

石井　礼子	 井手岡　愛
末岡　篤子	 烏谷ひろ美
堀　　純子	 菅　　絢子
近藤ヒロ子＊

夫が求める両親学級のありかたについて
―両親学級前後のアンケート調査を通して―

第 52回日本母性衛生学会	
学術集会

2011.9.29 京都市

川井　　梓	 荒水　美帆
永島亜由梨	 前西　直美
岡田チハル	 奥　　郁子
鳥居　　剛

自己決定困難な患者の家族の不安が変化す
るきっかけ―胃瘻造設の経過をおって―

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7 岡山市

冨中　香那	 東條　麻美
藤本　恵美	 道木　有香
仲子　佳織	 猪口　　綾
盛中　早紀	 畠垣みゆき *
中村美由樹	 小杉　恭子

造血器腫瘍患者における入院を長期化させ
る要因の検討―文献、事例より考察して―

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7 岡山市

河野　由佳	 小林　奈々
亀田　慶太	 小澤　和博
兼　　生夫	 川本　俊治
青芝　映美	 杉田　　孝

外来患者の抗血栓薬内服中止指導体制の導
入に伴う効果の調査〜看護師・薬剤師の業
務負担・不安の比較〜

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7 岡山市

小林　奈々	 河野　由佳
明野　恵子	 鎌田　沙織
川本　俊治

心不全患者の転倒予防靴下（株式会社コー
ポレーションパールスター）による転倒抑
止効果について

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.7 岡山市
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青芝　映美 看護師のチーム医療〜真の看護の専門性とは〜 第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

新玉　祐子	 岡　真理子
重元　郁美	 大黒　　香
平岡　正史	 石井　一枝

急性期病院における CFSI を用いた看護師
の蓄積疲労調査―1年目と 3年目の比較―

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

貫目　志保	 竹原　和宏
大下美紀恵	 宮加谷靖介
川本　俊治

三次救命センターにおける老健施設・特老
との地域医療連携の実態調査

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

久保　慶花　　柳樂　憲子
兼田由美子

側臥位体位固定に関する手術室看護師の実
態調査―知識・技術・意識面からみた検討
―

第 25 回日本手術看護学会	
年次大会

2011.11.4 名古屋市

中間美沙子	 大田　百恵
渡邉　良子	 藤井　郁代
森吉由希子	 田槙　幸子

一般病棟への透析継続看護の取り組み　　
―連携した勉強会を開催して―

第 14 回日本腎不全看護学会	
学術集会

2011.11.20 横浜市

平田　佳子	 安達　千恵
川島美由紀	 佐久間千代子

オキサリプラチンによるしびれに対する末
梢循環促進の効果

第 9回国立病院看護研究学会	
学術集会

2011.12.17 千葉市

樋口真由美	 花田　亜希
八木香奈依	 福永　愛子
石谷　梶栄

終末期患者の援助に対する家族と看護師の
想いのギャップに関する検討

第 9回国立病院看護研究学会	
学術集会

2011.12.17 千葉市

医療情報部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

川本　俊治 患者情報を一元管理するために患者基本情
報に必要な項目は何か？

第 27 回中国四国医療情報学	
研究会

2011.9.9 真庭市

川本　俊治 患者情報を一元管理するために患者基本情
報に必要な項目は何か？

第 12 回日本医療情報学会	
学術大会

2011.11.21 鹿児島市

事務部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

荒本　朋子	 川本　俊治
清水　直美	 松古冨美子

メディカルアシスタントがサマリー作成支援を
行う時の問題点と対策

第 37 回日本診療情報管理学会
学術大会

2011.9.29 福岡市

笠井　美紀	 斉藤　淑恵
住吉　千波	 山田　幸恵
小河　　希	 川本　俊治
松古冨美子

メディカルアシスタントによる診断書早期作成
への取り組みについて

第 37 回日本診療情報管理学会
学術大会

2011.9.29 福岡市

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

ＤＰＣコーディングチェックを活用した疾病別
医療コスト分析の試み

第 37 回日本診療情報管理学会
学術大会

2011.9.30 福岡市

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
清水　直美

ガイドライン勉強会は診療情報管理士の能力
向上にどのような効果をもたらすか

第 37 回日本診療情報管理学会
学術大会

2011.9.30 福岡市

紀川　収次	 萬成　浩治
周管　高士	 川本　俊治

「研修」を「実習の職場」で活用するには
〜宿泊研修・フォローアップ研修を活用して〜

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

山崎　貴元 メディカルクラークの有効活用を目指して！ 第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

野村　猛世 未収金分割支払患者の継続を目指して 第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

寺尾　秀二 算定漏れ防止の取り組みについて 第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

石飛　順平	 貫目　志保
河野　由佳	 戸田　秀俊
川本　俊治

地域医療ネットワークシステムを使った病
診連携強化への取り組み

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市
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久保めぐみ	 川本　俊治
松古冨美子	 尾崎　水香
河本　佳子	 西村　千絵
清水　直美

