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本業績に掲載された著書、論文、学会発表は2014年（平成26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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内分泌・糖尿病内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

横野　浩一＊　　亀井　　望
大久保雅通＊　

これからの高齢者糖尿病診療のあり方 糖尿病診療マスター 12（5） 496-504 2014.07

血液内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

田坂　佳資＊　　田中　康博＊

新里　偉咲＊　　橋本　公夫＊

高蓋　寿朗

リンパ節腫大を主訴とし遺伝子解析により診断
された原発不明悪性黒色腫

神戸市立病院紀要 53 巻 53-58 2014

高蓋　寿朗 遭遇することの多い止血異常の実地診療の実際
　突発性血小板減少性紫斑病（ITP）－病態と診
断のすすめかたー

Medical Practice 31（1） 53-57 2014.01

橋本　朗子　　新美　寛正＊

木戸　みき　　沖川　佳子
伊藤　琢生　　高蓋　寿朗

出血症状の管理が可能であった後天性血友病 A
の 3 症例

広島医学 67（5） 462-466 2014.05

宮川　義隆＊　　柏木　浩和＊

高蓋　寿朗　　　藤村　欣吾＊

倉田　義之＊　　小林　隆夫＊

木村　　正＊　　安達　知子＊

渡辺　　尚＊　　今泉　益栄＊

高橋　幸博＊　　松原　康策＊

照井　克生＊　　桑名　正隆＊

金川　武司＊　　村田　　満＊

冨山　佳昭＊

妊娠合併突発性血小板減少性紫斑病診療の参照
ガイド

臨床血液 55（8） 934-947 2014.08

泌尿器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

服部　良平＊　　伊藤　明宏＊

小松　和人＊　　中澤　速和＊

木下　秀文＊　　繁田　正信
吉村　一宏＊

泌尿器腹腔鏡手術ガイドライン 2014 年版 2. 腎癌
に対する腹腔鏡下根治的腎摘除術 / 腹腔鏡下腎
部分切除術のガイドライン

Japanese Journal of 
Endourology

27（1） 12-15 2014.01

甲田俊太郎　　　繁田　正信 患者さんへの説明にそのまま使える！泌尿器科
手術のすべて（第 1 章）腎臓の手術　腹腔鏡下
腎部分切除術

泌尿器ケア 2014 夏
季増刊

27-36 2014.06

福岡憲一郎　　　佐竹　宏文
甲田俊太郎　　　繁田　正信

膀胱全摘、回腸導管造設術後の尿管再発に対し
て腹腔鏡下に摘除し得た膀胱癌の 1 例

広島医学 67（5） 471-474 2015.05

消化器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

木村　治紀　　　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
豊田　尚之　　　斉藤　彰久
谷山　清己

C 型慢性肝炎に対するインターフェロン療法著
効 12 年後に発症した肝細胞癌の 1 例

広島医学 67（1） 31-35 2014.01

呼吸器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

福原　和秀　　　中野喜久雄
鳥居　　剛　　　益田　　武

人工呼吸管理を要し、3,4 ‐ diaminopyridine が
奏効した肺小細胞癌による Lambert-Eaton 筋無
力症候群の 1 例

肺癌 54（7） 962-968 2014.12

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

板垣　　圭　　　柴崎　千代
小早川英夫　　　竹林　　実

特異な経過を呈し、診断に苦慮した原発性副甲
状腺機能亢進症の１例

精神科治療学 30 283-287 2014

竹林　　実 特集に寄せて 分子精神医学 14 245 2014

和文論文発表
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中島　一恵　　　森岡　徳光
仲田　義啓　　　竹林　　実

グリアと抗うつ薬 分子精神医学 14 253-258 2014

豊田　麻里　　　大盛　　航
板垣　　圭　　　柴崎　千代
小早川英夫　　　竹林　　実

腹腔鏡下胃切開俳石術を施行した胃食症（毛髪
胃石）の１例

広島医学 67（1） 40-42 2014.01

南　　花枝　　　永嶋　美幸
田辺紗矢佳　　　宮河真一郎
竹林　　実

呉医療センター小児科における心理療法士の役
割　精神科と小児科との連携の模索

精神医学 56（7） 609-616 2014.07

板垣　　圭　　　柴崎　千代
小早川英夫　　　竹林　　実

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

精神医学 56（8） 709-713 2014.08

竹林　　実 特集：グリアニューロン相関と精神疾患　　特
集に寄せて

分子精神医学 14（4） 245 2014.10

中島　一恵　　　森岡　徳光
仲田　義啓　　　竹林　　実

グリアと抗うつ薬 分子精神医学 14（4） 253-258 2014.10

岩本　崇志　　　板垣　　圭
柴崎　千代　　　小早川英夫
竹林　　実

うつ病患者の bipolarity に関する後方視的検討 精神医学 56（11） 959-965 2014.11

小児科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

津田　玲子 いつ読む？いま読む！もう読んだ？今月の注目
症例報告（vol.3） L1CAM 遺伝子異常が関与する
先天性水頭症

Neonatal Care 27（9） 925-927 2014.09

原　　圭一　　　但馬　　剛＊

小野　浩明＊　　津村　弥来＊

岡田　　賢＊　　佐倉　伸夫＊

畑　　郁江＊　　重松　陽介＊

CPT II 欠損症の新生児スクリーニング、見逃し
例経験後の指標変更の影響

日本マス・スクリー
ニング学会誌

24（3） 49-54 2014.12

外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

種村　匡弘 膵癌根治をめざした強度変調放射線治療（ＩＭ
ＲＴ）併用術前化学療法の確立

癌治療のあゆみ 1-12 2014

伊禮　俊充　　　種村　匡弘
井上　雅史　　　檜山　雄一
河野　博孝　　　高野　弘嗣
倉岡　和矢　　　谷山　清己
吉川　幸伸　　　上池　　渉

著明な赤血球増多症を合併したエリスロポエチ
ン産生巨大肝細胞癌の 1 切除例

日本消化器外科学会
雑誌

47（1） 18-25 2014.01

中島　慎介　　　富永　春海
吉川　幸伸　　　畑中　信良
上池　　渉

特発性上腸間膜静脈血栓症の 1 例 外科 76（4） 439-443 2014.04

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 76（7） 795-798 2014.07

本明　慈彦　　　伊禮　俊充
清水　洋祐　　　種村　匡弘
富永　春海　　　畑中　信良

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１例

日本臨床外科学会雑
誌

75（9） 2549-
2554

2014.09

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

術前化学療法により治癒切除可能であった肝転
移を伴う胃癌の 1 例

癌と化学療法 41（12）
11 月増
刊号

2290-
2292

2014.11

澤田 　元太　　　山本 浩文＊

土岐 祐一郎＊　　森　 正樹＊
Catch Up 分子生物学　大腸癌におけるゲノム変
異とマイクロサテライト不安定性

大腸がん perspective 1（2） 115-120 2014.12

整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

蜂須賀裕己　　　大川　新吾
泉田　泰典　　　濱崎　貴彦
濱田　宜和

撓骨遠位端骨折手術操作による医原性屈筋腱断
裂の検討

中部整形外科災害外
科学会雑誌

57（6） 1223-
1224

2014.11

原田　崇弘　　　濱田　宜和
蜂須賀裕己　　　泉田　泰典
仁井谷　学　　　杉田　　孝

ガンマネイルによる骨折合術後にカットアウト
を来たした症例の検討

中部整形外科災害外
科学会雑誌

57（6） 1355-
1356

2014.11

2014年（平成 26年）度　　年　　報2014年（平成 26年）度　　年　　報
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脳神経外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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 脳神経外科 42（6） 553-559 2014.06

呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

山下　芳典　　　原田　洋明
桑原　正樹　　　半田　良憲
窪田真喜子　　　大河内友美
宮武　志保　　　井手　　孝
白野　容子　　　高松　理央
槙田　香子　　　高濱　みほ
中尾　淳一　　　道広　博之
峯本　　譲

「高齢者外科：周術期栄養管理をめぐる諸問題」
高齢者肺がんに対する周術期栄養管理の問題点
と対策ーチームアプローチによる包括的リハビ
リテーション

外科と代謝・栄養 48（4） 125-130 2014.08

山下　芳典　　　原田　洋明
桑原　正樹　　　半田　良憲
窪田真喜子　　　大河内友美
宮武　志保　　　井出　　孝
白野　容子　　　高松　理央
槙田　香子　　　高濱　みほ
中尾　淳一　　　道広　博之
峯本　　譲

高齢者肺がんに対する術後早期回復のための課
題 - 胸腔鏡手術（VATS）を軸とした合併症予防
の試み

静脈経腸栄養 29（6） 1339-
1344

2014.11

心臓血管外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

仲村　輝也　　　泉谷　裕則
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再手術の経験 日本心臓血管外科学
会雑誌

43（2） 58-61 2014.03

皮膚科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

松阪　由紀　　　真田　聖子
北野　文朗　　　村尾　正樹

フェニトインによる中毒性表皮壊死症の 1 例 皮膚科の臨床 56（4） 569-574 2014.04

松阪　由紀　　　真田　聖子
安積　昌吾　　　檜山　雄一

肛門周囲膿瘍を契機に発見された Crohn 病の 1
例

皮膚科の臨床 56（13） 2178-
2179

2014.12

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

横山　貴紀　　　中村　紘子
佐々木　晃　　　山㟢　友美
中野　正明　　　澤崎　　隆
水之江知哉　　　安村奈緒子
中川裕可里　　　田中　美帆
坂根　潤一　　　西村　俊直
斉藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

高カルシウム血症型卵巣小細胞癌の 1 例 日本臨床細胞学会広
島県支部会誌

35 27-31 2014

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

妊娠 22 週で常位胎盤早期剥離となった 2 例 現代産婦人科 62（2） 259-262 2014.04

横山　貴紀　　　中村　紘子
佐々木　晃　　　山㟢　友美
中野　正明　　　澤崎　　隆
水之江知哉　　　斉藤　彰久
倉岡　和矢　　　谷山　清己

子宮平滑筋腫関連赤血球増加症を合併したエリ
スロポエチン産生子宮子宮平滑筋腫の１例

現代産婦人科 63（1） 17-20 2014.11

耳鼻咽喉科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

平川　治男　　　西　　康行
渡部　泰輔　　　多田　　誠
木村　隆広＊

習慣性の耳抜きで反復した耳性髄液漏例 耳鼻咽喉科臨床 107（1） 15-24 2014.01

平川　治男　　　西 　　康行
渡部　泰輔　　　多田　　 誠
藤原　裕美

高気圧酸素療法を併用し保存的治療のみで治癒
した頸部ガス壊疽の１例

日本気管食道科学会
会報

65（1） 61-67 2014.01
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平川　治男　　　西　　康行
渡部　泰輔　　　多田　　誠
佐々木　淳

耳鼻通気で縦隔・皮下気腫を生じた重症筋無力
症例～死亡例を含めた重篤な合併症２３例の文
献的考察

耳鼻咽喉科臨床 107（4） 293-301 2014.04

西　　康行　　　平川　治男
渡部　泰輔　　　多田　　誠
谷山　清己　　　倉岡　和矢
伊藤　　衛

上咽頭多形腺腫の 1 例 広島医学 67（6） 558-562 2014.06

平川　治男　　　西　　康行        
渡部　泰輔　　　多田　　誠

耳下腺と副咽頭間隙に多発し悪性化を疑い下顎
骨離断を行ったワルチン腫瘍例

耳鼻咽喉科臨床 107（8） 631-638 2014.08

平川　治男　　　多田　　誠
渡部　泰輔　　　西　　康行        

フード形送気マスク使用による顔面皮下気腫例 耳鼻咽喉科臨床 107（9） 685-688 2014.09

平川　治男　　　西　　康行
多田　　誠　　　渡部　泰輔

上顎洞癌、上歯肉癌上顎洞進展例に対する超選
択的動注化学放射線同時併用療法

耳鼻咽喉科臨床 107
（10）

789-795 2014.10

渡部　泰輔　　　平川　治男
西　　康行　　　多田　　誠

前方型披裂軟骨脱臼症に対するチーマンカテー
テルを用いた局所麻酔ファイバースコープ下バ
ルーン整復術

耳鼻咽喉科臨床 107
（11）

907-912 2014.11

平川　治男　　　西　　康行
多田　　誠　　　渡部　泰輔

片側性の若年性血管線維腫に対する Hemifacial 
degloving 法

耳鼻咽喉科臨床 107
（11）

875-882 2014.11

放射線科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

三好　裕美　　　海地　陽子＊

古本　大典＊　　高須　深雪＊

山上　卓士＊　　粟井　和夫＊

黒田　芳明＊　　美山　貴彦＊

一戸　辰夫＊　　有廣　光司＊

丸川　和志＊

血管内悪性リンパ腫の再発の早期診断に PET/
CT が大きく寄与した 1 例

広島医学 67（3） 141-142 2014.03

放射線技師部門
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

姫野　　敬 【改めて評すー FPD 搭載撮影装置の対コスト性
能】検証・導入での有用性と課題　WFPD の一
括導入がもたらしたワークフローの効率化と労
働環境の良好化

新医療 41（11） 105-108 2014.11

放射線腫瘍科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

山本　道法　　　伊藤　琢生
沖川　佳子　　　木戸　みき
橋本　朗子　　　高蓋　寿朗
遠藤　　崇　　　古志　和信
益本　京美　　　面谷　秀子
佐藤　朋子　　　富原　寿恵

強度変調放射線治療（IMRT）を用いた全身照射
の有用性の検討

臨床放射線 59（7） 988-995 2014.07

山本　道法 造血幹細胞移植のための全身照射 臨床放射線 59（11）
10 月臨
時 増 刊
号

1647-
1654

2014.10

放射線技師部門
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

姫野　　敬 WFPD の一括導入がもたらした一般撮影系の
ワークフローの効率化と労働環境の良好化

新医療 41（11） 105-108

安達　北斗　　　定岡　大輔
浅原　　徹　　　渡部　恵美
本荘　竜也　　　山根　明哲
福岡　宏貴　　　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―

医療の広場 55（2） 24-28

病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

田中　正純　　　田中　美帆
坂根　潤一　　　西村　俊直
齋藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

副腎および後腹膜原発 paraganglioma の 2 例 日本臨床細胞学会雑
誌

53（2） 142-147 2014.03
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業
　
　
績

坂根　潤一　　　河野　亜衣
斎藤　幸枝　　　尾上　隆司
倉岡　和矢

【根拠がわかる　検体の摂取と取り扱い　これは
ダメ！】（7 章）病理・細胞診検査　体腔液検体
は目的に合わせて保存しなくてはダメ！

Medical Technology 42（13） 1452-
1455

2014.12

麻酔科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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

電子麻酔記録のバックアップ機能が障害された
麻酔情報管理システムのアクシデント

麻酔 63（5） 575-577 2014.05

森脇　克行 遷延する術後痛のコントロール 日本医師会雑誌 143（1）
特別号

309-310 2014.06

救命救急
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

原田　正公＊　　上之原広司＊

杉田　京一＊　　菊野　隆明＊

小井戸雄一＊　　木村　昭夫＊

高橋　立夫＊　　若井　聡智＊

川崎　貞男＊　　宮加谷靖介
金子　　唯＊　　熊谷　和美＊

高山　隼人＊　　高橋　　毅＊

外傷患者における血中プロカルシトニンの急性
期の上昇についての検討

日救急医会誌 25 81-92 2014

薬剤科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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

Gefitinib・Erlotinib に よ る 皮 膚 紅 斑 に 対 す る
Biotin の効果における前向き臨床試験

癌と化学療法 41（4） 517-522 2014.04

木本志津江　　　砂田　祥司
柴崎　千代　　　小川　喜通
實森　直美　　　清水　洋祐
國冨　留美　　　小川　弘太
市場　泰全

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、痙攣が生じた 1 例

Palliative Care 
Research

9（4） 501-504 2014.10

亀田　慶太　　　木場　崇剛
小川　喜通　　　木本志津江
梶梅佐代子　　　岡田　優子
森井　奈央　　　高橋　寛敏
市場　泰全　　　山城　大泰

乳癌患者に対するホスアプレピタントおよびエ
ピルビシン塩酸塩投与による血管痛に対するデ
キサメタゾンの効果

癌と化学療法 41（10） 1255-
1257

2014.10

長島　悟史　　　木場　崇剛
小川　喜通　　　武良　卓哉
梶梅佐代子　　　岡田　優子
森井　奈央　　　高橋　寛敏
市場　泰全　　　山城　大泰

Paclitaxel による末梢神経障害に Duloxetine が
奏功し投与を再開し得た 1 例

2014.11.17
accept

ME管理室
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

原　　和信　　　富阪　幸子 ベッドサイドに行くのが楽しみになる！　超図
解　新人ナースのためのすいすい循環モニタリ
ング（2 章）モニタリングの基礎　さまざまなモ
ニタリング方法　機器を用いるモニタリング人
工呼吸器

ハートナーシング 春季増
刊

150-164 2014.04

入船　竜史　　　原　　和信
石田　平八＊　　吉武　重武＊

第 2 種高気圧酸素治療装置における高濃度酸素
吸入を目指したデバイスの検討

日本高気圧環境・潜
水医学会雑誌

49（4） 210 2014.12

臨床検査科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

平原智恵美　　　槙田　香子
遠藤　竜也　　　日浦　未幸
平井　克典　　　尾上　隆司
谷山　清己　　　川本　俊治

医用波形標準化規約（MFER）を活用した過去
心電図の継続利用と院内全心電図管理システム
の構築

医学検査 63（5） 640-647 2014.05

遠藤　竜也　　　仲村　輝也
山本　尚江　　　高松　理央
槙田　香子　　　日浦　未幸
平井　克典　　　平原智恵美
尾上　隆司　　　谷山　清己

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌による感染性心
内膜炎の 1 合併症：大動脈弁置換術後における
僧帽弁ー大動脈弁間線維結合部仮性瘤の心腔内
穿破

超音波検査技術 39（5） 458-463 2014.10



業
　
　
績

栄養管理室
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

白野　容子　　　細川　　優
大河内友美　　　坪井　和美
神原知佐子　　　南本　裕介
松田　守弘　　　川本　俊治

虚血性心疾患地域連携クリティカルパスを使っ
た DASH 減塩食による栄養食事指導 2 年間の効
果について

日本病態栄養学会誌 17（4） 501-507 2014.11

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

蔭地　啓市＊　　中塚　博文＊

住谷　大輔＊　　藤森　正彦＊

奥川　浩一＊　　谷山　清己

粘表皮癌と診断された肛門管癌の 1 例 日本大腸肛門病学会
雑誌

67（8） 513-518 2014.08

尾上　隆司 【消化器病研究施設紹介】第 74 回「呉医療センター
臨床研究部免疫応用科学研究室」

Frontiers in 
Gastroenterology

in 
press

医療情報部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

川本　俊治　　　三輪　朋子
清水　直美　　　井上　有香
奥　ひとみ　　　土井　望美
高山真紀子　　　萩川　礼子
松古冨美子　　　山崎　貴元
片岡　伸晴　　　上池　　渉

医師事務作業補助者による退院サマリー作成支
援の効果について

医療 68（2） 66-71 2014.02

川本　俊治 課題解決につながる HIS の実際　セキュリティ
を保ちＥＨＲとインターネットが使用できる 2
つの仮想サーバの評価

新医療 41（7） 47-51 2014.07

川本　俊治　　　砂田　祥司
重松　研二　　　田村　　律
松田　守弘　　　畑中　信良
実森　直美　　　中西　貴子
奥田真由美　　　上池　　渉

電子カルテを使ったリビング・ウィルと終末期
事前指示の登録にみる、がん疾患患者と非がん
疾患患者の比較

医療 68（8） 392-398 2014.08

看護部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

木本志津江　　　砂田　祥司
柴崎　千代　　　小川　善通
實森　直美　　　清水　洋祐
國冨　留美　　　小川　弘太
市場　泰全

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、
痙攣が生じた１例

Palliative Care 
Research

9（4） 501-504 2014

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 13-16 2014.01

山口　美瑞　　　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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 17-20 2014.01

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ー着用できなかった場
面のエピソードに着目してー

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 91-94 2014.01

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 110-113 2014.01

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ー術後１日目の離床を促
すためのパンフレットを活用して

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 177-180 2014.01

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 181-184 2014.01

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

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

日本看護学会論文集：
看護管理

44 号 273-276 2014.04

富阪　幸子 【入職半年のひよこナースを救う！エキスパート
がずばり答える循環器ケアお悩み相談室】呼吸
管理

ハートナーシング 27（10） 1020-
1026

2014.10
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看護学校
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

榎　　洋子 在宅看護における看護師と他職種の連携の実際
　期間切開・人工呼吸器を装着している療養者
の訪問入浴の場面

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 289-292 2014.01

金子眞由美　　　常石　光美 進行性の障害をもつ対象理解を深めるための実
習指導案の有効性　臨床実習指導者と教員の役
割を明確にして

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

9 43-46 2014.01

金子眞由美　　　西川　真由
三島真由美　　　高濱　賢一

夜間の緊急時対応および医療チームの連携のイ
メージ化を図るための視聴覚教材の作成と効果

看護教育 55（2） 146-151 2014.02

金子眞由美　　　三島真由美 【論文執筆のススメ　実例から学ぶ良い論文の書
き方】論文執筆実践講座　「夜間の緊急時対応お
よび医療チームの連携のイメージ化を図るため
の視聴覚教材の作成と効果」（小誌 Vol.55 No.2
掲載）の場合

看護教育 55（10） 937-941 2014.10

田窪 香織　　　三島 真由美 Ａ看護学校（3 年課程）入学生の生活体験の調査
　入学生の実態と科目の関連

中国四国地区国立病
院附属看護学校紀要

10 31-40 2014.12



業
　
　
績

血液内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Kawaguchi K ＊

Matsubara K ＊

Takafuta T
Shinzato I ＊

Tanaka Y ＊

Iwata A ＊

Nigami H ＊

Takeuchi Y ＊

Fukaya T ＊

Factors predictive of neonatal thrombocytopenia 
in pregnant women with immune 
thrombocytopenia

International Journal 
of Hematology

99（5） 570-576 2014.05

腫瘍内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Kiba T
Ishigaki Y

Ventromedial hypothalamic lesions change the 
expression of cell proliferation-related genes 
and morphology-related genes in rat pancreatic 
islets.

Islets 6（5-6） e1012950 2014

Kiba T
Ito T
Nakashima T
Okikawa Y
Kido M
Kimura A
Kameda K
Miyamae F
Tanaka S
Atsumi M
Sumitani Y
Shitakubo Y
Niimi H

Bortezomib and dexamethasone for multiple 
myeloma: higher AST and LDH levels 
associated with a worse prognosis on overall 
survival

BMC Cancer 14 462 2014.06

神経内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Taniyama D
Torii T
Kuga J
Dodo Y
Tanaka H
Sueda Y
Taniyama K

A Case Report of Visual Disturbance Caused by 
Thrombosis of the Superior Sagittal Sinus

Journal of Analytical 
Oncology

3（1） 41-45 2014

Kohriyama T ＊

Mihara C ＊

Yokoyama T ＊

Torii T
Yamada A
Takamatsu K ＊

Ota T ＊

Noda K ＊

Kataoka S ＊

Ito H ＊

Nomura E ＊

Ohtsuki T ＊

Aoki S
Nezu T ＊

Takeda I ＊

Mukai T ＊

Hosomi N ＊

Matsumoto M ＊

Safety Evaluation of Substituting Clopidogrel for 
Ticlopidine in Japanese Patients with Ischemic 
Stroke-Hiroshima Ticlopidine, Clopidogrel Safe 
Exchange Trial.

Journal of  Stroke 
and Cerebrovascular 
Diseases

23（6） 1485-
1490

2014.07
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Kono T
Naka H
Nomura E
Hosomi N
Aoki S
Imamura E
Sueda Y
Nezu T
Mukai T
Ohshita T
Ohtsuki T
Wakabayashi S
Matsumoto M

The Association between Hyperintense Vessel 
Sign and Final Ischemic Lesion Differ in Its 
Location. 

Journal of  Stroke 
and Cerebrovascular 
Diseases 

23（6） 1337-
1343

2014.07

消化器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Yokoyama S ＊

Kawakami Y ＊

Imamura M ＊

Hayes CN ＊

Kohno H
Kohno H
Tsuji K ＊

Aisaka Y ＊

Kira S ＊

Yamashina K ＊

Nonaka M ＊

Takahashi S ＊

Moriya T ＊

Kitamoto M ＊

Aimitsu S ＊

Nakanishi T ＊

Kawakami H ＊

Chayama K ＊

Effect of prolonged administration of pegylated 
interferon/ribavirin therapy in genotypes 2a 
and 2b: Propensity score-matched analysis

Journal of 
Gastroenterology and 
Hepatology

Epub ahead of 
print

2014

Nishizawa T ＊

Maekawa T ＊

Watanabe N ＊

Harada N ＊

Hosoda Y ＊

Yoshinaga M ＊

Yoshio T ＊

Ohta H ＊

Inoue S ＊

Toyokawa T ＊

Yamashita H ＊

Saito H ＊

Kuwai T
Katayama S ＊

Masuda E ＊

Miyabayashi H ＊

Kimura T ＊

Nishizawa Y ＊

Takahashi M ＊

Suzuki H ＊

Clarithromycin versus metronidazole as 
first-line helicobacter pylori eradication: a 
multicenter, prospective, randomized controlled 
study in Japan

Journal of Clinical 
Gastroenterology

Epub ahead of 
print

2014

Yokoyama S ＊

Takahashi S ＊

Kawakami Y ＊

Hayes CN ＊

Kohno H
Kohno H
Tsuji K ＊

Aisaka Y ＊

Kira S ＊

Yamashina K ＊

Nonaka M ＊

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

21（5） 348-356 2014.05



業
　
　
績

循環器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Matsuda M
Shimomura I

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

Review in Endocrine 
and Metabolic 
Disorders

15（1） 1-10 2014.03

Kinoshita H Regular Follow-up of Olanzapine Blood Levels 
and Impaired Glucose Tolerance in Olanzapine-
induced Diabetic Ketoacidosis: A Case Report

Clinical 
Neuropsychopharmacology 
and Therapeutics 

5 1-4 2014.12

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Morioka NC ＊

Suekama K ＊

Zhang FF ＊

Kajitani N ＊

Hisaoka-Nakashima K

Takebayashi M
Nakata Y ＊

Amitriptyline upregulates connexin43-gap 
junction in cultured rat cortical astrocytes via 
the activation of p38 and c-Fos/AP-1 signaling 
pathway.

