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IX

本業績に掲載された著書、論文、学会発
表は2013年（平成25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。
また、学会発表は本院以外の所属として
発表したものも含める。）本院関係者以外
の姓名には＊を付した。なお論文につい
ては、筆頭者の所属する部科に記載し、
重複を避けた。
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和文論文発表

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

亀井　　望　　鈴木　　亮＊ 【検査値を読む 2013】糖代謝検査　インスリン抵
抗性アディポカイン群（TNF- α ,resistin, MCP-1
など）

内科 111（6） 1172 2013.06

亀井　　望　　植木浩二郎＊ 虚血性心疾患の長期予後と QOL 改善を目指した
最新の実地診療 
虚血性心疾患における血糖管理の意義と実際のす
すめかた

Medical Practice 30（6） 1049-1055 2013.06

亀井　　望 Basic & Clinical TOPICS（基礎 2）1 型糖尿病発
症における自然免疫細胞のクロストーク

Diabetes Update 2（3） 156-157 2013.07

亀井　　望　　植木浩二郎＊ チアゾリジンと脂質代謝 Diabetes Frontier 24（4） 423-428 2013.08

沖　　健司　　一町　澄宜 イルベサルタンで加療中の 2 型糖尿病合併高血圧
患者におけるトリクロルメチアジド追加投与によ
る降圧効果と代謝性疾患への影響

Therapeutic 
Research

34（12） 1497-1502 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

木場　崇剛 ゲムシタビン投与中患者の血管痛は、5％ブドウ
糖の同時投与でただちに軽快することができる。

肝臓 54（7） 513 2013.07

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

中野喜久雄　　吉田　　敬 
北原　良洋　　荒木　佑亮

進行非小細胞肺癌の生命予後および化学療法の目
標に対する患者の誤認識と終末期の転帰との関連

肺癌 53（６） 745-750 2013.10

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

坂井　研一＊ 　川井　元晴＊

鳥居　　剛　　椿原　彰夫＊

三ツ井貴夫＊ 　 志田　憲彦＊

山下　元司＊ 　 峠　　哲男＊

阿部　康二＊ 　 下田光太郎＊

中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果（平
成 24 年度） 

厚生労働科学研究費
補助金スモンに関す
る調査研究　平成 24
年度総括・分担研究 
報告書

2013.03

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

川本　俊治　　松田　守弘 
田村　　律　　渡辺　弘司＊

虚血性心疾患・地域連携クリティカルパス使用が
かかりつけ医の患者指導に及ぼす効果

日本医療マネジメン
ト学会雑誌

13（4） 180-184 2013.03

川本　俊治　　上池　　渉 第 152 回地域連携クリティカルパスを使った疾病
管理への試み

Medical QOL （220） 26-29 2013.03

川本　俊治　　橘高　　清　
奥村　和恵　　秋月まなみ　
松田　守弘　　田村　　律

虚血性心疾患・地域連携クリティカルパスが看護
師や医療関係職の患者指導に及ぼす効果

日本医療マネジメン
ト学会雑誌

14（1） 20-24 2013.05

川本　俊治　　河野　由佳　
貫目　志保　　岡本　尚子　
重松　研二　　片岡　伸晴　
上池　　渉

かかりつけ医と病院間の問題に対する地域連携室
の業務改善効果について

医療 67（6） 239-245 2013.06

川本　俊治　　田村　　律 
松田　守弘　　西山　浩彦 
中本　　敬　　木下　晴之 
西本　織絵　　冠野昂太郎 
瀬川　貴嗣　　宮田　　篤　 
白野　容子　　山本　浩起

DPC データベースを使った狭心症・経皮的冠動
脈形成術症例におけるクリティカルパス順守率に
ついて

医療 67（9） 351-356 2013.09

川本　俊治　　田村　　律 
松田　守弘

データウェアハウスを活用した褥瘡管理システム
導入と利用者評価

日本医療マネジメン
ト学会雑誌

14（3） 121-125 2013.12

内分泌・糖尿病内科

腫瘍内科

呼吸器内科

神経内科

循環器内科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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
を得た間歇型一酸化炭素中毒の 1 例

精神医学 55（2） 145-149 2013.02

竹林　　実 統合失調症の非薬物療法　電気けいれん療法（Ｅ
ＣＴ）

日本臨床 71（4） 694-700 2013.04

永嶋　美幸　　谷山　清己 
南　　花枝　　竹林　　実

乳がん患者の心理状態および適応における病理外
来の有効性に関する研究

精神医学 55（6） 523-529 2013.06

本橋　伸高＊ 　栗田　主一＊  
一瀬　邦弘＊ 　上田　　諭＊  
大久保善朗＊ 　奥村　正紀＊  
鹿島　晴雄＊ 　川嵜　弘詔＊  
鮫島　達夫＊ 　澤　　　温＊  
竹林　　実　　八田耕太郎＊  
分島　　徹＊ 　和田　　健＊  
山口　成良＊ 　米田　　博＊

電気けいれん療法（ECT）推奨事項　改訂版 精神神経学雑誌 115（6） 586-600 2013.06

小早川英夫　　板垣　　圭　
柴崎　千代　　中津　啓吾　
竹林　　実

双極性うつ病の入院治療に関する臨床的検討 精神医学 55（6） 531-535 2013.06

片岡　　努　　板垣　　圭　
柴崎　千代　　中津　啓吾　
小早川英夫　　竹林　　実

T4/T3 甲状腺ホルモン補充療法が有効と考えられ
た双極性うつ病の 1 例

精神医学 55（7） 667-671 2013.07

竹林　　実 気分障害におけるグリア仮説と創薬に向けた試み 広島医学 66（11） 611-612 2013.11

竹林　　実 グリアからみた精神疾患 精神神経学雑誌 115（12） 1186-1193 2013.12

竹林　　実 グリアを標的とした新規抗うつ薬創薬 Depression Frontier 11（2） 110-119 2013

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

高尿酸血症・腎機能障害をきたしたロタウイルス
腸炎の 1 例

広島医学 66（8） 502-505 2013.08

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

高橋　裕代　　山下　芳典　
原田　洋明　　吉川　幸伸　
倉岡　和矢　　谷山　清己

17 歳女性に発症した前胸壁原発軟骨肉腫の 1 例 日本臨床外科学会雑
誌

74（3） 658-662 2013.03

平岡　和也　　長岡眞希夫＊  
山邉　和生＊ 　藤田　繁雄＊  
道浦　俊哉＊

Leiomyomatosis peritonealis disseminata の 1 例 日本臨床外科学会雑
誌

74（5） 1375-1381 2013.05

山下　晋也　　寺島　　毅＊

田中　純一＊ 　楊　　和典＊

原　　直樹＊ 　加納　繁照＊

保存的治療で軽快した腹腔内遊離ガスを伴う腸管
嚢腫様気腫症の１例

外科 75（11） 1239-1243 2013.11

山下　晋也　　寺島　　毅＊

田中　純一＊ 　酒井　宣明＊

瀬下　　巌＊ 　種村　匡弘＊

加納　繁照＊

S 状結腸憩室穿孔にハルトマン術と人口肛門閉鎖
術を施行後 45 ヶ月目に吻合部すぐ肛門側に認め
た進行 S 状結腸癌の 1 例

癌と化学療法 40（12） 2071-2073 2013.11

山下　晋也　　寺島　　毅＊  
田中　純一＊ 　楊　　和典＊  
原　　直樹＊ 　加納　繁照＊

開腹歴のない大網索状物による小腸イレウスの 1
例

外科 accepted

高橋　裕代　　富永　春海　
吉川　幸伸　　畑中　信良　
清水　洋祐　　上池　　渉

鼠径ヘルニア偽還納の 1 例 日本臨床外科学会雑
誌

74（11） 325-329 2013.11

精神科

小児科

外　科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

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 1 報）

Journal of Spine 
Research

4（12） 1768-1772 2013.12

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

粉砕を伴う撓骨遠位端骨折に対する人工骨ブロッ
クを用いた整復法 REGO（Raduis En-Grafting 
Osteoplasty）の有用性

日本手外科学会雑誌 30（3） 1-5 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

安積　昌吾　　杉山　成史 胸骨骨髄炎に対する胸骨全摘術と術後の呼吸機能
について

日本形成外科学会会
誌

33（8） 570-576 2013.08

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

坪川　典史　　原田　洋明　
山下　芳典

胸腔鏡補助下に切除した迷入性甲状腺腫の 1 例 日本呼吸器外科学会
雑誌

27（2） 37-40 2013.03

松浦　明子＊ 　粟井　和夫＊

奥崎　　健＊ 　山下　芳典 
宮田　義浩＊ 　藤高　一慶＊

木口　雅夫＊ 　芦澤　和人＊

飯沼　　武＊ 　有田　健一＊

岡田　守人＊ 　平松　恵一＊

広島県における低線量 CT による肺がん検診の実
態調査の報告

広島医学 66（3） 174-180 2013.03

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  
齊藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

大動脈から 3 本の流入動脈と半奇静脈への還流を
認めた肺葉内肺分画症の 1 例（原著論文）

日本胸部臨床 72（8） 900-904 2013.08

三隅　啓三　　山下　芳典 
原田　洋明　　倉岡　和矢 
谷山　清己

胸骨転移切除を施行した原発不明腺癌の 1 例 日本臨床外科学会雑
誌

74（9） 2394-2398 2013.09

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肺転移の 2
手術例

日本呼吸器外科学会
雑誌

27（6） 772-777 2013.09

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

仲村　輝也　　坂口　太一＊

泉谷　裕則＊ 　関谷　直純　
中里　太郎　　澤　　芳樹＊

当院における低侵襲僧房弁形成術の検討 広島医学 66（5） 299-302 2013.05

仲村　輝也　　関谷　直純　
桝田　浩禎　　澤　　芳樹＊

右小開胸による心拍動下僧帽弁済手術の経験 日本心臓血管外科学
会雑誌

accepted

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

繁田　正信 泌尿器外科 OPE Nursing 28（1） 27-37 2013.01

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

山﨑　友美　　竹原　和宏 
中村　紘子　　水之江知哉 
谷山　清己

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

日本婦人科腫瘍学会
雑誌

31（1） 38-43 2013.01

中野　正明　　羽原　章子 
吉本真奈美　　横田　康平　 
広岡由実子　　内藤　博之

病理組織学的に診断された子宮型羊水塞栓症の一
例

現代産婦人科 61（２） 181-186 2013.06

整形外科

形成外科

呼吸器外科

心臓血管外科

泌尿器科

産婦人科
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横山　貴紀　　寺本　秀樹　
本田　　裕　　谷本　博利　
寺本　三枝

両側卵管切除後の体外受精胚移植にて子宮内外同
時妊娠を来した 1 例

広島医学 66（8） 506-508 2013.08

中野　正明　　羽原　章子＊

吉本真奈美＊ 　横田　康平＊
卵巣癌化学療法中に発症した気腫性腎盂腎炎の一
例

現代産婦人科 62（1） 19-23 2013.11

中村　紘子　　澤崎　　隆　
楠本　真也　　佐々木　晃　
山﨑　友美　　水之江知哉　
齋藤　彰久　　倉岡　和矢　
谷山　清己　　　

腟悪性黒色腫の 1 例 日本臨床細胞学会広
島県支部会誌

印刷中 2013

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

西　　康行　　平川　治男　
佐々木　淳

精神症状にて発見された副甲状腺腺腫の 1 例 耳鼻と臨床 59（1） 37-41 2013.01

平川　治男　　西　　康行 
渡部　泰輔　　多田　　誠 
上田　　勉＊ 　佐々木　淳＊

外耳に生じた骨外性骨肉腫例 耳鼻咽喉科臨床 106（9） 791-795 2013.09

平川　治男　　西　　康行　
佐々木　淳　　渡部　泰輔　
多田　　誠　　上田　　勉　
倉岡　和矢　　谷山　清己　
山本　道法

化学放射線同時併用療法が奏功した甲状腺扁平上
皮癌の 1 例

広島医学 66（9） 554-558 2013.09

西　　康行　　平川　治男 
渡部　泰輔　　多田　　誠 
山下　芳典　　原田　洋明 
谷山　清己　　倉岡　和矢

頚部リンパ節生検で扁平上皮癌と診断された
TypeB3 胸腺腫の 1 症例

広島医学 66（10） 580-583 2013.10

平川　治男　　西　　康行 
渡部　泰輔　　多田　　誠 
佐々木　淳＊

喉頭・気管に生じた髄外性多発性骨髄腫例 耳鼻咽喉科臨床 106（12） 1095-1103 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

松浦　範明 【マルチモダリティによる Cardiac Imaging 
2013[ 臨床編 ] 最新技術がもたらすベネフィット：
被ばく低減・低侵襲検査をめざして】CT のスト
ラテジー＆アウトカム　心臓 CT の臨床的有用性
と被ばく低減などの技術進歩　256 スライス CT
を用いた冠動脈 CT の実際

INNERVISION 28（5） 22-25 2013.04

寺田　大晃　　豊田　尚之　
稗田　雅司　　秋山　直子　
倉岡　和矢　　富永　春海

回盲部腫瘍との鑑別が困難であった盲腸憩室炎に
起因した炎症性腫瘤の 1 例

臨床放射線　 58（13） 1892-1895 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

奥田　武秀　　遠藤　　崇 
水嶋　徳仁　　古志　和信 
山根　明哲　　田坂　　聡 
姫野　　敬　　益本　京美 
森田　　芳　　西川　美紀 
富原　寿恵

放射線治療患者に対する IC の補助の取り組み 医療の広場 53（5） 27-29 2013.05

稲葉　　護 呉医療センターにおける災害対策への取り組み 全国国立病院療養所
放射線技師会誌

56（2） 77-79 2013

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

日本手術医学会誌 34（4） 64-67 2013.11

耳鼻咽喉科

放射線診断科

放射線技師部門

麻酔科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

砂田　祥司　　實森　直美　
柴崎　千代　　板垣　　圭　
畑中　信良　　清水　洋祐　
小川　喜通　　國冨　留美

終末期医療について 広島医学 66（2） 119-125 2013.02

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

小川　喜通　　木場　崇剛 
中野喜久雄　　細川　敦子 
木本志津江　　中島　寿久 
藤原　慶一　　谷口　仁司 
梶梅佐代子　　岡田　優子 
市場　泰全

ゲフィニチブ・エルロチニブによる皮膚紅班に対
するビオチンの効果における前向き臨床試験

癌と化学療法 印刷中

池本　雅章＊ 　華山　博子＊

栗原晋太郎＊ 　竹山　知志　
荒川　隆之＊ 　伊藤　孝史　
小笠原康雄＊ 　岡田麻衣子＊

岡野　太一＊ 　川上　恵子＊

木村　友美＊ 　佐和　章弘＊

菅原　隆文＊ 　滝　　雪歩＊

田原直緒美＊ 　土井久美子＊

橋本　佳浩＊ 　日浦　昌洋＊

武郷　　徹＊ 　藤井　秀一＊

堀田　修次＊ 　増田　博久＊

松本　俊治＊ 　宮田　　篤　
向田　俊司＊ 　八島　加八＊

安原　昌子＊ 　安原　昌宏＊

山口　伸二＊ 　山本　明子＊

新井　茂昭＊ 　佐々木雄啓＊

谷口　雅敏＊ 　長崎　信浩＊

中村　徹志＊ 　三牧　祐一＊

木平　健治＊ 　福田　成美＊

藤田　成美＊

広島県下 24 施設による抗菌薬使用密度と耐性菌
分離率に関する地域共同サーベイランス

日本病院薬剤師会雑
誌　

49（7） 753-759 2013.07

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

多賀谷正志　　川本　俊治　
石崎　光理　　市川　峻介　
半田　宏樹　　入船　竜史　
小田　洋介　　原　　和信　
阪田　光彦＊ 　焼廣　益秀＊

泉谷　裕則＊ 　

使用患者登録機能を有する医療機器管理システム
の導入効果

医療情報学 33（3） 171-179 2013.03

小田　洋介　　高橋　俊介 
多賀谷正志

メトトレキサート中毒に対して複数の血液浄化を
施行した 1 症例

広島県臨床工学技士
会会誌

12 7-9 2013.12

入船　竜史　　平川　治男 
原　　和信

当院における第 2 種治療装置の採算性と経費削減
について

日本高気圧環境 . 潜水
医学会雑誌

48（4） 313 2013.12

市川　峻介　　平川　治男 
原　　和信

突発性難聴に対する高気圧酸素治療期間の検討 日本高気圧環境 . 潜水
医学会雑誌

48（4） 310 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

谷山　清己　　中川裕可里 
田中　美帆　　坂根　潤一 
西村　俊直　　下畦　幹枝 
児玉　陽子　　井上　三鈴 
戸田　　環　　安村奈緒子 
近藤　満子　　斎藤　彰久 
倉岡　和矢

病院内ホルマリン使用に対する継続的対策 病院設備 
（特集　職員環境の安
全を考える）

55（4） 36-41 2013.07

尾上　隆司　　高橋　祥一＊  
茶山　一彰＊ 　大段　秀樹＊

B 型肝炎、肝硬変に対する肝移植 臨床消化器内科 28（9） 1271-1277 2013.08

緩和ケア科

薬剤科

ME管理室

臨床研究部
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小林　孝子　　元井　　信＊  
岡田美恵子＊ 　吉藤　彩子＊

和田栄津子＊ 　今川真由美＊

桒田　浩子＊ 　坂根　潤一 
倉岡　和矢　　谷山　清己

ベセスダシステム 2001 における ASC-US の細胞
像−従来法と液状検体 (ThinPrep）法による比較
検討−

日本臨床細胞学会雑
誌

52（6） 526-534 2013.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

坂根　潤一　　谷山　清己 FISH 法における標本作製過程でのトラブル 
− HER2/neu 遺伝子増幅測定について−

Medical Technology 41（7） 782-784 2013.07

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 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
尾上　隆司　　谷山　清己

ホルムアルデヒド曝露対策による作業環境の向上
〜より安全な病理作業場を目指して〜

広島臨床検査 2 43-47 2013

西村　俊直　　中川裕可里 
田中　美帆　　坂根　潤一 
田中　正純　　戸田　　環 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
藤本貴美子　　宇田川　学 
辰島　純二　　松尾　俊宏 
谷山　清己

腹壁に発生した多形型横紋筋肉腫の１例 日本臨床細胞学会広
島県支部会誌

34 54-60 2013

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

白野　容子 糖尿病カンバセーション・マップ 
「あなたの疑問や不安を声に出してみませんか？」

月刊糖尿病ライフさ
かえ

53（11） 42-48 2013.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

8 202-215 2013.01

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

8 92-95 2013.01

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

8 64-67 2013.01

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 中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

8 9-12 2013.01

平岡　正史 スッキリ解決！ Q&A（82 回）開頭術後、部分剃毛
されている患者へのガーゼ固定はどのように行っ
ていますか？また、いつまで保護していますか？

Brain Nursing 29（3） 277 2013.03

小杉　恭子　　宮下　美香＊  
二井谷真由美＊ 　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−

日本看護学会論文集：
老年看護

第 43 回 102-105 2013.04

河本　敦子 2 年目看護師に効果的な教育支援と自己教育力の
育成

看護人材教育 10（4） 79-89 2013.10

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

高下智香子　　常石　光美 シャドーイングによる統合実習での学生の学びの
認識と指導者の指導の認識の実態

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

8 292-295 2013.01

榎　　洋子　　松下　裕子＊

田中　清美＊ 　富樫　和代＊

人見　絹枝＊

在宅療養者と家族の生活を支える法制度の理解　
−グループワークを用いた学習の成果の考察−

中国四国地区国立病
院附属看護学校紀要

9 78-96 2013.12

加藤かずみ　　三島眞由美　
常石　光美　　中田佳代子＊

飛田　昌子＊ 　伴藤　典子＊

看護師養成所 3 年課程の休学・退学と学生への支
援の実態

中国四国地区国立病
院附属看護学校紀要

9 142-151 2013.12

病理診断科

栄養管理室

看護部

看護学校
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

木下　晴之　　宮加谷靖介　
村尾　正樹　　上村　祐介　
豊田　尚之　　安積　昌吾 
定岡　大祐　　三浦　佑樹

四肢の挫滅創受傷後 3 日目に搬送され NOMI に
よる門脈ガス血症をきたした 1 例

ICU と CCU 37（8） 635-643 2013.08

木下　晴之　　宮加谷靖介　
村尾　正樹　　小川あかり　
藤本貴美子

DIC が認められた初感染発症のデング出血熱の 1
例

Modern Physician 33（9） 1178-1183 2013.09

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

荒銭浩太郎 診療未請求の削減に向けた取り組み 医療の広場 53（8） 28-30 2013.08

救急部

事務部
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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
Kopf PG*
Campbell WB*
Luis Lam M*
Yamazaki T*
Gomez-Sanchez CE*
Gomez-Sanchez EP*

Angiotensin II and III metabolism and effects 
on steroid production in the HAC15 human 
adrenocortical cell line. Endocrinology.

Endocrinology 154（1） :214-21 2013.01

Kim MS*
Yamamoto Y*
Kim K*
Kamei N
Shimada T*
Liu L*
Moore K*
Woo JR*
Shoelson SE*
Lee J*

Regulation of diet-induced adipose tissue and 
systemic inflammation by salicylates and 
pioglitazone

PLoS ONE 8（12） e82847 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Tanaka Y*
Yakushijin K*
Takafuta T

Enlargement of bilateral kidneys by infiltration of 
leukemic cells in acute lymphoblastic leukemia at 
relapse after allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation

International Journal 
of Hematology

98（5） 513-514 2013.11

Eura Y*
Kokame K*
Takafuta T
Tanaka R*
Kobayashi H*
Ishida F*
Hisanaga S*
Matsumoto M*
Fujimura Y*
Miyata T*

Candidate gene analysis using genomic 
quantitative PCR: identification of ADAMTS13 
large deletions in two patients with Upshaw-
Schulman syndrome

Molecular Genetics & 
Genomic Medicine

accepted 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

kiba T
Yagyu K

Changes of the expressions of immune-related 
genes after ventromedial hypothalamic lesioning.  
Systematic review of the literature

Journal of 
Neuroimmunology

257（1） 1-6 2013.04

Kiba T
Tanemura M
Yagyu K

High-quality RNA extraction from rat pancreatic 
islet

Cell Biology 
International Reports 

20（1） 1-4 2013.06

Kiba T
Yagyu K
Nakashima T

Identification of rodent common biliary tract The Turkish Journal 
of Gastroenterology

24（5） 461-462 2013.12

内分泌・糖尿病内科

血液内科

腫瘍内科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Tashiro H
Ide K
Amano H
Kobayashi T
Onoe T
Ishiyama K
Kuroda S
Tazawa H
Kono H
Aikata H
Takahashi S
Chayama K
Ohdan H

Surgical treatment for portosystemic 
encephalopathy in patients with liver cirrhosis: 
Occlusion of portosystemic shunt in combination 
with splenectomy.

Hepatology Reseatch 43（3） 249-54 2013.03

Yokoyama S*
Takahashi S*
Kawakami Y*
Hayes C.N*
Kohno H
Kohno H
Tsuji K*
Aisaka Y*
Kira S*
Moriya T*
Kitamoto M*
Aimitsu S*
Nakanishi T*
Kawakami H*
Chayama K*

Effect of vitamin D supplementation on pegylated 
interferon/ribavirin therapy for chronic hepatitis 
C genotype 1b: A randomized controlled trial

Journal of Viral 
Hepatitis

E-pub 2013.07

Migita K*
Nakamura M*
Abiru S*
Jiuchi Y*
Nagaoka S*
Komori A*
Hashimoto S*
Bekki S*
Yamasaki K*
Komatsu T*
Shimada M*
Kouno H
Hijioka T*
Kohjima M*
Nakamuta M*
Kato M*
Yoshizawa K*
Ohta H*
Nakamura Y*
Takezaki E*
Nishimura H*
Sato T*
Ario K*
Hirashima N*
Oohara Y*
Naganuma A*
Muro T*
Sakai H*
Mita E*
Sugi K*
Yamashita H*
Makita F*
Yatsuhashi H*
Ishibashi H*
Yasunami M*

Association of STAT4 polymorphisms with 
susceptibility to type-1 autoimmune hepatitis in 
the Japanese population

PLoS ONE 8（8） e71382 2013.08

消化器内科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Matsuda M
Shimomura I

Roles of adiponectin and oxidative stress in 
obesity-associated metabolic and cardiovascular 
diseases

Review in Endocrine 
and Metabolic 
Disorders

accepted 2013.09     

Matsuda M
Shimomura I

Increased oxidative stress in obesity: Implications 
for metabolic syndrome, diabetes, hypertension, 
dyslipidemia, atherosclerosis, and cancer

Obesity Research & 
Clinical Practice

7（5） e330-341 2013.09

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

Predictive Value of Adiponectin in Patients with 
Multivessel Coronary Atherosclerosis Detected 
on Computed Tomography Angiography

Journal of 
Atherosclerosis and 
Thrombosis

20（10） 767-776 2013.10

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

A case of a young, healthy woman with 
spontaneous coronary artery dissection associated 
with oral contraceptive use: Long-term residual 
dissection of the coronary artery

Journal of Cardiology 
Cases

8（6） 179-182 2013.12

Matsuda M
Tamura R
Kanno K
Segawa T
Kinoshita H
Nishimoto O
Nishiyama H
Kawamoto T

Impact of dyslipidemic components of metabolic 
syndrome adiponectin levels, andanti-diabetes 
medications on malondialdehyde-modified low-
density lopoprotein levesl in statin-treated 
diabetes patients with coronary artery disease.

