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本業績に掲載された著書、論文、学会発表は

2015年（平成27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。



業
　
　
績

血液内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

髙蓋　寿朗 これだけは知っておきたい検査のポイント　第 9
集　血栓・止血検査　出血時間

medicina 52（4）
増刊号

80-81 2015

髙蓋　寿朗 これだけは知っておきたい検査のポイント　第 9
集　血栓・止血検査　von Willebrand 因子

medicina 52（4）
増刊号

87-89 2015

髙蓋　寿朗 これだけは知っておきたい検査のポイント　第 9
集　血栓・止血検査　ASAMT １３

medicina 52（4）
増刊号

90-91 2015

髙蓋　寿朗 これだけは知っておきたい検査のポイント　第 9
集　血栓・止血検査　血管内皮マーカー

medicina 52（4）
増刊号

115-116 2015

前川　崇太＊　　田中　康博＊

新里　偉咲＊　　多田　公英＊

髙蓋　寿朗

初診時に播種性結核を合併した急性骨髄性白血
病

結核 90（4） 469-474 2015.04

腫瘍内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

木場　崇剛 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

医科学応用研究財団
研究報告 

32 57-59 2015.02

神経内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

内藤　裕之　　　仲博　　満
小林めぐみ　　　内藤かさね
倉重　毅志　　　時　　信弘

当院での Total vascular 評価によるアテローム
血栓症の検討

広島医学 68（3）  181-185 2015.03

消化器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

山口　　厚　　　飯尾　澄夫
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　　　倉岡　和矢
谷山　清己　　　有廣　光司
高野　弘嗣

急速に進行した Solid Pseudopapiliary Neoplasm 
の 1 例

膵臓 30（2） 233-242 2015.04

山口　　厚 　　倉岡　和矢
谷山　清己 　　高野　弘嗣

総胆管結石に併存した無黄疸平坦浸潤型胆管癌
の 1 例

胆道 29（5） 962-971 2015

呼吸器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

佐々木啓介　　　中野喜久雄
原田　洋明　　　山下　芳典
谷山　清己

気胸を契機に診断に至った肺原発骨肉腫の 1 例 肺癌 55（2） 108-112 2015.04

北原　良洋　　　吉田　　敬
古玉　純子　　　奥本　　譲
荒木　佑亮　　　難波　将史
佐々木啓介　　　中野喜久雄

脂質異常症と初診時の高い呼気一酸化炭素濃度
は、短期的な禁煙失敗に対する予測因子である

日本禁煙学会雑誌 10（5） 79-84 2015.12

循環器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

田村　　律　　　松田　守弘
西本　織絵　　　中本　　敬
山下　泰史　　　西山　浩彦
川本　俊治　　　鳩野　直也
伊藤　博美　　　出垣　正紀
姫野　　敬　　　菅原　敬文

心臓 CT による心臓周囲脂肪と冠危険因子およ
び冠動脈病変重症度の関連について
冠動脈疾患未発症の中等度リスク群における検
討

臨床放射線 60（1） 160-166 2015.01

川本　俊治　　　重松　研二
河野　由佳　　　田村　　律
松田　守弘　　　上池　　渉

データウェハウスを活用した退院支援管理シス
テムの在院日数に及ぼす効果

日本医療マネジメン
ト学会雑誌

15（4） 251-255 2015.03

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER

和文論文発表



業
　
　
績

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

バイオリムス溶出性ステント留置後に亜急性ス
テント血栓症を繰り返した 1 例

心臓 47（2） 206-210 2015.02

冠野昴太郎　　湯浅加奈子
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

IABP 離脱後、ヘパリン再投与直後に 2 型 HIT
による急激な血栓形成を呈した急性心不全の 1
症例

心臓 47（11） 1303 
-1308

2015.11

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（2） 283-287 2015

竹林　　実 うつ病のバイオマーカー 精神科治療学 30（1） 5-10 2015.01

大盛　　航　　　板垣　　圭
中村　元信　　　竹林　　実

Clozapine により修正型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

精神医学 57（4） 301-304 2015.04

大盛　　航　　　板垣　　圭
柴崎　千代　　　小早川英夫
竹林　　実

Clozapine により修正型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

精神医学 57（4） 301-304 2015.04

増田　正幸　　　板垣　　圭
柴崎　千代　　　竹林　　実

電気けいれん療法（ECT）反応性が診断の一助
となった妄想性うつ病の 1 例

広島医学 68（5） 291-295 2015.05

田辺紗矢佳　　　南　　花枝
中村　元信　　　中津　啓吾
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「クレ・アクティブ」開発の試み

精神医学 57（8） 649-660 2015.08

小児科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

米倉　圭二　　　白石　泰尚
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

エンテロウイルス D68 型が検出された急性呼吸
不全と急性弛緩性麻痺を来した 1 例

日本小児科学会雑誌 119（9） 1380-
1385

2015.09

外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

山口　恵美　　　住谷　大輔＊

中原　雅浩＊　　
盲腸原発の大腸印環細胞癌の 1 例 日本大腸肛門病学会

雑誌
68（2） 92-96 2015.02

北川　隆太　　　井上　雅史
種村　匡弘　　　伊禮　俊充
本明　慈彦　　　畑中　信良

小網原発の腹膜中皮嚢胞の 1 例 外科 77（10） 1165-
1168

2015.10

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

集学的治療で Conversion Surgery を施行し得た
局所進行直腸（Rb）癌の 1 例

癌と化学療法 42（10） 1292-
1294

2015.10

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

腹腔鏡・胸腔鏡を用いて Conversion Surgery を
施行した Stage IV 直腸癌の 1 例

癌と化学療法 42（10） 1274-
1276

2015.10

首藤　　毅　　　宮本　勝也
横山雄二郎　　　坂下　吉弘
小林　弘典　　　岡田健司郎
平野　利典　　　大塚　裕之
中井　志郎

慢性膵炎・膵石症に対する膵空腸側々吻合術 広島医学 68（2） 112-117 2015.02

2015年（平成 27年）度　年 報
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整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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

腰部脊柱管狭窄症に対する腰椎後方低侵襲除圧
術の生体力学的評価－屍体標本を用いた検討

Journal of Spin 
Research

6（12） 1690-
1693

2015

下瀨　省二　　　砂川　　融
久保　忠彦　　　藤森　　淳
中島　祐子　　　四宮　陸雄
古田　太輔　　　越智　光夫
杉田　　孝　　　松尾　俊宏

悪性骨・軟部腫瘍広範切除後の遊離血管柄付き
腓骨移植による再建

関節外科 34（4） 386-391 2015.04

住元　康彦　　　新田　泰章
田中　久美　　　伊藤　洋平
下瀨　省二　　　久保　忠彦
藤森　　淳

ゲムシタビン / ドセタキセル併用療法（GEM/
DOC 併用療法）が著効した悪性線維性組織球腫
の 1 例

中国・四国整形外科
学会雑誌 

27（1） 75-79 2015.04

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

骨格再建　出管柄付き骨膜移植 整形・災害外科 58（5） 611-617 2015.05

古高　慎司　　　下瀨　省二
久保　忠彦　　　藤森　　淳
古田　太輔　　　越智　光夫

足部に発生した類骨骨腫の 3 例 中部日本整形外科災
害外科学会雑誌

58（3） 561-562 2015.05

下瀨　省二　　　砂川　　融
久保　忠彦　　　松尾　俊宏
藤森　　淳　　　古田　太輔
越智　光夫

骨および軟骨に対する人工・生体材料、組織細
胞移植の臨床成績　骨・軟部腫瘍への対応　悪
性骨腫瘍における巨大骨欠損に対する血管柄付
き腓骨と自家処理骨による再建

別冊整形外科 68 167-171 2015.10

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　　　坪川　典史
有長　織恵　　　原田　年子
生田　里奈　　　村山　万純
小倉　千明　　　野口　真菜
宮武　志保　　　大河内友美
井手　　孝　　　白野　容子