狭心症における DPC を使用した経営解析
の試み〜診療情報管理士の視点からみた出
来高差額の要因の検証〜

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

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

肺炎登録例における DPC 包括点数と出来
高点数差額の要因について

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

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

大腸EMR例におけるDPC包括点数と出来
高点数の差額の解析

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

玉野緋呂子	 新美　寛正
伊藤　琢生	 沖川　佳子
木村　朗子	 竹林　　実
鵜池　敏令	 西澤　修一
森貞　尚之	 満井　尚子
谷保　智美	 西巻　美幸
下高　美和	 倉澤　和枝
冨原　寿恵	 貫目　志保
河野　ゆか	 田部　佳子
折本　陽一	 甲斐亜弥子
高田　　昇

呉医療センターにおけるHIV感染症への取
り組み　医療チームの立ち上げと現状

第 25 回日本エイズ学会
学術集会・総会

2011.11.30 東京都

ME 管理室
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

EES 留置６ヶ月後に虚血をきたし IVUS に
て Black	Wall 様狭窄が確認された１例

2011	Winter	Intervention	
Conference

2011.2.18 岩手県
八幡平市

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

当院の医療機器管理システム運用について 平成 23 年度広島県臨床工学	
技士会学術大会

2011.5.8 広島市

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

当院での血液ガス分析装置の管理 平成 23 年度広島県臨床工学	
技士会学術大会

2011.5.8 広島市

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

シミュレーションにより原因不明のエラー
が解明できた 1例

平成 23 年度広島県臨床工学	
技士会学術大会

2011.5.8 広島市

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	 安本　正徳
仁井谷　学	 濱田　宜和

自己血回収装置を使用した整形外科手術の
出血に関する検討

平成 23 年度広島県臨床工学	
技士会学術大会

2011.5.8 広島市

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

当院の医療機器管理システム運用の現状 第 21 回日本臨床工学会 2011.5.21 別府市

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

ME機器管理ソフトの電子カルテ連携が機
器使用状況に与える影響の検討

第 21 回日本臨床工学会 2011.5.21 別府市

多賀谷正志	 松田　守弘
原　　和信

当院におけるAntitachycardia	Pacing の停
止率

第 21 回日本臨床工学会 2011.5.21 別府市
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石崎　光理	 原　　和信
小田　洋介	 入船　竜史
多賀谷正志	 半田　宏樹
市川　峻介

電子カルテと連携した医療機器管理システム 第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

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	 安本　正徳
仁井谷　学	 濱田　宜和

整形外科手術における自己血回収装置の出
血量に関する検討

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

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

シミュレーションにより i-Lab のシステム
エラーを解明できた 1例

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

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

高気圧酸素治療における耳痛の検討 第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

入船　竜史	 原　　和信
小田　洋介	 多賀谷正志
市川　峻介

痙攣発作が初期症状の酸素中毒発生時の対
応について

第 46 回日本高気圧環境・潜水
医学会学術総会

2011.10.28 東京都

市川　峻介	 多賀谷正志
入船　竜史	 小田　洋介
原　　和信

減圧障害に対し高気圧酸素治療を行った 1
症例

第 46 回日本高気圧環境・潜水
医学会学術総会

2011.10.28 東京都

多賀谷正志	 原　　和信 シンポジウム：MEの現状と今後 第1回中国四国臨床工学技士大会 2011.10.30 米子市

多賀谷正志	 川本　俊治
原　　和信

個人単位でのME機器使用登録システム導
入におけるME機器管理に及ぼす影響

第 31 回医療情報学連合大会 2011.11.21 鹿児島市

看護学校
演者 演題名 学会名 発表日 場所

金子真由美　　乗松　貞子 * 腰背部温罨法における湿熱法と乾熱法によ
るリラクセーション効果の比較

第 37 回一般社団法人日本看護
研究学会学術集会

2011.8.8 横浜市

竹丸　徳子	 東條　美春 メンバーシップ体験学習前後の看護学生の
認識の変化

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

西川　真由	 東條　美春 基礎看護学実習２実習要綱説明後の看護学生
の不安と取り組み姿勢

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市

医療技術センター
演者 演題名 学会名 発表日 場所

高濱　賢一	 森脇　克行
山下　芳典	 小杉　恭子
森吉由希子	 藤坂美穂子
榎　　洋子	 市川　峻介
石田　洋子	 萬成　浩治
西平　勝美	 上池　　渉

呉医療技術センター（スキルス・ラボ）設
立と運営状況

第 65 回国立病院総合医学会 2011.10.8 岡山市
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消化器科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Kuwai	T ESD	using	a	scissors	Type	kife	for	early	
esophageal	neoplasms.

UEGW（19th	United	European	
Gastroenterology	Week）

2011 . 10 . 22 Stockholm,	
Sweden

精神科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

Antidepressants	activate	expression	of	
fibroblast	growth	factor	receptor（FGFR）
signaling	in	glial	cells:	Involvement	in	
glial	cell	line-derived	neurotrophic	factor
（GDNF）production.	

2 nd	Congress	of	Asian	College	
of	Neuropsychopharmacology	
Jointly	with	2011 Annual	
Meeting	of	KCNP

2011 . 9 Seoul,	Korea

Kajitani	N*
Hisaoka	K
Kaneko	M*
Kasai	M
Yano	R
Okada-Tsuchioka
Morioka	N*
Takebayashi	M
Nakata	Y*

The	increase	of	FGF- 2	expression	by	
amitryptyline	and	noradrenaline	could	
be	mediated	different	mechanisms	in	rat	
primary	cultured	astrocytes.	

