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IX

本業績に掲載された著書、論文、学会発
表は2012年（平成24年）１月１日〜12月31
日の間に発表されたものである。（但し､
論文はacceptされた時点のものも含む）
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

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

松本　昌泰＊ 　片岡　　敏＊  
鳥居　　剛　　高松　和弘＊  
寺坂　　薫＊

日本人の脳梗塞治療を考える 
─慢性期を見据えた急性期からの薬剤選択─

新薬と臨床 61（7）
別冊

48-53 
（1490-1495）

2012.07

松本　昌泰　　阿部　直美　 
磯部　尚幸　　上田久仁子　
宇津宮仁志　　大田　泰正　
大槻　俊輔　　大庭　信二　
沖田　一彦　　加世田ゆみ子　
吉川　正哉　　木平　健治　
木矢　克造　　栗栖　　薫　
黒木　一彦　　郡山　達男　
小島　　隆　　津村　　龍　
豊田　章宏　　鳥居　　剛　
服部　文子　　林　　拓男　
檜谷　義美　　堀江　正憲　
山下　拓史　　勇木　　清 

（地域保健対策協議会脳卒中医
療体制検討特別委員会）

脳卒中医療体制検討特別委員会平成 23 年度脳卒中
医療体制検討特別委員会報告書

広島医学　 65（12） 755-760 2012.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

中澤　綾子　　桑井　寿雄　
木村　治紀　　山本　宗平　
小林　知樹　　柾木　慶一　
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 広島医学 65（1） 27-30 2012.01

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

難聴で発症した胃癌による癌性髄膜症の１剖検例 広島医学 65（6） 458-462 2012.06

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

消化管出血を契機に発見され、バルーン小腸鏡
にて切除した十二指腸孤立性 Peutz-Jeghers 型ポ
リープの 1 例

日本消化器内視鏡学
会雑誌

54（7） 2014-2021 2012.07

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

腫瘍崩壊症候群をきたした胃癌の 1 例 日本消化器病学会雑誌 109（8） 1372-1378 2012.08

茶山　一彰＊ 　相方　　浩＊

相光　汐美＊ 　荒木　康之＊

板本　敏行＊ 　井内　康輝＊

大段　秀樹＊ 　大林　諒人＊

柿沢　秀明＊ 　北本　幹也＊

吉川　正哉＊ 　吉良　臣介＊

高野　弘嗣　　小林　道男＊

坂口　孝作＊ 　高橋　祥一＊

武田　直也＊ 　田代　裕尊＊

田中　純子＊ 　津山　順子＊

中西　敏夫＊ 　仲本　典正＊

中本　　稔＊ 　檜谷　義美＊

堀江　正憲＊ 　舛田　一成＊

吉田　智郎＊ 　広島県地域保
健対策協議会肝疾患医療連携
推進特別委員会

肝疾患医療連携推進特別委員会平成 23 年度肝が
ん医療ネットワークによる医療連携体制について

広島医学 65（12） 842-850 2012.12

神経内科

消化器内科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

福岡　和也＊ 　関戸　好孝＊

樋田　豊明＊ 　河原　邦光＊

太田　三徳　　松村　晃秀　
岡田　守人　　岸本　卓巳　
中野喜久雄　　中野　孝司

悪性中皮腫の血清診断における可溶性メソテリン
関連ペプチド（SMRP:Soluble Mesothelin-related 
Peptides）の有用性に関する多施設共同試験

医学と薬学 68（1） 177-183 2012.07

中野喜久雄　　吉田　　敬　
北原　良洋　　難波　将史　
砂田　祥司

肺癌での化学療法継続に関する終末期医療の特徴
─他の固形癌との比較─

肺癌 52（7） 995-1000 2012.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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 2012.01

川本　俊治 先進施設に学ぶ仮想化　仮想化技術が医療機関の
IT 化に与えるインパクト

INNERVISION 27
（2 付録）

73-75 2012.01

川本　俊治 更新を機にした基幹系・情報系システム同時運用
化の効果を説く

「どこでも My Desktop」実現の運用を中心に

新医療 39（11） 53-57 2012.11

川本　俊治　　合田治英子
山崎　貴元　　山根　友己
上池　　渉

国立病院機構中国四国 23 施設における医師事務
作業補助と医療関係職の業務分担調査

医療 66（12） 676-680 2012.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

電気けいれん療法反応後の維持薬物療法に気分安
定薬の併用が有効であった統合失調症の 3 例

精神医学 54（1） 21-27 2012.01

岩本　崇志　　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 1 例

精神医学 54（3） 303-306 2012.03

森脇　昌哉　　岩本　崇志 
中津　啓吾　　小早川英夫 
竹林　　実

Paroxetine によるアパシー症候群が疑われた 1 例 広島医学 65（3） 181-183 2012.03

竹林　　実 電気けいれん療法 精神科 20（4） 409-411 2012.04

竹林　　実　　藤田　康孝　
柴崎　千代

ECT のバイオマーカーについて─近赤外線スペ
クトロスコピー（NIRS）による試み─

総合病院精神医学 24（2） 127-131 2012.04

竹林　　実 うつ病のグリア仮説と創薬の可能性について 精神科 20（6） 625-631 2012.06

竹林　　実 電気けいれん療法（ECT） 精神科 21（4） 375-381 2012.10

竹林　　実 有効な ECT 臨床的工夫　─サイン波からパルス
波へ・そして再発予防─

精神神経学雑誌 SS264-270 2012

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

花山　隆三　　田中　丈夫＊

岡島枝里子　　真田　和哉　
壷井　史奈　　友森麻衣子　
下薗　広行　　西村　　裕＊

佐倉　伸夫＊ 　宮河真一郎

上気道閉塞を来し、気管切開を施行した Hunter
症候群の 16 歳男児例

広島医学 65（1） 34-36 2012.01

香川　礼子＊ 　中川　朋子＊

友森麻衣子　　宇都宮朱里＊

原　　圭一　　岡田　　賢＊

宮河真一郎　　神野　和彦＊

西　　美和＊

膵体尾部欠損を伴った糖尿病の 1 例 小児科臨床 65（2） 248-251 2012.02

呼吸器内科

循環器内科

精神科

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

ヘルペス性歯肉口内炎治療中に判明した高安動脈
炎の 14 歳男児例

小児科 53（3） 389-392 2012.03

真田　和哉　　宮河真一郎 
米田祐梨子＊ 　才津　浩智＊  
岡島枝里子　　片岡　久子 
壷井　史奈　　友森麻衣子 
花山　隆三　　下薗　広行

PKHD1 遺伝子変異を認めた常染色体劣性多嚢胞腎
（ARPKD）による Potter sequence の 1 例

小児内科 44（5） 807-810 2012.05

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

中島　慎介　　畑中　信良
吉川　幸伸　　富永　春海
砂田　祥司　　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
谷山　清己

Low-Dose FP 療法にて CR となり長期生存中の食
道胃接合部癌の１例

癌と化学療法 39（10） 1559-1561 2012.01

和田　浩志＊ 　丸橋　　繁＊

小林　省吾＊ 　川本　弘一＊

江口　英利＊ 　種村　匡弘
梅下　浩司＊ 　土岐祐一郎＊

森　　正樹＊ 　永野　浩昭＊

【進行肝細胞癌の治療選択】 高度進行肝細胞癌に
対する IFN 併用化学療法の作用機序解明と治療効
果予測

消化器内科 54（1） 89-96 2012.01

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 39-43 2012.02

小林　省吾＊ 　永野　浩昭＊

和田　浩志＊ 　川本　弘一＊

丸橋　　繁＊ 　江口　英利＊

種村　匡弘　　梅下　浩司＊

森　　正樹＊ 　土岐祐一郎＊

【一問一答ではやわかり ! 術後ケアに生かせる解剖
生理】 胆道

消化器外科 Nursing 17（4） 356-365 2012.04

吉川　幸伸　　上池　　渉 クローズアップ・がん治療施設（26）独立行政法
人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセン
ター

臨床腫瘍プラクティス 8（2） 183-185 2012.05

遠藤　俊治　　吉川　幸伸
畑中　信良　　小関　萬里
阪尾　　淳＊ 　倉岡　和矢
谷山　清己　　上池　　渉

87 ヶ月無再発生存した胃内分泌細胞癌の 1 例 日本臨床外科学会雑誌 73（8） 1954-1959 2012.08

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

食道 gastrointestinal stromal tumor に横隔膜上食
道憩室を併発した 1 例

日本消化器外科学会雑誌 45（8） 817-825 2012.08

伊禮　俊充　　遠藤　俊治
富永　春海　　畑中　信良
吉川　幸伸　　上池　　渉

一期的手術を行った複数の消化管内結石を伴った
胆石イレウスの 1 例

日本臨床外科学会雑誌 73（11） 2936-2941 2012.11

向井　亮太＊ 　江口　英利＊

和田　浩志＊ 　川本　弘一＊

小林　省吾＊ 　丸橋　　繁＊

種村　匡弘　　梅下　浩司＊

土岐祐一郎＊ 　森　　正樹＊

永野　浩昭＊

TACE と肝切除術により長期生存を得ている両葉
多発肝細胞癌の 1 例

癌と化学療法 39（12） 1837-1839 2012.11

山中　千尋＊ 　和田　浩志＊

濱　　直樹＊ 　小林　省吾＊

秋田　裕史＊ 　川本　弘一＊

丸橋　　繁＊ 　江口　英利＊

種村　匡弘　　梅下　浩司＊

土岐祐一郎＊ 　森　　正樹＊

永野　浩昭＊

高度進行肝細胞癌（Vv3、IM3）に対し肝切除、
TACE にて長期生存を得ている 1 例

癌と化学療法 39（12） 1819-1821 2012.11

大久保恵太＊ 　濱　　直樹＊

小林　省吾＊ 　江口　英利＊

秋田　裕史＊ 　和田　浩志＊

川本　弘一＊ 　丸橋　　繁＊

種村　匡弘　　梅下　浩司＊

森　　正樹＊ 　土岐祐一郎＊

永野　浩昭＊

膵体尾部切除術後の膵頭部癌に対し残膵全摘術を
施行した 1 例

癌と化学療法 39（12） 2140-2042 2012.11

外科
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前田　　栄＊ 　和田　浩志＊

種村　匡弘　　小林　省吾＊

川本　弘一＊ 　丸橋　　繁＊

江口　英利＊ 　梅下　浩司＊

土岐祐一郎＊ 　森　　正樹＊

永野　浩昭＊

十二指腸癌術後の肝細胞癌に対して塞栓術と肝切
除を行った 1 例

癌と化学療法 39（12） 1988-1990 2012.11

長谷川慎一郎＊ 　江口　英利＊

丸橋　　繁＊ 　川本　弘一＊

和田　浩志＊ 　小林　省吾＊

種村　匡弘　　梅下　浩司＊

土岐祐一郎＊ 　森　　正樹＊

永野　浩昭＊

集学的治療を施行した門脈内腫瘍栓を伴う高度進
行肝細胞癌の 1 例 Source：癌と化学療法（0385-
0684）39 巻 12 号 Page1867-1869

癌と化学療法 39（12） 1867-1869 2012.11

岡島　正純＊ 　田中　信治＊

浅海　信也＊ 　有田　健一＊

池田　　聡＊ 　井谷　史嗣＊

井内　康輝＊ 　大越　裕章＊

岡　　志郎＊ 　岡本　志朗＊

小島　康知＊ 　小野川靖二＊

小松　弘尚＊ 　吉川　正哉＊

隅岡　正昭＊ 　武田　直也＊

立本　直邦＊ 　田邊　和照＊

田利　　晶＊ 　津山　順子＊

富安真紀子＊ 　豊田　和広＊

中原　雅浩＊ 　二宮　基樹＊

檜谷　義美＊ 　檜井　孝夫＊

平林　直樹＊ 　福田　敏勝＊

水野　元夫＊ 　吉川　幸伸
広島県地域保健対策協議会胃
がん・大腸がん医療連携推進
特別委員会

胃がん・大腸がん医療連携推進特別委員会　平成
23 年度　胃がん・大腸がんの医療連携体制の構築
に向けて

広島医学 65（12） 825-828 2012.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

山城　大泰 ホルモン療法による抑制 日本臨床　乳癌（第
2 版） 
─基礎と臨床の最新
研究動向─ 
Ⅲ乳癌の分子生物学
と発癌機序　分子生
物学

70
増刊号 7

88-91 2012.09

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

後十字靭帯温存型人工膝関節全置置換術後の膝蓋
骨低位により膝蓋骨下極・膝蓋腱接合部に patellar 
clunk 様症状をきたした 1 例

整形外科 63（1） 42-45 2012.01

好川　真弘　　安本　正徳
仁井谷　学　　泉田　泰典　
濱田　宜和　　倉都　滋之

人工膝関節置換術に対する多血小板血漿（PRP）
の使用経験

中部日本整形外科災
害外科学会雑誌

55（1） 195-196 2012.01

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

80 歳以上の頚髄症の神経学的所見 Journal of Spine 
Research

3（5） 744-746 2012.05

蜂須賀裕己　　木森　研治＊ 陳旧性マレットならびにボタン穴変形に対する再
建術後のリハビリテーション

Monthly 
Book Medical 
Rehabilitation

No.145 11-15 2012.06

蜂須賀裕己　　泉田　泰典 
濱㟢　貴彦　　松尾　俊宏 
濱田　宜和　　杉田　　孝

ロッキングプレートを用いた第 4 中足骨短縮症の
治療経験

中部整災誌 55（4） 831-832 2012.07

杉田　憲彦　　倉都　滋之　
伊村　憲紀　　濱㟢　貴彦　
蜂須賀裕己　　杉田　　孝

腰椎疾患との鑑別に難渋した変形性股関節症に伴
う滑膜嚢腫による大腿神経麻痺の 1 例

整形外科 63（7） 639-642 2012.07

松下　亮介＊ 　延藤　博朗＊

村上　祐司＊ 　井上　博幸＊

望月　　由＊ 　杉田　　孝

25 年の経過にて再発を繰り返した右大腿脂肪肉腫
の 1 例

中部日本整形外科災
害外科学会雑誌

55（5） 1043-1044 2012.09

乳腺外科

整形外科
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延藤　博朗＊ 　杉田　　孝　
井上　博幸＊ 　西田　幸司＊

松下　亮介＊ 　望月　　由＊

病的骨折を来した好酸球性肉芽腫の 2 例 中部日本整形外科災
害外科学会雑誌

55（5） 1039-1040 2012.09

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

骨粗しょう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
ワイワリングの補強強度

Journal of Spine 
Research

3（12） 1587-1590 2012.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

杉山　成史 腸骨皮弁をきれいに仕上げる PEPARS 64 73-80 2012.04

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

伊藤　陽子　　平岡　正史 SCS（脊髄刺激療法）とその看護 Brain Nursing 28（9） 905-909 2012.09

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

山下　芳典 第 14 回世界肺癌学会（IASLC）に参加して㈶政
策医療振興財団の助成による国際会議出席報告

医療の広場 52（2） 11-12 2012.02

原田　洋明　　宮本　和明　
山下　芳典　　木村　正美

低コスト低リスクでの肺癌早期発見を目指した気
道上皮におけるエピジェネティクス異常の解析

大和証券ヘルス財団
研究業績集

35 111-115 2012.03

原田　洋明　　山下　芳典　
竹中　千恵　　三隅　啓三　
畑中　信良　　倉岡　和矢　
谷山　清己

複数回の肺転移切除と副腎転移切除を施行した胃
癌術後長期生存中の 1 例

日本臨床外科学会雑誌 73（8） 1960-1964 2012.08

原田　洋明　　山下　芳典 
坪川　典史

術後 30 年以上経過後に再発した乳癌転移の２手
術例

日本呼吸器外科学会
雑誌

in press

難波　将史　　山下　芳典 
原田　洋明　　本明　慈彦 
竹中　千恵　　中野喜久雄 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

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

日本胸部臨床 in press

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

中里　太郎　　仲村　輝也 
関谷　直純　　内田　直里＊  
澤　　芳樹＊

左鎖骨下動脈瘤を合併した弓部大動脈瘤に対して
Frozen elephant trunk　法による左鎖骨下動脈瘤
exclusion, 全弓部大動脈置換術を施行した 1 例

日本心臓血管外科学
会雑誌

41（3） 113-116 2012.05

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

後藤　景介　　甲田俊太郎 
繁田　正信

腎盂尿管癌術後再発に関する臨床的検討 西日本泌尿器科 74（3） 118-125 2012.03

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

中村　紘子　　竹原　和宏 
楠本　真也　　佐々木　晃 
山㟢　友美　　佐村　　修　
水之江知哉　　田中　美帆　
坂根　潤一　　田中　正純　
西村　俊直　　齋藤　彰久　
倉岡　和矢　　谷山　清己

子宮頸部しょう液性腺癌の 1 例 日本臨床細胞学会広
島支部会誌

33 32-37 2012

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

子宮頸管ポリープ切除で発見された子宮頸部腺肉
腫の１例

現代産婦人科 60（2） 383-387 2012.03

形成外科

脳神経外科

呼吸器外科

心臓血管外科

泌尿器科

産婦人科
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山㟢　友美　　坂下　知久＊

藤原　久也＊ 　工藤　美樹＊
救命し得た劇症型 A 群レンサ球菌感染症「分娩型」
の１例

現代産婦人科 60（2） 303-307 2012.03

佐村　　修 オフィスギネコロジー─女性のプライマリ・ケア
妊婦胞状奇胎

臨床婦人科産科 66（5）
増刊号

144-147 2012.04

竹原　和宏 The 2012 ASCO（American Society of Clinical 
Oncology） Annual Meeting ㈶政策医療振興財団
の助成による国際会議出席報告

医療の広場 52（9） 26-29 2012.09

中村　紘子　　竹原　和宏 
小西　晴久　　野村　清歌 
山㟢　友美　　水之江知哉 
谷山　清己

血栓症発症後に急速な経過を辿った G-CSF 産生
子宮頸癌の１例

日本婦人科腫瘍学会
雑誌

30（4） 673-678 2012.10

佐村　　修 出生前診断の新しいトレンド　【出生前診断の帆
胞と意義】母体血清マーカー

臨床婦人科産科 66（12） 1115-1119 2012.11

佐村　　修 CVS, 羊水穿刺 周産期医学 42（11） 1373-1376 2012.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

秋山　直子　　豊田　尚之　
渡邉　亮輔　　稗田　雅司　
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 臨床放射線 57（6） 820-824 2012.06

渡邉　亮輔　　豊田　尚之　
秋山　直子　　稗田　雅司　
畑中　信良　　倉岡　和矢　
大本　俊文＊ 　中村　優子＊

可溶性 IL-2 レセプター（ｓ IL-2R）が高値を呈し
悪性リンパ腫との鑑別に苦慮した腸結核の 1 例

臨床放射線 57（8） 1055-1059 2012.08

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

巨大 mesocaval shunt に対して経皮経肝的塞栓術
を施行した難治性肝性脳症の 1 例

臨床放射線 57（9） 1211-1214 2012.09

秋山　直子　　豊田　尚之 
稗田　雅司　　渡邉　亮輔 
西谷　暁子　　吉川　幸伸 
中村　優子＊

膵頭十二指腸切除後の仮性動脈瘤出血に対し冠動
脈用カバードステントで止血し得た 1 例

IVR 会誌：
Interventional 
Radiology

27（4） 415-420 2012.10

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

田坂　　聡　　姫野　　敬
遠藤　　崇　　水嶋　徳仁
奥田　武秀　　要田絵里加

チーム医療における放射線技師の役割−自職種の
役割　現在と将来−

全国国立病院療養所
放射線技師会誌

55（3） 20-22 2012

服部　一宏＊ 　田坂　　聡
田畑　信幸＊ 　上垣　忠明＊

麻生　智彦＊ 　井原　完有＊

チーム医療を効果的に実践するための職種連携
−チーム医療における放射線技師の役割−

国立医療学会誌　医療 66（8） 386-388 2012.08

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

城山　和久　森脇　克行　　
橋本　　賢　田嶋　　実　　
讚岐美佳子　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

日本臨床麻酔学会誌 32（2） 218-222 2012.03

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

木下　晴之　　松原　隆夫＊

安田　敏彦＊ 　三輪　健二＊  
井上　　勝＊ 　寺本　了太＊  
岡田　寛史＊ 　役田　洋平＊  
金谷　法忍＊

PCI 施行中に瘤の消退が血管内超音波（IVUS）
でも確認された左前下行枝冠動脈瘤の 1 例

心臓 accepted

木下　晴之 クラッシュ症候群ではなかった外傷性横紋筋融解
症の 1 例

救急医学 accepted

放射線診断科

放射線技師部門

麻酔科

救急部
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

中島　寿久　　木場　崇剛 
小川　喜通　　木村　朗子 
木戸　みき　　沖川　佳子 
伊藤　琢生　　斎藤　彰久 
細川　敦子　　新谷　洋美　
岡田　優子　　谷口　貴子　
谷山　清己　　小澤　和博 
新美　寛正

び ま ん 性 大 細 胞 型 B 細 胞 リ ン パ 腫 に 対 す る
R-CHOP 療法に pregabalin を併用し神経毒性の軽
減をみた 1 例

癌と化学療法 39（5） 809-812 2012.05

小川　喜通 新たな薬剤師業務の展開 外来がん化学療法にお
けるチーム医療

広島県病院薬剤師会誌 47（2） 77-78 2012.05

中島　寿久　　木場　崇剛 
小川　喜通　　細川　敦子 
新谷　洋美　　岡田　優子 
谷口　貴子　　繁田　正信 
小澤　和博

Paclitaxel 起因性末梢神経障害に pregabalin が有
効であった腎盂腎癌の 1 例

癌と化学療法 39（9） 1443-1445 2012.09

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

当院における ATP（Antitachycardia pacing）変
更プロトコールの有効性

日本臨床工学技士会
会誌

44 55 - 58 2012.03

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

谷山　清己　　斎藤　彰久 
倉岡　和矢

第 5 部　病理解剖をめぐって　E. 社会との関わり
２．病理解剖診断結果の説明

病理と臨床 30
臨時

増刊号

340-346 2012.04

河野真由美＊ 　渡辺　昌三＊

河岡久美子＊ 　山下　　葵＊

大野　絵美＊ 　有廣　光司＊

谷山　清己　　中山　宏文＊

穿刺吸引細胞診が診断に有用であった肛門腺管由
来肛門管原発粘液癌の 1 例

日本臨床細胞学会雑誌 51（3） 178-182 2012.05

尾上　隆司　　橋本　慎二＊

田中　友加＊ 　大段　秀樹＊
過小グラフト肝移植時のシアストレスによる肝由
来免疫抑制能の破綻とその制御法に与えるシクロ
スポリンの影響

今日の移植 25（6） 491-494 2012.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

遠藤　竜也　　仲村　輝也　
山本　尚江　　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

大動脈二尖弁に合併したバルサルバ洞動脈瘤破裂 超音波検査技術 37（6） 547-550 2012.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