Diabetology & 
Metabolic Syndrome

5（1） 77 2013.12

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

434（4） 779-784 2013.05

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

Tricyclic antidepressant amitriptyline indirectly 
increases the proliferation of adult dentate gyrus-
derived neural precursors: an involvement of 
astrocytes. 

PLoS One 8（11） e79371 2013.11

Shimizu H*
Takebayashi M
Tani M*
Tanaka H*
Yamagata B*
Kurosawa K*
Yamada H*
Hachisu M*n 
Hisaoka-Nakashima K
Okada-Tsuchioka M
Mimura M*n
Iwanami A*

Sigma-1 receptor concentration in plasma of 
patients with late-life depression: a preliminary 
study.

Neuropsychiatric 
Disease and 
Treatmen

8 1867-1872 2013.12

循環器内科

精神科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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 22（1） 159-173 2013.01

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

Role of α -gal epitope/anti-Gal antibody reaction 
in immunotherapy and its clinical application in 
pancreatic cancer.

Cancer Science 104（3） 282-290 2013.03

Konno M*
Hamabe A*
Hasegawa S*
Ogawa H*
Fukusumi T*
Nishikawa S*
Ohta K*
Kano Y*
Ozaki M*
Noguchi Y*
Sakai D*
Kudoh T*
Kawamoto K*
Eguchi H*
Satoh T*
Tanemura M
Nagano H*
Doki Y*
Mori M*
Ishii H*

Adipose-derived mesenchymal stem cells and 
regenerative medicine.

Development, Growth 
& Differentiation 

55（3） 309-318 2013.04

Eguchi H*
Nagano H*
Tanemura M
Takeda Y*
Marubashi S*
Kobayashi S*
Kawamoto K*
Wada H*
Hama N*
Akita H*
Mori M*
Doki Y*

Preoperative Chemoradiotherapy, Surgery and 
Adjuvant Therapy for Resectable Pancreatic 
Cancer.

Hepato-gastroenterology 60（124） 904-911 2013.06

Tazawa H*
Irei T
Tanaka Y*
Igarashi Y*
Tashiro H*
Ohdan H*

Blockade of invariant TCR-CD1d interaction 
specifically inhibits antibody production against 
blood group A carbohydrates.

Blood 122（15） 2582-90 2013.10

外　科
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Katsura Y*
Wada H*
Murakami M*
Akita H*
Hama N*
Kawamoto K*
Kobayashi S*
Marubashi *S
Eguchi H*
Tanemura M
Umeshita K*
Doki Y*
Mori M*
Nagano H*

PTK787/ZK222584 Combined with Interferon 
Alpha and 5-Fluorouracil Synergistically Inhibits 
VEGF Signaling Pathway in Hepatocellular 
Carcinoma.

Annals of Surgical 
Oncology

20
（3.sup）

517-526 2013.12

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

Clinicopathological features of long-term survivors 
for advanced biliary tract cancer and impact of 
the number of lymph nodes involved. 
 

International Journal 
of Surgery 

11（2） 145-151 2013

Kawamoto K*
Konno M*
Nagano H*
Nishikawa S*
TomimaruY*
Akita H*
Hama N*
Wada H*
Kobayashi S*
Eguchi H*
Tanemura M
Ito T*
Doki Y*
Mori M*
Ishii H*

CD90-（Thy-1-）High Selection Enhances 
Reprogramming Capacity of Murine Adipose-
Derived Mesenchymal Stem Cells

Disease Markers 35（5） 573-579 2013

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Yamashiro H
Takada M*
Nakatani E*
Imai S*
Yamauchi A*
Tsuyuki S*
Matsutani Y*
Sakata S*
Wada Y*
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*
Inamoto T*
Toi M*

Prevalence and risk factors of bone metastasis 
and skeletal related events in patients with 
primary breast cancer of Japan

International Journal 
of Clinical Oncology 

E-pub 2013.11

乳腺外科
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著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Nakamae T*
Tanaka N*
Nakanishi K*
Kamei N
Hamasaki T
Izumi B
Fujioka Y
Ohta R
Ochi M.

Surgical treatment of high-grade dysplastic 
spondylolisthesis using intraoperative 
electrophysiological monitoring: report of two 
cases and review of the literature.   
 

European Journal of 
Orthopaedic Surgery 
& Traumatology 

23
（Suppl.1）

S121-S127 2013.03 

Stauff MP
Freedman BA
Kim J-H
Hamasaki T
Yoon ST
Hutton WC

The effect of pedicle screw redirection after 
lateral wall breach-a biomechanical study using 
human lumbar vertebrae

The Spine Journal E-pub 2013.04

Ohkawa S
Naosuke Kamei
Goki Kamei
Ming Shi
Nobuo Adachi
Masataka Deie
Mitsuo Ochi

Magnetic targeting of human peripheral 
blood CD133+ cells promotes skeletal muscle 
regeneration

Tissue Engineering 19（8） 631-641 2013

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Onoda S
Kimata Y*
Koshimune S*
Yamaguchi K*
Shirakawa Y*

Salvage operation using free vascularized tissue 
transfer to treat esophageal conduit necrosis

Plastic and 
Reconstructive 
Surgery

131（3） 460e-461e 2013.03

Onoda S
Azumi S
Hasegawa K*
Kimata Y*

Preoperative identification of perforator vessels 
by combining MDCT, doppler flowmetry, and 
ICG fluorescent angiography

Microsurgery 33（4） 265-269 2013.05

Onoda S
Kimata Y*
Yamada K*
Koshimune S*
Onoda T*
Shirakawa Y*

Non-occlusive mesenteric ischaemia of a free 
jejunal flap

Journal of Plastic, 
Reconstructive & 
Aesthetic Surgery

66（5） e133-e136 2013.05

Onoda S
Kimata Y*
Sugiyama N*
Onoda T*
Mizukawa N*

Secondary head and neck reconstruction using 
free flap to improve the postoperative function or 
appearance of cancer survivors

Microsurgery E-pub 2013.08

Onoda S
Kimata Y*
Azumi S*
Otsuki Y*

Reconstruction of congenital vomeral bone defect 
using the outer table of the skull

Journal of Craniofacial 
Surgery

24（5） 2013.09

Onoda S
Todokoro T*
Hara H*
Azuma S*
Goto A*

Minimally invasive multiple lymphaticovenular 
anastomosis at the ankle for the prevention of 
lower leg lymphedema

Microsurgery E-pub 2013.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Harada H
Yamashita Y
Kuraoka K
Taniyama K.

Sequential mediastinal lymphadenectomy of an 
unknown primary tumor.

Annals of thoracic 
surgery

95（2） 687-689 2013.02

整形外科

形成外科

呼吸器外科
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Shimizu S*
Yamashita Y
Mudaida H*
Hirabayashi N*
Egawa H*
Kaneko M*
Sakatani A*
Takiyama W*

Thoracoscopic resection of congenital cystic 
adenomatoid malformation in an adolescent

Asian Journal of 
Endoscopic Surgery

6（1） 44-47 2013.02

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

Multidisciplinary team-based approach for 
comprehensive preoperative pulmonary 
rehabilitation including intensive nutritional 
support for lung cancer patients.

PLoS ONE 8（3） e59566 2013.03

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 119（4） 792-798 2013.03

Yamashita Y
Mukaida H*
Harada H
Tsubokawa N

Post-thoracotomy pain and long-term survival 
associated with video-assisted thoracic surgery 
lobectomy methods for clinical T1NO lung cancer.  
A patient-oriented, prospective cohort study.

European Journal 
of Cardio-Thoracic 
Surgery

44（1） e71-76 2013.07

Ito M*
Yamashita Y
Tsutani Y*
Misumi K*
Harada H
Miyata Y*
Okada M*

Classifications of n2 non-small-cell lung cancer 
bassed on the number and rate of metastatic 
mediastinal lymph nodes.

Clinical Lung Cancer 14（6） 651-657 2013.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Chen CW*
Okada M*
Proto JD*
Gao X*
Sekiya N
Beckman SA*
Corselli M*
Crisan M*
Saparov A*
Tobita K*
Péault B*
Huard J*

Human pericytes for ischemic heart repair. Stem Cells. 31（2） 305-316 2013.02

Sekiya N
Tobita K*
Beckman S*
Okada M*
Gharaibeh B*
Sawa Y*
Kormos RL*

Muscle-derived Stem Cell Sheets Support Pump 
Function and Prevent Cardiac Arrhythmias in a 
Model of Chronic Myocardial Infarction.

Molecular Therapy 21（3） 662-669 2013.03

Nakamura T
Sekiya N
Nakazato T
Sawa Y*

Systolic anterior motion of the mitral valve 
masked by general anesthesia

Asian Cardiovascular 
and Thoracic Annals

E-pub 2013.07

Nakamura T
Izutani H*
Sekiya N
Nakazato T
Sawa Y*

Beating heart mitral valve repair for a patient 
with previous coronary bypass: a case report and 
review of the literature

Journal of 
Cardiothoracic 
Surgery

8 187 2013.08

心臓血管外科
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Nakazato T
Nakamura T
Izutani H
Sekiya N
Sawa Y*

Preoperative estimated glomerular filtration rate 
is an independent predictor of late cardiovascular 
morbidity after mitral valve surgery

Annals of Thoracic 
and Cardiovascular 
Surgery 

accepted 2013.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Katsumata N1
Yoshikawa H
Kobayashi H
Saito T
Kuzuya K
Nakanishi T
Yasugi T
Yaegashi N
Yokota H
Kodama S
Mizunoe T
Hiura M
Kasamatsu T
Shibata T
Kamura T; Japan Clinical 
Oncology Group.

Phase III randomised controlled trial of 
neoadjuvant chemotherapy plus radical surgery 
vs radical surgery alone for stages IB2, IIA2, and 
IIB cervical cancer: a Japan Clinical Oncology 
Group trial （JCOG 0102）.

British Journal of 
Cancer

108（10） 1957-1963 2013.05

Shiozaki A1
Yoneda S
Nakabayashi M
Takeda Y
Takeda S
Sugimura M
Yoshida K
Tajima A
Manabe M
Akagi K
Nakagawa S
Tada K
Imafuku N
Ogawa M
Mizunoe T
Kanayama N
Itoh H
Minoura S
Ogino M
Saito S

Multiple pregnancy, short cervix, part-time 
worker, steroid use, low educational level and 
male fetus are risk factors for preterm birth in 
Japan: a multicenter, prospective study. 

Journal of  Obstetrics 
and  Gynaecology  
Research

E-pub 2013.08

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Toyota N
Nakamura Y*
Hieda M
Akiyama N
Terada H
Matsuura N
Nishiki M
Kono H
Kohno H
Irei T
Yoshikawa Y
Kuraoka K
Taniyama K
Awai K*

Diagnostic Capability of Gadoxetate Disodium-
enhanced Liver MRI for Diagnosis of 
Hepatocellular Carcinoma: Comparison with 
Multi-detector CT

Hiroshima Journal of 
Medical Sciences

62（3） 55-61 2013.09

産婦人科

放射線診断科
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Nakamura Y*
Urashima M*
Toyota N
Ono C*
Iida M*
Fukumoto W*
Kaichi Y*
Tani C*
Honda Y*
Komoto D*
Tatsugami F*
Kakizawa H*
Date S*
Awai K*

Non-occlusive mesenteric ischaemia 
（NOMI）:utility of measuring the diameters of 
the superior mesenteric artery and superior 
mesenteric vein at multidetector CT

Japanese Journal of 
Radiology 

31（11） 737-743 2013.11

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Kinoshita H
Akiyama N
Murao M
Yamauchi Y
Nakamura T
Sekiya N
Toyota N
Miyagatani Y

A case of hemothorax following seat-belt injury 
with a bulla in the apex of the lung: a subtype of 
spontaneous hemopneumothorax

General Thoracic 
Cardiovascular 
Surgery

E-pub 2013.08

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

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

19（2） 190-192 2013.06

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Tagaya M
Matsuda M
Yakehiro M
Izutani H

Prospects for using a hemoconcentrator 
as an alternative hemodialysis method in 
cardiopulmonary bypass surgeries

Perfusion E-pub 2013.08

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Onoe T
Tanaka Y
Ide K
Ishiyama K
Oshita A
Kobayashi T
Amano H
Tashiro H
Ohdan H

Attenuation of Portal Hypertension by Continuous 
Portal Infusion of PGE1 and Immunologic 
Impact in Adult-to-Adult Living-Donor Liver 
Transplantation.

Transplantation 95（12） 1521-1527 2013.06

Banshodani M
Onoe T
Shishida M
Tahara H
Hashimoto S
Igarashi Y
Tanaka Y
Ohdan H

Adoptive transfer of allogeneic liver sinusoidal 
endothelial cells specifically inhibits T-cell 
responses to cognate stimuli.

Cell Transplantation 22（9） 1695 −
1708

2013.06

Okada-Tsuchioka M
Segawa M
Kajitani N
Hisaoka-Nakashima K
Shibasaki C
Morinobu S
Takebayashi M

Electroconvulsive seizure induces 
thrombospondin-1 in the adult rat hippocampus.

Progress in Neuro-
Psychopharmacology 
& Biological 
Psychiatry 

48 236-244 2013.11

救急部

薬剤科

ME管理室

臨床研究部
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Yanai H
Matsuda A
An J
Koshiba R
Nishio J
Negishi H
Ikushima H
Onoe T
Ohdan H
Yoshida N
Taniguchi T

Conditional ablation of HMGB1 in mice reveals 
its protective function against endotoxemia and 
bacterial infection. 

Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences U S A. 

110（51） 20699-
20704

2013.12

Abe T
Onoe T
Tahara H
Tashiro H
Ishiyama K
Ide K
Ohira M 
Ohdan H

Risk Factors for Development of New-onset 
Diabetes Mellitus and Progressive Impairment 
of Glucose Metabolism after Living-donor Liver 
Transplantation

Transplantation 
Proceedings 

accepted 2013.12

Shimizu S
Onoe T
Ishiyama K
Ide K
Ohira M
Tahara H
Saeki Y
Kobayashi T
Kuroda S
Tashiro H
Ohdan H

Multiple hepatic vein reconstruction using an 
all-in-one sleeve patch graft technique in living 
donor liver transplantation: A case report

Transplantation 
Proceedings 

accepted 2013.12

著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年

Okada Y
Kajiume S
Taniguchi T
Kimoto S
Ogawa Y
Kiba T

Coadministration of 5% glucose solution and 
dexamethasone and oxaliplation-related vascular 
pain grade: a case study

Clinical Journal of 
Oncology Nursing

17（5） 554-555 2013.05

看護部
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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
竹林　　実 今日の治療指針 2013

年度版
手術後精神病　ＩＣＵ症
候群　人工透析・臓器移
植関連精神障害

山口　　徹
北原　光夫
福井　次矢

医学書院 870-871 2013 東京

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
山下　芳典 図表でわかる栄養療

法−基礎から学ぶ臨
床−

Ⅷ章　症例でみる栄養療
法の実際 
5. 呼吸器疾患に対する栄
養療法−慢性閉塞性肺疾
患（COPD）に誤嚥性肺
炎を併発した高齢者の 1
例

東海林　徹 じほう出版 185-190 2013.03

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
蜂須賀裕己 Ortho Plastic Surgery

四肢再建手術の実際
陳旧性マレット変形 平瀬　雄一

矢島　弘嗣
克誠堂出版 38-41 2013.11

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

繁田　正信 泌尿器科周術期管理
のすべて

腹腔鏡下腎部分切除術 荒井　陽一
松田　公志
高橋　　悟

メディカル
ビュー

166-171 2013.12 東京

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所

谷山　清己
中西　貴子

乳がん患者の心を救
う新たな医療−病理
外来とがん患者カウ
ンセリング

日本評論社 1-197 2013.03 東京

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
Matsuda M
Shimomura I

Metabolic syndrome 
and neurological 
disorders

Oxidative stress and 
obesity: Impact on 
metabolic syndrome

Tahira Farooqui, 
Akhlaq A. Farooqui 

Wiley 
Blackwell

275-281 2013.10 Iowa,
USA

著者名 書籍名 タイトル 編者 出版社 頁 出版年 場所
森脇　克行 
萩原　正洋 
長櫓　　巧

日本ペインクリニッ
ク学会 
ホームページ 
http://www.jspc.gr.jp/ 

国際疼痛学会 痛み用語 
2011 年版リスト 

（日本ペインクリニック
学会用語委員会翻訳） 
https://www.jspc.gr.jp/
member/pdf/yogo_04.pdf

日本ペインクリニック
学会用語委員会

日本ペインク
リニック学会

1-8 2013.07

精神科

呼吸器外科

整形外科

泌尿器科

臨床研究部

循環器内科

麻酔科



− 254 −

National Hospital Organization KURE MEDICAL CENTER

業
　
　
績

国内学会発表

演者 演題名 学会名 発表日 場所

亀井　　望
Jongsoon Lee*
Steven E. Shoelson*

脂肪組織好中球の浸潤にはロイコトリエ
ン B4 が関与する

第 86 回日本内分泌学会学術総会 2013.4.26 仙台市

鈴木　　亮＊ 　亀井　　望　
斎木　邦子＊ 　寺井　　愛＊

原口美貴子＊

C. Ronald Kahn ＊

門脇　　孝＊

脳アストロサイトの AMPK 活性化はス
テロールセンサー分子 SCAP を減少さ
せる

第 86 回日本内分泌学会学術総会 2013.4.27 仙台市

于　　　静＊ 　脇　　裕典＊

山内　敏正＊ 　亀井　　望
堤　　修一＊ 　羽田　裕亮＊

岩部　真人＊ 　岩部　美紀＊

油谷　浩幸＊ 　門脇　　孝＊

PPARγプロモーター領域の Bivalent ヒ
ストン修飾は脂肪細胞分化ポテンシャル
を規定する

第 56 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2013.5.16 熊本市

鈴木　　亮＊ 　亀井　　望　
斎木　邦子＊ 　寺井　　愛＊

原口美貴子＊

C. Ronald Kahn*
門脇　　孝＊

脳アストロサイトの AMPK 活性化はス
テロールセンサー分子 SCAP を減少さ
せる

第 56 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2013.5.16 熊本市

亀井　　望　　島田　　健＊

庄司　拓仁＊ 　山本　靖彦＊

Jongsoon Lee*
Steven E. Shoelson*

好中球はロイコトリエン B4 を介して脂
肪組織に浸潤しインスリン抵抗性に関与
する

第 56 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2013.5.17 熊本市

川下　芳雄 solitary fibrous tumor による低血糖発作
を認めた 2 型糖尿病患者の 1 例

第 56 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2013.5.18 熊本市

于　　　静＊ 　脇　　裕典＊

山内　敏正＊ 　亀井　　望　
熊谷　勝義＊ 　羽田　裕亮＊

岩部　真人＊ 　岩部　美紀＊

窪田　直人＊ 　植木浩二郎＊

堤　　修一＊ 　油谷　浩幸＊

門脇　　孝＊

PPARγプロモーター領域の Bivalent ヒ
ストン修飾は脂肪細胞分化ポテンシャル
を規定する

第 34 回日本肥満学会 2013.10.11 東京都

鈴木　　亮＊ 　亀井　　望　
斎木　邦子＊ 　寺井　　愛＊

原口美貴子＊

C. Ronald Kahn*
門脇　　孝＊

脳アストロサイトの AMPK 活性化はス
テロールセンサー分子 SCAP を減少さ
せる

第 34 回日本肥満学会 2013.10.11 東京都

亀井　　望
Jongsoon Lee*
Steven E. Shoelson*

肥満の各時期における脂肪組織好中球 
（ATN）の役割

第 34 回日本肥満学会 2013.10.12 東京都

小川　知子　　亀井　　望 Prader-Willi 症候群（PWS）が疑われ、
リラグルチドが著効した 1 例

第 34 回日本肥満学会 2013.10.12 東京都

小林　弘典　　小川　知子　
亀井　　望

遺伝性肥満（Prader-Willi 症候群）に伴
う糖尿病症例へのリラグルチドの使用経
験

第 51 回日本糖尿病学会中国四国
地方会総会

2013.11.16 岡山市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

木戸　みき 発作性夜間血色素尿症（PNH）の１症例 学術講演会「補体関連疾患抗体治
療の新展開」

2013 広島市

橋本　朗子 消化管サイトメガロ感染症の１症例 アムビゾーム　エリアフォーラム
in 広島

2013 広島市

伊藤　琢生　　木村　朗子 
木戸　みき　　沖川　佳子

慢性骨髄性白血病の治療概論 呉市薬剤師会研修会 2013.2.27 呉市

木戸　みき　　木村　朗子 
沖川　佳子　　伊藤　琢生

ベルケイド不応の形質細胞腫瘍 Meet the Expert in Hiroshima 2013.3.11 広島市

内分泌・糖尿病内科

血液内科
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天野　孝広　　沖川　佳子 
木村　朗子　　木戸　みき 
伊藤　琢生

突発性寒冷凝集素症にリツキシマブが奏
功した 1 例

第 52 回日本血液学会中国四国地
方会

2013.3.23 松江市

Ito T
Okikawa Y
Kido M
Hashimoto A
Yamamoto M

Clinical feasibility of intensity-modulated 
radiation therapy（MRT） in stem cell 
transplantation

第 75 回日本血液学会学術集会 2013.10.11 札幌市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

高橋　俊介　　清水美奈子 閉塞例 VAIVT 後の残存血栓に対する持
続的全身ヘパリン化

第 18 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

2013.3.2 東京都

清水美奈子　　尾崎　陽介　
高橋　俊介

メトトレキサート中毒に対して血液浄化
療法を繰り返した一例

第 27 回くれじんの集い 2013.4.20 呉市

高橋　俊介　　中島　　歩＊

清水美奈子　　正木　崇生＊
アロプリノールからフェブキソスタット
に切り替えた CKD 患者 65 例の検討

第 56 回日本腎臓学会学術総会 2013.5.10 東京都

大谷真帆子　　清水美奈子　
高橋　俊介

ロキソプロフェンによる急性薬剤性間質
性腎炎の一例

第 58 回日本透析医学会学術集会・
総会

2013.6.20 福岡市

清水美奈子　　高橋　俊介 フェブリク投与後に発症したリウマチ性
多発筋痛症の二例

第 58 回日本透析医学会学術集会・
総会

2013.6.20 福岡市

清水美奈子　　高橋　俊介　
尾崎　陽介

ヘパリン起因性血小板板減少症に顆粒球
減少を合併した一例

第 43 回日本腎臓学会西部学術大
会

2013.10.11 松山市

松本　拓視　　尾崎　陽介　
清水美奈子　　高橋　俊介

自己免疫性肝炎を合併した全身性エリテ
マトーデスの 1 例

第 43 回日本腎臓学会西部学術大
会

2013.10.11 松山市

尾崎　陽介　　高橋　俊介　
清水美奈子

透析患者に発症した肺外結核の 1 例 第 43 回日本腎臓学会西部学術大
会

2013.10.11 松山市

清水美奈子　　尾崎　陽介　
高橋　俊介

メトトレキサート中毒に対して血液浄化
療法を繰り返した一例

第 34 回日本アフェレシス学会学
術大会

2013.11.1 軽井沢町

大谷真帆子 ロキソプロフェン内服後に無尿をきたし
た急性薬剤性間質性腎炎の一例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

木場　崇剛　　柳生喜代美 ラット膵ランゲルハンス島からの純度の
高い RNA の抽出法の開発

第 99 回日本消化器病学会総会 2013.3.21 鹿児島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

神原　智美　　末田　芳雅　
久賀淳一朗　　同道　頼子　
田中　　瞳　　鳥居　　剛

片側性の中脳梗塞によって垂直性注視麻
痺をきたした 1 例

第 94 回日本神経学会　中国・四
国地方会

2013.6.29 松山市

田中　　瞳 急性発症の失語を呈し、CT perfusion
が診断の一助となった非けいれん性てん
かん重積の 1 例

第 94 回日本神経学会　中国・四
国地方会

2013.6.29 松山市

堤　　一仁　　久賀淳一朗　
富村　　光　　田中　　瞳　
末田　芳雅　　鳥居　　剛

新規抗凝固薬内服中に多発塞栓症を認め
た 1 例

第 28 回広島脳卒中フォーラム 2013.7.6 広島市

田中　　瞳 クロイツフェルト・ヤコブ病早期診断に
おける H-FABP 簡易測定キットの有用
性についての検討

第 18 回日本神経感染症学会総会
学術集会

2013.10.11 宮崎市

小田　真司　　久賀淳一朗　
同道　頼子　　田中　　瞳　
末田　芳雅　　鳥居　　剛

経過中、持続性吃逆を生じた
Wallenberg 症候群の 1 例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