術後回復促進のための ESSENSE 分岐鎖アミノ
酸（ＢＣＡＡ）併用呼吸リハビリテーションの
効果　ＢＣＡＡとたんぱく質合成

外科と代謝・栄養 49（2） 113-119 2015.04

半田　良憲　　　原田　洋明
北原　良洋　　　倉岡　和矢
山下　芳典

一過性に消長を認めた良性転移性肺平滑筋腫の 1
切除例

日本呼吸器外科学会
雑誌

29（4） 485-490 2015.05

原田　洋明　　　山下　芳典
桑原　正樹

多職種チームで行う術前包括的呼吸リハビリテー
ション　-80 歳以上の肺癌患者における評価 -

広島医学 68（6） 311-317 2015.06

原田　洋明　　　山下　芳典
半田　良憲　　　坪川　典史
竹中　千恵　　　三隅　啓三
窪田真喜子　　　中尾　淳一
高濱　みほ　　　道広　博之
有長　織恵

肺切除術当日の超早期離床と経口摂取開始の実
施可能性評価

胸部外科 68（10） 801-808 2015.09

半田　良憲　　　原田　洋明
山下　芳典

臨床経験　包括的呼吸リハビリテーションによ
り耐術可能となった高度低肺機能患者の手術経
験

胸部外科 68（10） 850-808 2015.09

心臓血管外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

流郷　昌裕　　　今川　　弘＊

泉谷　裕則＊　　八杉　　巧＊

阪下　裕司＊

Potts’ shunt 閉鎖後の吻合部仮性動脈瘤再発に対
して debranching TEVAR を施行した 1 例

日本心臓外科学会雑
誌

44（2） 82-86 2015

流郷　昌裕　　　毛利　教生
栗田　茂顕　　　原　　和信
多賀谷正志

臨床経験　急激な血小板減少を伴う開心術中の
人工肺入口圧上昇

胸部外科 68（6） 439-441 2015.06

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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績

泌尿器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

繁田　正信　　 （第 2 章）実践編　術式別の術中看護マニュアル オペナーシング 臨時増刊 63-70 2015.03

繁田　正信　　内藤　美季
福原　秀雄　　甲田俊太郎

腹腔鏡下腎部分切除術－租阻血法－ 泌尿器外科 28（９） 1491-
1496

2015.09

産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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

当院で分娩管理した不妊治療後単胎妊娠症例の
検討

日本周産期・新生児
医学会雑誌

50（4） 1244-
1248

2015.01

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

平川　治男　　　西　　康行 
多田　　誠　　　渡部　泰輔

PET/CT による上顎洞・上歯肉癌の超選択的動
注化学放射線療法の治療効果判定

耳鼻咽喉科臨床 108（1） 39-44 2015.01

多田　　誠　　　平川　治男
西　　康行　　　渡部　泰輔

新生児聴覚スクリーニングにおいて pass であっ
た先天性一側性内耳道狭窄例

耳鼻咽喉科臨床 108（8） 593-599 2015.08

放射線技師部門
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

久保　英文 中国地区における人材育成プログラムの検討～
MRI 分野における中堅放射線技師の人材育成を
目指して～

全国国立病院療養所
　放射線技師会誌

第233号
158（4）

50-56 2015

安達　北杜　　　灘　　尊則
定岡　大祐　　　浅原　　徹
渡部　恵美　　　本荘　竜也
山根　明哲　　　田坂　　聡
姫野　　敬　　　福岡　宏貴＊

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 2015.02

放射線診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

末岡　敬浩　　　豊田　尚之
松浦　範明　　　秋山　直子
三好　裕美　　　山下　芳典
桑原　正樹　　　原田　洋明
中野喜久雄　　　倉岡　和矢
中村　優子　　　栗井　和夫

子宮筋腫の肺転移（良性転移性平滑筋腫）に関
する画像的検討

臨床放射線 60（3） 428-433 2015.03

末岡　敬浩　　　豊田　尚之
松浦　範明　　　秋山　直子
三好　裕美　　　毛利　教生
流郷　昌裕　　　粟井　和生

縦隔血腫をきたした気管支動脈瘤破裂に対して
動脈塞栓術を施行した 1 例

臨床放射線 60（6） 833-837 2015.06

病理診断科
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＊　　吉田　　誠＊

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
直腸多発 MALT リンパ腫の 1 例

日本大腸肛門病学会
雑誌

68（7） 477-485 2015

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　　　齊藤　彰久
倉岡　和矢　　　谷山　清己

組織切片自動作製装置を用いた病理業務効率化
の検討

広島臨床検査 4 7-12 2015

谷山　大樹　　　齊藤　彰久
倉岡　和矢　　　澤崎　　隆
水之江知哉　　　谷山　清己

病理学的診断に苦慮した子宮腺肉腫の 1 例 広島医学 68（10） 519-523 2015.10

安村　俊直　　　倉岡　和矢
管　亜里砂　　　安村奈緒子
田中　美帆　　　坂根　潤一
戸田　　環　　　在津　潤一
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
谷山　清己

消化器内科との連携による膵 EUS-FNA 迅速診
断への取り組み

広島県臨床細胞学会誌 36 62-67 2015.12.01
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看護学校
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

天野　志保　　　三島真由美 看護基準教育における問題志向型看護記録の指
導の差異の改善への取り組み

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

10 240-243 2015.01

高下智香子　　　加藤かすみ 看護実践統合実習でのシャドーイングによる学
生の学びと効果　インタビュー調査を行って

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

10 2015.01

三島真由美 看護基準教育における「看護研究」の教育活動
とケーススタディの進め方　　「広島県看護学校
研究発表会」の 58 年間の継承

看護教育 56（9） 852-85 ４ 2015.09

看護部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

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

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

10 197-200 2015.01

野口　和加　　　島津　利沙
濱塚　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焼灼術
（RFA）前オリエンテーションの効果

中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

10 124-127 2015.01

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 中国四国地区国立病
院機構・国立療養所
看護研究学会誌

10 60-63 2015.01

中間美沙子 「どこでもあり得る」「イメージしやすい」事例
を活用　新人看護師を対象としたＳＯＡＰ記録
研修

看護きろくと看護過
程

25（2） 108-112 2015.04

瀬戸　貴彦　　　山尾　美紗
森本麻依子　　　合田治英子
藤井　　彩

地域中核病院における看護師のバーンアウトに
ついての研究

日本看護学会論文集：
看護管理

45 173-176 2015.04

薬剤部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

長島　悟史　　　木場　崇剛
小川　善通　　　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
奏効し投与を再開し得た 1 例

癌と化学療法 42（5） 617-619 2015.05

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

木場　崇剛　　　岡田　優子 オキサリプラチン投与時における側管からのデ
キサメタゾンブドウ糖溶解液の同時投与による
血管痛軽減の解明に関する一考察

医療 69（4） 195-198 2015.04

田代　裕尊　　　尾上　隆司
田中　友加　　　大段　秀樹

移植と免疫応答　肝移植後の免疫応答と感染制
御

日本外科感染症学会
雑誌

12（2） 115-120 2015.04

木場　崇剛　　　岡田　優子 
梶梅佐代子　　　山口　　厚

FOLFIRINOX 療法の標準投与量の実施のために
G-CSF の予防投与を施行した膵臓癌の 2 症例

癌と化学療法 42（5） 629-632 2015.05

木場　崇剛 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

医科学応用研究財団
研究報告

32 57-59 2015.09

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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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

Kamei N Novel strategy for treatment in Type 2 diabetes 
mellitus: Targeting systemic and adipose tissue 
infl ammation（review）

Advances in Modern 
Medicine

2015

Senda S ＊

Inoue A ＊

Mahmood A ＊

Suzuki R ＊

Kamei N
Kubota N ＊

Watanabe T ＊

Aoyama M ＊

Nawaz A ＊

Nawaz A ＊

Ohkuma Y ＊

Tsuneyama K ＊

Koshimizu Y ＊

Usui I ＊

Saeki K ＊

Kadodwaki T ＊

Tobe K ＊

Calorie restriction-mediated restoration of 
hypothalamic signal transducer and activator of 
transcription 3（STAT3） phosphorylation is not 
eff ective for lowering the body weight set point 
in IRS-2 knockout obese mice.