British Journal of 
Pharmacology

171
（11）

2854-
2867

2014.06

Ｍｉｙａｎｏ Ｋ＊

Ｓｕｄｏ Ｙ＊

Ｙｏｋｏｙａｍａ Ａ＊

Ｈｉｓａｏｋａ－Ｎａｋａｓｈｉｍａ Ｋ
Ｍｏｒｉｏｋａ Ｎ＊

Ｔａｋｅｂａｙａｓｈｉ Ｍ
Ｎａｋａｔａ Ｙ＊

Ｈｉｇａｍｉ Ｙ＊

Ｕｅｚｏｎｏ Ｙ＊

History of the G protein-coupled receptor
（GPCR） assays from traditional oto a state-of-
the-art biosensor assay.

Journal of 
Pharmacological 
Sciences

126（4） 302-309 2014.11

外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Furukawa K ＊

KawamotoK ＊

Eguchi H ＊

Tanemura M
Tanida T ＊

Tomimaru Y ＊

Akita H ＊

Hama N ＊

Wada H ＊

Kobayashi S ＊

Nonaka Y ＊

Takamatsu S ＊

Shinzaki S ＊

Kumada T ＊

Satomura S ＊

Ito T ＊

Serada S ＊

Naka T ＊

Mori M ＊

Doki Y ＊

Miyoshi E ＊

Nagano H ＊

Clinicopathological significance of leucine-rich 
α 2-glycoprotein-1 in sera of patients with 
pancreatic cancer

Pancreas Epub ahead of 
print

2014

Matsumura T ＊

Sugimachi K ＊

Takahashi Y ＊

Uchi R ＊

Sawada G
Ueda M ＊

Hirata H ＊

Sakimura S ＊

Ueo H ＊

Takano Y ＊

Kurashige J ＊

Shinden Y ＊

Eguchi H ＊

Sudo T ＊

Yamamoto H ＊

Doki Y ＊

Mori M ＊

Mimori K ＊

Clinical Significance of GAB2, a Scaffolding/
Docking Protein Acting Downstream of EGFR 
in Human Colorectal Cancer

Annals of Surgical 
Oncology

Epub ahead of 
print

2014
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績

Sawada G
Takahashi Y ＊

Niida A ＊

Shimamura T ＊

Kurashige J ＊

Matsumura T ＊

Ueo H ＊

Uchi R ＊

Takano Y ＊

Ueda M ＊

Hirata H ＊

Sakimura S ＊

ShindenY ＊

Eguchi H ＊

Sudo T ＊

Sugimachi K ＊

Miyano S ＊

Doki Y ＊

Mori M ＊

Minori K ＊

Loss of CDCP1 Expression Promotes 
Invasiveness and Poor Prognosis in Esophageal 
Squamous Cell Carcinoma

Annals of Surgical 
Oncology

Epub ahead of 
print

2014

Bito S ＊

Yamamoto T ＊

Tominaga H

Prospective Cohort Study Comparing the 
Effects of Different Artificial Nutrition Methods 
on Long-Term Survival in the Elderly

Joumal of Parenteral 
and Enteral Nutrition

Epub ahead of 
print

2014.02

Endo S
Yoshikawa Y
Hatanaka N
Dousei T
Yamada T
Nishijima J
Kamiike W

Prognostic factors for gastrectomy in elderly 
patients

International 
Surgery

99（2） 166-173 2014.03

Kato T ＊

Okumi M ＊

Tanemura M
Yazawa K ＊

Kakuta Y ＊

Yamanaka K ＊

Tsutahara K ＊

Doki Y ＊

Mori M ＊

Takahara S ＊

Nonomura N ＊

Adipose tissue-derived stem cells suppress 
acute cellular rejection by TSG-6 and CD44 
interaction in rat kidney transplantation

Transplantation  98（3） 277-284 2014.08

Irei T
Onoe T
Das LK ＊

Tanimine N ＊

Ishiyama K ＊

Ide K ＊

Kobayashi T ＊

Tashiro H ＊

Ohdan H ＊

Successful resolution of very severe 
hepatopulmonary syndrome following adult-to-
adult living donor liver transplantation: Report 
of two cases.

Hepatology research Epub ahead of 
print

2014.10

Tomita Y ＊

Azuma K ＊

Nonaka Y ＊

Kamada Y ＊

Tomoeda M ＊

Kishida M ＊

tanemura M
Miyoshi E ＊

Pancreatic fatty degeneration and fibrosis as 
predisposing factors for the development of 
pancreatic ductal adenocarcinoma

Pancreas 43（7） 1032-41 2014.10

Miyoshi N ＊

Yamamoto H ＊

Mimori K ＊

Yamashita S
Miyazaki S ＊

Nakagawa S ＊

Ishii H ＊

Noura S ＊

Ohue M ＊

Yano M ＊

Doki Y ＊

Mori M ＊

ANXA9 gene expression in colorectal cancer: A 
novel marker for prognosis

Oncology Letters 8（5） 2313-
2317

2014.11
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Nakahira S
Takeda Y ＊

Katsura Y ＊

Kato T ＊

Hatanaka N
Tamura S ＊

Laparoscopic left hepatectomy with tumor 
thrombectomy in patients with hepatocellular 
carcinoma concomitant with advanced portal 
vein tumor thrombus

Surgical Endoscopy 28（12） 3505 2014.12

乳腺外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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 ＊

Inomoto T ＊ *
Toi M ＊

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

International Journal 
of Clinical Oncology

19（5） 852-862 2014.10

整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Stauff MP ＊

Freedman BA ＊

Kim J-H ＊

Hamasaki T
Yoon ST ＊

Hutton WCV ＊

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

The Spine Journal 14（1） 98-103 2014.01

形成外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Onoda S
Kimata Y
Goto A

The drop-down technique as an optimal 
technique for back-wall end-to-side anastomosis

The Journal of 
Craniofacial Surgery

25（4） 1435-
1437

2014.07

呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Harada H
Yamashita Y
Handa Y
Kurokawa T
Tshubokawa N
Misumi K
Kuwahara M
Kuraoka K

Synchronous, Bilateral, Peripheral, Typical 
Pulmonary Carcinoid Tumors: Report of a Case 
and Implications for Management

International Journal 
of Case Reports in 
Medicine

Epub ahead of 
print

2014

Sawada S ＊

Shiono S ＊

Yamashita Y
Tagawa T ＊

Ito H ＊

Sato T ＊

Harada H ＊

Yamashita M ＊

A proposal of postoperative follow-up pathways 
for lung cancer.

Genenal Thoracic 
Cardiovasc Surgery

Epub ahead of 
print

2014
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Yamashita Y
Watanabe A
Morita M
Hino Y

Relationship between the Incidence of 
Methicilin-Resistant Staphylococcus Aureus 
Isolation and Consumption of Total Parenteral 
Nutrition under Management of a Nutritional 
Support Team.

International Journal 
of Health and 
Nutrition,

5（1） 8-12 2014

Yamashita Y
Harada H
Mukaida H ＊

Kaneko M ＊

Extrapleural pneumonectomy plus rib resection 
for malignant pleural mesothelioma: a case 
report.

Journal of 
Cardiothoracic 
Surgery

9（1） 176 2014.11

心臓血管外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Nakamura T
Sekiya N
Nakazato T
Sawa Y ＊

Systolic anterior motion of the mitral valve 
masked by general anesthesia

Asian Cardiovascular 
and Thoracic Annals

22（2） 197-199 2014.02

Nakamura T
Daimon T ＊

Mouri N
Masuda H
Sawa Y ＊

Staphylococcus aureus and repeat bacteremia in 
febrile patients as early signs of sternal wound 
infection after cardiac surgery

Journal of 
Cardiothoracic 
Surgery

9（1） 80 2014.05

Masuda H
Nakamura T
Mouri N
Sawa Y ＊

Aortic valve replacement for quadricuspid 
valve: a lesson learnt from a negative 
experience 

Interactive 
Cardiovascular and 
Thoracic Surgery

19（2） 334-335 2014.08

Nakazato T
Nakamura T
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

20（5） 390-397 2014.10

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Nakamura H
Takehara K
Samura O
Mizunoe T

Cytoreductive surgery for isolated para-
aortic lymph node recurrence of endometrial 
cancer: report of four cases and a review of the 
literature

European Journal 
of Gynecological 
Oncology

35（5） 535-538 2014

Shiozaki A ＊

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 

40（1） 53-61 2014.01

放射線診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Ishikawa M ＊

Yamagami T ＊

Kakizawa H ＊

Hieda M
Toyota N
Fukumoto W ＊

Kajiwara K ＊

Yoshimatsu R ＊

Aikata H ＊

Chayama K ＊

Awai K ＊

Transarterial therapy of hepatocellular 
carcinoma fed by the right renal capsular 
artery

Journal of Vascular 
and Interventional 
Radiology

25（3） 389-395 2014.03
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績

Yamagami T ＊

Yoshimatsu R ＊

Kajiwara K ＊

Ishikawa M ＊

Matsumoto T ＊

Kakizawa H ＊

Toyoda N
Hasebe T ＊

Awai K ＊

Effectiveness of combined use of imprint 
cytological and histological examination in CT-
guided tissue-core biopsy

European Radiology 24（5） 1127-
1134

2014.05

Yamagami T ＊

Yoshimatsu R ＊

Ishikawa M ＊

Kajiwara K ＊

Aikata H ＊

Tashiro H ＊

Kakizawa H ＊

Toyota N
Ohdan H ＊

Awai K ＊

Transcatheter arterial chemoembolization with 
an interventional-CT system for recurrent 
hepatocellular carcinoma

Hepatogastroenterology 61（33） 1387-
1392

2014.
07-08

病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Kuraoka K
Taniyama K
Tanaka M
Nakagawa Y
Yasumura N
Toda T
Shitaune M
Saito A
Sakane J
Kodama Y
Nishimura T
Morii N
Takahashi H
Yamashiro H

Auto-analysis for Ki-67 indices of breast camcer 
using specified computer software and a virtual 
microscopy.

Journal of Analytical 
Oncology

3（2） 88-93 2014

Taniyama D
Kuraoka K
Saito A
Tanaka M
Kodama Y
Sakane J
Nakagawa Y
Yasumura N
Nishimura T
Taniyama K

Pathological diagnosis with a whole slide 
imaging system

Analytica Cellular 
Pathology

Epub ahead of 
print

2014

麻酔科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Fujii K
Moriwaki K
Torii T
Hashimoto K
Shiroyama K
Tajima M
Sanuki M
Kurita S

Urinary retention occurring one week after 
spinal anesthesia: a case of Elsberg syndrome.

Canadian Journal of 
Anesthesia

Epub ahead of 
print

2014.09

救命救急
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Kinoshita H
Miyagatani Y
Murao M
Kamimura Y

Regular follw-up of olanzapine blood levels 
and impaired glucose tolerance in olanzapine-
induced diabetic ketoacidosis: A case report.

Clinical 
Neuropsychopharmacology 
and Therapeutics

5 1-4 2014

ME管理室
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Tagaya M
Matsuda M
Yakehiro M
Izutani H

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

Perfusion 29（2） 117-123 2014.03
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Tagaya M
Matsuda M
Yakehiro M ＊

Izutani H ＊

Features of an alternative hemodialysis 
method using a hemoconcentrator during 
cardiopulmonary bypass surgeries

Perfusion 30 2014.08

臨床検査科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Endo T
Onoe T
Yamamoto M
Takamatsu R
Makita K
Hiura M
Hirai K
Hirahara C
Taniyama K

Comparison of three methods to assess mitral 
stroke volume thru volumetric method by 
transthoracic echocardiography in normal 
adults

Experimental and 
Clinical Cardiology

20（8） 4388-
4408

2014

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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 2014.01

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 

46（3） 982-985 2014.04

Okochi-Takada E ＊

Hattori N ＊

Tsukamoto T ＊

Miyamoto K
Ando T ＊

Ito S ＊

Yamamura Y ＊

Wakabayashi M ＊

Nobeyama Y ＊

Ushijima T ＊

ANGPTL4 is a secreted tumor suppressor that 
inhibits angiogenesis

Oncogene 33（17） 2273-
2278

2014.04

Abe T ＊

Onoe T Tahara H ＊

Tashiro H
Ishiyama K ＊

Ida K ＊

Hiura M ＊

Ohdan H

Risk factors for development of net-onset 
diabetes mellitus and progressive impairment of 
glucose metabolism after living-doctor liver.

Transplantation 
Proceedings 

46（3） 865-869 2014.04

Takehara K ＊

Taniyama K
Human Papollomavirus Vaccine: Its Application 
and Perspective

Annals of Vaccines 
and Immunization

1（1） 1002 2014.06

Mukai S ＊

Onoe T
Tashiro H ＊

Ohdan H ＊

Small blowel obstruction due to an unconjugated 
ursodeoxycholic acid enterolith following living 
donor liver transplantation: Report of a case

Hepatology research 2014.09
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内分泌・糖尿病内科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

横野　浩一＊

亀井　　望　
大久保雅通＊

糖尿病診療マスター 鼎談「これからの高齢者
糖尿病診療のあり方」

496-504 原田　和昌 医学書院 2014 東京

循環器内科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

Matsuda M   
Shimomura I ＊

Hormon molecular 
biology and clinical 
investigation

Roles of oxidative stress, 
adiponectin, and nuclear 
horomone receptors 
in obesity-associated 
insulin resistance and 
cardiovascular risk

19（2）
75-88

Pasquallini JR De Gruyter 2014 France

精神科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

竹林　　実 デュロキセチンのす
べて

バイオマーカーによる評
価の可能性

71-76 村崎　光邦
（監修）

小山　　司
樋口　輝彦
（編集）

先端医学者 2014 東京

柴崎　千代
竹林　　実

統合失調症ケースス
タディー

難治例の対応　電気けい
れん療法　維持期

145-147 大森　哲郎
（監修）

メディカル
ビュー社

2014 東京

外科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

伊禮　俊充
種村　匡弘 
井上　雅史
中平　　伸
畑中　信良

膵癌治療 up-to-date 切除可能膵癌に対する
強 度 変 調 放 射 線 治 療

（intensity modulated 
r a d i a t i o n  t h e r a p y : 
IMRT） 併用術前化学放
射線療法の治療成績

370-378 海野　倫明 
土田　明彦

医学図書出
版

2014.11 東京

麻酔科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

森脇　克行 痛み診療キーポイント イオントフォレーシス 234 川真田樹人 文光堂 2014 東京

森脇　克行 痛み診療キーポイント 光線（照射）療法 235 川真田樹人 文光堂 2014 東京

長櫓　　巧
森脇　克行

ペインクリニシャン
のための新キーワー
ド１３５

痛み用語の定義と解説 4-6 真興公益
（株）医書出

版部

2014 東京

森脇　克行 インターベンショナ
ル痛み治療 
ガイドライン

頸部経椎間孔ブロック 
・頸部神経根ブロックの
合併症

125-138 日 本 ペ イ ン ク リ
ニ ッ ク 学 会 イ ン
ターベンショナル
痛み治療ガイドラ
イン作成チーム

真興交易㈱ 
医書出版部

2014.
02.28

東京

ME管理室
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

原　　和信
富阪　幸子

ハ ー ト ナ ー シ ン グ
2014 年春季増刊

2. 機器を用いるモニタリ
ング　⑧人工呼吸器

150-164 メディカ社 2014 大阪
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内分泌・糖尿病内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

小川　知子　　　一町　澄宜＊

沖　　健司＊　　福田いずみ＊

亀井　　望

2 型糖尿病を合併した大分子量 IGF-2 産
生 NICTH の 1 例

第 87 回日本内分泌学会学術総会 2014.04.24 博多市

亀井　　望
Lee Jongsoon
Shoelson Steven E

脂肪組織好中球（ATN）はマクロファー
ジの浸潤と活性化に作用する

第 87 回日本内分泌学会学術総会 2014.04.24 博多市

堤　　一仁　　小川　知子
亀井　　望

壮年期に初めて診断された Di George 症
候群の一例

第 87 回日本内分泌学会学術総会 2014.04.26 博多市

井上　美佳＊　　野口　真菜＊

南本　裕介＊　　大河内友美＊

井手　　孝＊　　白野　容子＊

谷保　智美＊　　宮前　文明＊

藤重　博己＊　　前田　真弓＊

児島　由佳＊　　原田　麻美＊

石橋　桃子＊　　中村　和子＊

三好真奈美＊　　谷岡　　香＊

山本智恵美＊　　藤澤　宏樹＊

名越　　咲＊　　河野　亜衣＊

小川　知子　　　亀井　　望

高齢化率が日本一の中都市における他職
種参加糖尿病教室の挑戦

第 57回日本糖尿病学会年次学術集会 2014.05.22 大阪市

小早川真未　　　澤野　文夫＊

平野　雅俊＊　　宮原　弥恵＊
肥満 2 型糖尿病の内臓脂肪蓄積の遺伝的
素質は徹底した減量治療により改変可能
か？

第 57回日本糖尿病学会年次学術集会 2014.05.23 大阪市

亀井　　望　　　島田　　健＊

庄司　拓仁＊　　山本　靖彦＊

Jongsoon Lee ＊

Steven E. Shoelson ＊

肥満の初期と中期以降における脂肪組織
好中球（ATN）の役割の比較

第 57回日本糖尿病学会年次学術集会 2014.05.24 大阪市

小川　知子　　　田中可奈子
池田真知子　　　一町　澄宜
沖　　健司　　　河村　智一
水之江知哉　　　亀井　　望

当院における 1 点陽性妊娠糖尿病と 2 点
以上陽性妊娠糖尿病の検討

第 57回日本糖尿病学会年次学術集会 2014.05.24 大阪市

戸田郷太郎＊　　植木浩二郎＊

亀井　　望　　　笹子　敬洋＊

諏訪内浩紹＊　　坂田　道教＊

小林　正稔＊　　岡崎由希子＊

鈴木　　亮＊

Morris J. Birnbaum ＊

門脇　　孝＊

骨髄系細胞における Akt の役割 第 57回日本糖尿病学会年次学術集会 2014.05.24 大阪市

鈴木　　亮＊　　渡辺　隆介＊

亀井　　望　　　斎木　邦子＊

周　　聖浦＊　　寺井　　愛＊

原口美貴子＊　　門脇　　孝＊

脳グリア細胞における AMPK 活性化刺
激は複数の機序を介してステロールセン
サー分子 SCAP を減少させる

第 57回日本糖尿病学会年次学術集会 2014.05.24 大阪市

于　　　静＊　　脇　　裕典＊

山内　敏正＊　　亀井　　望
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＊

PPAR γプロモーター領域の Bivalent
ヒストン修飾は脂肪細胞文化ポテンシャ
ルを規定する

第 57回日本糖尿病学会年次学術集会 2014.05.24 大阪市

川田　哲史　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

重症遷延性を来たした薬剤性低血糖の一
例

第 29 回日本糖尿病合併症学会 2014.10.03 東京都

小川　知子　　　小早川真未
亀井　　望

当院における妊娠糖尿病の周産期予後の
検討

第 29 回日本糖尿病合併症学会 2014.10.03 東京都

戸田郷太郎＊　　笹子　敬洋＊

亀井　　望　　　諏訪内浩紹＊

添田光太郎＊　　坂田　道教＊

小林　正稔＊　　岡崎由希子＊

鈴木　　亮＊　　松本佐保姫＊

真鍋　一郎＊

Morris J. Birnbaum ＊

門脇　　孝＊　　植木浩二郎＊

骨髄系細胞における Akt の役割 第 29 回日本糖尿病合併症学会 2014.10.03 東京都

国内学会発表
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小早川真未　　　小川　知子
亀井　　望

当院における透析予防外来および糖尿病
患者データベースの導入について

第 29 回日本糖尿病合併症学会 2014.10.04 東京都

渡辺　隆介＊　　鈴木　　亮＊

亀井　　望　　　斎木　邦子＊

周　　聖浦＊　　寺井　　愛＊

原口美貴子＊　　門脇　　孝＊

脳グリア細胞における AMPK 活性化刺
激は複数の機序を介してステロールセン
サー分子 SCAP を減少させる

第 29 回日本糖尿病合併症学会 2014.10.04 東京都

亀井　　望　　　小川　知子
小早川真未　　　沖　　健司
河村　智一　　　望月　久義
野間　興二

45 年前に食品交換表を使い食事療法を
指導され、現在も継続している 2 型糖尿
病患者の 1 例

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

前田　雄洋　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

インスリンデグルデクで血糖変動が改善
したインスリン抗体陽性緩徐進行 I 型糖
尿病の一例

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

永田　秀樹　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

長期間遷延する低血糖をおこした高齢２
型糖尿病の一例

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

小早川真未　　　小川　知子
松田　守弘　　　川本　俊治
亀井　　望

当院における糖尿病患者データベース化
とその現状について

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

小川　知子　　　田中可奈子
池田真知子　　　小早川真未
水之江知哉　　　亀井　　望

当院における妊娠糖尿病の治療介入によ
る周産期予後の検討

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

前西　直美＊　　谷岡　　香＊

富原　寿恵＊　　山本知恵美＊

石橋　桃子＊　　畝本　　絢＊

中村　和子＊　　向井　理恵＊

濱崎真理子＊　　白野　容子＊

高橋　俊介＊　　松田　守弘＊

川本　俊治＊　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

当院における糖尿病透析予防外来の実際
とこれからの取り組み

第 52 回日本糖尿病学会中国四国
地方会総会

2014.10.24 広島市

藤澤　宏樹＊　　名越　　咲＊

河野　亜衣＊　　笠井　　昇＊

仲野　秀樹＊　　亀井　　望
尾上　隆司＊

検査技師が行う糖尿病教室　～アンケー
ト調査を実施して～

第 52 回日本糖尿病学会中国四国
地方会総会

2014.10.24 広島市

弓場　智雄　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

SGLT ２阻害薬トホグリフロジンの効果
を入院中に観察した一例

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.25 広島市

小林　弘典　　　小早川真未
小川　知子　　　佐々木啓介
中野喜久雄　　　亀井　　望

ステロイド糖尿病とペンタミジンによる
薬剤性低血糖を併発した一例

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.25 広島市

小早川真未　　　小川　知子
亀井　　望

コントロールに難渋したインスリン抗体
陽性緩徐進行 1 型糖尿病の 1 例

第 111 回日本内科学会中国地方会 2014.11.08 出雲市

川田　哲史　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

大分子量 IGF-2 により低血糖発作を頻発
した一例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

永田　秀樹　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

低 Ca 血症を契機に診断された部分型 Di 
George 症候群の一例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

高砂　　健　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

GLP-1 受容体作動薬により食欲が抑制さ
れた Prader-Willi 症候群の一例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

川田　哲史　　　小川　知子
小早川真未　　　大下　純平
大庭　信二　　　杉山　　徹＊

亀井　　望

甲状腺機能低下症をきっかけに下垂体腫
大が発見された一例

第 24 回臨床内分泌代謝 Update 2014.11.28 さいたま市

永田　秀樹　　　亀井　　望
小川　知子　　　小早川真未
一町　澄宜　　　河村　智一
橋本　朗子　　　高蓋　寿朗
倉岡　和矢　　　谷山　清己

中枢性尿崩症と GHD を伴ったランゲル
ハンス細胞組織球症の一例

第 24 回臨床内分泌代謝 Update 2014.11.29 さいたま市

血液内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

伊藤　琢生　　　沖川　佳子
木戸　みき　　　橋本　朗子
山本　道法

当院における強度変調放射線ＴＢＩに
よって造血幹細胞移植を行った 15 症例
の解析

第 36 回日本造血細胞移植学会総会 2014.03.07 宜野湾市

橋本　朗子　　　伊藤　琢生
木戸　みき　　　沖川　佳子

非血縁者間同種骨髄移植後に高アンモニ
ア血症を頻回に起こした AML の一例

第 36 回日本造血細胞移植学会総会 2014.03.07 宜野湾市
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増田　直哉　　　木戸　みき
橋本　朗子　　　沖川　佳子
伊藤　琢生　　　高蓋　寿朗

ウイルス関連血球貪食症候群（VAHS）
を呈した重症熱性血小板症候群（SFTS）
の２例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