谷山　大樹　　久賀淳一朗　
同道　頼子　　田中　　瞳　
末田　芳雅　　

視力障害のみを主訴に来院した上矢状静
脈洞血栓症の診断に至った 1 例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

腎臓内科

腫瘍内科

神経内科



− 256 −

National Hospital Organization KURE MEDICAL CENTER

業
　
　
績

花田麻衣子　　田中　　瞳　
久賀淳一朗　　同道　頼子＊

末田　芳雅　　鳥居　　剛

髄 液 の 心 臓 由 来 脂 肪 酸 結 合 蛋 白
（H-FABP） が 診 断 キ ッ ト（ ラ ピ チ ェ
ック（Ｒ））にて陽性を示した古典型
Creutzfeldt-Jakob 病の 1 症例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

上村　祐介　　富村　　光 
田中　　瞳　　末田　芳雅 
鳥居　　剛

長時間継続する頭痛と高血圧を認めた性
行為に伴う一次性頭痛の 1 例

第 41 回日本頭痛学会総会 2013.11.15 盛岡市

久賀淳一朗 Thrombotic microangiopathy（TMA）
を合併した脳幹型 reversible posterior 
leukoencephalopathy syndrome（RPLS）
の一例

第 95 回日本神経学会　中国・四
国地方会

2013.11.30 米子市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

桑井　寿雄　　山口　敏紀　 
山下　　賢　　保田　和毅　
檜山　雄一　　水本　　健　
木村　治紀　　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
術の現状

第 9 回日本消化管学会総会 2013.1.25 東京都

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

非典型的な画像所見、臨床経過を示した
Solid-pseudopapillary Neoplasm の 2 例

第 19 回膵癌治療を考える会 2013.3.15 大阪市

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

当院における進行食道癌に対するステン
ト留置術の現況

第 85 回日本消化器内視鏡学会総
会

2013.5.10 京都市

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

大腸ステント留置術後穿孔 4 例の検討 第 85 回日本消化器内視鏡学会総
会

2013.5.10 京都市

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

1 型高ウイルス量以外の C 型慢性肝炎再
燃・無効例に対する PEG-IFN+Ribavirin
併用療法におけるビタミン D 上乗せ効
果の検討

第 49 回日本肝臓学会総会 2013.6.6 東京都

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

当院におけるＣ型肝炎患者に対する３剤
併用療法の初期治療効果及び副反応の検
討−高齢者対策を中心に−

第 49 回日本肝臓学会総会 2013.6.6 東京都

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

根治術後 26 年にて生じた胃癌膀胱転移
の 1 例

第 99 回日本消化器病学会中国支
部例会

2013.6.15 岡山市

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

アデホビルにより Fanconi 症候群を来し
た 3 症例

第 99 回日本消化器病学会中国支
部例会

2013.6.15 岡山市

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

ESD にて根治しえた早期食道類基底細
胞扁平上皮癌の一例

第 110 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.6.30 広島市

保田　和毅　　山口　　厚　
河野　博孝

進行肝細胞癌に対する当院でのソラフェ
ニブの使用経験

第 86 回日本消化器内視鏡学会総
会

2013.10.9 東京都

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

当院における ESD 施行された生検診断 
Group 3 病変の臨床病理学的検討

第 86 回日本消化器内視鏡学会総
会

2013.10.10 東京都

消化器内科
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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

当院における上部消化管出血に対する緊
急内視鏡的止血術の現況

第 86 回日本消化器内視鏡学会総
会

2013.10.10 東京都

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

内視鏡的大腸ステント留置術の有効性と
安全性に関する検討

第 86 回日本消化器内視鏡学会総
会

2013.10.11 東京都

小川あかり　　山口　　厚　
保田　和毅　　山下　　賢　
檜山　雄一　　水本　　健　
山口　敏紀　　桑井　寿雄　
河野　博孝　　高野　弘嗣

家族性大腸腺腫症に十二指腸乳頭部癌を
合併した 1 例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

神原　智美　　桑井　寿雄 
壷井　章克　　山下　　賢　
保田　和毅　　檜山　雄一　
水本　　健　　山口　敏紀　
山口　　厚　　河野　博孝　
高野　弘嗣　　

巨大毛髪胃石の 1 例 第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

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　 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢　
谷山　清己　　高野　弘嗣

びまん性膵腫大をきたした転移性膵腫瘍
の 1 例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

天野　孝広 全周性に ESD を施行した食道表在癌の
1 例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

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

術後再建腸管に対するダブルバルン内視
鏡を用いた ERCP の現況

第 55 回呉市医学会 2013.11.17 呉市

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

経皮的ドレナージにて改善し得た脾膿瘍
の 1 例

第 109 回日本内科学会中国地方会
例会

2013.11.23 岡山市

川下　芳雄　　山口　　厚　
水本　　健　　檜山　雄一　
山口　敏紀　　桑井　寿雄　
河野　博孝　　高野　弘嗣　 
谷山　清己　　齋藤　彰久

胆石性胆管炎治癒後に非閉塞性腸間膜虚
血を発症した 1 例

日本内科学会中国支部主催 109 回
中国地方会

2013.11.23 岡山市

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

当院における非 B 非 C 型肝細胞癌の臨
床的検討

第 100 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.11.30 米子市

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

ソラフェニブ無効の肝細胞癌多発肺転移
に対し S-1+IFN 併用療法が奏効した 1
例

第 100 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.11.30 米子市

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

Alonso-Lej　Ⅱ型胆道憩室症の一例 第 100 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.11.30 米子市

飯尾　澄夫　　桑井　寿雄　
壷井　章克　　山下　　賢　
保田　和毅　　檜山　雄一　 
水本　　健　　山口　敏紀　
山口　　厚　　河野　博孝　
高野　弘嗣

胃原発炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例 第 100 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.11.30 米子市



− 258 −

National Hospital Organization KURE MEDICAL CENTER

業
　
　
績

天野　孝広　　桑井　寿雄　
壷井　章克　　山下　　賢　
保田　和毅　　檜山　雄一　 
水本　　健　　山口　敏紀　
山口　　厚　　河野　博孝　
高野　弘嗣

バルーン内視鏡用オーバーチューブを用
いた吸引にて軽快した食餌性イレウスの
1 例

第 100 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.11.30 米子市

花田麻衣子　　桑井　寿雄　
壷井　章克　　保田　和毅　
山下　　賢　　水本　　健
檜山　雄一　　山口　敏紀　 
山口　　厚　　河野　博孝　
高野　弘嗣

内視鏡的に切除した胃過誤腫性ポリープ
の１例

第 100 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.11.30 米子市

小川あかり　　山口　　厚　
壷井　章克　　保田　和毅　
山下　　賢　　水本　　健　
檜山　雄一　　山口　敏紀　
桑井　寿雄　　河野　博孝　
高野　弘嗣

家族性大腸腺腫症に十二指腸乳頭部癌を
合併した 1 経験例

第 100 回日本消化器病学会中国支
部例会 
第 111 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2013.11.30 米子市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

小田　真司　　荒木　佑亮　
難波　将史　　北原　良洋　
吉田　　敬　　中野喜久雄

細菌性肺炎との鑑別が困難であった、A
型インフルエンザに合併した致死的肺胞
出血の 1 例

第 49 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会　　　　　　　　　　　
第 52 回日本肺癌学会中国・四国
支部会

2013.7.19 高松市

田原　正浩　　荒木　佑亮　
難波　将史　　北原　良洋　
吉田　　敬　　中野喜久雄

TBLB、CT ガイド下肺生検では確定診
断に至らず、外科的肺生検にて診断し得
た Wegener 肉芽腫症の 1 例

第 49 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会
第 52 回日本肺癌学会中国・四国
支部会

2013.7.19 高松市

難波　将史　　中野喜久雄 
山下　芳典　　北原　良洋 
吉田　　敬　　原田　洋明 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

術前化学療法にて完全切除し得た縦隔浸
潤を伴った胸腺癌の 1 例

第 49 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会　　　　　　　　　　　
第 52 回日本肺癌学会中国・四国
支部会

2013.7.19 高松市

荒木　佑亮　　吉田　　敬 
難波　将史　　北原　良洋 
坪川　典史　　原田　洋明 
山下　芳典　　中野喜久雄

経過中に頭蓋内出血をきたした肺絨毛癌
の 1 例

第 49 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会　　　　　　　　　　　
第 52 回日本肺癌学会中国・四国
支部会

2013.7.20 高松市

田原　正浩　　難波　将史　
荒木　祐亮　　北原　良洋　
吉田　　敬　　中野喜久雄

TBLB、CT ガイド下生検で確定診断に
至らず、外科的肺生検にて診断し得た
Wegener 肉芽腫症の 1 例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

荒木　佑亮　　北原　良洋 
吉田　　敬　　中野喜久雄 
松阪　由紀　　真田　聖子 
富村　　光　　久賀淳一朗 
田中　　瞳　　末田　芳雅 
鳥居　　剛　　青木　雅子＊

皮膚病変を契機に発見された小細胞肺癌
の 1 例

第 55 回呉市医学会 2013.11.17 呉市

小林　弘典　　荒木　佑亮 
北原　良洋　　吉田　　敬 
倉岡　和矢　　谷山　清己 
中野喜久雄

多発嚢胞陰影を示し、症状緩和の得られ
た高齢者肺癌の一例

第 50 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会

2013.12.7 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

松田　守弘 Impact of Metabolic Syndrome and 
Adiponectin on Oxidized LDL Levels in 
Statin-treated Patients with Coronary 
Artery Disease

第 77 回日本循環器学会学術集会 2013.3.15 横浜市

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

Relationship between left atrial 
anlargement and ectopic fat depots in 
patients with normal cardiac function.

第 72 回日本医学放射線学会総会 2013.4.11 横浜市

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

自然発症した Blue toe syndrome の 2 例 第 102 回日本循環器学会中国四国
合同地方会

2013.5.10 高松市

呼吸器内科

循環器内科
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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 
中里　太郎　　関谷　直純 
仲村　輝也

重症弁膜症と Basedow 病による心臓性
肝硬変に対し弁形成術を施行し救命し得
た 1 例

第 102 回日本循環器学会中国四国
合同地方会

2013.5.10 高松市

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

再発性心膜炎に対しコルヒチン投与が奏
功した 1 例

第 102 回日本循環器学会中国四国
合同地方会

2013.5.11 高松市

松田　守弘　　田村　　律　
川本　俊治

スタチン治療をうけている 2 型糖尿病患
者における酸化 LDL レベルに対するメ
タボリックシンドロームとアディポネク
チンの重要性

第 56 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2013.5.16 熊本市

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

腸炎を契機に蛸壺型心筋症を発症し
PCPS にて救命した 1 例

第 108 回日本内科学会中国地方会
例会

2013.6.1 岡山市

川本　俊治　　 データウェアハウスを活用した褥そうチ
ーム医療支援システム導入と利用者アン
ケート

第 15 回日本医療マネジメント学
会学術総会

2013.6.14 盛岡市

川本　俊治　　 業務分担表とモニタリングによる医師事
務作業補助者の活用への取り組み

第 15 回日本医療マネジメント学
会学術総会

2013.6.15 盛岡市

川本　俊治　　 地域連携室に寄せられる意見・苦情に対
する紹介管理システム導入効果

第 17 回日本医療情報学会春季学
術大会

2013.6.21 富山市

西本　織絵　　河本　敦子　
山本　浩基　　瀬川　貴嗣　
冠野昂太郎　　西山　浩彦　
松田　守弘　　田村　　律　
川本　俊治

虚血性心疾患地域連携パスによるかかり
つけ医の患者指導への効果

第 19 回日本心臓リハビリテーシ
ョン学会学術集会

2013.7.13 仙台市

西山　浩彦 浅大腿動脈から膝窩動脈の閉塞に対して
IVUS guide にて NEXUS 50 ｇにて血行
再建に成功した一症例

TOPIC（Tokyo Percutaneous 
cardiovascular Intervention 
Conference） 2013

2013.7.25 東京都

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

スタチン治療を受けている冠動脈疾患患
者における酸化 LDL レベルに対するメ
タボリックシンドロームとアディポネク
チンの関連について

平成 25 年度大阪循環器部会　
症例・プロジェクト検討会

2013.8.24 大阪市

川本　俊治 ＤＰＣデータベースを使った狭心症・経
皮的冠動脈形成術症例におけるクリティ
カルパス順守度について

第 39 回日本診療情報管理学会学
術大会

2013.9.5 つくば市

川本　俊治 虚血性心疾患・地域連携パスを使った生
活習慣指導 2 年間の効果について

第 34 回日本肥満学会 2013.10.12 東京都

木下　晴之　　田村　　律 
冠野昂太郎　　西本　織絵 
西山　浩彦　　松田　守弘 
川本　俊治

弁膜症を認めず溶連菌感染にて心不全を
きたした若年成人男性の 1 例

第 103 回日本循環器学会中国地方
会

2013.10.25 米子市

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

急速な転帰をたどった胃癌による PTTM
の一剖検例

第 103 回日本循環器学会中国地方
会

2013.10.26 米子市

田村　　律 医療安全・効率を考慮した PCI クリニ
カルパスの見直し

第 14 回日本クリニカルパス学会
学術集会

2013.11.1 盛岡市

川本　俊治　　重松　研二 呉医療センターにおける PDCA に基づ
く医療の質改善の成否ポイント

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

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

急性非代償性心不全患者に対する、トル
バプタン内服が有効でなかった病例の臨
床的特徴について

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

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

蛸壺様の壁運動異常を呈した劇症型心筋
炎の一例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市
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瀬川　貴嗣　　冠野昂太郎 
木下　晴之　　西本　織絵 
西山　浩彦　　松田　守弘　
田村　　律　　川本　俊治　

重症弁膜症によるうっ血性肝硬変を呈し
たバセドウ病の１例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

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

健常者における左房拡大と脂肪蓄積の関
連性

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

西山　浩彦　　冠野昂太郎 
瀬川　貴嗣　　木下　晴之 
西本　織絵　　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 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

松田　守弘　　冠野昂太郎　
瀬川　貴嗣　　木下　晴之　 
西本　織絵　　松田　守弘　 
田村　　律　　川本　俊治　

スタチン治療を受ける冠動脈疾患患者に
おける血清 n-3 多価不飽和脂肪酸濃度と
多発冠動脈狭窄病変の関連性

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

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

繰り返す発熱と胸痛を主訴に来院した周
期熱の 21 歳男性

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

木下　晴之　　松田　守弘 
冠野昂太郎　　西本　織絵 
西山　浩彦　　田村　　律 
川本　俊治　　桝田　浩禎 
関谷　直純　　仲村　輝也

虚血性僧帽弁逆流を認め心不全を繰り返
した患者に僧帽弁形成術と冠動脈バイパ
ス術を行った 1 例

第 55 回呉市医学会 2013.11.17 呉市

川本　俊治　　 データウェアハウスを活用した退院支援
チームシステムの導入効果

第 33 回医療情報学連合大会 2013.11.22 神戸市

大庭　秀雄　　松田　守弘　
冠野昂太郎　　木下　晴之　
西本　織絵　　西山　浩彦　
田村　　律　　川本　俊治　
水本　　健　　谷山　清己

ショックを伴う難治性結腸憩室出血の
内視鏡的止血後、Refractory Coronary 
Artery Spasm による心室細動を来した
１剖検例

日本内科学会中国支部主催 109 回
中国地方会

2013.11.23 岡山市

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

Clinical feutures of the patients with 
acute decompensated heart failure for 
whom tolvaptan is not effective.

第 17 回日本心不全学会 2013.11.30 大宮市

木下　晴之　　松田　守弘　
冠野昂太郎　　西本　織絵　
西山　浩彦　　田村　　律　
川本　俊治　　桝田　浩禎　
関谷　直純　　仲村　輝也

心不全を繰り返した若年性認知症患者に
僧房弁形成術と冠動脈バイパス術を行っ
た 1 例

第 52 回広島循環器病研究会 2013.12.07 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

中村　元信 家族に自らの問題を投影し家族が多彩な
行動化を示した一例

第 12 回日本精神分析的精神医学
会

2013.3.28 神戸市

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療法と高圧酸素療法の併用が有効
であった間歇型一酸化炭素中毒の 1 例

第 109 回日本精神神経学会学術総
会

2013.5.23 福岡市

竹林　　実 ニューロサイエンスから見たうつ病診断・
治療の将来

第 109 回日本精神神経学会学術総
会

2013.5.23 福岡市

竹林　　実 グリアから見た精神疾患 第 109 回日本精神神経学会学術総
会

2013.5.23 福岡市

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

統合失調症おける ECT 反応後の再発に
影響を与える要因に関する検討

第 109 回日本精神神経学会学術総
会

2013.5.23 福岡市

豊田　麻里　　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

腹腔鏡下胃切開排石術が必要であった異
食症（毛髪胃石）の一例

第 109 回日本精神神経学会学術総
会

2013.5.23 福岡市

精神科
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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 109 回日本精神神経学会学術総
会

2013.5.23 福岡市

竹林　　実 抗うつ作用から見たアストロサイトの役
割

第 36 回日本神経科学大会・第 56
回日本神経化学会大会・第 23 回
日本神経回路学会大会・合同大会

（Neuro2013）

2013.6.20 京都市

中島（久岡）一恵
金子　将弘　　葛西　美穂　
梶谷　直人　　安部　裕美　
森岡　徳光　　柴崎　千代　
仲田　義啓　　竹林　　実

初代培養ラット大脳皮質アストロサイト
において三環系抗うつ薬アミトリプチ
リンは MEK/ERK カスケードを介して
BDNF exon mRNA の発現を調節する

第 36 回日本神経科学大会・第 56
回日本神経化学会大会・第 23 回
日本神経回路学会大会・合同大会

（Neuro2013）

2013.6.20 京都市

竹林　　実 ニューロサイエンスから見たうつ病診断・
治療の未来

第 423 回広島精神神経学会　 2013.7.13 広島市

岡田（土岡）麻美
瀬川　昌弘　　梶谷　直人
柴崎　千代　　安部　裕美
中島（久岡）一恵 
森信　　繁　　竹林　　実

電気けいれん刺激（ECS）は成体ラット
海馬においてシナプス新生作用を有する
アストロサイト分泌性thrombospondin-1

（TSP-1）を誘導する

第 23 回日本臨床精神神経薬理学
会・第 43 回日本神経精神薬理学会・
合同大会

2013.10.24 宜野湾市

末釜季美子　　森岡　徳光 
中島（久岡）一恵
竹林　　実　　仲田　義啓

ラット大脳皮質アストロサイトの gap 
junction-connexin 43 発現制御に対する
amitriptyline の薬理作用の解明

第 23 回日本臨床精神神経薬理学
会・第 43 回日本神経精神薬理学会・
合同大会

2013.10.24 宜野湾市

葛西　美穂
中島（久岡）一恵
梶谷　直人　　重藤　貴大 
竹林　　実　　森岡　徳光 
仲田　義啓

ラット大脳皮質初代培養アストロサイト
の BDNFexon mRNA 発現に対するモノ
アミンの影響　

第 23 回日本臨床精神神経薬理学
会・第 43 回日本神経精神薬理学会・
合同大会

2013.10.24 宜野湾市

梶谷　直人　　竹林　　実 
中島　一恵　　安部　裕美 
柴崎　千代　　岡田　麻美 
森岡　徳光　　仲田　義啓

ラット大脳皮質初代培養アストロサイト
において三環系抗うつ薬 amitriptyline
は Egr-1 を介して FGF-2 の発現を増加
させる　

第 23 回日本臨床精神神経薬理学
会・第 43 回日本神経精神薬理学会・
合同大会

2013.10.24 宜野湾市

柴崎　千代　　中島　一恵 
安部　裕美　　梶谷　直人 
岡田　麻美　　竹林　　実

精神疾患における血液バイオマーカー
としての matrix metalloproteinases 

（MMP）に関する予備的検討

第 23 回日本臨床精神神経薬理学
会・第 43 回日本神経精神薬理学会・
合同大会

2013.10.24 宜野湾市

梶谷　直人　　竹林　　実 
中島　一恵　　安部　裕美 
柴崎　千代　　岡田　麻美 
森岡　徳光　　仲田　義啓

ラット大脳皮質培養アストロサイトにお
ける amtriptyline 誘導性 FGF-2 産生に
対する EGR-1 の関与

第 124 回日本薬理学会近畿部会 2013.11.1 京都市

柴崎　千代　　安部　裕美 
梶谷　直人　　岡田　麻美 
中島　一恵　　竹林　　実

精神疾患における血液 matrix 
metalloproteinases のバイオマーカーと
しての有用性の検討

第 32 回躁うつ病の薬理・生化学
的研究懇話会

2013.11.22 熱海市

梶谷　直人　　中島　一恵 
岡田　麻美　　安部　裕美 
柴崎　千代　　森岡　徳光 
仲田　義啓　　竹林　　実

アストロサイト特異的な抗うつ薬シグナ
リング解析：FGF-2 を指標にして

第 32 回躁うつ病の薬理・生化学
的研究懇話会

2013.11.22 熱海市

小早川英夫　　永嶋　美幸　
大賀　健市　　香川　芙美 
大盛　　航　　板垣　　圭 
中村　元信　　柴崎　千代 
小早川英夫　　竹林　　実

血液疾患移植患者に対するリエゾン精神
医学的関与

第 26 回日本総合病院精神医学会
総会

2013.11.29 京都市

大盛　　航　　大賀　健市　
香川　芙美　　板垣　　圭　
柴崎　千代　　中村　元信　
小早川英夫　　竹林　　実

軽度の薬剤性低ナトリウム血症による低
活動型せん妄の 1 例

第 26 回日本総合病院精神医学会
総会

2013.11.29 京都市

永嶋　美幸　　藤井　　彩 
長嶋　悟史　　国富　留美 
大賀　健市　　香川　芙美 
大盛　　航　　板垣　　圭 
中村　元信　　柴崎　千代 
小早川英夫　　竹林　　実

呉医療センターにおける精神科リエゾン
チームの取り組み−心理療法士の立場か
ら−

第 26 回日本総合病院精神医学会
総会

2013.11.29 京都市

南　　花枝　　永嶋　美幸 
田辺紗矢佳　　大賀　健市 
香川　芙美　　大盛　　航 
板垣　　圭　　中村　元信 
柴崎　千代　　小早川英夫 
宮河真一郎　　竹林　　実

子どもの心理的問題に対する精神科と小
児科の連携−心理療法士の役割−

第 26 回日本総合病院精神医学会
総会

2013.11.29 京都市
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田辺紗矢佳　　南　　花枝 
中村　元信　　中津　啓吾 
永嶋　美幸　　大賀　健市 
香川　芙美　　大盛　　航 
板垣　　圭　　柴崎　千代 
小早川英夫　　竹林　　実

抑うつ患者に対する行動活性化療法の集
団プログラム開発の試み（第１報）

第 26 回日本総合病院精神医学会
総会

2013.11.29 京都市

清水　英之＊ 　竹林　　実 
谷　　将之＊ 　田中　宏明＊  
峰岸　玄心＊ 　山縣　　文＊  
黒沢　顕三＊ 　山田　浩樹＊  
蜂須　　貢＊ 　馬場　　元＊  
久岡　一恵＊ 　岡田　麻美 
三村　　将＊ 　岩波　　明＊