田中　正純　　田中　美帆 
坂根　潤一　　西村　俊直 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
藤本貴美子　　宇田川　学 
辰島　純二　　佐村　　修 
谷山　清己

腫瘍割面捺印細胞診材料が診断に有用であった後
腹膜原発 Paraganglioma の 1 例

日本臨床細胞学会広
島県支部会誌

33 44-50 2012

田中　美帆　　倉岡　和矢　
坂根　潤一　　児玉　陽子　
西村　俊直　　田中　正純　
辰島　純二　　齊藤　彰久　
谷山　清己

自動画像解析ソフトとバーチャルマイクロスコ
ピーを用いた乳癌免疫染色解析自動化の検討

臨床病理 60（3） 206 ｰ 211 2012.03

清水　秀樹　　堤　　　寛　
谷山　清己

（第 6 部）病理解剖の前に　感染症、環境対策　
ホルマリン対策

病理と臨床 30
（臨時増

刊号）

391-396 2012.04

薬剤科

ME管理室

臨床研究部

臨床検査科

病理診断科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

大河内友美　　坪井　和美
白野　容子　　中尾　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〜

山本学術振興基金表
彰論文集〜 25 年のあ
ゆみ〜

記念号 233-237 2012.01

細川　　優　　別府　成人＊

白野　容子＊ 　橋本　龍幸＊

大年　典子＊ 　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

医療の広場 52（ 8 ） 19-22 2012.08

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

藤井　敬子　　山崎　奈緒
日野　　愛　　稲垣　恵子
山下　芳典

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

7 巻 136-139 2012.01

森吉由希子 東日本大震災を経験して　DMAT 活動からの報告 中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

7 巻 266-269 2012.01

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

7 巻 259-262 2012.01

河本　敦子　　千手　志乃 
小橋　美緒　　江口　美香 
明野　恵子　　鎌田　沙織 
毛利　祐子

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

7 巻 85-88 2012.01

益本　京美　　梅河内　恵 
竹本　里紗　　大塚　晴美  
合田治英子

予約時間より早く来院する患者の特性とその理由 中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

7 巻 53-56 2012.01

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

7 巻 29-32 2012.01

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

日本看護学会論文集 : 
小児看護

42 号 6-9 2012.02

青芝　映美　　 コップ半分の水 医療の広場 52（6） 3 2012.06

青芝　映美　　七井　裕子 
安部小夜子＊ 　石原　尚美 
宮本千津子＊ 　田中富美子＊  
福光　明美＊

看護師のチーム医療
─看護師の役割─

医療 66（8） 378-381 2012.08

国島　正義　　松尾　直樹
香川　泰寛　　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あてた吸引手技の現状調査

日本臨床救急医学会雑誌 15（4） 523-528 2012.08

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

周術期抗血栓薬内服中止ワークフローの導入効果
の検討

医療の広場 accept
のみ

2012

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

橋本　一枝　　東條　美春 筋肉注射実技試験で看護学生が困難と感じた技術
内容

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

7 176-179 2012.01

金子眞由美　　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

日本看護研究学会雑誌 35（4） 37-46 2012.09

常石　光美　　橋本　笑子 
三島真由美　　加藤かすみ 
伴藤　典子

臨地実習において看護学生が体験した暴言・暴力
の実態　中国四国地区養成所の学生の体験の認識

中国四国地区国立病
院附属看護学校紀要

8 101-112 2012.12

金子眞由美　　三島真由美 老年看護学概論における学生の高齢者に対するイ
メージの変化　高齢者疑似体験と地域で生活いて
いる高齢者との交流の取り組みを通して

中国四国地区国立病
院附属看護学校紀要

8 16-26 2012.12

栄養管理室

看護部

看護学校
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英文論文発表

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Oki K
Gomez-Sanchez EP
Gomez-Sanchez CE

Role of mineralocorticoid action in the brain in 
salt-sensitive hypertension

Clinical and 
Experimental 
Pharmacology and 
Physiology

39（1） 90-95 2012.01

Oki K
Plonczynski MW
Luis Lam M
Gomez-Sanchez EP
Gomez-Sanchez CE

Potassium Channel Mutant KCNJ5 T158A 
Expression in HAC-15 Cells Increases Aldosterone 
Synthesis. 

Endocrinology 153（4） 1774-1782 2012.04

Oki K
Yamane K
Nakanishi S
Shiwa T
Kohno N

Influence of adrenal subclinical hypercortisolism 
on hypertension in patients with adrenal 
incidentaloma.

Experimental and 
Clinical Endocrinology 
& Diabetes 

120（4） 244-247 2012.04

Oki K
Plonczynski MW
Luis Lam M
Gomez-Sanchez EP
Gomez-Sanchez CE

The Potassium Channel, Kir3.4 Participates in 
Angiotensin II-Stimulated Aldosterone Production 
by a Human Adrenocortical Cell Line. 

Endocrinology 153（9） 4328-4335 2012.09

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Hirashio S
Yamada K*
Naito T*
Masaki T*

A case of renal hypouricemia and a G774A gene 
mutation causing acute renal injury that was 
improved by hemodialysis.

CEN Case Reports 1（1） 24-28 2012.05

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kono T*
Ohtsuki T*
Hosomi N*
Takeda I*
Aoki S*
Sueda Y
Ishihara K*
Nakamura T*
Yamawaki T*
Matsumoto M*

Cancer-associated ischemic stroke is associated 
with elevated D-dimer and fibrin degradation 
product levels in acute ischemic stroke with 
advanced cancer.

Geriatrics&Gerontology 
International

12（3） 468-474 2012.07

Hosomi N*
Sueda Y
Masugata H*
Dobashi H*
Murao K*
Ueno M*
Miki T*i
Kohno M*
Nishiyama A*
Matsumoto M*

The optimal timing of antihypertensive 
medication administration for　morning 
hypertension in patients with cerebral infarction.

Hypertension 
Research

35（7） 720-724 2012.07

内分泌・糖尿病内科

腎臓内科

神経内科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Tamada Y*
Yatsuhashi H*
Masaki N*
Nakamura M*
Mita E*
Komatsu T*
Watanabe Y*
Muro T*
Shimada M*
Hijioka T*
Satoh T*
Mano Y*
Komeda T+
Takahashi M*
Kohno H
Ota H*
Hayashi S*
Miyakawa Y*
Abiru S*
Ishibashi H*

Hepatitis B virus strains of subgenotype A2 with 
an identical swquence spreading rapidly from the 
capital region to all over Japan in patients with 
acute hepatitis B.

Gut 61（5） 765-73 2012.05

Okanobu H*
Ito M*
Tanaka S*
Onogawa S*
Akagi M*
Oh-e H*
Nagata S*
Okamoto S*
Kuwai T
Cho S*
Matsumoto Y*
Kitamura S*
Hidaka T*
Chayama K*

Evaluation of Individual Risk in Nonvariceal 
Gastrointestinal Bleeding Patients with NSAID 
Administration: A Multicenter Study in Japan 

Digestion 86（3） 187-193 2012.10

Nakamura M*
Nishida N*
Kawashima M*
Aiba Y*
Tanaka A*
Yasunami M*
Nakamura  H*
Komori A*
Nakamuta M*
Zeniya M*
Kohno H
et al

Genome-wide association study ldentifies 
TNFSF15 and POU2AF1 as susceptibility loci 
for primary biliary cirrhosis in the Japanese 
population

The American Journal 
of Human Genetic

91（4） 721-728 2012.10

Toyama T*
Ishida H*
Ishibashi H*
Yatsuhashi H*
Nakamuta M*
Shimada M*
Ohta H*
Satoh T*
Kato M*
Hijioka T*
Takano H
Komeda T*
Yagura M*
Mano H*
Watanabe Y*
Kobayashi M*
Mita E*

Long-term outcomes of add-on adefovir dipivoxil 
therapy to ongoing lamivudine in patients with 
lamivudine-resistant chronic hepatitis B. 

Hepatology Research 42（12） 1168-1174 2012.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nakano K
Yoshida T
Furutama J
Sunada S

Quality of end-of-life care for patients with 
metastatic non-small-cell lung cancer in general 
wards and palliative care units in Japan.

Support Care Cancer 20（4） 883-888 2012.04

消化器内科

呼吸器内科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nishimoto O
Matsuda M
Nakamoto K
Nishiyama H
Kuraoka K
Taniyama K
Tamura R
Shimizu W
Kawamoto T

Peripartum cardiomyopathy presenting with 
syncope due to Torsades de pointes: a case of 
long QT syndrome with a novel KCNH2 mutation.

Internal Medicine 51（5） 461-464 2012.03

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

Cardiovascular Risk Management With 
Liaison Critical Path in Japan: Its Effects on 
Implementation of Evidence-Based Prevention in 
Practice

Journal of Clinical 
Medicine Research

4（2） 102-109 2012.04

Masuda D*
Sumimoto T*
Tsujii K*
Inagaki M*
Nakatani K*
Yuasa-Kawase M*
Tsubakio-Yamamoto K*
Ohama T*
Nishida M*
Ishigami M*
Kawamoto T
Matsuyama A*
Sakai N*
Komuro I*
Yamashita S*

Correlation of fasting serum apolipoprotein B-48 
with coronary artery disease prevalence

European Journal of 
Clinical Investigation

42（9） 992-999 2012.09

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Boku S*
Nakagawa S*
Takamura N*
Kato A*
Takebayashi M
Hisaoka-Nakashima K
Omiya Y*
Inoue T*
Kusumi I*

GDNF facilitates differentiation of the adult 
dentate gyrus-derived neural precursor cells into 
astrocytes via STAT3

Biochemical and 
Biophysical Research 
Communications 

in press

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Tanemura M
Ohmura Y*
Deguchi T*
Machida *T
Tsukamoto R*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Eguchi H*
Ito *T
Nagano H*
Mori M*
Doki Y*

Rapamycin causes upregulation of autophagy and 
impairs islets function both In Vitro and In Vivo

American Journal of 
Transplantation

12（1） 102-114 2012.01

循環器内科

精神科

外科
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Eguchi H*
Tanemura M
Marubashi S*
Kobayashi S*
Wada H*
Okita K*
Iwahashi H*
Imagawa A*
Shimomura I*
Osuga K*
Umeshita K*
Wakasa K*
Mori M*
Doki Y*
Nagano H*

Arterial stimulation and venous sampling for 
glucagonomas of the pancreas. 

Hepatogastroenterology 59（113） 276-9 2012.01

Noda T*
Yamamoto H*
Takemasa I*
Yamada D*
Uemura M*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Eguchi H*
Tanemura M
Umeshita K*
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

PLOD2 induced under hypoxia is a novel 
prognostic factor for hepatocellular carcinoma 
after curative resection

Liver International 32（1） 110-118 2012.01

Tomimaru Y*
Eguchi H*
Nagano H*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Tanemura M
Tomokuni A*
Takemasa I*
Umeshita K*
Kanto T*
Doki Y*
Mori M*

Circulating microRNA-21 as a novel biomarker 
for hepatocellular carcinoma. 

Journal of Hepatology 56（1） 167-175 2012.01

Tomimaru Y*
Wada H*
Marubashi S*
Kobayashi S*
Eguchi H*
Takeda Y*
Tanemura M
Noda T*
Umeshita K*
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

Fresh frozen plasma transfusion does not 
affect outcomes following hepatic resection for 
hepatocellular carcinoma.

International Journal 
of Cancer

130（2） 319-27 2012.01

Kubota M*
Murakami T*
Nagano H*
Eguchi H*
Marubashi S*
Kobayashi S*
Wada H*
Tanemura M
Dono K*
Nakamori S*
Sakon M*
Monden M*
Mori M*
Doki Y*

Xenon-inhalation computed tomography for 
noninvasive quantitative measurement of tissue 
blood flow in pancreatic tumor.

Digestive Diseases 
and Sciences

57（3） 801-805 2012.03

Tanemura M
Nagano H*
Taniyama K
Kamiike W
Mori M*
Doki Y*

Role of rapamycin-induced autophagy in 
pancreatic islets.

American Journal of 
Transplantation

12（4） 1067 2012.04
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Kim C*
Aono S*
Marubashi S*
Wada H*
Kobayashi S*
Eguchi H*
Takeda Y*
Tanemura M
Okumura N*
Takao T*
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

Significance of Alanine Aminopeptidase N 
（APN） in Bile in the Diagnosis of Acute Cellular 
Rejection After Liver Transplantation. 

Journal of Surgical 
Research

175（1） 138-148 2012.06

Marubashi S*
Wada H*
Kobayashi S*
Eguchi H*
Tanemura M
Umeshita K*
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

Once-daily prolonged-release tacrolimus in de 
novo liver transplantation: a single center cohort 
study.

Hepatogastroenterology 59（116） 1184-1188 2012.06

AsaokaT*
Marubashi S*
Kobayashi S*
Hama N*
Eguchi H*
Takeda Y*
Tanemura M
Wada H*
Takemasa I*
Takahashi H*
Ruiz P*
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

IntragraftTranscriptome Level of CXCL9 as 
Biomarker of Acute Cellular Rejection after Liver 
Transplantation.

Journal of Surgical 
Research

178（2） 1003-1014 2012.07

Tomimaru Y*
Eguchi H*
Marubashi S*
WadaH*
Kobayashi S*
Tanemura M
Umeshita K*
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

Equivalent outcomes after anatomical and 
non-anatomical resection of smallsolitary 
hepatocellular carcinoma in patients with 
preserved liver function.

Digestive Diseases 
and Sciences

 57（7） 1942-1948  2012.07

Yamada D*
Kobayashi S*
Yamamoto H*
Tomimaru Y*
Noda T*
Uemura M*
Wada H*
Marubashi S*
Eguchi H*
Tanemura M
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

Role of the hypoxia-related gene, JMJD1A, in 
hepatocellular carcinoma: clinical impact on 
recurrence after hepatic resection

Annals of Surgical 
Oncology

19
（Suppl 3）

Ｓ 355-
364

2012.07

Endo S
Doudri T*
Yoshikawa Y
Hatanaka N
Taniyama K
Yamauchi A*
Kamiike W
Nishijima J*

Gastric neuroendocrine tumors in our institutions 
according to the WHO 2010 classification

International Surgery 97（4） 335-339 2012.10

Endo S
Doudri T*
Yoshikawa Y
Hatanaka N
Kamiike W
Nishijima J*

Prognosis of gastric carcinoma patients aged 85 
years or older who underwent surgery or who 
received best supportive care only

International Journal 
of Clinical Oncology

Published 
online

2012.10
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Kobayashi S*
Nagano H*
Marubashi S*
Wada H*
Eguchi H*
Takeda Y*
Tanemura M
And YD*

Fibrin Sealant with PGA felt for Prevention of 
Bile Leakage after Liver Resection.

Hepatogastroenterology 59（120） 2564-2568 2012.11

Machida T
Tanemura M
Ohmura Y*
Tanida T*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Eguchi H*
Ito T*
Nagano H*
Mori M*
Doki Y*
Sawa Y*

Significant Improvement in Islet Yield and 
Survival with Modified ET-Kyoto Solution （ET-
Kyoto/Neutrophil Elastase Inhibitor）.

Cell Transplantation Epub ahead 
of print

2012

Kobayashi S*
Nagano H*
Marubashi S*
Kawamoto K*
Wada H*
Eguchi H*
Tanemura M
Umeshita K*
Doki Y*
Mori M*

Hepatectomy based on the tumor hemodynamics 
for hepatocellular carcinoma: a comparison among 
the hybrid and pure laparoscopic procedures and 
open surgery.

Surgical Endoscopy Epub ahead 
of print

2012.08

Tanemura M
Miyoshi*
Nagano H*
Eguchi H*
Taniyama K
Kamiike W
Mori M*
Doki Y*

Role of a-gal epitope/anti-Gal antibody reaction 
in immunotherapy and its clinicalapplication in 
pancreatic cancer.  

Cancer Science Epub ahead 
of print

2012.12.15

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Takeuchi M*
Sugie T*
Abdelazeem K*
Kato H*
Shinkura N*
Takada M*
Yamashiro H
Ueno T*
Toi M*

Lymphatic Mapping With Fluorescence 
Navigation Using Indocyanine Green and Axillary 
Surgery in Patients With Primary Breast Cancer.

Breast Journal 18（6） 535-541 2012.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

Correlation between p38 mitogen-activated 
protein kinase and human telomerase reverse 
transcriptase in sarcomas.

Journal of 
Experimental & 
Clinical Cancer 
Research

31（1） 5 2012.01

乳腺外科

整形外科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Ito M
Yamashita Y
Miyata Y*
Ohara M*
Tsutani Y*
Ikeda *T
Misumi K
Harada H
Omori K

Prognostic impact of the primary tumor location 
based on the hilar structures in non-small 
cell lung cancer with mediastinal lymph node 
metastasis.

Lung Cancer 76（1） 93-97 2012.04

Tsubata Y
Yamashita Y
Misumi K
Ikeda T
Miyata Y
Okada M

Tumor angiogenesis in 75 cases of pleomorphic 
carcinoma of the lung

Anticancer Research 32（8） 3331-7 2012.08

Tsutani Y
Yamashita Y
Misumi K
Ikeda T
Miyata Y
Okada M

Non-small-cell lung cancer prognosis using 
carcinoembryonic antigen levels in pleural lavage 
fluid

European Journal 
of Cardiothoracic 
Surgery

42（5） e96-101 2012.11

Harada H
Miyamoto K
Yamashita Y
Nakano K
Taniyama K
Kimura M*
Miyata Y*
Ohdan H*
Okada M*

Implication of DNA methylation profiling in oral 
epithelium for lung cancer screening

ISRN Pulmonology Article 
ID 

973203

2012

Harada H
Miyamoto K
Yamashita Y
Nakano K
Taniyama K
Miyata Y*
Ohdan H*
Okada M*

Methylation of breast cancer susceptibility gene 
1（BRCA!） predicts recurrence in patients with 
curatively resected stage 1 non-small cell lung 
cancer

Cancer accepted 2012

Harada H
Miyamoto K
Yamashita Y
Nakano K
Taniyama K
Kimura M*
Miyata Y*
Ohdan H*
Okada M*

Sequential mediastinal lymphadenectomy of an 
unknown primary tumor

The Annals of 
Thoracic Surgery

accepted 2012.06

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nakamura T
Sekiya N
Nakazato T
Sawa Y*

Systolic anterior motion of the mitral valve 
masked by general anesthesia

Asian Cardiovascular 
& Thoracic Annals

in press

呼吸器外科

心臓血管外科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Saito H*
Matsuda T*
Tanabe K*
Kawauchi A*
Terachi T*
Nakagawa K*
Iwamura M*
Shigeta M
Tatsugami K*
Ito A*
Machida J*
Kawakita M*
Kinoshita H*
Shinohara N*
Ioritani N*
Seki T*
Arai Y*

Surgical and Oncologic Outcomes of Laparoscopic 
Partial Nephrectomy: A Japanese Multi-
Institutiional Study of 1375 Patients

Journal of 
Endourology

26（6） 652-659 2012.06

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Yoshihara K*
Tsunoda T*
Shigemizu D*
Fujiwara H*
Hatae M*
Fujiwara H*
Masuzaki H*
Katabuchi H*
Kawakami Y
Okamoto A*
Nogawa T*
Matsumura N*
Udagawa Y*
Saito T*
Itamochi H*
Takano M*
Miyagi E*
Sudo T*
Ushijima K*
Iwase H*
Seki H*
Terao Y*
Enomoto T*
Mikami M*
Akazawa K*
Tsuda H*
Moriya T*
Tajima A*
Inoue I*
Tanaka K*; for The Japanese 
Serous Ovarian Cancer 
Study Group.

High-Risk Ovarian Cancer Based on 126-Gene 
Expression Signature Is Uniquely Characterized 
by Downregulation of Antigen Presentation 
Pathway.

Clinical Cancer 
Research

18（5） 1374-1385 2012.03

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Ishikawa M*
Kakizawa H*
Hieda M*
Toyota N
Katamura Y*
Aikata H*
Chayama K*
Awai K*

Long-Term outcomes of hepatic arterial port 
implantation using a coaxial microcatheter system 
in 176 patients with hepatocellular carcinoma

Hiroshima Journal of 
Medical Sciences

61（1） 7-13 2012

泌尿器科

産婦人科

放射線診断科



− 242 −

National Hospital Organization KURE MEDICAL CENTER

業
　
　
績

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nakashima T
Ogawa Y
Kimura A
Kido M
Okikawa Y
Ito T
Hosokawa A
Kozawa K
Niimi H
Kiba T

Coadministration of 5% glucose solution has a 
decrease in bendamustine-related vascular pain 
grade.