2 nd	Congress	of	Asian	College	
of	Neuropsychopharmacology	
Jointly	with	2011 Annual	
Meeting	of	KCNP

2011 . 9 Seoul,	Korea

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

Antidepressants	activate	expression	of	
fibroblast	growth	factor	receptor（FGFR）
signaling	in	glial	cells:	Involvement	in	
glial	cell	line-derived	neurotrophic	factor
（GDNF）production.	

41 st	Annual	Meeting	of	Society	
for	Neuroscience

2011 . 11 Washington	
DC,	USA

Okada-Tsuchioka	M
Takebayashi	M
Segawa	M
Hosoi	M
Kajitani	N*
Shibasaki	C
Yano	R
Hisaoka	K
Morinobu	S

Electroconvulsive	seizure（ECS）increases	
thrombospondin- 1（TSP- 1 ）expression	
in	the	adult	rat	hippocampus.

41 st	Annual	Meeting	of	Society	
for	Neuroscience

2011 . 11 Washington	
DC,	USA

外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Endo	S
Yoshikawa	Y
Hatanaka	N
Tominaga	H
Shimizu	Y
Hiraoka	K
Nishitani	A
Irei	T
Nakashima	S
Park	M
Takahashi	H
Wakahara	M
Kamiike	W

Prognoses	of	patients	aged	85	years	and	
older	with	gastric	carcinoma

9 th	International	Gastric	Cancer	
Congress

2011 . 4 . 21 Seoul,	Korea

国際学会発表
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Endo	S
Yoshikawa	Y
Hatanaka	N
Tominaga	H
Shimizu	Y
Hiraoka	K
Nishitani	A
Irei	T
Nakashima	S
Park	M
Takahashi	H
Wakahara	M
Saito	A
Kuraoka	K
Taniyama	K
Kamiike	W

Our	experience	in	treating	well-
differentiated	endocrine	carcinoma	
（malignant	carcinoid）of	the	stomach

18th	Asian	Congress	of	
Surgery	&	37th	PCS	Mid-year	
Convention

2011 . 5 . 12 Cebu	City,	
Philippines

Irei	T
Wakahara	M
Takahashi	H
Park	M
Nakashima	S
Hiraoka	K
Nishitani	A
Endo	S
Shimizu	Y
Tominaga	H
Hatanaka	N
Yoshikawa	Y
Kamiike	W

Surgical	outcomes	of	13	patients	with	
carcinoma	of	the	papilla	of	vater

18th	Asian	Congress	of	
Surgery	&	37th	PCS	Mid-year	
Convention

2011 . 5 . 12 Cebu	City,	
Philippines

Shimizu	Y
Yoshikawa	Y
Hatanaka	N
Tominaga	H
Endo	S
Nishitani	A
Irei	T
Hiraoka	K
Boku	M
Wakahara	M
Honmyo	N
Kato	H
Miyamoto	K
Takahashi	H
Kamiike	W

Laparoscopic	resolution	in	four	cases	of	
strangulation	ileus	in	the	female	pelvis

The	4th	KURE	international	
medical	forum

2011 . 7 . 22 Hiroshima,	
Japan

乳腺外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Kato	H
Takahashi	H
Kinoshita	T
Miyamoto	K
Yoshikawa	Y
Taniyama	K
Kamiike	W

Our	Treatment	for	Breast	Ductal	
Carcinoma	in	Situ

The	22 nd	Rajavithi	Annual	
Meeting	2011 :	The	Diamond	
Jubilee	of	International	Medical	
Excellence

2011 . 2 . 21 Bangkok,	
Thailand

整形外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Matsuo	T
Shimose	S*
Kubo	T*
Fujimori	J*
Sugita	T
Yasunaga	Y*
Ochi	M*

Expression	of	p 38	and	human	telomerase	
reverse	transcriptase	in	90	sarcomas.	

American	Academy	of	Orthopaedic	
Surgeons	2011	Annual	Meeting

2011 . 2 . 15 San	Diego,	
USA



− 253 −

2011年（平成 23年）度　　年　　報

業
　
　
績

Kubo	T*
Shimose	S*
Matsuo	T
Ochi	M*
Fujimori	J*

Diversity	of	angiogenesis	among	malignant	
bone	tumors.

American	Academy	of	
Orthopaedic	Surgeons	2011	
Annual	Meeting

2011 . 2 . 15 San	Diego,	
USA

Hamasaki	T Posterior	cervical	$	lumbar	MIS	
cadaveric	workshop

2011 . 10 . 5 Chiang	Mai	,	
Thailand

Hamasaki	T
John	M	Rhee*
Hachisuka	H
Sugita	T

Anatomy	of	the	Cervical	Laminoplasty	
Trough	Region

2 nd	Annual	Meeting	of	Cervical	
Spine	Research	Society	Asia	
Pacific

2011 . 4 . 28 Busan,	Korea

呼吸器外科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Yamashita	Y Utility	and	feasibility	of	pure	VATS	
lobectomy	by	using	bipolar	scissors	
through	flexible	thoracoscope

14th-World	Conferenceon	Lung	
Cancer

2011 . 7 . 3 Amsterdam,	
Holland

産婦人科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Takehara	K The	prevalence	of	human	papillomavirus	
types	52	and	58	in	uterine	cervical	lesions	
from	Japanese	women.