加藤　俊平　　　伊藤　琢生
橋本　朗子　　　木戸　みき
沖川　佳子　　　高蓋　寿朗

リウマチ性多発筋痛症の診断における画
像検査の有用性

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

腎臓内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

尾崎　陽介　　　清水美奈子
高橋　俊介

VAIVT 中にシャント破裂しコンパート
メント症候群に至った 1 例

第 19 回バスキュラーアクセスイ
ンターベンション治療（VAIVT）
研究会

2014.03.01 東京都

竹内　靖博＊　　高橋　俊介
三浦　大周＊　　片桐　　誠＊

中島　範昭＊　　大石　裕子＊

冨永　芳博＊

副甲状腺癌あるいは難治性原発性副甲状
腺機能亢進症に伴う高カルシウム血症患
者を対象とした KRN1493（シナカルト
塩酸塩）の個体内用量調整試験

第 87 回内分泌学会学術集会 2014.04.24 福岡市

尾崎　陽介　　　高橋　俊介
清水美奈子

VAIVT 後にスティール症候群を発症し
手指切断に至った 1 例

第 59 回日本透析医学会学術集会・
総会

2014.06.12 神戸市

清水美奈子　　　高橋　俊介
尾崎　陽介

透析患者に発症した肺外結核の 2 例 第 59 回日本透析医学会・総会 2014.06.12 神戸市

高橋　俊介　　　中島　　歩＊

尾崎　陽介　　　清水美奈子
正木　崇生

ビルダグリプチンからリナグリプチンに
切り替えた CKD 患者 22 例の検討

第 57 回日本腎臓学会学術総会 2014.07.04 横浜市

尾崎　陽介　　　清水美奈子
高橋　俊介

エチレングリコール中毒により維持透析
に至った 1 例

第 57 回日本腎臓学会学術総会 2014.07.05 横浜市

尾崎　陽介　　　卜部　麻子
高橋　俊介

腹膜透析カテーテル皮下トンネル部分が
腹腔内に迷入していた二例

第 20 回日本腹膜透析医学会学術
集会・総会

2014.09.06 山形市

卜部　麻子　　　尾崎　陽介
高橋　俊介

シリコン栓による腹膜透析カテーテル閉
塞をきたした 1 例

第 20 回日本腹膜透析医学会学術
集会・総会

2014.09.06 山形市

尾崎　陽介　　　卜部　麻子
高橋　俊介

消化剤中毒により著明な高 NH3 血症、
高 P 血症を認めた一例

第 44 回日本腎臓学会西部学術大会 2014.10.03 神戸市

卜部　麻子　　　尾崎　陽介
高橋　俊介

腎生検病理組織にて造血幹細胞移植後
TMA 後腎症を認めた 3 例

第 44 回日本腎臓学会西部学術大会 2014.10.03 神戸市

尾崎　陽介　　　清水美奈子
高橋　俊介

急性筋炎を来たしたインフルエンザ（A
型）の 1 例

日本内科学会　第 111 回中国地方会 2014.11.08 出雲市

神経内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

田中　　瞳　　　末田　芳雅
細貝　昌弘　　　米澤　公器
大下　純平　　　伊藤　陽子
大庭　信二　　　鳥居　　剛

繰り返す意識障害で発症したテント部硬
膜動静脈瘻の 1 例

第 39 回日本脳卒中学会総会 2014.03.13 大阪市

永田　秀樹　　　末田　芳雅
富村　　光　　　土師正太郎
六車　朋子　　　鳥居　　剛

抗 N-methyl-D-aspartate 受容体抗体陽性
の橋本脳症の 1 例

日本内科学会　第 111 回中国地方会 2014.11.08 出雲市

鳥居　　剛 JMECC（内科救急・ICLS）コース開催
の注意点

日本内科学会　第 111 回中国地方会 2014.11.08 出雲市

西田　奈生　　　六車　朋子
富村　　光　　　土師正太郎
末田　芳雄　　　鳥居　　剛

脳静脈洞血栓症をきたした 28 歳女性例 呉脳疾患カンファレンス 2014.11.13 呉市

六車　朋子　　　富村　　光
土師正太郎　　　末田　芳雄
鳥居　　剛

新規抗凝固薬内服中に心原性脳塞栓症を
再発した 1 例

呉市脳卒中連携パス事例検討会 2014.11.19 呉市

消化器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

桑井　寿雄 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と穿孔例の特徴につ
いて

第 10回日本消化管学会総会学術集会 2014.02.14 福島市
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山口　敏紀　　　桑井　寿雄
壷井　章克　　　山下　　賢
保田　和毅　　　檜山　雄一
水本　　健　　　山口　　厚
河野　博孝　　　高野　弘嗣

超高齢者における生検 Group 3 病変の取
り扱いについての検討

第 87 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.05.15 福岡市

壷井　章克　　　桑井　寿雄
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

８５歳以上の超高齢便潜血陽性症例に対
する下部消化管内視鏡検査の有効性と安
全性に関する検討

第 87 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.05.15 福岡市

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

血管塞栓術に移行した出血性胃十二指腸
潰瘍症例の臨床的特徴

第 87 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.05.15 福岡市

桑井　寿雄　　　山口　敏紀
壷井　章克　　　山下　　賢
保田　和毅　　　檜山　雄一
水本　　健　　　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
術の手技と穿孔例の検討

第 87 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.05.15 福岡市

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

多発性骨髄腫に伴う AL 型消化管アミロ
イドーシスによる続発性偽性腸閉塞の一
例

第 101 回日本消化器病学会中国支
部例会

2014.06.21 岡山市

保田　和毅　　　河野　博孝
高野　弘嗣

C 型肝炎合併肝細胞癌治療後の長期予後
をめざしたインターフェロン療法の試み

第 101 回日本消化器病学会中国支
部例会

2014.06.21 岡山市

飯尾　澄夫　　　河野　博孝
壷井　章克　　　山下　　賢
保田　和毅　　　森　　　豪
山口　敏紀　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　高野　弘嗣

StageVlb 肝細胞癌に対し放射線治療、
TS-1/ ｌ FN 併用療法にて長期生存が得
られている一例

第 101 回日本消化器病学会中国支
部例会

2014.06.21 岡山市

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

膵臓癌による空腸狭窄に対し小腸ステン
トを留置した 1 例

第 112 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2014.06.29 岡山市

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

高齢者の上部消化管出血症例の検討 第 112 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2014.06.29 岡山市

壷井　章克　　　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

多発膵内分泌腫瘍に胃 GIST を合併した
1 例

第 112 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2014.06.29 岡山市

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

膵癌に対する EUS-FNA 後に、敗血症、
門脈血栓症をきたした 1 例

第 45 回日本膵臓学会大会 2014.07.11 北九州市

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

聡胆管結石に並存した広範囲進展平坦浸
潤型胆管癌の 1 例

第 50 回日本胆道学会学術集会 2014.09.26 東京都

壷井　章克　　　山口　　厚
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

胆管内乳頭状腫瘍の 2 例 第 50 回日本胆道学会学術集会 2014.09.26 東京都
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飯尾　澄夫　　　山口　　厚
壷井　章克　　　山下　　賢
森　　　豪　　　保田　和毅
山口　敏紀　　　桑井　寿雄
河野　博孝　　　高野　弘嗣

十二指腸乳頭部神経内分泌腫瘍の 1 例 第 50 回日本胆道学会学術集会 2014.09.26 東京都

河野　博孝　　　壷井　章克
保田　和毅　　　山下　　賢
山口　敏紀　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　高野　弘嗣

当院における telaprevir + peginterferon 
+ ribavirin　3 剤併用療法の治療成績

第 18 回日本肝臓学会大会 2014.10.23 神戸市

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

急性胆管炎に対する診療ガイドライン
2013 年版の有用性と問題点

第 56 回日本消化器病学会大会 2014.10.24 神戸市

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

超高齢者の上部消化管出血症例の検討 第 88 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.10.25 神戸市

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

当院における胃 SMT に対する EUS －
FNA の現況

第 88 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.10.25 神戸市

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

悪性腫瘍に対する術前減圧目的のステン
ト留置および経ステント全大腸内視鏡検
査の有効性に関する検討

第 88 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.10.26 神戸市

桑井　寿雄　　　山田　智則＊ 大腸ステントで変わる大腸癌イレウス治
療

第 88 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.10.26 神戸市

西村　朋之　　　桑井　寿雄
飯尾　澄夫　　　壷井　章克
山下　　賢　　　保田　和毅
森　　　豪　　　山口　敏紀
山口　　厚　　　河野　博孝
高野　弘嗣

A case of self-expandable metal stent 
（SEMS） placement for re l ieving 
extrinsic jejunal obstruction due to 
pancreatic cancer

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

田中　寛士　　　山口　　厚
壷井　章克　　　山下　　賢
保田　和毅　　　高蓋　寿朗

多発性骨髄腫に伴う AL 型消化管アミロ
イドーシスによる続発性偽性腸閉塞の一
例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

奥本　知世　　　山口　敏紀
飯尾　澄夫　　　壷井　章克
山下　　賢　　　保田　和毅
森　　　豪　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　河野　博孝
高野　弘嗣

放射線治療 19 年後にイレウスを契機に
診断された放射線性腸炎の一例

第 102 回日本消化器病学会中国支
部例会

2014.11.29 広島市

高砂　　健　　　桑井　寿雄
飯尾　澄夫　　　壷井　章克
森　　　豪　　　保田　和毅
山下　　賢　　　山口　敏紀
山口　　厚　　　河野　博孝
高野　弘嗣

急速な経過を辿った壁外進展型大腸未分
化癌の一例

第 113 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2014.11.29 広島市

森　　　豪　　　河野　博孝
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 102 回日本消化器病学会中国支
部例会

2014.11.29 広島市

山下　　賢　　　山口　　厚
飯尾　澄夫　　　壷井　章克
森　　　豪　　　保田　和毅
山口　敏紀　　　桑井　寿雄
河野　博孝　　　高野　弘嗣

膵粘液癌の 1 例 第 102 回日本消化器病学会中国支
部例会

2014.11.29 広島市

保田　和毅　　　山口　　厚
飯尾　澄夫　　　壷井　章克
森　　　豪　　　山下　　賢
山口　敏紀　　　桑井　寿雄
河野　博孝　　　高野　弘嗣

急性胆管炎診療ガイドライン 2013 年版
の有用性と問題点

第 102 回日本消化器病学会中国支
部例会

2014.11.29 広島市
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壷井　章克　　　山口　敏紀
飯尾　澄夫　　　保田　和毅
森　　　豪　　　山下　　賢
山口　　厚　　　桑井　寿雄
河野　博孝　　　高野　弘嗣

粘膜下腫瘍様の形態を呈し診断に難渋し
た進行胃癌の 1 例

第 113 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2014.11.29 広島市

呼吸器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

荒木　佑亮 昨年当院にて経験した AIDS 関連ニュー
モシスチス肺炎の 3 例

第 58 回呉内科会総会・学術講演会 2014.03.01 呉市

佐々木啓介 非結核性抗酸菌症 1 第 54 回日本呼吸器学会学術講演会 2014.04.25 大阪市

北原　良洋　　　荒木　佑亮
吉田　　敬　　　中野喜久雄

禁煙外来における短期的な禁煙の成否を
予測する因子に関する検討

第 54 回日本呼吸器学会学術講演会 2014.04.26 大阪市

中野喜久雄　　　荒木　佑亮
北原　良洋　　　吉田　　敬

肺癌化学療法の延命効果についての現実
的説明が患者の希望と治療目標の理解へ
及ぼす影響

第 54 回日本呼吸器学会学術講演会 2014.04.26 大阪市

荒木　佑亮　　　北原　良洋
吉田　　敬　　　中野喜久雄

悪性胸膜中皮腫患者の予後予測因子に関
する検討

第 54 回日本呼吸器学会学術講演会 2014.04.26 大阪市

田中　克尚　　　奥本　　穣
佐々木啓介　　　北原　良洋
倉岡　和矢　　　谷山　清己
中野喜久雄

癌性心膜炎を併発した PS 不良な EGFR
陽性肺腺癌にエルロチニブが奏効した 1
例

第 51 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会

2014.07.11 米子市

奥本　　穣　　　佐々木啓介
北原　良洋　　　原田　洋明
山下　芳典　　　倉岡　和矢
谷山　清己　　　中野喜久雄

喘息様症状で発症し左肺全摘術を施行し
た小細胞肺癌の 1 例

第 53 回日本肺癌学会中国・四国
支部会

2014.07.12 米子市

綱掛　　恵　　　奥本　　穣
佐々木啓介　　　北原　良洋
中野喜久雄　　　沖川　佳子
高蓋　寿朗

肺サルコイドーシス憎悪中に急性 ITP
を合併した 1 例

日本内科学会　第 111 回中国地方会 2014.11.08 出雲市

中野喜久雄　　　北原　良洋
佐々木啓介　　　奥本　　穣
板垣　　圭　　　小川　喜通
砂田　祥司　　　實森　直美
中西　貴子

緩和的化学療法の肺癌患者に対する生命
予後告知の取り組み

第 55 回日本肺癌学会学術集会 2014.11.14 京都市

佐々木啓介　　　奥本　　穣
北原　良洋　　　中野喜久雄
原田　洋明　　　桑原　正樹
山下　芳典　　　倉岡　和矢
谷山　清己

気胸を契機に診断に至った肺原発骨肉腫
を疑う 1 例

第 55 回日本肺癌学会学術集会 2014.11.14 京都市

小林　弘典　　　北原　良洋
橋本　朗子　　　荒木　佑亮
吉田　　敬　　　中野喜久雄

胸水貯留を繰り返し診断に苦慮したアミ
ロイドーシスの一例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

小林　弘典　　　奥本　　穣
荒木　佑亮　　　佐々木啓介
橋本　朗子　　　北原　良洋
中野喜久雄

難治性胸水を呈し、診断に苦慮した多発
性骨髄腫合併 AL アミロイドーシスの一
例

第 52 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会

2014.12.13 高松市

江藤　　太　　　奥本　　穣
荒木　佑亮　　　佐々木啓介
北原　良洋　　　中野喜久雄

夫婦発症と考えられた、過敏性肺臓炎型
の肺 MAC 症（hot tub lung）の一例

第 52 回日本呼吸器学会中国・四
国地方会

2014.12.13 高松市

循環器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

Impact of Circulating Docosahexaenoic 
Acid Level on Atherogenic Lipoprotein 
Profiles in Statin-Treated Diabetes 
Patients with Coronary Artery Disease

第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.03.21 東京都
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Tamura R
Matsuda M
Kinosita H
Nishiyama K
Kawamoto T
Himeno T
Toyota N.

Significance of pericardial fat deposit 
in the screening of coronary artary 
diseases.

第 37 回日本医学放射線学会総会 2014.04.10 横浜市

松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

スタチン治療を受けている 2 型糖尿病患
者におけるピオグリタゾンによるリポ蛋
白代謝の変化とアディポネクチンの関与
について

第 57 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2014.05.22 大阪市

川本　俊治 電子カルテを使ったリビング・ウィル、
終末期事前指示のがん疾患と非がん疾患
の比較

第 16 回日本医療マネジメント学
会学術総会

2014.06.13 岡山市

田村　　律　　　平原ちえみ
平井　克典　　　仲野　秀樹
尾上　隆司　　　松田　守弘
谷山　清己　　　川本　俊治

MFER を活用した過去心電図の継続利
用と院内全心電図管理システムの構築

第 16 回日本医療マネジメント学
会学術総会

2014.06.13 岡山市

川本　俊治 国立病院機構 DPC 施設での狭心症・経
皮的冠動脈形成術実施例のガイドライン
準拠率の検討

第 64 回日本病院学会 2014.07.04 高松市

西山　浩彦 外腸骨動脈の狭窄に対して Crossover 
approach で治療する際に大動脈から腸
骨動脈に広範な解離を起こした 1 例

TOPIC 2014
（TOkyo Percutaneous 
cardiovascular Intervention 
Conference）

2014.07.12 東京都

冠野昂太郎　　　西山　浩彦
湯浅可奈子　　　瀬川　貴嗣
木下　晴之　　　市川　織絵
松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

急性心筋梗塞加療後に敗血症性ショック
を来し、エンドトキシン吸着療法開始直
後に全身性血栓閉塞を来した 1 例

第 104 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2014.07.18 岡山市

松田　守弘　　　田村　　律
湯浅可奈子　　　冠野昂太郎
瀬川　貴嗣　　　木下　晴之
市川　織絵　　　西山　浩彦
川本　俊治

地域連携パスを用いた虚血性心疾患の包
括的リスク因子管理ー予定観察期間終了
後の疾患管理状況についてー

第 104 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2014.07.18 岡山市

木下　晴之　　　湯浅可奈子
冠野昂太郎　　　瀬川　貴嗣
市川　織絵　　　西山　浩彦
松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

甲状腺機能亢進症の治療により QT 延長
が改善した Basedow 病の 1 例

第 104 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2014.07.18 岡山市

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

狭心症・PCI 手術症例における心臓リハ
ビリテーションのパス計画率と実施率に
ついて

第 20 回日本心臓リハビリテーショ
ン学会学術集会

2014.07.19 京都市

西山　浩彦 高度石灰化を伴った左鎖骨下動脈狭窄症
に対して血管内治療（EVT）を行った
一例

Sapporo Live Demonstration 
Course 2014

2014.09.05 札幌市

川本　俊治 医師事務作業補助者による退院サマリー
作成支援が退院 14 日以内のサマリー作
成完成率に及ぼす効果

第 40 回日本診療情報管理学会学
術大会

2014.09.12 盛岡市

田村　　律 冠動脈疾患のスクリーニングにおける心
臓脂肪蓄積の意義についての検討

第 62 回日本心臓病学会学術集会 2014.09.27 仙台市

瀬川　貴嗣　　　松田　守弘
湯浅可奈子　　　冠野昂太郎
木下　晴之　　　市川　織絵
西山　浩彦　　　田村　　律
川本　俊治

モルヒネ投与は呼吸状態を悪化させるこ
となく CS1 の急性非代償性心不全を早
期に改善させる

第 18 回日本心不全学会学術集会 2014.10.11 大阪市

湯浅可奈子　　　冠野昂太郎
瀬川　貴嗣　　　木下　晴之
市川　織絵　　　西山　浩彦
松田　守弘　　　田村　　律
桝田　浩禎　　　毛利　教生
仲村　輝也　　　川本　俊治

腱索断裂による重度僧帽弁閉鎖不全症を
発症した Abiotrophia defectiva による
感染性心内膜炎の 1 例

第 20 回中之島循環器・代謝フォー
ラム

2014.10.18 大阪市

松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

血中ジホモγリノレン酸と肥満・メタボ
リックシンドロームの関連性

第 35 回日本肥満学会 2014.10.24 宮崎市
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田村　　律 冠動脈病変における診断と治療 Complec Cardiovascular 
Therapeutics 2014（CVIT 日本心
血管インターベンション学会）

2014.10.30 神戸市

冠野昂太郎　　　西山　浩彦
湯浅可奈子　　　瀬川　貴嗣
木下　晴之　　　市川　織絵
松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

急性心筋梗塞加療後、敗血症性ショック
を来し、エンドトキシン吸着療法施行中
に血栓性回路閉塞を来した 1 例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

湯浅可奈子　　　冠野昂太郎
瀬川　貴嗣　　　木下　晴之
市川　織絵　　　西山　浩彦
松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

腱索断裂による重度僧帽弁閉鎖不全症を
発症した Abiotrophia defectiva による
感染性心内膜炎の 28 歳女性の 1 例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

冠野昂太郎　　　西山　浩彦
湯浅可奈子　　　瀬川　貴嗣
木下　晴之　　　市川　織絵
松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

急性心筋梗塞加療後、敗血症性ショック
を来し、エンドトキシン吸着療法施行中
に血栓性回路閉塞を来した１例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

湯浅可奈子　　　冠野昂太郎
瀬川　貴嗣　　　木下　晴之
市川　織絵　　　西山　浩彦
松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

腱索断裂による重度僧帽弁閉鎖不全症を
発症した Abiotrophia defectiva による
感染性心内膜炎の２８歳女性の１例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

冠野昂太郎 急速発症 2 型ＨＩＴによる急激な血栓形
成を呈した急性心不全の 1 例

第 105 回日本循環器学会中国地方会 2014.12.06 宇部市

湯浅可奈子　　　瀬川　貴嗣
冠野昂太郎　　　木下　晴之
市川　織絵　　　西山　浩彦
松田　守弘　　　田村　　律
川本　俊治

双児妊娠の帝王切開後に産褥期卵巣静脈
血栓症を認めた 1 例

第 105 回日本循環器学会中国地方会 2014.12.06 宇部市

瀬川　貴嗣　　　松田　守弘
湯浅可奈子　　　冠野昂太郎
木下　晴之　　　市川　織絵
西山　浩彦　　　田村　　律
桝田　浩禎　　　毛利　教生
仲村　輝也　　　川本　俊治

インフルエンザ A 罹患後に発症した感
染性大動脈瘤の 1 例

第 105 回日本循環器学会中国地方会 2014.12.06 宇部市

精神科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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 32 回呉医療センター院内研究
発表会

2014.02.15 呉市

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 32 回呉医療センター院内研究
発表会

2014.02.15 呉市

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２報）

第 32 回呉医療センター院内研究
発表会

2014.02.15 呉市

板垣　圭 終末期せん妄の病態仮説とミクログリア 第 1 回サイコグリア研究会 2014.05.31 広島市

重藤　貴大＊　　中島　一恵
梶谷　直人　　　竹林　　実
森岡　徳光＊　　仲田　義啓＊

ラット大脳皮質初代培養ミクログリアに
おける脳由来神経栄養因子発現に対する
三環系抗うつ薬アミトリプチリンの影響

第 125 回日本薬理学会近畿部会 2014.06.20 岡山市

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 中 matrix 
metalloproteinases のバイオマーカーと
しての検討

第 110 回日本精神神経学会 2014.06.26 横浜市

中村　元信　　　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

精神症状を認めたパーキンソン病患者に
対する修正型 ECT を施行した 5 例

第 110 回日本精神神経学会 2014.06.26 横浜市
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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

Clozapine により維持電気けいれん療法
から離脱可能であった治療抵抗性統合失
調症の１例

第 110 回日本精神神経学会 2014.06.27 横浜市

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 11 回日本うつ病学会　 2014.07.18 広島市

梶谷　直人＊　　中島　一恵
森岡　徳光＊　　竹林　　実
仲田　義啓＊

初 代 培 養 ア ス ト ロ サ イ ト に お い て
amtriptyline は EGR-1 の産生を介して
FGF-2 の発現を増加させる

次世代を担う創薬・医療薬理シン
ポジウム 2014

2014.08.30 大阪市

重藤　貴大＊　　中島　一恵
梶谷　直人　　　竹林　　実
森岡　徳光＊　　仲田　義啓＊

ラット初代培養ミクログリアにおいて三
環系抗うつ薬アミトリプチリンが脳由来
神経栄養因子（BDNF）mRNA 発現に
及ぼす効果の検討

第 53 回日本薬学会・中国四国支部 2014.11.08 広島市

安部　裕美＊　　中島　一恵
岡田　麻美　　　梶谷　直人＊

板垣　　圭　　　森岡　徳光＊

竹林　　実　　　仲田　義啓＊

アミトリプチリンによるグリア細胞株由
来神経栄養因子産生メカニズムの解明：
マトリックスメタロプロテアーゼの関与

第 53 回日本薬学会・中国四国支部 2014.11.08 広島市

大盛　　航　　　川下　芳雄
大賀　健市　　　香川　芙美
板垣　　圭　　　藤田　洋輔
中村　元信　　　竹林　　実

クロザピンにより修正型電気けいれん療
法から離脱可能であった統合失調症の 2
例

第 27回日本総合病院精神医学会総会 2014.11.28 つくば市

香川　芙美　　　板垣　　圭
川下　芳雄　　　大賀　健市
大盛　　航　　　藤田　洋輔
中村　元信　　　竹林　　実

診断に苦慮し、てんかん性精神病が疑わ
れた１例

第 27回日本総合病院精神医学会総会 2014.11.28 つくば市

竹林　　実　　　岡田　麻美
瀬川　昌弘＊　　森信　　繁＊

仲田　義啓＊　　山脇　成人＊

電 気 け い れ ん 療 法（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）を誘導する

第 47 回精神神経系薬物治療研究
報告会

2014.12.05 大阪市

川下　芳雄　　　板垣　　圭
大賀　健市　　　香川　芙美
大盛　　航　　　藤田　洋輔
中村　元信　　　竹林　　実

聴覚性シャルル・ボネ症候群が疑われて、
抗てんかん薬が有効であった一例

第 425 回広島精神神経学会 2014.12.13 広島市

小児科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

気管支喘息初回発作により人工呼吸管理
を要した Hopkins 症候群の 1 例

第 17 回中国地区小児免疫薬物療
法研究会

2014.03.01 広島市

岡島枝里子　　　津田　玲子
児島　正樹　　　米倉　圭二
原　　圭一　　　世羅　康彦
金子陽一郎　　　宮河真一郎

運動後急性腎障害の 1 例 第 163 回日本小児科学会広島地方会 2014.05.25 広島市

米倉　圭二 気管支喘息初回発作により人工呼吸管理
を要し Hopkins 症候群を発症した 1 例

第 28 回日本小児救急医学会 2014.06.06 横浜市

米倉　圭二　　　津田　玲子
岡島枝里子　　　児島　正樹
原　　圭一　　　世羅　康彦
金子陽一郎　　　宮河真一郎

高張食塩水負荷試験で診断しえた頭蓋咽
頭腫に合併した仮面尿崩症の 1 例

第 48 回日本小児内分泌学会学術
集会

2014.09.25 浜松市

宮河真一郎　　　米倉　圭二
原　　圭一　　　岡島枝里子
津田　玲子　　　児島　正樹
坂田　園子＊　　香川　礼子＊

宇都宮朱里＊　　岡田　　賢＊

当科で経験した Prader-Willi 症候群の臨
床検討

第 48 回日本小児内分泌学会学術
集会

2014.09.25 浜松市

原　　圭一　　　但馬　　剛＊

小野　浩明＊　　岡田　　賢＊

佐倉　伸夫＊　　畑　　都江＊

重松　陽介＊

日本人初と考えられるメチルマロン酸血
症 cdID 型の 1 歳男児

第 56 回日本先天代謝異常学会 2014.11.13 仙台市
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岡島枝里子　　　世羅　康彦
津田　玲子　　　児島　正樹
米倉　圭二　　　原　　圭一
金子陽一郎　　　宮河真一郎
常岡　英弘＊

多発性脾嚢胞性病変、眼底病変を認め、
抗体測定により診断されたネコひっかき
病

第 56 回呉市医学会 2014.11.16 呉市

岡島枝里子　　　世羅　康彦
津田　玲子　　　児島　正樹
米倉　圭二　　　原　　圭一
金子陽一郎　　　宮河真一郎
常岡　英弘＊

多発性脾嚢胞性病変、眼底病変を伴った
ネコひっかき病の 1 例

第 66 回中国四国小児科学会 2014.11.22 高知市

津田　玲子　　　宮河真一郎
金子陽一郎　　　世羅　康彦
原　　圭一　　　米倉　圭二
児島　正樹　　　岡島枝里子
石川　暢恒＊

当科で経験した胎児期・新生児期に心臓
腫瘍を指摘された結節性硬化症の 2 例

第 164 回日本小児科学会広島地方
会

2014.12.14 広島市

外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

小田切数基　　　種村　匡弘
種村　匡弘　　　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　　　上池　　渉
村尾　正樹　　　宮ヶ谷靖介