Journal of Oncology 
Pharmacology 
Practice

18（4） 445-447 2012.12

Hosokawa A
Nakashima T
Ogawa Y
Kozawa K
Kiba T

Coadministration of 5% glucose solution relieves 
vascular pain in the patients administered 
gemcitabine immediatedly

Journal of Oncology 
Pharmacology 
Practice

Epub ahead 
of print

2012.06

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kajitani N
Hisaoka-Nakashima K
Morioka N
Okada-Tsuchioka M
Kaneko M
Kasai M
Shibasaki C
Nakata Y*
Takebayashi M

Antidepressant Acts on Astrocytes Leading to 
an Increase in the Expression of Neurotrophic/
growth Factors: Differential Regulation of FGF-2 
by Noradrenaline

PLoS ONE 7 e51197 2012

Tamaki Y*
Sato N*
Homma K*
Takabatake D*
Nishimura R*
Tsujimoto M*
Yoshidome K*
Tsuda H*
Kinoshita T*
Kato H
Taniyama K
Kamio T*
Nakamura S*
Akiyama F*
Noguchi S*

Routine Clinical Use of the One-Step Nucleic Acid 
Amplification Assay for Detection of Sentinel 
Lymph Node Metastases in Breast Cancer 
Patients

Cancer 118（14） 3477-3483 2012.07

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

Social significance of diagnostic pathology as a 
role of pathology clinic

RJAS 2（1） 73-84 2012

Kiba T Relationships between ventromedial hypothalamic 
lesions and the expressions of neuron-related 
genes in visceral organs

Neuroscience 
Research

74 1-6 2012.09

Kiba T
Yagyu K
Nakashima T

Identification of rodent common biliary tract The Turkish Journal 
of Gastroenterology

in press

薬剤科

臨床研究部
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著　　　書

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

桑井　寿雄 見逃しのない大腸内
視鏡の挿入・観察法

第 15 章　内視鏡医に必
要な病理知識

田中　信治監修　
永田　信二編集

日本メディカ
ルセンター

201 - 205 2012

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
竹林　　実 うつの認知行動療法

─行動活性化練習帳
第７章　気分に依存しな
い自分になる

うつ行動活性化研
究会　訳
岡本　泰昌
大野　　裕　監訳

創元社 133 - 152 2012 大阪

竹林　　実 気分障害のグリア仮
説から創薬へ向けて

気分障害の薬理・生化学
─うつ病の脳内メカニズ
ム研究：進歩と挑戦─

躁うつ病薬理生化
学研究懇話会　編

医薬ジャー
ナル社

159 - 173 2012 大阪

竹林　　実（訳）
鈴木　一正（訳）

パルス波 ECT ハンド
ブック

第３部　発作モニタリング
第４部　治療コース

本橋　伸高（監訳）
上田　　諭（監訳）

医学書院 93 - 138 2012 東京

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
山本　道法
他ワーキンググループ

放射線治療計画ガイ
ドライン 2012 版

頭頸部 日本放射線腫瘍学
会　編

金原出版 76 - 78 2012 東京

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
姫野　　敬 放射線技師長・副技

師長ガイドブック改
訂第 2 版（電子化版）

部門運営に対する展望
（ビジョン）・運営計画の
立案と実施に向けて

姫野　　敬
松浦　　栄
田淵　修一
下井　睦男
小倉　裕樹　他

中国四国国
立病院放射
線技師長協
議会

26 - 30 2012

姫野　　敬 放射線技師長・副技
師長ガイドブック改
訂第 2 版（電子化版）

経営を考えた放射線技師
部門主導の取り組み例

姫野　　敬
松浦　　栄
田淵　修一
下井　睦男
小倉　裕樹　他

中国四国国
立病院放射
線技師長協
議会

30 - 40 2012

遠藤　　崇
小倉　裕樹
近藤　　晃
山口　義隆
姫野　　敬

放射線技師長・副技
師長ガイドブック改
訂第 2 版（電子化版）

病院機能評価等の受審に
ついて

姫野　　敬
松浦　　栄
田淵　修一
下井　睦男
小倉　裕樹　他

中国四国国
立病院放射
線技師長協
議会

50 - 59 2012

田坂　　聡
水嶋　徳仁
古志　和信
奥田　武秀
遠藤　　崇
田邊　悦章
岡本　雄策
姫野　　敬

放射線技師長・副技
師長ガイドブック改
訂第 2 版（電子化版）

チーム医療について 姫野　　敬
松浦　　栄
田淵　修一
下井　睦男
小倉　裕樹　他

中国四国国
立病院放射
線技師長協
議会

67 - 68 2012

田坂　　聡 放射線技師長・副技
師長ガイドブック改
訂第 2 版（電子化版）

公文書等の作成とその取
り扱い方について

姫野　　敬
松浦　　栄
田淵　修一
下井　睦男
小倉　裕樹　他

中国四国国
立病院放射
線技師長協
議会

24 - 26 2012

稲葉　　護
姫野　　敬

放射線技師長・副技
師長ガイドブック改
訂第 2 版（電子化版）

災害医療について 姫野　　敬
松浦　　栄
田淵　修一
下井　睦男
小倉　裕樹　他

中国四国国
立病院放射
線技師長協
議会

68 - 74 2012

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
宮加谷靖介 今日の救急治療指針 VI 中毒　２各論　家庭

用品による中毒（化粧品、
石鹸、洗浄剤、義歯洗浄
剤、文具品、保冷剤、他）

杉本　　壽
堀　　進悟　他

医学書院 714 - 715 2012 東京

消化器内科

精神科

放射線腫瘍科

放射線技師部門

救急部
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国内学会発表

演者 演題名 学会名 発表日 場所

佐治　文隆 病院経営・組織改革への挑戦　〜私の
行ってきたこと〜

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

一町　澄宜　　河村　智一 Solitary fibrous tumor による低血糖発
作を認めた 2 型糖尿病患者の一例

第 12 回日本内分泌学会中国支部
学術集会

2012.3.3 松江市

一町　澄宜　　河村　智一 高用量のメトホルミン内服に関する検討 第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会 2012.5.17 横浜市

河村　智一　　一町　澄宜 肥満 2 型糖尿病患者におけるエキセナチ
ド導入症例の検討

第 56 回日本糖尿病学会年次学術集
会

2012.5.17 横浜市

一町　澄宜　　沖　　健司 多剤併用 2 型糖尿病でのアログリプチン
の臨床効果に関する検討

日本糖尿病学会中国四国地方会第
50 回総会

2012.11.16 松江市

沖　　健司　　一町　澄宜 
河村　智一＊

2 型糖尿病症例における高用量インスリ
ンからエキセナチド変更の有効性

日本糖尿病学会中国四国地方会第
50 回総会

2012.11.16 松江市

沖　　健司　　一町　澄宜　
Celso E Gomez-Sanchez

Kir3.4（KCNJ5）によるアルドステロン
分泌調節機構

第 20 回日本ステロイドホルモン
学会

2012.11.18 金沢市

上村　祐介　　沖　　健司 
一町　澄宜　　吉川　幸伸 
斉藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

複数の副甲状腺腫大を認めた原発性副甲
状腺機能亢進症の 1 例

日本内科学会　第 107 回中国地方会 2012.11.24 広島市

吉田　江里　　岡村　祥央　
一町　澄宜　　沖　　健司

水中毒により横紋筋融解症を来たした 1 例 日本内科学会　第 107 回中国地方
会

2012.11.24 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

伊藤　琢生　　木村　朗子 
木戸　みき　　沖川　佳子 
新美　寛正

当院における azacitidine の使用成績 MDS ラウンドミーティング 2012.6.27 広島市

伊藤　琢生　　木村　朗子 
木戸　みき　　沖川　佳子 
新美　寛正

Clinical efficacy of azacitidine in patients 
with myelodysplastic syndrome

第 74 回日本血液学会学術集会 2012.10.19 京都市

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

Clinical characteristics of therapy 
related MDS/AML in our hospital

第 74 回日本血液学会学術集会 2012.10.19 京都市

沖川　佳子　　木村　朗子 
木戸　みき　　伊藤　琢生

治療抵抗性多発性骨髄腫に対する当院に
おける CED 療法の成績

第 25 回広島多発性骨髄腫研究会 2012.11.24 広島市

伊藤　琢生　　木村　朗子 
木戸　みき　　沖川　佳子

当院における AZA の使用成績 第 32 回多地点合同メディカルカ
ンファレンス

2012.11.29 呉市

沖川　佳子　　木村　朗子 
木戸　みき　　伊藤　琢生

デフェラシロクスにより造血改善がみら
れた骨髄不全症の臨床病態

第 32 回多地点合同メディカルカ
ンファレンス

2012.11.29 呉市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

高橋　俊介　　中島　　歩 VAIVT における術者被曝線量低減の検討 第 17 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

2012.3.3 東京都

高橋　俊介 十二指腸と椎間板が穿通していた右腎摘
後の一例

第 55 回日本腎臓学会学術集会 2012.6.1 横浜市

高橋　俊介　　中島　　歩＊  
正木　崇生＊

VAIVT における術者被曝線量低減の検討 第 57 回（社）日本透析医学会学
術集会・総会

2012.6.22 札幌市

高橋　俊介　　中島　　歩＊  
清水美奈子　　正木　崇生＊

バスキュラーアクセスインターベンショ
ンにおける術者被曝線量低減

第 42 回日本腎臓学会西部学術大会 2012.10.26 沖縄県宜野湾市

名誉院長

内分泌・糖尿病内科

血液内科

腎臓内科
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川本　優子　　高橋　俊介 
清水美奈子

溶血性貧血を伴わなかった血栓性微小血
管障害症の 1 例

第 42 回日本腎臓学会西部学術大会 2012.10.26 沖縄県宜野湾市

北浦　菜月　　 清水美奈子
高橋　俊介

敗血症性塞栓症にリネゾリドが著効した
血液透析患者の 1 例

第 42 回日本腎臓学会西部学術大会 2012.10.26 沖縄県宜野湾市

清水美奈子　　高橋　俊介 腸腰筋肉巨大血腫により急激な貧血進行
を認めた血液透析患者の 1 例

第 42 回日本腎臓学会西部学術大会 2012.10.26 沖縄県宜野湾市

小田切数基　　清水美奈子 
高橋　俊介

透析毎の高熱を合併したヘパリン起因性
血小板減少症の 1 例

第 42 回日本腎臓学会西部学術大会 2012.10.26 沖縄県宜野湾市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

鳥居　　剛 広島県脳卒中地域連携パスの当院におけ
る運用と課題

第 53 回日本神経学会学術大会 2012.5.25 東京都

同道　頼子　　末田　芳雅 
鳥居　　剛

抗 GQ1b/Gt1a、GQ1b/GT1b、GQ1b/
GD1a 複 合 体 抗 体 が 陽 性 で あ っ た
Bickerstaff 型脳幹脳炎の 76 歳女性例

第 92 回日本神経学会中国・四国
地方会

2012.7.7 徳島市

川本　優子　　末田　芳雅
久賀淳一朗　　同道　頼子
田中　　瞳　　鳥居　　剛

亜急性進行性の脳脊髄障害を呈し臨床
的 に CLIPPERS（Chronic lymphocytic 
inflammation with pontine perivascular 
enhancement responsive to steroids）
が疑われた 1 例

第 92 回日本神経学会中国・四国
地方会

2012.7.7 徳島市

久賀淳一朗　　藤井　裕樹＊  
上野　弘貴＊ 　永野　義人＊  
中村　　毅＊ 　山脇　健盛＊  
岡崎　貴仁＊ 　坂本　繁幸＊  
岐浦　禎展＊ 　栗栖　　薫＊  
松本　昌泰＊

緩徐進行性に認知機能障害、パーキンソ
ニズムを呈した 1 例

第 92 回日本神経学会中国・四国
地方会

2012.7.7 徳島市

岡村　祥央　　末田　芳雅　 
同道　頼子　　音成秀一郎　 
篠崎ゆかり　　久賀淳一朗

痙攣にて発症し、経過中に脳梗塞を発祥し
た Posterior Reversible Encephaiopathy 
Syndrome の２症例

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

田中　　瞳　　久賀淳一朗 
同道　頼子　　末田　芳雅 
鳥居　　剛　　渡部　茉耶

下位脳神経麻痺を呈したzoster sine herpete 
の 1 例

日本内科学会第 107 回中国地方会 2012.11.24 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

水本　　健　　桑井　寿雄 内視鏡的に止血した小腸静脈瘤出血の一例 広島消化器病研究会 2012.4.7 広島市

桑井　寿雄 ESD で切除した早期十二指腸癌の一例 呉消化器症例検討会 2012.5.22 呉市

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

ＰＢＣの臨床経過と自己抗体（抗 gp210
抗体、抗 centromea 抗体）

日本消化器病学会 2012.5.26 広島市

窪田　志保　　河野　博孝
水本　　健　　檜山　雄一 
木村　治紀　　山口　　厚 
桑井　寿雄　　高野　弘嗣

進行肝細胞癌に対して肝動注化学療法が
奏効した 1 例

日本消化器病学会 2012.5.26 広島市

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

当院における進行肝細胞癌に対する low-
dose FP 療法の現況

日本消化器病学会 2012.5.26 広島市

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　　斉藤　彰久 
倉岡　和矢　　谷山　清己

急速に進行した膵 solid-pseudo-papillary 
neoplasm の一例

第 43 回日本膵臓学会 2012.6.28 山形市

桑井　寿雄　　山口　敏紀 
山口　　厚　　河野　博孝 
高野　弘嗣

当院における内視鏡的大腸ステント留置
術の現況

第 108 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.7.1 広島市

神経内科

消化器内科
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檜山　雄一　　桑井　寿雄 
山口　　厚　　山下　　賢 
保田　和毅　　水本　　健 
木村　治紀　　山口　敏紀 
河野　博孝　　高野　弘嗣

膵癌腹膜播種による小腸狭窄に対し内視
鏡的ステント留置術を施行した 1 例

第 108 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.7.1 広島市

高畑　敬之　　桑井　寿雄 
山下　　賢　　保田　和毅 
檜山　雄一　　水本　　健 
木村　治紀　　山口　敏紀 
山口　　厚　　河野　博孝 
高野　弘嗣

イレウスを契機に発見された類上皮型小
腸 GIST の 1 例

第 108 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.7.1 広島市

檜山　雄一　　桑井　寿雄 
山口　　厚　　山下　　賢 
保田　和毅　　水本　　健 
木村　治紀　　山口　敏紀 
河野　博孝　　高野　弘嗣

膵癌腹膜播種による小腸狭窄に対し内視
鏡的ステント留置術を施行した 1 例

第 108 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.7.1 広島市

桑井　寿雄 当院における内視鏡的大腸ステント留置
術の現況

日本消化器内視鏡学会 2012.7.1 広島市

山口　　厚　　山下　　賢 
保田　和毅　　水本　　健 
檜山　雄一　　木村　治紀 
山口　敏紀　　桑井　寿雄 
河野　博孝　　高野　弘嗣 
村尾　正樹　　宮加谷靖介

当科における高齢者急性胆管炎初期治療
の現状

第 48 回日本胆道学会学術集会 2012.9.20 東京都

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

肝硬変性門脈大循環短絡症（CPSS）に
よる慢性反復性肝性脳症に対してシャン
ト閉塞治療を施行した 6 例

第 54 回日本消化器病学会大会 2012.10.10 神戸市

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

当院における高齢者上部消化管出血に対
する緊急内視鏡的止血術の現況

第 54 回日本消化器病学会大会 2012.10.10 神戸市

桑井　寿雄 最近の消化管ステンティング事情 第 69 回日本消化器内視鏡技師学会 2012.10.13 神戸市

山口　　厚　　山下　　賢 
保田　和毅　　水本　　健 
檜山　雄一　　木村　治紀 
山口　敏紀　　桑井　寿雄 
河野　博孝　　高野　弘嗣 
若原　　誠　　吉川　幸伸

主膵管拡張を契機に発見された stage １
膵癌の 1 例

第 54 回呉市医学会 2012.11.25 呉市

檜山　雄一　　桑井　寿雄 
保田　和毅　　山下　　賢 
水本　　健　　木村　治紀 
山口　敏紀　　山口　　厚　
河野　博孝　　高野　弘嗣

除菌療法で寛解に至った十二指腸 MALT
リンパ腫の１例

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市

保田　和毅　　河野　博孝 
山下　　賢　　水本　　健 
檜山　雄一　　木村　治紀 
山口　敏紀　　山口　　厚 
桑井　寿雄　　高野　弘嗣 
吉川　幸伸

緩徐に増大し肝部分切除を施行した肝血
管筋脂肪腫の 1 例

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市

山下　　賢　　桑井　寿雄 
保田　和毅　　水本　　健 
檜山　雄一　　木村　治紀 
山口　敏紀　　山口　　厚 
河野　博孝　　高野　弘嗣

貧血進行を契機に発見された小腸pyogenic 
granuloma の 1 例

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市

山口　敏紀　　桑井　寿雄 
山口　　厚　　河野　博孝 
高野　弘嗣

当院における胃腫瘍に対する ESD の治
療成績の変遷

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市

田原　正浩　　山口　　厚 
山下　　賢　　保田　和毅 
水本　　健　　檜山　雄一 
木村　治紀　　山口　敏紀 
桑井　寿雄　　河野　博孝 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己　　高野　弘嗣

非典型的画像所見を呈した膵神経内分泌
腫瘍の 1 例

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市
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北川　隆太　　桑井　寿雄 
檜山　雄一　　保田　和毅 
山下　　賢　　水本　　健 
木村　治紀　　山口　敏紀 
山口　　厚　　河野　博孝 
高野　弘嗣

癌化をみとめた十二指腸孤立性 Peutz-
Jeghers 型ポリープの 1 例

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市

松本　拓視　　山口　　厚　
山下　　賢　　保田　和毅 
水本　　健　　檜山　雄一 
木村　治紀　　山口　敏紀 
桑井　寿雄　　河野　博孝 
斎藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己　　高野　弘嗣

びまん性に膵腫大をきたした胃癌膵転移
の１例

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市

大谷真帆子　　河野　博孝　
檜山　雄一　　保田　和毅 
山下　　賢　　水本　　健 
木村　治紀　　山口　敏紀 
山口　　厚　　桑井　寿雄 
高野　弘嗣

アメーバ性肝膿瘍再発を契機に HIV 感
染症の判断に至った一例

第 98 回日本消化器病学会中国支
部例会　　　
第 109 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2012.12.1 宇部市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

難波　将史　　吉田　　敬 
古玉　純子　　北原　良洋 
中野喜久雄

片側肺優位にスリガラス影を呈した急性
間質性肺炎の１剖検例

第 109 回日本内科学会総会　サテ
ライトシンポジウム研修医、医学
生の内科学会 2012 京都

2012.4.13 京都市

中野喜久雄　　吉田　　敬 
古玉　純子　　北原　良洋 
砂田　祥司

肺癌化学療法例での終末期医療の質─他
臓器癌との比較─

日本臨床腫瘍学会 2012.7.26 大阪市

中野喜久雄 非小細胞肺癌の外来化学療法中での患者
の病態理解度と終末期医療の意向

日本肺癌学会 2012.11.8 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

田村　　律 ステント内再狭窄の 1 例 2012Winter Intervention 
Conference 

2012.1.28 北海道

西山　浩彦 深部静脈血栓症合併の妊娠女性に対し一
時的 IVC フィルター留置後、フィルター
閉塞を繰り返した１症例

Japan Endovascular Treatment 
Conference 2012

2012.2.17 東京都

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

拘束型心筋症との鑑別に苦慮した収縮性
心膜炎の 1 例

第 15 回中之島循環器・代謝フォー
ラム

2012.3.10 大阪市

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

メタボリックシンドロームと左心房拡大
の関連性：内臓脂肪蓄積とアディポネク
チンの関与について

第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会 2012.5.17 横浜市

川本　俊治 二つの仮想サーバーを活用した病院情報
システムの構築について

第 16 回日本医療情報学会春季学
術大会

2012.6.1 函館市

川本　俊治 チーム医療に配慮した DWH 診療支援シ
ステムの構築の取り組み

第 16 回日本医療情報学会春季学
術大会

2012.6.1 函館市

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

ショックを来たしたたこつぼ型心筋症の
1 例

第 49 回広島循環器病研究会 2012.6.9 広島市

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

甘草投与にて心室頻拍をきたした偽性ア
ルドステロン症の 1 例

第 100 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2012.6.22 広島市

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

拘束型心筋症との鑑別に苦慮した収縮性
心膜炎の 1 例

第 100 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2012.6.22 広島市

呼吸器内科

循環器内科
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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 100 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2012.6.23 広島市

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

急性下肢動脈閉塞症に対して血管内治療
にて治療し得た一例

第 19 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

2012.9.1 岡山市

川本　俊治 国立病院機構中国四国 23 施設における
医師事務作業補助や医療関係職の業務分
担調査

第 38 回日本診療情報管理学会 2012.9.7 名古屋市

川本　俊治 二つの仮想サーバーを使った病院情報シ
ステム統合化への取り組み

医療情報学会中国四国支部研究会 2012.9.14 真庭市

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

メサラジン内服にて急性心膜炎を来たし
た潰瘍性大腸炎の 2 例

第 16 回中之島循環器・代謝フォー
ラム

2012.10.6 大阪市

川本　俊治 心臓 CT を使った冠動脈病変指数と冠危
険因子とアディポネクチンの関係

第 33 回日本肥満学会 2012.10.11 京都市

川本　俊治　　田村　　律 
松田　守弘　　渡邊　弘司＊  

虚血性心疾患・地域連携パス使用がかか
りつけ医の患者指導に及ぼす効果

第 14 回日本医療マネジメント学
会学術総会

2012.10.12 佐世保市

川本　俊治 DWH 診療支援を使ったチーム医療シス
テムの利用者評価について

第 32 回医療情報学連合大会 2012.11.15 新潟市

川本　俊治　　重松　研二 
松古冨美子

呉医療センターにおける DPC 情報の活用 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

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

メサラジン 1500 ｍｇ内服後に発症した
急性心膜炎の 1 例

日本内科学会第 107 回中国地方会 2012.11.24 広島市

川本　俊治 虚血性心疾患・地域連携パスの経験がか
かりつけ医の患者指導に及ぼす効果

第 54 回呉市医学会 2012.11.25 呉市

川本　俊治 虚血性心疾患・地域連携パス 4 年でのか
かりつけ医アンケート

第 13 回日本クリニカルパス学会
学術集会

2012.12.7 岡山市

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

BMS 留置後の再々狭窄に対して SES を
留置し 6 年５ヶ月後から 9 ヶ月間でステ
ント内再狭窄が急速に進行した 1 症例

第 101 回日本循環器学会中国地方会 2012.12.8 出雲市

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

メサラジン内服にて急性心膜炎を来たし
た潰瘍性大腸炎の 2 例

第 101 回日本循環器学会中国地方会 2012.12.8 出雲市

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

バイオリムス溶出性ステント留置に亜急
性ステント血栓症を繰り返した一例

第 101 回日本循環器学会中国地方会 2012.12.8 出雲市

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

外傷を契機に発症した心原性ショックを
来したたこつぼ心筋症の 1 例

第 101 回日本循環器学会中国地方会 2012.12.8 出雲市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

増田　正幸　　板垣　　圭 
柴崎　千代　　中津　啓吾 
小早川英夫　　竹林　　実

ECT 反応性が診断に有効であった妄想
性うつ病の 1 例

第 30 回呉医療センター院内研究
発表会

2012.3.10 呉市

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

T3/T4 併用による甲状腺ホルモン補充
療法が有効であった双極性障害の 1 例

第 30 回呉医療センター院内研究
発表会

2012.3.10 呉市

精神科
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大盛　　航　　増田　正幸 
板垣　　圭　　柴崎　千代 
中津　啓吾　　小早川英夫 
竹林　　実