2011	ASCO	Annual	Meeting 2011 . 6 . 3 Chicago,	USA

放射線科（診断部門・技師部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Futami	T
Takaki	A
Fukuoka	H
Nada	T
Asahara	T
Himeno	K
Taniyama	K
Kamiike	W

Motion	Track	Function	for	MRI The	22 nd	Rajavithi	Annual	
Meeting	2011 :	The	Diamond	
Jubilee	of	International	Medical	
Excellence

2011 . 2 . 21 Bangkok,	
Thailand

放射線科（治療部門）
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Yamamoto	M Prediction	of	displacement	during	radiation	
therapy（intrafraction	motion）in	
treatment	planning	for	patients	with	head	
and	neck	neoplasm

ESTRO	International	Oncology	
Forum

2011 . 5 . 8 London,UK

麻酔科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Moriwaki	K
Miki	T
Tajima	M
Kurita	S
Sanuki	M
Shiroyama	K
Hashimoto	K

Occurrence	of	Myofascial	Pain	in	Patients	
with	Prolonged	Pain	after	Thoracic	
Surgery-An	Observation	Study	in	a	
Postsurgical	Pain	Service

ASA	2011 :	The	annual	meeting	
of	the	American	Society	of	
Anesthesiologists

2011 . 10 . 16 Chicago,	USA

臨床研究部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Taniyama	K Liquid	Based	Cytology	for	Uterine	Cervix	
in	Japan	and	HPV	genotyping	in	Asia

The	18th	Thai-Japanese	
Workshop	in	Diagnostic	
Cytopathology.

2011 . 1 . 19 Phang	Nga,	
Thailand

Taniyama	K Liquid-Based	Cytology	for	Uterine	Cervix	
in	Japan	and	HPV	in	Asia	with	special	
reference	to	HPV	genotyping,p16/p21	
expression	and	DNA	methylation.

XVI	Indo-U.S.	Internationak	
CME

2011 . 2 . 11 Allahabad,	
India
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Taniyama	K Cytopathology	Reporting	for	Breast	Cancer	
in	Japan

The	22nd	Rajavithi	Annual	
Meeting	2011:	The	Diamond	
Jubilee	of	International	Medical	
Excellence

2011 . 2 . 21 Bangkok,	
Thailand

Taniyama	K Human	papillomavirus	types	52	and	58	in	
uterine	cervical	squamous	lesions

International	Conference	and	
Exhibition	on	Virology

2011 . 9 . 5 Baltimore，	
USA

病理診断科
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Nishimura	T
Harada	E
Sakane	J
Toda	T
Saito	A
Kuraoka	K
Fujimoto	K
Tatsushima	J
Takehara	K
Taniyama	K

Liquid-Based	Cytology	and	HPV	Typing	of	
Uterine	Cervical	Diseases	in	Japan.

The	18th	Thai-Japanese	
Workshop	in	Diagnostic	
Cytopathology.

2011 . 1 . 19 Phang	Nga,	
Thailand

Nakazawa	A
Sakane	J
Nishimura	T
Saito	A
Kuraoka	K
Masaki	K
Yamaguchi	A
Kohno	H
Taniyama	K

Pancreatic	endocrine	tumor The	18th	Thai-Japanese	
Workshop	in	Diagnostic	
Cytopathology.

2011 . 1 . 19 Phang	Nga,	
Thailand

看護部
演者 演題名 学会名 発表日 場所

Futami	T Motion	Track	Function	for	MRI The	22nd	Rajavithi	Annual	
Meeting	2011:	The	Diamond	
Jubilee	of	International	Medical	
Excellence

2011 . 2 . 21 Bangkok,	
Thailand

Aoshiba	T Nursing	in	Japan	-	Current	Issues	and	
Future	Perspectives

The	22nd	Rajavithi	Annual	
Meeting	2011:	The	Diamond	
Jubilee	of	International	Medical	
Excellence

2011 . 2 . 21 Bangkok,	
Thailand
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著　　書

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 肥満症診断基準 2011 ６．脂肪細胞機能と内臓脂肪 齋藤　　康
（委員長）

日本肥満学会 26-28 2011.10

産婦人科
著者 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

翻訳：
佐村　　修
川上　洋介
數佐　淑恵
岡本　　啓
中村　紘子
他

ニューイングランド周
産期マニュアル　胎児
疾患の診断と管理

Gen	Thorac	Cardiovasc	Surg 宗田　聡
（監訳）

佐村　修
（監訳）

南山堂 2011.4.13 東京

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 手術室・ICU で使う薬
剤ノート改訂

利尿薬 川本昌志 MCメディカ出版 182-194 2011.01 大阪

森脇　克行 神経障害性疼痛 神経障害性疼痛の診断 眞下節 克誠堂出版 54-60 2011.11 東京

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

Pain	Management	
Yearbook	2009

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

Joav	Merrick Nova 147-153 2011 New	
York

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
Morii	N
Kuraoka	K

Topoisomerase	II-
alpha	index	predicts	
the	efficacy	of	
anthracycline-based	
chemotherapy	for	
breast	cancer

HER2	and	Cancer Sophie	I,	
Williams	et	al.