老年期うつ病における血中 sigma-1 受容
体濃度の検討

第 60 回昭和大学学士会総会 2013.11.30 東京都

香川　芙美　　大賀　健市
大盛　　航　　板垣　　圭
柴崎　千代　　中村　元信
小早川英夫　　竹林　　実

診断に苦慮したてんかん性精神病の１例 第 424 回広島精神神経学会 2013.12.14 広島市

大賀　健市　　香川　芙美
大盛　　航　　板垣　　圭
柴崎　千代　　中村　元信
小早川英夫　　竹林　　実

血液透析導入後に気分障害を発症し、電
気けいれん療法を施行した１例

第 424 回広島精神神経学会 2013.12.14 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

金子陽一郎　　真田　和哉　
齋藤　聡志　　小野　　厚　
江口　恭慈　　上野　和彦

成長曲線作成で思春期早発症に気付かれ
た幼女児の 2 例

第 116 回日本小児科学会学術集会 2013.4.19 広島市

下園　広行　　白石　泰尚　
岡島枝里子　　片岡　久子　
壷井　史奈　　友森麻衣子
花山　隆三　　米倉　圭二　
原　　圭一　　宮河真一郎

A case of refractory Takayasu's 
arteritis

第 116 回日本小児科学会学術集会 2013.4.19 広島市

原　　圭一　　丹馬　　剛＊  
香川　礼子＊ 　岡田　　賢＊  
佐倉　伸夫＊ 　小林　正夫＊  
畑　　郁枝＊ 　重松　陽介＊

中鎖アシル CoA デヒドロゲナーゼ
（MCAD）欠損症：タンデムマス陽性例
等の確定診断実績

第 116 回日本小児科学会学術集会 2013.4.19 広島市

米倉　圭二　　白石　泰尚 
岡島枝里子　　児島　正樹 
原　　圭一　　下園　広行 
金子陽一郎　　宮河真一郎

GLP-1 受容体作動薬 liraglutide を導入し
た、2 型糖尿病を合併する Prader-Willi
症候群の 1 例

第 161 回日本小児科学会広島地方
会

2013.5.26 広島市

宮河真一郎 プラダーウイリー症候群の糖尿病合併例
の治療経過

第 1 回中国四国小児・思春期糖尿
病治療座談会

2013.6.1 松山市

米倉　圭二　　白石　泰尚
岡島枝里子　　児島　正樹
原　　圭一　　下園　広行
金子陽一郎　　宮河真一郎

著名な低身長を認めるＳＧＡ性低身長症
の 1 例

第 24 回広島成長障害研究会 2013.6.21 広島市

小野　浩明＊ 　但馬　　剛＊  
重松　陽介＊ 　畑　　郁江＊  
原　　圭一　　佐倉　伸夫＊  
吉井千代子＊ 　森岡千代美＊  
阪本　直美＊

タンデムマス新生児スクリーニングで陽
性とならず、１歳時ノロウイルス感染を
契機に発症したビタミン B12 反応性メ
チルマロン酸血症の１例

第 40 回日本マス・スクリーニン
グ学会学術集会

2013.8.23 大阪市

原　　圭一　　津村　弥来＊  
香川　礼子＊ 　岡田　　賢＊  
但馬　　剛＊ 　佐倉　伸夫＊  
畑　　郁江＊ 　重松　陽介＊  
小林　正夫＊

CPT ２次損傷を生後５日目の採血で診
断することの難しさ

第 40 回日本マス・スクリーニン
グ学会学術集会

2013.8.23 大阪市

宮河真一郎　　米倉　圭二　
原　　圭一　　白石　泰尚　
岡島枝里子　　児島　正樹　
下園　広行　　金子陽一郎　
西　　美和

成長ホルモン治療中に脊椎圧迫骨折を認
めた 1 例

第 47 回日本小児内分泌学会学術
集会

2013.10.10 東京都

米倉　圭二　　白石　泰尚 
岡島枝里子　　児島　正樹 
原　　圭一　　下園　広行 
金子陽一郎　　宮河真一郎

GLP-1 受容体作動薬 liraglutide を導入し
た、2 型糖尿病を合併する Prader-Willi
症候群の 1 例

第 47 回日本小児内分泌学会学術
集会

2013.10.11 東京都

小児科
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岡島枝里子　　白石　泰尚 
児島　正樹　　米倉　圭二 
原　　圭一　　下薗　広行 
金子陽一郎　　宮河真一郎

遷延する発熱、著明な頚部痛を主訴に来
院し、咽後膿瘍を疑った 2 例

第 65 回中国四国小児科学会 2013.11.2 米子市

猪俣　晋作＊ 　中川　伸明＊

山崎　京子＊ 　谷口研一郎＊

児島　正樹　　稲葉　隆繕　
他＊

精神科医療の機能分化と連携を支援する
地域連携クリニカルパスの開発ならびに
データベース構築に関する研究

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

原　　圭一　　宮河真一郎 
西村　　玄＊

捻挫を契機に骨融解がみつかり、Hajdu-
Cheney 症候群と診断した中学三年生

中国四国骨系統・内分泌懇話会 2013.11.16 岡山市

Hara K
Ono H*
Tajima G*
Tsumura M*
Kagawa R*
Okada S*
Sakura N*
Hata I*
Shigematsu Y*

An infantile case of vitamin b12-
responsive methylmalonic acidemia 
missed in newborn screening and 
diagnosed after metabolic crisis

第 55 回日本先天代謝異常学会 2013.11.27 浦安市

香川　礼子＊ 　宇都宮朱里＊  
岡田　　賢＊ 　原　　圭一 
宮河真一郎　　西　　美和＊

低身長を伴った毛様性星細胞腫の 1 例 第 162 回日本小児科学会広島地方
会

2013.12.15 広島市

児島　正樹　　白石　泰尚 
岡島枝里子　　米倉　圭二 
原　　圭一　　下園　広行 
金子陽一郎　　宮河真一郎

自閉症スペクトラム障害と
hyporeactivity to sensory input

第 162 回日本小児科学会広島地方
会

2013.12.15 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

富永　春海　　吉川　幸伸 大腸癌化学療法時 DAO 活性変動の検討 第 28 回日本静脈経腸栄養学会学
術集会

2013.2.21 金沢市

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

超高齢者（80 歳以上）胃癌に対する胃
切除の手術成績

第 85 回日本胃癌学会総会 2013.2.27 大阪市

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

症状緩和を目的にした胃がん腹膜播種に
対する CART の適用

第 85 回日本胃癌学会総会 2013.2.27 大阪市

文　　正浩　　畑中　信良
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　　清水　洋祐
種村　匡弘　　富永　春海
吉川　幸伸　　上池　　渉

当院における腹腔鏡補助下幽門側胃切除
術の検討

第 85 回日本胃癌学会総会 2013.2.27 大阪市

富永　春海　　下高　美和
下中　秋子　　田寺加代子

当院における抗菌薬使用状況の検討 第 28 回日本環境感染学会総会 2013.3.1 横浜市

山内　洋介　　文　　正浩 
種村　匡弘　　上池　　渉 
吉川　幸伸

Charcoat-Marie-Tooth 病患者に生じた
絞扼性イレウスの 1 例

第 49 回日本腹部救急医学会総会 2013.3.13 福岡市

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

10 年後残膵再発病変を切除し得たＩＰ
Ｍの１手術例

第 19 回膵癌治療を考える会 2013.3.15 大阪市

外　科
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井上　雅史　　種村　匡弘　 
秋山　直子　　稗田　雅司 
豊田　尚之　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　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

膵頭十二指腸切除術術後仮性動脈瘤切迫
破裂に対する IVR 治療

第 113 回日本外科学会定期学術集
会

2013.4.11 福岡市

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

胃癌肝転移に対する TS-1+CDDP+ 
Trastuzumab 併用療法の経験

第 113 回日本外科学会定期学術集
会

2013.4.11 福岡市

種村　匡弘　　江口　英利＊  
永野　浩昭＊ 　古川　健太＊  
秋田　裕史＊ 　濱　　直樹＊  
和田　浩志＊ 　川本　弘一＊  
小林　省吾＊ 　上池　　渉 
森　　正樹＊ 　土岐祐一郎＊

腹腔鏡下膵体尾部切除術の標準化をめざ
して−適応とより安全な手術手技−

第 113 回日本外科学会定期学術集
会

2013.4.11 福岡市

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

超高齢者（80 歳以上）胃癌に対する胃
切除の手術成績

第 113 回日本外科学会定期学術集
会

2013.4.11 福岡市

井上　雅史　　伊禮　俊充 
種村　匡弘

70 歳以上の高齢者膵癌に対する膵頭十二
指腸切除の功罪−予後予測は可能か−

第 25 回日本肝胆膵外科学会・学
術集会

2013.6.12 宇都宮市

伊禮　俊充　　本明　慈彦　
井上　雅史　　種村　匡弘　

通常型膵癌における術中腹腔内洗浄細胞
診の意義

第 25 回日本肝胆膵外科学会・学
術集会

2013.6.12 宇都宮市

畑中　信良　　文　　正浩 
吉川　幸伸　　富永　春海 
種村　匡弘　　清水　洋祐 
本明　慈彦　　黒川　知彰 
仲村　輝也　　上池　　渉

食道穿孔、仮性大動脈瘤に対しての二期
的大動脈再建、食道亜全摘術の経験

第 67 回日本食道学会学術集会 2013.6.13 大阪市

文　　正浩　　畑中　信良 
本明　慈彦　　倉岡　和矢 
清水　洋祐　　種村　匡弘 
富永　春海　　谷山　清己 
吉川　幸伸　　上池　　渉

食道癌肉腫の一切除例 第 67 回日本食道学会学術集会 2013.6.13 大阪市

種村　匡弘　　谷田　　司＊  
三善　英知＊ 　古川　健太＊  
秋田　裕史＊ 　濱　　直樹＊  
和田　浩志＊ 　小林　省吾＊  
江口　英利＊ 　谷山　清己 
上池　　渉　　森　　正樹＊  
土岐祐一郎＊ 　永野　浩昭＊

癌幹細胞を標的とした糖鎖リモデリング
膵癌ワクチン療法の開発

第 25 回日本肝胆膵外科学会・学
術集会

2013.6.14 宇都宮市

山下　晋也　　山本　浩文＊  
文　　正浩　　井上　雅史 
伊禮　俊充　　清水　洋祐 
種村　匡弘　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
上池　　渉　　土岐祐一郎＊  
森　　正樹＊

大腸癌における miR-372 発現意義 第 79 回大腸癌研究会 2013.7.5 大阪市

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

80 歳以上高齢者腹部緊急手術のリスク
判定の検討

第 68 回日本消化器外科学会総会 2013.7.17 宮崎市

大谷真帆子　　 好酸球性膵炎が疑われた炎症性膵嚢胞の
１手術例

第 68 回日本消化器外科学会総会 2013.7.17 宮崎市

小田切数基　　 長期生存を得た食道悪性異色腫の１切除
術

第 68 回日本消化器外科学会総会 2013.7.17 宮崎市
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黒川　知彰　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　井上　雅史 
平岡　和也　　清水　洋祐 
富永　春海　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　上池　　渉

肝血管筋脂肪腫に対する腹腔鏡下肝切除
の 1 例

第 68 回日本消化器外科学会総会 2013.7.17 宮崎市

種村　匡弘　　永野　浩昭＊  
秋田　裕史＊ 　濱　　直樹＊  
和田　浩志＊ 　小林　省吾＊  
江口　英利＊ 　上池　　渉 
土岐祐一郎＊ 　森　　正樹＊

次世代標準化をめざした膵島移植法の
開発　- 脂肪由来幹細胞（ADSC）-islet 
composite graft による生着改善 -

第 68 回日本消化器外科学会総会 2013.7.17 宮崎市

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

Stage III 大腸癌における腹腔内洗浄細
胞診の検討

第 68 回日本消化器外科学会総会 2013.7.17 宮崎市

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

腹痛と嚢胞性病変の増大縮小を繰り返し
た上行結腸間膜内異所性膵の一切除例

第 68 回日本消化器外科学会総会 2013.7.18 宮崎市

種村　匡弘　　永野　浩昭＊  
濱　　直樹＊ 　和田　浩志＊  
川本　弘一＊ 　小林　省吾＊  
江口　英利＊ 　伊藤　壽記＊  
土岐祐一郎＊ 　森　　正樹＊

脂肪由来幹細胞（ADSC）を応用した次
世代型膵島移植療法の開発

第 49 回日本移植学会総会 2013.9.5 京都市

井上　雅史　　種村　匡弘　
伊禮　俊充　　本明　慈彦　
小田切数基　　黒川　知彰　
山下　晋也　　文　　正浩　
清水　洋祐　　富永　春海　
畑中　信良　　上池　　渉　
吉川　幸伸　　山本　道法

膵臓がんの術前照射における照射範囲拡
大における強度変調放射線治療の可能性

第 8 回膵癌術前治療研究会 2013.10.13 東京都

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
井上　雅史　　本明　慈彦　 
小田切数基　　黒川　知彰 
山下　晋也　　文　　正浩 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　山本　道法　 
上池　　渉　　吉川　幸伸

切除可能膵癌に対する強度変調放射線治
療（ＩＭＲＴ）併用術前化学放射線療法
の確立

第 8 回膵癌術前治療研究会 2013.10.13 東京都

清水　洋祐　　富永　春海 
吉川　幸伸　　山下　晋也 
井上　雅史

左側大腸癌に対する金属ステント留置後
切除の経験

第 68 回日本大腸肛門病学会学術
集会

2013.11.15 東京都

富永　春海　　吉川　幸伸 
清水　洋祐　　井上　雅史 
山下　晋也

超高齢者大腸癌手術症例の検討 第 68 回日本大腸肛門病学会学術
集会

2013.11.15 東京都

山下　晋也　　富永　春海　
井上　雅史　　清水　洋祐　
吉川　幸伸

原因に難渋した開腹歴のない小腸イレウ
スの 1 例

第 68 回日本大腸肛門病学会学術
集会

2013.11.15 東京都

天野　孝広　　文　　正浩 
畑中　信良　　小田切数基 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
山下　晋也　　井上　雅史 
伊禮　俊充　　清水　洋祐 
種村　匡弘　　富永　春海 
吉川　幸伸　　上池　　渉

胃切開により摘出しえた巨大毛髪胃石の
1 例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
小田切数基　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　山下　晋也 
井上　雅史　　文　　正浩 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　倉岡　和矢 
谷山　清己　　上池　　渉　 
吉川　幸伸

著明な門脈内腫瘍栓を伴った小肝細胞癌
の 1 切除例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市
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小川あかり　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　小田切数基 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
山下　晋也　　文　　正浩 
井上　雅史　　清水　洋祐 
富永　春海　　畑中　信良 
谷山　清己　　吉川　幸伸 
上池　　渉

家族性大腸腺腫症に対する大腸全摘後発
症した進行十二指腸乳頭部癌の 1 切除例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市

北川　隆太　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　小田切数基 
黒川　知彰　　本明　慈彦 
山下　晋也　　文　　正浩 
井上　雅史　　清水　洋祐 
富永　春海　　畑中　信良 
谷山　清己　　吉川　幸伸 
上池　　渉

総胆管瘻を形成した感染性膵嚢胞の 1 切
除例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市

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

胃癌開腹手術時の真皮縫合による表層手
術部位感染防止の検討

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市

本明　慈彦　　種村　匡弘 
小田切数基　　黒川　知彰 
山下　晋也　　文　　正浩 
井上　雅史　　伊禮　俊充 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
谷山　清己　　上池　　渉 

膵頭部微小浸潤癌を伴った多発膵体部癌
の一切除例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市

小田切数基　　井上　雅史 
種村　匡弘　　黒川　知彰 
本明　慈彦　　山下　晋也 
文　　正浩　　伊禮　俊充 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
谷山　清己　　上池　　渉

小腸穿孔による腹膜炎で発症した腸管症
型 T 細胞リンパ腫の 2 例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市

種村　匡弘　　井上　雅史 
伊禮　俊充　　本明　慈彦 
小田切数基　　黒川　知彰 
山下　晋也　　文　　正浩 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
上池　　渉

膵癌根治をめざした強度変調放射線治療
（IMRT）併用術前化学放射線療法の確立

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.21 名古屋市

井上　雅史　　種村　匡弘 
伊禮　俊充　　本明　慈彦 
北川　隆太　　小田切数基 
黒川　知彰　　山下　晋也 
文　　正浩　　清水　洋祐 
富永　春海　　畑中　信良 
谷山　清己　　吉川　幸伸 
上池　　渉

十二指腸周囲嚢胞に浸潤した十二指腸球
部癌の一切除例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.23 名古屋市

黒川　知彰　　種村　匡弘 
本明　慈彦　　小田切数基 
山下　晋也　　文　　正浩 
井上　雅史　　伊禮　俊充 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
谷山　清己　　上池　　渉

成人にて発見された巨大仮性腸間膜嚢胞
の 1 切除例

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.23 名古屋市

伊禮　俊充　　種村　匡弘 
井上　雅史　　本明　慈彦 
小田切数基　　黒川　知彰 
山下　晋也　　文　　正浩 
清水　洋祐　　富永　春海 
畑中　信良　　吉川　幸伸 
上池　　渉

当センターにおける腹腔鏡下肝切除の導
入と初期成績について

第 26 回日本内視鏡外科学会総会 2013.11.28 福岡市

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

単孔式腹腔鏡下手術にて切除した胃
GIST の 2 例

第 26 回日本内視鏡外科学会総会 2013.11.28 福岡市
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演者 演題名 学会名 発表日 場所

高橋　寛敏　　山城　大泰　
森井　奈央　　若原　　誠　
吉川　幸伸

Bevacizumab 併用化学療法中に十二指
腸穿孔を発症した再発乳癌の 1 例

第 21 回日本乳癌学会学術総会 2013.6.27 浜松市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

濱﨑　貴彦 骨粗鬆症性による脊椎骨折〜診断・治療
そして呉地区での新しい試みについて

第 10 回呉脊椎脊髄研究会 2013.1.18 呉市

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

左中指中節骨骨腫瘍 第 28 回山陽骨・軟部腫瘍研究会 2013.1.19 徳山市

蜂須賀裕己 DIEP supercharge flap　により組織再建
を試みたデグロービング損傷の一例

第 30 回中部日本手外科研究会　
第 1 回中部日本ハンドセラピィ研
究会

2013.2.1 奈良市

原田　崇弘　　濱﨑　貴彦 環軸椎回旋位固定の治療に難渋した 1 例 中国地区脊椎症例検討会 2013.2.16 岡山市

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

人工膝関節置換術における皮膚接着剤と
ドレーン非留置の有用性

第 43 回日本人工関節学会 2013.2.22 京都市

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

人工膝関節置換術後の反復性関節内出血
に対して膝蓋骨置換を施行した 1 例

第 43 回日本人工関節学会 2013.2.22 京都市

濱﨑　貴彦 当科における頚椎後方手術の工夫、　当科
での国際的な取り組み

第 2 回 MISA 研究会 2013.2.23 岡山市

濱﨑　貴彦　　中川　　豪　
沖本　信和　　久保　　勉　
白川　泰山　　寺本　秀文　 
中本　清志　　脇谷　　匡　
好川　真弘　　仁井谷　学

骨粗鬆症椎体骨折のに対するテリパラチ
ド投与による疼痛およびＱＯＬの改善効
果（第１報）〜多施設前向き観察研究〜

骨粗鬆症フォーラム 2013.3.6 呉市

濱﨑　貴彦　　濱田　宜和　
松尾　俊宏　　蜂須賀裕己　
泉田　泰典　　仁井谷　学　
大川　新吾　　原田　崇弘　
杉田　　孝

外側壁誤刺入後に再挿入した腰椎椎弓根
スクリューの運動力学的検討

第 51 回広島脊椎骨髄セミナー 2013.3.9 広島市

蜂須賀裕己　　濱田　宜和 
濱﨑　貴彦　　泉田　泰典 
仁井谷　学　　杉田　　孝

粉砕を伴う橈骨遠位端骨折に対する人工
骨ブロックを用いた整復法：REGO の有
用性

第 120 回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

2013.4.5 和歌山市

原田　崇弘　　濱﨑　貴彦　
仁井谷　学　　蜂須賀裕己　
濱田　宜和　　杉田　　孝

環軸椎回旋位固定に対し徒手整復を施行
した 1 例

第 120 回中部日本整形外科災害外
科学会学術集会

2013.4.5 和歌山市

蜂須賀裕己　　濱田　宜和 
松尾　俊宏　　濱﨑　貴彦 
杉田　　孝

粉砕を伴う橈骨遠位端骨折に対する人工
骨ブロックを用いた整復法：REGO の有
用性

第 56 回日本手外科学会学術集会 2013.4.18 神戸市

濱﨑　貴彦 80 歳以上の高齢者頚髄症の特徴・神経学
的所見について

第 42 回日本脊椎脊髄病学会 2013.4.23 宜野湾市

原田　崇弘　　濱﨑　貴彦　 
濱田　宜和　　松尾　俊宏　
蜂須賀裕己　　泉田　泰典　
仁井谷　学　　大川　新吾　
杉田　　孝

ダブトマイシンが有効であった MRSA
化膿性脊椎炎・術後硬膜外膿瘍の 1 例

第 84 回呉整形外科研究会 2013.5.17 呉市

蜂須賀裕己　　濱田　宜和　
松尾　俊宏　　濱﨑　貴彦　 
泉田　泰典　　仁井谷　学　
大川　新吾　　原田　崇弘　
杉田　　孝

高齢者橈骨遠位端粉骨骨折に対する
整復法：REGO（RadiusEn-Grafting 
Osteoplasty）の有用性

第 84 回呉整形外科研究会 2013.5.17 呉市

乳腺外科

整形外科
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大川　新吾　　出家　正隆　
安達　伸生　　中前　敦雄　 
中佐　智幸　　亀井　豪器　 
越智　光夫

ACL 再建前後の Navigation system を
用いた Laxity 計測

第 84 回呉整形外科研究会 2013.5.17 呉市

大川　新吾　　出家　正隆　
安達　伸生　　中前　敦雄　 
中佐　智幸　　亀井　豪器　 
越智　光夫

ACL 再建前後の laxity の変化　
-Navigation　system を用いた計測

第 86 回日本整形外科学会学術総
会

2013.5.23 広島市

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

粉砕を伴う橈骨遠位端骨折に対する人工
骨ブロックを用いた整復法-REGO（radius 
en-grafting osteoplasty）の有用性

第 86 回日本整形外科学会学術総
会

2013.5.23 広島市

濱﨑　貴彦
Tim S. Yoon
John M. Rhee
John Helin
William C. Hutton
杉田　　孝

頚椎椎弓形成術における骨溝作製のため
の骨性解剖

第 86 回日本整形外科学会学術総
会

2013.5.23 広島市

泉田　泰典　　安本　正徳 
好川　真弘　　濱﨑　貴彦 
蜂須賀裕己　　松尾　俊宏 
濱田　宜和　　杉田　　孝

人工膝関節置換術における皮膚接着剤と
ドレーン非留置の有用性

第 86 回日本整形外科学会学術総
会

2013.5.25 広島市

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

80 歳以上の高齢者頚髄症の特徴・神経
学的所見について

第 86 回日本整形外科学会学術総
会

2013.5.25 広島市

蜂須賀裕己　　濱﨑　貴彦 
原田　崇弘　　大川　新吾 
仁井谷　学　　泉田　泰典 
松尾　俊宏　　濱田　宜和 
杉田　　孝

不適切な掌側プレート設置により正中神
経障害・手指運動障害を来した撓骨遠位
端骨折変形治癒の一例

第 62 回中国・四国手外科症例検
討会

2013.6.1 岡山市

大川　新吾　　出家　正隆　
安達　伸生　　中前　敦雄　 
中佐　智幸　　亀井　豪器　 
越智　光夫

ＡＣＬ再建前後の初回症例と再々建症例
の術前後の laxity -Navigation system を
用いた比較検討

第 5 回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会

2013.6.20 札幌市

松尾　俊宏　　杉田　　孝 
濱田　宜和　　安本　正徳 
蜂須賀裕己　　濱﨑　貴彦 
泉田　泰典　　仁井谷　学 
好川　真弘　　横山　朋典＊  
星山　弘敏＊ 　浦田　泰生＊  
谷山　清己

癌検出ウイルスマーカーを用いた骨・軟
部肉腫患者における末梢循環癌細胞の検
出

第 46 回日本整形外科学会骨・軟
部腫瘍学術集会

2013.7.11 東京都

濱﨑　貴彦　　濱田　宜和　
松尾　俊宏　　蜂須賀裕己　
泉田　泰典　　仁井谷　学　
大川　新吾　　原田　崇弘　
杉田　　孝

MRSA 脊椎炎の１例 中国地区脊椎症例検討会 2013.7.13 岡山市

濱﨑　貴彦 56 歳女性　両下肢痛　 第 11 回呉脊椎脊髄研究会 2013.8.9 呉市

濱﨑　貴彦　　中川　　豪　
沖本　信和　　久保　　勉　
白川　泰山　　寺本　秀文　
中光　清志　　脇田　　匡　
好川　真弘　　仁井谷　学　
泉田　泰典　　蜂須賀裕己　
松尾　俊宏　　安本　正徳　
濱田　宜和　　杉田　　孝

骨粗鬆症椎体骨折のに対するテリパラチ
ド投与による疼痛およびＱＯＬの改善効
果〜呉地区での取り組み（Ｋ−ＰＯＰ）
について〜

骨粗鬆症椎体骨折の治療戦略〜薬
物療法と手術療法

2013.9.14 広島市

蜂須賀裕己　　濱田　宜和 
松尾　俊宏　　濱﨑　貴彦 
泉田　泰典　　仁井谷　学 
大川　新吾　　原田　崇弘 
安積　昌吾

DIEP supercharge flap　により組織再
建を試みたデグロービング損傷の一例

日本マイクロサージャリー学会 40
周年記念学術集会

2013.9.26 盛岡市

濱﨑　貴彦　　定岡　大祐 
原田　崇弘　　大川　新吾 
仁井谷　学　　泉田　泰典 
蜂須賀裕己　　松尾　俊宏 
濱田　宜和　　杉田　　孝

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１報）多施設前向き研究

第 15 回日本骨粗鬆症学会 2013.10.11 大阪市



− 269 −

2013年（平成 25年）度　　年　　報

業
　
　
績

蜂須賀裕己　　濱﨑　貴彦　
泉田　泰典　　仁井谷　学　 
原田　崇弘　　松尾　俊宏　
濱田　宜和　　杉田　　孝

偽関節化した血管柄付腓骨移植骨折の一
例

第 63 回中国・四国手外科症例検
討会

2013.10.26 高松市

濱﨑　貴彦　　濱田　宜和　
松尾　俊宏　　蜂須賀裕己　
泉田　泰典　　仁井谷　学　
大川　新吾　　原田　崇弘　
杉田　　孝

80 歳以上の高齢者頚髄症の特徴・神経
学的所見について

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

満井　尚子　　濱﨑　貴彦　
小川　喜通　　市場　泰全　
濱田　宜和　　

ダプトマイシンが有効であったＭＲＳＡ
化膿性脊椎炎・硬膜外膿瘍の一例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