TRH 療法と高圧酸素療法により劇的な
改善を得た間歇性一酸化炭素中毒の 1 例

第 30 回呉医療センター院内研究
発表会

2012.3.10 呉市

細井　茉由　　岡田　麻美 
梶谷　直人　　矢野　遼也 
柴崎　千代　　久岡　一恵＊  
森岡　徳光＊ 　仲田　義啓＊  
竹林　　実

ラット大脳皮質アストロサイトにおい
て、amitriptyline による FGF-2 の発現
は複数の受容体型チロシンキナーゼを介
して調節される

第 85 回日本薬理学会年会 2012.3.14 京都市

金子　将弘＊ 　久岡　一恵 
梶谷　直人　　葛西　美穂＊  
岡田　麻美　　森岡　徳光＊  
竹林　　実　　仲田　義啓＊

抗うつ薬がラット初代培養アストロサイ
トの BDNF exon ｍ RNA の発現に及ぼ
す効果

第 85 回日本薬理学会年会 2012.3.14 京都市

柴崎　千代　　藤田　康孝 
板垣　　圭　　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 31 回リチウム研究会 2012.4.14 東京都

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

蔓延性うつ状態および繰り返す意識障害
を呈した ACTH 単独欠損症の 1 例

第 108 回日本精神神経学会学術総会 2012.5.24 札幌市

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

神経調節性失神を伴うパニック障害に対
し、認知行動療法が有効であった一症例

第 108 回日本精神神経学会学術総会 2012.5.24 札幌市

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

T3/T4 併用による甲状腺ホルモン補充
療法が有効であった双極性障害の 1 例

第 108 回日本精神神経学会学術総会 2012.5.24 札幌市

金子　将弘＊ 　久岡　一恵＊  
梶谷　直人　　葛西　美穂＊  
重藤　貴大＊ 　森岡　徳光＊  
竹林　　実　　仲田　義啓＊

ラット初代培養アストロサイトにおいて
抗うつ薬が BDNF exon mRNA　の発現
に及ぼす作用

第 121 回日本薬理学会年会近畿部会 2012.6.29 徳島市

中島　一恵＊ 　矢野　遼也 
安部　裕美　　岡田　麻美 
梶谷　直人　　森岡　徳光＊  
竹林　　実　　仲田　義啓＊

三環系抗うつ薬 amitriptyline によるグ
リア細胞株由来神経成長因子（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 42 回日本神経精神薬理学会・第
22 回日本臨床精神神経薬理学会

2012.10.18 宇都宮市

大盛　　航　　豊田　麻里 
増田　正幸　　板垣　　圭　
柴崎　千代　　中津　啓吾　
小早川英夫　　竹林　　実

TRH 療法により高圧酸素療法が可能と
なり改善を得た間歇性一酸化炭素中毒の
1 例

第 25 回日本総合病院精神医学会 2012.11.30 東京都

増田　正幸　　大盛　　航 
豊田　麻里　　板垣　　圭 
柴崎　千代　　中津　啓吾 
小早川英夫　　竹林　　実

ECT 反応性が診断の一助となった妄想
性うつ病の 1 例

第 25 回日本総合病院精神医学会 2012.11.30 東京都

金子　将弘＊ 　中島　一恵＊  
梶谷　直人　　葛西　美穂＊  
重藤　貴大＊ 　松本　千枝＊  
森岡　徳光＊ 　竹林　　実　
仲田　義啓＊

ラット初代培養アストロサイトにおい
て抗うつ薬による脳由来神経栄養因子

（BDNF）発現機構の解明

第 18 回創薬・薬理フォーラム 2012.12.22 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

腹痛、嘔吐で発症した全身性エリテマ
トーデス（SLE）腸炎型の一例

第 115 回日本小児科学会学術集会 2012.4.20 福岡市

白石　泰尚　　岡島枝里子　 
片岡　久子　　友森麻衣子　 
壷井　史奈　　米倉　圭二　 
下薗　広行　　宮河真一郎

CGM（C 御地縫おう sGlucose Monitoring）
を用いた血糖管理の試みについて

第 159 回日本小児科学会広島地方会 2012.6.10 広島市

米倉　圭二　　白石　泰尚 
片岡　久子　　岡島枝里子 
友森麻衣子　　壷井　史奈 
下薗　広行　　宮河真一郎

甲状腺疾患合併妊娠における妊娠母体・
出生児の臨床的検討

第 46 回日本小児内分泌学会学術
集会

2012.9.27 大阪市

小児科
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宮河真一郎　　米倉　圭二 
原　　圭一　　宇都宮朱里＊  
香川　礼子＊

脊椎病変を合併した McCune Albright 
Syndorome の長期経過

第 46 回日本小児内分泌学会学術
集会

2012.9.27 大阪市

片岡　久子 ジアフェニルスルホンによる DIHS の 1 例 第 64 回中国四国小児科学会 2012.11.10 徳島市

原　　圭一　　丹馬　　剛＊  
津村　弥来＊ 　細貝　礼子＊  
岡田　　賢＊ 　佐倉　伸夫＊  
畑　　郁恵＊ 　 　

機能解析の結果、正常以上の活性をもつ
と考えられる ACADM 変異

第 54 回日本先天代謝異常学会総会 2012.11.15 岐阜市

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

痙攣重積をきたした銀杏中毒の 1 例 第 160 回日本小児科学会広島地方会 2012.12.16 広島市

白石　泰尚　　岡島枝里子　 
片岡　久子　　友森麻衣子　 
壷井　史奈　　米倉　圭二　 
原　　圭一　　下薗　広行　 
宮河真一郎　　西　　康行 
益田　　慎＊

出生後より哺乳障害を認め、診断に苦慮
している 1 例

第 160 回日本小児科学会広島地方会 2012.12.16 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

右下腹部痛と嘔吐を主訴に来院した一例 第 14 回呉腹部救急研究会 2012.2.7 呉市

畑中　信良　　吉川　幸伸 
中島　慎介　　富永　春海 
清水　洋祐　　遠藤　俊治 
西谷　暁子　　文　　正浩 
若原　　誠　　原　　和信 
上池　　渉

胃癌治療におけるＣＡＲＴ（cell-free 
and concentrated ascites reinfusion 
thetapy）胃癌腹膜播種に対する CART
適用の意義

第 84 回日本胃癌学会総会 2012.2.8 大阪市

宮下　和幸＊ 　黒田　暁生＊  
安田　哲行＊ 　植田江梨子＊  
伊藤　壽記＊ 　高原　史郎＊  
種村　匡弘　　川本　弘一＊  
金藤　秀明＊ 　山﨑　義光＊  
松久　宗英＊ 　下村伊一郎＊

マージナルドナーからの膵腎同時移植後
10 年以上良好に経過した膵グラフト機
能の長期成績 

第 39 回日本膵・膵島移植研究会 2012.2.27 旭川市

伊藤　壽記＊ 　高原　史郎＊  
種村　匡弘　　川本　弘一＊  
金藤　秀明＊ 　山﨑　義光＊  
松久　宗英＊ 　下村伊一郎＊

VAIVT における術者被曝線量低減の検
討

第 17 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

2012.3.3 東京都

種村　匡弘　　大村　仁昭＊  
永野　浩昭＊ 　谷田　　司＊  
岩上　佳史＊ 　和田　浩志＊  
小林　省吾＊ 　丸橋　　繁＊  
江口　英利＊ 　吉川　幸伸 
谷山　清己　　上池　　渉 
土岐祐一郎＊ 　森　　正樹＊

糖尿病克服を目指した脂肪組織由来幹細
胞（ADSC）の臨床応用への挑戦ー微小
環境再構築による次世代型膵島移植の開
発とインスリン陽性細胞への誘導

第 112 回日本外科学会定期学術集会 2012.4.12 千葉市

平岡　和也　　吉川　幸伸 
畑中　信良　　富永　春海 
木下　尚弘　　清水　洋祐 
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

当院における植込み型除細動器（ICD）
または両室ペーシング機能付き植込み型
除細動器（CRT-D）埋め込み患者の外
科手術症例の検討

第 112 回日本外科学会定期学術集会 2012.4.12 千葉市

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

POCY1 胃癌に対する手術施行例の治療
成績

第 112 回日本外科学会定期学術集会 2012.4.12 千葉市

外　科
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富永　春海 大腸癌化学療法時の消化管毒性と血中
DAO 活性の推移の検討

がん栄養療法研究会 2012.5.26 岡山市

種村　匡弘　　江口　英利＊  
谷田　　司＊ 　桂　　宜輝＊  
岩上　佳史＊ 　和田　浩志＊  
川本　弘一＊ 　小林　省吾＊  
丸橋　　繁＊ 　吉川　幸伸 
谷山　清己　　上池　　渉
森　　正樹＊ 　土岐祐一郎＊  
永野　浩昭＊

分枝型膵ＩＰＭＮの外科的治療戦略　─
ＦＤＧ - ＰＥＴを応用した手術適応決定
は妥当か？─

第 24 回日本肝胆膵外科学会・学
術集会

2012.5.30 大阪市

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
井上　雅史

十二指腸乳頭部癌の術後再発危険因子を
考慮した治療戦略

第 24 回日本肝胆膵外科学会・学
術集会

2012.6.1 大阪市

井上　雅史　　種村　匡弘 
伊禮　俊充

膵頭十二指腸切除後に生じた仮性動脈瘤
に対しステント留置にて止血しえた 1 例

第 24 回日本肝胆膵外科学会・学
術集会

2012.6.1 大阪市

文　　正浩　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　若原　　誠 
井上　雅史　　西谷　暁子 
清水　洋祐　　種村　匡弘 
富永　春海　　上池　　渉

食道癌術後に横隔膜ヘルニアを発症した
一例

第 66 回日本食道学会学術集会 2012.6.21 長野県北佐
久郡軽井沢

町

畑中　信良　　吉川　幸伸 
文　　正浩　　種村　匡弘 
西谷　暁子　　朴　　美和 
若原　　誠　　平田真由子 
桑井　寿雄　　上池　　渉

当施設における食道穿孔の治療経験 第 66 回日本食道学会学術集会 2012.6.21 長野県北佐
久郡軽井沢

町

文　　正浩　　石井　秀始＊  
種村　匡弘　　土岐祐一郎＊  
森　　正樹＊

リプログラミングにおける p53 変異の検討 第 22 回日本サイトメトリー学会
学術集会

2012.6.29 豊中市

富永　春海　　吉川　幸伸 
畑中　信良　　種村　匡弘 
清水　洋祐　　西谷　暁子 
伊禮　俊充　　平岡　和也 
井上　雅史　　上池　　渉

高齢者（85 歳以上）大腸癌手術症例の
検討

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.12 富山市

岡村　祥央 膵液漏に続発した仮性動脈瘤切迫破裂の
１救命例

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

文　　正浩　　畑中　信良 
伊禮　俊充　　平岡　和也 
西谷　暁子　　清水　洋祐 
種村　匡弘　　富永　春海 
吉川　幸伸　　上池　　渉

80 歳以上高齢者に対する腹腔鏡補助下
幽門側胃切除術の検討

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

西谷　暁子　　吉川　幸伸 
豊田　尚之　　秋山　直子 
畑中　信良　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　井上　雅史 
本明　慈彦　　上池　　渉

膵液漏に続発する仮性動脈瘤切迫破裂に
対する stent 治療の是非

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
平岡　和也　　木下　尚弘 
西谷　暁子　　清水　洋祐 
富永　春海　　畑中　信良 
上池　　渉　　吉川　幸伸

75 歳以上高齢者に対する十二指腸潰瘍穿
孔手術症例の成績と腹腔鏡下手術の是非

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

黒川　知彰　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　富永　春海 
種村　匡弘　　清水　洋祐 
西谷　暁子　　若原　　誠 
佐村　　修　　上池　　渉

腹膜偽粘液腫を来たした虫垂嚢胞腺癌の
1 例

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

井上　雅史　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　若原　　誠 
平岡　和也　　清水　洋祐 
富永　春海　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　上池　　渉

膵腫瘤性病変診断における FDG-PET の
有用性

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

畑中　信良　　吉川　幸伸 
富永　春海　　種村　匡弘 
清水　洋祐　　西谷　暁子 
文　　正浩　　若原　　誠 
桑井　寿雄　　上池　　渉

最近の残胃癌の特徴と対策 第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市
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種村　匡弘　　永野　浩昭＊  
江口　英利＊ 　和田　浩志＊  
川本　弘一＊ 　小林　省吾＊  
丸橋　　繁＊ 　伊藤　壽記＊  
森　　正樹＊ 　土岐祐一郎＊

遠隔成績からみた Marginal donor から
の脳死膵臓移植の適応と限界

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

清水　洋祐　　吉川　幸伸 
畑中　信良　　富永　春海 
種村　匡弘　　西谷　暁子 
伊禮　俊充　　平岡　和也 
井上　雅史　　上池　　渉

腹腔鏡下手術を行った開腹歴のないイレ
ウスの５例

第 67 回日本消化器外科学会総会 2012.7.18 富山市

富永 春海 日本の大腸癌患者さんのための治療
〜術後補助化学療法を考える〜

Hiroshima Cancer Chemotherapy 
Symposium

2012.8.3 広島市

種村　匡弘　　大村　仁昭＊  
和田　浩志＊ 　川本　弘一＊  
小林　省吾＊ 　江口　英利＊  
伊藤　壽記＊ 　吉川　幸伸 
谷山　清己　　上池　　渉 
森　　正樹＊ 　土岐祐一郎＊  
永野　浩昭＊

膵島機能におけるオートファジー過剰誘
導の意義−免疫抑制剤としてのラパマイ
シン投与の妥当性について−

第 48 回日本移植学会総会 2012.9.20 名古屋市

富永　春海 「大腸癌の治療　─当院における化学療
法─」

第 51 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

2012.11.10 松江市

栗原　　毅＊ 　富永　春海 在宅で看取りを行った末期進行大腸癌患
者の一例

第 67 回日本大腸肛門病学会学術
集会

2012.11.16 福岡市

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
井上　雅史　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　若原　　誠 
文　　正浩　　平岡　和也 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　上池　　渉 
吉川　幸伸

当施設でのラパロ下肝切除術の現況 第 16 回呉手術手技研究会 2012.11.25 呉市

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
井上　雅史　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　若原　　誠 
文　　正浩　　平岡　和也 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　上池　　渉 
吉川　幸伸

当施設での腹腔鏡下肝切除術の現況 第 54 回呉市医学会 2012.11.25 呉市

種村　匡弘　　谷田　　司＊  
三善　英知＊ 　永野　浩昭＊  
古川　健太＊ 　和田　浩志＊  
川本　弘一＊ 　小林　省吾＊  
江口　英利＊ 　吉川　幸伸 
谷山　清己　　上池　　渉 
森　　正樹＊ 　土岐祐一郎＊

糖鎖改変ワクチンを用いた膵癌術後成績
向上をめざした挑戦α -gal tumor lysate 
vaccine:from beench to bedside

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

窪田　志保　　畑中　信良 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
若原　　誠　　文　　正浩 
井上　雅史　　伊禮　俊充 
西谷　暁子　　平岡　和也 
清水　洋祐　　種村　匡弘 
富永　春海　　吉川　幸伸 
上池　　渉

後腹膜原発悪性線維性組織球腫の１手術例 第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

谷山　大樹　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　若原　　誠 
文　　正浩　　井上　雅史 
西谷　暁子　　平岡　和也 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
上池　　渉

重症膵炎を合併した胆管周囲嚢胞の 1 切
除例

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
若原　　誠　　井上　雅史 
文　　正浩　　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 
斉藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

著明な赤血球増多症を示した肝 S1 由来
巨大肝細胞癌の 1 切除例

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都
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平岡　和也　　吉川　幸伸 
畑中　信良　　富永　春海 
種村　匡弘　　清水　洋祐 
西谷　暁子　　伊禮　俊充 
井上　雅史　　文　　正浩 
若原　　誠　　本明　慈彦 
黒川　知彰　　上池　　渉

腹腔内膿瘍を伴う下部直腸癌に対し左外
側広筋弁を用いて骨盤内充填術を併施し
たマイルズ手術の 1 例

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

本明　慈彦　　種村　匡弘 
井上　雅史　　黒川　知彰 
若原　　誠　　文　　正浩 
伊禮　俊充　　西谷　暁子 
平岡　和也　　清水　洋祐 
富永　春海　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　上池　　渉

小網原発の被覆嚢胞の 1 切除例 第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

井上　雅史　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　若原　　誠 
西谷　暁子　　平岡　和也 
清水　洋祐　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　上池　　渉

10 年後残膵再発性病変を切除し得た IPMC
の１手術例

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

黒川　知彰　　清水　洋祐 
吉川　幸伸　　本明　慈彦 
若原　　誠　　文　　正浩
井上　雅史　　伊禮　俊充 
西谷　暁子　　平岡　和也
種村　匡弘　　富永　春海 
畑中　信良　　上池　　渉

術後 20 年経過した子宮肉腫直腸転移の
一切除例

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

黒川　知彰　　山下　芳典 
原田　洋明　　坪川　典史 
倉岡　和矢　　斉藤　彰久 
谷山　清己　　吉川　幸伸

G-CSF および IL-6 産生肺多形癌の一切除例 第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

小田切数基　　清水　洋祐 
富永　春海　　種村　匡弘 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
若原　　誠　　文　　 正浩 
井上　雅史　　伊禮　俊充 
西谷　暁子　　平岡　和也 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
上池　　渉

腎癌上行結腸転移の１手術例 第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

西谷　暁子　　本明　慈彦 
若原　　誠　　井上　雅史 
文　　正浩　　伊禮　俊充 
平岡　和也　　清水　洋祐 
種村　匡弘　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
上池　　渉

当科での GIST に対するイマチニブ長期
投与例の検討

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

若原　　誠　　伊禮　俊充 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
井上　雅史　　文　　正浩 
平岡　和也　　西谷　暁子 
清水　洋祐　　種村　匡弘 
富永　春海　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　上池　　渉

腎癌切除後 9 年目に甲状腺転移をきたし
た 1 切除例

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

井上　雅史　　種村　匡弘 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
若原　　誠　　伊禮　俊充 
平岡　和也　　清水　洋祐 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
上池　　渉

小網に発生した腹膜中皮嚢胞に対し腹腔
鏡嚢胞切除を行った一例

第 25 回日本内視鏡外科学会総会 2012.12.6 横浜市

平岡　和也　　吉川　幸伸 
畑中　信良　　富永　春海 
種村　匡弘　　清水　洋祐 
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　　黒川　知彰 
上池　　渉

整復不能な S 状結腸癌先進腸重積症に対
して腹腔鏡下に腸重積整復し切除した 1 例

第 25 回日本内視鏡外科学会総会 2012.12.7 横浜市
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文　　正浩　　畑中　信良 
清水　洋祐　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　若原　　誠 
井上　雅史　　伊禮　俊充 
平岡　和也　　西谷　暁子 
種村　匡弘　　富永　春海 
吉川　幸伸　　上池　　渉

腹腔鏡下に摘出しえた下十二指腸角
GIST の１例

第 25 回日本内視鏡外科学会総会 2012.12.7 横浜市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

加藤　大典＊ 　山城　大泰 
高橋　裕代　　木下　尚弘 
宮本　和明　　常盤麻里子 * 
木川雄一郎＊ 　藤村　弓子 * 
貝原　　聡＊ 　細谷　　亮 *

再発乳癌に対するExemestaneとToremifene
の併用投与（pilot study）

第 20 回日本乳癌学会学術総会 2012.6.28 熊本市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

泉田　泰典　　安本　正徳 
仁井谷　学

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 42 回日本人工関節学会 2012.2.24 沖縄県宜野湾市

倉都　滋之　　仁井谷　学 術中回収式自己血輸血のみで対応した人
工股関節置換術の安全性についての検討

第 42 回日本人工関節学会 2012.2.24 沖縄県宜野湾市

濱﨑　貴彦 頚椎椎弓形成術後の拡大椎弓の落ち込み 第１回 MISA 研究会 2012.3.10 岡山市

好川　真弘　　安本　正徳 
泉田　泰典　　仁井谷　学 
濱田　宜和　　杉田　　孝

膝蓋骨非置換が原因と考えられた人工膝
関節置換術後反復性膝関節血症の 1 例

中部日本整形外科災害外科学会第
118 回学術集会

2012.4.6 大阪市

蜂須賀裕己　　泉田　泰典 
濱﨑　貴彦　　松尾　俊宏 
濱田　宜和　　杉田　　孝

ロッキングプレートを用いた第 4 中足骨
短縮症の治療経験

中部日本整形外科災害外科学会第
118 回学術集会

2012.4.6 大阪市

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

高度の粉砕を伴う肘関節脱臼骨折の一例 第 60 回中国・四国手外科症例検
討会

2012.6.2 岡山市

濱﨑　貴彦 第 5 腰椎分離症に二分脊椎を合併した症例 Developing Spine Surgeon 
Conference

2012.6.16 大阪市

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

骨・軟部肉腫における肺転移症例の予後
解析

第 45 回日本整形外科学会　骨・
軟部腫瘍学術集会

2012.7.14 東京都

松尾　俊宏　　杉田　　孝 
下瀬　省二　　久保　忠彦 
越智　光夫

骨・軟部腫瘍におけるテロメア・テロメ
ラーゼの診断および標的治療としての可
能性

第 27 回日本整形外科学会基礎学
術集会

2012.10.26 名古屋市

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

関節変形を伴う陳旧性 PIP 関節脱臼の一例 第 61 回中国・四国手外科症例検
討会

2012.11.10 倉敷市

濱﨑　貴彦 骨粗鬆症性椎体骨折に対するテリパラチ
ド週１回投与による疼痛および QOL の
改善効果

第 78 回西日本脊椎研究会 2012.11.16 福岡市

中川　　豪＊ 　寺元　秀文＊  
脇田　　匡＊ 　白川　泰山＊  
濱㟢　貴彦　　當天　賢子＊  
沖本　信和＊ 　久保　　勉＊

骨粗鬆症に対し新たに認可された骨形成
促進剤使用における呉市内の多施設共同
調査の結果および今後の課題と期待

第 54 回呉市医学会 2012.11.25 呉市

蜂須賀裕己　　濱田　宜和 
安本　正徳　　松尾　俊宏 
濱㟢　貴彦　　泉田　泰典 
仁井谷　学　　好川　真弘 
杉田　　孝　　谷山　清己 
倉岡　和矢　　齋藤　彰久