Nova	Science	
Publishers

187-200 2011
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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 3種類のDPP-4 阻害薬の使い方
〜ネシーナ錠の使用経験

第 17回広島臨床糖尿病カンファレンス 2011.1.20 広島市

河村　智一 インクレチン関連薬の臨床的意義 呉市病診連携の会　学術講演会 2011.2.18 呉市

河村　智一 インスリン製剤・GLP-1 アナログ製剤
　使い方のコツ

呉地区糖尿病症例検討会 2011.2.24 呉市

河村　智一 第 3回注射	
「インスリン 1日 3回注射法について」

広島糖尿病を語る会　第 7回スモール
セミナー

2011.3.12 広島市

河村　智一 インクレチン関連薬の臨床的意義 佐伯地区（能美支部）学術講演会 2011.4.19 江田島市

河村　智一 インスリングルリジンとインスリングラ
ルギンによる強化インスリン療法の導入

Insulin	Medical	Tribune	Forum	2011 2011.5.28 広島市

河村　智一 糖尿病治療薬の最近の話題
〜GLP-1	受容体作動薬〜

広島県病院薬剤師会呉支部研修会 2011.6.30 呉市

河村　智一 2型糖尿病のインスリン療法について インスリン治療を語る会 2011.8.31 呉市

河村　智一 エクア錠 50 ｍｇの使用経験 エクア錠発売 1周年記念講演会 2011.9.7 呉市

河村　智一 リラグルチドの長期使用から診た有用性
について

第 2回呉地区糖尿病症例検討会 2011.9.15 呉市

河村　智一 症例提示 ビクトーザ	Round	Table	Discussion 2011.10.7 広島市

河村　智一 インスリンと GLP-1 受容体作動薬の使
い分け

第 17 回広島臨床糖尿病談話会 2011.11.24 広島市

河村　智一 インクレチン関連薬の使用経験 広島市東区医師会　特別講演 2011.12.20 広島市

血液・腫瘍内科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

新美　寛正 抗真菌薬―あなたなら何を選ぶ 第 9回キャンディン研究会 2011.3.5 東京都

沖川　佳子 造血幹細胞移植の前処置を考える In	vivo	T 細胞除去移植研究会 2011.9.3 丸亀市

神経内科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

鳥居　　剛 症例提示 /昨年のアンケート状況と
照らし合わせて

第３回広島頭痛ネットワーク 2011.4.6 広島市

音成秀一郎 呼吸障害を呈した延髄外側梗塞の 1例 第 3回 Stroke	Conference	in	KURE 2011.4.22 呉市

鳥居　　剛 虚血性脳血管障害の慢性期治療 メディカルトリビューン特別企画座談会 2011.4.28 広島市

鳥居　　剛 脳卒中の管理ｰ脳卒中ガイドライン 2009
以降の知見とあわせてｰ

呉脳疾患勉強会 2011.5.25 呉市

末田　芳雅 脳卒中診療 overview	
〜この 10 年を振り返って〜

若手神経内科医による脳卒中研究会 2011.7.21 広島市

鳥居　　剛 パーキンソン病　〜治療の行方〜 パーキンソン病講演会 2011.11.5 呉市

篠崎ゆかり 頭痛と卵円孔開存を合併した脳梗塞の
１例

第 11 回呉脳疾患カンファレンス 2011.11.11 呉市

教育講演活動・学術講演会等
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鳥居　　剛 日本人の脳梗塞を考える
−	慢性期を見据えた急性期からの	
薬剤選択−

「新薬と臨床」誌上座談会 2011.11.30 広島市

消化器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

水本　　健 脊椎変形症により気道狭窄を来した 1例 呉内科会 2011.2.27 呉市

呼吸器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

古玉　純子 当院におけるアバスチン使用例の報告 肺がん治療最前線講演会 2011.4.6 広島市

中野喜久雄 がんを疑われた時、あなたはどうします
か？

みんなで支えしっかり治そうがん医療
がん講演会

2011.5.14 広島市

中野喜久雄 睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病です 55 の会 2011.10.1 広島市

循環器科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

西山　浩彦 症例提示 大阪大学Workshop	with	Abbott	Vascular	
Japan

2011.6.28 吹田市

川本　俊治 動脈硬化はよくなるのか？
―心臓CTを使って―

第 4回呉市民ハートフォーラム 2011.7.9 呉市

田村　　律 PCI 患者におけるアテローム性血栓症
（ATIS:	Athero	Thrombos	IS）予防の重
要性

Coronary	Intervention 誌掲載企画
（レクチャーならびにインタビュー）

2011.7.16 岡山市

松田　守弘 心筋梗塞の地域連携パスによる臨床的
影響について

Circulation	Meeting	　―肥満と生活
習慣病の地域連携パスをめぐって―

2011.10.21 呉市

中本　　敬 治療抵抗性の拡張型心筋症の一例 第 3回 Kure	Circulation	Conference 2011.12.18 呉市

西本　織絵 拘束型心筋症との鑑別に苦慮した収縮性
心膜炎の一例

第 3回 Kure	Circulation	Conference 2011.12.18 呉市

精神科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

竹林　　実 気分障害の薬物治療のエッセンス 第5回広島県精神科勉強会 2011.2.19 広島市

片岡　　努 甲状腺ホルモン補充療法が有効と考えら
れた双極性障害の 1例

ラミクタール適応拡大記念講演会
in 広島

2011.10.14 広島市

竹林　　実 うつ病の臨床と研究 佐伯臨床研修会精神科医会 2011.11.10 廿日市市

小児科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

宮河真一郎 CCSと晩期合併症 高知県小児内分泌代謝糖尿病研究会 2011.3.11 高知市

壷井　史奈 ロタウイルス脳症の 1例 第 274 回呉小児科医会（第 56 回呉小児
疾患検討会）

2011.5.17 呉市

宮河真一郎 こどもの低身長
〜その早期発見のポイント〜

子ども健康セミナー 2011.6.18 広島市

宮河真一郎 こどもの低身長
〜その早期発見のポイント〜

子ども健康セミナー 2011.7.8 廿日市市
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外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