原田　崇弘　　濱﨑　貴彦 
大川　新吾　　仁井谷　学 
泉田　泰典　　蜂須賀裕己 
松尾　俊宏　　濱田　宜和 
杉田　　孝

テリパラチド週 1 回製剤により保存的に
加療した軸椎歯突起骨折の 1 例−呉地区
多施設で取り組む骨粗鬆症に対するアプ
ローチの一環で−

第 55 回呉市医学会 2013.11.17 呉市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

高橋　雄介 経口、経腸、静脈栄養について①嚥下評
価（スクリーニング）

第 19 回 NST を本音で語る会 
〜静脈栄養か？経腸栄養か！〜

2013.8.24 廿日市市

井澤　友恵＊ 　高濱　みほ
中村　裕明＊ 　荻原　秀樹＊

瀬分　慎二＊ 　縄田　　勉＊

新名　真弓＊ 　秋本　聡子＊

呼吸リハビリテーションの効果 第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

岩石　雅彦　　野村　長久＊

川野美由紀＊ 　小出　哲也＊

三好　和也＊

乳癌術式による肩関節可動域の影響と介
入効果について

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

髙濱　みほ　　田尾　裕之　
中尾　淳一　　井澤　友恵　
瀬分　慎二　　荻原　秀樹　
道広　博之

慢性閉塞性肺疾患患者に対する 6 分間歩
行検査の代用検査としての 30 秒椅子立
ち上がりテストの可能性

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

小野田　聡　　飯田　拓也＊

成島　三長＊ 　林　　明辰＊

東　　修智＊ 　松本　　洋＊

杉山　成史＊ 　木股　敬裕＊

頭頸部再建術後合併症における放射線照
射の影響

第 37 回日本頭頸部癌学会 2013.6.12 東京都

小野田　聡　　安積　昌吾 
三浦　佑樹　　松本　　洋＊  
杉山　成史＊ 　山田　　潔＊  
長谷川健二郎＊ 　木股　敬裕＊  
越宗靖二郎＊ 　山口　憲昭＊

がん生存患者に対する機能・整容性改善
の為の頭頸部 2 期再建手術

日本マイクロサージャリー学会 40
周年記念学術集会

2013.9.26 盛岡市

小野田　聡　　木股　敬裕＊  
安積　昌吾＊

Congenital nasal septal defect の 1 例 第 31 回日本頭蓋顎顔面外科学会
学術集会

2013.10.24 名古屋市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

米澤　公器　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
細貝　昌弘

顔面神経麻痺で発症した頚静脈孔腫瘍の
1 例

第 20 回広島頭蓋底外科研究会 2013.1.10 広島市

伊藤　陽子　　大庭　信二　
大下　純平　　米澤　公器　
細貝　昌弘　　濱﨑　貴彦

頚椎手術後の難治性疼痛に対する SCS
治療：パドル型リードの使用

第 52 回日本定位・機能神経外科
学会

2013.1.18 岡山市

大下　純平　　大庭　信二　
伊藤　陽子　　米澤　公器　
細貝　昌弘

Detachale coil を用いた脳動静脈奇形塞
栓術の 2 例

第 11 回広島脳血管内治療研究会 2013.1.19 広島市

大下　純平　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　細貝　昌弘 
米澤　公器　　

周産期に発症したくも膜下出血の管理 第 38 回日本脳卒中学会総会 2013.3.21 東京都

リハビリテーション科

形成外科

脳神経外科
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大庭　秀雄　　大庭　信二　
伊藤　陽子　　大下　純平　
米澤　公器　　細貝　昌弘　

治療に苦慮した後下小脳動脈を巻き込む
破裂椎骨動脈瘤の一例

第 75 回日本脳神経外科学会中国
四国支部学術集会

2013.4.6 下関市

米澤　公器　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
細貝　昌弘

血管内治療を施行した PICA-involved 
type の椎骨解離性動脈瘤の 2 例

第 5 回 Stroke Conference in 
KURE

2013.4.19 呉市

伊藤　陽子　　大庭　信二 
大下　純平　　細貝　昌弘 
米澤　公器

脳塞栓症に対する外減圧後の変化 第 28 回広島脳卒中フォーラム 2013.7.6 広島市

大庭　信二　　伊藤　陽子　
大下　純平　　米澤　公器　
細貝　昌弘　　

Bi-hemispheric anterior cerebral artery 
発生した多発性脳動脈瘤の１治験例

第 27 回中国脳神経外科手術療法
研究会

2013.8.24 広島市

大下　純平　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　米澤　公器 
細貝　昌弘

慢性硬膜下血腫被膜内転移性脳腫瘍の１
例

第 27 回中国四国脳腫瘍研究会 2013.9.6 岡山市

米澤　公器　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
細貝　昌弘

聴神経腫瘍術前の脳血管撮影でインシデ
ンタルに発見され、経静脈的塞栓術を施
行した横‐S 状静脈胴部 dAVF の 1 症
例

第 22 回中国四国脳神経血管内手
術研究会

2013.9.7 岡山市

細貝　昌弘　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
米澤　公器　　

80 歳以上に対するクモ膜下出血の治療
方針

第 18 回広島老年脳神経外科研究
会

2013.9.15 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 105 回広島がん治療研究会 2013.9.28 広島市

細貝　昌弘　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
米澤　公器　

Non-DESH 所見を示す突発性正常圧水頭
症に対する治療の有効性

日本脳神経外科学会第 72 回学術
総会

2013.10.17 横浜市

伊藤　陽子　　大庭　信二　
大下　純平　　細貝　昌弘　
米澤　公器

難治性疼痛における新しい脊髄刺激装置
の導入効果

日本脳神経外科学会第 72 回学術
総会

2013.10.18 横浜市

伊藤　陽子　　大庭　信二　
大下　純平　　細貝　昌弘　
米澤　公器

難治性疼痛における新しい脊髄刺激装置
の導入効果

第 15 回広島機能脳神経外科研究
会

2013.10.25 広島市

大下　純平　　大庭　信二　
伊藤　陽子　　米澤　公器　
細貝　昌弘

脳神経外科手術における術後創傷処置の
工夫　抗菌性創傷被覆・保護材とハイド
ロコロイド創傷被覆材の使用について

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

大庭　秀雄　　大庭　信二　
伊藤　陽子　　大下　純平　
米澤　公器　　細貝　昌弘

右小脳半球と左肺上葉末梢の占拠性病変
を指摘された播種性ノカルジア症の一例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

竹下真一郎＊ 　隅田　昌之＊  
前川　隆英＊ 　岡田　邦子＊  
小林　雅子＊ 　右田　貴子＊  
江木　暁子＊ 　沖田　元一＊  
有馬　準一＊ 　中野壮一郎＊  
田中　孝幸＊ 　野村　　裕＊  
柳澤　義和＊ 　大庭　信二 
秋光　知英＊ 　栗栖　　薫＊  
飯田　幸治＊

神経障害性疼痛に対するニューロモデュ
レーションの可能性と限界について

第 66 回広島医学会総会 2013.11.10 広島市

米澤　公器　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　大下　純平 
細貝　昌弘

左側脳室内巨大髄膜腫に対し中側頭回経
由の経皮質到達法で奏功した 1 例

第 76 回日本脳神経外科学会中国
四国支部学術集会

2013.12.07 徳島市

大庭　信二 脳死下臓器提供を 2 例経験して 第６回移植医療に関するワーキン
ググループ会議

2013.12.12 山口市

大下　純平　　大庭　信二 
伊藤　陽子　　米澤　公器 
細貝　昌弘

対側が PICA  end である椎骨動脈紡錘
状大動脈瘤に対して親動脈塞栓術を行っ
た 1 例

第 14 回広島脳血管内治療研究会 2013.12.14 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

山下　芳典　　原田　洋明 
坪川　典史

術後創部痛の定量化による Pure VATS, 
Hybrid VATS, 開胸器使用手術の比較〜
Pain Vision Ⓡによる術後創部痛の測定
〜

第 11 回スプリングセミナー IN 
OKINAWA

2013.3.28 沖縄県北谷町

呼吸器外科
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原田　洋明　　宮本　和明 
山下　芳典　　坪川　典史 
合志　秀一＊ 　木村　正美＊

口腔粘膜 epigenetics 異常の解析を用い
た肺がん発生高リスク群の同定

第 113 回日本外科学会定期学術集
会

2013.4.11 福岡市

山下　芳典　　原田　洋明 
坪川　典史

胸腔鏡下左下葉切除後に食道穿孔を併発
した 1 例

第 30 回日本呼吸器外科学会総会 2013.5.9 名古屋市

山下　芳典　　原田　洋明　
坪川　典史

当院で施行している操作性、低侵襲性、
安全性を追求した完全鏡視下肺葉切除術

第 26 回日本胸部外科学会教育施
設協議会

2013.5.25 熊本市

山下　芳典　　原田　洋明　
坪川　典史　　半田　良憲

高齢者に対する肺癌手術術前における高
容量ＢＣＡＡ併用包括的呼吸リハビリテ
ーション

日本外科代謝栄養学会第 50 回学
術集会

2013.7.4 東京都

半田　良憲　　原田　洋明　
山下　芳典

1 秒量 790 ｍｌの低肺機能患者に対して
術前包括的呼吸リハビリを施行し区域切
除を行い得た 1 例

第 49 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会　　　　　　　　　　　
第 52 回日本肺癌学会中国・四国
支部会

2013.7.19 高松市

原田　洋明　　中尾　淳一　
高濱　みほ　　道広　博之　
大河内友美　　白野　容子　
有長　織恵　　原田　年子　
半田　良憲　　山下　芳典

多職種チームで行う肺癌術前包括的呼吸
リハビリテーションの臨床的有用性〜
80 歳以上の患者における評価〜

第 23 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2013.10.10 東京都

山下　芳典　　原田　洋明　
半田　良憲

多職種チームで行う肺癌周術期管理〜ハ
イリスク症例に対する Advanced ERAS 
protocol の臨床的有効性〜

第 66 回日本胸部外科学会定期学
術集会

2013.10.16 仙台市

半田　良憲　　原田　洋明　
山下　芳典

低肺機能患者に対して術前呼吸リハビリ
を施行し区域切除を行い得た 1 例

第 55 回呉市医学会 2013.11.17 呉市

山下　芳典　　原田　洋明 
半田　良憲　　小田切数基

軟性鏡によるハイビジョン画像下でバイ
ポーラシザーズにソフト凝固を用いた完
全鏡下肺葉切除術

第 54 回日本肺癌学会総会 2013.11.20 東京都

半田　良憲　　原田　洋明　
山下　芳典

両側末梢肺に同時多発した定型カルチノ
イドの 1 切除例

第 54 回日本肺癌学会総会 2013.11.22 東京都

山下　芳典　　原田　洋明　
半田　良憲　　向田　秀則＊

肺癌に対す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
る再発形式と長期予後の検証

第 26 回日本内視鏡外科学会総会 2013.11.28 福岡市

半田　良憲　　原田　洋明 
山下　芳典

胸腔鏡下肺癌手術後の呼吸筋力と肺機能
変化（アプローチ法の違いによる比較）

第 26 回日本内視鏡外科学会総会 2013.11.28 福岡市

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　　泉谷　裕則

当院における MICS の変遷 第 21 回広島心血管手術手技研究
会

2013.1.26 広島市

中里　太郎　　仲村　輝也　
関谷　直純

eGFR は僧房弁手術の予後予測因子とな
るか？

第 43 回日本心臓血管外科学会学
術総会

2013.2.25 東京都

関谷　直純　　中里　太郎　
仲村　輝也　

超高齢者（80 歳以上）の大動脈弁狭窄
症に対する弁置換術の予後規定因子につ
いての検討

第 43 回日本心臓血管外科学会学
術総会

2013.2.25 東京都

仲村　輝也　　関谷　直純 
桝田　浩禎

当院における低侵襲大動脈弁置換術への
取り組み

呉心臓疾患勉強会 2013.5.14 呉市

関谷　直純　　桝田　浩禎 
仲村　輝也

超高齢者（80 歳以上）の大動脈弁狭窄
症に対する弁置換術の予後規定因子につ
いての検討

第 51 回広島循環器病研究会 2013.6.8 広島市

仲村　輝也　　泉谷　裕則　
関谷　直純　　仲里　太郎

ＣＡＢＧ術後のＭＲに対する beating 
heart MVP

第 56 回関西胸部外科学会学術集
会

2013.6.13 広島市

関谷　直純　　仲村　輝也　 
中里　太郎　　

術前 EF 値からみた大動脈弁狭窄症に対
する conventional AVR の治療成績

第 56 回関西胸部外科学会学術集
会

2013.6.14 広島市

中里　太郎　　仲村　輝也　 
関谷　直純　　

高齢者僧帽弁疾患に対する外科治療の成
績

第 56 回関西胸部外科学会学術集
会

2013.6.14 広島市

仲村　輝也　　 大動脈弁狭窄症に対する外科治療の現状
と展望

呉弁膜症研究会 2013.6.28 呉市

桝田　浩禎　　関谷　直純 
仲村　輝也

大動脈弁閉鎖不全症を合併した巨大冠動
脈瘤の 1 手術例

第 103 回日本循環器学会中国地方
会

2013.10.26 米子市

心臓血管外科
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関谷　直純　　仲村　輝也　
桝田　浩禎

術前心機能からみた大動脈弁狭窄症に対
する大動脈弁置換術の治療成績

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

仲村　輝也　　関谷　直純　 
桝田　治禎

開心術後の血液培養施行症例の検討：Ｓ
ＳＩのリスク解析

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

毛利　教生　　桝田　浩禎 
仲村　輝也　　

Controversy in the indication of 
TEVAR for type B aortic dissection

第 13 回広島心臓血管外科フォー
ラム

2013.11.22 広島市

桝田　浩禎　　清水　潤三＊  
舩津　俊宏＊ 　近藤　晴彦＊  
三宅　啓介＊ 　中島　澄子＊  
谷口　和博＊

開心術後感染の予防対策とその効果 第 26 回日本外科感染症学会学術
集会

2013.11.26 神戸市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

黒田　征加 若年性ポリポーシスの 1 例 第 50 回日本小児外科学会学術集
会

2013.5.30 東京都

演者 演題名 学会名 発表日 場所

松阪　由紀　　真田　聖子　
安積　昌吾　　檜山　雄一

外陰部膿瘍を契機に発見されたクローン
病の 1 例

日本皮膚科学会第 132 回広島地方
会

2013.3.10 広島市

松阪　由紀　　真田　聖子　
安積　昌吾　　檜山　雄一

多発する難治性陰部膿瘍を契機に診断に
至ったクローン病の 1 例

第 56 回日本皮膚科学会西部支部
学術大会

2013.11.9 鹿児島市

松阪　由紀　　真田　聖子　
山本　道法

頭部血管肉腫に対して放射線治療・weekly
ドセタキセル施行中の 1 例

第 55 回呉市医学会 2013.11.17 呉市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

甲田俊太郎　　福岡憲一郎 
佐竹　宏文　　繁田　正信

体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 101 回日本泌尿器科学会総会 2013.4.25 札幌市

繁田　正信　　甲田俊太郎　
福岡憲一郎　　佐竹　宏文　

R.E.N.A.L. nephrometry scoring system 
9 点以上の T1a 腎腫瘍に対する腹腔鏡下
腎部分切除術の手術成績

第 101 回日本泌尿器科学会総会 2013.4.25 札幌市

佐竹　宏文　　福岡憲一郎　
甲田俊太郎　　繁田　正信

当院における R.E.N.A.L. Nephrometry 
score　を用いた腹腔鏡下腎部分切除術
の検討

第 93 回日本泌尿器科学会四国地
方会

2013.7.6 松山市

佐竹　宏文　　福岡憲一郎 
甲田俊太郎　　繁田　正信

当院における R.E.N.A.L. スコアを用いた
腹腔鏡下腎部分切除術の検討

第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2013.11.8 名古屋市

繁田　正信　　 神経温存 第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2013.11.8 名古屋市

繁田　正信　　福岡憲一郎　
佐竹　宏文　　甲田俊太郎

R.E.N.A.L. スコア 10 点の症例に対する
腹腔鏡下部分切除術；どのように摘除す
るか？

第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2013.11.8 名古屋市

伊藤　明宏＊ 　岩村　正嗣＊

繁田　正信　　田邉　一成＊

松田　公志＊ 　内藤　誠二＊

寺地　敏郎＊ 　河内　明宏＊

中川　　健＊ 　荒井　陽一＊

腹腔鏡下および開放性腎部分切除術の治
療成績に関する多施設共同研究

第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2013.11.8 名古屋市

繁田　正信　　 腹腔鏡下腎部分切除術の止血方法は？縫
合

第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2013.11.8 名古屋市

繁田　正信　　 腹腔鏡下腎部分切除術 第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2013.11.8 名古屋市

甲田俊太郎　　福岡憲一郎 
佐竹　宏文　　繁田　正信

当科における腹腔鏡下膀胱全摘除術の手
術成績

第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総
会

2013.11.8 名古屋市

小児外科

皮膚科

泌尿器科
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中村　紘子　　澤崎　　隆 
楠本　真也　　佐々木　晃 
山﨑　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

腟悪性黒色腫の 1 例 第 38 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第 54 回広島細胞診学会）

2013.2.2 広島市

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

硬膜外麻酔併用脊髄くも膜下に施行した
帝王切開術後にミオクローヌスをきたし
た 1 例

第 65 回日本産婦人科学会学術講
演会

2013.5.10 札幌市

楠本　真也　　佐村　　修 
佐々木　晃　　山﨑　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 65 回日本産婦人科学会学術講
演会

2013.5.10 札幌市

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

当院における染色体異常児症例の予後に
関する検討

第 37 回日本遺伝カウンセリング
学会学術集会

2013.6.21 川崎市

佐々木　晃　　佐村　　修 
楠本　真也　　山﨑　友美 
中村　紘子　　中島祐美子 
水之江知哉

妊娠 22 週で常位胎盤早期剥離となった
２症例

第 49 回日本周産期・新生児医学
会学術集会

2013.7.14 横浜市

澤崎　　隆　　楠本　真也 
佐々木　晃　　山﨑　友美 
中村　紘子　　中島祐美子 
佐村　　修　　水之江知哉

子宮体癌における Linear IgA bullous 
dermatosis antigen（LAD-1）遺伝子の
発現の検討

第 54 回日本婦人科腫瘍学会学術
講演会

2013.7.19 東京都

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

再発子宮平滑筋肉腫に対し Pazopanib を
投与した 1 例

第 54 回日本婦人科腫瘍学会学術
講演会

2013.7.19 東京都

横山　貴紀　　中野　正明 
佐々木　晃　　山﨑　友美 
中村　紘子　　澤崎　　隆 
水之江知哉

産褥期に判明した卵巣静脈血栓症の 2 例 第 64 回広島産科婦人科学会総会 2013.9.1 広島市

横山　貴紀　　中村　紘子 
佐々木　晃　　山﨑　友美 
中野　正明　　澤崎　　隆 
水之江知哉

エリスロポエチン産生子宮筋腫の 1 例 第 66 回中国四国産科婦人科学会
総会・学術総会

2013.9.21 高知市

湯浅可奈子　　中村　紘子 
横山　貴紀　　佐々木　晃 
澤崎　　隆　　水之江知哉

再発子宮平滑筋肉腫の 1 例 第 105 回広島がん治療研究会 2013.9.28 広島市

竹原　和宏　　倉岡　和矢 
齋藤　彰久　　坂根　潤一 
谷山　清己

年齢別に見た子宮頸部病変の high-risk 
HPV genotype の検討

第 52 回日本臨床細胞学会（秋期
大会）

2013.11.2 大阪市

中村　紘子　　澤崎　　隆
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

子宮内膜細胞診が診断の補助となった卵
巣癌の 1 例

第 52 回日本臨床細胞学会（秋期
大会）

2013.11.3 大阪市

涌井　敬子＊ 　水野　誠司＊  
佐村　　修　　古庄　知己＊  
大橋　博文＊ 　清水　健司＊  
福嶋　義光＊

異なる 2 種類の 4 番染色体短腕構造
異常のモザイクが認められた Wolf-
Hirschhorn（ 4p −）症候群の２例 

第 58 回日本人類遺伝学会 2013.11.21 仙台市

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

第 55 回呉市医学会 2013.11.17 呉市

神原　諒子　　石田　由美 一過性の不完全な同名半盲を示した 1 例 第 72 回広島地方眼科学会 2013.12.1 広島市

産婦人科

眼　科
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演者 演題名 学会名 発表日 場所

西　　康行　　平川　治男 
渡部　泰輔　　多田　　誠

上咽頭多形腺腫の 1 例 第 23 回日本頭頸部外科学会総会・
学術講演会

2013.1.24 鹿児島市

平川　治男　　西　　康行 
渡部　泰輔　　多田　　誠

耳抜きが原因で反復した非外傷性内耳正
常成人髄液耳漏の一症例

日本耳鼻咽喉科学会第 39 回中国
四国地方部会連合学会

2013.5.25 高知市

平川　治男　　西　　康行 
渡部　泰輔　　多田　　誠

超選択的動注化学放射線治療を施行した
上顎洞・上歯肉癌症例の治療効果判定に
おける PET-CT

第 37 回日本頭頸部癌学会 2013.6.13 東京都

渡部　泰輔 当院における早期舌癌症例の検討 第 37 回日本頭頸部癌学会 2013.6.13 東京都

平川　治男　　西　　康行 
多田　　誠　　渡部　泰輔

耳抜きの反復で生じた耳性髄液漏の 1 症
例

第 23 回日本耳鼻科学会総会 2013.11.24 宮崎市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

姫野　　敬 国立病院における放射線治療部門の人材
育成の取り組みについて−管理者の立場
から−

平成 25 年度日本放射線技術学会
中国・四国部会　夏季学術大会

2013.7.7 岡山市

姫野　　敬　　遠藤　　崇 
田坂　　聡　 　田淵　修二＊  
小倉　裕樹＊ 　下井　　睦＊

国立病院における放射線技師長・副技師
長ガイドブックによる人材育成について

第 29 回日本診療放射線技師学術
大会

2013.9.21 松江市

石井　　直 各施設における腹部領域 CT 検査の現状 国立病院療養所中国地区放射線技
師会　第４回総合学術大会　モダ
リティー別勉強会

2013.10.19 岡山市

要田絵理加 マンモグラフィーおよびマンモトームに
ついて

国立病院療養所中国地区放射線技
師会　第４回総合学術大会　モダ
リティー別勉強会

2013.10.19 岡山市

古志　和信 中国四国地区機構病院の放射線治療の現
状と今後の展望〜アンケート結果をもと
に〜

国立病院療養所中国地区放射線技
師会　第４回総合学術大会　モダ
リティー別勉強会

2013.10.19 岡山市

熊谷　佑都　　本荘　竜也 
浅原　　徹　　姫野　　敬

MRI 検査における下肢 MRV のアーチフ
ァクトと低減

国立病院療養所中国地区放射線技
師会　第４回総合学術大会

2013.10.20 岡山市

好村　尚紀　　杉浦　大貴 
田盛　雅英　　灘　　尊則 
奥田　武秀　　田坂　　聡 
姫野　　敬

X 線 TV 装置における面積線量計の有用
性の検討

国立病院療養所中国地区放射線技
師会　第４回総合学術大会

2013.10.20 岡山市

稲葉　　護 中国地区放射線技師会における災害対策
実施状況アンケート調査報告

国立病院療養所中国地区放射線技
師会　第４回総合学術大会

2013.10.20 岡山市

奥田　武秀 機器管理報告 国立病院療養所中国地区放射線技
師会　第４回総合学術大会

2013.10.20 岡山市

姫野　　敬　　田淵　修一＊

下井　睦男＊ 　小倉　裕樹＊

遠藤　　崇　　田坂　　聡

放射線技師の人材確保を考える　−新採
用者及び就職前学生への調査から−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

遠藤　　崇　　古志　和信　
奥田　武秀　　山根　明哲　
田坂　　聡　　姫野　　敬

トモセラピー装置で用いるベルト式呼吸
モニター装置の基本性能について

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

安藤　北斗　　浅原　　徹　
瀧　　尊則　　貞岡　大佑　
渡部　恵美　　福岡　宏貴　
本荘　竜也　　田坂　　聡　
姫野　　敬

安全なＭＲＩ検査の実施を目指して
−院内磁場体験教育の推進−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