血管柄付き内上顆移植により複合組織再
建を行った母指末節骨骨腫瘍の 1 例

第 39 回日本マイクロサージャリー
学会学術集会

2012.12.6 北九州市

乳腺外科

整形外科
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演者 演題名 学会名 発表日 場所

田代　桂一　　重田　剛志 
道広　博之　　仁井谷　学 
安本　正徳　　

人工関節センター開設におけるリハビリ
テーション科の取り組み

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

友安　青子　　楠原　敦子＊  
池田　朋世＊

引継ぎ資料の作成の試み─長期療養患者
の OT が安定して継続されるために─

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

高橋　雄介　　松川　陽平 
三上　紀子　　吉川　幸織 
安積　昌吾　　平川　治男 
山下　芳典

舌亜全的術後の周術期から長期に ST 介
入し要咀嚼食物の経口摂取が可能となっ
た 1 例

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

松川　陽平　　高橋　雄介 
三上　紀子　　吉川　幸織 
山下　芳典　　

DPC コード嚥下性肺炎患者の実態と対
策　─ ST 処方患者と未処方患者を比較
して─

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

山本　浩基　　重田　剛志 
道広　博之

新人教育における指導者と新人との捉え
方の違い

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

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

肺癌周術期の包括的呼吸リハビリテー
ションの取り組み　─理学療法士の立場
から─

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

原田　敏昭＊ 　重田　剛志 
馬屋原康高＊ 　林　　宏則＊

国立病院理学療法士協議会中国四国ブ
ロック部会における人材育成に対する取
組み

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

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

肺がん周術期の包括的呼吸リハビリテー
ションの取組み〜理学療法士の立場から
〜

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

中尾　淳一　　山崎美也子 
松谷　純子　　道広　博之 
山下　芳典　　原田　洋明 
坪川　典史　　大河内友美

当院における周術期包括的呼吸リハビリ
テーションの取り組みについて

第 22 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2012.11.23 福井市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

安積　昌吾　　杉山　成史 開胸術後胸骨骨髄炎に対して胸骨全摘を
おこなった術後呼吸機能について

第 55 回日本形成外科学会総会・
学術集会

2012.4.11 東京都

三浦　佑樹　　安積　昌吾 
杉山　成史

鼻茸による著明な鼻形態異常を起こした
1 例

第 64 回日本形成外科学会中国・
四国支部学術集会

2012.9.23 鳥取市

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 
細貝　昌弘　　山口　　智＊

Chiari 0 maflormation に伴って生じた骨
髄空洞症の一例

第 73 回日本脳神経外科学会中国
四国支部学術集会

2012.4.7 松山市

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 37 回日本脳卒中学会総会 2012.4.26 福岡市

大下　純平　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　米澤　公器 
細貝　昌弘

椎骨動脈合流部大動脈瘤に対する血管内
治療の 1 例

第 21 回中国四国脳神経血管内手
術研究会

2012.9.1 高松市

米澤　公器　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
細貝　昌弘

くも膜下出血および脳内出血で発症した
繊毛癌脳転移の 1 例

第 14 回中国四国脳卒中研究会 2012.9.1 高松市

米澤　公器　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
細貝　昌弘

くも膜下出血および脳内出血で発症した
繊毛癌脳転移の 1 例

第 103 回広島がん治療研究会 2012.9.29 広島市

伊藤　陽子　　大庭　信二 
大下　純平　　細貝　昌弘 
米澤　公器

難治性疼痛治療時の脊髄刺激装置の選択 第 71 回日本脳神経外科学会学術
総会

2012.10.17 大阪市

リハビリテーション科

形成外科

脳神経外科
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江口　国輝＊ 　岐浦　禎展＊  
坂本　繁幸＊ 　岡崎　貴仁＊  
松重　俊憲＊ 　品川　勝弘＊  
栗栖　　薫＊ 　渋川　正顕＊  
大庭　信二　　有田　和徳＊

三叉神経痛、顔面痙攣に対する神経血管
減圧術治療成績

第 65 回広島医学会総会 2012.11.11 広島市

細貝　昌弘　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
米澤　公器

小児で発症した頭蓋咽頭腫に対する治療
方針

第 65 回広島医学会総会 2012.11.11 広島市

伊藤　陽子　　大庭　信二 
大下　純平　　米澤　公器 
細貝　昌弘

難治性疼痛に対する脊髄刺激療法 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

米澤　公器　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
細貝　昌弘

くも膜下出血および脳内出血で発症した
繊毛癌脳転移の 1 例

第 30 回日本脳腫瘍学会学術集会 2012.11.25 広島市

大下　純平　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　米澤　公器 
細貝　昌弘

胃癌原発側脳室内転移性脳腫瘍の 1 例 第 74 回日本脳神経外科学会中国
四国支部学術集会

2012.12.1 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

原田　洋明　　山下　芳典 
竹中　千恵

３D-CT にて 3 本の流入血管と半奇静脈
への流出血管を術前に同定し得た肺内肺
分画症の完全鏡視下切除例

第 10 回スプリングセミナー IN 
OKINAWA

2012.3.29 沖縄県

山下　芳典　　原田　洋明　 
竹中　千恵　　向田　秀則＊

低侵襲性と安全性を追求した軟性鏡、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 112 回日本外科学会定期学術集会 2012.4.12 千葉市

坪川　典史　　津谷　康大＊  
小林　美恵＊ 　三隅　啓三＊  
松本耕太郎＊ 　宮田　義浩＊  
岡田　守人＊

術前化学療法が奏効した肉腫型悪性胸膜
中皮腫の 1 例

第 29 回日本呼吸器外科学会総会 2012.5.16 秋田市

山下　芳典　　原田　洋明 
竹中　千恵　　

３D-CT にて 3 本の流入血管と半奇静脈
への流出血管を術前に同定し得た肺内肺
分画症の完全鏡視下切除例

第 29 回日本呼吸器外科学会総会 2012.5.16 秋田市

坪川　典史　　津谷　康大＊  
三隅　啓三＊ 　宮田　義浩＊  
岡田　守人＊

Gefinitib 投与で約 10 年間 CR を維持し
ていたが、休薬により再燃した肺腺癌術
後再発の 1 例

第 55 回関西胸部外科学会学術集会 2012.6.21 大阪市

坪川　典史　　原田　洋明 
山下　芳典

胸腔鏡下に摘出した迷入性甲状腺腫の 1 例 第 51 回日本肺癌学会中国・四国
支部会

2012.7.20 下関市

坪川　典史　　原田　洋明 
山下　芳典

胸腔鏡下に摘出した迷入性甲状腺腫の 1 例 第 47 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会

2012.7.20 下関市

山下　芳典 胸腔鏡下肺癌根治術後に食道穿孔、気管
支断端廔を併発した 1 例

第 43 回国立病院機構肺がん研究
会夏期講習会

2012.8.25 那覇市

原田　洋明　　坪川　典史 
山下　芳典

多職種チーム体制による肺がん外科手術
周術期管理（Advanced ERAS protocol）
の臨床的有用性

第 103 回広島がん治療研究会 2012.9.29 広島市

坪川　典史　　原田　洋明 
山下　芳典

包括的呼吸リハビリテーションと超早期
離床・経口摂取を含めた多職種チーム体
制による Advanced ERAS protocol の
実践

第 65 回日本胸部外科学会定期学
術集会

2012.10.17 福岡市

山下　芳典　　原田　洋明 
坪川　典史　　向井　秀則＊

患者選択による胸腔鏡補助下と完全鏡視
下による肺葉切除術の前向きコホートに
よる長期成績を含めた検討

第 53 回日本肺癌学会総会 2012.11.8 岡山市

原田　洋明 肺癌外科治療における多職種チーム体
制 に よ る Advanced ERAS protocol 〜
High risk 患者に対する臨床的有用性

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

坪川　典史　　原田　洋明 
山下　芳典

ソフト凝固によるバイポーラシザーズを
用いた原発性肺癌に対する完全鏡視下肺
葉切除術

第 74 回日本臨床外科学会総会 2012.11.29 東京都

山下　芳典　　原田　洋明 
坪川　典史　　向田　秀則＊

呼吸器外科領域における課題と将来像、
Hybrid と VATS の前向きコホートによ
る検討

第 25 回日本内視鏡外科学会総会 2012.12.6 横浜市

呼吸器外科
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坪川　典史　　原田　洋明 
山下　芳典

術後創部痛の定量化による VATS の新
しい侵襲評価法（Pain Vision TM によ
る術後創部痛の測定）

第 25 回日本内視鏡外科学会総会 2012.12.8 横浜市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

仲村　輝也　　関谷　直純 
中里　太郎　　川本　俊治 
田村　　律　　松田　守弘

重症心不全に対する僧帽弁手術と一期的
術中 CRT 埋め込み症例の検討

第 49 回広島循環器病研究会 2012.6.9 広島市

仲村　輝也　　関谷　直純 
中里　太郎

異なる病態を呈した僧帽弁前尖収縮期前
方運動の 2 例

第 55 回関西胸部外科学会学術集会 2012.6.21 大阪市

中里　太郎　　仲村　輝也 
関谷　直純　　杉山　成史 
安積　昌吾　　三浦　佑樹

開心術後難治性胸骨感染に対する胸骨全
摘を伴う胸壁広範囲切除一期的胸壁再建
術の成績

第 55 回関西胸部外科学会学術集会 2012.6.21 大阪市

中里　太郎　　山下　芳典 
原田　洋明　　竹中　千恵

膵癌孤立性肺転移の１切除例 第 55 回関西胸部外科学会学術集会 2012.6.21 大阪市

中里　太郎　　仲村　輝也 
関谷　直純　　田村　　律 
松田　守弘　　川本　俊治

重症心不全に対する僧帽弁手術および一
期的心臓再同期療法の成績

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

仲村　輝也　　関谷　直純 
中里　太郎

当院における低侵襲心臓手術の変遷 第 54 回呉市医学会 2012.11.25 呉市

中里　太郎　　仲村　輝也 
関谷　直純

腹部大動脈瘤術後 2 年で発症した巨大吻
合部仮性動脈瘤の１例

第 50 回広島循環器病研究会 2012.12.15 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

松阪　由紀　　真田　聖子 不明熱と紫紅色斑を生じた Anaplastic 
large cell lymphoma の一例

日本皮膚科学会第 130 回広島地方会 2012.3.4 広島市

松阪　由紀　　真田　聖子 
伊藤　琢生　　石川　哲三＊  
平島　昌生＊

皮膚サルコイド反応を認めた慢性骨髄単
球性白血病の 1 例

日本皮膚科学会第 131 回広島地方会 2012.9.9 広島市

松阪　由紀　　真田　聖子 
平島　昌生＊ 　伊藤　琢生

サルコイドーシスを認めた慢性骨髄単球
性白血病の 1 例

第 64 回日本皮膚科学会西部支部
学術大会

2012.10.27 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

深田　　聡　　甲田俊太郎 
繁田　正信

当科における体腔鏡下前立腺摘出術の検
討

第 90 回日本泌尿器科学会四国地
方会

2012.1.28 高知市

繁田　正信　　深田　　聡 
甲田俊太郎　

当科における Cohen 法による気膀胱下
膀胱内手術の経験

第 90 回日本泌尿器科学会四国地
方会

2012.1.28 高知市

繁田　正信 排尿障害の診断と治療 第 1 回呉泌尿器疾患セミナー 2012.3.14 呉市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術の安全な施行のた
めに

第 3 回大阪 EndoUrology 研究会 2012.3.23 大阪市

深田　　聡　　甲田俊太郎 
繁田　正信

当科における腹腔鏡下腎部分切除術の検
討

第 100 回日本泌尿器科学会総会 2012.4.21 横浜市

甲田俊太郎　　深田　　聡 
繁田　正信

体腔鏡下前立腺全摘除術における尖部処
理と術後尿禁制の検討

第 100 回日本泌尿器科学会総会 2012.4.21 横浜市

繁田　正信 症例から学ぶ尿路結石診療のノウハウ 広島プライマリケア・セミナー 2012.5.24 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘における神経温存に
ついて

第 12 回北広島泌尿器研究会 2012.5.28 広島市

繁田　正信　　甲田俊太郎 
深田　　聡

体腔鏡下前立腺全摘除術における膀胱頚
部離断に難渋した症例の工夫

第 151 回日本泌尿器科学会広島地
方会

2012.6.9 広島市

甲田俊太郎　　深田　　聡 
繁田　正信　　

呉医療センターにおける 2011 年度の入
院手術統計

第 151 回日本泌尿器科学会広島地
方会

2012.6.9 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術 第 2 回周防泌尿器科懇話会 2012.7.6 柳井市

心臓血管外科

皮膚科

泌尿器科
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績

福岡憲一郎　　深田 　聡 
甲田俊太郎　　繁田 正信 
大下　博史＊

同側無形成人と尿管異所開口を伴った精
嚢嚢胞の 1 例

第 152 回日本泌尿器科学会広島地
方会

2012.10.13 広島市

繁田　正信 術野における縫合・結紮手技；腎部分切
除術について

泌尿器腹腔鏡下縫合 . 結紮手技講習会 2012.10.14 神戸市

福岡憲一郎　　佐竹　宏文 
甲田俊太郎　　繁田　正信 
深田　　聡

後腹膜鏡下に摘除した腎動脈瘤の 1 例 第 27 回広島 EE 研究会 2012.10.20 広島市

甲田俊太郎　　佐竹　宏文 
福岡憲一郎　　繁田　正信 
深田　　聡

呉医療センター泌尿器科における腹腔鏡
下膀胱全摘除術の経験

第 27 回広島 EE 研究会 2012.10.20 広島市

福岡憲一郎　　深田　　聡 
甲田俊太郎　　繁田　正信

膀胱全摘術および回腸導管造設後の左下
部尿管再発に対して後腹膜鏡下左腎尿管
全摘術を施行した 1 例

第 64 回日本泌尿器科学会西日本
総会

2012.11.9 徳島市

繁田　正信　　福岡憲一郎 
深田　　聡　　甲田俊太郎

ビデオディスカッション　腹腔鏡下腎部
分切除術 - 阻血時間 30 分を目指して -

第 26 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2012.11.22 仙台市

繁田　正信 JSE 教育プログラム１　腹腔鏡下腎部分
切除術　阻血時間 30 分を目指して

第 26 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2012.11.22 仙台市

繁田　正信 ランチオンセミナー　腹腔鏡下腎部分切
除術

第 26 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2012.11.23 仙台市

甲田俊太郎　　福岡憲一郎 
深田　　聡　　佐竹　宏文 
繁田　正信

腹腔鏡下前立腺全摘症例摘除標本におけ
るデュタステリドの組織学的効果に関す
る検討

第 26 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2012.11.24 仙台市

深田　　聡　　福岡憲一郎　
甲田俊太郎　　繁田　正信

神経温存腹腔鏡下前立腺全摘除の術後尿
禁制及び制癌性に関する検討

第 26 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2012.11.24 仙台市

繁田　正信　　福岡憲一郎 
深田　　聡　　甲田俊太郎

当院における腹腔鏡下腎部分切除術の長
期治療成績

第 25 回日本内視鏡外科学会総会 2012.12.8 横浜市

繁田　正信 ワークショップ 13　各種方法（マイクロ
ターゼ、クランプ、開腹）による腎部分
切除術の長期成績

第 25 回日本内視鏡外科学会総会 2012.12.8 横浜市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術の現状 第 14 回北広島泌尿器研究会 2012.12.17 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

佐村　　修 母体血液を用いた無侵襲敵出生前診断の
現状について

第 15 回胎児遺伝子診断研究会 2012.2.4 東京都

中村　紘子　　竹原　和宏　
楠本　真也　　佐々木　晃　 
山㟢　友美　　佐村　　修　 
水之江知哉　　田中　美帆　 
坂根　潤一　　田中　正純　 
西村　俊直　　齋藤　彰久　 
倉岡　和矢　　谷山　清己

子宮頸部しょう液性腺癌の 1 例 第 37 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会

2012.3.17 広島市

山﨑　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　

卵巣成熟嚢胞性奇形腫から発生した腹膜
偽粘液腫の一例

第 64 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2012.4.13 神戸市

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

cell-free 胎児 DNA を用いた無侵襲的出
生前診断の文献的考察

第 36 回日本遺伝カウンセリング
学会総会および学術集会

2012.6.8 松本市

佐々木　晃　　水之江知哉　
楠本　真也　　山﨑　友美　
中村　紘子　　佐村　　修　
竹原　和宏

胎盤早期剥離のため緊急帝王切開術を施
行した 2 例

第 205 回広島県南部地区産婦人科
医会

2012.6.15 呉市

佐々木　晃　　坂下　知久＊  
江川　美砂＊ 　木谷由希絵＊  
坂手慎太郎＊ 　信実　孝洋＊  
向井百合香＊ 　兵頭　麻希＊  
工藤　美樹＊

当院における精神疾患合併妊娠の検討 第 48 回日本周産期・新生児医学
会総会および学術集会

2012.7.9 さいたま市

産婦人科
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業
　
　
績

山﨑　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　　

妊娠に関連した脳血管障害に関する検討 第 48 回日本周産期・新生児医学
会総会および学術集会

2012.7.9 さいたま市

中村　紘子　　竹原　和宏　 
山﨑　友美　　水之江知哉

UGT1A1* ６、*28 遺伝子多型を持つ婦人
科癌患者に対する CPT-11 の投与経験

第 52 回日本婦人科腫瘍学会学術
講演会

2012.7.19 東京都

楠本　真也　　佐村　　修
佐々木　晃　　山﨑　友美
中村　紘子　　竹原　和宏
水之江知哉

当院における若年妊娠について 第 63 回広島産科婦人科学会総会 2012.9.2 広島市

佐々木　晃　　佐村　　修 
楠本　真也　　山﨑　友美 
中村　紘子　　竹原　和宏 
水之江知哉

A case of placenta fenestrata with fetal 
growth restriction and a non-reassuring 
fetal status at 29 weeks gestation 

IFPA-The 18th International 
Federation of Placenta 
Associations 2012

2012.9.18 広島市

中村　紘子　　竹原　和宏 
楠本　真也　　佐々木　晃 
山﨑　友美　　佐村　　修 
水之江知哉

BRCA １遺伝子異常をもつ卵巣癌の 1 例 第 65 回中国四国参加婦人科学会
総会　学術講演会

2012.9.22 出雲市

山﨑　友美 若年医師企画「産婦人科医療における
ワークライフバランス」

第 65 回中国四国参加婦人科学会
総会　学術講演会

2012.9.22 出雲市

佐村　　修　　楠本　真也 
佐々木　晃　　山崎　友美 
中村　紘子　　竹原　和宏 
水之江知哉　　国島　伸治＊

MYH9 遺伝子異常を認めた先天性血小
板減少症合併妊娠の１例

第 57 回日本人類遺伝学会 2012.10.24 東京都

中村　紘子　　竹原　和宏 
小西　晴久　　野村　清歌 
山㟢　友美　　水之江知哉 
谷山　清己

CPT-11 療法を施行した UGT １A1*6、
*28 遺伝子多型を有する婦人科癌患者 4
例の検討

第 50 回日本癌治療学会学術集会 2012.10.25 横浜市

竹原　和宏　　中村　紘子 
坂根　潤一　　西村　俊直 
田中　正純　　戸田　　環 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

50歳以上女性のハイリスクHPV罹患率、
genotype の検討

第 51 回日本臨床細胞学会 2012.11.9 新潟市

竹原　和宏　　中村　紘子 
坂根　潤一　　西村　俊直 
田中　正純　　戸田　　環 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

子宮頸部病変における Thin Prep 導入後
の現状について（ランチョンセミナー）

第 51 回日本臨床細胞学会 2012.11.9 新潟市

竹原　和宏　　中村　紘子 
坂根　潤一　　西村　俊直 
田中　正純　　戸田　　環 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

卵巣がん化学療法の最近の話題（ラン
チョンセミナー）

第 51 回日本臨床細胞学会 2012.11.9 新潟市

佐村　　修 母体血液を用いた新しい出生前診断の現
状と課題

第 14 回甲信越・北陸出生前診断
研究会

2012.11.23 福井市

楠本　真也　　佐村　　修 
佐々木　晃　　山㟢　友美 
中村　紘子　　澤崎　　隆 
水之江知哉

当院で分娩管理した不妊治療後妊娠症例
の検討

第 54 回広島新生児研究会 2012.12.15 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

神原　諒子　　石田　由美 両眼性の一過性暗冥を主訴に来院した
うっ血乳頭の一例

広島県眼科地方会 2012.11.25 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

平川　治男　　佐々木　淳 
西　　康行　　渡部　泰輔 
藤原　裕美＊

高気圧酸素療法を併用し保存的治療のみ
で治癒した頸部ガス壊疽の 1 例

第 113 回日本耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

2012.5.9 新潟市

平川　治男　　西　　康行　
佐々木　淳　　渡部　泰輔 
山本　道法　　白根　　誠＊

上顎洞癌、上歯肉癌上顎洞進展例に対す
る超選択的動注化学放射線同時併用療法

第 36 回日本頭頸部癌学会 2012.6.7 松江市

眼　科

耳鼻咽喉科
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多田　　誠　　樽谷　貴之＊  
大久保　剛＊ 　立川　隆治＊  
平川　勝洋＊