西谷　暁子 再発GIST症例に対する手術適応はある
か？

第 4回廣島 GIST研究会 2011.2.4 広島市

若原　　誠 右側腹部痛と嘔吐を繰り返した一例 第 12 回呉腹部救急研究会 2011.2.8 呉市

西谷　暁子 症例提示を基にしたディスカッション
2例
・スーテントの長期処方の成功例
・切り替えのタイミングが困難な症例

座談会「スニチニブを用いた最適なGIST
治療」

2011.2.11 東京都

吉川　幸伸 呉地区におけるがん診療地域連携の現状
―呉がんチーム医療研究会の取り組み―

Hiroshima	Clinical	Oncology	Network
（SLILY）第１回学術交流会

2011.8.5 広島市

種村　匡弘 遠隔成績からみた 1型糖尿病に対する脳
死膵臓移植の現状と明日の糖尿病再生医
療を構築する基礎研究

第 253 回呉消化器病研究会
（平成 23年度　呉消化器病研究会総会）

2011.10.15 呉市

種村　匡弘 遠隔成績からみた 1型糖尿病に対する脳
死膵臓移植の現状と再生医療を応用した
次世代型糖尿病根治療法の開発

第 14 回阪神胆膵疾患研究会 2011.12.2 西宮市

乳腺外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

加藤　大典 乳がんの最新の治療について 佐伯地区医師会（能美島）学術講演会 2011.2.15 江田島市

加藤　大典 パネルディスカッション
症例１：	ER陽性HER2陽性の転移性	

乳がん症例における薬物療法
症例２：ホルモン療法の選択

第3回中国地区	Pfizer	Breast	Cancer	
Symposium

2011.3.5 岡山市

加藤　大典 地域連携と術後フォロー 第 11 回京都乳癌コンセンサス会議 2011.6.18 京都市

加藤　大典 エリブリン国内第Ⅱ相試験における症例
報告

ハラヴェン講演会 2011.7.8 広島市

加藤　大典 再発乳癌の最近の話題 広島がん化学療法看護研究会 2011.8.26 広島市

整形外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

濱田　宜和 RAの病態と治療	
—リウマチは治せる？—

呉市薬剤師会研修会 2011.6.16 呉市

濱﨑　貴彦 巨大L5横突起基部にて椎間孔外で神経
根障害を来した一例

第8回呉脊椎脊髄病研究会 2011.7.29 呉市

濱﨑　貴彦 当院におけるトラムセットの使用状況 第2回広島慢性疼痛治療研究会 2011.11.10 広島市

蜂須賀裕己 母指末節骨骨腫瘍の再発に対し組織再建
を試みた一例

第 81 回呉整形外科研究会 2011.11.25 呉市

泉田　泰典 人工膝関節置換術に対する多血小板血漿
（PRP）の使用経験

第 81 回呉整形外科研究会 2011.11.25 呉市

松尾　俊宏 骨軟部肉腫の治療経験
―今後の展望を踏まえて―

第 81 回呉整形外科研究会 2011.11.25 呉市

脳神経外科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

大下　純平 AV	shunt を伴った静脈性血管腫が考慮
された 1例

第3回Stroke	Conference	in	KURE 2011.4.22 呉市

大庭　信二 頭蓋内・外狭窄症例と冠動脈疾患合併例
への対応

ATIS	SUMMIT	in	KURE 2011.9.30 呉市
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大庭　信二 脳虚血に対する治療の最前線 学術講演会 2011.10.18 江田島市

大下　純平 Spinal	Epidural	AVFの 1例 Hiroshima	Neuroendovascular	 2011.11.4 広島市

伊藤　陽子 視床痛に対し脊髄電気刺激療法を行った
1例

第 11 回呉脳疾患カンファレンス 2011.11.11 呉市

大下　純平 Target	coil が有用であった脳動脈瘤
塞栓術の一例

第十回広島血管内治療研究会 2011.12.17 広島市

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 ERASに基づく肺がん周術期管理の
新しい試み

呉エリアERAS講演会 2011.2.25 呉市

原田　洋明 肺癌診療 ･治療における新たな取り組み 第 39 回人吉・球麻最新医療研究会 2011.3.3 人吉市

山下　芳典 ・スクリーニングと栄養アセスメント
・静脈栄養と中心静脈カテーテル
・重症患者に対する早期経腸栄養法
・経腸アクセス装置・経腸栄養システム

第 43 回中国地区TNT研修会 2011.
4.16-17

広島市

山下　芳典 ・スクリーニングと栄養アセスメント
・栄養必要量と水分必要量
・症例検討：COPD	
・重症患者に対する早期経腸栄養法
・経腸栄養アクセスデバイス
・経腸栄養システム