定岡　大祐　　小田　恵子 
石井　　直　　安達　北斗　
田坂　　聡　　遠藤　　崇　
姫野　　敬

放射線検査室の診療環境改善と省エネを
目指して　− 5S+1S 推進プロジェクト
−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

近藤　貴裕＊ 　山根　明哲 
古志　和信　　小畑　慶己 
遠藤　　崇　　姫野　　敬

ポリマーゲル線量計を用いた X 線 CT
の実効スライス厚評価の試み

中国四国放射線医療技術フォーラ
ム 2013

2013.11.16 下関市

耳鼻咽喉科

放射線技師部門
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秋山　直子　　豊田　尚之 
稗田　雅司　　寺田　大晃　

骨盤内術後症候性リンパのう腫に対する
治療戦略

第 72 回日本医学放射線学会総会 2013.4.11 横浜市

秋山　直子　　豊田　尚之 
西亀　正代　　松浦　範明

OK-432 硬化療法が奏功した難治性術後
リンパのう腫の１例

第 121 回日本医学放射線学会中国
四国地方会

2013.12.13 高松市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

山本　道法 強度変調放射線治療（IMRT）をもちい
た全身照射

第 26 回日本高精度放射線外部照
射研究会

2013.2.23 京都市

山本　道法　　伊藤　琢生 
沖川　佳子　　木戸　みき 
橋本　朗子

強度変調放射線治療をもちいた全身照射
の検討

第 72 回日本医学放射線学会総会 2013.4.11 横浜市

山本　道法 悪性胸膜中皮腫の一例 第 40 回岡山放射線腫瘍学カンフ
ァレンス

2013.7.6 岡山市

山本　道法　　伊藤　琢生 
沖川　佳子　　木戸　みき 
橋本　朗子

強度変調放射線治療をもちいた全身照射
の検討

日本放射線腫瘍学会第 26 回学術
大会

2013.10.19 青森市

山本　道法　　伊藤　琢生 
沖川　佳子　　木戸　みき 
橋本　朗子

強度変調放射線治療（IMRT）をもちい
た全身照射

第 51 回日本癌治療学会学術集会 2013.10.25 京都市

山本　道法　　伊藤　琢生 
沖川　佳子　　木戸　みき　
橋本　朗子　　古志　和信　
益本　京美　

強度変調放射線治療（IMRT）をもちい
た全身照射

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

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

気道に解剖学的異常を伴う小児緊急気道
確保症例の検討

第 59 回広島麻酔医学会 2013.1.26 広島市

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

左 Th11 帯状疱疹に伴って発症した嚥下
痛と心窩部痛に対して左背部 Th4-7 レベ
ルのトリガーポイント注射が奏効した症
例

第 59 回広島麻酔医学会 2013.1.26 広島市

田嶋　　実　　森脇　克行　
栗田　茂顕　　

ヘパリン起因性血小板板減少が強く疑わ
れた下腿熱傷の１例

第 30 回日本集中治療学会　中国・
四国地方会

2013.2.2 周南市

田嶋　　実　　森脇　克行　
栗田　茂顕　　 

産科集約化後に術後集中治療を必要とし
た産科緊急症例の検討

第 40 回日本集中治療学会学術集
会

2013.2.27 松本市

田嶋　　実　　森脇　克行 異物遺残を許容した小児 杙創の１症例 第 29 回日本救急医学会中国四国
地方会

2013.5.18 出雲市

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

脊髄くも膜下麻酔を行った産婦人科手術
症例における硬膜穿刺後頭痛の発生頻度

日本麻酔科学会第 60 回学術集会 2013.5.22 札幌市

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

手術中の全症例で電子麻酔記録の表示と
記録保存が不可能になったネットワーク
障害の経験

日本麻酔科学会第 60 回学術集会 2013.5.23 札幌市

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

胸腔鏡腹腔鏡併用食道切除術翌日に坐位
で肺塞栓症となった１症例

第 10 回麻酔科学サマーセミナー 2013.6.19 名護市

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

脊柱管ブロック後に発症した脊髄性ミオ
クロヌースの２症例

日本麻酔科学会中国・四国支部第
50 回学術集会

2013.9.14 高松市

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

脊髄くも膜下麻酔後に硬膜外血腫を疑っ
た Elsberg 症候群の１例

日本麻酔科学会中国・四国支部第
50 回学術集会

2013.9.14 高松市

放射線診断科

放射線腫瘍科

麻酔科
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田嶋　　実　　森脇　克行 90 歳以上の超高齢者に対する腹部緊急
手術の検討〜 80 歳代と差はあるのか？

第 41 回日本救急医学会総会・学
術集会

2013.10.22 東京都

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

双極高周波焼灼クランプにより肺動脈カ
テーテルを損傷した開心術症例

第 33 回日本臨床麻酔学会 2013.11.1 金沢市

田嶋　　実　　森脇　克行 緊急手術により開頭手術が重複した場合
の対応についての検討

第 35 回日本手術医学学会 2013.11.7 横浜市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

村尾　正樹　　宮加谷靖介 
瀬川　貴嗣

当院における外傷患者治療成績の検討 第 41 回日本救急医学会総会・学
術集会

2013.10.21 東京都

木下　晴之　　宮加谷靖介　
村尾　正樹　　上村　佑介

低容量 Olanzapine（Zyprexa）で重篤な
糖尿病性ケトアシドーシスをきたした一
例：Olanzapine が耐糖能異常に及ぼす
影響への考察

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

宮加谷靖介　　村尾　正樹　
佐久間千代子　　畑中　信良　
岡本　尚子　　田部　佳子　
道広　博之　　片岡　伸晴

地方都市救命救急センターにおける高齢
者福祉施設からの患者収容の実態と対策

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

田中　浩二 口腔ケアのシステム作りへの取りくみ 第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

亀田　慶太 外来がん化学療法における質の高いチー
ム医療にむけた管理プログラムの構築

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2013 2013.3.17 東京都

細川　敦子 入院がん化学療法における患者用説明文
章等作成プログラムの構築

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2013 2013.3.17 東京都

木本志津江　　国冨　留美
渡辺　　光　　小谷　智美
小川　喜通　　實森　直美 
柴崎　千代　　砂田　祥司

難治性嘔吐に対しオランザピンを使用し
た経過途中にせん妄、けいれんが生じた
１症例

日本緩和医療学会第 18 回日本緩
和医療学会学術大会

2013.6.21 横浜市

岡田　優子　　梶梅佐代子
亀田　慶太　　木本志津江
小川　喜通　　木場　崇剛

オキサリプラチ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
たな対策

第 51 回日本癌治療学会学術集会 2013.10.26 京都市

武良　卓哉　　小川　喜通
木元　正壱　　家岡　昌弘
森貞　尚之　　竹山　知志 
小谷　智美　　木本志津江
宮前　文明　　市場　泰全

呉医療センターにおける薬剤師病棟常駐
業務の取り組みと現状について

第 52 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

2013.10.27 松山市

隈元江梨子　　小川　喜通
市場　泰全　　中村　紘子
實森　直美　　柴崎　千代

子宮平滑筋肉腫に対しパゾパニブを使用
した１症例

第 52 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

2013.10.27 松山市

谷保　智美　　末田　芳雅　
富村　　光　　久賀淳一朗　
田中　　瞳　　小川　喜通　
市場　泰全　　鳥居　　剛

キトサン含有健康補助食品摂取がバイプ
ロ酸の血中濃度低下に影響したと考えら
れた 1 症例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

満井　尚子　　小川　喜通　
市場　泰全　　原田　崇弘　 
濱田　宜和　　濱㟢　貴彦

ダプトマイシンが有効であった MRSA
化膿性脊椎炎・術後硬膜外膿瘍の一例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

峯本　　譲　　増本　　文
熱海　　操　　炭谷　容子
渡部　活起　　高野由美子 
谷本　英子　　伊藤　君代　
片本弥代子　　小林ゆかり
市場　泰全　　谷山　清己

呉地区における治験の認知度調査　第２
報

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

救急部

歯科口腔外科

薬剤科
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演者 演題名 学会名 発表日 場所

峯本　　譲　　増本　　文　 
熱海　　操　　炭谷　容子　
渡部　活起　　高野由美子 
谷本　英子　　伊藤　君代　
片本弥代子　　小林ゆかり　 
市場　泰全　　谷山　清己

呉地区における治験の認知度調査　第２
報

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

久恒　一馬　　原　　和信 
半田　宏樹

NPPV のセッティングとアラーム対処 第 4 回呉心不全陽圧セミナー 2013.2.9 呉市

半田　宏樹　　田村　　律 
原　　和信

Works カテーテルの先端マーカーがた
つ楽した 1 例

2013 Winter intervention 
Conference

2013.3.8 北海道ニセコ

半田　宏樹　　原　　和信 
石崎　光理

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 2013.5.25 呉市

小田　洋介　　高橋　俊介 
原　　和信

メトトレキサート中毒に対して複数の血
液浄化を施行した 1 症例

平成 25 年度広島県臨床工学技士
会学術大会

2013.6.2 広島市

岡野　慎也　　原　　和信　
久恒　一馬　　石崎　光理　
市川　峻介　　半田　宏樹　 
井元　真紀　　入船　竜史　
小田　洋介　　田村　　律

心不全増悪時に OptiVol アラートが作動
しなかった一例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

半田　宏樹　　原　　和信　
久恒　一馬　　岡野　慎也　
石崎　光理　　市川　峻介　
入船　竜史　　小田　洋介　 
田村　　律

FVT に対して Before Charging が有効
であった一例はじめに

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

入船　竜史　　平川　治男 
原　　和信

当院における第 2 種治療装置の採算性と
経費削減について

第 46 回日本高気圧環境潜水医学
会学術大会

2013.11.8 東京都

市川　峻介　　平川　治男 
原　　和信

突発性難聴に対する高気圧酸素治療期間
の検討

第 46 回日本高気圧環境潜水医学
会学術大会

2013.11.8 東京都

演者 演題名 学会名 発表日 場所

遠藤　竜也　　髙松　理央　
槙田　香子　　日浦　未幸　
平井　克尚　　平原智恵美　
辰島　純二　　尾上　隆司 
谷山　清己　　仲村　輝也

大動脈弁置換術後に僧帽弁大動脈弁間線
維結合部に仮性瘤を形成し左房内刺破を
きたした１症例

第 24 回心エコー図学会 2013.4.24 東京都

山本　尚江　　山本　政子 
髙松　理央　　槙田　香子 
遠藤　竜也　　日浦　未幸 
平井　克尚　　平原智恵美 
辰島　純二　　尾上　隆司 
谷山　清己　　仲村　輝也

自動オーダー発行により一元管理した心
電図システムの構築

第 26 回医学検査学会 2013.5.18 高松市

遠藤　竜也　　山本　尚江 
山本　政子　　髙松　理央 
槙田　香子　　日浦　未幸 
平井　克尚　　平原智恵美  
仲野　秀樹　　尾上　隆司 
谷山　清己　　仲村　輝也

拘束型心筋症との鑑別に組織ドプラー法
が有用であった収縮性心膜炎の 1 例　

第 14 回超音波検査学会地方会 2013.7.14 広島市

山田　恭平＊ 　藤原　　仁＊

中村　秀志＊ 　小池　隆夫＊

上田　信恵

特徴的な頚動脈血流速波形パターンを呈
した若年低心機能例の一例

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

齋藤　幸枝　　藤澤　宏樹　
名越　　咲　　渡邉　美里　
宇田川　学　　沖野　秀樹　
尾上　隆司　　倉岡　和矢　 
谷山　清己

細菌感染症診断補助としての血清プロカ
ルシトニン値と血液培養結果の関係

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

治験管理室

ME管理室

臨床検査科
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河野　亜衣　　川野まさ子　
角　　智美　　名越　　咲　 
藤沢　宏樹　　吉川　直輝 
渡邉　美里　　中川　智博　
齋藤　幸枝　　宮崎　純子　
平原智恵美　　宇田川　学　 
仲野　秀樹　　尾上　隆司　 
谷山　清己

病棟における採血とり直し回数減少を目
指した取り組み

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

田寺加代子　　下花　純一 
川野まさ子　　鷹城　靖史 
仲野　秀樹　　尾上　隆司 
谷山　清己

Mycoplasma hominis による産婦人科領
域術後感染症の 3 例

第 46 回中国四国支部医学検査学
会

2013.11.9 広島市

中川　智博　　河野　亜衣 
宮崎　純子　　宇田川　学 
仲野　秀樹

マダニによって媒介された重症熱性血小
板減少症候群の 1 症例

第 46 回中国四国支部医学検査学
会

2013.11.9 広島市

山田　恭平＊ 　宮崎　純子 
上田　信恵＊ 　小池　隆夫＊  
中村　秀志＊ 　藤原　　仁＊

特徴的な頚動脈血流速波形パターンを呈
した若年低心機能例の 1 例

第 66 回広島医学会総会 2013.11.10 広島市

遠藤　竜也　　山本　尚江 
山本　政子　　髙松　理央 
槙田　香子　　日浦　未幸 
平井　克尚　　平原智恵美 
仲野　秀樹　　尾上　隆司 
谷山　清己　　仲村　輝也

人工弁置換術後に大動脈基部後方にエコー
フリースペースを認めた1 症例

第 15 回超音波検査学会地方会 2013.12.1 岡山市

遠藤　竜也　　仲村　輝也　
関谷　直純　　高松　理央　
槙田　香子　　日浦　未幸　
平井　克典　　平原智恵美　
仲野　秀樹　　尾上　隆司　
谷山　清己

感染性心内膜炎術後に僧房弁大動脈弁間
線維結合部に仮性瘤を形成し左房内に穿
破を来した 1 症例

第 52 回広島循環器病研究会 2013.12.7 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

西村　俊直　　田中　美帆 
坂根　潤一　　田中　正純 
戸田　　環　　齋藤　彰久 
倉岡　和矢　　藤本貴美子 
宇田川　学　　辰島　純二 
松尾　俊宏　　谷山　清己

腹壁に発生した多形型横紋筋肉腫の 1 例 第 38 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第 54 回広島細胞診学会）

2013.2.2 広島市

齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
松尾　俊宏　　谷山　清己

左下腹部腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 110 回スライドカンファレ
ンス）

2013.2.16 広島市

田中　美帆　　中川裕可里
坂根　潤一　　西村　俊直
田中　正純　　辰島　純二
齋藤　彰久　　倉岡　和矢
尾上　隆司　　谷山　清己

チャレンジ〜踏み出そう、その一歩〜国
際学会に参加して 
開催地区要望企画（海外発表体験談）

第 30 回広島県医学検査学会 2013.3.9 呉市

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
齋藤　彰久　　倉岡　和矢
尾上　隆司　　谷山　清己

FA 曝露対策による作業環境の向上〜よ
り安全な病理作業場を目指して〜

第 30 回広島県医学検査学会 2013.3.9 呉市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久
松尾　俊宏　　谷山　清己

指骨腫瘤 第 59 回広島病理集談会 2013.3.16 広島市

西村　俊直 膵腫瘤捺印細胞診の 1 例 第 158 回広島細胞診研究会 2013.3.24 広島市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久　
田中　美帆　　下久保佳美　
下畦　幹枝　　児玉　陽子　
田中　正純　　西村　俊直　
高橋　寛敏　　森井　奈央　
山城　大泰　　谷山　清己

Spiral array と自動画像解析ソフトによ
る乳癌マーカー検索

第 104 回広島がん治療研究会 2013.3.30 広島市

田中　美帆　　中川裕可里
坂根　潤一　　西村　俊直
田中　正純　　辰島　純二

免疫染色自動画像解析を用いた内部精度
管理の検討　第 2 報

第 62 回日本医学検査学会 2013.5.18 高松市

病理診断科
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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
齋藤　彰久　　倉岡　和矢
山下　芳典　　谷山　清己

横隔膜転移を認めた胸腺原発非定型カル
チノイドの 1 例

第 54 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2013.6.1 東京都

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　　齋藤　彰久 
倉岡　和矢　　谷山　清己

Liqui-PREP を用いた非婦人科領域液状
化細胞診（LBC）の検討

第 54 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2013.6.1 東京都

坂根　潤一 HER2 IQFISH-HER2 検査の迅速化を可
能に

第 54 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2013.6.2 東京都

齋藤　彰久　　小林　孝子 
坂根　潤一　　西村　俊直 
戸田　　環　　田中　美帆 
田中　正純　　倉岡　和矢 
元井　　信　　谷山　清己

子宮頸部細胞診における ASC-US −従
来法と液状検体法の比較−

第 54 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2013.6.2 東京都

齋藤　彰久　　倉岡　和矢
坂根　潤一　　谷山　清己

スパイラルアレイを用いた乳癌組織免疫
染色の検討

第 102 回日本病理学会総会 2013.6.6 札幌市

坂根　潤一　　谷山　清己
安本　和明　　浦岡　直礼
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３報）

第 102 回日本病理学会総会 2013.6.6 札幌市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久 
坂根　潤一　　谷山　清己

廃液処理装置 FP-30 導入によるホルマリ
ン曝露低減効果

第 102 回日本病理学会総会 2013.6.7 札幌市

齋藤　彰久　　倉岡　和矢　
松尾　俊宏　　谷山　清己

左大腿軟部腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 111 回スライドカンファレ
ンス）

2013.6.22 松江市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久 
高橋　寛敏　　森井　奈央 
山城　大泰　　谷山　清己

Spiral array と自動画像解析ソフトによ
る乳癌マーカーの免疫組織化学的解析

第 21 回日本乳癌学会学術総会 2013.6.28 浜松市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久 
谷山　清己　　桑井　寿雄 
水本　　健　　飯尾　澄夫

胃病変　（Inflammatory myofibroblastic 
tumor of the stomach）

第 60 回広島病理集談会 2013.7.27 広島市

安村奈緒子　　中川裕可里
田中　美帆　　坂根　潤一
西村　俊直　　宇田川　学
齋藤　彰久　　倉岡　和矢
濱田　宜和　　谷山　清己

大腿部に発生した多形型脂肪肉腫の 1 例 第 28 回日本臨床細胞学会中国四
国連合会学術集会

2013.8.3 広島市

西村　俊直　　坂根　潤一
田中　美帆　　安村奈緒子
戸田　　環　　宇田川　学
齋藤　彰久　　倉岡　和矢
谷山　清己

乳腺穿刺吸引細胞診における液状検体細
胞診（Liqui-PREP）の有用性

第 28 回日本臨床細胞学会中国四
国連合会学術集会

2013.8.4 広島市

倉岡　和矢　　斉藤　彰久 
坂根　潤一　　山城　大泰 
谷山　清己　　

新しい迅速 FISH 法による乳癌 HER2 遺
伝子検索

第 105 回広島がん治療研究会 2013.9.28 広島市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久
坂根　潤一　　谷山　清己

HER2gene copy status in breast 
carcinoma with instant high quality 
fluorescein in situ hybridization

第 72 回日本癌学会学術総会 2013.10.3 横浜市

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

子宮頸癌スクリーニング検体（LBC 法）
における DLX4 遺伝子抑制と検出

第 72 回日本癌学会学術総会 2013.10.3 横浜市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久
坂根　潤一　　谷山　清己

IQFISH を用いた乳癌の HER2 遺伝子検
索

第 72 回日本癌学会学術総会 2013.10.5 横浜市

齋藤　彰久　　坂根　潤一　
倉岡　和矢　　谷山　清己

スパイラルアレイを用いた乳がん組織免
疫染色の検討

第 72 回日本癌学会学術総会 2013.10.5 横浜市

倉岡　和矢　　安村奈緒子 
中川裕可里　　田中　美帆 
坂根　潤一　　西村　俊直 
齋藤　彰久　　戸田　　環 
谷山　清己

当院における膵・副腎ＥＶＳ - ＦＮＡ迅
速細胞診の検討

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大
会

2013.11.2 大阪市
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坂根　潤一　　中川裕可里 
安村奈緒子　　田中　美帆 
西村　俊直　　宇田川　学 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

子宮頸部病変進行における DNA メチル
化異常の検討

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大
会

2013.11.2 大阪市

中川裕可里　　安村奈緒子 
田中　美帆　　坂根　潤一 
西村　俊直　　宇田川　学 
齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

小腸原発の類上皮型 Gastrointestinal 
stromal tumor（GIST）の 1 例

第 52 回日本臨床細胞学会秋期大
会

2013.11.2 大阪市

齋藤　彰久　　倉岡　和矢　 
安村奈緒子　　中川裕可里　
田中　美帆　　坂根　潤一　 
西村　俊直　　谷山　清己

乳がん組織免疫染色評価に対するスパイ
ラルアレイの有用性検討

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

田中　美帆　　安村奈緒子
中川裕可里　　坂根　潤一
西村　俊直　　宇田川　学
仲野　秀樹

培養細胞株を用いた乳癌免疫組織化学染
色内部精度管理の検討

第 46 回中国四国支部医学検査学
会

2013.11.9 広島市

中川裕可里　　安村奈緒子
田中　美帆　　坂根　潤一
西村　俊直　　宇田川　学
仲野　秀樹

乳癌における HER2- 迅速 FISH 法を用
いた検討

第 46 回中国四国支部医学検査学
会

2013.11.9 広島市

西村　俊直　　安村奈緒子
中川裕可里　　田中　美帆
坂根　潤一　　宇田川　学
仲野　秀樹

ホルマリン曝露低減化に向けての取り組
み〜廃液処理システム導入によるホルマ
リン曝露低減効果の検証〜

第 46 回中国四国支部医学検査学
会

2013.11.9 広島市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久　 
坂根　潤一　　谷山　清己

多系統萎縮症患者に発生した胃炎症性筋
線維芽細胞性腫瘍の１解剖例

第 59 回日本病理学会秋期特別総
会

2013.11.21 甲府市

齋藤　彰久　　倉岡　和矢 
谷山　清己

タミフルが投与にも関わらず急激な経過
をたどり、インフルエンザ肺炎にて死亡
した 1 剖検例

第 59 回日本病理学会秋期特別総
会

2013.11.21 甲府市

齋藤　彰久　　倉岡　和矢
多田　　誠　　平川　治男
谷山　清己

頚部リンパ節腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会 （第 112 回スライドカンファレ
ンス）

2013.12.7 岡山市

倉岡　和矢　　齋藤　彰久
佐々木　晃　　澤崎　　隆
水之江知哉　　谷山　清己

右卵巣病変 第 61 回広島病理集談会 2013.12.21 広島市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

井上　美佳　　南本　裕介 
大河内友美　　井手　　孝 
白野　容子　  

“今日からできる！”を目指した糖尿病
教室　開催に向けた取り組み　第 2 報

第 9 回栄養研究学会 2013.1.26 岡山市

井手　　孝　　富井　三恵 
石長孝二郎 

疾病と健康食品のパンフレット作成の試
み

第 9 回栄養研究学会 2013.1.26 岡山市

南本　裕介　　大河内友美 
白野　容子　　半田　良憲 
中尾　淳一　　高濱　みほ 
槙田　香子　　高松　理央 
原田　洋明　　山下　芳典　

周術期の包括的呼吸リハビリテーション
における栄養士の外来での取組み

第 23 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2013.10.10  東京都

演者 演題名 学会名 発表日 場所

谷山　清己　　齋藤　彰久 
倉岡　和矢

病理外来とがん患者カウンセリングの併
用はがん患者の心を救う

第 102 回日本病理学会総会 2013.6.7 札幌市

谷山　清己 ヴァーチャル顕微鏡を用いた日常病理診
断

第 12 回日本テレパソロジー・バー
チャルマイクロスコピー研究会総
会

2013.9.22 東京都

谷山　清己　　倉岡　和矢 
齋藤　彰久　　坂根　潤一 
竹原　和宏

子宮頸部における異型重層扁平上皮と
HPV 感染

第 72 回日本癌学会学術総会 2013.10.3 横浜市

栄養管理室

臨床研究部
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石田　克成　　桃木　美弥 
案田　政男　　長崎　真琴 
小林　正幸　　谷山　清己 
荒木亜寿香　　並河　　徹

液状材料を用いた子宮頸部扁平上皮病変
における p16,p21 免疫染色による診断と
予後の評価

第 52 回日本臨床細胞学会（秋期
大会）

2013.11.2 大阪市

石本　昌子　　福田由美子 
山下　　葵　　羽原　利幸 
園田　　宏　　西村　俊直 
戸田　　環　　谷山　清己

液状検体法（ThinPrep 法）における細
胞数と GAA 処理について

第 52 回日本臨床細胞学会（秋期
大会）

2013.11.2 大阪市

山下　　葵　　河野真由美 
矢口　裕子　　渡辺　昌三
金子　　英　　田中　広美
大野　絵美　　枡本　　健 
田中　　幸　　藤井　　槙
永田　拓生　　西阪　　隆
井藤　久雄　　谷山　清己