交通外傷のため腹腔内出血を呈した 29
歳男性の 1 例

第 18 回呉腹部救急研究会 2014.02.04 呉市

富永　春海　　　下高　美和
田寺加代子　　　森光　　毅
竹山　知志

感染防止対策加算導入についての検討 第 29 回日本環境感染学会総会・
学術集会

2014.02.14 東京都

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

5 年前に指摘されていた魚骨が原因で発
生した S 状結腸間膜内膿瘍の 1 切除例

第 10回日本消化管学会総会学術集会 2014.02.14 福島市

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

腎障害を合併した切除不能・進行胃癌に
対する S-1+Trastuzumab の使用経験

第 86 回日本胃癌学会総会 2014.03.20 横浜市

山口　恵美　　　福田　敏勝＊

竹井　大祐＊　　河島　芙澄＊

寿美　裕介＊　　佐々田達成＊

吉田　　誠＊　　山木　　実＊

天野　尋暢＊　　中原　雅弘＊

則行　敏生＊

粘膜下腫瘍様の形態を呈し術前診断に苦
慮した胃未分化癌の一例

第 86 回日本胃癌学会総会 2014.03.20 横浜市

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

当院における原発性小腸癌の検討 第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

伊禮　俊充　　　種村　匡弘
井上　雅史　　　本明　慈彦
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

膵腺扁平上皮癌の臨床病理学的検討およ
び外科的治療戦略について

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

種村　匡弘　　　永野　浩昭＊

大村　仁昭＊　　富丸　慶人＊

濱　　直樹＊　　和田　浩志＊

川本　弘一＊　　小林　省吾＊

江口　英利＊　　上池　　渉
伊藤　壽記　　　土岐祐一郎＊

森　　正樹＊　　

脂 肪 由 来 幹 細 胞（ADSC） － islet 
composite graft を用いた次世代型膵島
移植療法の開発

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市
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小田切数基　　　清水　洋祐
黒川　知彰　　　本明　慈彦
山下　晋也　　　井上　雅史
文　　正浩　　　伊禮　俊充
種村　匡弘　　　富永　春海
畑中　信良　　　吉川　幸伸
上池　　渉

当センターにおける肛門管扁平上皮癌に
対する放射線化学療法 6 例の検討

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

井上　雅史　　　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
清水　洋祐　　　富永　春海
畑中　信良　　　吉川　幸伸
上池　　渉

外傷性膵損傷の救命のポイントーⅢｂ型
膵損傷を見落とさないためにー

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

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

左側大腸癌イレウス症例に対する金属ス
テントの有用性

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

種村　匡弘　　　伊禮　俊充
井上　雅史　　　本明　慈彦
黒川　知彰

局所進行膵癌の新しい術前治療戦略　－
膵癌根治をめざした強度変調放射線治療
併用術前化学放射線療法の確立 -

第 26回日本肝胆膵外科学会学術集会 2014.06.11 和歌山市

伊禮　俊充　　　井上　雅史
本明　慈彦　　　種村　匡弘

75 歳以上高齢者肝細胞癌症例の特徴と
肝切除術成績の検討

第 26回日本肝胆膵外科学会学術集会 2014.06.11 和歌山市

井上　雅史　　　伊禮　俊充
本明　慈彦　　　種村　匡弘

切除可能膵癌に対し強度変調放射線治療
（IMRT）を併用した術前化学療法放射
線療法実施例における膵全摘

第 26回日本肝胆膵外科学会学術集会 2014.06.11 和歌山市

井上　雅史　　　種村　匡弘
伊禮　俊充　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

局所進行膵癌に対する強度変調放射線治
療（IMRT）を併用した術前化学放射線
療法の経験

広島肝胆膵外科手術研究会 2014 2014.06.24 広島市

井上　雅史 第 43 回広島肝胆膵外科手術研究会 2014.06.24 広島市

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

TS-1 単剤療法により DIC を離脱した胃
癌骨髄癌症の 1 例

第 36 回日本癌局所療法研究会 2014.06.27 八尾市

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

術前化学療法により治療切除可能であっ
た肝転移を伴う胃癌の１例

第 36 回日本癌局所療法研究会 2014.06.27 八尾市

黒川　知彰　　　文　　正浩
畑中　信良　　　小田切数基
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　　　上池　　渉

腹水濾過濃縮再静注と化学療法の併用が
有用であった胃癌の 1 例

第 36 回日本癌局所療法研究会 2014.06.27 八尾市

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　　　上池　　渉

術前化学療法後に治癒切除した食道類基
底細胞癌の 1 例

第 68 回日本食道学会学術集会 2014.07.03 東京都

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　加藤　健志＊

畑中　信良　　　田村　茂行＊

肝門部肝管癌に対する完全鏡視下拡大肝
葉切除および胆道再建

第３回 SUMMER SEMINAR in　
OKINAWA

2014.07.04 宮古島

本明　慈明　　　清水　洋祐
山下　晋也　　　井上　雅史
文　　正浩　　　伊禮　俊充
種村　匡弘　　　富永　春海
畑中　信良　　　上池　　渉

腹部手術後の魚骨による消化管穿孔を来
たした 3 例

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市



業
　
　
績

小林　弘典 胃十二指腸動脈および肝動脈に動脈瘤を
伴う全膵動静脈奇形の１手術例－長時間
手術、重症管理を経験して－

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

小田切数基　　　清水　洋祐
山下　晋也　　　井上　雅史
文　　正浩　　　伊禮　俊充
種村　匡弘　　　富永　春海
畑中　信良　　　上池　　渉

当院における大腸癌肺転移切除例の検討 第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

富永　春海　　　清水　洋祐
山下　晋也　　　本明　慈彦
文　　正浩　　　井上　雅史
伊禮　俊充　　　種村　匡弘
畑中　信良　　　上池　　渉

大腸癌ステント留置症例に対する腹腔鏡
下大腸切除の検討

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

文　　正浩　　　畑中　信良
小田切数基　　　山下　晋也
井上　雅史　　　伊禮　俊充
清水　洋祐　　　種村　匡弘
富永　春海　　　上池　　渉

80 歳以上高齢者に対する腹腔鏡補助下
幽門側胃切除術の検討

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

小林　弘典 胃十二指腸動脈および肝動脈に動脈瘤を
伴う全膵膵動脈奇形の１手術例 - 長時間
手術、重症管理を経験して

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

種村　匡弘　　　永野　浩昭
川本　弘一　　　小林　省吾
江口　英利　　　畑中　信良
上池　　渉　　　伊藤　壽記
森　　正樹　　　土岐祐一郎

高齢ドナーからの脳死膵臓移植の適応と
限界ー膵移植遠隔成績と移植辞退ドナー
情報のゆくえー

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

本明　慈彦 腹部手術後の魚骨による消化管穿孔を来
たした 3 例

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

伊禮　俊充　　　種村　匡弘
井上　雅史　　　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

当センターにおける完全および腹腔鏡補
助下肝切除の導入初期の成績についての
検討

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

山下　晋也　　　井上　雅史
清水　洋祐　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　文　　正浩
伊禮　俊充　　　種村　匡弘
富永　春海　　　畑中　信良

仮性虫垂憩室炎に対して腹腔鏡手術を施
行した 1 例

第 19 回中国四国内視鏡外科研究会 2014.09.04 松江市

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　加藤　健志＊

畑中　信良　　　田村　茂行＊

肝門部胆管癌に対する完全鏡視下拡大肝
葉切除および胆道再建

第 27 回近畿内視鏡外科研究会 2014.09.13 神戸市

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　賀川　義規＊

竹野　　淳＊　　向坂　英樹＊

谷口　博一＊　　加藤　健志＊

田村　茂行＊

肝門部胆管癌に対する完全鏡視下肝葉切
除および胆道再建

第 50 回日本胆道学会学術集会 2014.09.25 東京都

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　賀川　義規＊

竹野　　淳＊　　向坂　英樹＊

谷口　博一＊　　加藤　健志＊

畑中　信良　　　田村　茂行＊

膵実質のみの脱転を意識した腹腔鏡下脾
温存膵尾側切除

第 6 回膵臓内視鏡外科研究会 2014.10.01 盛岡市

小田切数基　　　井上　雅史
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　山下　晋也
文　　正浩　　　伊禮　俊充
清水　洋祐　　　種村　匡弘
富永　春海　　　畑中　信良

腹腔鏡下に切除した巨大腹膜中皮嚢胞の
1 例

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

井上　雅史　　　種村　匡弘
伊禮　俊充　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

横行結腸間膜由来 Pecoma の一例 第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市
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業
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山口　恵美　　　伊禮　俊充
清水　洋祐　　　小田切数基
黒川　知彰　　　澤田　元太
山下　晋也　　　文　　正浩
井上　雅史　　　種村　匡弘
富永　春海　　　畑中　信良

胆嚢十二指腸瘻に対し腹腔鏡下手術を完
遂し得た 1 例

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

文　　正浩　　　小田切数基
井上　雅史　　　黒川　知彰
山口　恵美　　　澤田　元太
伊禮　俊充　　　清水　洋祐
種村　匡弘　　　富永　春海
畑中　信良

胃 GIST に対する単孔式腹腔鏡下手術の
導入

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

伊禮　俊充　　　種村　匡弘
井上　雅史　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

80 歳以上高齢者に対する腹腔鏡下肝切
除の検討

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

山下　晋也　　　井上　雅史
清水　洋祐　　　小田切数基
黒川　知彰　　　本明　慈彦
山口　恵美　　　澤田　元太
文　　正浩　　　伊禮　俊充
種村　匡弘　　　富永　春海
畑中　信良

腹腔鏡下虫垂切除術を施行した虫垂憩室
炎の 1 切除例

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

黒川　知彰　　　清水　洋祐
富永　春海　　　小田切数基
山口　恵美　　　澤田　元太
山下　晋也　　　井上　雅史
文　　正浩　　　伊禮　俊充
種村　匡弘　　　畑中　信良

術前診断し、腹腔鏡下に切除した特発性
大網捻転症の 1 例

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

澤田　元太　　　清水　洋祐
小田切数基　　　黒川　知彰
山口　恵美　　　山下　晋也
文　　正浩　　　井上　雅史
伊禮　俊充　　　種村　匡弘
富永　春海　　　畑中　信良

腹腔鏡下手術を施行した閉鎖孔ヘルニア
嵌頓例

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　賀川　義規＊

竹野　　淳＊　　向坂　英樹＊

谷口　博一＊　　加藤　健志＊

田村　茂行＊

完全腹腔鏡下肝切除術の適応拡大ー胆道
再建症例、血管侵襲を伴う症例について

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.03 盛岡市

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　賀川　義規＊

竹野　　淳＊　　向坂　英樹＊

谷口　博一＊　　加藤　健志＊

田村　茂行＊

肝門部胆管癌に対する完全鏡視下拡大肝
葉切除および胆道再建

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.04 盛岡市

伊禮　俊充　　　種村　匡弘
中平　　伸　　　井上　雅史
小田切数基　　　黒川　知彰
山口　恵美　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　蒲田　泰生
畑中　信良

膵癌 NACRT 症例における CTC 検出の
意義

第 9 回膵癌術前治療研究会 2014.10.18 鹿児島

井上　雅史　　　種村　匡弘
中平　　伸　　　伊禮　俊充
小田切数基　　　黒川　知彰
山口　恵美　　　澤田　元太
山下　晋也　　　文　　正浩
清水　洋祐　　　富永　春海
畑中　信良

切除可能膵癌に対し強度変調放射線治療
（IMRT）を併用した術前化学放射線療
法実施例における膵全摘

第 9 回膵癌術前治療研究会 2014.10.18 鹿児島

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

浸潤性膵管癌術後長期生存の臨床病理学
的検討

第 22 回日本消火器関連学会週間 2014.10.23 神戸市



業
　
　
績

井上　雅史　　　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
清水　洋祐　　　富永　春海
畑中　信良

膵全摘術後の栄養管理－膵癌に対する膵
全摘術は妥当か？－

第 22 回日本消火器関連学会週間 2014.10.23 神戸市

中平　　伸　　　伊禮　俊充
井上　雅史　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

腹腔鏡下肝切除術の適応拡大 第 44 回広島肝胆膵外科手術研究会 2014.11.04 広島市

中平　　伸　　　伊禮　俊充
井上　雅史　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

腹腔鏡下切除術の適応拡大 第 44 回広島肝胆膵外科手術研究会 2014.11.04 広島市

富永　春海　　　清水　洋祐
井上　雅史　　　山下　晋也
澤田　元太　　　山口　恵美

大腸癌根治術後にリンパ節再発を疑い切
除を行った 3 例

第 69回日本大腸肛門病学会学術集会 2014.11.07 横浜市

山下　晋也　　　清水　洋祐
富永　春海　　　井上　雅史
澤田　元太　　　山口　恵美

狭窄症状で発見された 4 型大腸癌の 1 例 第 69回日本大腸肛門病学会学術集会 2014.11.07 横浜市

清水　洋祐　　　富永　春海
山下　晋也　　　井上　雅史
澤田　元太　　　山口　恵美

局所進行直腸癌に対する術前化学放射線
療法の経験

第 69回日本大腸肛門病学会学術集会 2014.11.07 横浜市

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　加藤　健志＊

畑中　信良　　　田村　茂行＊

完全腹腔鏡下肝切除術の適応拡大 - 胆道
再建症例、血管侵襲を伴う症例について
-

第 8 回肝臓内視鏡外科研究会 2014.11.19 郡山市

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　賀川　義規＊

竹野　　淳＊　　向坂　英樹＊

谷口　博一＊　　加藤　健志＊

畑中　信良　　　田村　茂行＊

腹腔鏡下胆嚢摘出術修練カリキュラムの
工夫

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

中平　　伸　　　武田　　裕＊

桂　　宜輝＊　　賀川　義規＊

竹野　　淳＊　　向坂　英樹＊

谷口　博一＊　　加藤　健志＊

畑中　信良　　　田村　茂行＊

膵実質のみの脱転を意識した腹腔鏡下脾
温存膵尾側切除

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

小羽田悠貴　　　種村　匡弘
井上　雅史　　　伊禮　俊充
小田切数基　　　黒川　知彰
山口　恵美　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

十二指腸乳頭部癌原発神経内分泌腫瘍の
1 例

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

種村　匡弘　　　伊禮　俊充
井上　雅史　　　澤田　元太
山下　晋也　　　黒川　知彰
小田切数基　　　山口　恵美
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

局所進行膵癌の新しい治療戦略－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 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

黒川　知彰　　　富永　春海
清水　洋祐　　　小田切数基
山口　恵美　　　澤田　元太
山下　晋也　　　文　　正浩
井上　雅史　　　伊禮　俊充
種村　匡弘　　　畑中　信良

胃癌、膀胱癌、甲状腺癌、大腸癌の４重
複癌の 1 例

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

前田　雄洋　　　井上　雅史
種村　匡弘　　　伊禮　俊充
小田切数基　　　山口　恵美
黒川　知彰　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

膵転移を認めた胸腺カルチノイドの 1 切
除例

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市
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山口　恵美　　　井上　雅史
種村　匡弘　　　伊禮　俊充
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

膵癌に肺原発炎症性筋線維芽細胞腫瘍と
原発性肺癌を合併した重複癌の一切除例

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

小田切数基　　　畑中　信良
文　　正弘　　　黒川　知彰
山口　恵美　　　澤田　元太
山下　晋也　　　井上　雅史
伊禮　俊充　　　清水　洋祐
種村　匡弘　　　富永　春海

術後に急激な多発転移を来たした食道内
分泌細胞癌の 1 例

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

井上　雅史　　　種村　匡弘
伊禮　俊充　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
山下　晋也　　　文　　正浩
清水　洋祐　　　富永　春海
畑中　信良

膵頭部神経内分泌腫瘍と鑑別が困難で
あった異所性副腎の一例

第 76 回日本臨床外科学会総会 2014.11.20 郡山市

伊禮　俊充　　　中平　　伸
井上　雅史　　　小田切数基
黒川　知彰　　　山口　恵美
澤田　元太　　　山下　晋也
文　　正浩　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

私の腹腔鏡下肝切除術の経験 第 1 回呉肝胆膵内視鏡外科フォー
ラム

2014.11.29 呉市

中平　　伸　　　清水　潤三＊

宮本　敦史＊　　小林　省吾＊

梅下　浩司＊　　伊藤　壽記＊

門田　守人＊　　土岐祐一郎＊

森　　正樹＊

肝胆膵手術手技における手術部位感染
（SSI）サーベイランス細分化の必要性

第 27 回日本外科感染症学会総会
学術集会

2014.12.04 東京都

乳腺外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

森井　奈央　　　山城　大泰
高橋　寛敏　　　谷山　清己

当院における乳癌バイオマーカーの検討
と術前化学療法の効果

第 44 回広島乳腺疾患研究会 2014.03.29 広島市

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

当院における乳癌の免疫組織額的なサブ
タイプ分類と術前化学療法の効果

第 22 回日本乳癌学会学術総会 2014.07.10 大阪市

尾崎　慎治 当センターにおけるハーセプチン・パー
ジェタ併用化学療法の検討

Breast Cancer Symposium 2014.08.19 広島市

森井　奈央　　　尾﨑　慎治
山城　大泰

ペルツズマブ投与中にうっ血性心不全を
発症した HER2 陽性再発乳癌の一例

第 11 回日本乳癌学会中国四国地
方会

2014.09.20 広島市

整形外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

撓骨遠位端骨折手術操作による医原性屈
筋腱断裂の検討

第 31 回中部日本手外科研究会 2014.02.08 下関市

原田　崇弘　　　濱田　宜和
蜂須賀裕己　　　泉田　泰典
仁井谷　学　　　杉田　　孝

γネイルによる骨接合術後にカットアウ
トを来たし再手術を施行した 3 例

第 122 回中部日本整形外科・災害
外科学会学術集会

2014.04.11 岡山市

大川　新吾　　　濱田　宜和
安本　正徳　　　泉田　泰典
仁井谷　学　　　杉田　　孝

人工関節置換術各種インサートにおける
コンポーネントの動態解析　ナビゲー
ション・システムを用いた評価

第 122 回中部日本整形外科・災害
外科学会学術集会

2014.04.11 岡山市

蜂須賀裕己　　　大川　新吾
仁井谷　学　　　泉田　泰典
濱﨑　貴彦　　　濱田　宜和

撓骨遠位端骨折手術操作による医原性屈
筋腱断裂の検討

第 122 回中部日本整形外科・災害
外科学会学術集会

2014.04.12 岡山市

蜂須賀裕己　　　濱田　宜和
濱﨑　貴彦　　　松尾　俊宏
杉田　　孝

血管柄付き骨膜移植による関節再建 第 57 回日本手外科学会学術集会 2014.04.17 宜野湾市

蜂須賀裕己　　　濱田　宜和
松尾　俊宏　　　濱﨑　貴彦
杉田　　孝

人工骨ブロック移植による橈骨遠位端骨
折 整 復 法　 第 2 報；　REGO（Radiuis 
En-Grafting Osteoplasty） と Reverse-
REGO

第 57 回日本手外科学会学術集会 2014.04.17 宜野湾市



業
　
　
績

濱﨑　貴彦　　　中川　　豪
沖本　信和　　　白川　泰山
定岡　大祐　　　原田　崇弘
大川　新吾　　　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）～多施設前向き観察
研究～

第 43回日本脊椎脊髄病学会学術集会 2014.04.18 京都市

大川　新吾 TKA CS インサートは脛骨を後方制動
しているか？～ Navigation system を用
いた検討～

第 86 回呉整形外科研究会 2014.05.15 呉市

森　　　亮 臼蓋形成不全における前後不安定性の評
価

第 86 回呉整形外科研究会 2014.05.15 呉市

原田　崇弘　　　蜂須賀裕己
濱﨑　貴彦　　　松尾　俊宏
濱田　宜和　　　杉田　　孝

VariAx Elbow Locking Plate System が
有用であった非典型な上腕骨骨幹部ー遠
位端粉砕骨折の 1 例

第 123 回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

2014.10.03 名古屋市

濱﨑　貴彦　　　原田　崇弘
大川　新吾　　　森　　　亮
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
的に加療した高齢者軸椎歯突起骨折

（Anderson type 2）の 1 例

第 16 回日本骨粗鬆症学会 2014.10.23 東京都

蜂須賀裕己 血管柄付骨膜移植による手指関節再建 第 87 回呉整形外科研究会 2014.11.07 呉市

松尾　俊宏 軟部肉腫の末梢血循環癌細胞による転移
予測

第 87 回呉整形外科研究会 2014.11.07 呉市

原田　崇弘　　　松尾　俊宏
蜂須賀裕己　　　濱田　宜和
濱﨑　貴彦　　　泉田　泰典
森　　　亮　　　大川　新吾
杉田　　孝

中指中節骨に発生した傍骨性骨軟骨異形
増生の 1 例

第 47 回中国・四国整形外科学会 2014.11.09 尾道市

大川　新吾　　　蜂須賀裕己
泉田　泰典　　　原田　崇弘
松尾　俊宏　　　濱﨑　貴彦
森　　　亮　　　濱田　宜和
杉田　　孝

脛骨 Pilon 骨折の治療成績 第 47 回中国・四国整形外科学会 2014.11.8 尾道市

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

偽関節化した血管柄付き腓骨骨折に対す
るテリパラチドの有用性

第 41 回日本マイクロサージャリー
学会学術集会

2014.12.04 京都市

リハビリテーション科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

山本　浩基　　　森明　里志
松谷　純子　　　千手　志乃
道広　博之　　　市川　織絵
松田　守弘　　　川本　俊治

独居の心不全患者における他施設転院に
影響する因子の検討

第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.03.22 東京都

森本　祐介　　　中尾　淳一
高濱　みほ　　　道広　博之
南本　裕介　　　井手　　孝
白野　容子　　　峯本　　譲
高松　理央　　　牧田　香子
有長　織恵　　　原田　年子
北原　良洋　　　半田　良憲
原田　洋明　　　山下　芳典

当院で行っている多職種チームによる術
前包括的呼吸リハビリテーション

第 1 回日本呼吸ケアリハビリテー
ション学会　中国・四国支部会学
術集会

2014.05.07 広島市

高桑　　翼　　　山家　健作
日浦　雅則　　　椿　　若菜
小玉　　樹　　　青砥　達朗
管田亜沙美　　　守谷　理恵

左臀部悪性軟部腫瘍に対し筋・神経など
の広範切除術後リハビリにより自宅退院
に至った症例

第 23 回リハビリテーション研究
会 in　Yonago

2014.05.17 米子市

高濱　みほ　　　中尾　淳一
道広　博之　　　松田　眞弥
森本　祐介　　　森明　里志
北原　良洋

軽症～中等症慢性閉塞性肺疾患の 6 分間
歩行試験における特徴

第 36回日本呼吸療法医学会学術総会 2014.07.19 秋田市

松田　眞弥　　　中尾　淳一
高濱　みほ　　　道広　博之
神原　智美　　　北原　良洋

労作時呼吸困難感の原因推察が運動耐容
能の改善に影響した一症例

第 36回日本呼吸療法医学会学術総会 2014.07.19 秋田市

中尾　淳一　　　原田　洋明
森明　里志　　　高濱　みほ
道広　博之　　　桑原　正樹
山下　芳典

Interdisciplinary　team　approach で
行う肺切除周術期の包括的リハビリテー
ション

第 24 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2014.10.24 奈良市
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森明　里志　　　中尾　淳一
高濱　みほ　　　道広　博之
原田　洋明　　　桑原　正樹
山下　芳典

多職種チーム体制で行う肺切除当日にお
ける早期離床と食事摂取の臨床的介入効
果

第 24 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2014.10.24 奈良市

高濱　みほ　　　森本　祐介
森明　里志　　　中尾　淳一
道広　博之

慢性閉塞性肺疾患患者の予後予測評価
ツールに影響している因子を検討する

第 24 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2014.10.24 奈良市

森　　　亮　　　安永　裕司＊

山崎　琢磨＊　　庄司　剛士＊

越智　光夫＊

False profile view を用いた股関節前後
不安定性の評価

第 41 回日本股関節学会学術集会 2014.10.31 東京都

高桑　　翼　　　山家　健作
日浦　雅則　　　椿　　若菜
小玉　　樹　　　青砥　達朗
管田亜沙美　　　守谷　理恵

左臀部悪性軟部腫瘍に対し筋・神経など
の広範切除術後リハビリにより自宅退院
に至った症例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

高濱　みほ 次世代の人工呼吸器管理　理学療法士の
立場より～理学療法士からみた人工呼吸
器管理中の役割とこれからの課題～

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

田代　桂一　　　山本　浩基
道広　博之　　　蜂須賀裕己

骨形成不全症患者の骨折後の関節可動域
制限疾患特性により長期固定でも拘縮を
呈さなかった一例

第 19 回広島県理学療法士学会 2014.12.07 安芸高田市

形成外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

植村　享裕　　　木下　雅人 第 5 回中国・四国形成外科施設間研究報
告会　鼠径部全層採皮創の閉鎖方法に関
する多施設間研究

第 68 回日本形成外科学会中国四
国支部会

2014 高松市

三浦　佑樹　　　小野田　聡
杉山　成史　　　安積　昌吾

MRSA 感染を来した難治性潰瘍に対す
る daptomycin の臨床的検討

第 67 回中国・四国形成外科学会
学術集会

2014.02.02 高知市

三浦　佑樹　　　小野田　聡 皮弁移植後の血流障害に対する高気圧酸
素療法

第 57 回日本形成外科学会総会・
学術集会

2014.04.09 長崎市

三浦　佑樹　　　小野田　聡 当院におけるリンパ浮腫に対する取り組
み

第 57 回日本形成外科学会総会・
学術集会

2014.04.09 長崎市

脳神経外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

米澤　公器　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
細貝　昌弘　　　谷山　清己
倉岡　和矢　　　齋藤　彰久