第 44 回中国地区TNT研修会 2011.
5.28-29

米子市

山下　芳典 知って得する呼吸と栄養のピットホール 下関栄養サポートネットワーク勉強会 2011.7.30 下関市

難波　将史　　本明　慈彦
竹中　千恵　　原田　洋明
山下　芳典

大動脈から 3本の流入動脈と奇静脈への
還流を認めた肺分画症の 1例

第 29 回呉胸部疾患カンファレンス 2011.12.3 呉市

皮膚科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

真田　聖子 褥瘡に関する基礎知識と当施設の
取り組みについて

第50回呉地区薬剤師勉強会 2011.1.20 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 前立腺がんに対する手技及び、最近の
話題

第10回北広島泌尿器研究会 2011.2.28 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘除術 第 22 回玄海泌尿器科学セミナー 2011.7.6 北九州市

繁田　正信 泌尿器科における縫合を有する腹腔鏡
手術

第 30 回熊本泌尿器科医会学術講演会 2011.11.18 熊本市

耳鼻咽喉科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

平川　治男 耳鼻咽喉科のめまい 佐伯地区医師会能美地区月例学術講演会 2011.11.15 江田島市

放射線科（診断部門・技師部門）
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

智原　大郎 講義「超音波検査について」 広島国際大学学生実習前講義 2011.7.1 東広島市

水嶋　徳仁 広島県 3地域における品質管理体制に
ついて呉・東広島地区の現状

日本放射線治療専門放射線技師認定
機構　中国ブロック研修会

2011.10.22 広島市

小畑　慶己 基礎演習講義
「一般撮影（頭頚部・甲状腺）」

日本放射線技師会　基礎演習 2011.11.13 岡山市
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大川　英作 放射線治療装置更新施設報告 国立病院療養所中国地区放射線技師会
モダリティー勉強会

2011.11.5 下関市

要田絵里加
渡部　恵美

マンモグラフィー施設認定取得のための
アドバイス

国立病院療養所中国地区放射線技師会
モダリティー勉強会

2011.11.5 下関市

水嶋　徳仁 高精度放射線治療技術「IMRT対応
リニアック単独購入について」

平成 23年度中国四国ブロック内研修会 2011.12.17 下関市

古志　和信 高精度放射線治療技術「IMRT対応
リニアックQA機器購入について」

平成 23年度中国四国ブロック内研修会 2011.12.17 下関市

姫野　　敬 ランチョンミーティング「放射線治療
品質管理支援制度について」

平成 23年度中国四国ブロック内研修会 2011.12.17 下関市

麻酔科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

森脇　克行 ニューロパシックペイン 第12回広島がん疼痛治療研究会 2011.1.26 広島市

森脇　克行 神経障害性疼痛の診療
―ペインクリニックの経験から

リリカ　新発売記念講演会 2011.1.28 広島市

森脇　克行 静脈血栓塞栓症の予防―最近の動向 第 81 回呉整形外科研究会 2011.11.25 呉市

薬剤科
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

西澤　修一 呉地区調剤薬局薬剤師に対する循環器病
薬のアンケート調査報告

第4回呉生活習慣病地域連携パス研究会 2011.9.30 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 症例検討 呉地区血液研修会 2011.2.4 呉市

下中　秋子 感染対策講習会
当院に導入した感染制御支援システムに
ついて

平成 22 年度中国四国ブロック内院内
感染対策研修会

2011.2.24 東広島市

斉藤　幸枝 NST研修　講師 中国四国ブロックNST研修会 2011.6.24 呉市

藤本貴美子 子宮頸がんとヒトパぴローマウイルス 子宮がん検診啓発プログラム（検査士会） 2011.9.12 柳井市

遠藤　竜也 臨床検査技師実習技能研修 中国四国ブロック実務研修 2011.11.12 岡山市

斉藤　幸枝 NST研修　講師 中国四国ブロックNST研修会 2011.12.2 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 広島県医師会サーベイ細胞診フォト
サーベイ

臨床検査精度向上研修会 2011.2.13 広島市

坂根　潤一 広島県医師会サーベイ病理検査フォト
サーベイ

臨床検査精度向上研修会 2011.2.13 広島市

臨床研究部
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

木場　崇剛 チーム医療と抗がん剤の治療について 第54回呉地区薬剤師勉強会 2011.10.13 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

白野　容子 病態別栄養アセスメント 広島県立大学健康栄養学科 2011.4.13
2011.4.20
2011.4.27
2011.5.11
2011.5.18
2011.5.25
2011.6.1
2011.6.8