腹水中に見られた子宮内膜細胞の検討 第 52 回日本臨床細胞学会（秋期
大会）

2013.11.3 大阪市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

實森　直美　　砂田　祥司 
柴崎　千代　　畑中　信良 
清水　洋祐　　板垣　　圭 
小川　喜通　　國冨　留美 
木本志津江

緩和ケアチームに関する意識調査
職種別に求めるものとは

第 18 回日本緩和医療学会学術大
会

2013.6.21 横浜市

森下　早苗　　南本　裕介 
小谷　智美　　黒田　征加 
斉藤　幸枝　　高橋　雄介 
寺岡　千鳥　　鳥居　　剛

ある海辺の病院 NST カンファレンス 
「経口摂取に苦労した胃がん術後の症例」

第 19 回 NST を本音で語る会 
〜静脈栄養か？経腸栄養か！〜

2013.8.25 廿日市市

早見　裕子　　酒井　晶子 
奥田真由美　　村松真千子＊

家族が望む遺族ケアー遺族会に参加しな
い遺族に視点を向けて

第 20 回日本家族看護学会学術集
会

2013.8.31 静岡市

石田　由宇　　井川　和恵 
平川マツミ　　栗原　広子 
折出　君江　　田中未奈美 
森下　早苗

NICU に入院中の新生児を持つ母親の母
性意識と搾乳状況の関連について−初産
婦と経産婦の違いに焦点をあてて−

第 44 回日本看護学会学術集会　
小児看護

2013.9.12 宇都宮市

鳥越　香衣　　江坂　由美 
込山　智香　　安藤　麻美 
萬谷友加里　　河本　敦子 
明野　恵子

物理的環境整備に対する個人特性と実際
の行動との関連について

第 9 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2013.9.14 広島市

山口　美端　　末永　佑香 
伊場田　絢　　山村友貴江 
冨中　香那　　森本麻依子 
藤田　博子

医師と看護師に対する疼痛表現に相違の
ある肺がん患者の背景要因

第 9 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2013.9.14 広島市

盛中　早紀　　小林絵梨香 
中村美由樹　　平光　　恵 
稲田真由美

日常業務におけるディスポーザブルエプ
ロン着用を妨げる要因について−着用で
きなかった場面のエピソードに着目して
−

第 9 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2013.9.14 広島市

西山　直見　　木原　由美 
古谷　美穂　　秋山　麻里 
丸口　　忍　　石谷　梶栄

検査による絶飲食患者の緑茶と水を用い
た含嗽の影響の違い

第 9 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2013.9.14 広島市

室　　道子　　下村　瑛子 
三嶋　未希　　岡田　ゆか 
池口　優子　　原田　年子

呼吸器外科手術後患者の抱く術後イメー
ジ変化及び看護師の認識変化−術後 1 日
目の離床を促すためのパンフレットを活
用−

第 9 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2013.9.14 広島市

此本　圭佑　　平谷　文乃 
吉川ますみ　　永田　朋恵 
平岡　正史　　小阪　美鶴

急性期病院における男性看護師の職務満
足度調査

第 9 回中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会

2013.9.14 広島市

榊原　智幸　　宮口　瑞希 
樽山　博美　　岡崎　真美 
北江　慈子　　大西奈津紀 
石井　一枝

社会人経験のある新人看護師が体験した
リアリティショックを克服できた要因

第 44 回日本看護学会学術集会　
看護管理

2013.9.20 大阪市

中西　貴子　　小杉　恭子 
吉川　幸伸

がん患者カウンセリングにおける介入時
期の検討−満足度調査から見えてきたこ
と−

第 51 回日本癌治療学会学術集会 2013.10.25 京都市

看護部
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岡田　優子　　梶梅佐代子 
谷口　貴子　　亀田　慶太 
木本志津江　　小川　喜通 
木場　崇剛

末梢血管からのオキサリプラチン投与の
際に出現する血管痛に対する呉医療セン
ター・中国がんセンターでの新たな対策

第 51 回日本癌治療学会学術集会 2013.10.26 京都市

三堂　美香　　井手岡　愛 
鎌田　沙織　　藤本　利恵 
井川　和恵　　下村　瑛子 
京面　朋恵　　井口　善晃 
稲垣　恵子　　吉川　幸伸

クリニカルパス使用率 UP を目指した取
り組み−委員会が中心となって発信した
学習会−

第 14 回日本クリニカルパス学会
学術集会

2013.11.1 盛岡市

槌川美佐子　　柳生　睦美　
中本　麻弥　　谷岡　　香　
和気　敬子　

外来患者の検査時の不安や苦痛の軽減に
必要な援助　〜プロセスレコードを分析
して〜

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

原田　　幸　　川辺美沙子　
山村　珠美　　屋形ひろ美　
菅　　絢子　　堀　　純子　
北江　慈子　　中村美由樹　
合田治英子

子宮全摘術を受けた患者への退院指導の
現状と課題　−性生活指導の充実を試み
て−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

末岡　知絵　　安藤　麻美　
奥村　知恵　　鎌田　沙織　 
明野　恵子　　櫻　　佳子　
川本　俊治

慢性心不全手帳を使った患者指導効果に
ついて

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

中山　　彩　　竹内由季子　
杉本　　正　　川島美由紀　 
稲垣　恵子

急性期病院のワーク・ライフ・バランス
の現状と課題　−勤続 4 年目以上の既婚
看護師に焦点をあてて−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

三好真奈美　　岡本　智恵　
高野　美江　　宮首　春美　
山本智恵美

糖尿病患者の教育入院前後の意識の変化
　− PAID と面接結果を通して−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

石本　裕美　　井上磨優貢　
奥　　郁子　　山崎　和枝　
藤井　　彩

急性期病院に勤務する看護師の身体拘束
に対する認識 
−「身体拘束ゼロへの手引き」を用いて
−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

竹内　　亮　　正木　啓介　
清水　尚子　　大黒　　香　
片山　朋子

帝王切開術を受ける患者の羞恥心の意識
調査　−外回り看護師の性別の違いに注
目して−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

實森　直美　　畑中　信良 
吉川　幸伸　　清水　洋祐 
砂田　祥司　　小川　喜通　 
柴崎　千代　　奥田真由美 
青芝　映美　　上池　　渉

当院での緩和ケアチームの現状と外科医
のかかわり

第 75 回日本臨床外科学会総会 2013.11.22 名古屋市

末岡　知絵　　河本　敦子 
櫻　　佳子　　瀬川　貴嗣 
冠野昂太郎　　松田　守弘 
田村　　律　　川本　俊治

慢性心不全手帳を使った患者指導につい
て

第 17 回日本心不全学会 2013.11.30 大宮市

栗原　広子　　井川　和恵
平川マツミ　　森下　早苗

18 トリソミー児をもつ両親の意思決定
支援− NICU と産科が協働した一例−

第 23 回日本新生児看護学会学術
集会

2013.12.1 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

大柳　　薫＊ 　三島眞由美　
片岡　睦子　　入江　和子＊

伴藤　典子＊ 　橋本　笑子＊

中国四国地区の国立病院機構及び国立療
養所附属看護学校における職場内研修の
実態

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

常石　光美 臨地実習において看護学生が体験した暴
言・暴力の実態　− A 看護師養成所の
学生の体験の認識−

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

演者 演題名 学会名 発表日 場所

河野　由佳　　岡本　尚子　
片岡　伸晴　　川本　俊治 
戸田　秀敏

かかりつけ医と病院間の問題に対する地
域連携室の業務改善について

第 15 回日本医療マネジメント学
会学術総会

2013.6.14 盛岡市

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

大腸 EMR 新規パス導入における在院日
数及び包括点数と出来高点数差額の変化
に関する解析

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

看護学校

事務部
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西村　千絵 ＤＰＣにて前立腺がん生検症例での出来
高包括差額発生要因の検証

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

野村　猛世　　青芝　映美　
高野　弘嗣　　寺岡　千鳥　
石原　弘志　　寺尾　秀二　

挨拶励行の取り組みに対する評価 第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

松古冨美子　　川本　俊治　
清水　直美　　荒本　朋子　 
井上　有香　　土井　望美　
奥　ひとみ　　高山真紀子

医師事務作業補助者によるサマリー作成
支援業務のスキルアップフローを作成し
て

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

大石　　愛　　小田　順子
山本　華寿　　河野　由佳　
姫野　　敬　　岡本　尚子
山崎　貴元

病院ボランティア登録更新制度の導入
（高齢活動者の健康状態と患者への配慮
の面から）

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

小田　順子　　大石　　愛　
山本　華寿　　河野　由佳　
山崎　貴元　　姫野　　敬　
岡本　尚子

活動マニュアルを手にとって（病院ボラ
ンティアが真のパートナーになるため
に）

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

甲斐　亜弥子 ALS 患者への意思伝達装置導入に関す
る連携

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

河野　由佳　　中川由美子　
折本　陽一　　岡本　尚子　
寺岡　千鳥　　川本　俊治

退院支援カンファレンスを行った患者の
再入院調査

第 67 回国立病院総合医学会 2013.11.8 金沢市

重松　研二 内視鏡部門システムを活用した部門画像
診断レポート統合化への取り組み

第 33 回医療情報学連合大会 2013.11.20 神戸市
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国際学会発表

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Icchou K
Oki K
Taniyama K
Sugita T
Kamiike W

Current Trends of 
Diabetes Treatment at 
Kure Medical Center/
Chugoku Cancer Center

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

2013.1.30 Bangkok, 
Thailand

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Kiba T
Hosokawa A
Ogagwa Y
Kozawa K

Vascular pain in the 
patients administered 
gemcitabine is relieved 
by coadministration of 5% 
glucose solution

The 23rd Conference of the Asian 
Pacific Association for the Study of 
the Liver

2013.6.6 Suntec city,
Singapore

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Yamaguchi T
Yamaguchi A
Kuwai T

The management of 
gastric lesions diagnosed 
as adenomas by endoscopic 
biopsy.

The 21st UEGW（United European 
Gastroenterology Week）

2013.10.12 Berlin, Germany

Hiyama Y
Yamaguchi A
Kuwai T

Predictive laboratory 
factors of early death after 
percutaneous endoscpic 
gastrostomy.

The 21st UEGW（United European 
Gastroenterology Week）

2013.10.12 Berlin, Germany

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

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

Incremental value of 
circulating adiponectin 
levels in predicting 
the extent of coronary 
atherosclerosis assessed 
by computed tomography 
angiography

The 81st EAS　Congress
（European Atherosclerosis Society）

2013.6.2 Lyon, France

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

Determinants of 
circulating oxidized LDL 
level in statin-treated 
diabetes patients with 
coronary artery diseases; 
significance of serum 
triglycerides and underuse 
of metformin

The 18th Annual Scientific Meeting 
of the International Society of 
Cardiovascular Pharmacotherapy

（ISCP）

2013.6.28 Rome, Italy

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Takebayashi M Antidepressants act 
directly on astrocytes: 
role of neurotrophic factor 
expression

The 11th World Congress of 
Biological Psychiatry

2013.6.23 Kyoto, Japan

Shibasaki C
Abe H
Kajitani N
Okada MT
Hisaoka KN
Takebayashi M

Serum levels of MMPs and 
TIMPs in mood disorders 
and schizophrenia:a pilot 
study.

The 43rd Annual Meeting of Society 
for Neuroscience

2013.11.10 San Diego, U.S.A.

内分泌・糖尿病内科

腫瘍内科

消化器内科

循環器内科

精神科
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Boku S
Hisaoka-Nakashima K
Nakagawa S
Kato A
Kajitani N
Inoue T
Kusumi M
Takebayashi M

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

The 43rd Annual Meeting of Society 
for Neuroscience

2013.11.10 San Diego, U.S.A.

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Hara K
Tajima G
Miyagawa
Taniyama K
Sugita T
Kamiike W

Functional analysis of 
mutant MCAD protein 
found in Japan.

QSNICH（Queen Sirikit National 
Institute of Child Health）　Annual 
Pediatric Meeting 2013

2013.6.26 Bangkok, 
Thailand

Hara K Difficulties in newborn 
screening of carnitine 
palmitoyltransferase-2 
deficiency scheduled on 
5th day after birth

ICIEM2013 
The 12th International Congress of 
Inborn Errors of Metabolism

2013.9.3 Barcelona,Spain

Hara K An infantile case of 
vitamin B12-responsive 
methylmalonic acidlemia 
missed in newborn 
screening and diagnosed 
after presenting metabolic 
crisis

ICIEM2013 
The 12th International Congress of 
Inborn Errors of Metabolism

2013.9.3 Barcelona,Spain

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Tanemura M
Miyoshi E*
Tanida T*
Nagano H*
Eguchi H*
Furukawa K*
Nonaka Y*
Akita H*
Hama N*
Wada H*
Kawamoto K*
Kobayashi S*
Taniyama K
Kamiike W
Mori M*
Doki Y*

Significant protection 
against gemcitabine-
resistant pancreatic cancer 
cells with tumor lysate 
vaccine, expressing α-gal 
epitopes

AACR（American Association for 
Cancer Research）
Annual Meeting 2013

2013.4.6 Washington.DC,
U.S.A.

Kamiike W Good relationship between 
NHOKMCCCC and 
QSNICH

QSNICH（Queen Sirikit National 
Institute of Child Health）　Annual 
Pediatric Meeting 2013

2013.6.26 Bangkok, Thailand

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Masuda N*
Yamashiro H
Iwata H*
Nishimura R*
Sato N*
Kamio T*
Saito T*
Lee T*
Yasuno S*
Toi M*

Cohort study evaluation 
trastuzumab in HER2 
positive early breast 
cancer in Japan; JBCRG-
CO1

The 13th St. Gallen International 
Breast Cancer Conference 2013

2013.3.13 St.Gallen, 
Switzerland

小児科

外　科

乳腺外科
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Yamamoto N*
Yamashiro H
Iwata H*
Masuda N*
Ohtani S*
Takahashi M*
Yamazaki K*
Kato M*
Ohno S*
Kuroi K*
Yamagami K*
Morimoto T*
Hasegawa Y*
Takano T*
Shigematsu H:
Hosoda M*
Abe H*
Morita S*
Yasuno S*
Toi M*

Safety of trastuzumab in 
HER2 positive primary 
breast cancer in Japan; 
Initial safety report for the 
large scale cohort study 

（JBCRG C-01）

ASCO（American Society of 
Clinical Oncology） Annual Meeting 
2013

2013.5.31 Chicago, U.S.A.

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Hamasaki T Radiation exposure in 
orthopaedic residency

The 60th Continuing Orthopaedic 
Education

2013.6.19 Bali, Indonesia

Hamasaki T
Hutton WC
Hamada N
Sugita T

Biomechanical assessment 
of minimally invasive 
decompression for lumbar 
spinal canal stenosis- A 
cadaver study

The 13th Annual Meeting of the 
PASMISS（Pacific Asian Society of 
Minimally Invasive Spine Surgery）

2013.8.1 Miyazaki, Japan

Hamada N Rheumatoid forefoot 
reconstruction

The 1st Conbined Meeting 
UDAYANA, KURE and ASA-CITY 
ORTHOPAEDIC CONFERENCE

2013.12.4 Bali, Indonesia

Ogawa A Conservative treatment 
with weekly teriparatide 
for the Anderson type II 
odontoid fracture in an 
elderly patient A case 
report.

The 1st Conbined Meeting 
UDAYANA, KURE and ASA-CITY 
ORTHOPAEDIC CONFERENCE

2013.12.4 Bali, Indonesia

Izuta Y Total knee arthroplasty in 
KURE joint replacement 
centre

The 1st Conbined Meeting 
UDAYANA, KURE and ASA-CITY 
ORTHOPAEDIC CONFERENCE

2013.12.4 Bali, Indonesia

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Michihiro H
Nakao J
Yamasaki M
Yasumoto M
Yamashita Y
Harada H
Taniyama K
Sugita T
Kamiike W

Role of Rehabilitation 
Staff in Comprehensive 
Preoperative Pulmonary 
Rehabilitation

The 24th Rajavithi Annual 
Academic Meeting Equilibrium of 
Life Declines the DM

2013.1.30 Bangkok,Thailand

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Ohba S Treatment of cerebral 
aneurysms by coiling, 
clipping and making 
collateral circulation-Do 
and don’t do: Pitfall on 
endovascular treatment-

Annual Scientific Meeting and 
Workshops of the Indonesian 
Society of Neurological Surgeon

2013.9.27 Surakarta, 
Indonesia

Ohba S Endovascular 
Management of Aneurysm

Endovascular Workshop in The 
18th Annual Scientific Meeting of 
Indonesian Society of Neurosurgical 
Surgeons

2013.9.27 Solo, Indonesia

Ohba S Do and Don’t Do: Pitfall 
On Neuro Endovascular 
Technic

The 18th Annual Scientific 
Meeting of Indonesian Society of 
Neurosurgical Surgeons

2013.9.28 Solo, Indonesia

整形外科

リハビリテーション科

脳神経外科
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演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Yamashita Y
Harada H
Tsubokawa N
Nakao J
Michihiro H
Ohkawachi T
Taniiyama K
Sugita T
Kamiike W

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

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

2013.1.30 Bangkok, 
Thailand

Yamashita Y
Mukaida H
Harada H 
Tsubokawa N

Prospective cohort study 
of two types of VATS 
lobectomy for clinilacl 
T1N0 lung cancer with 
special

ASCVTS（Asian Society for 
Cardiovascular and Thoracic 
Surgery） 2013

2013.4.6 Kobe Japan

Harada H
Yamashita Y
Tubokawa N

Advanced enhanced 
recovery after surgery 

（ERAS） protocol 
inclludes preoperative 
comprehensive 
pulmonary rehabilitation 
and exceedingly early 
ambulation/feeding in 
addition to the standard 
ERAS protocol for lung 
cancer patients

ISW 2013 
（International Surgical Week）

2013.8.25 Helsinki, Finland

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Samura O
Mizunoe T
Kunishima S*

Case report of a pregnant 
woman with inherited 
thrombocytopenia 
associated with MYH9 
mutation

ASHG（The 63rd American 
Society of Human Genetics）

2013.10.22 Boston, U.S.A

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Nakamura Y*
Toyota N
Date S*
Kaichi Y*
Honda Y*
Awai K*

Diagnostic accuracy of the 
placenta accreta by non-
contrast enhanced MR 
imaging

RSNA（Radiological Society of 
North America）

2013.12.1 Chicago, U.S.A.

Nishiki M
Honda Y*
Toyota N
Nakamura Y*
Date S*
Awai K*

The differential diagnosis 
of perirenal space tumors 
requires integration of 
imaging and clinical 
findings: a systematic 
three-step approach

RSNA（Radiological Society of 
North America）

2013.12.1 Chicago, U.S.A.

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Yamamoto M
Itou T
Okikawa K
Kido M
Kimura A

Intensity-modulated 
radiation therapy（IMRT） 
for total body irradiation

（TBI）: A dosimetric 
comparison

The 2nd ESTRO forum
（European SocieTy for Radiotherapy 
& Oncology）

2013.4.19 Geneva, 
Switzerland

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Ichikawa S
Hara K
Hirakawa H
Taniyama K
Moriwaki K
Sugita T
Kamiike W

Two weeks hyperbaric 
oxygen therapy for 
sudden deafness

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

2013.1.30 Bangkok, 
Thailand

呼吸器外科

産婦人科

放射線診断科

放射線腫瘍科

ME管理室
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演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Tatsushima J
Taniyama K
Nishimura T
Tominaga H

Peritoneal Lavage 
Cytology in the Pouch 
of Douglas for Colorectal 
Cancer Patients

The 20th Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2013.1.17 Bangkok,Thailand

Fujimoto K
Shitaune M
Shigeta M
Tanaka  M
Sakane J
Nishimura T
Tanaka M
Saito A
Kuraoka K
Taniyama K

Combinatorial Detection of 
Urinary Tract Cancer in 
Voided Urine by Cytology, 
NMP22, and Urovysion 
Fish Test

The 18th International Congress of 
Cytology

2013.5.27 Paris, France

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Taniyama D
Taniyama K
Nakano K
Yoshikawa Y
Sugita T
Kamiike W

Pancreatic Endocrine 
Tumor; a case report

The 20th Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2013.1.17 Bangkok, 
Thailand

Yuasa K
Taniyama K
Kuraoka K
Saito A
Sugita T
Kamiike W

Myxofibrosarcoma of the 
right thigh

The 20th Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2013.1.17 Bangkok, 
Thailand

Taniyama K Cytological Features 
of ASC-US in The 
Conventional Papanicolaou 
Smears and Liquid-Based 
Thinprep Specimens

The 20th Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2013.1.17 Bangkok, 
Thailand

Taniyama K Comparison of atypical 
squamous cells between 
the conventional 
Papanicoloau smearsand 
liquid-based ThinPrep 
specimens and Human 
Papilloma Virus 
Prevalence in Japan

The 18th International Congress of 
Cytology

2013.5.27 Paris, France

Taniyama D
Taniyama K
Nakano K
Yoshikawa Y 
Yamashita Y
Kamiike W

Neuroendocrine carcinoma 
of the pancreas; a case 
report

The 8th Asia Pacific IAP Congress 2013.9.5 Busan, Korea

Tahara M
Taniyama K
Kuraoka K
Saito A
Tanaka M
Sakane J
Toda T
Nishimura T
Samura O
Shigeta M

Two cases report of 
paraganglioma

The 8th Asia Pacific IAP Congress 2013.9.5 Busan, Korea

Kiyotoki K
Ego T
Ando S
Kato K
Mishima M
Kamiike W
Taniyama  K

Neuroendocrine 
Carcinoma of the 
Pancreas: An Autopsy 
Case Report

The 8th Asia Pacific IAP Congress 2013.9.5 Busan, Korea

臨床検査科

臨床研究部
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Omichi Y
Kanemoto Y
Yoshioka S
Kato K
Mishima M
Kamiike W
Taniyama K

Pleomorphic Liposarcoma: 
A Case Report

The 8th Asia Pacific IAP Congress 2013.9.5 Busan, Korea

Taniyama K Comparison of Thinprep 
Samples and Conventional 
Pap Smears for Uterine 
Cervix with Reference to 
HPV Prevalence

The 8th Asia Pacific IAP Congress 2013.9.7 Busan, Korea

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Tanaka M
Taniyama K
Kuraoka K
Saito A
Tanaka M
Sakane J
Toda T
Nishimura T
Samura O
Shigeta M

Two Cases Report of 
Paraganglioma

The 20th Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2013.1.17 Bangkok,Thailand

Nishimura T
Toda T
Tanaka M
Sakane J
Tanaka M
Tominaga H
Taniyama K

Lavage Cytology in the 
Pouch of Douglas is a 
Simple and Effective 
Method for Predicting 
Prognosis in Colorectal 
Carcinoma Patients

The 18th International Congress of 
Cytology

2013.5.27 Paris, France

Nakagawa Y 
Tanaka M
Sakane J
Nishimura T
Yasumura N
Utagawa M
Yoshikawa Y
Saito A
Kuraoka K
Taniyama K

Epithelioid Gastrointestinal 
Tumor of Small Intestine: 
A Case Report

The 8th Asia Pacific IAP Congress 2013.9.5 Busan, Korea

Saito A
Nishimura T
Yasumura N
Nakagawa Y
Tanaka M
Sakane J
Toda T
Kuraoka K
Nakano K
Taniyama K

Metastatic Poorly 
Differentiated 
Adenocarcinoma Cells 
That Were Positive for 
Thrombomodulin and 
Calretinin in Pleural 
Effusion: A Case Report

The 8th Asia Pacific IAP Congress 2013.9.5 Busan, Korea

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

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

Analysis for caregiver 
burden of stoma care 
using the Zerit Burden 
Interview method

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

2013.1.30 Bangkok, 
Thailand

Mukai R
Kobayashi N
Aoshiba T
Taniyama K
Sugita T
Kamiike W

Correct identification of 
patients-a campaign for 
success

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

2013.1.30 Bangkok, 
Thailand

病理診断科

看護部
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Ideoka A
Mizunoe T
Aoshiba T
Taniyama K
Sugita T
Kamiike W

Baby massage quell 
negative emotion in 
mothers towards their 
infants and postnatal 
depression

QSNICH（Queen Sirikit National 
Institute of Child Health）　Annual 
Pediatric Meeting 2013

2013.6.26 Bangkok, 
Thailand

演者名 演題名 学会名 発表日 場所

Takemaru N
Tsuneishi T
Hashimoto E
Mishima M
Kamiike W

Maternity nursing 
practice at Kure Medical 
Center/Chugoku Cancer 
Center

QSNICH（Queen Sirikit National 
Institute of Child Health）　Annual 
Pediatric Meeting 2013

2013.6.26 Bangkok, 
Thailand

看護学校

紫色の藤

十二単

病院内の万葉の小径にひっそりと咲いています。
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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