Diabetology 
International

2015.02

血液内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Yasuhiro Tanaka ＊

 Kenichi Takaya ＊

 Go Yamamoto ＊

 Toshiro Takafuta.

Solitary Pyomyositis of the Left Rhomboideus 
Muscle Caused by Streptococcus anginosus 
and Streptococcus intermedius in an 
Immunocompetent Person

Case Reports in 
Infectious Diseases

2015 2015

Tanaka Y ＊

Takaya K ＊ Yamamoto G ＊

Shinzato I ＊

Takafuta T

Solitary Pyomyositis of the Left Rhomboideus 
Muscle Caused by Streptococcus anginosus 
and Streptococcus intermedius in an 
Immunocompetent Person.

Case Report Infect 
Dis

2015.06

　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. Epub 6
（5-6）

e1012950-1
～ 8

2015.02

Kiba T
Morii N
Takahashi  H
Ozaki S
Atsumi M
Masumoto F
Yamashiro H

Pathological response rate in hormone-positive 
breast cancer patients treated with neoadjuvant 
FEC and triweekly docetaxel: a case series

Breast Cancer: 
Targets and Therapy

7 245-250 2015.07

Kiba T Changes of the expressions of multiple 
metabolism genes in rat pancreatic islets after 
ventromedial hypothalamic lesioning.

Neuroscience Letters 604 64-68 2015.08

Kiba T
Morii N
Takahashi H
Ozaki S
Aysumi M. Matsumoto F
Shitakubo Y
Yamashiro H

Examination of the clinical effi  cacy of eribulin 
and trastuzumab in HER2-positive recurrent 
breast cancer

Molecular and 
Clinical Oncology

2015.10

Kiba T Ventromedial hypothalamic lesions 
downregulate multiple immune signaling 
pathways in rat pancreatic islets.

Neuroscience Letters 610 177-181 2015.11
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神経内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Watanabe Y ＊

Suzuki S ＊

Nishimura H ＊

Murata K ＊

Kurashige T
Ikawa M ＊

Asahi M ＊

Konishi H ＊

Mitsuma S ＊

Kawabata S ＊

Suzuki N ＊

Nishino.I ＊

Statins and myotoxic effects associated with 
anti-3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme a 
reductase autoantibodies: an observational 
study in Japan.

Medicine 94 e416 2015

Sueda Y
Torii T
Hosomi N ＊

Tsunematsu M ＊

Takamatsu K ＊

Nomura E ＊

Ohtsuki T ＊

Aoki S ＊

Mukai T ＊

Nezu T ＊

Kakehashi M ＊

Matsumoto M ＊ ; HEWS-tPA 
Collaborators

Effects of Meteorological Conditions on the Risk 
of Ischemic Stroke Events in Patients Treated 
with Alteplase ー HEWS-tPA

Journal of Stroke 
and Cerebrouascular 
Diseases

24（7） 1500-
1505

2015.07

Sueda Y
Hosomi N
Tsunematsu M
Takamatsu K
Nomura E
Torii T
Ohtsuki T
Aoki S
Mukai T
Nezu T
Kakehashi M
Matsumoto M

Effects of Meteorological Conditions on the Risk 
of Ischemic Stroke Events in Patients Treated 
with Alteplase--HEWS-tPA.

J Stroke Cerebrovasc 
Dis

;24（7）: 1500-
1505

2015.07

Aoki S ＊

Hosomi N ＊

Sueda Y
Kono T ＊

Takamatsu K ＊

Ohyama H ＊

Torii T
Kitamura T ＊

Nomura E ＊

Noda K ＊

Ohtsuki T ＊

Matsumoto M ＊ ; HARP 
Registry Study Group

Multicenter Study of Intravenous Recombinant 
Tissue Plasminogen Activator Infusion around 
Hiroshima
Japan: The Hiroshima Acute Stroke 
Retrospective and Prospective Registry Study.

Journal of Strok and 
Cerebrovascular 
Diseases

24（12） 2747-53 2015.09

Aoki S
Hosomi N
Sueda Y
Kono T
Takamatsu K
Ohyama H
Torii T
Kitamura T
Nomura E
Noda K
Ohtsuki T
Matsumoto M; HARP 
Registry Study Group

Multicenter Study of Intravenous Recombinant 
Tissue Plasminogen Activator Infusion around 
Hiroshima
Japan: The Hiroshima Acute Stroke 
Retrospective and Prospective Registry Study.

J Stroke Cerebrovasc 
Dis

2015.09

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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消化器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Yamaguchi T
Kuwai T
Iio S
Tsuboi A
Mori T
Boda K
Yamashita K
Yamaguchi A
Kouno H
Kohno H

Endoscopic submucosal dissection using a stag 
beetle knife for early esophageal cancer in 
lower esophageal diverticula.

Gastrointestinal 
Endoscopy

82（3） 566-567 2015

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

30（2） 337-344 2015.02

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

49（6） 468-471 2015.07

Kawaoka T ＊

Aikata H
Hyogo H
Morio R
Morio K
Hatooka M
Fukuhara T
Kobayashi T
Naeshiro N
Miyaki D
Hiramatsu A
Imamura M
Kawakami Y
Takahashi S
Waki K
Tsuji K
Kohno H
Kohno H
Moriya T
Chayama K

Comparison of hepatic arterial infusion 
chemotherapy versus sorafenib monotherapy 
in patients with advanced hepatocellular 
carcinoma.

Journal of Digestive 
Diseases

16（9） 505-512 2015.09
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Migita K
Komori A
Kozuru H
Jiuchi Y
Nakamura M
Yasunami M
Furukawa H
Abiru S
Yamasaki K
Nagaoka S
Hashimoto S
Bekki S
Kamitsukasa H
Nakamura Y
Ohta H
Shimada M
Takahashi H
Mita E
Hijioka T
Yamashita H
Kohno H
Nakamuta M
Ario K
Muro T
Sakai H
Sugi K
Nishimura H
Yoshizawa K
Sato T
Naganuma A
Komatsu T
Oohara Y
Makita F
Tomizawa M
Yatsuhashi H

Circulating microRNA Profiles in Patients with 
Type-1 Autoimmune Hepatitis.

PLoS One 10（11） e0136908 2015.11

Migita K
Jiuchi Y
Furukawa H
Nakamura M
Komori A
Yasunami M
Kozuru H
Abiru S
Yamasaki K
Nagaoka S
Hashimoto S
Bekki S
Yoshizawa K
Shimada M
Kohno H
Kamitsukasa H
Komatsu T
Hijioka T
Nakamuta M
Naganuma A
Yamashita H
Nishimura H
Ohta H
Nakamura Y
Ario K
Oohara Y
Sugi K
Tomizawa M
Sato T
Takahashi H
Muro T
Makita F
Mita E
Sakai H
Yatsuhashi H

Lack of association between the CARD10 
rs6000782 
polymorphism and type 1 autoimmune hepatitis 
in a Japanese population .