鞍上部に発生した mature teratoma の一
例

第 77 回日本脳神経外科学会中国
四国支部学術集会

2014.04.05 米子市

大下　純平　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　米澤　公器
細貝　昌弘

後下小脳動脈に限局した解離性動脈瘤に
対してコイル塞栓術を行った 1 例

第 6 回 Stroke Conference in KURE 2014.04.11 呉市

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
工夫ー抗菌性創傷被覆・保護材とハイド
ロコロイド創傷被覆材の使用についてー

第 7 回日本整容脳神経外科研究会 2014.04.19 福岡市

米澤　公器　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
細貝　昌弘

当院における未破裂内頚動脈瘤に大して
バイパス併用し親血管閉塞術を行った症
例の治療成績

第 29 回広島脳卒中フォオーラム 2014.07.05 広島市

大庭　信二　　　伊藤　陽子
大下　純平　　　米澤　公器
細貝　昌弘

大孔部髄膜腫の 1 治験例 第 28 回中国脳神経外科手術研究会 2014.08.23 岡山市

大下　純平　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　米澤　公器
細貝　昌弘

涙腺原発 Mucosa-Associated Lymphoid 
Tissue 型 リ ン パ 腫（MALT-type 
lymphoma）の 1 例

第 28 回中国四国脳腫瘍研究会 2014.09.05 広島市

米澤　公器　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
細貝　昌弘　　　齋藤　彰久
倉岡　和矢　　　谷山　清己

鞍上部に発生した mature teratoma の一
例

第 19 回日本脳腫瘍の外科学会 2014.09.12 東京都

米澤　公器　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
細貝　昌弘

中耳癌に対して側頭骨亜全摘術施行した
1 例

第 107 回広島がん治療研究会 2014.09.20 広島市

大下　純平 当院における頸動脈ステント留置術
（CAS）の長期成績

日本脳神経外科学会第 73回学術総会 2014.10.09 東京都



業
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伊藤　陽子　　　大庭　信二
大下　純平　　　細貝　昌弘
米澤　公器

MRI 対応脊髄刺激装置の導入による難
治性疼痛治療の拡大

日本脳神経外科学会第 73回学術総会 2014.10.10 東京都

伊藤　陽子　　　大庭　信二
大下　純平　　　細貝　昌弘
米澤　公器

MRI 対応脊髄刺激装置の導入による難
治性疼痛治療の拡大

第 16 回広島機能脳神経外科研究会 2014.11.12 広島市

伊藤　陽子　　　大庭　信二
大下　純平　　　米澤　公器
細貝　昌弘

MRI 対応脊髄刺激装置の導入 第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

伊藤　陽子　　　大庭　信二
大下　純平　　　米澤　公器
細貝　昌弘

難治性疼痛に対する脊髄刺激療法 第 56 回呉市医学会 2014.11.16 呉市

米澤　公器　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
細貝　昌弘

MVD 手術の 2 年後にｄ AVF を発症し
た 1 例

第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会

2014.12.04 横浜市

大下　純平　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　米澤　公器
細貝　昌弘

当院で施行した頸動脈ステント留置術
（CAS）の中長期成績

第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会

2014.12.04 横浜市

呼吸器外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

半田　良憲　　　原田　洋明
山下　芳典

1 秒量 790 ｍ L の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
いえた 1 例

第 12 回呉がんチーム医療研究会 2014.01.25 呉市

山下　芳典　　　原田　洋明
半田　良憲　　　窪田真喜子
大河内友美　　　南本　裕介
井出　　孝　　　白野　容子
槙田　香子　　　高松　理央
佐久間千代子　　高濱　みほ
中尾　淳一　　　道広　博之
峯本　　譲

高齢者に対する肺癌手術術前における多
職種チーム体制による高容量ＢＣＡＡ併
用包括的呼吸リハビリテーションの効用

第 29 回日本静脈経腸栄養学会 2014.02.27 横浜市

山下　芳典　　　原田　洋明
半田　良憲

肺がんに対する胸腔鏡手術（VATS）を
軸とした Advanced　ERAS（A-ERAS）
法の試み

第 29 回日本静脈経腸栄養学会 2014.02.27 横浜市

山下　芳典　　　原田　洋明
半田　良憲

包括的呼吸リハビリテーション後に区域
切除を行い得た低肺機能の 1 例

第 12 回スプリングセミナー IN 
OKINAWA

2014.03.28 沖縄県
糸満市

山下　芳典　　　原田　洋明
半田　良憲

高齢者肺癌手術に対する治療戦略　高齢
者の肺がんに対する術前待機期間を利用
した多職種チーム体制による高容量分岐
鎖アミノ酸（BCAA）併用包括的呼吸リ
ハビリテーション

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

半田　良憲　　　原田　洋明
山下　芳典

定量的な術後疼痛評価による手術アプ
ローチ別の侵襲度の検討

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

原田　洋明 当院で施行している胸腔鏡下左上葉切除
と縦隔リンパ節郭清

Minimally invasive Thoracic 
Surgery -the 2nd seminar-

2014.04.19 岡山市

山下　芳典　　　原田　洋明
半田　良憲　　　窪田真喜子
大河内友美　　　井手　　孝
白野　容子　　　槙田　香子
高濱　みほ　　　中尾　淳一
道広　博之　　　峯本　　譲

術後回復促進のための ESSENSE　肺が
んに対する胸腔鏡手術（VATS）を軸と
した包括的呼吸リハビリテーションと超
早期離床・経口摂取の検証

日本外科代謝栄養学会第 51 回学
術集会

2014.07.04 豊中市

原田　洋明　　　桑原　正樹
山下　芳典　　　奥本　　穣
佐々木啓介　　　北原　良洋
中野喜久雄　　　末岡　敬浩
三好　裕美　　　秋山　直子
松浦　範明　　　豊田　尚之
谷山　大樹　　　齋藤　彰久
倉岡　和矢　　　谷山　清己

画像上完全消退後に再熱した肺浸潤性粘
液腺癌の１切除例

第 107 回広島がん治療研究会 2014.09.20 広島市

山下　芳典　　　原田　洋明
桑原　正樹

肺がんに対する胸腔鏡手術による低侵襲
化がもたらした術後創部痛の軽減

第 67 回日本胸部外科学会定期学
術集会

2014.09.30 福岡市

桑原　正樹　　　原田　洋明
山下　芳典

術前リスク判定からみたハイリスク症例
に対する完全鏡視下手術選択の妥当性

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市
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山下　芳典　　　原田　洋明
桑原　正樹

肺がんに対する胸腔鏡手術（VATS）の
術後創部痛による低侵襲性の評価

第 27 回日本内視鏡外科学会総会 2014.10.02 盛岡市

原田　洋明　　　沢田　茂樹＊

塩野　知志＊　　伊藤　宏之＊

佐藤　寿彦＊　　田川　　努＊

山下　芳典　　　山下　素弘＊

術後の定期的な脳転移検索に意義はある
のか～肺癌術後脳転移例に関する多施設
共同研究～

第 55 回日本肺癌学会学術集会 2014.11.14 京都市

桑原　正樹　　　原田　洋明
山下　芳典

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術の周術期におけ
るチーム医療の取り組み

第 56 回呉市医学会 2014.11.16 呉市

心臓血管外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

仲村　輝也　　　関谷　直純
桝田　浩禎

開心術後の血液培養施行症例の検討ー黄
色ブドウ球菌血症は独立した予後不良因
子である

第 44 回日本心臓血管外科学会学
術総会

2014.02.19 熊本市

桝田　浩禎　　　関谷　直純
仲村　輝也

高齢者に対する三弁手術の安全性と長期
予後の検討

第 44 回日本心臓血管外科学会学
術総会

2014.02.19 熊本市

仲村　輝也　　　桝田　浩禎
澤　　芳樹＊

開心術後早期の菌血症は予後予測因子と
なるか？

第 114 回日本外科学会定期学術集会 2014.04.03 京都市

毛利　教生 高度の弁輪石灰化を伴う症例に対する僧
房弁置換術

中国四国心臓血管外科セミナー
for the next generation

2014.06.28 岡山市

流郷　昌裕　　　毛利　教生 心臓血管外科手術における偏向サージカ
ルルーペの使用経験

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

皮膚科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

松阪　由紀　　　真田　聖子
片岡　和洋＊　　春田　直樹＊

下 腿 腫 脹 と 難 治 性 潰 瘍 で 受 診 し た
Klippel-Trenaunay 症候群の 1 例

日本皮膚科学会第 134 回広島地方会 2014.02.23 広島市

松阪　由紀　　　真田　聖子
大川　新吾　　　毛利　教生

足趾の網状皮斑と皮膚潰瘍を生じコレス
テロール結晶塞栓症と診断した 1 例

日本皮膚科学会第 135 回広島地方会 2014.09.07 広島市

泌尿器科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

島本　　力　　　福岡憲一郎
甲田俊太郎　　　繁田　正信
佐竹　宏文＊

腹腔鏡下腎部分切除術における MAG3
シンチを用いた腎機能の検討

第 94 回日本泌尿器科学会四国地方会 2014.01.25 高知市

甲田俊太郎　　　福岡憲一郎
佐竹　宏文　　　繁田　正信

長期内分泌治療中に PSA 上昇を来した
症例に対して行った腹腔鏡下前立腺全摘
除術（LRP）の検証

第 102 回日本泌尿器科学会総会 2014.04.26 神戸市

繁田　正信　　　福岡憲一郎
佐竹　宏文　　　甲田俊太郎

腹腔鏡下腎部分切除術施行例における
R.E.N.A.L Nephrometry score の検証

第 102 回日本泌尿器科学会総会 2014.04.26 神戸市

福岡憲一郎　　　深田　　聡
佐竹　宏文　　　甲田俊太郎
繁田　正信

腹腔鏡下に摘除術を施行した腎動静脈瘻
の 1 例

第 102 回日本泌尿器科学会総会 2014.04.26 神戸市

内藤　美季　　　繁田　正信
甲田俊太郎　　　島本　　力

当科における腹腔鏡下膀胱全摘術の検討 第 66 回西日本泌尿器科学会総会 2014.11.06 倉敷市

島本　　力　　　内藤　美季
甲田俊太郎　　　繁田　正信
福岡憲一郎＊　　深田　　聡＊

佐竹　宏文＊

腹腔鏡下腎部分切除術における MAG3
シンチを用いた腎機能の検討

第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2014.11.26 福岡市

甲田俊太郎　　　内藤　美季
島本　　力　　　繁田　正信

呉医療センターにおける腹腔鏡下前立腺
全摘除術の治療成績

第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2014.11.26 福岡市

繁田　正信　　　内藤　美季
島本　　力　　　甲田俊太郎

縫合：腹腔鏡下腎部分切除術における腎
実質縫合の意義

第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2014.11.26 福岡市

繁田　正信　　　内藤　美季
島本　　力　　　甲田俊太郎

腹腔鏡下腎部分切除術におけるトラブル
シューティング

第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2014.11.26 福岡市

甲田俊太郎　　　内藤　美季
島本　　力　　　繁田　正信

呉医療センターにおける腹腔鏡下前立腺
全摘除術の治療成績

第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2014.11.26 福岡市
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産婦人科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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　　　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　　　倉岡　和矢
谷山　清己

卵巣原発小細胞癌の 1 例 第 39 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第 55 回広島細胞診学会）

2014.03.01 広島市

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

卵 巣 癌 に よ る 肺 腫 瘍 塞 栓 微 小 血 管
障 害（pulmonary tumor thrombtic 
microangiopathy:PTTM）の 1 例

第 66 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2014.04.19 東京都

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

帝王切開術後に発症した深部静脈血栓症
の 4 例の検討

第 66 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2014.04.19 東京都

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

Mycoplasma hominis による術後感染症
の 3 例

第 66 回日本産科婦人科学会学術
講演会

2014.04.19 東京都

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

帝王切開術後に Mycoplasma hominis に
よる感染症を認めた 3 例

第 50 回日本周産期・新生児医学
会総会学術集会

2014.07.13 浦安市

中村　紘子 精神疾患を合併した婦人科癌症例の検討 第 56 回日本婦人科腫瘍学会学術
講演会

2014.07.17 宇都宮市

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

当科における Helical TomoTherapy　
を用いた IMRT の現状

第 52 回日本癌治療学会学術集会 2014.08.28 横浜市

加藤　俊平　　　友野　勝幸
上田　明子　　　山﨑　友美
中村　紘子　　　本田　　裕
澤崎　　隆　　　鳥居　　剛
水之江知哉

EP 配合薬にて神経症状を呈し、類もや
もや病が疑われた症例

第 65 回広島産科婦人科学会総会 2014.09.07 福山市

上田　明子　　　中村　紘子
友野　勝幸　　　山﨑　友美
本田　　裕　　　澤崎　　隆
水之江知哉

経腟分娩後に Clostridium difficile 関連
腸炎を発症した一例

第 67回中国四国産科婦人科学会総会 2014.09.13 宇部市

耳鼻咽喉科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

平川　治男　　　西　　康行
渡部　泰輔　　　多田　　誠

耳下腺炎と副咽頭間隙部に多発し顔面神
経麻痺を生じたワルチン腫瘍例

第 24 回日本頭頸部外科学会総会 2014.01.30 高松市

平川　治男　　　多田　　誠
渡部　泰輔　　　西　　康行

一定流量計フード形エアラインマスク使
用による顔面皮下気腫例

第 115 回日本耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

2014.05.14 福岡市

西　　康行　　　立川　隆治
大林　敦人　　　多田　　誠
平川　治男＊　　渡部　泰輔＊

動注化学療法併用放射線治療後に多発性
筋炎を発症した上顎洞癌の１例

第 38 回日本頭頸部癌学会 2014.06.12 東京都

大林　敦人　　　多田　　誠
西　　康行　　　立川　隆治

当科で経験した壊死性筋膜炎の 1 例 第 56 回呉市医学会 2014.11.16 呉市

放射線診断科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Nishiki M
Toyota N
Akiyama N
Matsuura N
Terada H
Honda Y
Awai K

Ovarian torsion: Relationship between 
torsion degree, duration from onset, and 
radiologic findings: The more twisted, 
the more necrosis

第 73 回日本医学放射線学会総会 2014.04.10 横浜市

末岡　敬浩　　　豊田　尚之
松浦　範明　　　秋山　直子
三好　裕美　　　粟井　和夫＊

子宮筋腫の肺転移に関する画像的検討 第 50 回日本医学放射線学会秋季
臨床大会

2014.09.26 神戸市
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秋山　直子　　　豊田　尚之
松浦　範明　　　三好　裕美
末岡　敬浩

OK-432 による硬化療法で治癒した難治
性非感染合併リンパのう腫の 1 例

第 28 回中国四国 IVR 研究会 2014.10.17 岡山市

放射線技師部門
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

定岡　大祐　　　濱崎　貴彦
竹板　大貴　　　杉浦　大貴
出垣　正紀　　　田坂　　聡
姫野　　敬　　　秋山　直子
松浦　範明　　　豊田　尚之

骨粗鬆症性椎体骨折での骨量変化につい
て～ CT カラーマッピング処理画像の有
用性～

第 16 回日本骨粗鬆症学会 .2014.10.23 東京都

石脇　清史　　　姫野　　敬
古志　和信　　　水嶋　徳仁
田辺　悦章　　　田淵　修一
山口　美隆　　　樋口　政雄
平松　太志

国立病院機構中国四国ブロックにおける
放射線治療品質管理支援規定の利用と報
告

JRC2014（日本放射線技術学会第
70 回総会学術大会）

2014.04.10 横浜市

姫野　　敬 1-3 年目の新人スタッフ教育 - 社会人・
　医療人教育を含めて -

第 16 日本医療マネジメント学会 2014.06.13 岡山市

姫野　　敬　　　遠藤　　崇
古志　和信　　　水嶋　徳仁
田辺　悦章　　　田淵　修一

中国四国ブロック国立病院における放射
線治療品質管理支援制度による人材育成
について

第 64 回日本病院学会 2014.07.03 高松市

姫野　　敬　　　田辺　悦章
遠藤　　崇　　　古志　和信
水嶋　徳仁　　　石脇　清史
田淵　修一

国立病院機構中国四国グループにおける
放射線治療品質管理支援制度開始５年後
の検証

第 30回日本診療放射線技師学術大会 2014.09.19 別府市

近藤　貴裕　　　林　慎一郎
笛吹　修治　　　古志　和信
山根　明哲　　　小畑　慶己
遠藤　　崇　　　姫野　　敬
富永　孝宏

ポリマーゲル線量計を用いたヘリカル式
強度変調放射線治療装置による球状照射
吸収線量分布評価

中国四国放射線医療技術フォーラ
ム 2014

2014.10.04 岡山市

古志　和信　　　山根　明哲
石脇　清史　　　遠藤　　崇
姫野　　敬

ヘリカル式強度変調放射線治療装置にお
けるターゲットの呼吸性移動に関する検
討

中四国放射線医療技術フォーラム
2014

2014.10.04 岡山市

後藤　将太　　　別府美奈子
八木　美保　　　田盛　雅英
杉浦　大貴　　　好村　尚記
石井　　直　　　小田　恵子
要田絵理加　　　石脇　清史
稲葉　　護　　　田坂　　聡
遠藤　　崇　　　姫野　　敬

ＦＰＤを用いたポータブルの運用 国立病院中国地区技師会総会第３
回学術大会

2014.10.18 松江市

別府美奈子　　　後藤　将太
八木　美保　　　田盛　雅英
杉浦　大貴　　　好村　尚記
石井　　直　　　小田　恵子
竹板　大貴　　　田坂　　聡
遠藤　　崇　　　姫野　　敬

コニカミノルタ製 FPD の画質評価 国立病院中国地区技師会総会第３
回学術大会

2014.10.18 松江市

石脇　清史　　　田淵　修一
姫野　　敬　　　山口　美隆
樋口　政雄　　　水嶋　徳仁
古志　和信　　　田辺　悦章
平松　太志

国立病院中国四国ブロックにおける放射
線治療品質管理支援規定の利用と報告

第 69 回日本放射線技術学会学術
大会

2014.11.04 横浜市

石井　　直　　　小田　恵子
田盛　雅英　　　好村　尚記
杉浦　大貴　　　田坂　　聡
姫野　　敬

ポータブルＸ線撮影におけるＷＦＰＤシ
ステムと無線ＲＩＳ運用の検討

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

熊谷　佑都　　　浅原　　徹
久保　英文　　　本荘　竜也
姫野　　敬

1.5 Ｔ -MRI 装置における４Ｄ－ＰＣを
用いた非造影鎖骨下動脈撮像の検討

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

浅原　　徹　　　熊谷　佑都
好村　尚記　　　久保　英文
本荘　竜也　　　姫野　　敬

Dual IR を用いた前腕部動静脈抽出にお
ける基礎検討

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

石井　　直　　　小田　恵子
田盛　雅英　　　好村　尚記
杉浦　大貴　　　田坂　　聡
姫野　　敬

ポータブルＸ線撮影におけるＷＦＰＤシ
ステムと無線ＲＩＳ運用の検討

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市
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放射線腫瘍科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

山本　道法　　　伊藤　琢生
沖川　佳子　　　木戸　みき
橋本　朗子　　　高蓋　寿朗

Dosimetric study of total body 
irradiation using helical tomotherapy 
in patients with hematopoietic 
malignancies who underwent allogenic 
hematopoietic stem-cell transplantation
強度変調放射線治療（IMRT）をもちい
た全身照射

The 73rd Annual Meeting of the 
Japan Radiological Sosiety 
第 73 回日本医学放射線学会総会

2014.04.12 横浜市

山本　道法 局所進行直腸がんに対する強度変調放射
線治療をもちいた術前化学放射線治療の
有用性の検討

第 52 回日本癌治療学会学術集会 2014.08.29 横浜市

病理診断科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

中川裕可里　　　井上　三鈴
田中　美帆　　　安村奈緒子
坂根　潤一　　　西村　俊直
仲野　秀樹　　　斎藤　彰久
倉岡　和矢　　　谷山　清己

組織切片自動作製装置を用いた業務効率
化の検討

第 32 回院内研究発表会 2014.02.15 呉市

坂根　潤一　　　木村　淑子
下久保佳美　　　三原　和子
谷山　清己

DLX4 及び SIM1 遺伝子の異常メチル化
解析は子宮頸部病変進行予測に有用であ
る

第 32 回院内研究発表会 2014.02.15 呉市

谷山　大樹　　　齋藤　彰久
倉岡　和矢　　　山口　　厚
種村　匡弘　　　谷山　清己

後腹膜腫瘍の一例 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 113 回スライドカンファレ
ンス）

2014.02.22 東温市
（愛媛県）

西村　俊直 細胞検査フォトサーベイ 第 33 回臨床検査精度管理向上研
修会（細胞検査サーベイ調査結果
報告）

2014.02.23 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　　　齋藤　彰久
倉岡　和矢　　　宇田川　学
森井　奈央　　　高橋　寛敏
山城　大泰　　　谷山　清己

乳腺穿刺吸引細胞診にて乳頭状病変と推
定した症例の細胞像の再検討

第 39 回日本臨床細胞学会広島県
支部総会（第 55 回広島細胞診学会）

2014.03.01 広島市

谷山　大樹　　　坂根　潤一
齋藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

乳がん Hercep score 評価の自動化 第 103 回日本病理学会総会 2014.04.24 広島市

齋藤　彰久　　　倉岡　和矢
坂根　潤一　　　谷山　清己

右手に生じた多形型平滑筋肉腫の一例 第 103 回日本病理学会総会 2014.04.25 広島市

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＊

DLX4 及び SIM1 遺伝子の異常メチル化
解析は子宮頸部病変進行予測に有用であ
る

第 103 回日本病理学会総会 2014.04.25 広島市

倉岡　和矢　　　齋藤　彰久
坂根　潤一　　　谷山　清己

病理解剖の新展開　Ai を用いた病理解
剖　当院で経験した Autopsy Imaging4
症例

第 103 回日本病理学会総会 2014.04.25 広島市

倉岡　和矢　　　齋藤　彰久
坂根　潤一　　　谷山　清己

脾臓辺縁帯リンパ腫の一例 第 103 回日本病理学会総会 2014.04.26 広島市

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

培養細胞株と自動画像解析を用いた乳癌
免疫染色内部精度管理の検討（第 3 報）

第 63 回日本医学検査学会 2014.05.17 新潟市

古屋周一郎　　　芹澤　昭彦
坂根　潤一　　　川崎　辰彦
東　　　学

病理染色サーベイに対する意識調査～特
殊染色について～平成 25 年度日臨技ア
ンケート調査解析報告２

第 63 回日本医学検査学会 2014.05.17 新潟市

坂根　潤一 自動前処理装置（VP2000）を用いた乳
癌 FISH 法検査の実際

Abbott Vysis FISH セミナー 2014 2014.06.05 東京都

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

膵 EUS-FNA における診断精度向上への
工夫

第 55 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2014.06.05 横浜市
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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
齋藤　彰久　　　倉岡　和矢
畑中　信良　　　谷山　清己

標本作製の工夫により診断が向上した低
異型度腹膜偽粘液腫の 1 例

第 55 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2014.06.05 横浜市

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

多形型平滑筋肉腫の一例 第 55 回日本臨床細胞学会総会（春
期大会）

2014.06.05 横浜市

斎藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　大樹　　　木戸　みき
高蓋　寿朗　　　谷山　清己

右大腿部多発性皮下結節 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 114 回スライドカンファレ
ンス）

2014.06.14 南国市

斎藤　彰久　　　谷山　清己
谷山　大樹　　　倉岡　和矢
森井　奈央　　　高橋　寛敏
山城　大泰

乳がん Hercep score 評価の目視判定と
自動判定の比較

第 22 回日本乳癌学会学術総会 2014.07.10 大阪市

谷山　大樹　　　齋藤　彰久
倉岡　和矢　　　谷山　清己
澤崎　　隆

子宮体部腺肉腫（Adenosarcoma） 第 62 回広島病理集談会 2014.07.19 広島市

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

当センターにおける膵 EUS-FNA 迅速診
断への取り組み～消化器内科との連携～

第 29 回日本臨床細胞学会中ｇ工
施行連合会学術集会

2014.08.02 高松市

倉岡　和矢　　　谷山　大樹
齋藤　彰久　　　谷山　清己

卵円孔早期閉鎖の１新生児解剖例 第 34 回日本小児病理研究会学術集会 2014.09.06 岡山市

倉岡　和矢　　　谷山　大樹
齋藤　彰久　　　山口　　厚
谷山　清己

膵病変診断における EUS=FNA 迅速細
胞診の有用性

第 107 回広島がん治療研究会 2014.09.20 広島市

坂根　潤一　　　谷山　清己
宮本　和明　　　仙谷　和弘
倉岡　和矢　　　大上　直秀
安井　　弥

子宮頸部スクリーニング液状検体（LBC）
法における DLX4 及び SIMI 遺伝子抑制
と検出

第 73 回日本癌学会学術集会 2014.09.25 横浜市

倉岡　和矢　　　齋藤　彰久
谷山　大樹　　　坂根　潤一
谷山　清己

自動解析による Ki-67 指数は目視解析及
びｐ T1 乳癌の核グレードと相関する

第 73 回日本癌学会学術総会 2014.09.27 横浜市

谷山　大樹　　　坂根　潤一
斎藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

乳癌免疫染色評価における目視評価と自
動解析の比較

第 73 回日本癌学会学術集会 2014.09.27 横浜市

斎藤　彰久　　　谷山　大樹
坂根　潤一　　　倉岡　和矢
谷山　清己

乳癌における Hercep score 評価の目視
判定と自動判定の比較

第 73 回日本癌学会学術集会 2014.09.27 横浜市

倉岡　和矢　　　谷山　大樹
斎藤　彰久　　　桑原　正樹
原田　洋明　　　山下　芳典
谷山　清己

肺腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 115 回スライドカンファレ
ンス）

2014.11.01 広島市

斎藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　大樹　　　坂根　潤一
谷山　清己

多発肝細胞癌に対する化学療法後に急速
な増大を示した肉腫様肝細胞癌の１剖検
例

第 60 回日本病理学会秋期特別総会 2014.11.02 浦添市
（沖縄県）

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

DLX4 及び SIM1 遺伝子の異常メチル化
解析は子宮頸部病変進行予測に有用であ
る

第 53 回日本臨床細胞学会秋季大会 2014.11.08 下関市

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
谷山　大樹　　　齋藤　彰久
戸田　　環　　　谷山　清己

膵 EUS-FNA 迅速細胞診の有用性 第 53 回日本臨床細胞学会秋季大会 2014.11.08 下関市

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
倉岡　和矢　　　谷山　清己

術中時捺印細胞診が有効であった胸腺原
発非定型カルチノイド膵転移の１症例

第 53 回日本臨床細胞学会秋季大会 2014.11.09 下関市
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Taniyama D
Saito A
Kuraoka K
Yamaguchi A
Tanemura K
Ito T
Taniyama K.