咽喉頭浮腫を伴った耳下腺炎の 1 例 第 74 回耳鼻咽喉科臨床学会　学
術講演会

2012.7.5 東京都

平川　治男　　佐々木　淳 
西　　康行　　

偶然発見された鼓室型グロームス腫瘍の
1 例

第 22 回日本耳科学会総会学術講
演会

2012.10.4 名古屋市

平川　治男　　佐々木　淳＊  
西　　康行　　渡部　泰輔 
多田　　誠

放射線治療が著効した多発性骨髄腫、喉
頭・気管髄外性病変の一例

第 64 回日本気管食道科学会総会
ならびに学術講演会

2012.11.8 東京都

平川　治男　　佐々木　淳＊  
西　　康行　　渡部　泰輔 
多田　　誠

偶然発見された鼓室型グロームス腫瘍の
1 例

日本耳鼻咽喉科学会第 38 回中国
地方部会連合講演会

2012.12.9 岡山市

多田　　誠　　渡部　泰輔
西　　康行　　平川　治男

送気マスク使用により顔面皮下気腫をき
たした 1 例

日本耳鼻咽喉科学会第 38 回中国
地方部会連合講演会

2012.12.9 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

豊田　尚之　　稗田　雅司 
秋山　直子　　渡邉　亮輔 
河野　博孝　　高野　弘嗣 
吉川　幸伸　　倉岡　和矢 
谷山　清己　　中村　優子＊

HCC 手 術 例 に 対 す る EOB を 用 い た
MRI 診断─ MDCT との対比を主として
─

第 71 回日本医学放射線学会総会 2012.4.12 横浜市

寺田　大晃　　本田有紀子＊  
秋山　直子　　稗田　雅司 
豊田　尚之　　伊達　秀二＊  
粟井　和夫＊ 　池田健一郎＊  
梶原　　充＊ 　松原　昭郎＊

浸潤性発育を呈する腎腫瘤の鑑別 第 26 回日本腹部放射線研究会 2012.6.22 大阪市

稗田　雅司　　寺田　大晃
秋山　直子　　豊田　尚之

下肢浮腫の診断・治療におけるリンパ管
シンチの有用性について

第 48 回日本医学放射線学会秋季
臨床大会

2012.9.28 長崎市

寺田　大晃　　豊田　尚之 
稗田　雅司　　秋山　直子

炎症性腫瘤を形成した大腸憩室炎の 1 例 第 119 回日本医学放射線学会中国・
四国地方会

2012.12.7 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

山本　道法 Helical TomoTherapy を用いた全身照
射─ COH 研修─

第 37 回岡山放射線腫瘍学カンファ
レンス

2012.3.3 岡山市

山本　道法 乳房温存術後の部分照射の長期成績 第 7 回広島放射線治療研究会 2012.3.10 広島市

山本　道法 直腸癌の骨転移一例 第 38 回岡山放射線腫瘍学カンファ
レンス

2012.5.26 岡山市

山本　道法 Helical TomoTherapy の初期経験─骨
転移に対する IMRT ─

第 118 回日本医学放射線学会　中
国・四国地方会

2012.6.15 岡山市

山本　道法 Helial Tomotherapy の初期経験 第 25 回日本高精度放射線外部照
射研究会

2012.7.21 広島市

山本　道法 Helical TomoTherapy の初期経験─頭
頸部腫瘍─

第８回広島放射線治療研究会 2012.9.8 広島市

山本　道法 骨転移に対する強度変調放射線治療 第 50 回日本癌治療学会学術集会 2012.10.26 横浜市

山本　道法 骨転移に対する強度変調放射線治療 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

山本　道法 頭頸部がんに対する CT シミュレーショ
ン─造影剤の至適投与法の検討─

日本放射線腫瘍学会第 25 回学術
大会

2012.11.25 東京都

山本　道法 Waldeyer'ring 原発低悪性度リンパ腫の
1 例

第 39 回岡山放射線腫瘍学カンファ
レンス

2012.12.1 岡山市

山本　道法 強度変調放射線治療（IMRT）をもちい
た全身照射

第 119 回日本医学放射線学会中国・
四国地方会

2012.12.7 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

古志　和信　　山根　明哲
奥田　武秀　　水嶋　徳仁
遠藤　　崇

ヘリカル式強度変調放射線治療装置によ
る全身照射を想定した基礎的検討

第 40 回日本放射線技術学会秋季
学術大会

2012.10.5 東京都

放射線診断科

放射線腫瘍科

放射線技師部門
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奥田　武秀 放射線機器管理システムの H23 年度集
計からの報告

国立病院中国地区放射線技師会
第 2 回学術大会

2012.10.20 福山市

小田　恵子　　石井　　直
福岡　宏貴　　稲葉　　護
田坂　　聡　　姫野　　敬

一般撮影マニュアルの作成と運用 国立病院中国地区放射線技師会
第 2 回学術大会

2012.10.20 福山市

福岡　宏貴　　稲葉　　護
長岡有希子　　灘　　尊則
鈴木　大輔　　智原　大郎
田坂　　聡　　姫野　　敬

DPC 下における入院時心筋 SPECT 検
査促進への取り組みⅠ

国立病院中国地区放射線技師会
第 2 回学術大会

2012.10.20 福山市

奥田　武秀　　姫野　　敬
遠藤　　崇　　水嶋　徳仁
古志　和信　　山根　明哲

放射線治療患者に対する IC の補助の取
り組みⅠ

国立病院中国地区放射線技師会
第 2 回学術大会

2012.10.20 福山市

近藤　貴裕＊ 　林　慎一郎＊

笛吹　修治＊ 　古志　和信
山根　明哲　　小畑　慶己
姫野　　敬　　富永　孝宏＊

ポリマーゲル線量計と X 線 CT を用い
た TomoTherapy 吸収線量の測定Ⅰ（広
島国際大学との共同研究）

第 8 回中四国放射線医療技術
フォーラム CSFRT2012

2012.10.27 松山市

秋里　琢馬＊ 　吉村　　亮＊

近藤　貴裕＊ 　林　慎一郎＊

笛吹　修治＊ 　古志　和信
山根　明哲　　小畑　慶己
姫野　　敬　　富永　孝宏＊

ポリマーゲル線量計と MRI を用いたト
モセラピー吸収線量の測定Ⅱ（広島国際
大学との共同研究）

第 8 回中四国放射線医療技術
フォーラム CSFRT2012

2012.10.27 松山市

山根　明哲　　古志　和信
奥田　武秀　　水嶋　徳仁
遠藤　　崇　　姫野　　敬

ヘリカル式強度変調放射線治療装置
（Tomotherapy) の QA

第 8 回中四国放射線医療技術
フォーラム CSFRT2012

2012.10.28 松山市

水嶋　徳仁　　遠藤　　崇 
大川　栄作＊ 　古志　和信 
奥田　武秀　　山根　明哲 
姫野　　敬

AAPM　TG119を用いたヘリカルTomoHD
のコミッショニング

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

浅原　　徹　　秋田　隆司 
山根　明哲　　定岡　大祐 
伊藤　博美＊ 　出垣　正紀 
姫野　　敬

日立社製 64 列 CT「SCENARIA」にお
ける基礎的検討

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

稲葉　　譲　　福岡　宏貴 
長岡有希子　　灘　　尊則 
鈴木　大輔　　智原　大郎 
田坂　　聡　　姫野　　敬 
中村　麻衣　　重松　研二 
田村　　律　　川本　俊治

DPC 下における入院時心筋 SPECT 検
査促進への取り組みⅡ

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

奥田　武秀　　姫野　　敬 
遠藤　　崇　　水嶋　徳仁 
古志　和信　　山根　明哲

放射線治療患者に対する IC の補助の取
り組みⅡ

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

古志　和信 「治療装置導入時の物理・技術的品質管
理」（シンポジウム）

第 25 回日本放射線腫瘍学会学術
大会

2012.11.24 東京都

演者 演題名 学会名 発表日 場所

田嶋　　実　　森脇　克行 
三木　智章

代謝性疾患による意識障害により救急搬送
された外科的手術が必要となった２症例

第 39 回日本集中治療医学会学術
集会

2012.2.29 千葉市

田嶋　　実　　森脇　克行 
三木　智章

来院から比較的短時間での手術室搬送が
予後を良好にしたと考えられた脳神経外
科手術２例〜各科との連携と手術室の対
応を中心に〜

第 28 回日本救急医学会中国四国
地方会

2012.5.12 松山市

讃岐美佳子　　森脇　克行
城山　和久　　栗田　茂顕
田嶋　　実　　橋本　　賢

後腹膜鏡下手術と腹腔鏡下手術における二
酸化炭素血中移行の差異─終末呼気二酸
化炭素濃度および分時換気量による検討

日本麻酔科学会第 59 回学術集会 2012.6.8 神戸市

栗田　茂顕　　森脇　克行
三木　智章　　田嶋　　実
城山　和久　　橋本　　賢

上腹部外科手術患者の麻酔覚醒時に影響
する因子

日本麻酔科学会第 59 回学術集会 2012.6.8 神戸市

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

開心術中の人工心肺が白血球数と血球分
画に及ぼす影響

日本麻酔学会第 59 回学術集会 2012.6.8 神戸市

田嶋　　実　　森脇　克行 
橋本　　賢　　城山　和久 
讃岐美佳子　　栗田　茂顕

帝王切開術に関連し全身痙攣を発症した
PRES（Posterior reversible encephalopathy 
syndrome）の２例の麻酔管理

日本麻酔科学会中国四国支部第 49
回学術集会

2012.9.8 高知市

麻酔科
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田嶋　　実　　森脇　克行 術中の低体温が遷延性出血の一因と考え
られた２症例

第 34 回日本手術医学会総会 2012.10.20 東京都

田嶋　　実　　森脇　克行 麻酔科が関与した小児緊急気道確保の検討 第 40 回日本救急医学会・学術集会 2012.11.13 京都市

田嶋　　実　　森脇　克行 
橋本　　賢　　城山　和久 
讃岐美佳子　　栗田　茂顕 
藤井　聖士

甲状腺癌による切迫気道閉塞に対して
74 日間経鼻的に気管挿管を行い抜管に
至った 1 例

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

村尾　正樹 急性期病院での救急医療を崩壊させない
為の方策

第 40 回日本救急医学会総会・学
術集会

2012.11.13 京都市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

砂田　祥司 がん終末期における消化器・呼吸器症状
の緩和

第 20 回日本外科学会生涯教育セ
ミナー（中国・四国地区）

2012.9.14 米子市

砂田　祥司 終末期医療について 第 65 回広島医学会総会 2012.11.11 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

小川　喜通 ベンタムスチンによる血管痛軽減へ 5％
ブドウ糖液側注法を用いたチームでの取
り組み

第 50 回日本癌治療学会学術集会 2012.10.25 横浜市

細川　敦子 ゲムシタビンによる血管痛に対する呉医
療センター・中国がんセンターの新たな
試み

第 50 回日本癌治療学会学術集会 2012.10.25 横浜市

小川　喜通 外来化学療法における質の高い患者ケア
の実践に向けた多職種チームでの取り組
み

第 22 回日本医療薬学会年会 2012.10.27 新潟市

細川　敦子 呉医療センター・中国がんセンターにお
ける病棟常駐薬剤師の取組み

第 22 回日本医療薬学会年会 2012.10.27 新潟市

武良　卓哉　　小川　喜通 
細川　敦子　　長島　悟史 
亀田　慶太　　木本志津江 
市場　泰全　　木場　崇剛 
岡田　優子　　谷口　貴子

外来がん化学療法センターにおける患者
の効率的管理への取り組み

第 51 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

2012.11.10 松江市

森貞　尚之　　細川　敦子 
木本志津江　　小谷　智美 
國冨　留美　　桶東　愛史 
小川　喜通　　市場　泰全

薬剤師病棟常駐業務への取り組み 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

長島　悟史　　小川　喜通 
細川　敦子　　亀田　慶太 
武良　卓哉　　木本志津江 
市場　泰全　　木場　崇剛 
新谷　洋美　　岡田　優子 
谷口　貴子

外来化学療法センターのチーム医療にお
ける効率的な患者管理への取り組み

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

増本　　文　　小島　　薫 
田中　鈴子　　峯本　　譲 
熱海　　操　　智原久美子 
高野由美子　　伊藤　君代 
谷本　英子　　桶東　愛史 
市場　泰全　　谷山　清己

呉地区における治験の認知度調査 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

増本　　文　　小島　　薫
峯本　　譲　　熱海　　操
智原久美子　　高野由美子
伊藤　君代　　谷本　英子
鵜池　敏令＊ 　桶東　愛史
市場　泰全　　谷山　清己

治験薬管理に関する国際共同治験と国内
治験の比較検討

第 33 回日本臨床薬理学会学術総
会

2012.11.29 沖縄県宜野湾市

救急部

緩和ケア科

薬剤科

治験管理室
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演者 演題名 学会名 発表日 場所

半田　宏樹　　田村　　律
原　　和信

陰性造影剤でカテーテル治療を施行し得た
腎不全合併下肢閉塞性動脈硬化症の 1 例

2012 Winter intervention 
Conference

2012.2.3 岩手市

岡野　慎也　　原　　和信
半田　宏樹　　市川　峻介

Des 内にブラックホールを認めた１例 平成 24 年度広島県臨床工学技士
会学術大会

2012.4.29 広島市

小田　洋介　　原　　和信
半田　宏樹　　市川　峻介

リチウム中毒の１症例 平成 24 年度広島県臨床工学技士
会学術大会

2012.4.29 広島市

原　　和信　　半田　宏樹
市川　峻介　　石崎　光理

同一回路にて長期間の PCPS を施行した 1
例

第 22 回日本臨床工学会 2012.5.12 富山市

半田　宏樹　　原　　和信
市川　峻介　　小田　洋介
入船　竜史

輸液ポンプのヒューマンエラー減少を目指
して

第 22 回日本臨床工学会 2012.5.13 富山市

小田　洋介　　原　　和信
市川　峻介　　石崎　光理
入船　竜史

リチウム中毒の１症例 第 57 回日本透析医学会学術集会 2012.6.22 札幌市

半田　宏樹　　原　　和信
市川　峻介　　石崎　光理
小田　洋介　　入船　竜史

体外式ペースメーカーチェックリストの活
用

呉心電図セミナー 2012.11.10 呉市

半田　宏樹　　原　　和信 
石崎　光理　　市川　峻介 
入船　竜史　　小田　洋介 
高須賀一格＊

当院での低圧持続吸引器の使用状況 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

入船　竜史　　原　　和信 
小田　洋介　　半田　宏樹 
市川　峻介　　石崎　光理

酸素中毒発生時を想定した対応の検討 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

子宮頸部病巣に対する従来 Pap 法と液
状検体（ThinPrep）法の比較

第 71 回日本癌学会学術総会 2012.9.19 札幌市

谷山　清己 「EBM に基づく胃潰瘍診断ガイドライ
ン」の妥当性に関する臨床的検討　─ア
ウトカム研究を中心として─　（EGGU：
平成 17 年度ＥＢＭ推進研究

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

藤本貴美子　　倉岡　和矢 
齋藤　彰久　　坂根　潤一 
西村　俊直　　田中　正純 
宇田川　学　　辰島　純二 
繁田　正信　　谷山　清己

自然尿における異型細胞での NMP22 と
UroVysionFISH 併用による癌検出の評
価（その２）

第 53 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2012.6.3 千葉市

吉川　直輝　　村井　克尚 
辰島　純二　　尾上　隆司 
谷山　清己

より安全な輸血管理を目指して 第 38 回国立病院臨床検査技師協
会中国支部学会

2012.9.2 松江市

平原智恵美　　山本　尚江 
山本　政子　　槙田　香子 
遠藤　竜也　　日浦　未幸 
平井　克典　　辰島　純二 
谷山　清己　　川本　俊治

検査場所に捕らわれない一元化管理され
た心電図システムの構築

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

辰島　純二　　田寺加代子 
下中　秋子　　宇田川　学 
埜上　幸恵　　吉岡　雅彦 
紀川　収次　　下高　美和 
富永　春海　　川本　俊治 
谷山　清己

ウイルス抗体チェックによる職員安全対
策について

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

ME管理室

臨床研究部

臨床検査科
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槙田　香子　　山本　尚江 
山本　政子　　遠藤　竜也 
日浦　未幸　　平井　克典 
平原智恵美　　辰島　純二 
大河内友美　　松谷　純子 
山崎美也子　　中尾　淳一 
原田　洋明　　山下　芳典 
谷山　清己

包括的呼吸リハビリテーションにおける
呼吸筋力の検討

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

西村　俊直 LBC の現状と未来 第 11 回瀬戸内細胞診セミナー 2012.2.11 下関市

齊藤　彰久　　倉岡　和矢 
伊禮　俊充　　畑中　信良 
山本　宗平　　桑井　寿雄 
吉川　幸伸　　谷山　清己

胃腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 107 回スライドカンファレ
ンス）

2012.2.18 徳島市

田中　正純　　田中　美帆 
坂根　潤一　　西村　俊直 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
藤本貴美子　　宇田川　学 
辰島　純二　　佐村　　修 
谷山　清己

後腹膜 Paraganglioma の 1 例 第 37 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第 53 回広島細胞診学会）

2012.3.17 広島市

倉岡　和矢　　田中　美帆　 
坂根　潤一　　田中　正純　 
西村　俊直　　齋藤　彰久　 
辰島　純二　　宮本　和明　 
高橋　裕代　　山城　大泰　 
谷山　清己

乳癌における Ki-67 評価─目視判定と自
動判定の比較─

第 102 回広島がん治療研究会 2012.3.24 広島市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久 
坂根　潤一　　谷山　清己

当院で経験した骨髄細胞肉腫 2 例 第 101 回日本病理学会総会 2012.4.27 東京都

坂根　潤一　　宮本　和明 
谷山　清己　　浦岡　直礼＊  
阿南　勝宏＊ 　坂本　直也＊  
仙谷　和弘＊ 　倉岡　和矢 
大上　直秀＊ 　安井　　弥＊

子宮頸部病変における DNA メチル化異
常の検討　（第 2 報）

第 101 回日本病理学会総会 2012.4.28 東京都

齊藤　彰久　　坂根　潤一 
倉岡　和矢　　谷山　清己

病理解剖診断結果の説明 第 101 回日本病理学会総会 2012.4.28 東京都

齊藤　彰久　　坂根　潤一 
西村　俊直　　戸田　　環 
田中　美帆　　田中　正純 
倉岡　和矢　　谷山　清己

子宮頚部細胞診における従来法と液状検
体法の比較並びに HPV 型別検出頻度の
検討

第 53 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2012.6.2 千葉市

西村　俊直　　田中　美帆 
坂根　潤一　　田中　正純 
藤本貴美子　　宇田川　学 
辰島　純二　　齊藤　彰久 
倉岡　和矢　　谷山　清己

鼠径部原発滑膜肉腫の１例 第 53 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2012.6.2 千葉市

田中　美帆　　坂根　潤一 
西村　俊直　　田中　正純 
藤本貴美子　　辰島　純二 
齊藤　彰久　　倉岡　和矢 
平川　治男　　谷山　清己

硝子球構造を一部に示した多形腺腫の１
例

第 53 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2012.6.2 千葉市

田中　美帆　　齊藤　彰久　
倉岡　和矢　　西村　俊直 
田中　正純　　坂根　潤一 
山城　大泰　　吉川　幸伸 
谷山　清己

Stromal sarcoma of the breast; a case 
report

第 53 回日本臨床細胞学会総会
（春期大会）

2012.6.2 千葉市

田中　美帆　　西村　俊直 
田中　正純　　坂根　潤一 
辰島　純二

免疫染色自動画像解析を用いた精度管理
の検討

61 回日本医学検査学会 2012.6.10 津市

倉岡　和矢　　齊藤　彰久 
中村　紘子　　竹原　和宏 
水之江知哉　　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 108 回スライドカンファレ
ンス）

2012.6.23 倉敷市

病理診断科
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中川裕可里　　田中　美帆 
坂根　潤一　　西村　俊直 
田中　正純　　辰島　純二 
齊藤　彰久　　倉岡　和矢 
尾上　隆司　　谷山　清己

ホルマリン専用廃液処理装置を導入した
病理作業場の構築

第 38 回国立病院臨床検査技師協
会中国支部学会

2012.9.2 松江市

齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
坪川　典史　　原田　洋明 
山下　芳典　　谷山　清己

肺腫瘍（Metastatic Choriocarcinoma） 第 58 回広島病理集談会 2012.9.15 広島市

倉岡　和矢　　斎藤　彰久 
坂根　潤一　　宮本　和明 
谷山　清己

Virtual slide と画像解析ソフトを用いた
乳癌 Ki-67 指数解析自動化

第 71 回日本癌学会学術総会 2012.9.19 札幌市

齊藤　彰久　　坂根　潤一 
倉岡　和矢　　谷山　清己

自動染色装置、ヴァーチャル顕微鏡と解
析ソフトを用いた乳がん免疫染色の制度
管理

第 71 回日本癌学会学術総会 2012.9.19 札幌市

坂根　潤一　　宮本　和明 
谷山　清己　　浦岡　直礼＊  
坂本　直也＊ 　仙谷　和弘＊  
大上　直秀＊ 　安井　　弥 *

子宮頸癌スクリーニング液状細胞診検体
を用いたエピジェネティック異常の検出

第 71 回日本癌学会学術総会 2012.9.19 札幌市

倉岡　和矢　　齊藤　彰久 
木村　朗子　　伊禮　俊充 
谷山　清己　

脾臓腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 109 回スライドカンファレ
ンス）

2012.10.27 大竹市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久 
田中　美帆　　坂根　潤一 
西村　俊直　　田中　正純 
辰島　純二　　竹原　和宏 
戸田　　環　　谷山　清己

液状検体法及び従来法における子宮頸部
ASC-H 病変の検討

第 51 回日本臨床細胞学会秋期大会 2012.11.9 新潟市

田中　正純　　田中　美帆 
坂根　潤一　　西村　俊直 
藤本貴美子　　宇田川　学 
辰島　純二　　佐村　　修 
繁田　正信　　谷山　清己

副腎および後腹膜原発 Paraganglioma
の２例

第 51 回日本臨床細胞学会
（秋期大会）

2012.11.9 新潟市

坂根　潤一　　宮本　和明 
田中　美帆　　西村　俊直 
田中　正純　　辰島　純二 
齊藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

液状細胞診検体を用いた DNA メチル化
異常の検討

第 51 回日本臨床細胞学会
（秋期大会）

2012.11.9 新潟市

藤井多久磨　　安田　政実 
白波瀬浩幸　　尾崎　　聡 
坂根　潤一

子宮頸部腫瘍性病変に対するバイオマー
カーの展開：LBC を用いた最適なマネ
ジメントを目指して

第 51 回日本臨床細胞学会
（秋期大会）

2012.11.9 新潟市

田中　正純　　江尻　麻衣 
田中　美帆　　坂根　潤一 
西村　俊直　　児玉　陽子 
下畦　幹枝　　井上　美鈴 
宇田川　学　　辰島　純二 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

ホルマリン廃液処理装置導入による業務
改善報告

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久 
谷山　清己

高度の肺胞内出血を来したパラコート中
毒の 1 例

第 58 回日本病理学会秋期特別総会 2012.11.22 名古屋市

齋藤　彰久　　倉岡　和矢
谷山　清己

死因解明に Autopsy imaging が有用で
あった乳幼児突然死の 1 例

第 58 回日本病理学会秋期特別総会 2012.11.22 名古屋市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

井手　　孝　　石長孝二郎＊  
富井　三恵＊

疾患と健康食品のパンフレット作成の試み 第 34 回日本臨床栄養学会 2012.10.6 東京都

白野　容子　　井上　美佳 
南本　裕介　　臼杵知佐子 
大河内友美　　坪井　和美＊  
細川　　優＊ 　松田　守弘 
川本　俊治

狭心症、心筋梗塞地域連携パスにおける
栄養管理目標の達成度が血清脂質の改善
に及ぼす効果

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

大河内友美　　坪井　和美＊  
白野　容子　　中尾　淳一 
松谷　純子　　坪川　典史 
原田　洋明　　竹中　千恵
山下　芳典

周術期の包括的呼吸リハビリテーション
への栄養士の関わり　第 2 報

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

栄養管理室
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大河内友美　　坪井　和美＊  
白野　容子　　松谷　純子 
中尾　淳一　　竹中　千恵 
坪川　典史　　原田　洋明　
山下　芳典

栄養管理を含めた周術期包括的呼吸リハ
ビリテーションにおける栄養士の取組み

第 22 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2012.11.23 福井市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