BMC Res Notes. 8（1） 777 2015.12

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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績

Okanoue T
Shima T
Hasebe C
Karino Y
Imazeki F
Kumada T
Minami M 
Imai Y
Yoshihara H
Mita E
Morikawa T
Nishiguchi S
Kawakami Y
Nomura H
Sakisaka S
Kurosaki M
Yatsuhashi H
Oketani M
Kohno H
Masumoto A
Ikeda K
Kumada H

Long-term follow-up of peginterferon- α -2a 
treatment of HBeAg-positive and HBeAg-
negative chronic hepatitis B 
patients in phase Ⅱ and Ⅲ studies.

Hepatol Res 2015.12

循環器内科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Tagaya M
Matsuda M
Yakehiro M ＊

Izutani H ＊

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

Perfusion 30（4） 318-322 2015.05

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

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

General Thoracic 
and Cardiovascular 
Surgery

63（5） 302-306 2015.05

Tagaya M
Matsuda M
Ryugo M
Takasaki T
Kurita S
Handa H
Hara K 

Is using an open-reservoir cardiopulmonary 
bypass circuit after 6 days on standby safe?

Interactive 
CardioVascular and 
Thoracic Surgery

2015.11

精神科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Nagashima-Nishimaki M
Taniyama K
Minami H
Takebayashi M

The effect of a pathology clinic on the mental 
state and adjustment of patients with breast 
cancer.

Palliative and 
Supportive care

13 1615-
1621

2015

Shibasaki Ｃ
Takebayashi M
Fujita Y
Yamawaki S

Factors associated with the risk of relapse 
in schizophrenic patients after a response to 
electroconvulsive therapy: a retrospective 
study.

Neuropsychiatric 
Disease and 
Treatment

11 67-73 2015.01

Hisaoka-Nakashima K
Miyano K
Matsumoto C
Kajitani N
Abe H
Okada-Tsuchioka M
Yokoyama A
Uezono Y
Morioka N
Nakata Y
Takebayashi M

Tricyclic antidepressant amitriptyline-induced 
glial cell line-derived neurotrophic factor 
production involves pertussis toxin-sensitive G
α i/o activation in astroglial cells.

Journal of Biological 
Chemistry

290
（22）

13678-
13691

2015.05
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績

Kajitani N
Hisaoka-Nakashima K
Okada-Tsuchioka M
Hosoi M
Yokoe T
Morioka N
Nakata Y
Takebayashi M

Fibroblast growth factor 2 mRNA expression 
evoked by amitriptyline involves extracellular 
signal-regulated kinase-dependent early growth 
response 1 production in rat primary cultured 
astrocytes.

Journal of 
neurochemistry. 

35（1） 27-37 2015.10

外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Genta Sawada
Jeongho Moon
Akihisa Saito
Yuri Kimura
Kazuki Odagiri
Gen Takahashi
Shinya Yamashita
Masasi Inoue
Toshimitu Irei
Shin Nakahira
Yosuke Simizu
Harumi Tominaga
Kazuya Kuraoka
Kiyomi Taniyama
Nobutaka Hatanaka

A case of adenoid cystic carcinoma of the 
esophagus

Surgical Case 
Reports

2015

Hibino Y ＊

Sakamoto N ＊

Naito Y ＊

Goto K ＊

Oo HZ ＊

Sentani K ＊

Hinoi T
Ohdan H ＊

Oue N ＊

Yasui W ＊

Significance of miR-148a in Colorectal Neoplasia: 
Downregulation of 
miR-148a Contributes to the Carcinogenesis and 
Cell Invasion of Colorectal 
Cancer. 

Pathobiology 82（5） :233-41 2015

Kuroda S
Tashiro H
Kobayashi T
Hashimoto M
Mikuriya Y
Ohdan H

Administration of antithrombin III attenuates 
posthepatectomy liver failure in hepatocellular 
carcinoma

Dig Surg 32（3）: 173-180 2015

Sada H
Shimomura M
Hinoi T
Egi H
Kawaguchi K
Yano T
Niitsu H
Saitou Y
Sawada H
Miguchi M
Adachi T
Ohdan H

Avoiding restorative proctocolectomy for  
colorectal cancer in patients with ulcerative 
colitis based on preoperative 
diagnosis involving p53 immunostaining: report 
of a case.

World J Surg Oncol 13 123 2015.03

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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績

Niitsu H
Hinoi T
Shimomura M
Egi H
Hattori M
Ishizaki Y
Adachi T
Saito Y
Miguchi M
Sawada H
Kochi M
Mukai S
Ohdan H
Niitsu H
Hinoi T
Shimomura M
Egi H
Hattori M
Ishizaki Y
Adachi T
Saito Y
Miguchi M
Sawada H
Kochi M
Mukai S
Ohdan H

Up-front systemic chemotherapy 
is a feasible option compared to primary tumor 
resection followed by chemotherapy 
for colorectal cancer with unresectable 
synchronous metastases. 

World J Surg 
Oncol. 

13 162 2015.04

Kawaoka T
Imamura M
Kan H
Fujino H
Fukuhara T
Kobayashi T
Honda Y
Naeshiro N
Hiramatsu A
Tsuge M
Hayes CN
Kawakami Y
Aikata H
Ochi H
Ishiyama K
Tashiro H
Ohdan H
Chayama K

Two patients treated with simeprevir plus 
pegylated-interferon and ribavirin triple therapy 
for recurrent hepatitis C after living donor liver 
transplantation: case report. 

Transplant Proc. 47（3）: 809-814 2015.04

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

39（4） 456-464 2015.05

Niitsu H
Hinoi T
Kawaguchi Y
Ohdan H
Hasegawa H
Suzuka I
Fukunaga Y
Yamaguchi T
Endo S
Tagami S
Idani H
Ichihara T
Watanabe K
Watanabe M;Japan 
Society of Laparoscopic 
Colorectal Surgery

 Laparoscopic surgery for colorectal 
cancer is safe and has survival outcomes similar 
to those of open surgery in 
elderly patients with a poor performance status: 
subanalysis of a large 
multicenter case-control study in Japan 

J Gastroenterol. 2015.05

Mikuriya Y
Tashiro H
Kobayashi T
Kuroda S
Abe T
Hashimoto M
Ohdan H

Clinicopathological features of hepatocellular 
carcinoma in patients with nonalcoholic fatty 
liver disease.

Langenbecks Arch 
Surg

400（4）:
471-6

471-476 2015.05
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績

Hinoi T,Kawaguchi Y
Hattori M
Okajima M
Ohdan H
Yamamoto S
Hasegawa H
Horie H
Murata K
Yamaguchi S
Sugihara K
Watanabe M

Laparoscopic versus open surgery for colorectal 
cancer in elderly patients: a multicenter 
matched case-control study. 

Ann Surg Oncol 22（6） 2040-
2050

2015.06

Sasada T
Hinoi T
Saito Y
Adachi T
Takakura Y
Kawaguchi Y
Sotomaru Y 
Sentani K
Oue N
Yasui W
Ohdan H. 

Chlorinated Water Modulates the Development 
of Colorectal Tumors with Chromosomal 
Instability and Gut Microbiota in 
Apc-Deficient Mice. 

PLoS One 10（7） e0132435 2015.07

Okamura R ＊

Hida K ＊

Hasegawa S ＊

Sakai Y ＊

Hamada M ＊

Yasui M ＊

Hinoi T
Watanabe M ＊

Japan Society of Laparoscopic Colorectal 
Surgery. Impact of intraoperative 
blood loss on morbidity and survival after 
radical surgery for colorectal cancer  
patients aged 80 years or older.  