Inprin ｔ cytology of extrarenal 
retroperitneal angiomyolipoma: A case 
report.

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.15 横浜市

蔭地　啓市＊　　松本　善明＊

江木　康夫＊　　片山　紀彦＊

住谷　大輔＊　　藤森　正彦＊

奥川　浩一＊　　中塚　博文＊

亀田　祐子＊　　大本　俊文＊

谷山　清己

除菌治療に加え外科切除、放射線療法を
施行した直腸 MALT リンパ腫の 1 例

第 113 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2014.11.29 広島市

斎藤　彰久　　　谷山　大樹
倉岡　和矢　　　松尾　俊宏
谷山　清己

左大腿骨軟部腫瘍 第 63 回広島病理集団会 2014.12.06 広島市

麻酔科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

胸腔への送気直後に突然の脳派の平坦化
終末呼気二酸化炭素濃度の異常に上昇を
きたした胸腔鏡下切除術症例

第 14 回麻酔科学ウインターセミナー 2014.02.09 北海道
虹田郡
ニセコ

田嶋　　実　　　森脇　克行
栗田　茂顕

血行再建手術中から血液浄化を行った急
性動脈閉塞の 3 症

第 41 回日本集中治療学会学術集会 2014.02.26 京都市

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

小児麻酔導入時の気管挿管実習による小
児科後期研修医教育

日本麻酔科学会第 61 回学術集会 2014.05.15 横浜市

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

血液透析患者の修正型電気痙攣療法時に
反復投与したスガマデクスの血中濃度推
移

日本麻酔科学会第 61 回学術集会 2014.05.16 横浜市

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

蒸留水を使用した胸腔内洗浄による心肺
停止の症例報告と 168 例の胸腔洗浄中の
心電図の検討

日本麻酔科学会第 61 回学術集会 2014.05.16 横浜市

田嶋　　実　　　森脇　克行 血管確保に難渋した緊急手術患者２症例
の検討

第３０回日本救急医学会中国四国
地方会

2014.05.24 高知市

豊田有加里　　　三好　寛二
中村　隆治　　　濱田　　宏
森脇　克行　　　河本　昌志

呼気と吸気での右心房の位置の違い 日本麻酔科学会中国・四国支部第
51 回学術集会

2014.09.13 下関市

豊田有加里　　　栗田　茂顕
森脇　克行

双極高周波焼灼デバイス（AtriCure）に
より肺動脈カテーテルを損傷した開心術
2 症例

第 19 回日本心臓血管麻酔学会学
術大会

2014.09.20 大阪市

田嶋　　実　　　森脇　克行 肝硬変の合併が予後を極めて不良にした
と考えられた下部消化管穿孔の 1 例

第 42 回日本救急医学会総会・学
術集会

2014.10.30 福岡市

栗田　茂顕　　　豊田有加里
田嶋　　実　　　讃岐美佳子
城山　和久　　　藤井　聖士
森脇　克行

血小板凝集による人工肺の閉塞を来しヘ
パリン起因性血小板減少症が疑われた冠
動脈バイパスの一症例

日本臨床麻酔学会　第 34 回大会 2014.11.01 東京都

田嶋　　実　　　森脇　克行
増本　　文

術前中止薬に関する薬剤科の役割の検討
～周術期の安全性の観点から～

第 35 回日本臨床薬理学会学術総会 2014.12.05 松山市

救急部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

宮加谷靖介 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問題
点

第 42 回日本救急医学会総会・学
術集会

2014.10.30 福岡市

緩和ケア
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

砂田　祥司　　　川本　俊治
柴崎　千代　　　實森　直美
中西　貴子　　　奥田真由美
小川　喜通　　　和田かおり
丸口　　忍　　　小川　弘太
木本志津江

当院におけるリビング・ウィル、終末期
医療意思表示の現状

第 19 回日本緩和医療学会学術大会 2014.06.19 神戸市
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薬剤科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

小川　喜通　　　小川　弘太
市場　泰全　　　平本　敦大＊

大塚　茂雄＊

薬ー薬連携による外来がん治療患者のサ
ポートについて

第 12 回呉がんチーム医療研究会 2014.01.25 呉市

森貞　尚之　　　満井　尚子
隈元江梨子　　　谷保　智美
武良　卓哉　　　宮前　文明
小谷　智美　　　木元　正壱
小川　喜通　　　市場　泰全

当院の周術期における薬剤師の取り組み 第 14回麻酔科学ウインターセミナー 2014.02.08 北海道
ニセコ町

野﨑　美紀　　　小川　喜通
長島　悟史　　　市場　泰全

がん治療における薬剤師外来の現状と今
後の展開

第 64 回日本病院学会 2014.07.03 高松市

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

ゲフィチニブ・エルロチニブによる皮膚
紅斑に対するビオチンの効果における前
向き臨床試験

日本癌治療学会学術集会 2014 2014.08.30 横浜市

小川　弘太　　　小川　喜通
大塚　茂雄　　　平本　敦大
大塚　幸三　　　市場　泰全

「波と風ネット」を用いた医療連携につ
いて

第 52 回中国四国地区国立病院薬
剤師会

2014.09.07 松山市

滿井　尚子　　　濱㟢　貴彦
浦頭　由佳　　　小川　喜通
市場　泰全

当院での大腿骨近位部骨折患者における
骨粗鬆症の薬物治療状況について

第 16 回 日本骨粗鬆症学会 2014.10.23 横浜市

野崎　美紀　　　小川　喜通
長島　悟史　　　市場　泰全

がん治療における薬剤師外来の現状と評
価

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

谷保　智美　　　章　　勇気
宮前　文明　　　森貞　尚之
小川　喜通　　　市場　泰全

当院の侵襲的処置時における薬剤師の関
わり

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

宮田　　篤　　　森貞　尚之
小川　喜通　　　市場　泰全
松田　守弘

当院における高脂血症に対するイコサペ
ント酸エチル９００mg の適応追加によ
る有効性及び安全性の検討

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

満井　尚子　　　濱﨑　貴彦
浦頭　由佳　　　小川　喜通
市場　泰全

当院での大腿骨近位部骨折患者における
骨粗鬆症薬の投薬状況について

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

ME管理室
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

半田　宏樹　　　田村　　律
原　　和信

LCX 治療後に LAD が完全閉塞した 1 例 2 0 1 4  W i n t e r  i n t e r v e n t i o n 
conference

2014.01.31 北海道
ニセコ

久恒　一馬　　　半田　宏樹
原　　和信

NPPV のセッティングとアラーム対処 第 5 回呉心不全陽圧セミナー 2014.02.08 呉市

石崎　　光　　　原　　和信 心臓血管外科術後患者におけるネーザル
ハイフローの有用性の検討

院内発表会 2014.02.15 呉市

半田　宏樹　　　原　　和信 ペースメーカチェックシートについて 第 9 回呉心電図セミナー 2014.05.24 呉市

小田　洋介　　　高橋　俊介
原　　和信

当院における RO 装置消毒間隔の検討 第 59 回日本透析医学会学術集会 2014.06.13 神戸市

多賀谷正志　　　松田　守弘 人工心肺血液濃縮器を用いた代替透析の
実験的検討

第 64 回日本病院学会 2014.08.05 高松市

半田　宏樹　　　原　　和信 人工呼吸器業務を考える（シンポジウム） 平成 26 年度国立病院機構中国四
国グループ臨床工学技士学術集会

2014.09.06 善通寺市

岡野　慎也　　　原　　和信 ME によるベットサイドモニター、送信
器の定期点検導入におけるコスト評価

平成 26 年度国立病院機構中国四
国グループ臨床工学技士学術集会

2014.09.06 善通寺市

石崎　光理　　　原　　和信
半田　宏樹　　　多賀谷正志
小田　洋介　　　入船　竜史
市川　峻介　　　岡野　慎也
毛利　教生　　　流郷　昌裕

心臓血管外科術後患者におけるネーザル
ハイフローの有用性の検討

第 40 回日本体外循環技術医学会
大会

2014.10.10 広島市

入船　竜史　　　立川　隆治
原　　和信

第 2 種高気圧酸素治療装置における高濃
度酸素吸入を目指したデバイスの検討

第 49回日本高気圧環境・潜水医学会 2014.11.07 鹿児島市



業
　
　
績

入船　竜史　　　立川　隆治
原　　和信

経済面から見た第 2 種高気圧酸素治療装
置

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

多賀谷正志　　　市川　峻介
久恒　一馬　　　岡野　慎也
石崎　光理　　　半田　宏樹
小田　洋介　　　入船　竜史
原　　和信　　　毛利　教生
流郷　昌裕

スタンバイ状態の人工心肺回路の細菌汚
染について

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

臨床検査科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

藤澤　宏樹　　　名越　　咲
河野　亜衣　　　笠井　　昇
仲野　秀樹　　　亀井　　望
尾上　隆司

検査技師が行う糖尿病教室～アンケート
調査を実施して～

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

高松　理央　　　山本　尚江
山本　政子　　　名越　　咲
槙田　香子　　　日浦　未幸
平井　克典　　　清代　　帝
平原智恵美　　　仲野　秀樹
井手　　孝　　　白野　容子
中尾　淳一　　　高濱　みほ
道広　博之　　　原田　洋明
桑原　正樹　　　山下　芳典
尾上　隆司　　　谷山　清己

肺癌術前の包括的呼吸リハビリテーショ
ンにおける呼吸筋力測定の意義

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

亀井　望世　　　田寺加代子
下花　純一　　　鷹城　靖史
仲野　秀樹　　　尾上　隆司
谷山　清己

Abiotrophia defectiva による感染性心内
膜炎の１症例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

栄養管理室
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

大河内友美　　　白野　容子
井手　　孝　　　南本　裕介
井上　美佳　　　野口　真菜

病棟業務拡大のための取り組みと効果 第 10 回国立栄養研究学会 2014.01.25 大阪市

井手　　孝　　　野口　真菜
井上　美佳　　　南本　裕介
大河内友美　　　白野　容子
真田　聖子　　　山下　芳典
富永　春海

ICT、PMT、NST からなるチーム医療
間のコラボレーション　TCSA

第 29 回日本静脈経腸栄養学会 2014.02.27 横浜市

井上　美佳　　　野口　真菜
南本　裕介　　　大河内友美
井手　　孝　　　白野　容子
谷保　智美　　　宮前　文明
藤重　博己　　　前田　真弓
児島　由佳　　　原田　麻美
石橋　桃子　　　中村　和子
三好真奈美　　　谷岡　　香
山本智恵美　　　藤澤　宏樹
名越　　咲　　　河野　亜衣
小川　知子　　　亀井　　望

高齢化率が日本一の中都市における多職
種参加糖尿病教室の挑戦

第 57 回日本糖尿病学会年次学術
集会

2014.05.22 大阪市

大河内友美　　　白野　容子
井手　　孝　　　南本　裕介
井上　美佳　　　野口　真菜

病棟業務拡大のための取り組みと効果 日本病院学会　　 2014.07.03 高松市

大河内友美　　　白野　容子
井出　　孝　　　宮武　志帆
小倉　千明　　　野口　真菜
村山　万純　　　生田　里奈

ポートフォリオを取り入れた人材育成の
取り組み

第 11 回中国四国管理栄養士協議
会および研修会

2014.08.02
　　

善通寺市

白野　容子　　　岡　　美季
生田　里奈　　　村山　万純
野口　真菜　　　小倉　千明
宮武　志保　　　井手　　孝
大河内友美　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

体重の自己管理を考慮したカーボカウン
ト導入の試み

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

野口　真菜　　　大河内友美
井手　　孝　　　白野　容子

栄養士が関わり目標エネルギーの摂取が
可能となった拒食症患者の１症例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市
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大河内友美　　　村山　万純
野口　真菜　　　小倉　千明
宮武　志帆　　　井手　　孝
白野　容子　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望
水之江知哉

穀類摂取の不足が疑われた妊娠糖尿病２
症例

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

宮武　志帆　　　岡　　美季
生田　里奈　　　村山　万純
野口　真菜　　　小倉　千明
井手　　孝　　　大河内友美
高橋　雄介　　　齋藤　幸枝
森貞　尚之　　　森下　早苗
真田　聖子　　　山下　芳典
富永　春海

感染コントロールチーム、褥瘡防止対
策チーム、栄養サポートチームの連携；
TCSA

第 7 回日本静脈経腸栄養学会中国
支部学術集会

2014.12.06 広島市

臨床研究部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

谷山　清己 病理医が自ら下した病理診断を患者、家
族に面談して伝える「病理外来」の意義

第 103 回日本病理学会総会 2014.04.25 広島市

尾上　隆二　　　橋本　慎二＊

田中　友加＊　　石山　宏平＊

井出健太郎＊　　大平　真裕＊

田原　裕行＊　　黒田慎太郎＊

小林　　剛＊　　田代　裕尊＊

大段　秀樹＊

Small-for-size グラフと症例における門
脈血流 modulation の臨床的・免疫学的
意義

第 50 回日本移植学会総会 2014.09.10 東京都

看護部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

西林　　愛 血液・造血器腫瘍患者へのターミナルカ
ンファレンス前後の看護師の意識の変
化ー看護師へのアンケート調査を実施し
てー

第 12 回国立病院看護研究学会学
術総会

2014.01.10 京都市

田井麻理恵　　　中島　　綾
新谷　洋美　　　山崎　奈緒
藤田　博子

吸引時における喀痰飛散状況の検討 第 12 回国立病院看護研究学会　
学術集会　　　

2014.01.10 京都市

原田　靖子　　　井上　綾香 40 歳代卵巣癌患者の長期入院に対して、
退院に向けての支援を行って

第 12 回呉がんチーム医療研究会 2014.01.25 呉市

益本　京美 がん放射線療法看護認定看護師の役割を
知る

第 12 回呉がんチーム医療研究会 2014.01.25 呉市

竹田明希子　　　種村　匡弘
畑中　信良　　　青芝　映美
宮加谷靖介　　　川本　俊治
上池　　渉

消化器外科診療における特定看護師の役
割と今後の活動・展望

第 12 回呉がんチーム医療研究会 2014.01.25 呉市

下高　美和　　　富永　春海
田寺加代子　　　森光　　毅
竹山　知志

感染性胃腸炎が疑われるアウトブレイク
を経験して

第 29 回日本環境感染学会総会・
学術集会

2014.02.14 東京都

中西　貴子 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 32 回院内研究発表会 2014.02.15 呉市

面谷　秀子　　　折本　陽一
小杉　恭子　　　岡本　尚子
榎　　実穂　　　畑中　信良

医療者が主催するがんサロンの評価と今
後の課題

第 29 回日本がん看護学会 2014.03.01 横浜市

友木　春菜　　　渡部　活己
川本　俊治　　　明野　恵子
河本　敦子　　　森澤よしえ

心臓カテーテル検査後の止血バンド減圧
時間変更による疼痛緩和への取り組み

第 78 回日本循環器学会学術集会 2014.03.21 東京都

河野　由佳　　　折本　陽一
岡本　尚子　　　川本　俊治

退院支援ワークフローの改善が在院日数
に及ぼす効果

第 16 回日本医療マネジメント学
会学術総会

2014.06.13 岡山市

佐々木みなみ　　奥村　和恵
河本　敦子　　　櫻　　佳子
尾崎　陽介　　　高橋　俊介

腹膜透析を導入した患者が自宅退院可能
となるまでの取り組み

第 59 回日本透析医学会学術集会・
総会

2014.06.15 神戸市

實森　直美　　　砂田　祥司
柴崎　千代　　　小川　喜通
和田かおり　　　丸口　　忍
小川　弘太　　　木本志津江
板垣　　圭　　　清水　洋祐
畑中　信良

当院緩和ケアチームの現状 - 直接介入患
者とコンサルテーション形式患者の比較

第 19 回日本緩和医療学会学術大会 2014.06.19 神戸市
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福田　聖子　　　岡田　　愛 術後ストーマ周囲皮膚トラブルにより管
理困難となった事例を経験して

第 28 回　中国・四国ストーマリ
ハビリテーション研究会

2014.06.28 広島市

竹田明希子 消化器外科診療における特定看護師の役
割と今後の活動・展望

第 69 回日本消化器外科学会総会 2014.07.16 郡山市

河本　敦子　　　川本　俊治
市川　織絵　　　櫻　　佳子

地域連携パスを使った患者指導が継続で
きる仕組みについて

第 20 回日本心臓リハビリテーショ
ン学会学術集会

2014.07.19 京都市

福田　聖子 「新人看護師の褥瘡予防対策に関する意
識調査からみえたこと」

第 16 回　日本褥瘡学会学術集会 2014.08.29 名古屋市

坂井香奈江　　　松浦めぐみ
宮内　美紗　　　屋形ひろ美
北江　慈子　　　堀　　純子
中村美由樹

母子同室の褥婦の疲労軽減に対する試み
- 児の預かりと頚部温罨法を導入して -

第 55 回日本母性衛生学会学術学会 2014.09.14 横浜市

小谷　歩美　　　高須賀千尋
福永　愛子　　　平谷　文乃
小阪　美鶴

急性期病院における終末期がん患者に対
する看護の実際
－看取りケア尺度を用いた数量的評価を
行って－

第 10 回中四国地区　
国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

2014.09.20 高松市

藤井　静香　　　稲井　香織
松岡　玲華　　　藤本　恵美
明野　恵子　　　金子　幸代

血液腫瘍内科病棟における転倒事故の患
者背景

第 10 回中四国地区　
国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

2014.09.20 高松市

野口　利加　　　島津　利沙
浜塚　敏子　　　松本　直子
丸口　　忍　　　石谷　梶栄
森下　早苗

模擬体験を取り入れた経皮的ラジオ波灼
術（RFA）前
オリエンテーションの効果

第 10 回中四国地区　
国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

2014.09.20 高松市

濱本　　龍　　　藤原　　愛
柿原　由花　　　桑原　文美
佐久間千代子　

末梢静脈点滴の血管外漏出に関係する患
者側の要因分析
- インシデントレポートからの分析 -

第 1 回日本医療安全学会学術集会 2014.09.21 東京都

瀬戸　貴彦　　　山尾　美沙
合田治英子　　　藤井　　彩
森本麻依子

地域中核病院における看護師のバーンア
ウトのついての研究

第 45 回日本看護学会看護管理 2014.09.26 宮崎市

森澤よしえ　　　橘高　　清
友木　春菜　　　池田　有加
末岡　知絵　　　河本　敦子
櫻　　佳子

家族が心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを見学することに
よる患者の ADL の評価に与える影響

第 11 回日本循環器看護学会
学術集会

2014.10.05 東京都

末岡　知絵　　　櫻　　佳子
瀬川　貴嗣　　　松田　守弘
田村　　律　　　川本　俊治

当院循環器病棟におけるリビング・ウイ
ルと事前指示の実態調査について

第 18 回日本心不全学会学術集会 2014.10.10 大阪市

前西　直美　　　谷岡　　香
富原　寿恵　　　山本智恵美
石橋　桃子　　　畝本　　絢
中村　和子　　　向井　理恵
濱崎真理子　　　白野　容子
高橋　俊介　　　松田　守弘
川本　俊治　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

当院における糖尿病透析予防外来の実際
とこれからの取り組み

日本糖尿病学会中国四国地方会第
52 回総会

2014.10.24 広島市

畝本　　絢　　　手島　裕美＊

白石　沙織　　　新開　美香
平岡　正史　　　山本智恵美

“口腔ケアと全身状態の関係性について
の勉強会”　を通しての看護師の意識変
化

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

小林　奈々 医療現場での事故防止に向けた卒後教育
の現状

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

藤本　佳子　　　尾濱　菜緒
津間廣静香　　　伊本志緒莉
神田布美香　　　向井　理恵
濱咲真理子　　　森下　早苗

急性期呼吸器疾患患児への睡眠時におけ
る効果的な酸素吸入方法 －スタイを使
用した酸素吸入方法の検討－

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

竹田明希子　　　宮加谷靖介
川本　俊治

人工呼吸器離脱に向けての診療看護師
（JNP）としての活動、今後の課題

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

寺田光太郎　　　長岡　美貴
繁永　　愛　　　榊原　智幸
大西奈津紀　　　石井　一枝

中堅看護師の職務継続要因に関する検討
-5 年目・6 年目を
対象として -

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

河田空理鈴　　　高橋美智子
原田　麻美　　　山下小百合
大山　香織　　　片山　朋子

超緊急帝王切開に対する産科病棟スタッ
フと手術室看護師の意識調査

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市
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業
　
　
績

森田　　芳　　　滝瀬　智美
藤本　利絵　　　谷岡　　香
山本智恵美　　　和気　敬子

外来看護師の応援体制における意識調査 第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.15 横浜市

有長　織恵　　　大亀美保子
長谷川祥子　　　坂本亜紀子
岡田　ゆか　　　宮本　裕子
平田　佳子　　　原田　年子
原田　洋明

胸腔鏡下手術患者の帰室 4 時間後の離床
が術後経過に及ぼす影響 - 安全な超早期
離床を目指して -

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.15 横浜市

開内　　紫　　　岩本実奈美
田中沙耶佳　　　川島美由紀
中原　孝子　　　稲垣　恵子
井上　雅史

大腸癌術後のドレーン排液の異常に対す
るスケール使用の有効性－医師・看護師
間の判断の統一をはかって－

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.15 横浜市

看護学校
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

目黒　　悟＊　　永井　睦子＊

金子眞由美　　　貝瀬　雅弘＊

久保寺芳枝＊

授業研究と看護教員の成長を結ぶ～教え
る人の学びを支援する臨床的教師教育学
の視点～

日本看護学教育学会第 24 回学術
集会

2014.08

田窪　香織　　　三島真由美 A 看護学校（３年課程）入学生の生活
体験の調査

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

事務部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

在院日数短縮に向けた経営企画室と診療
情報管理士の協働による診療科への働き
かけの効果

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

中村　聖香　　　岡本　幸子
松古冨美子　　　川本　俊治

ペーパーレス電子カルテ運用における紙
カルテ貸出システムの導入の効果につい
て

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

立畠　隆弘　　　永田　佳也
荒銭浩太郎　　　山田　拓海

一目で分かる各種事務手続きの説明用紙
の作成

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

山﨑　貴元　　　前田　　悟
野崎　義博　　　兼　　生夫
萩野　勝司　　　

次世代の事務職員を担う人材育成 第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

大石　　愛　　　河野　由佳
山崎　貴元　　　姫野　　敬
岡本　尚子

映像版マニュアル「呉花子のボランティ
ア日記」が伝えたいもの

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

中元　　大 施設管理マニュアル作成と進捗状況掲示
による施設管理業務の効率化

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

梅本　裕貴 研究費使用マニュアルの作成による業務
の効率化について

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

河野　由佳　　　岡本　尚子
鳥居　　剛　　　川本　俊治

病棟再編成後の神経内科患者の退院支援
の取り組み

第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市

宮田　健汰 自動精算機導入の際に取り組んだこと 第 68 回国立病院総合医学会 2014.11.14 横浜市



業
　
　
績

神経内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Sueda Y The relationship between 
meteorological conditions 
and ischemic stroke 
events treated with 
alteplase in Hiroshima, 
Japan

9th World Stroke Congress 2014.10.23 Istanbul, Turkey

消化器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Matsumoto T Diff use pancreatic 
enlargement caused by 
metastasis from gastric 
carcinoma: a case report

The 25th Annual Academic 
Meeting of Rajavithi Hospital

2014.02.18 Bangkok, 
Thailand

循環器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Segawa T Diff erent association of 
serum docosahexaenoec 
acid and eicosapentaenoic 
acid levels with 
atherogenic and anti-
atherogenic lipoproteins 
in statin-treated diabetes 
patients

82nd European Atherosclerosis 
Society Congress (EAS 2014)

2014.05.31 Madrid, Spain

Matsuda M Impact of triglycerides, 
high-density lipoprotein, 
adiponectin, and anti-
diabetes medications 
on oxidized low-density 
lipoprotein levels in statin-
treated diabetes patients

82nd European Atherosclerosis 
Society Congress (EAS 2014)

2014.05.31 Madrid, Spain

Kanno K
Matsuda M
Segawa T
Tamura R
Kawamoto T

Pioglitazone treatment 
may lead to anti-
atherogenic alterations 
of lipoproteins through 
increasing serum 
adiponectin in statin-
treated diabetes patients

82nd European Atherosclerosis 
Society Congress (EAS 2014)

2014.05.31 Madrid, Spain

Matsuda M Impact of obesity and 
insulin resistance on 
serum dihomo γ -linolenic 
acid

State of Heart 2014 Congress, 
ISCP2014

2014.11.26 Adelaide,Australia

精神科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Kajitani N ＊

Hisaoka-Nakashima K
Okada-Tsuchioka M
Hosoi M
Shibasaki C
Morioka N
Nakata Y ＊

Takebayashi M.