中西　貴子　　松古冨美子 
小杉　恭子　　吉川　幸伸

がん患者カウンセリングにおける相談内
容の分析　病期別。治療経過別の傾向

第 17 回日本緩和医療学会学術大会 2012.6.22 神戸市

中野　幸子　　西林　　愛 
長迫　千春　　島　　志穂 
藤井　　彩　　中村美由樹

ビンクリスチンを用いた化学療法による
末梢神経障害─日常生活への影響に注目
して─

第 8 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2012.9.8 岡山市

石田　遵子　　新田さゆり 
和田　美香　　後藤美穂子＊  
和気　敬子

化学療法を受ける肺癌患者の日常生活に
関する情報ニーズ

第 8 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2012.9.8 岡山市

小川由希子　　三戸　貴史 
瀬戸　貴彦　　山崎　和枝 
奥　　郁子

看護師のストレスと職業経験の関連性の
検討

第 8 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2012.9.8 岡山市

伴木　雅代　　富原　寿恵 
西川　美紀　　倉澤　和枝 
岡本　尚子　　大塚　晴美＊

当院外来における電話対応に関する現状
調査─外来診療科と予約センターの連携
を考える─

第 8 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2012.9.8 岡山市

渡邊　香里　　島津　千春＊  
上浦　郁実＊ 　佐川　綾香 
平川マツミ　　岡下　智子 
柳　　和美　　森下　早苗

急性期にある呼吸器疾患患児に対する吸
入方法の検討─匂いと玩具を用いたディ
ストラクション効果─

第 43 回日本看護学会学術集会　
小児看護

2012.9.14 松江市

杉原　園子　　川島美由紀 
佐久間千代子

オストメイトのキーパーソンのストーマ
ケアにおける介護負担感とその要因─
Zarit 介護負担尺度を使用して─

第 43 回日本看護学会学術集会　
成人看護Ⅰ

2012.9.21 仙台市

小杉　恭子　　二井谷真由美 
宮下　美香　　青芝　映美

独居・夫婦世帯の高齢がん患者の治療意
欲を支えた要因の分析─外来化学療法を
受ける悪性リンパ腫患者の体験を通して
─

第 43 回日本看護学会学術集会　
老年看護

2012.9.28 広島市

相良　紫穂　　和田かおり 
金羽木紫乃　　西巻　美幸 
白木　智子＊ 　奥田真由美 
砂田　祥司

緩和ケア病棟の高齢者の睡眠障害への援
助〜「なじみの芳香」を用いて

第 43 回日本看護学会学術集会　
老年看護

2012.9.28 広島市

木村　優子　　下東　祐子 
今泉かおる　　辻　　明子 
大西奈津紀　　北江　慈子 
小田　　忍＊

DVT 予防のための弾性ストッキング着
用に関する教育の現状と課題─ TKA を
受ける患者への教育方法の検討─

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

中村　知恵　　大野　明子 
土坂　佳江　　秋山　麻里 
石谷　梶栄　　亀田　由香

黄疸患者の PTCD,　PTGBD の固定方法
における保護膜形成剤の効果

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

伏谷　直美　　兼田由美子 
柳楽　憲子　　片山　朋子

４点支持台使用脊椎手術における皮膚損
傷予防への取り組み - 皮膚保護剤を取り
入れたマニュアル作成から遵守までの経
路

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

田中　小渚　　厚井　照日 
徳永　ゆか　　尾濱　裕子 
稲垣　恵子

泌尿器科術後男性患者の膀胱留置カテー
テル不快感軽減への取り組み─テープ固
定部位とゆとりによるつっぱり感の軽減
に焦点を当てて─

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

三浦　妙子＊ 　寺岡　千鳥 
榎　　実穂　　中村　和美 
岡本　悦子＊ 　大西　玉美＊  
貫目　志保＊ 　山田真裕美＊  
神田　弘子＊ 　鈴木美智子＊  
佳川　浩子＊

職位別にみた看護師の満足度調査＜専門
性を持った 5 施設の比較をして解ったこ
と＞

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

烏谷ひろ美　　井脇　直美＊  
藤岡　佑香＊

分娩第 1 期初産婦へのタクティールケア
の導入

第 53 回日本母性衛生学会学術集会 2012.11.16 福岡市

不動加奈子　　手島　裕美 
高野　美江　　谷岡　　香 
山本智恵美

高齢者の糖尿病教育入院患者の早期退院
に向けた介入

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

看護部
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友木　春菜　　渡部　活起 
森沢よしえ　　明野　恵子 
河本　敦子　　川本　俊治

心臓カテーテル検査後の止血バンド減圧
時間変更による疼痛緩和への取り組み

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

榎　　智子　　福田　聖子 褥そう対策システム導入による看護師の
意識調査

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

尾崎　佑奈　　石田　千恵 
木坂千菜美　　平岡　正史 
先城千恵子　　石井　一枝

遷延性意識障害患者の意識回復へのアプ
ローチ─５％のレモン水による口腔ケア
の有用性─

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

河野　由佳　　林　　俊美 
重松　研二　　戸田　秀俊 
岡本　尚子　　寺岡　千鳥 
川本　俊治

退院支援スクリーニング業務の問題点と
システム化への取り組み

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.17 神戸市

濱本　健二　　上田　幸子 
原田　麻美　　大山　香織

胸腔鏡下で呼吸器外科手術を受ける患者
への肩痛軽減のための術中温熱療法─術
後肩痛の変化と術式の違いによる効果の
分析─

第 26 回日本手術看護学会年次大会 2012.11.23 横浜市

平光　　修　　和田　美香 
森本麻依子　　久下　知美＊  
中野喜久雄

分子標的薬の内服による皮膚障害と皮膚
角層の水分量の変化─皮膚角層の水分量
と皮膚疾患特異的 QOL 評価尺度を用い
た検討─

第 10 回国立病院看護研究学会学
術集会

2012.12.8 名古屋市

三堂　美香　　井出岡　愛 
稲垣　恵子　　吉川　幸伸

クリニカルパスの現状と今後の課題 第 13 回日本クリニカルパス学会
学術集会

2012.12.8 岡山市

藤本　利絵　　土坂　佳江 
石田　遵子　　稲垣　恵子 
桑井　寿雄　　和気　敬子

上部消化管内視鏡検査の医療者用パス作成 第 13 回日本クリニカルパス学会
学術集会

2012.12.8 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

吉田　美栄　　城賀本晶子＊  
赤松　公子＊

女性における手浴の自律神経系活動及び
快感情への影響

第 38 回日本看護研究学会学術集会 2012.7.7 宜野湾市

田窪　香織　　常石　光美 日常生活支援基礎看護学実習 2 において
学生の印象に残った場面とその理由

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

荒本　朋子　　川本　俊治 
井上　有香　　土井　望美 
山口　理恵　　清水　直美 
松古冨美子

医師事務作業補助者によるサマリー作成
支援に対する医師からの評価

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

松古冨美子　　川本　俊治 
河本　佳子　　竹屋由香里 
松田　弘美　　萩川　礼子 
三谷　香織　　上川香津奈

診療録の完全ペーパーレス運用への取り
組み

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

杉山　　寿　　片岡　伸晴
山崎　貴元　　寺尾　秀二
石原　弘志　　大野　聡子
宮田　健太

渉外交渉役の導入 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

荒銭浩太郎　　大野　聡子 
杉山　　寿　　寺尾　秀二 
片岡　伸晴　　山崎　貴元

診療未請求の削減に向けた取り組み 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

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 
堀江あゆみ　　清水　直美

DPC 資料を臨床へフィードバックする試み 第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

重松　研二　　川本　俊治 
石飛　順平＊ 　戸田　秀俊

仮想化技術を使った病院情報システムの
構築の試み

第 66 回国立病院総合医学会 2012.11.16 神戸市

看護学校

事務部
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国際学会発表

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Oki K
Kopf PG
Campbell WB
Lam ML
Yamazaki T
Gomez-Sanchez EP
Gomez-Sanchez CE

Metabolism of angiotensin 
II and angiotensin III in 
HAC15 cells.　

15th International Congress of 
Endocrinology

2012.5.5 Florence, Itary

Oki K
Plonczynski MW
Lam ML
Gomez-Sanchez EP
Gomez-Sanchez CE

Kir3.4 participates in 
angiotensin II stimulated 
aldosterone production by 
a juman adenocortical cell 
line.

38th International Aldosterone 
Conference

2012.6.21 Houston, U.S.A.

Oki K
Plonczynski MW
Lam ML
Gomez-Sanchez EP
Gomez-Sanchez CE

Angiotensin II stimulation 
of aldosterone production 
is mediated by Kir3.4 in 
HAC15 cells.

The Endocrine Society’s 94th 
Annual Meeting

2012.6.23 Houston, U.S.A.

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Kuwai T
Yamaguchi T
Bouda K
Mizumoto K
Hiyama Y
Kimura H
Yamaguchi A
Kohno H
Kohno H.

Endoscopic submucosal 
dissection using a scissors-
type knife for early 
colorectal neoplasms.

20th UEGW（United European 
Gastroenterology Week）

2012.10.22 Amsterdam, 
Netherland

Kimura H
Kuwai T
Bouda K
Yamashita K
Hiyama Y
mizumoto K
Yamaguchi T
Yamaguchi A
Kohno H
Kohno H

The efficacy of endoscopic 
hemostasis for acute upper 
gastrointestinal bleeding 
in the elderly: comparison 
with younger patients.

20th UEGW（United European 
Gastroenterology Week）

2012.10.22 Amsterdam, 
Netherland

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Matsuda M
Tamura R
Kishida N
Nishimoto O
Nakamoto K
Nishiyama H
Kawamoto T

Adiponectin levels provide 
incremental value to 
diabetes and hypertension 
in predicting multivessel 
coronary artery plaques

10th World Congress Insulin 
Resistanc Diabetes & 
Cardiovascular Disease

2012.11.1 Los Angeles, 
U.S.A.

Matsuda M
Tamura R
Kannno K
Segawa T
Nishimoto O
Nakamoto K
Nishiyama H
Kawamoto T

Impact of metabolic 
syndrome and adiponectin 
on oxidized low-density 
lipoprotein levels in statin-
treated diabetic patients 
with coronary artery 
disease

10th World Congress Insulin 
Resistanc Diabetes & 
Cardiovascular Disease

2012.11.1 Los Angeles, 
U.S.A.

Tamura R Association of obesity with 
left atrial enlargement: 
Difference in quantitative 
assessments with cariac 
echography and three-
dimensional reconstructed 
CT images.

10th World Congress Insulin 
Resistanc Diabetes & 
Cardiovascular Disease

2012.11.1 Los Angeles, 
U.S.A.

内分泌・糖尿病内科

消化器内科

循環器内科
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演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Kajitani N
Hisaoka-Nakashima K
Morioka N*
Okada-Tsuchioka M
Shibasaki C
Kaneko M*
Kasai M*
Nakata Y*
Takebayashi M

Distinct regulation 
of fibroblast growth 
factor-2 expression by 
antidepressant and 
noradrenaline in rat 
cortical astrocytes

42nd Annual Meeting of Society for 
Neuroscience

2012.10. New Orleans, 
U.S.A.

Shibasaki C
Fujita Y
Okada M
Kajitani N
Hisaoka K
Takebayashi M

Adjuctive 
pharmacotherapy 
with mood stabilizers 
in schizophrenia 
after response to 
electroconvulsive therapy

42nd Annual Meeting of Society for 
Neuroscience

2012.10. New Orleans, 
U.S.A.

Nakamura Y*
Izumi H*
Morioka N*
Hisaoka KN
Takebayashi M
Nakata Y*

Substance Prelease occurs 
from the rat striatum 
after intraplantar formalin 
injection to suppress 
nociceptive responses via 
activation of neurokinin 1 
receptor

42nd Annual Meeting of Society for 
Neuroscience

2012.10. New Orleans, 
U.S.A.

Boku S*
Hisaoka-Nakashima K 
Nakagawa S
Kato A*
Kajitani N
Inoue T*
Takebayashi M

Tricyclic antidepressant 
amitriptyline indirectly 
increases the proliferation 
of adult dentate gyrus-
derived neural precursor 
cells through inducing 
FGF2 secretion from 
astrocyte

51st Annual Meeting of 
American Colledge of 
Neuropcychopharmacology

2012.12 Frorida, U.S.A.

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Hara K
Tajima G*
Okada S*
Sakkura N*
Takihara Y*
Kobayashi M*

Functional Analysis of 
Mutant MCAD Protein 
Found in Japan

Society for the Study of Inborn 
Errors of Metabolism 2012

2012.9.4 Birmingham, UK

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Tanemura M
Tanida T*
Miyoshi E*
Nagano H*
Eguchi H*
Iwagami Y*
Nonaka Y*
Kawamoto K*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Yoshikawa Y
Taniyama K
Kamiike W
Mori M*
Doki Y*

A new immunotherapy 
for pancreatic cancer 
stem cells by tumor lysate 
vaccine, expressing α
-epitopes.

AACR Annual Meeting 
（American Association for Cancer 
Research Annual Meeting）

2012.4.2 Chicago, IL, U.S.A.

精神科

小児科

外　科
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Tanemura M
Nagano H*
Ohmura Y*
Iwagami Y*
Kawamoto K*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Eguchi H*
Yoshikawa Y
Taniyama K
Kamiike W
Mori M*
Doki Y*

Role of rapamycin-induced 
autophagy in pancreatic β
-cell function.

24th International Congress of the 
Transplantation Society

2012.6.15 Berlin, Germany

Tanemura M
Machida T*
Nagano H*
Iwagami Y*
Kawamoto K*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Eguchi H*
Yoshikawa Y
Taniyama K
Kamiike W
Mori M*
Doki Y*

Use of Modified ET-
Kyoto Solution （ET-
Kyoto/Neutrophil Elastase 
Inhibitor） Significantly 
Improves Islet Yield and 
Survival

24th International Congress of the 
Transplantation Society

2012.6.15 Berlin, Germany

Kato T*
Yazawa K*
Tanemura M
Kakuta Y*
Tsutahara K*
Okumi M*
Iwagami M*
Ohmura Y*
Nagano H*
Takahara S*
Mori M*
Doki Y*
Nonomura N*

Adipose Tissue-Derived 
Stem Cells Infusion 
Prevents Acute Cellular 
Rejection in Rat Kidney 
Transplantation

24th International Congress of the 
Transplantation Society

2012.6.15 Berlin, Germany

Ueda E*
Hagiwara K*
Iwasaki T*
Okumi M*
Yazawa K*
Tanemura M
Takahara S*

Clinical characteristics 
and outcomes of donor 
nephrectomy for obese 
living Kidney donors

24th International Congress of the 
Transplantation Society

2012.6.15 Berlin, Germany

Tominaga H
Yoshikawa Y
Hatanaka N
Tanemura M
Shimizu Y
Nishitani A
Irei T
Hiraoka K
Inoue M
Moon J
Kinoshita T
Park M
Wakahara M
Honmyo N
Kamiike W

Laparoscopic rectopexy 
is effective treatment for 
rectal prolapse in the 
patients with congenital 
mental retardation

20th International Congress of 
the European Association for 
Endoscopic Surgery（EAES）

2012.6.20 Brussels, Belguim

Simizu Y
Yoshikawa Y
Hatanaka N
Tominaga H
Tanemura M
Nishitani A
Irei T
Hiraoka K
Inoue M
Moon J
Kinoshita T
Park M
Wakahara M
Honmyo N
Kamiike W

Laparoscopic resolution in 
four cases of strangulating 
obstruction in the femail 
pelvis 

20th International Congress of 
the European Association for 
Endoscopic Surgery（EAES）

2012.6.20 Brussels, Belguim
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Tanemura M
Tanida T*
Miyoshi E*
Nagano H*
Eguchi H*
Furukawa K*
NonakaY*
Kawamoto K*
Wada H*
Kobayashi S*
Marubashi S*
Taniyama K
Kamiike W
Mori M*
Doki Y*

A novel immunotherapy 
for pancreatic cancer 
stem cells by tumor lysate 
vaccine, expressingα-gal 
epitopes

International Symposium on 
Pancreas Cancer 2012

2012.10.5 Kyoto, Japan

Endo S*
Hatanaka N
Yoshikawa Y
Kamiike W

Outcome of subtotal 
esophagectomy for 
esophageal cancer in 
patients aged 70 years or 
older

13th World Congress of the 
International Society for Diseases 
of the Esophagus

2012.10.16 Venice, Italy

Endo S*
Hatanaka N
Yoshikawa Y
Kamiike W

Retrospective analysis 
of treatment outcome 
for liver metastasis after 
gastrectomy for gastric 
cancer

22nd World Congress of the 
International Association of 
Surgeons, Gastroenterologists and 
Oncologists

2012.12.6 Bangkok, Thailand

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Yamasiro H
Takada M
Imai S
Yamauchi A
Tsuyuki S
Inamoto T
Matsutani Y
Sakata S
WadaY
Okamura R
Harada T
Tanaka F
Moriguchi Y
Kato H
Higashide S
Kan N
Yoshibayashi H
Suwa H
Okino T
Nakayama I
Ichinose Y
Yamagami K
Hashimoto T
Nakatani E
Nagata Y
Kudo Y
Toi M

Skeletal related Events and 
Bone Metastasis Patients 
with Breast Cancer in 
Japan.  A Retrospective 
Study

San Antonio Breast Cancer 
Symposium

2012.12.4 San Antonio, 
U.S.A.

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Hamasaki T
Hamada N
Yasumoto M
Matsuo T
Yoshikawa M
Sugita T

Neurological findings, 
especially deep tendon 
reflex of lower extremities, 
in cervical myelopathy of 
aged patients: Prospective 
study

3rd Annual Meeting of Cervival 
Spine Research Society, Asia Pacific 
Section

2012.4.21 Fukuoka, Japan

Hamasaki T
Hamada N
Yasumoto M
Matsuo T
Hachisuka H
Izuta Y
Niitani M
Yoshikawa M
Sugita T

Neurological signs in 
cervical myelopathy （CM）
patients of different ages: 
A prospective study

SPINEWEEK2012 2012.5.28 RAI,Amsterdam, 
Netherland

乳腺外科

整形外科
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Higashino K*
Hamasaki T
Kim J.H.*
Okada M*
Yoon T*
Boden S*
Hutton W*

The purpose of our 
study was to use a rabbit 
model in a twelve-month 
experiment to determine 
the long-term changes in 
the intervertebral discs at 
the levels adjacent to two 
fused lumbar levels

SPINEWEEK2012 2012.5.28 RAI,Amsterdam, 
Netherland

Hachisuka H Composite Tissue 
Reconstruction for Bone 
Tumor in the Thum 
by Using Prefabricated 
Vascularized.  Medical 
Femoral Condyle Graft: A 
Case Report

The 9th Congress of Asian Pacific 
Federation of Societies for Surgery 
of the Hand （APFSSH）アジア太平
洋手外科学会

2012.10.10 Bali, Indonesia

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Ohba S Neurosurgical Treatment 
of Non Hemorrhagic 
Stroke

インドネシア脳卒中学会 2012.10.13 Yogyakarta,　
Indonesia

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Harada H
Miyamoto K
Yamashita Y
Nakano K
Taniyama K
Miyata Y
Ohdan H
Okada M

Methylation of breast 
cancer susceptibility gene 
1（BRCA1） predicts 
recurrence in patients 
with curatively resected 
stage 1 non-small cell lung 
cancer

CHEST 2012 2012.10.24 Atlanta, U.S.A.

Misumi K
Harada H
Yamashita Y
Nakao J
Matsutani J
Yamasaki M
Ohkawachi T
Taniyama K

Comprehensive 
preoperative pulmonary 
rehabilitation including 
intensive nutrition support 
for lung cancer patients

CHEST 2012 2012.10.24 Atlanta, U.S.A.

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Shigeta M
Kohda S
Fukuda S

Laparoscopic partial 
nephrectomy for single 
small renal tumor; Our 
experience

30th World Congress of 
Endourology & SWL

2012.9.4 Istanbul, Turkey

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Samura O
Konishi H
Yamazaki T
Nomura S
Nakamura H
Takehara K
Mizunoe T

Clinical study of perinatal 
outcome in obese pregnant 
Japanese women.

20th（XX）FIGO WORLD 
CONGRESS OF GYNECOLOGY 
AND OBSTETRICS

2012.10.7 Rome, Italy

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Yamamoto M
Hirakawa H
Tanaka K
Nishi Y
Sasaki J

Clinical Usefulness of 
Immediate Imaging 
Using a 64-Multidetector 
Computed Tomography 

（MDCT） in Treatment 
Planning of Patients with 
Head and Neck Neoplasm

ASTRO 54th Annual Meeting 2012.10.29 Boston, U.S.A.