Int J Colorectal Dis. 2015.09

Kochi M
Shimomura M
Hinoi T
Niitsu H
Yano T
Mukai S
Sawada H
Miguchi M 
Saito Y
Adachi T
Ishizaki Y
Egi H
Ohdan H

Total colectomy for multiple 
metachronous colon cancers in a patient with 
Lynch syndrome. 

Surg Case Rep  9;1（1）: 78 2015.09

Kawaguchi Y
Hinoi T
Saito Y
Adachi T
Miguchi M
Niitsu H
Sasada T
Shimomura M
Egi H
Oka S
Tanaka S
Chayama K
Sentani K
Oue N
Yasui W
Ohdan H

Mouse model of proximal colon-specific 
tumorigenesis driven by microsatellite  
instability-induced Cre-mediated inactivation of 
Apc and activation of Kras 

J Gastroenterol. 2015.09

Abe T
Tashiro H
Hattori M
Kuroda S
Tahara H
Ohira M
Kobayashi T
Ide K
Ishiyama K
Ohdan H

Prediction of long-term survival by using 
the Glasgow Prognostic Score in patients 
with hepatocellular carcinoma after liver 
transplantation.

Hepatol Res 2015.09

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



業
　
　
績

Yoshimatsu R
Yamagami T
Ishikawa M
Kajiwara K
Kakizawa H
Hiyama E
Tashiro H
Murakami Y
Ohge H
Awai K

Embolization therapy for bleeding from jejunal 
loop varices due to extrahepatic portal vein 
obstruction.

Minim Invasive Ther 
Allied Technol

2015.09

Senoh M ＊

Kato H1
Fukuda T1
Niikawa A2
Hori Y3
Hagiya H4
Ito Y5
Miki H6
Abe Y6
Furuta K7
Takeuchi H7
Tajima H8
Tominaga H9
Satomura H10
Kato H11
Morita S11
Tanada A11
Hara T12
Kawada M13
Sato Y13
Takahashi M14
Higuchi A14
Nakajima T15
Wakamatsu Y15
Toyokawa M16
Ueda A16
Roberts P17
Miyajima F18
Shibayama K1

Predominance of PCR-ribotypes
018 （smz） and 369 （trf） of Clostridium difficile 
in Japan: a potential relationship with other 
global circulating strains?

Journal of Medical 
Bicrobiology

64（10） 1226-
1236

2015.10

Adachi T 
Hinoi T
Kinugawa Y
Enomoto T
Maruyama S
Hirose H
Naito M
Tanaka K
Miyake Y
Watanabe M

Lower Body Mass Index Predicts Worse 
Cancer-specific Prognosis in 
Octogenarians with Colorectal Cancer, 

J Gastroenterol 2015.10

Kawaoka T
Imamura M
Morio K
Nakamura Y
Tsuge M
Nelson Hayes C
Kawakami Y
Aikata H
Ochi H
Ishiyama K
Ide K
Tashiro H
Ohdan H
Chayama K

Three patients treated with daclatasvir and 
asunaprevir for recurrent hepatitis C after liver 
transplantation: Case report.

Hepatol Res 2015.10

Sada H
Ohira M
Kobayashi T
Tashiro H
Chayama K
Ohdan H

An Analysis of Surgical Treatment for the 
Spontaneous Rupture of Hepatocellular 
Carcinoma.

Dig Surg 2015.11
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Abe T
Tashiro H
Teraoka Y
Hattori M
Tanimine N
Kuroda S
Tahara H
Ohira M
Tanaka Y
Kobayashi T
Ide K
Ishiyama K
Ohdan H

Efficacy and Feasibility of Salvage Living 
Donor Liver Transplantation after Initial Liver 
Resection in Patients with Hepatocellular 
Carcinoma.

Dig Surg 2015.11

Abe T
Amano H
Shimamoto F
Hattori M
Kuroda S
Kobayashi T
Tashiro H
Ohdan H

Prognostic evaluation of mucin-5AC expression 
in intrahepatic cholangiocarcinoma
mass-forming type
following hepatectomy.

Eur J Surg Oncol 41（11） 1515-
1521

2015.11

整形外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Kubo T
Shimose S
Fujimori J
Furuta T
Arihiro K
Ochi M

Does expression of glucose transporter 
protein-1 relate to prognosis and angiogenesis in 
osteosarcoma?

Clin Orthop Relat 
Res.

473（1） 305-310 2015.01

Harada T
Hamasaki T
Ohkawa S
Mori R
Izuta Y
Hachisuka H
Matsuo T
Hamada N
Tanaka N ＊

Och M ＊

Sugita T.

Once-weekly teriparatide administration for 
an Anderson type II odontoid fracture in an 
elderly patient: A case report

Journal of 
Orthopaedic Science

2015.06

Kubo T
Shimose S
Fujimori J
Furuta T
Ochi M.

Prognostic value of SS18-SSX fusion type in 
synovial sarcoma; systematic review and meta-
analysis.

Springerplus. 2015.07

Kubo T
Shimose S
Fujimori J
Furuta T
Ochi M.

Quantitative （201）thallium scintigraphy 
for prediction of histological response to 
neoadjuvant chemotherapy in osteosarcoma; 
systematic review and meta-analysis.

Surg Oncol.  24（3） 194-199 2015.09

Kubo T
Shimose S
Fujimori J
Furuta T
Ochi M.

Prognostic value of PAX3/7-FOXO1 fusion 
status in alveolar rhabdomyosarcoma: 
Systematic review and meta-analysis.

Crit Rev Oncol 
Hematol. 

96（1） 46-53 2015.10

Fujiwara Y
Manabe H
Sumida T
Tanaka N
Hamasaki T

Microscopic Posterior Transdural Resection of 
Cervical Retro-Odontoid Pseudotumors.

J Spinal Disord Tech 28（10） 363-369 2015.11.04

呼吸器外科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Tsubokawa N
Mimae T ＊

Aokage K ＊

Hattori A ＊

Suzuki K ＊

Nagai K ＊

Tsuboi M ＊

Okada M ＊

Surgical outcomes of non-small-cell lung 
carcinoma in patients previously treated for 
gastric cancer

European Journal 
of Cardio-Thoracic 
Surgery

47（4） 648-652 2015

National Hospital Organization 
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Murakami S ＊

Ito H ＊

Tsubokawa N
Mimae T ＊

Sasada S ＊

Yoshiya T ＊

Miyata Y ＊

Yokose T ＊

Okada M ＊

Nakayama H ＊

Prognostic value of the new IASLC/ATS/
ERS classification of clinical stage IA lung 
adenocarcinoma

Lung Cancer 90（2） 199-204 2015

Sasada S ＊

Nakayama H ＊

Miyata Y ＊

Tsubokawa N
Minae T ＊

Yoshiya T ＊

Murakami S ＊

Ito H ＊

Okada M ＊

Coomparison of malignant grade between 
pure and partially invasive types of early lung 
adenocarcinoma

Ann Thorac Surg 99（3） 956-960 2015

Tsubata Y1
Sutani A1
Okimoto T1
Murakami I2
Usuda R3
Okumichi T4
Kakegawa S5
Togashi K6
Kosaka S7
Yamashita Y8
Kishimoto K9
Kuraki T1
Isobe T10

Comparative analysis of tumor angiogenesis 
and clinical features of 55 cases of pleomorphic 
carcinoma and adenocarcinoma of the lung.