Tricycle antidepressant 
amitriptyline acts on 
astrocytes leading to the 
increase in the FGF2 
expression: a role of 
earlygrowth response 1 
signaling.

44th Annual Meeting of Society 
for Neuroscience

2014.11 Washington DC, 
USA

Shibasaki C
Abe H ＊

Okada-Tsuchioka M
Kajitani N ＊

Itagaki K
Hisaoka-Nakashima K
Takebayashi M.

Serum levels of MMP-
3 in mood disorders and 
schizophrenia: a pilot 
study

44th Annual Meeting of Society 
for Neuroscience

2014.11 Washington DC, 
USA
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小児科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Hara K The first Japanese case 
of isolated methylmalonic 
acidemia caused by cbID 
defect

SSIEM annual symposium 2014 2014.09.02 Innsbruck,  
Austria

外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Tanemura M Strong cross-reactive 
responses to pancreatic 
cancer cellls induced 
by α -gal epitopes-
expressing tumor lysate 
and their implications for 
a universal cancer vaccine

AACR Annual Meeting 2014 2014.04.07 San Diego, CA,
U.S.A

Irei T
Tanemura M
Inoue M
Honmyo N
Yamashita S
Moon J
Shimizu Y
Tominaga H
Hantanaka N
Kamiike W

Clinical outcome of liver 
resection in single center 
experience; laparoscopic 
vs open procedure

14th World Congress of Endoscopic 
Surgery

2014.06.25 Paris, France

Tominaga H Feasibility and safety of 
laparoscopic resection 
following stent insertion 
for obstructing colon 
cancer

14th World Congress of Endoscopic 
Surgery

2014.06.25 Paris, France

Yamashita S
Tanemura M
Odagiri K
Kurokawa T
Honmyo N
JeongHo M
Ioue M
Irei T
Shimizu Y
Tominaga H
Yamaguchi T
Kuwai T
Kono H
Hatanaka N
Kamiike W

Influence of endoscopic 
stent insertion on 
detection of circulating 
tumor cells from 
obstructing colon cancer

14th World Congress of Endoscopic 
Surgery

2014.06.25 Paris, France

Shimizu Y Laperoscopic resolution 
in six cases of bowel 
obstruction without a 
history of laparotomy

14th World Congress of Endoscopic 
Surgery

2014.06.25 Paris, France

整形外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Hamasaki T Physical signs and 
clinical features of elderly 
patients (80 years or 
older) with cervical 
myelopathy; compared 
study with 3 differernt 
age groups of consecutive 
100 operative cases

Cervical Spine Research Society 
Asia Pacific Section 5 Viet Nam 
2014 
(CSRS AP 5 Viet Nam 2014)

2014.04.03 Ho Chi Minh City, 
Vietnam

Hamasaki T Physical signs and 
clinical features of elderly 
patients (80 years or 
older) with cervical 
myelopathy; compared 
study with 3 differernt 
age groups of consecutive 
100 operative cases

The 12th Annual Scientific 
Meeting of The Indonesian Spine 
Society (ISS), The 5th International 
Societyof Minimal Intervention in 
Spinal Surgery(ISMISS)Indonesia

2014.05.15 Banjarmasin, 
South Kalimantan 

Indonesia



業
　
　
績

Harada T Variable locking plate for 
a case of collapsed elbow 
fracture 

2nd AKB Combined Meeting  
Orthopaedic Conference 
International Symposium 
Osteoporosis Update and 
Pathological Fracture Management

2014.10.20 Denpasar,Bali, 
Indonesia

Nakao K Pilon fracture: 2 case 
reports

2nd AKB Combined Meeting  
Orthopaedic Conference 
International Symposium 
Osteoporosis Update and 
Pathological Fracture Management

2014.10.20 Denpasar,Bali, 
Indonesia

Sugita T Ostoporotic update and 
pathological fracture 
treatment

2nd AKB Combined Meeting  
Orthopaedic Conference 
International Symposium 
Osteoporosis Update and 
Pathological Fracture Management

2014.10.20 Denpasar,Bali, 
Indonesia

Sugita T Musculoskeletal tumor 
surgery in Hiroshima

2nd AKB Combined Meeting  
Orthopaedic Conference 
International Symposium 
Osteoporosis Update and 
Pathological Fracture Management

2014.10.20 Denpasar,Bali, 
Indonesia

Sugita T Oseteoporosis in 
Japan &  ANTI 
RANK-L ANTIBODY 
RESORPTION 

International Symposium: 
Osteoporotic update and 
pathological fracture treatment

2014.10.21 Dempasar, Bali, 
Indonesia

Hamasaki T Tips and Trick in 
Laminoplasty

19th National Congress of 
Indonesian Orthopaedic 
Association(IOA)

2014.11.20 Jakarta, Indonesia

Hamasaki T Stem cells for spine 
and spinal cord: fact or 
fantasy?

19th National Congress of 
Indonesian Orthopaedic 
Association(IOA)

2014.11.21 Jakarta, Indonesia

呼吸器外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Harada H
Yamashita Y
Misumi K
Tsubokawa N
Handa Y
Miyamoto K

Methylation of distal-
less homeobox 4 (DLX4)
predicts the outcome of 
disease after curative 
resection of stage 1 non-
small cell lung cancer

The 50th annual meeting of the 
society of thoracic surgeons

2014.01.25 Orlando, Florida,
U.S.A

耳鼻咽喉科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Hirakawa H A new 
therapeuticstrategy for 
advanced squamous cell 
carcinomas of maxillary 
sinus and upper gingiva

The 25th Annual Academic 
Meeting of Rajavithi Hospital

2014.02.18 Bangkok, 
Thailand

放射線診断科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Matsuura N
Sadapla D
Toyota N.

Accuracy of hybrid 
iterative reconstruction 
for liver volumetry on 
coputed tomography.

ECR(European Congress of 
Radioogy)

2014.03.06 Vienna,  Austria

放射線腫瘍科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Yamamoto M
Endo T
Koshi N
Masumoto K
Tanemura M

The dosimetric effects of 
the breath-hold technique 
for helical tomotherapy

ESTRO33 2014.04.05 Vienna, Austria
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Yamamoto M Dosimetric study of total 
body irradiation using 
helical tomotherapy 
for patients with 
hematopoietic malignancy 
undergoing an allogeneic 
hematopoietic stem-cell 
transplant

100th scientific assembly and 
annual meeting 
(RSNA)

2014.12.02 Chicago, Illinois、
U.S.A

病理診断科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Sakane J
Taniyama K
Miyamoto K
Saitou A
Kuraoka K
Sentani  K
Ooue N< Yasui W

Aberrant DNA 
methylation of DLX4 
and SIM1is a predictive 
marker for disease 
progression of uterine 
cervical low-grade 
squamous intraepithelial 
lesion..

AACR Annual Meeting 2014 2014.04.06 San Diego, 
California, U.S.A

Taniyama D Auto-analysis of 
immunohistochemical 
findings and one-
day instant quality 
fluorescence in situ 
hybridization increase 
quality of breast cancer 
therapy.

AACR Annual Meeting 2014 2014.04.06 San Diego, 
California, U.S.A

Taniyama D
Saito A
Kuraoka K
Yamaguchi A
Tanemura K
Ito T
Taniyama K

Imprint cytology of 
extrarenal retroperitneal 
angiomyolipoma: A case 
report.

Diagnostic Cytology Workshop 
2014

2014.05.23 Singapore, 
Singapore

Ｔａｎｉｙａｍａ Ｋ
Ｓａｋａｎｅ Ｊ

Aberrant DNA 
methylation of DLX4 
and SIM1 genes as a 
predictive marker for 
disease progression of 
uterine cervical LSIL.

The 21st Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2014.06.15 Chiang Mai, 
Thailand

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

Pleomorphic Liposarcoma 
arising in thigh: A case 
report.

The 21st Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2014.06.15 Chiang Mai, 
Thailand

Sakane J
Taniyama K
Miyamoto K
Sentani K
Ooue N
Yasui W

Aberrant DNA 
methylation of DLX4 
and SIMI is a predictive 
marker for disease 
progression of uterine 
cervical Low-grade 
Squamous Intraepithelial 
Lesion.

The 7th Kure international medical 
foram

2014.07.11 Kure, Japan

Taniyama D
Sakane J
Tanaka M
Yasumura N
Yamashiro H
Saito A
Kuraoka K
Taniyama K

Auto-Analysis of 
Iimmunohistochemical 
findings and one-
day instant quality 
fluorescence in situ 
hybridization increase 
quality of breast cancer 
therapy.

The 7th Kure international medical 
foram

2014.07.11 Kure, Japan



業
　
　
績

Maeda Y
Tanaka M
Yasumura N
Nakagawa Y
Sakane J
Nishimura T
Taniyama D
Saito A
Kuraoka K
Yamashita Y
Taniyama K

Atypical carcinoid of the 
thymus with metastasis 
involving diaaphragm: A 
case report

The 13the Korea-Japan 
Joint Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2014.11.01 Kangwon-do, 
Korea

Kohada Y
Taniyama D
Saito A
Kuraoka K
Nishimura T
Yamaguchi A
Tanemura M
Ito T
Taniyama K

A case report 
of extrarenal 
retroperitomeal 
angiomyolipoma.

The 13the Korea-Japan 
Joint Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2014.11.01 Kangwon-do, 
Korea

Yuba T
Tanaka M
Yasumura N
Nakagawa Y
Sakane J
Nishimura T
Taniyama D
Saito A
Kuraoka K
Hatanaka N
Taniyama K

Low grade 
pseudomyxoma peritonei: 
A case report.

The 13the Korea-Japan 
Joint Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2014.11.01 Kangwon-do, 
Korea

Yasumura N
Nakagawa Y
Tanaka M
Sakane J
Nishimura T
Taniyama D
Saito A
Kuraoka K
Ozaki S
Taniyama K

Reexamination of the 
cell image diagnosed as 
indeterminate in fine-
needle aspirationcytology 
of the mammary gland.

The 13the Korea-Japan 
Joint Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2014.11.01 Kangwon-do, 
Korea

Saito A
Junichi S
Nakagawa Y
Yasumura N
Tanaka M
Toda T
Nishimura T
Taniyama D
Kuraoka K
Matsuo T
Taniyama K

Pleomorophic 
leiomyosarcoma of the 
right hand: a case report.

The 13the Korea-Japan 
Joint Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2014.11.01 Kangwon-do, 
Korea

Taniyama D
Sakane J
Tanaka M
Yasumura N
Kodama Y
Nishimura T
Saito A
Kuraoka K
Taniyama K

Making pathological 
diagnoses with whole 
slide imaging system.

1adp 2nd International Congress 
CIC22(22nd Color and Imaging 
Conference)

2014.11.03 Boston, USA

臨床研究部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Onoe T
Hashimoto S ＊

Tanaka Y ＊

Ohdan H ＊

Portal hypertension 
accelerates anti-
donor response after 
living donor liver 
transplantation by 
impairing tolerogenecity 
of liver sinusoidal 
endothelial cells.

11th World Congress of the 
International Hepato-Pancreato-
Biliary Association

2014.03.24 Seoul, Korea
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Hashimoto S ＊

Banshodani M ＊

Onoe T
Tanaka Y ＊

Ohdan H ＊

Adoptive transfer of 
allogeneic liver sinusoidal 
endothelial cells 
specifically inhibits T 
cell responses to cognate 
stimuli and prolonged 
allo-graft survival 
of heterotopic heart 
transplantation in mice.

ISEM(International Society for 
Experimental Microsurgery)

2014.04.11 Kyoto, Japan

Sakai H ＊

Tanaka Y ＊

Shimizu S ＊

Ide K
Ishiyama K
Onoe T
Ohira M ＊

Tahara H ＊

Kobayasi T ＊

Tashiro H ＊

Ohdan H ＊

The impact of Fc γ
receptor polymorphism 
on infection-related 
complications in ABO-
incompatible living donor 
liver transplantation 
under rituximab-based 
immunosuppressive 
regimen.

International Liver Transplantaion 
Society(IL TS)2014

2014.06.04 London, UK

看護部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Nakanishi T
Kosugi K
Teraoka C
Aoshita T
Kuraoka K
Taniyama K

Cancer counselling and 
pathology clinic

The 7th Kure international medical 
foram

2014.07.12 Kure, Japan



業
　
　
績

内分泌・糖尿病内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

亀井　　望 持続血糖測定（ＣＧＭ）によるテネリグ
リプチンの臨床的効果の検討

テネリア１周年講演会in Hiroshima 2014.01.29 広島市

亀井　　望 最近の外来糖尿病診療 糖尿病懇話会 2014.03.11 三次市

亀井　　望 糖尿病治療 Up To Date 佐伯地区医師会能美地区学術講演
会

2014.04.15 江田島市

亀井　　望 糖尿病治療 Up To Date 第 23 回東広島糖尿病研究会 2014.04.21 東広島市

亀井　　望 糖尿病の治療薬 Up To Date 広島県病院薬剤師会呉支部研修会 2014.05.08 呉市

亀井　　望 最近の糖尿病外来診療 呉女医会 2014.05.19 呉市

亀井　　望 最近の外来糖尿病診療 呉市内病診連携会 2014.06.11 呉市

亀井　　望 パネルディスカッション 広島県糖尿病治療 UPDATE 2014.06.12 広島市

亀井　　望 脂肪組織好中球（ATN) とインスリン抵
抗性

第 12 回広島糖尿病疾患研究会 2014.06.20 広島市

亀井　　望 高齢者糖尿病 第 18 回安佐糖尿病勉強会 2014.06.24 広島市

亀井　　望 糖尿病最近の話題 Diabetes Meeting in　呉 2014.06.27 呉市

亀井　　望 呉地域において糖尿病療養指導メディカ
ルスタッフのはたす役割～チーム医療か
らコミュニティ医療へ～

第 2 回呉地区糖尿病療養指導セミ
ナー

2014.07.24 呉市

亀井　　望 糖尿病治療戦略ー SGLT2 阻害薬と他の経
口血糖降下薬との併用

日医生涯教育協力講座セミナー「新
しいステージを迎えた糖尿病医療」

2014.09.13 広島市

小早川真未 糖尿病の合併症について～新しい糖尿病
性腎症病期分類を含めて～

第 9 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

2014.09.17 呉市

亀井　　望 インスリンとリキスミアの併用 広島インスリンカンファレンス 2014.10.27 広島市

小早川真未 当院における SGLT2 阻害薬の現状 呉内科会学術講演会 2014.10.28 呉市

亀井　　望 高齢者の糖尿病治療 三原市医師会学術講演会 2014.10.29 三原市

亀井　　望 呉医療センターにおける糖尿病性腎症ス
クリーニングシステムと透析予防外来の
紹介

CKD & Diabetes Forum 2014.10.30 呉市

小川　知子 GLP-1RA が治療に有効であった遺伝性肥
満の一例

GLP-1 受容体作動薬を考える会 in
呉

2014.11.17 呉市

亀井　　望 高齢者の糖尿病治療 呉糖尿病研究会 2014.11.25 呉市

血液内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

髙蓋　寿朗 白血病について がんを知りがんと向き合う市民公
開講座 2014

2014.03.09 呉市

高蓋　寿朗 慢性骨髄性白血病治療の進歩 広島県病院薬剤師会学術講演会 2014.11.21 広島市

沖川　佳子 当院における ET 患者の診療実績 MPN カンファレンス 2014.12.20 高松市

沖川　佳子 当院におけるＥＴ患者の診療実績 MPN カンファレンス 2014.12.20 広島市

神経内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

鳥居　　剛 アルツハイマー病とその周辺 島医会学術講演会 2014.03.12 呉市

末田　芳雅 討論会 APEX 座談会ー日本人の脳梗塞急
性期　抗血小板治療を再考するー

2014.03.25 広島市

鳥居　　剛 認知症の１剖検例 Kure Neurocognitive Disorder 
Conference

2014.06.16 呉市
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鳥居　　剛 NOAC で二次予防を行った心原性脳塞栓
症の 82 歳男性

1ｓｔＳｔｒｏｋｅ　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ 2014.08.18 広島市

鳥居　　剛 認知症いろいろ 東広島回復期リハビリテーション
研修会

2014.09.22 東広島市

鳥居　　剛 当院における脳卒中治療への取り組み 第 15 回呉脳疾患懇話会・特別講演会 2014.09.26 呉市

鳥居　　剛 JMECC について NHO 良質な医師を育てる研修（シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン 教 育 指 導 Ｗ Ｓ ）
night session

2014.11.21 呉市

鳥居　　剛 症例から考える抗凝固療法 広島地区 Network Meeting 2014.11.27 広島市

鳥居　　剛 パーキンソン病の最近の治療とつきあい方 呉市パーキンソン病講演会 2014.12.21 呉市

消化器内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

桑井　寿雄 胃がんの診断と最新治療 がんを知りがんと向き合う市民公
開講座 2014

2014.03.09 呉市

河野　博孝 肝硬変治療の当院での現状 呉肝疾患講演会 2014.06.27 呉市

高野　弘嗣 Ｃ型肝炎最新の治療 呉肝疾患講演会 2014.06.27 呉市

桑井　寿雄 EMR/ESD わたしの偶発症対策 第 5 回広島 EMR/ESDh ハンズオン
セミナー

2014.10.12 広島市

桑井　寿雄 大腸ステントで変わる大腸癌イレウス治療 第 88 回日本消化器内視鏡学会総会 2014.10.26 神戸市

高野　弘嗣 Ｂ型肝炎の最近の話題 第 9 回大分肝炎ネットワーク in 植田 2014.10.28 大分市

呼吸器内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

鳥居　　剛 認知症の 1 剖検例 Ｋｕｒｅ　Ｄｅｍｅｎｔｉａ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ 2014.06.16 呉市

中野喜久雄　　小川　喜通 薬剤師外来について 薬剤師がん化学療法セミナー 2014.07.05 広島市

佐々木啓介 喘息治療の残された課題 Expert Meeting for Asthma 2014.11.24 東京

循環器内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

冠野昂太郎 当院の ADHF 急性期治療におけるトルバ
ブタンな衣服の効果について

第 2 回急性心不全治療を考える会
in 呉

2014.04.08 呉市

瀬川　貴嗣 急性肺うっ血ＣＳ１に対する急性期薬物
治療による効果について

第 2 回急性心不全治療を考える会
in 呉

2014.04.08 呉市

川本　俊治 当院における心不全の地域連携の取り組み 島医会学術講演会 2014.07.09 江田島市

川本　俊治 メタボリックシンドローム 第 7 回呉市民ハートフォーラム 2014.09.27 呉市

松田　守弘 パネルディスカッション
–抗凝固療法を行う際に気をつけたいこと–

呉地区抗凝固 Network Meeting 2014.09.29 呉市

精神科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

竹林　　実 気分障害（大うつ病）における病態・診断・
治療

精神科臨床薬学研究会（ＰＣ P）中
国ブロック講演会

2014.03.09 広島市

永嶋　美幸 コミュニケーションのとり方 / グループ
ワークを通じての仲間作り

平成 26 年安芸地区ホスピスボラン
ティア養成（ステップアップ）講座

2014.06.28 広島市

田辺紗矢佳 地域看護学概論 広島都市学園大学 2014.07.05 広島市

永嶋　美幸 どんなふうに聴いたらいいの～在宅ボラン
ティアに必要なコミュニケーションのとり方～

在宅ホスピスボランティア要請講座 2014.07.05 竹原市

板垣　　圭 認知症を学ぶ！～患者さんと共に歩む家
族サポートの重要性～

第 2 回呉地区糖尿病療養指導セミ
ナー

2014.07.24 呉市

永嶋　美幸 思考的カウンセリング 平成 26 年安芸地区ホスピスボラン
ティア養成（ステップアップ）講座

2014.07.26 広島市

永嶋　美幸 事例検討 平成 26 年安芸地区ホスピスボラン
ティア養成（ステップアップ）講座

2014.08.23 広島市



業
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永嶋　美幸 わたしの心を守る方法 平成 26 年安芸地区ホスピスボラン
ティア養成（ステップアップ）講座

2014.10.25 広島市

田辺紗矢佳 メンタルヘルス及びセクシャルハラスメントについて 海上保安大学校 2014.11.14 呉市

大賀　健市 気分障害を有する血液透析患者に電気け
いれん療法を施行した 1 例

第 1 回 Hiroshima ECT meeting 2014.11.18 広島市

竹林　　実 最近のうつ病診断と治療について 呉市医師会メンタルヘルス研修会 2014.12. 呉市

竹林　　実 うつ病におけるグリア仮説と創薬にむけ
た試み

平成 26 年度校正労働科学研究委託
費　創薬基盤推進研究事業・第 44 回
ヒューマンサイエンス総合研究セミナー

2014.12.04 東京都

田辺紗矢佳 メンタルヘルス及びセクシャルハラスメ
ントについて

海上保安大学校 2014.12.12 呉市

小児科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

舛金　聖也 発熱と皮疹から麻疹が疑われた薬剤過敏
性症候群（ＤＩＨＳ）の１例

第 288 回呉小児科医学会学術講演会 2014.09.05 呉市

宮河真一郎 子どもの内分泌疾患 子どもの内分泌疾患講演会・交流会 2014.09.12 東広島市

外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

小田切数基 29 歳男性、交通外傷のため腹腔内出血を
呈した 1 例

第 18 回呉腹部救急研究会 2014.02.04 呉市

富永　春海 大腸癌で命を落とさないため 2014.11.06 呉市

乳腺外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

尾崎　慎治 乳がんの予防と治療について ピンクリボン・キャンペーン inくれ 2014.10.04 呉市

整形外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

杉田　　孝 骨・軟部腫瘍治療の進歩 平成 26 年度広島大学整形外科学教
室同門教育研修会

2014 広島市

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

骨粗鬆症フォーラム 2014.01.17 広島市

杉田　　孝 骨粗鬆症について？　整形外科疾患について？ 広島県国民健康保健団体連合会講演 2014.01.28 広島市

原田　崇弘 ダプトマイシンが有効であった整形領域
でのＭＲＳＡの 1 例

広島ＭＲＳＡ講演会 2014.05.15 広島市

杉田　　孝 院内検証の意義と方法ー医療機関の規模
に関係なく、やらねばならないこと

医療事故・紛争処理研究会－東北・
北陸セミナー

2014.05.24 名古屋市

濱﨑　貴彦 強直性脊椎骨増殖症に合併した第 11 胸椎
椎体骨折に対しテリパラチド毎日製剤に
て骨癒合の得たれた 1 例

骨祖しょう症の圧迫骨折を治す会 2014.07.12 広島市

杉田　　孝 骨・軟部腫瘍における痛みと薬物治療 広島骨関節研究会 2014.09.05 広島市

杉田　　孝 広島における骨・軟部腫瘍の進歩 三広会 2014.10.17 広島市

泉田　泰典　　森　　　亮 どうしたらいいの？　膝・股関節痛 呉人工関節センター　市民講座 2014.10.29 呉市

リハビリテーション科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

岡本加奈子 パーキンソン病の動作における問題点 第 14 回呉脳疾患懇話会 2014.02.22 呉市

高濱　みほ 呼吸リハビリテーションについて
～評価法～

第 4 回呼吸リハビリテーション講習会 2014.07.05 江田島市

形成外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

植村　享裕 外傷に対する皮膚縫合の実際 第 2 回呉臨床 Hands-on セミナー 2014.11.27 呉市
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脳神経外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

伊藤　陽子 難治性慢性疼痛の治療 第 14 回呉脳疾患懇話会 2014.02.22 呉市

大庭　信二 脳死臓器提供を 2 例経験して
～ 1 例は 18 歳未満の患者様～

第 8 回臓器の提供に関する懇話会 2014.03.09 大阪市

大庭　信二 脳死臓器提供を 2 例経験して
～ 1 例は 18 歳未満の患者様～

平成 25 年度岡山県臓器移植ワーキ
ンググループ会議第 4 回

2014.03.15 岡山市

大庭　信二 脳死臓器提供を 2 例経験して
～ 1 例は 18 歳未満の患者様～

第 9 回鳥取県院内院内移植コーディ
ネーター会議

2014.06.27 米子市

大庭　信二 脳死臓器提供を 2 例経験して
～ 1 例は 18 歳未満の患者様～

平成 26 年度「臓器移植特別講演会」 2014.12.18 出雲市

呼吸器外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

山下　芳典 肺がん周術期における Advance ERAS 療
法

第 6 回山形呼吸器疾患カンファレンス 2014.03.14 山形市

山下　芳典 栄養評価、早期経腸栄養 第 56 回中国地区 TNT 研修会 2014.03.30 広島市

桑原　正樹 当 院 で 施 行 し て い る 肺 が ん 周 術 期 の
A-RAS の管理

Thoracic Periooperative Care 
Seminar 2014

2014.06.26 広島市

山下　芳典 当院で施行している VATS 区域切除と低
肺機能患者への応用

第 4 回肺区域切除術勉強会 2014.07.03 広島市

山下　芳典 軟 性 鏡 と バ イ ポ ー ラ シ ザ ー ズ に よ
る VATS， 低 侵 襲 性 か ら 周 術 期 管 理

（A-ERAS) へ

第 31 回近畿胸腔鏡研究会 2014.08.23 大阪市

山下　芳典 肺がん内視鏡手術とチームで行う周術期
管理

第 6 回藝備　呼吸器カンファレンス 2014.10.31 三次市

泌尿器科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

繁田　正信 巨大尿管を合併した膀胱尿管逆流症に対
する気膀胱下手術

第 21 回北広島泌尿器研究会 2014.01.27 広島市

繁田　正信 気膀胱下逆流防止術 KUYS（kagoshima Urologists' 
Youth Seminar)

2014.02.08 鹿児島市

繁田　正信 "de Vinci era" の泌尿器腹腔鏡手術 第 102 回日本泌尿器科学会総会教
育セミナー

2014.04.24 神戸市

繁田　正信 泌尿器鏡視下手術の最前線 アムコフェア in 広島 2014.05.24 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘除術後の尿禁制につ
いて