沖　　健司 簡単にできる外来インスリン導入 東広島地区インスリンセミナー 2013.2.8 東広島市

川下　芳雄　　一町　澄宜 
沖　　健司

血糖変動に対するインクレチン関連薬の有
効性

第 57 回呉内科会総会・学術講演会 2013.2.9 呉市

沖　　健司 当院におけるテネリア錠の使用経験 テネリア新発売講演会 in 呉 2013.3.8 呉市

沖　　健司 BOT の次の一手　〜 Basal plus の有効性
〜

呉 Diabetes Meeting 2013.3.9 呉市

一町　澄宜 当院における教育入院の実態 第 3 回呉糖尿病病診連携 2013.5.24 呉市

亀井　　望 糖尿病の病態理解に基づいた今後の病診連
携の可能性

音戸・倉橋地区インスリンセミナー 2013.6.14 呉市

亀井　　望 グラルギンと経口糖尿病薬の使用例 第 3 回インスリン治療戦略セミナー
　　　　

2013.7.12 広島市

亀井　　望 糖尿病の基本的な病態・治療と精神科疾患
との関わり

第 51 回賀茂東広島精神科医会学術
講演会　　

2013.8.30 東広島市

亀井　　望 糖尿病治療 UP TO DATE 糖尿病治療を語る会 2013.9.20 呉市

亀井　　望 微小血管障害予防の観点から Clinical Diabetes Conference in 呉 2013.9.26 呉市

亀井　　望 「糖尿病治療ガイド 2012-2013」HbA1c の
新目標値について

第 5 回メタボリックシンドロームを
中心とした生活習慣病予防のための
スキルアップ研究会

2013.10.23 呉市

亀井　　望 当院における持効性インスリンと GLP-1
薬の使用経験

第 2 回 KURE Diabetes Meeting 2013.10.30 呉市

亀井　　望 糖尿病治療薬 Up to date 呉市薬剤師会生涯教育研修会 2013.12.26 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

木戸　みき 多発性骨髄腫導入療法で、Bortezomib 抵
抗性になったら？

Meet The Expert in Hiroshima 2013.3.11 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

高橋　俊介 VAIVT における術者被曝線量低減 広島透析アクセス懇話会 2013.1.17 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

神原　智美 片側性の中脳梗塞によって垂直性注視麻痺
をきたした 1 例

第 5 回 Stroke Conference in KURE 2013.4.19 呉市

鳥居　　剛 転換治療の最新情報 佐伯地区医師会（能美地区）学術講
演会

2013.6.18 江田島市

鳥居　　剛 呉医療センターにおけるレキップ CR 使用
経験

レキップ CR 錠発売 1 周年記念講演
会

2013.9.28 広島市

鳥居　　剛 脳卒中の二次予防 CREST Meeting 2013.12.09 呉市

内分泌・糖尿病内科

血液内科

腎臓内科

神経内科
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

高野　弘嗣 肝がん医療ネットワークについて 平成 24 年度がん医療ネットワーク
説明会

2013.1.30 呉市

河野　博孝　 当院における新規肝癌の現況と治療について 第 256 回呉消化器病院研究会　 2013.6.25 呉市

河野　博孝　 沈黙の臓器からのメッセージ 肝臓がん予防講演会 2013.7.30 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

中野喜久雄 肺がん医療ネットワークについて 平成 24 年度がん医療ネットワーク
説明会

2013.1.30 呉市

中野喜久雄　　塩田雄太郎＊ 
風呂中　誠＊

この症例に対する BEST な化学療法は？ 呉肺がん化学療法シンポジウム 2013.6.28 呉市

中野喜久雄 終末期における化学療法の役割
−中止する時期はいつ？−

肺癌治療を考える会 2013.10.4 呉市

中野喜久雄 肺がん化学療法における緩和ケアチームの
必要性

薬剤師がん化学療法セミナー 2013.11.30 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

西本　織絵 症例検討 第 8 回広島肺高血圧症研究会 2013.2.27 広島市

冠野昂太郎 当院におけるトルバプタンの使用経験 急性心不全治療を考える会 in 呉 2013.5.17 呉市

川本　俊治 メタボリックシンドローム 第 6 回呉市市民ハートフォーラム 2013.5.18 呉市

川本　俊治 仮想化技術を使った病院情報システム統合
の取り組み

富士通フォーラム 2013 大阪 2013.8.28 大阪市

西本　織絵 クリニカルシナリオでみた心不全の 2 症例 心不全 Up-to-date in 呉 2013.9.27 呉市

川本　俊治 呉医療センターではどのようにして地域連
携パスを広げてきたか

冠動脈ケア講演会 in 田川 2013.10.22 田川市

川本　俊治 病院ＩＴ化セミナー：導入構築事例発表！ 九州ホスピタルショー「病院 IT 化
セミナー」

2013.11.13 福岡市

川本　俊治 心不全に対するチーム医療の取り組み 第 2 回県北循環器連携パス学術講演
会

2013.11.18 佐世保市

松田　守弘 動脈硬化性疾患予防ガイドライン（2012）
−スクリーニングのための診断基準と絶対
リスクについて−

呉市職員生活習慣病予防研修 2013.12.16 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

竹林　　実 気分障害の臨床と研究：最近の話題 第 44 回賀茂東広島精神科医会学術
講演会

2013.1.29 広島市

竹林　　実 双極性障害の診断と治療 広島県精神科病院協会薬剤師部会学
術大会

2013.2.17 広島市

竹林　　実 うつ病の治療継続の重要性とパロキセチン
CR 錠の役割

広島地区座談会 2013.3.5 広島市

竹林　　実 気分障害の臨床と研究について 気分障害治療勉強会 2013.3.7 広島市

永嶋　美幸 地域 ･ 病院における看護・心理両面からの
「ホスピスケアとは」

ホスピスケア　カウンセリング事例
検討講座

2013. 7 .21
2013. 8 .11
2013. 9 . 8
2013.10.13
2013.11.10
2013.12. 8

広島市

永嶋　美幸 スピリチュアルな辛さへの関わりについて 広島県緩和ケア認定看護師講演・事
例検討会

2013.12.14 広島市

消化器内科

呼吸器内科

循環器内科

精神科
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

宮河真一郎 アドバイザー Norditropin Marunouchi Advisory 
Board Meeting

2013.3.2 東京都

宮河真一郎 成長障害の治療について 山口地区低身長治療勉強会 2013.9.6 山口市

宮河真一郎 低身長とその治療について 小児難病相談支援事業 2013.9.27 廿日市市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

吉川　幸伸 胃がん・大腸がん医療ネットワークについ
て

平成 24 年度がん医療ネットワーク
説明会

2013.1.30 呉市

富永　春海 院内感染対策 第 30 回広島県医学検査学会 2013.3.9 呉市

清水　洋祐 左側大腸癌イレウス症例の周術期管理 第 1 回広島周術期フォーラム 2013.7.25 広島市

種村　匡弘 １型糖尿病に対する膵臓移植の遠隔成績と
再生医療を応用した次世代型糖尿病根治療
法の開発

第９回移植治療研究会 2013.8.31 京都市

上池　　渉 大規模医療機関における安全活動・同管理
活動−取り組みの現状と、さらなる発展の
ために我々が着手すべきこと

平成 25 年度医療事故・紛争対応研
究会

2013.10.26 岡山市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山城　大泰 JBCRG によるアバスチンのコホート試験
について

乳がん化学療法セミナー 2013.3.8 広島市

山城　大泰 JBCRG　C-05 試験のご紹介 第 18 回京都乳癌コンセンサス会議 2013.9.21 京都市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

泉田　泰典 人工膝関節について〜最新の治療法も含め
て〜

呉人工関節センター市民公開講座 2013.3.22 呉市

濱﨑　貴彦 56 歳女性　腰痛、両下肢痛 第６回 Developing Spine Surgeon 
Conference

2013.7.27 大阪市

濱﨑　貴彦 骨粗鬆症性椎体骨折に対するテリパラチド
投与による疼痛およびQOLの改善効果(第
２報）〜呉地区での取り組みについて〜

骨粗鬆症性椎体骨折の治療戦略〜薬
物療法と手術療法〜

2013.9.14 広島市

泉田　泰典 人工関節置換術の最新の治療法について 呉人工関節センター市民公開講座 2013.10.30 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

髙濱　みほ 呼吸リハビリテーションについて 第 3 回呼吸リハビリテーション講習
会

2013.7.6 呉市

山本　浩基 独居の心不全患者における自宅退院に影響
する因子

心不全 Up-to-date in 呉 2013.9.27 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

大庭　信二 Hybrid 時代の脳神経外科 第 95 回広島脳神経外科フォーラム 2013.1.22 広島市

大庭　信二 脳死下臓器移植を 2 例経験して 広島県臓器提供施設協議会 2013.9.12 広島市

伊藤　陽子 難治性慢性疼痛の治療〜脊髄刺激療法の有
効性〜

KURE　脊髄刺激療法研究会 2013.10.31 呉市

小児科

外　科

乳腺外科

整形外科

リハビリテーション科

脳神経外科
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山下　芳典 摂食・嚥下障害看護 日本赤十字広島看護大学認定看護課
程

2013.6.19 廿日市市

山下　芳典 摂食・嚥下障害看護 日本赤十字広島看護大学認定看護課
程

2013.6.26 廿日市市

山下　芳典 Bevacizumab 投与適確例の検討と最新の
知見

呉肺がん化学療法シンポジウム 2013.6.28 呉市

山下　芳典 QOL を高める臨床栄養管理 第 21 回広島口腔ケア研究会 2013.7.7 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

仲村　輝也 当院における MICS の変遷 第 21 回広島心血管手術手技研究会 2013.1.26 広島市

仲村　輝也 大動脈弁弁膜症に対する外科治療の現状 呉弁膜症研究会〜大動脈弁狭窄症　
聴診を見直そう！〜

2013.6.28 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

真田　聖子 高齢者の皮膚疾患 佐伯地区医師会能美地区学術講演会 2013.11.19 江田島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

繁田　正信 泌尿器腹腔鏡について 第 3 回佐賀県泌尿器腹腔鏡教育プロ
グラム

2013.4.14 神戸市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術 第 24 回鹿児島泌尿器科手術手技研
究会

2013.5.11 鹿児島市

繁田　正信 排尿障害の診断と治療 北広島泌尿器研究会 2013.6.10 広島市

繁田　正信 第 3 回　Videoclinic Seminar 2013.6.30

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除−限界を目指して− 第 6 回北里泌尿器科懇話会 2013.10.5 東京都

繁田　正信 神経温存 第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総会
イブニングセミナー

2013.11.7 名古屋市

繁田　正信 神経温存腹腔鏡下前立腺全摘除術 高知前立腺手術手技セミナー 2013.11.15 高知市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術〜その限界をめざし
て〜

Astrazeneca Urological TV Seminar 2013.12.6 大阪市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

山本　道法 トモセラピーをもちいた全身照射の初期経
験

TomoTherapy セミナー 2013 2013.2.2 東京都

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

水嶋　徳仁 放射線治療患者に対する IC の補助の取り
組み

呉がんチーム医療研究会 2013.1.26 呉市

遠藤　　崇 放射線治療装置トモセラピーの近況報告 呉がんチーム医療研究会 2013.1.26 呉市

古志　和信 トモセラピーをもちいた全身照射の初期経
験

TomoTherapy セミナー 2013 2013.2.2 東京都

石井　　直 撮影マニュアルの作成とその運用 第 115 回呉放射線技術研究会 2013.3.9 呉市

定岡　大祐 ５S+1S 推進プロジェクト 第 115 回呉放射線技術研究会 2013.3.9 呉市

呼吸器外科

心臓血管外科

皮膚科

泌尿器科

放射線腫瘍科

放射線技師部門
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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
る全身照射の初期体験

放射線技師のための多地点合同カ
ンファレンス

2013.5.17 呉市

田坂　　聡 放射線診療におけるリスクマネジメント 平成 25 年度中国四国ブロック内新
採用職員研修

2013.6.1 岡山市

姫野　　敬 これからの採用、人事異動、人材流出、そ
して人材育成をどう考えるか

平成 25 年度中国四国ブロック内診
療放射線技師スキルアップ研修会

（技師長・副技師長マネジメント研
修）

2013.6.8 呉市

山根　明哲　　遠藤　　崇 臨床実習学生の受け入れの現状について 第 119 回広島県放射線治療技術研究
会

2013.9.7 呉市

姫野　　敬 私達が取り組んできた人材育成−特に放射
線治療部門について−

平成 25 年度中国四国ブロック内診
療放射線技師スキルアップ研修会

（高精度放射線治療研修）

2013.11.30 松山市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

谷保　智美 当院における糖尿病への取り組み 第８回薬−薬連携勉強会 2013.1.10 呉市

小川　喜通 外来がん化学療法におけるチーム医療 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2013
ランチョンセミナー

2013.3.16 東京都

小川　弘太 当院における緩和医療について 第９回薬−薬連携勉強会 2013.3.28 呉市

市場　泰全 日本におけるバイオシミラーの導入と今後 薬理と治療座談会 2013.5.7 広島市

小川　喜通 呉医療センターにおけるRash Management
の取り組み

中外 e セミナー on Lung Cancer 2013.5.17 呉市

谷保　智美 当院における脳卒中の治療について 第 10 回薬−薬連携勉強会 2013.5.23 呉市

市場　泰全 これからのジェネリック医薬品とバイオシ
ミラーに望むこと

富山県薬剤師勉強会 2013.6.20 富山市

市場　泰全 がんセンターにおける薬剤管理 富山県薬剤師勉強会 2013.6.20 富山市

森貞　尚之 薬学部の実務事前実習の服薬指導 広島国際大学実務事前実習 2013.7.11 呉市

家岡　昌弘 薬学部の実務事前実習の服薬指導 広島国際大学実務事前実習 2013.7.12 呉市

亀田　慶太 当院における抗がん剤治療への関わり 第 11 回薬−薬連携勉強会 2013.7.25 呉市

小川　喜通 オピオイドスイッチングについて 第１回 呉緩和ケア研究会　 2013.7.30 呉市

野﨑　美紀 がん治療における薬剤師外来の有用性につ
いて

第 51 回中国四国地区国立病院薬剤
師会

2013.9.7 広島市

小川　喜通 チーム医療におけるお薬外来の役割 第 2 回がん薬物療法学術講演会 2013.9.17 福山市

谷保　智美 当院における糖尿病指導の実態について 糖尿病治療を語る会 2013.9.20 呉市

森貞　尚之 透析患者における薬剤の使い方 第 12 回薬−薬連携勉強会 2013.9.26 呉市

小川　喜通 質の高いチーム医療の推進と病院薬剤師に
期待されていること

第 12 回日本医療マネージメント学
会九州・山口連合大会

2013.10.12 下関市

小川　喜通 ① 医療従事者から見て、これから抗がん剤
を販売する GE メーカー MR が知ってお
くべき事

② これが、オンコロジー領域 MR の情報
提供だ！

③ワンタキソテールについて

光製薬社内研修会 2013.10.18 東京都

野﨑　美紀 大腸がんの術後補助療法 第 13 回薬−薬連携勉強会 2013.11.28 呉市

小川　弘太 当院におけるアクシデント・インシデント
事例

第 13 回薬−薬連携勉強会 2013.11.28 呉市

小川　喜通 外来がん化学療法における薬剤師のかかわ
り

香川県病院薬剤師会・香川県薬剤師
会 12 月度定例研修会

2013.12.19 高松市

薬剤科
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

平井　克典 頚動脈エコー　取り方のコツ〜血流の測定
〜

第 2 回呉頚動脈エコーハンズオンセ
ミナー

2013.2.28 呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

田中　美帆 細胞診部門（細胞診から提示） 平成 24 年度中国四国ブロック内臨
床検査技師実習技能研修Ⅰ

2013.1.19 岡山市

坂根　淳一 自動前処理装置（VP2000）を用いた乳癌
FISH 法検査の実際

Vysis FISH セミナー 2013 2013.11.1 大阪市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

白野　容子 栄養管理計画書作成の実際と栄養管理のポ
イントについて（入門編） 

平成 24 年度医療職域事業部研修会
　

2013.2.3 広島市

南本　裕介 事例発表「栄養管理計画書作成の実際と栄
養管理のポイント」   

平成 24 年度医療職域事業部研修会   
　

2013.2.3 広島市

白野　容子 試してニッコリ！　困ったときの食事の工
夫

がんサロン　　　       2013.3.8 呉市

大河内友美 人工呼吸管理中の栄養管理 第 5 回呼吸ケアオープンセミナー　 
　

2013.3.9  呉市

井手　　孝 チーム医療間のコミュニケーション；
TCSA

第 19 回 NST を本音で語る会 2013.6.29  広島市

大河内友美 人工呼吸管理中の栄養管理について 第 6 回呼吸ケアオープンセミナー　
　  

2013.7.6 呉市

大河内友美 半固形栄養剤について 第 20 回 NST を本音で語る会 2013.8.24 廿日市市

白野　容子 がん患者の栄養管理 平成 25 年度がん看護研究会 2013.11.14  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 2013.11.19 呉市

白野　容子 食事の不安や疑問、いつ聞くの？ 
今日でしょう！！

がんサロン 2013.12.13  呉市

井手　　孝 臨床栄養 独立行政法人国立病院機構呉医療セ
ンター附属看護学校

2013.10.31 
2013.11.14 
2013.11.21 
2013.11.28 
2013.12. 5  
2013.12.13 
2013.12.19

呉市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

谷山　清己 実践医療における医療過誤、医療監査と病
理外来

広島大学臨床実践学（医学部医学科
6 年）

2013.4.10 広島市

谷山　清己 病理診断業務は、楽しくて！大切！！ 広島大学医学部特別講義 2013.5.15 広島市

谷山　清己 液状細胞診標本のバーチャル化とデータ運
用

第 102 回日本病理学会総会 2013.6.8 札幌市

谷山　清己 乳がん患者の心を救う新たな医療−病理外
来とがん患者カウンセリング−

第 105 回広島がん治療研究会 2013.9.28 広島市

谷山　清己 病院で取り組む臨床研究のあり方 国立病院機構福山医療センター 
オープンカンファレンス 「地域医療
従事者研修会」

2013.11.1 福山市

臨床検査科

病理診断科

栄養管理室

臨床研究部
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演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

實森　直美 多職種協働による地域連携 第 10 回呉がんチーム医療研究会 2013.1.26 呉市

末岡　知絵 心不全患者手帳を使った患者指導について 急性心不全治療を考える会 in 呉 2013.5.17 呉市

青芝　映美 看護サービス提供論 平成 25 年度認定看護管理者ファー
ストレベル教育課程

2013.7.6 広島市

宮内　美沙　　梅木　成美 ⑴ いのちの大切さ、こころとからだの話、
家族愛、家族の絆

⑵看護の仕事について
⑶簡単な看護技術の体験

みんなで話そう - 看護の出前授業 2013.7.9 江田島市

有長　織恵 多職種チーム医療による肺切除後の超早期
離床・経口摂取開始の取り組み

広島 COPD 周術期チーム医療フォー
ラム

2013.8.10 広島市

小林　奈々 インシデント ･ 事故事例の分析・評価・活
用〜 RCA 分析を用いて〜

平成 25 年度医療安全管理者養成研
修

2013.9.14
2013.9.15

広島市

青芝　映美 経営管理論 平成 25 年度認定看護管理者サード
レベル教育課程

2013.9.15 広島市

末岡　知絵 慢性心不全患者手帳を使った患者指導効果 心不全 Up-to-date in 呉 2013.9.27 呉市

伴　はるか 急性心不全に対する NIV チェックリスト
の導入効果

心不全 Up-to-date in 呉 2013.9.27 呉市

藤井　　彩 いきいきと働くためのメンタルヘルスーう
つ病予防のためにー

広島県看護協会呉支部社会経済福祉
研修会

2013.10.5 呉市

青芝　映美 看護サービス提供論 平成 25 年度認定看護管理者ファー
ストレベル教育課程

2013.10.12 広島市

演者名 演題名 講演会名 年月日 開催地

松古冨美子 演習、解説、指導等 平成 25 年度院内がん登録実務初級
者研修

2013.7.9
2013.7.10

大阪市

甲斐亜弥子 アルコール依存症からの回復 ソーシャルワーカー向けアルコール
関連問題研修会

2013.7.13 広島市

看護部

事務部
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広報活動

出演者 放送局名 放送日時 番組名
青芝映美、小杉恭子 広島テレビ 2014.2.10 「テレビ派」看護師復職支援研修会

上池　渉 TSS 2014.3.9 スーパーニュース
がん講演会

井原泰士 NHK 広島放送局 2013.5.23 NHK 広島ニュース

谷山清己、中西貴子 TSS 2013.10.21 スーパーニュース 
乳がん検診の大切さを訴える

出演者 放送局名 放送日時 番組名
安本　正徳 広島 FM 2 月 4 日〜 7 日 Medical Q：坐骨神経痛

田中　浩二 広島 FM 5 月 20 日〜 23 日 Medical Q：妊娠中の口腔ケアについて

田中　浩二 広島 FM 8 月 26 日〜 29 日 Medical Q：スポーツと口腔ケアについて

田中　浩二 広島 FM 12 月 28 日〜 5 日 Medical Q：口臭について

大庭　信二 広島 FM 6 月 13 日〜 27 日 Medical Q：クモ膜下出血について

大庭　信二 広島 FM 10 月 21 日〜 24 日 Medical Q：認知症について

記事提供者 新聞社名 掲載日 テーマ

鳥居　　剛 讀賣新聞 2013.5.5 病院の実力　パーキンソン病　薬で抑制

上池　　渉 中国新聞 2013.5.12 18 歳未満少年　臓器提供　 
中国地方初　呉で脳死判定

上池　　渉 朝日新聞 2013.5.12 少年の臓器提供　18 歳未満 4 例目

上池　　渉 朝日新聞 2013.5.13 広島大病院での移植手術終わる　 
18 歳未満臓器提供

上池　　渉 中国新聞 2013.5.22 両手不自由な井原さん絵画展　呉医療センターで
50 点　温かなタッチ　患者の力に

山崎　貴元 中国新聞 2013.9.30 メディカルフェスタ 2013

竹林　　実 朝日新聞 2014.1.31 うつ病と痛み

上池　　渉 中国新聞 2014.3.4 病棟火災想定　患者守る訓練

筆者 雑誌名 掲載巻・号 タイトル 月刊・週刊

川本　俊治 余韻 2013.1　№ 130 < 病院だより >“楽しい職場とは？”

宮河真一郎 
平田　智美

小児科領域連携サポー
ト情報 [ コクア ] 

（ファイザー製薬）

2013.Vol.11 患者さんとの継続的な関わりから見えてくること

濱﨑　貴彦 Japan Medicine 
Monthly

2013.10.12 第 15 回日本骨粗鬆症学会　骨ドック・健診分科会 
−テリパラチドしよう実績が多数報告　１ヵ月後
P1NP が腰椎骨密度に相関

特別編集版 
号外

山城　大泰　 
市場　泰全 
小川　喜通 
岡田　優子

HosPha（ホスファ） 
Hot field　15 

（エーザイ）

2013　No.4 
（Vol.23）

外来化学療法の質を高めるために 2013.10 月

市場　泰全 sawai oncology 2013.5.17 第 9 回　がん医療の分業と連携を強力に進める 
　がん専門薬剤師を配置し、外来化学療法の診療 
　体制の整備を図る

川本　俊治 パス最前線（第一三共） 2013 年秋号 虚血性心疾患・地域連携パス 
疾病管理や患者指導で大きな成果　最終ゴールは
患者さんの“行動変容”

白野　容子 月刊　糖尿病ライフ　
さかえ

2013.Vol.53 No.11 糖尿病カンバセーション・マップＴＭ
あなたの疑問や不安を声に出してみませんか？

テレビ

ラジオ

新聞

雑誌、定期刊行物、その他の情報誌

（ 2013 . 4 . 1 〜 2014 . 3 . 31 ）
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高蓋　寿朗 リチェッタ（ノバルティ
スフォーマ）

2 月号 血液疾患治療における薬剤師との連携について

伊藤　琢生 リチェッタ（ノバルティ
スフォーマ）

2 月号 慢性骨髄性白血病の治療について

小川　喜通
小川　弘太

リチェッタ（ノバルティ
スフォーマ）

2 月号 経口抗癌剤、薬物療法における地域連携・薬薬連携

市場　泰全 医療の広場 54（1）P16 これからの薬剤師への思い

原田　洋明 医療の広場 54（2）P26-28 第 45 回万国外科科学会議（ISW2013）に参加して

記事提供者 配信会社 掲載日 タイトル

上池　　渉 呉インターネット写真
ニュース

2013.5.21 希望を届ける癒しと励ましの絵画展

竹林　　実 M3.com 臨床ダイジェ
ストニュース

2013.5.27 ケタミン系、うつ薬の起爆剤か〜グルタミン酸の
役割で抗うつ効果を想定

インターネット

秋になると紅葉し、小さな紅い実をつけます。
年報編集委員は常に頭から年報のことが離れません。
今日も空ページのことを考え、五月晴れの撮影日和に
カメラを持って院内散策しました。

アメリカハナミズキ、サツキ
（駐車場出口付近）