Anticancer Research 35（1） 389-394 2015.01

Tsubokawa N
Mimae T ＊

Sasada S ＊

Yoshiya T ＊

Mimura T ＊

Murakami S ＊

Ito H ＊

Miyata Y ＊

Nakayama H ＊

Okada M ＊

Negative prognostic influence of micropapillary 
pattern in stage IA lung adenocarcinoma

European Journal 
of Cardio-Thoracic 
Surgery

2015.03

Tsubokawa N
Miyata Y ＊

Mi ｍ ae T ＊

Dasada S ＊

Yoshiya T ＊

Mimura T ＊

Arihiro K ＊

Okada M ＊

Histologic changes associated with the use of 
fibrinogen- and thrombin-impregnated collagen 
in the prevention of pulmonary air leakage.

The Journal of 
Thoracic and 
Cardiovascular 
Surgery

149（4） 982-988 2015.04

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

General Thoracic 
and Cardiovascular 
Surgery

63（4） 231-238 2015.04

Hiroaki Hareda
Kazuaki Miyamoto
Yoshinori Yamashita
Kiyomi Taniyama
Hideki Ohdan
Morihito Okada

Methylated DLX4 Predicts Response to 
Pathologic Stage I Non-Small Cell Lung Cancer 
Resection

Ann Thorac Surg 99（5） 1746-
1754

2015.05

Tsubokawa N
Harada H
Takenaka C Misumi K
Yamashista Y

Comparison fo postoperative pain after different 
thoracic surgery approaches as measured by 
electrical stimulation

Thoracic and 
Cardiovasucular 
Surgeon

63（6） 519-525 2015.06

Harada H
Miyamoto K
Yamashita Y
Taniyama K
Mihara K
Nishimura M
Okada M ＊

Prognostic signature of protocadherin 10 
methylation in curatively resected pathological 
stage I non-small-cell lung cancer

Cancer Medicine 4（10） 1536-
1546

2015.10
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泌尿器科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Japanese nationwide surveillance in 2011 of 
antibacterial susceptibility patterns of clinical 
isolates from complicated urinary tract infection 
cases.

Journal of Infection　
and Chemotherapy

21（9） 623-633 2015.09Ishikawa K ＊

Hamasuna R
Uehara S
Yasuda M
Yamamoto S
Hayami H
Takahashi S
Matsumoto T
Minamitani S
Kadota J
Iwata S
Kaku M
Watanabe A
Sunakawa K
Sato J
Hanaki H
Tsukamoto T
Kiyota H
Egawa S
Deguchi T
Matsumoto M
Tanaka K
Arakawa S
Fujisawa M
Kumon H
Kobayashi K
Matsubara A
Wakeda H
Amemoto Y
Onodera S
Goto H
Komeda H
Yamashita M
Takenaka T
Fujimoto Y
Tsugawa M
Takahashi Y
Maeda H
Onishi H
Ishitoya S
Nishimura K
Mitsumori K
Ito T
Togo Y
Nakamura I
Ito N
Kanamaru S
Hirose T
Muranaka T
Yamada D
Ishihara S
Oka H
Inatomi H
Matsui T
Kobuke M
Kunishima Y
Kimura T
Ichikawa T
Kagara I
Matsukawa M
Takahashi K
Mita K
Kato M
Okumura K
Kawanishi H
Hashimura T
Aoyama T
Shigeta M
Koda S
Taguchi K
Matsuda Y

National Hospital Organization 
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産婦人科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Kato T ＊

Takashima A ＊

Kasamatsu T ＊

Nakamura K ＊

Mizusawa J ＊

Nakanishi T ＊

Takeshima N ＊

Kamiura S ＊

Onda T ＊

Sumi T ＊

Takano M ＊

Nakai H ＊

Saito T ＊

Fujiwara K ＊

Yokoyama M ＊

Itamochi H ＊

Takehara K
Yokota H ＊

Mizunoe T
Takeba S ＊

Sonoda K ＊

Shiozawa T ＊

Kawabata T ＊

Honma S ＊

Fukuda H ＊

Yaegashi N ＊

Yoshikawa H ＊

Konishi I ＊

Kamura T

Clinical tumor diameter and prognosis of 
patients with FIGO stage IB1 cervical cancer 

（JCOG0806-A）.

Gynecol Oncol 137（1） 34-39 2015

放射線診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Matsuura N ＊

Urashima M ＊

Fukumoto W ＊

Sunamori H ＊

Tatsugami F ＊

Toyota N
Awai K ＊

Radiation dose reduction at coronary artery 
calcium scoring by using a low tube current 
technnique and hybrid Iterative reconstruction

Journal of 
Computer Assisted 
Tomography

39（1） 119-124 2015.
01-02

Ishikawa M ＊

Yamagami T ＊

Kakizawa H ＊

Hieda M
Toyota N
Fukumoto W ＊

Kajiwara K ＊

Yoshimatsu R ＊

Sudo T ＊

Murakami Y ＊

Awai K ＊

Preoperative Coil Embolization in Patients 
With a Replaced Hepatic Artery Scheduled 
for Pancreatectomy With Splanchnic Artery 
Resection Helps to Prevent Ischemic Organ 
Injury.

J Comput Assist 
Tomogr

39（1） 172-176 2015.10.19

病理診断科
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Junichi Sakane
Kiyomi Taniyama
Kazuaki Miyamoto ＊

Akihisa Saito
Kazuya Kuraoka
Toshinao Nishimura
Kazuhiro Sentani ＊

Naohide Oue ＊

Wataru Yasui ＊

Aberrant DNA methylation of DLX4 and SIM1 
is a predictive marker for disease progression 
of uterine cervical low-grade squamous 
intraepithelial lesion

Diagnostic 
Cytopathology

43（6） 462-470 2015

Masahiro Tamemura ＊

Eiji Miyoshi ＊

Hiroaki Nagano ＊

Hidetoshi Eguchi ＊

Katsuyoshi Matsunami ＊

Kiyomi Taniyama
Nobutaka Hatanaka ＊

Hiroki Akamatsu ＊

Masaki Mori ＊

Yuichiro Doki ＊

Cancer immunotherapy for pancreatic utilising
α - galepitope/natunal anti-Gal antibody 
reaction

World Journal of 
Gastroenterology

21（40） 11396-
11410

2015.10.28
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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

Canadian Journal of Anesthesia/ Journal 
canadiend'anesthesie

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

62（1） 50-53 2015.01

薬剤部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Nagashima M
Taniyama K
Takebayashi M

Effect of pathology clinic on mental state and 
adjustment in patients with breast cancer.

Palliative and 
Supportive Care

2015

臨床研究部
著者名 論文名 掲載雑誌 巻（号） 頁 年月日

Mukai S ＊

Onoe T
Tashiro H ＊

Ohdan H ＊

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

Hepatol Res. 45（7） 818-822 2015.07

Kajitani N
Hisaoka-Nakashima K
Okada-Tsuchioka M
Hosoi M
Yokoe T
Morioka N
Nakata Y
Takebayashi M

Fibroblast growth factor 2 mRNA expression 
evoked by amitriptyline involves extracellular 
signal-regulated kinase-dependent early growth 
response 1 production in rat primary cultured 
astrocytes.

Journal of 
Neurochmistry

135（1） 27-37 2015.10

Shimizu S ＊

Tanaka Y ＊

Tazawa H ＊

Verma S ＊

Onoe T ＊

Ishiyama K ＊

Ohira M ＊

Ide K ＊

Ohdan H ＊

Fc-Gamma Receptor Polymorphisms Predispose 
Patients to Infectious Complications After Liver 
Transplantation.