北広島泌尿器研究会講演会 2014.06.09 広島市

繁田　正信 当院における骨盤内臓器に対する腹腔鏡
下手術

越谷泌尿器科腫瘍治療セミナー 2014.06.16 越谷市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術 第 25 回新潟泌尿器科手術手技研究会 2014.06.27 新潟市

繁田　正信 当院における腹腔鏡下腎部分切除術 広島県北部泌尿器科講演会 2014.07.22 三次市

繁田　正信 腔鏡下膀胱全摘除術 KUYS（kagoshima Urologists' 
Youth Seminar)

2014.08.23 鹿児島市

繁田　正信 夜間頻尿について 島医会学術講演会 2014.09.10 江田島市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除 第 1 回呉泌尿器科疾患カンファレンス 2014.09.18 呉市

繁田　正信 前立腺腫瘍に対する腹腔鏡下腫瘍摘除術
の 1 例

泌尿器科手術手技塾 2014.10.17 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除 第 5 回東北地区泌尿器腹腔鏡教育
プログラム手術講習会

2014.11.15 仙台市

繁田　正信 腹腔鏡下腎盂形成術 第 23 回北広島泌尿器研究会講演会 2014.12.08 広島市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘徐術のコツ 第 3 回広島県北部泌尿器科講演会 2014.12.09 三次市
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産婦人科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

澤崎　　隆 女性のからだと健康 女性いきいき健康教室 2014.02.22 呉市

放射線診断科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

豊田　尚之 Free air を探そう！チャレンジ 100 症例
　これであなたもエキスパートになれる

地域医療研修センター定期講演会 2014.02.19 呉市

豊田　尚之 研修医に捧げる Free air100 本ノック 第 31 回呉クリニカルフォーラム 2014.08.02 呉市

放射線技師部門
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

古志　和信 中国四国の国立病院における放射線治療
品質管理支援制度の現状について

放射線技師のための多地点合同カ
ンファレンス

2014.01.17 呉市

姫野　　敬 中国四国の国立病院における放射線治療
品質管理支援制度と人材育成について

放射線技師のための多地点合同カ
ンファレンス

2014.01.17 呉市

姫野　　敬 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１１7 回呉放射線技術研究会 2014.03.15 呉市

姫野　　敬 今後の人材育成について 平成 26 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）

2014.06.07 高松市

久保　英文 臨床ー膝ー 中国四国グループ内医用画像情報
管理研修 -MRI-

2014.08.30 岡山市

病理診断科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

西村　俊直 肝・胆・膵標本の見方 平成 25 年度中国四国ブロック内　
臨床検査ｋ技師実習技能研修Ｉ

2014.02.08 岡山市

西村　俊直 広島県精度管理調査　解答と解説 広島県臨床検査技師会 2014.04.19 広島市

坂根　潤一 日臨技精度管理調査　解答と解説 広島県臨床検査技師会 2014.04.19 広島市

谷山　清己 がん診断の決め方、伝え方 第 103 回日本病理学会総会　市民公
開講座『市民と病理の接点を探るー
乳がんの診断と治療を通してー』

2014.04.26 広島市

坂根　潤一 病理検査って楽しいよね？？～仕事、学
習、仲間を中心に広がる病理の魅力～

病理・細胞領域研修会「技」 2014.08.23 廿日市市

西村　俊直 標本の見方と細胞の特徴について 第 26 年度中国四国グループ臨床検
査技師実習技能研修ＩＩ細胞診部門

2014.12.13 岡山市

麻酔科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

森脇　克行 痛みに伴う感覚異常 日本ペインクリニック学会第 48 回大会
オープニングリフレッシャー講演

2014.07.24 東京都

緩和ケア科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

砂田　祥司 緩和ケア最前線－緩和ケアチーム・薬の
使い方のコツ -

第 212 回福岡県病院薬剤師会筑豊
支部学術研修会ご案内

2014.04.23 飯塚市

歯科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

田中　浩二 ビスホスホネート製剤使用時いおける医
科歯科連携

呉市三師会ジョイントミーティング 2014.04.24 呉市

薬剤科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

長島　悟史 認知症の検査と治療 第 14 回薬 - 薬連携勉強会 2014.01.23 呉市
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小川　喜通 がん薬物療法における薬局での連携
－電子カルテ利用を考える－

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2014 2014.03.21 千葉市

長島　悟史 病院での外来患者のサポートについて 第 15 回薬 - 薬連携勉強会 2014.03.27 呉市

小川　喜通　　小川　弘太 症例検討 - 疼痛コントロール患者への対
応を考えよう　その１

第４回呉緩和ケア研究会 2014.04.10 呉市

満井　尚子 パネルディスカッション 呉市三師会ジョイントミーティング 2014.04.24 呉市

宮前　文明 当院における糖尿病治療への関わり 第 16 回薬 - 薬連携勉強会 2014.05.22 呉市

森貞　尚之 当院薬剤師における栄養サポート　
病棟常駐薬剤師と薬薬連携

第９回呉地区栄養サポート研究会 2014.05.31 呉市

小川　喜通 薬剤師外来について 薬剤師がん化学療法セミナー 2014.07.05 広島市

小川　喜通 症例検討 - 疼痛コントロール患者への対
応を考えよう　その２

第５回呉緩和ケア研究会 2014.07.09 呉市

小川　喜通 がんチーム医療における薬剤師の新たな
取り組み

第 17 回日本医薬品情報学会総会・
学術大会

2014.07.13 鹿児島市

宮田　　篤 大腸がんの抗がん剤治療について 第 17 回薬－薬連携勉強会 2014.07.31 呉市

小川　弘太　　小川　喜通
大塚　茂雄　　平本　敦大
大塚　幸三　　市場　泰全

「波と風ネット」を用いた医療連携につい
て

2014.09.07 松山市

章　　勇気 肝炎の薬剤治療について 第 18 回薬－薬連携勉強会 2014.09.25 呉市

小川　喜通 「波と風ネット」について 第 24 回日本医療薬学会年会シンポ
ジウム

2014.09.27 広島市

小川　喜通 波と風ネットを利用した薬 - 薬連携の強
化による患者のサポートの向上について

第 53 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

2014.11.08 広島市

武良　卓哉 前立線癌における治療について 第 19 回薬 - 薬連携勉強会 2014.11.27 呉市

栄養管理室
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

大河内友美 人工呼吸中の患者に役立つ栄養管理 第 6 回呼吸ケアオープンセミナー 2014.02.27 呉市

白野　容子 患者さんは、服薬指導のときにこんな食
生活のアドバイスを待っている！！

呉市薬剤師会生涯教育研修 2014.04.17 呉市

大河内友美 人工呼吸管理中の栄養管理について 第 7 回呼吸ケアオープンセミナー 2014.06.24 呉市

白野　容子　　大河内友美 認知症を合併した糖尿病患者さんへの療
養指導

第 2 回呉地区糖尿病療養指導セミナー 2014.07.24 呉市

白野　容子　　大河内友美 やる気のない糖尿病患者さんへの療養指導 第 2 回呉地区糖尿病療養指導セミナー 2014.07.24 呉市

宮武　志帆 百聞は一見にしかず！
～実際の食事を見てみよう～　

第 4 回 TCSA 勉強会 2014.08.15 呉市

宮武　志帆 褥瘡と栄養
～切っても切れないこの関係～

第 5 回 TCSA 勉強会 2014.09.08 呉市

白野　容子　　 食事のお悩み、スパッと解決！のお手伝
いします！！

がんサロン　 2014.09.12 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 2014.09.16 呉市

白野　容子　　 がん患者の栄養管理　 平成 26 年度がん看護研修会 2014.11.20 呉市

臨床研究部
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

尾上　隆司　　橋本　慎二＊

田中　友加＊　石山　宏平＊

井手健太郎＊　大平　真裕＊

田原　裕之＊　黒田慎太郎＊

小林　　剛＊　田代　裕尊＊

大段　秀樹＊

門脈圧亢進下における肝由来免疫寛容性
の破綻

第 10 回広島肝臓プロジェクト研究
センターシンポジウム

2014.07.05 広島市

谷山　清己 病理診断 第 258 回呉消化器病研究会　－消
化器疾患 CPC 及び特別講演会ー

2014.07.22 呉市

谷山　清己 外科と病理：私の経験 広島呼吸器手術セミナー 2014.11.29 広島市



業
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看護部
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

中西　貴子 心のケアを考える 第 103 回日本病理学会総会　市民公
開講座『市民と病理の接点を探るー
乳がんの診断と治療を通してー』

2014.04.26 広島市

森　友里恵　　池田　純子 みんなで話そう - 看護の出前授業 大崎上島中学校 2014.05.19 広島県
豊田郡

實森　直美 症例検討：疼痛コントロール患者への対
応を考えよう

呉緩和ケア研究会 2014.07.09 呉市

青芝　映美 平成 26 年度認定看護管理者ファー
ストレベル教育課程

2014.07.19 広島市

中西　貴子 がん患者カウンセリング普及のために－
呉医療センターにおけるがん患者カウン
セリングの実

広島西医療センター講演会 2014.07.26 大竹市

小林　奈々 看護実践と看護倫理 / エラーの分類と要
因 / 医療事故 / 医療従事者としての責任
/ 誤薬の予防対策

准看護師セミナー～与薬と医療事
故防止

2014.08.07 広島市

榎　　実穂 医療安全活動の基本（有害事象の原因分
析 ･ 再発防止策の検討）

平成 26 年度医療事故・紛争対応人
材養成講座

2014.08.24 福岡市

益本　京美 放射線療法看護～認定看護師としてでき
ること～

第 123 回広島県放射線治療技術研
究会

2014.09.13 広島市

末岡　知絵 当院における慢性心不全手帳を使った患
者指導の取組みについて

第 10 回呉生活習慣病地域連携パス
研究会（K-LIFE)

2014.09.18 呉市

小林　奈々 医療安全交流会～事例を通じて安全対策
のスキルアップを目指す～

平成 26 年度社会経済福祉活動研修会 2014.10.11 広島市

中西　貴子 がん患者と家族をどう支えるか - 癌診断・
再発の告知から終末期までのあらゆる場
面で -

岡山医療センター緩和ケア定期講
演会

2014.10.24 岡山市

青芝　映美 平成 26 年度認定看護管理者ファー
ストレベル教育課程

2014.11.08 広島市

實森　直美 胃がん患者の症状コントロールを考えよう 第 6 回呉緩和ケア研究会 2014.11.12 呉市

下髙　美和 感染対策の基本について 平成 26 年度医療的ケア実施体制整
備事業校内研修会（広島県立呉特
別支援学校）

2014.11.18 呉市

中西　貴子 スピリチュアルペインについて がん看護研修会 2014.11.19 呉市

榎　　実穂 事例分析の評価と事故対応 平成 26 年度医療安全ワークショップ 2014.12.08 広島市

下髙　美和 感染対策について マッターホルンリハビリテーショ
ン病院　感染対策講習会

2014.12.08 呉市

看護学校
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

加藤かすみ 看護教育 平成 26 年度広島県保健師助産師看
護師実習指導者講習会

2014.08.26 広島市

金子眞由美 基礎看護学 平成 26 年度広島県保健師助産師看
護師実習指導者講習会

2014.08.26 広島市

三島真由美 看護教育課程（指定規則、指導要領等） 平成 26 年度広島県保健師助産師看
護師実習指導者講習会

2014.08.26 広島市

三島真由美 教育計画とその内容 平成 26 年度広島県保健師助産師看
護師実習指導者講習会

2014.08.26 広島市
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（ 2014 . 4 . 1 ～ 2015 . 3 . 31 ）

テレビ
出演者 放送局名 放映日時 番組名

広島テレビ 2014/2/10　18：15 ～ テレビ派　復職支援研修会

谷山清己、中西貴子 TSS 2014/4/8　18:15 ～ TSS スーパーニュース
「病理外来とがん患者カウンセリングの実際として、乳癌の診
断および治療選択までの流れ」

ラジオ
出演者 放送局名 放送日 番組名

田中　浩二 広島ＦＭ 2014.4.1 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）歯周病

大庭　信二 広島ＦＭ 2014.5.26 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）Parkinson 病について

田中　浩二 広島ＦＭ 2014.7.7 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）予防歯科について

大庭　信二 広島ＦＭ 2014.8.25 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）頭部・顔面痛について

田中　浩二 広島ＦＭ 2014.10.6 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）妊娠後の歯の注意点

大庭　信二 広島ＦＭ 2014.11.10 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）  寒いと注意したい脳の
病気について

田中　浩二 広島ＦＭ 2015.1.12 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）ドライマウス

大庭　信二 広島ＦＭ 2015.2.16 MORNING ALIVE（メディカルコーナー）脳卒中について

新聞
記事提供者 新聞社名 掲載日 テーマ

谷山　清己 朝日新聞 2014.4.24 病理外来で「治療前向きに」

谷山　清己 中国新聞 2014.4.24 病理学の観点でがん治療を考える

尾崎　慎治 中国新聞 2014.7.02 乳がんサロン交流の輪 

小川　喜通 薬事日報 2014.11.14 検査値などを薬局に開示　ネットや院外処方箋を活用

竹林　　実 朝日新聞 2015.1.31 うつ病は検査でわかるのか？

雑誌・定期刊行物・その他の情報誌
筆者 雑誌名 掲載巻・号 タイトル

亀井　　望 Diabetes 
Contemporary

（サノフィ）

基礎インスリンと GLP-1 受容体作動薬の併用について

伊藤　琢生 Ｒｉｃｅｔｔａ
（ノヴァルティス）

Vol.18（2014.Nio.1） 慢性骨髄性白血病における現状（基礎知識）

小川　喜通
小川　弘太

Ｒｉｃｅｔｔａ
（ノヴァルティス）

Vol.18（2014.Nio.1） 「波と風ネットワーク」を利用し患者さんとの関係強化

谷山　清己 医療 68（5）ｐ 266 フィクションとノンフィクションをつなげた本を刊行した意図

尾﨑　慎治
森井　奈央
小川　喜通
長島　悟史
岡田　優子
梶梅佐代子

Oncology Epoch
（中外製薬）

No.26（2014No.3） 「おくすり外来」の設置が各職種の専門性を発揮させる原動力に

竹林　　実 Depression 
コンパクトガイド

2014.12 痛みとうつ病の相関メカニズム

尾上　隆二 Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ ｉｎ 
Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ

in press 消化器病研究施設紹介　第 74 回「呉医療センター臨床研究部
免疫応用科学研究室

広報活動
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平成 25年度　腫瘍検討会　（ツモｰルボｰド）

集計 回数 参加人数 開催日時 場所 内容 合同開催診療科

外　科 144 1917 毎週水・金　7：30 ～ ３Ｆ　医局カンファレンス 手術術前・術後症例検討 外科　病理部

外　科 7 21 不定期 外来化学療法室 外来化学療法症例検討 外科　臨床研究部
薬剤科　看護師　ＭＳＷ

肺がん 49 735 毎週水：15：00 ～ カンファレンスルーム 肺癌症例検討

呼吸器内科
呼吸器外科
放射線診断科
病理部

肺がん 10 51 不定期 外来化学療法室 外来化学療法症例検討 呼吸器内科　腫瘍内科

乳がん 44 228 毎週火　19：00 ～ 病理標本検討室 手術病理結果検討 乳腺外科　病理部

乳がん 13 92 不定期 外来化学療法室 外来化学療法症例検討 乳腺外科　腫瘍内科
看護師　薬剤科　ＭＳＷ

婦人科 44 147 不定期 ４Ａカンファレンス 外来化学療法症例検討
婦人科　臨床研究部
薬剤科　看護師　薬剤科
ＭＳＷ

消化器科 13 44 不定期 医局 消化器科
外来化学療法症例検討

消化器科　臨床研究部
薬剤科　看護師　薬剤科
ＭＳＷ

血液内科 12 54 不定期 外来化学療法室 外来化学療法症例検討 血液内科　腫瘍内科
看護師　薬剤科　ＭＳＷ

耳鼻科 10 36 不定期 外来化学療法室 外来化学療法症例検討
耳鼻咽喉科
放射線治療科　腫瘍内科
看護師　薬剤科　ＭＳＷ

計 346 3325

腫瘍検討会（ツモールボード）
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医師名 研究事業名 領　　域 班長 課題名 予　算

森脇　克行 EBM MARK 研究責任者 観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に
関する研究 910,000

山下　芳典 EBM JME 研究責任者 喫煙者、非喫煙者の肺癌病因に関する分子疫
学的研究 75,000

濱田　宣和 EBM RA-PPV23 研究責任者
肺炎リスクを有する関節リウマチ患者を対象
とした23価肺炎球菌ワクチン（ＰＰＶ）の有
用性検証のためのＲＣＴ

150,000

畑中　信良 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（癌消）-01 研究代表者
次世代型末梢循環癌細胞検出法（F35テロメ
スキャン）を応用した膵癌、大腸癌患者にお
ける転移の機序、治療抵抗性解明とその打破

2,500,000

尾﨑　慎治 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（癌般）-01 研究代表者
TOP ２/Ki-67等の詳細なバイオマーカーを用
いた化学療法やトラスツズマブの適応基準の
最適化に関するコホート研究

3,000,000

桑井　寿雄 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（消化）-01 研究代表者
Cold Biopsyの安全性と有用性に関する検討
～ Jumbo鉗子による簡便な内視鏡的大腸ポ
リープ切除術の標準化～ 

10,500,000

山下　芳典 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（癌呼）-02 研究責任者 75才以上後期高齢者非小細胞肺癌症例の手術
成績に関する前向きの多施設コホート研究 240,000

大庭　信二 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（脳卒中）-02 研究責任者 心原性脳塞栓症におけるヘパリン投与のタイ
ミングと至適投与量に関する研究 400,000

宮河真一郎 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（感染）-01 研究責任者
乳幼児侵襲性肺炎球菌およびインフルエンザ
菌感染症におけるワクチン接種状況等実態調
査と予防接種推進のための具体策の検討

200,000

水之江知哉 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（成育）-01 研究責任者 原因不明の胎児発育不全（FGR）合併妊娠の
管理指針に関する研究 800,000

立川　隆治 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（感覚）-01 研究責任者 慢性中耳炎における難培養微生物のメタゲノ
ム解析による新規治療開発に関する研究 50,000

松尾　俊宏 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（骨運）-01 研究責任者 後期高齢者における慢性腰痛と心理社会的因
子の関連の検討 300,000

高野　弘嗣 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（肝）-01 研究責任者
B型肝炎ウイルスにおける核酸アナログ
耐性遺伝子の解析および耐性例に対する
rescuetherapyの介入

750,000

高野　弘嗣 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ NH25-NHO（肝）-02 研究責任者
非アルコール性肝障害由来肝細胞癌の早期発
見および危険群の囲い込みのための血中マー
カー探索

100,000

高野　弘嗣 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（肝）-03 研究責任者 急性肝炎の発生状況および重症化、劇症化に
関する因子に関する研究 450,000

谷山　清己 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（癌般）-01 研究責任者
Z軸ビデオ細胞画像（Zavic）データベースを利
用した細胞診コンサルテーションの実現可能性
の検証研究

360,000

西村　俊直 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（癌般）-01 研究協力者
Z軸ビデオ細胞画像（Zavic）データベースを
利用した細胞診コンサルテーションの実現可
能性の検証研究

360,000

松田　守弘 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（循環）-01 研究責任者 心血管イベントを規定するバイオマーカー開発
－血管新生関連因子と新規酸化LDL－ 720,000

宮河真一郎 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（成育）-02 研究責任者

NICU共通データベースによる周産期医療の
評価に基づく経年的疾病の発症予測と、その
予防・管理方法（成育診療マニュアル）の標
準化確立に関する研究 

1,200,000

亀井  　望 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（糖尿）-01 研究責任者
原発性アルドステロン症診療ガイドラインの
検証および診断・治療に関するわが国独自の
エビデンス構築に関する研究（PHAS-J3）

500,000
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医師名 研究事業名 領　　域 班長 課題名 予　算

立川　隆治 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（感覚）-02 研究責任者
言語聴覚リハビリテーションの向上を目的と
した先天性難聴の遺伝的原因と生後早期の経
過の解明

100,000

濱田　宜和 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（骨運）-01 研究責任者
人工関節置換術後の静脈血栓症塞栓症の抗凝
固薬の長期的血栓イベント発症に及ぼす危険
性に関する臨床研究

40,000

高野　弘嗣 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（肝）-01 研究責任者
原発性胆汁性肝硬変の病態解明と新たな分子
標的治療法の開発のためのゲノムワイド関連
解析(GWAS)

300,000

田中　浩二 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H24-NHO（多共）-01 研究責任者 口腔ケアの誤嚥性肺炎予防効果に及ぼす予測
因子の解明 30,000

倉岡　和矢 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（癌般）-02 研究責任者 細胞診検体を用いた乳癌薬物療法適応決定の
ための基礎研究 200,000

尾﨑　慎治 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（癌般）-02 研究協力者 細胞診検体を用いた乳癌薬物療法適応決定の
ための基礎研究 100,000

西村　俊直 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（癌般）-02 研究協力者 細胞診検体を用いた乳癌薬物療法適応決定の
ための基礎研究 100,000

松田　守弘 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（循環）-01 研究責任者 慢性心不全患者の再入院リスク評価法の確立 50,000

髙蓋　寿朗 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（血液）-02 研究責任者
再発又は難治性の高齢者びまん性大細胞型B
細胞リンパ腫に対するR-GDP療法に関する第
Ⅱ相試験

50,000

高野　弘嗣 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（肝）-01 研究責任者
C型肝炎ウイルス駆除後の肝炎症/線維化改
善動態評価を目的とした、血清miRNAプロ
ファイリング法の確立

50,000

高野　弘嗣 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（肝）-02 研究責任者 生体試料バンクを利用した自己免疫性肝炎の
分子疫学コホート研究 60,000

山口　敏紀 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（消化）-01 研究協力者
Cold Biopsyの安全性と有用性に関する検討 
～ Jumbo鉗子による簡便な内視鏡的大腸ポ
リープ切除術の標準化～

200,000

桑井　寿雄 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（消化）-01 研究責任者

非ステロイド性抗炎症剤継続投与患者におけ
る胃十二指腸潰瘍再発抑制効果に対するエソ
メプラゾール、ランソプラゾールのランダム
化比較試験

200,000

水之江知哉 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（成育）-01 研究責任者 母乳哺育によるGDM既往女性の産褥耐糖能
異常の発症予防効果に関する研究 200,000

中野喜久雄 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（呼吸）-01 研究責任者 慢性線維化性特発性間質性肺炎の適正な診断
治療法開発のための調査研究 80,000

畑中  信良 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（外科）-01 研究責任者 消化器外科緊急手術症例における術後死亡予
測モデルCORES、NSQIPの比較検証試験 260,000

田中　浩二 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H26-NHO（多共）-01 研究責任者 がん周術期患者における口腔管理介入効果に
及ぼす予測因子の解明 100,000

大庭　信二 政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ H25-NHO（脳卒中）-01 研究責任者
未破裂脳動脈瘤患者における動脈瘤増大・破
裂危険因子に関する計算流体力学（ＣＦＤ）
解析を用いた研究

40,000

獲　得　金　額　合　計 25,725,000
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高野　弘嗣 厚生労働科学
研究費補助金

医薬品・医療機器等
レギュラトリーサイエンス総合
研究事業

分担

抗HBs人免疫グロブリンの国内製造用原料血
漿収集を目的とした国立病院機構職員を対象
とするB型肝炎ワクチン接種の有効性、安全
性及び皮下投与法と筋肉内投与法の比較に関
する研究

500,000

高野　弘嗣 厚生労働科学
研究費補助金 肝炎等克服政策研究事業 分担 肝疾患患者を対象とした相談支援システムの

構築、運用、評価に関する研究 1,000,000

松田　守弘 厚生労働科学
研究費補助金

循環器疾患・糖尿病等
生活習慣病対策総合研究事業 分担 簡便な新規心血管イベント予知マーカーによ

る効率的なハイリスク患者抽出方法の確立 1,250,000

鳥居　　剛 厚生労働科学
研究費補助金 難治性疾患克服研究事業 分担 スモンに関する調査研究 1,200,000

尾上　隆司 厚生労働科学
研究費補助金 肝炎克服緊急対策研究事業 分担 多機能幹細胞を用いた自然免疫再構築による

肝炎治療法の開発と臨床応用 2,000,000

種村　匡弘 日本学術振興会 基盤研究（Ｃ） 主任
新規末梢循環癌細胞検出法（テロメスキャン）
を応用した膵癌幹細胞の治療抵抗性機序解明
とその打破

800,000

尾上　隆司 日本学術振興会 基盤研究（Ｃ） 主任 腫瘍血管内皮細胞を介した腫瘍の免疫逃避機
構の解明と新規抗癌療法への応用 1,300,000

亀井　　望 日本学術振興会 基盤研究（Ｃ） 主任 好中球による脂肪組織炎症とインスリン抵抗
性惹起機構の解明 200,000

松尾　俊宏 日本学術振興会 基盤研究（Ｃ） 主任 癌検出ウイルスマーカーを用いた肉腫および
癌腫骨転移における末梢循環癌細胞の解析 1,200,000

岡田　麻美 日本学術振興会 若手研究（Ｂ） 主任 うつ病の新規治療標的分子としてアストロサ
イト由来トロンボスポンジンに関する研究 1,400,000

原田　洋明 日本学術振興会 基盤研究（Ｃ） 主任 口腔粘膜遺伝子異常解析による肺がん発生高
リスク群検出システムの構築 1,200,000

木場　崇剛 日本学術振興会 基盤研究（Ｃ） 主任 神経因子由来の遺伝子群の導入による膵Ｂ細
胞の増殖・再生法の開発 1,800,000

藤田　洋輔 日本学術振興会 若手研究（Ｂ） 主任 新たなPTSD治療薬の開発基盤の構築 400,000
合　　　　計 14,250,000
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