広島市

白野　容子 地域で取り組むメタボ対策　食生活での
サポート継続の秘訣

呉心臓疾患勉強会 2011.5.17 呉市

坪井　和美 栄養サポートチーム加算〜当院における
取り組みと今後の課題〜

第 14 回 NSTを本音で語る会 2011.5.21 呉市

大河内友美 チームで取り組む肺がん周術期の包括的
呼吸リハビリテーションにおける栄養面
のサポート

肺癌周術期の栄養管理を考える 2011.7.1 呉市

南本　裕介 今日からできる！を目指した糖尿病教室
開催に向けた取り組み

第 8回中国四国ブロック国立病院管理
栄養士協議会

2011.7.2 岡山市

大河内友美 人工呼吸器管理中の栄養管理について 第 2回呼吸器管理研修会 2011.7.9 呉市

白野　容子 栄養アセスメントに基づいた栄養ケア
プランの作成と実際

平成 23 年度広島県栄養士会生涯学習
シンポジウム

2011.9.3 広島市

白野　容子 患者さんに、「実践してみよう」と
思ってもらえる、栄養食事指導

第 2回呉地区糖尿病症例検討会 2011.9.15 呉市

白野　容子 褥瘡の栄養管理 認定看護師教育課程皮膚排泄ケア分野
専門コース

2011.9.20 呉市

白野　容子 がん患者の栄養評価 平成 23 年度がん看護研修会 2011.11.9 呉市

大河内友美 臨床栄養学 独立行政法人国立病院機構呉医療
センター附属看護学校

2011.11.22
2011.11.29
2011.12.06
2011.12.13
2011.12.20

呉市

看護部
演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

下高　美和
下中　秋子

当院に導入した感染制御支援システムに
ついて

平成22年度中国四国ブロック内
院内感染対策研修会

2011.2.24 東広島市

藤井　　彩 がんと向き合う心のケア 第17回「がんサロン」 2011.7.8 呉市

福田　聖子 ・褥瘡処置について
・褥瘡発生予防と対応におけるスキル

院内教育　関係職種学習会 2011.8.8 呉市

藤井　　彩 うつ病患者の看護 平成 22 年度看護公開講座 2011.9.4 呉市

福田　聖子 ・褥瘡ケアの実際
・	褥瘡予防の注意点、効果的なケアの	
実際

院内教育　関係職種学習会 2011.9.27 呉市

中西　貴子 「	当院でのがん患者カウンセリングの	
現状と課題」

進行期癌での本音の対話を考える会 2011.10.7 呉市

新谷　洋美 ・	主要ながん化学療法薬レジメンと	
その看護
・	がん化学療法に伴う身体の変化と	
症状緩和技術

認定看護師教育課程がん化学療法
看護コース　講師

2011.12.9 東京
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ラジオ
出演者 放送局名 放送日時 番組名

田中　浩二 広島FM 3月 14 日〜17 日 Medical	Q：インプラントについて
田中　浩二 広島FM 6月 6日〜9日 Medical	Q：虫歯予防について（歯の衛生週間）
田中　浩二 広島FM 8月 15 日〜18 日 Medical	Q：歯科心身症について
安本　正徳 広島FM 5月 2日〜 5日 Medical	Q：	脱臼
安本　正徳 広島FM 7月 18 日〜 21 日 Medical	Q：	半月板損傷
安本　正徳 広島FM 9月 26 日〜 29 日 Medical	Q：肉離れ

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 2011.1.29 抗うつ薬の選び方 朝刊
中前　尚久 中国新聞 2011.3.16 現場のスタッフ負担大　医療資材の不足　把握を

中国地方　派遣チーム惨状報告
朝刊

川本　俊治 中国新聞 2011.5.25 患者の情報　ネットで共有
検査や薬剤　重複を防止

朝刊

上池　　渉 中国新聞 2011.6.28 でるた　和気満堂 夕刊
竹林　　実 讀賣新聞 2011.7.3 病院の実力　

悩み改善　回復のカギ
治療法の選択肢　幅広く用意

朝刊

上池　　渉 中国新聞 2011.7.22 乳癌＆子宮頸がんの無料クーポン配布がスタート Cue
大村　一郎 讀賣新聞 2011.8.14 カルテの余白に　スモン　何気ない幸せ奪った 朝刊
上池　　渉 讀賣新聞 2011.9.26 呉医療センターで最新治療を学ぶ　市民ら 朝刊
上池　　渉 中国新聞 2011.9.26 最新の医療　児童ら体感　　呉でフェスタ 朝刊
原田　洋明 中国新聞 2011.10.12 手術前リハビリ・治療後すぐに食事…

早期回復へ体力アップ作戦
朝刊

上池　　渉 日刊工業新聞 2011.12.8 医療情報　電子カルテと一体化　
呉医療センター　システム全面刷新

宮加谷靖介 中国新聞 2011.12.17 大災害　医の連携強化　活動協定を締結へ
派遣チーム連絡会議　広島県が初会合

朝刊

雑誌、定期刊行物、その他情報誌
筆者 雑誌名 掲載巻・号 タイトル 掲載月

上池　　渉 medi	magazine
（協和発酵キリン）

No.	8 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.
Winter

上池　　渉 Excellent	Hospital
（沢井製薬）

Excellent	Hospital
16 号

スタッフの能力を高めて活用する 2011.
Summer

上池　　渉 週刊ダイヤモンド 特大号 頼れる病院2012 2011.10
上池　　渉 PICC

（大鵬薬品工業）
PICC	No.5 「和気満堂」の心で行う　医療安全対策 2011.2

川本　俊治 Hope	Vision
（FUJITSU）

Vol.	15 カルテもネットも安心して同時に使える
「どこでもMy	Desktop」を実現！

2011.11

森脇　克行 餘韻（呉市医師会） No.	126 呉医療技術研修センターの利用状況ー地域医療に貢献できる
スキルス・ラボをめざして

2011.01

広報活動