Am J Transplant 2015.10.30

Igarashi Y
Onoe T
Ohdan H

The Role of Liver Sinusoidal Endothelial Cells 
in Induction of Carbohydrate Reactive B Cells 
Tolerance Through the Programmed Death 1/
Programmed Death Ligand 1 Pathway.

Transplantaion 99（11） 2325-
2336

2015.11
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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

Kamei N eBook

Novel strategy for 
treatment in Type
２ Diabetes Mellitus: 
Targeting systemic 
and adipose tissue 
infl ammation

3-9 Taniyama K and 
Kamiike W 2015

血液内科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

髙蓋　寿朗 日本血栓止血学会用
語集

受容体型チロシンキナー
ゼ 2015

髙蓋　寿朗 日本血栓止血学会用
語集 Strage pool 病 2015

髙蓋　寿朗 日本血栓止血学会用
語集

Hermansky-Pudlak 症候
群 2015

髙蓋　寿朗 日本血栓止血学会用
語集 Scott 症候群 2015

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
山脇　成人

うつ病心療の論理と
倫理＜精神医学の基
盤＞

開発中の抗うつ薬と今後
の薬物療法の展望 195-203 田島　　治

張　　賢徳 学樹書院 2015 東京

整形外科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

下瀨　省二
砂川　　融
久保　忠彦
松尾　俊宏
藤森　　淳
古田　太輔
越智　光夫

別冊整形外科
悪性骨腫瘍における巨大
骨欠損に対する血管柄付
き腓骨と自家処理骨によ
る再建

167-171 南江堂 2015

下瀨　省二 悪性骨腫瘍取扱い規約 画像診断、A 良性・悪性
の鑑別 20-25 金原出版 2015

呼吸器外科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

山下　芳典
原田　洋明
桑原　正樹

呼吸不全 経腸栄養剤の選択とその
根拠 113-119 井上善文 フジメディ

カル出版 2015

麻酔科
著者 書籍名 タイトル 頁 編者 出版社 出版年 場所

稲垣　喜三
森脇　克行
川股　知之
萩原　正洋
小幡　英章
鈴木　孝浩
田上　　正
中谷　俊彦
長櫓　　巧
西江　宏行

ペインクリニック用
語集　改訂第 4 版

ペインクリニック用語集
改訂第 4 版

日本ペインクリニッ
ク学会用語委員会

真興交易（株）
医書出版部 2015
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績

森脇　克行
長櫓　　巧
萩原　正洋
稲垣　喜三
川股　知之
小幡　英章
鈴木　孝浩
田上　　正
中谷　俊彦
西江　宏行

IASP 痛み用語　2011
年版

日本ペインクリニッ
ク学会用語委員会

真興交易（株）
医書出版部 2015
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業
　
　
績

内分泌・糖尿病内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

亀井　　望
Jongsoon Lee
Steven E Shoelson

放射線照射は肥満に伴う脂肪組織の肥
大を阻害する

第 88 回日本内分泌学会学術総会 2015.04.23 東京都

小早川真未　　　亀井　　望
小川　知子　　　一町　澄宜
川村　智一　　　橋本　朗子
髙蓋　寿朗　　　倉岡　和矢
谷山　清己

中枢性尿崩症で発症し、1 年後に成長ホ
ルモン分泌不全症を併発したランゲル
ハンス細胞組織球症の１例

第 88 回日本内分泌学会学術総会 2015.04.23 東京都

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

TSH 産生下垂体腺腫を疑った原発性甲
状腺機能低下症による下垂体過形成の
１例

第 88 回日本内分泌学会学術総会 2015.04.24 東京都

小川　知子　　　小早川真未
水之江知哉＊　　亀井　　望

インスリン分泌指数による妊娠糖尿病
の評価

第 88 回日本内分泌学会学術総会 2015.04.25 東京都

亀井　　望 マウス骨髄移植による肥満・糖尿病研
究の検討

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.21 下関市

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

ペンタミジンによる薬剤性低血糖を併
発したステロイド糖尿病の１例

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.21 下関市

小早川真未　　　小川　知子
合田　朋仁＊　　木村　淑子＊

柳生喜代美＊　　山下　芳典＊

亀井　　望

日本人糖尿病患者における血清 TNF 受
容体濃度と腎機能の関連性

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.21 下関市

亀井　　望
Jongsoon Lee ＊

Steven E. Shoelson ＊

マウス骨髄移植による肥満・糖尿病研
究の検討

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.21 下関市

石橋　桃子＊　　森下　　梓＊

鈴木　　彩＊　　畝本　　絢＊

中村　和子＊　　向井　理恵＊

濱崎真理子＊　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

地域における糖尿病啓蒙活動の試み　
～病院祭り「メディカルフェスタ」で
の血糖測定を通じて～

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.21 下関市

脇　　裕典＊　　于　　　静＊

三宅　加奈＊　　亀井　　望
羽田　裕亮＊　　岩部　真人＊

岩部　美紀＊　　植木浩二郎＊

油谷　浩幸＊　　山内　敏正＊

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分化ポテン
シャルを規定する

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.21 下関市

小川　知子　　　小早川真未
水之江知哉＊　　亀井　　望

妊娠糖尿病のインスリン分泌能に関す
る検討

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.22 下関市

戸田郷太郎＊　　笹子　敬洋＊

亀井　　望　　　添田光太郎＊

諏訪内浩紹＊　　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 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.22 下関市

渡辺　隆介＊　　鈴木　　亮＊

亀井　　望　　　斎木　邦子＊

周　　聖浦＊　　寺井　　愛＊

門脇　　孝＊

脳グリア細胞の AMPK 活性化刺激によ
るステロールセンサー分子 SCAP 減少
の機序

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.22 下関市

川田　哲史　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

高度肥満症例における SGLT2 阻害薬の
使用経験

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.23 下関市

周　　聖浦＊　　鈴木　　亮＊

渡辺　隆介＊　　斎木　邦子＊

寺井　　愛＊　　亀井　　望
門脇　　孝＊

マ ウ ス 脳 ア ス ト ロ サ イ ト に お け る
SREBP シャペロン蛋白 SCAP の役割

第 58回日本糖尿病学会年次学術集会 2015.05.23 下関市
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績

亀井　　望　　　佐川　純司
小早川真未　　　一町　澄宜＊

沖　　健司＊

GH 補充療法だけでは肥満が改善せず、
食事と運動療法の併用により内臓脂肪
面積が減少した Sheehan 症候群による
成人成長ホルモン分泌不全症の 1 例

第 16 回日本内分泌学会中国支部学
術集会

2015.08.29 広島市

小早川真未　　　佐川　純司
亀井　　望　　　小川　知子＊

デノスマブおよび活性型ビタミン D3 製
剤を併用し高カルシウム血症を来たし
た 1 例

第 16 回日本内分泌学会中国支部学
術集会

2015.08.29 広島市

亀井　　望　　　佐川　純司
小早川真未　　　一町　澄宜＊

沖　　健司＊

GH 補充療法だけでは肥満が改善せず、
食事と運動療法の併用により内臓脂肪
面積が減少した Sheehan 症候群による
成人成長ホルモン分泌不全症の 1 例

第 16 回日本内分泌学会中国支部学
術集会

2015.08.29 広島市

小早川真未　　　佐川　純司
小川　知子＊　　亀井　　望

デノスマブおよび活性型ビタミン D3 製
剤を併用し高カルシウム血症を来たし
た 1 例

第 16 回日本内分泌学会中国支部学
術集会

2015.08.29 広島市

佐川　純司　　　小早川真未
亀井　　望

幼少期より低身長を認め、27 歳でミト
コンドリア糖尿病を発症した 1 例

第 16 回日本内分泌学会中国支部学
術集会

2015.08.29 広島市

三浦　崚一 2 種類の薬剤により早朝低血糖と日中の
高血糖を同時に来たした 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