脳神経外科

呼吸器外科

泌尿器科

産婦人科

放射線腫瘍科
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演者名 演題名 学会名 発表日 場所

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

Occurrence of myofascial 
pain in patients with 
peripheral nerve lesions-
an observation study in a 
pain clinic

14th World Congress on Pain 2012.8.28 Milan, Italy

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Taniyama K
Nishimura T
Tominaga H

Peritoneal Lavage 
Cytology in the Douglas’ 
Cavity of Colorectal 
Cancer Patients

The 11th Korea-Japan Joint 
Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2012.11.3 Gyeongju, Korea

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Saito A
Nishimura T
Sakane J
Tanaka M
Toda T
Kuraoka K
Tsubokawa N
Harada H
Yamashita Y
Taniyama K

Malignant Solitary Fibrous 
Tumor of Pleura: A Case 
Report

The 11th Korea-Japan Joint 
Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2012.11.3 Gyeongju, Korea

Nishimura T
Sakane J
Tanaka M
Toda T
Yamashiro H
Takahashi H
Morii N
Saito A
Kuraoka K
Taniyama K

Intracystic Papillary 
Carcinoma of Female 
Breast: A Case Report

The 11th Korea-Japan Joint 
Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2012.11.3 Gyeongju, Korea

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Tsuboi K
Hakuno Y
Okawachi T
Usuki C
Minamoto Y
Inoue M
Morimoto M
Taniyama K
Sugita T
Kamiike W

Hospital Meals Services 
Policy in Kure Medical 
Center and Chugoku 
Cancer Center

The 23rd Rajavithi Annual 
Academic Meeting

2012.2.22 Bangkok, Thailand

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Mukai R
Kobayashi N
Aoshiba T
Sugita T
Kamiike W

Correct Identification of 
patients-a campaign for 
success

24th Rajavithi Hospital Annual 
Academic Meeting “Equilibrium of 
life declines the DM”

2012.1.30 Bangkok.Thailand

Kawashima M
Sugihara S
Sakuma C
Aoshiba T
Taniyama K
Sugita T
Kamiike W

Analysis for 
caregiverburdenof stoma 
care using the Zarit 
Burden Interview method

24th Rajavithi Hospital Annual 
Academic Meeting “Equilibrium of 
life declines the DM”

2012.1.30 Bangkok.Thailand

麻酔科

臨床研究部

病理診断科

栄養管理室

看護部
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教育講演活動・学術講演等

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

一町　澄宜 有効な BOT の使い方と次の一手 U-17 mini conference 2012.2.28 広島市

一町　澄宜 当院における教育入院の実態 第 3 回呉糖尿病病診連携セミナー 2012.5.24 呉市

一町　澄宜 当院における教育入院の実態 第 3 回呉糖尿病診療連携 2012.5.24 呉市

一町　澄宜 DPP4 阻害薬にてコントロール不良例への
ランタス追加症例

第 2 回インスリン治療戦略セミナー 2012.6.29 広島市

沖　　健司 生活習慣病の診断と治療 呉糖尿病勉強会 2012.7.23 呉市

沖　　健司 今日のインスリン治療 インスリン治療を考える会 2012.9.26 呉市

一町　澄宜 糖尿病予防の最新情報をゲットしよう！ 広南部女性会健康教室 2012.9.27 呉市

一町　澄宜 糖尿病予防 呉女性会健康教室 2012.9.27 呉市

沖　　健司 大血管イベント予防のための糖尿病治療 呉地区学術講演会 2012.10.5 呉市

沖　　健司 レニン・アンギオテンシン・アルドステロ
ン系と糖尿病

広島県病院薬剤師会呉支部研修会 2012.10.18 呉市

沖　　健司 レニン・アンギオテンシン・アルドステロ
ン系と糖尿病

広島県薬剤師会呉支部広島県薬剤師
会呉支部

2012.10.18 呉市

沖　　健司 高血圧における Mineralocorticoid 受容体
の役割

3rd HERO 2012.10.19 広島市

沖　　健司 糖尿病予防 呉女性会健康教室 2012.10.22 呉市

沖　　健司 アルドステロン分泌のMolecular Mechanism 内分泌・高血圧フォーラム in 広島 2012.11.30 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

新美　寛正 ニューモシスチス肺炎による免疫再構築症
候群をきたした 1 例

Hiroshima HIV Meeting 2012.6.29 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

鳥居　　剛 Basedow 病眼症経過中に片麻痺性片頭痛
様の症状を合併し、もやもや病と診断され
た 1 例

学術講演会〜片頭痛発作を予防する
ために〜

2012.3.9 広島市

岡村　祥央 痙 攣 に て 発 症 し た Posterior Reversible 
Encephalopathy Syndrome の 1 例

第 4 回 Stroke Conference in KURE 2012.4.19 呉市

末田　芳雅 脳梗塞の発症と気象条件の関連性─ Hiroshima 
Emergency Weather Study（HEWS）─

脳梗塞 t-PT 研究会　第 6 回研究集会 2012.4.28 福岡市

田中　　瞳　内藤かさね　
上利　　大　田路　浩正　
郡山　達男

両側視床病変を認めプロテインＣ活性低下
を伴った深部静脈洞血栓症の一例

第 27 回広島脳卒中フォーラム 2012.6.9 広島市

鳥居　　剛 パーキンソン病の診断・治療について レキップ錠発売５周年記念講演会 2012.9.5 広島市

鳥居　　剛 パーキンソン病 up to date 呉市薬剤師会研修会 2012.10.25 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山口　　厚 膵胆道疾患の診断治療の実際 第 58 回呉地区薬剤師勉強会 2012.9.6 呉市

河野　博孝 肝癌治療・肝疾患の栄養療法─当院での現況 佐伯地区医師会（能美島）学術講演会 2012.9.18 江田島市

河野　博孝 がん健診と肝臓がん がん予防・検診出前講座 2012.10.19 呉市

内分泌・糖尿病内科

血液内科

神経内科

消化器内科
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

吉田　　敬 当院の医療・介護関連肺炎 呉内科会 2012.2.19 呉市

吉田　　敬 当院における肺炎治療について 肺炎治療勉強会 2012.5.14 呉市

難波　将史 カルボプラチン +TS −１で症状緩和が得
られた肺扁平上皮癌の 2 例

呉肺癌 DIF ミーティング 2012.11.22 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

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

ショックを来たしたたこつぼ型心筋症の一例 第 49 回広島循環器病研究会 2012.6.9 広島市

田村　　律 心臓 CT の有用性 第 308 回呉循環器病研究会 2012.9.2 呉市

松田　守弘 狭心症・心筋梗塞地域連携パスの運用とそ
の有効性について

第 308 回呉循環器病研究会 2012.9.2 呉市

西山　浩彦 当院における Nobori の使用例 Nobori Expert Meeting in 
Hiroshima

2012.10.5 広島市

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

tolvaptan が著効した拡張型心筋症の 1 症例 第 4 回 Kure Circulation Conference 2012.11.9 呉市

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

9 年間の心室 pacing 治療後に拡張型心筋
症をきたした 1 例

第 4 回 Kure Circulation Conference 2012.11.9 呉市

瀬川　貴嗣　　 劇症型心筋炎の 1 例 第 4 回 Kure Circulation Conference 2012.11.9 呉市

西山　浩彦 各科領域における PAD 治療 第 2 回 ATIS SUMMIT in KURE 2012.11.14 呉市

田村　　律 心不全急性期から慢性期の体液管理〜水利
尿薬　トルバプタンの可能性〜

日経メディカル座談会 2012.11.20 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

竹林　　実 気分障害の基礎と臨床 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ
ンス研究部医局主催勉強会

2012.2.29 徳島市

柴崎　千代 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 31 回リチウム研究会 2012.4.14 東京都

竹林　　実 最近のうつ病の診断と治療 呉医療センター地域医療研修セン
ター講演会

2012.6.12 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

宮河真一郎 こどものからだの発育について 第 17 回学校保健・保健活動セミナー 2012.6.30 広島市

下薗　広行 新生児・乳児消化管アレルギー症例について 第 32 回広島小児アレルギー研究会 2012.7.5 広島市

宮河真一郎 Childhood Cancer Survivors（CCS） 患 者 の
長期フォローアップ─内分泌疾患を中心に─

第 2 回山口小児内分泌・糖尿病研究会 2012.10.5 山口市

白石　泰尚 意識消失を繰り返した偽発作の 1 例 第 281 回呉小児科医会学術講演会 2012.10.12 呉市

原　　圭一　　宮河真一郎 
宇都宮朱里 *　 香川　礼子 *

遺伝子変異が同定された骨形成不全症 type
Ⅴの 1 例

中国四国骨系統・内分泌疾患懇話会 2012.12.8 岡山市

呼吸器内科

循環器内科

精神科

小児科
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

種村　匡弘 脂肪由来幹細胞（APSC）の臨床応用への
展開−自己 APSC を用いた革新的移植医
療の実現に向けて−

鳥取大学米子再生医療学セミナー 2012.10.19 米子市

種村　匡弘 遠隔成績から見たⅠ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研究・開発

香川大学移植セミナー 2012.11.28 高松市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山城　大泰 JBCRG-C05（B-SHARE）アバスチン + パ
クリタキセル療法のコホート試験について

がん化学療法セミナー 2012.3.8 広島市

山城　大泰 乳癌の分子標的治療について 乳癌薬物療法 review meeting 2012.7.19 広島市

山城　大泰 最近の乳がん治療の進歩〜迷信と今日の標
準療法〜

呉医療センターメディカルフェスタ 2012.9.30 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

濱田　宜和 リウマチ治療について 島医会学術講演会 2012.7.11 呉市

濱㟢　貴彦 整形外科疾患における神経障害性疼痛 島医会学術講演会 2012.11.14 江田島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

大庭　信二 脳血管内治療 興和創薬株式会社社内研修ゼミ 2012.2.24 広島市

細貝　昌弘 周産期のくも膜下出血の 3 例 第 4 回 Stroke Conference in KURE 2012.4.19 呉市

大下　純平　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　米澤　公器 
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 27 回広島脳卒中フォーラム 2012.6.9 広島市

大下　純平 脳血管治療 Hiroshima Neuroendovascular 
Therapy Seminar 〜 2012 autumn 〜

2012.10.26 広島市

伊藤　陽子　　大庭　信二 
大下　純平　　細貝　昌弘 
米澤　公器

難治性疼痛治療時の脊髄刺激装置の選択 第 14 回広島機能的脳神経外科研究会 2012.11.29 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山下　芳典 臨床栄養学 第 47 回中国地区 TNT 研修会 2012.4.21/22 広島市

山下　芳典 ワークショップ　「交換」 第 6 回 広 島 PDN セ ミ ナ ー　PEG
がわかる！！〜歴史からトラブル
シューティングまで〜　

2012.8.4 三次市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

仲村　輝也　　関谷　直純 
中里　太郎　　川本　俊治 
田村　　律　　松田　守弘

重症心不全に対する僧帽弁手術と一期的術
中 CRT 埋め込み症例の検討

第 49 回広島循環器病研究会 2012.6.9 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

松阪　由紀 抗癌剤（エルロチニブなど）による皮膚障
害対策

第 16 回呉手術手技研究会 2012.11.22 呉市

外　科

乳腺外科

整形外科

脳神経外科

呼吸器外科

心臓血管外科

皮膚科
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術 第 2 回周防泌尿器科懇話会 2012.7.6 柳井市

繁田　正信 腹腔鏡下膀胱全摘除術 第 13 回北広島泌尿器研究会講演会 2012.7.9 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

佐村　　修 高齢妊娠と血清マーカー検査 第 22 回遺伝医学セミナー 2012.9.7 吹田市

水之江知哉 子宮頸がんと予防ワクチンの最新の話題 広島県南部地区産婦人科医会学術講
演会

2012.12.3 呉市

楠本　真也　　佐村　　修 
佐々木　晃　　山㟢　友美 
中村　紘子　　澤崎　　隆 
水之江知哉

当院で分娩管理した不妊治療後妊娠症例の
検討

第 54 回広島新生児研究会プログラム 2012.12.15 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

豊田　尚之 絞扼性イレウスの CT 診断─考えるな、
感じろ！─

第 41 回断層映像研究会 2012.10.26 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

高木　秀亮 「学生実習受入による指導者の意識変化」 第 113 回呉放射線技術研究会 2012.3.17 呉市

山根　明哲 「TOMO THERAPY について」 第 113 回呉放射線技術研究会 2012.3.17 呉市

姫野　　敬 呉診療圏への PET 導入について（中間報告） 第 113 回呉放射線技術研究会 2012.3.17 呉市

智原　大郎 超音波検査について 広島国際大学学生実習週前講義 2012.4.18 東広島市

姫野　　敬 放射線技師長・副技師長ガイドブック改訂
第 2 版の概要

平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師長・副技師長管理研修

2012.6.9 岡山市

田坂　　聡 チーム医療について 平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師長・副技師長管理研修

2012.6.9 岡山市

姫野　　敬 放射線部門が抱える問題を考える−ブレー
ンストーミング・KJ 法等を用いて−

平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師長・副技師長管理研修

2012.6.10 岡山市

遠藤　　崇 病院機能評価の受審について 平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師長・副技師長管理研修

2012.6.10 岡山市

水嶋　徳仁 Tomotherapy の導入からコミッショニング
について

第 115 回広島県放射線治療技術研究会 2012.9.1 呉市

山根　明哲 当院のセットアップエラーについて 第 115 回広島県放射線治療技術研究会 2012.9.1 呉市

古志　和信 Tomotherapy の品質管理について 第 115 回広島県放射線治療技術研究会 2012.9.1 呉市

奥田　武秀 Tomotherapy Quality Assurance（TQA)
ソフトの使用経験

第 115 回広島県放射線治療技術研究会 2012.9.1 呉市

水嶋　徳仁 放射線治療品質管理支援報告 平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師スキルアップ研修（高精度放
射線治療）

2012.11.3 呉市

古志　和信 Tomotherapy の問題点と今後の展望 平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師スキルアップ研修（高精度放
射線治療）

2012.11.3 呉市

遠藤　　崇 IMRT 装置導入に向けた取り組み 平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師スキルアップ研修（高精度放
射線治療）

2012.11.3 呉市

奥田　武秀 Tomotherapy の検証 平成 24 年度中国四国ブロック放射
線技師スキルアップ研修（高精度放
射線治療）

2012.11.3 呉市

泌尿器科

産婦人科

放射線診断科

放射線技師部門
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

森脇　克行 難病と痛み─慢性痛の治療とケアに必要な
知識

第 16 回難病医療従事者研修会 2012.2.17 広島市

森脇　克行 痛み用語（IASP2011 改訂版）に学ぶ痛み
臨床の基礎知識

日本ペインクリニック学会第 46 回
大会

2012.7.7 松江市

森脇　克行 心肺蘇生法（AED）演習 平成 24 年度広島地方裁判所との相
互理解プログラム

2012.11.5 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

砂田　祥司 がん治療を円滑に継続するために必要な疼
痛管理のスキル

Cancer Pain Management Meeting 2012.9.6 広島市

砂田　祥司 がん終末期における消化器・呼吸器症状の
緩和

平成 24 年度第 20 回日本外科学会生
涯教育セミナー緩和医療

2012.9.14 米子市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

中島　寿久 肺がんにおける嬉通緩和症例について 呉市薬剤師会　第 2 回薬─薬連携勉
強会

2012.1.12 呉市

小川　喜通 呉医療における乳がん抗がん剤治療薬につ
いて

処方箋発行に伴う抗がん剤勉強会 2012.3.1 呉市

小川　喜通 外来がん化学療法におけるチーム医療 平成 23 年度広島県病院薬剤師会シ
ンポジウム

2012.3.3 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

藤本貴美子 緊急検査 今さら聞けないシリーズ研修会 2012.2.18 東広島市

齋藤　幸枝 NST における臨床検査技師の役割 中国四国ブロック主催 NST 研修会 2012.5.25 呉市

遠藤　竜也 虚血性心疾患と心エコー 第 4 回呉エコー研究会 2012.6.21 呉市

高松　理央 症例検討 第 4 回呉エコー研究会 2012.6.21 呉市

齋藤　幸枝 NST における検査技師の役割 中国四国ブロック主催 NST 研修会 2012.7.2 呉市

藤本貴美子 フローサイトメトリーの見方・考え方 広島県臨床検査技師会　血液部門 2012.11.9 広島市

遠藤　竜也 心機能計測のポイント　拡張機能 第 5 回呉エコー研究会 2012.11.15 呉市

高松　理央 症例検討　ドプラ法が有用であった収縮性
心膜炎の一例

第 5 回呉エコー研究会 2012.11.15 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

白野　容子 食事についてのコノ情報って、うそ？本当？ がんサロン 2012.1.13 呉市

坪井　和美 褥瘡チームと NST の連携が奏効した褥瘡
患者の１症例

第 7 回呉 NST 研究会 2012.1.14 呉市

南本　裕介 安心・安全でおいしい病院食をめざして〜
栄養管理室の取組み〜

第２回 QC 発表会 2012.1.25 呉市

大河内友美 人工呼吸管理中の栄養管理 第３回呼吸器管理研修会 2012.3.3 呉市

神中　直彦 適温での食事提供への取り組み
〜平成 22 年度患者満足度調査結果の改善
を目指して〜

2012 年度院内研究発表会 2012.3.10 呉市

白野　容子 NST 介入症例について 平成24年　中国四国ブロック内チー
ム医療推進のための研修会Ⅰ

2012.5.21 呉市

坪井　和美 栄養士の役割について 平成24年　中国四国ブロック内チー
ム医療推進のための研修会Ⅰ

2012.5.24 呉市

麻酔科

緩和ケア科

薬剤科

臨床検査科

栄養管理室
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南本　裕介 安心・安全な病院食を届けるための取組み
〜小さなインシデントもきちんと報告〜

第９回中国四国ブロック国立病院管
理栄養士協議会研修会および総会

2012.6.30 岡山市

大河内友美 人工呼吸管理中の栄養管理 第４回呼吸器管理研修会 2012.7.7 呉市

坪井　和美 Hospital Meals Services Policy in Kure 
Medical Center and Academic Meeting 
Chugoku Cancer Center

The 5th KURE INTERNATIONAL 
MEDICAL FORUM （K-INT）IN 
2012

2012.7.21 呉市

白野　容子 虚血性心疾患の地域連携パスにおける食事
療法の効果について

第６回呉生活習慣病地域連携パス研
究会

2012.9.28 呉市

白野　容子 褥瘡の栄養管理 皮膚排泄ケア分野専門コース 2012.10.16 呉市

白野　容子 がん患者の栄養管理 平成 24 年度がん看護研修会 2012.11.8 呉市

大河内友美 臨床栄養学 呉医療センター附属看護学校 2012.11.9 
2012.11.15 
2012.12.6 
2012.12.13 
2012.12.20 
2012.12.25

呉市

白野　容子 有床診療施設における管理栄養士の業務〜
栄養管理計画書の作り方〜

有床診療所等就業管理栄養士研修会 2012.12.9 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

中西　貴子 がんと在宅医療─地域と病院との連携を考
えよう─

第 8 回呉がんチーム医療研究会 2012.1.21 呉市

下高　美和 医療関連感染対策について 済生会呉病院　院内感染対策研修会 2012.3.8 呉市

富阪　幸子 救急場面を想定したシミュレーション① 南岡山医療センター 2012.6.19 岡山市

富阪　幸子 クリティカルケアにおける看護の実際 広島国際大学 2012.7.9 呉市

富阪　幸子 新人ナース集合研修「看護実践に活かす
フィジカルアセスメント」

広島県看護協会 2012.7.18 広島市

小杉　恭子 独居・夫婦世帯の高齢がん患者の治療意欲
を支えた要因の分析─外来化学療法を受け
る悪性リンパ腫患者の体験を通して─

第 43 回日本看護学会─老年看護─
学術集会

2012.9.28 広島市

下高　美和 最近の院内感染対策について ふたば病院　院内感染対策勉強会 2012.10.11 呉市

富阪　幸子 訪問看護師教育「急変時の対応」 広島県看護協会 2012.10.20 広島市

谷口　貴子 化学療法中の患者の看護 平成 24 年度第 11 回がん看護研修会 2012.11.6 呉市

榎　　智子 がん患者のスキンケア〜褥瘡・瘻孔ケアの
実際〜

平成 24 年度第 11 回がん看護研修会 2012.11.7 呉市

實森　直美 疼痛緩和に向けた看護 平成 24 年度第 11 回がん看護研修会 2012.11.7 呉市

中西　貴子 スピリチュアルペインの看護 平成 24 年度第 11 回がん看護研修会 2012.11.8 呉市

小杉　恭子 がん患者のセルフケア支援 平成 24 年度第 11 回がん看護研修会 2012.11.9 呉市

和田かおり 家族看護と遺族ケア 平成 24 年度第 11 回がん看護研修会 2012.11.9 呉市

中西　貴子 治療期に求められる緩和ケア─がん患者カ
ウンセリングを通して─

看護協会呉支部研修会 2012.11.10 呉市

中西　貴子 診療報酬改定に伴う緩和ケア認定看護師の
活動

広島県緩和ケア認定看護師会 2012.12.1 広島市

富阪　幸子 救急場面を想定したシミュレーション② 南岡山医療センター 2012.12.18 岡山市

看護部
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広報活動

出演者 放送局名 放送日時 番組名
田中　浩二 広島 FM 1 月 30 日〜 2 月 2 日 Medical Q：親知らずについて

田中　浩二 広島 FM 7 月 2 日〜 5 日 Medical Q：歯科矯正について

田中　浩二 広島 FM 9 月 18 日〜 20 日 Medical Q：歯の定期健診について

田中　浩二 広島 FM 12 月 3 日〜 6 日 Medical Q：歯周病について

安本　正徳 広島 FM 6 月 4 日〜 7 日 Medical Q：五十肩

安本　正徳 広島 FM 8 月 27 日〜 30 日 Medical Q：ひざの痛み

安本　正徳 広島 FM 11 月 5 日〜 8 日 Medical Q：腰痛

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 2012.1.31 Medical Asahi　考えよう私たちの健康 
うつ病の認知行動療法について

朝刊

谷山　清己 中国新聞 2012.2.12 病理医不足　連携でカバー 朝刊

安本　正徳 中国新聞 2012.4.7 変形性関節症や関節リウマチを専門治療 
「人工関節センター」開設 
呉医療センター　膝に特化　啓発にも力

朝刊

宮加谷靖介 中国新聞 2012.5.24 救急外来　軽症者時間外値上げへ
受診抑制　重傷者対応に力

朝刊

竹林　　実 読売新聞 2012.6.3 病院の実力　「症状ごと治療法様々」 
精神疾患　単剤処方が増加
主な医療機関の精神科治療実績

朝刊

中国新聞 2012.6.16 変形性関節症・リウマチ 
呉や広島で最新治療法

朝刊

上池　　渉 読売新聞 2012.6.27 薬剤師育成 3 病院と協定　広島国際大研修や共同研究 朝刊

上池　　渉 中国新聞 2012.6.27 専門薬剤師育成で連携　広島国際大と 3 病院
学生受け入れ共同研究

朝刊

杉田　　孝 読売新聞 2012.7.1 病院の実力　医療安全　 
「ヒヤリ・ハット」減らす努力

朝刊

青芝　映美 中国新聞 2012.11.30 足りぬ看護師「即戦力」求む 朝刊

杉田　　孝 中国新聞 2013.1.31 救命救急 7 床休止続く　看護師減　30 床維持に
35 人不足

朝刊

竹林　　実 朝日新聞 2013.1.31 Medical Asahi　考えよう私たちの健康 
「うつ病」について

朝刊

砂田　祥司 読売新聞 2013.3.3 病院の実力　緩和ケア 
患者や家族の生活改善

朝刊

筆者 雑誌名 掲載巻・号 タイトル

川本　俊治 月刊 INNERVISION 
2012 年 2 月号付録
IT vision

No.25 先進施設に学ぶ仮想化　仮想化による「どこでも
My Desktop] 環境の実現

井上　雅史 広島県医師会速報 第 2158 号 第 47 回全日本医師剣道大会に参加して

川本　俊治 呉市医師会　余韻 2013.1　№ 130 < 病院だより >“楽しい職場とは？”

上池　　渉 excellent hospital 
（沢井製薬）

2012　19 号 2012 年度 DPC/PDPS 改定で病院に求められたもの

川本　俊治 UNIADEX Case Study 2012.4 ネットワーク仮想化技術を活用し高いセキュリ
ティーと利便性を両立

記事提供者 配信会社 掲載日 タイトル

広島国際大学とれたて
ヒロコク便

2012.6.29 呉市の基幹病院と連携協定に関する合同調印式を
行いました。

ラジオ

新聞

雑誌、定期刊行物、その他の情報誌

インターネット