姫野菜津美　　　佐川　純司
小川　知子　　　小早川真未
大下　純平　　　大庭　信二
亀井　　望

レボチロキシン補充により著明な縮小
を認めた下垂体過形成の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

佐川　純司　　　小早川真未
亀井　　望

高度肥満症例に SGLT2 阻害薬は有効
か？

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

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１例 

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

佐川　純司　　　小川　知子＊

小早川真未　　　亀井　　望
高度肥満症例には SGLT2 阻害薬は有効
か？

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

三好　博実　　　佐川　純司
小早川真未　　　亀井　　望
一町　澄宜＊　　河村　智一＊

橋本　朗子＊　　髙蓋　寿朗＊

倉岡　和矢＊　　谷山　清己＊

ランゲルハンス細胞組織球症により下
垂体後葉機能低下と GHD を発症した 1
例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

三浦　崚一　　　佐川　純司
小早川真未　　　佐々木啓介＊

中野喜久雄＊　　亀井　　望

2 種類の薬剤により早朝低血糖と日中の
高血糖を同時に来たした 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

姫野奈津美　　　佐川　純司
小川　知子＊　　小早川真未
大下　純平＊　　大庭　信二＊

亀井　　望

レボチロキシン補充により著明な縮小
を認めた下垂体過形成の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

久保田晴菜　　　小川　知子＊

小早川真未　　　亀井　　望
山下　晋也＊　　谷山　大樹＊

倉岡　和矢＊　　谷山　清己＊

腸間膜原発 PTHrP 産生明細胞癌の 1 例 第 25 回臨床内分泌代謝 UPDATE 2015.11.27 東京都

奥本　知世　　　佐川　純司
小早川真未　　　亀井　　望

SGLT2 阻害薬内服と糖質制限食による
糖尿病ケトアシドーシスの 1 例

第 25 回臨床内分泌代謝 UPDATE 2015.11.27 東京都

亀井　　望　　　佐川　純司
小早川真未

SAP 療法が有効であった成人 1 型糖尿
病の 2 症例

第 57 回呉市医学会 2015.11.29 呉市

小早川真未　　　合田　朋仁＊

佐川　純司　　　小川　知子＊

亀井　　望

日本人 2 型糖尿病患者において CKD ス
テージ３を規定する因子の検討

第 27 回日本糖尿病性腎症研究会 2015.12.05 東京都

永田　秀樹　　　小川　知子
小早川真未　　　亀井　　望

長時間遷延する低血糖をおこした高齢 2
型糖尿病の 1 例

糖尿病

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 1 例

糖尿病

血液内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

美濃　達治　　　木戸　みき
沖川　佳子　　　伊藤　琢生
髙蓋　寿朗

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）4
症例の検討

第 54 回日本血液学会中国四国地方
会

2015.03.14 鳥取市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



業
　
　
績

木田　迪子 貧血を主訴に来院し、巨大胃腫瘍を認
めた症例

第 23 回広島悪性リンパ腫研究会 2015.05.30 広島市

堤　　一仁 新たな診療参照ガイドに沿って妊娠分
娩を管理した特発性血小板減少性紫斑
病（ITP）の 1 症例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

村上　輝明　　　村尾　正樹
堤　　一仁　　　木田　迪子
美濃　達治　　　木戸　みき
伊藤　琢生　　　髙蓋　寿朗

血球貪食症候群（HLH）を合併し急激
な経過を辿った重症熱性血小板減少症
候群（SFTS）の 1 症例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

美濃　達治　　　木戸　みき
伊藤　琢生　　　髙蓋　寿朗
沖川　佳子

Treatment for elderly patients over 80 
with diffuse large B-cell lymphoma

第 77 回日本血液学会学術集会 2015.10.16 金沢市

伊藤　琢生　　　美濃　達治
木戸　みき　　　沖川　佳子
髙蓋　寿朗

Clinical outcomes of autologous PBSCT 
for malignant lymphomas in a single 
institution

第 77 回日本血液学会学術集会 2015.10.16 金沢市

橋本　朗子　　　髙蓋　寿朗
木戸　みき　　　沖川　佳子
伊藤　琢生　　　田中　康博＊

新里　偉咲＊

抗 IL-6 抗体にて止血管理可能となった
ステロイド抵抗性の後天性血友病 A の
１例

第 77 回日本血液学会学術集会 2015.10.16 金沢市

腎臓内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

卜部　麻子　　　尾崎　陽介
髙橋　俊介

TESIO カテーテルに注入した生理食塩
水が両側皮下トンネル出口部から漏出
した１例

第 20 回バスキュラーアクセスイン
ターベンション治療研究会

2015.03.07 東京都

卜部　麻子　　　尾崎　陽介
髙橋　俊介　　　細貝　昌弘
大庭　信二

もやもや病に対し、STA-MCA バイパ
ス術を施行し、器質性抑うつ状態の改
善を認めた血液透析患者の１例

第 60 回日本透析医学会学術集会・
総会

2015.06.26 横浜市

髙橋　俊介　　　卜部　麻子
尾崎　陽介

上腕動脈血栓症によりシャント閉塞を
きたした１例

第 60 回日本透析医学会学術集会・
総会

2015.06.26 横浜市

髙橋　俊介　　　卜部　麻子
船木　麻央

長 期 留 置 型 カ テ ー テ ル に 対 す る 
Multiple Guidewire 法血栓除去術

第 19 回日本アクセス研究会学術集
会・総会

2015.09.12 広島市

前田　雄洋 消火器一本分の粉末消火剤吸入による
リン酸・アンモニアの以上高値に対し
血液透析が著効した１例

第 43 回日本救急医学会総会・学術
集会

2015.10.21 東京都

卜部　麻子　　　髙橋　俊介
尾崎　陽介＊

高度の低アルブミン血症を伴った微小
化型ネフローゼ症候群の１例

第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 2015.10.23 金沢市

船木　麻央　　　髙橋　俊介
卜部　麻子

プロラクチノーマ治療中に尿蛋白陰性
化を認めた糸球体腎炎の１例

第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 2015.10.23 金沢市

妹尾　美里 特発性腎破裂をきたし透析導入された
急性骨髄性白血病後汎血

第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 2015.10.24 金沢市

髙橋　俊介 第 36 回アフェレシス学会 2015.10.30 東京都

髙橋　俊介 カテーテル皮下埋没法による段階的腹
膜透析離脱

第 21 回日本腹膜透析医学会学術総
会

2015.11.28 仙台市

卜部　麻子 腹膜透析導入後に臍ヘルニアを認めた
多発性囊胞腎の１例

第 21 回日本腹膜透析医学会学術総
会

2015.11.28 仙台市

神経内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

鳥居　　剛 認知症いろいろ～ DLB を中心に～ 呉内科医会 2015.03.17 呉市

鳥居　　剛　　　豊田　章宏＊

北村　　健＊　　寺坂　　薫＊

末田　芳雅　　　岡崎　慎哉＊

山田　淳夫＊　　白川　泰山＊

呉地域の脳卒中生活期の患者予後調査 第 40 回日本脳卒中学会総会 2015.03.27 広島市

末田　芳雅　　　細見　直永＊

恒松美和子＊　　鳥居　　剛
青木　志郎＊　　向井　智哉＊

禰津　智久＊　　梯　　正之＊

松本　昌泰＊

tPA 静注療法施行症例の発症と気象条
件の関連性

第 40 回日本脳卒中学会総会 2015.03.27 広島市
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土師正太郎　　　末田　芳雅
富村　　光　　　六車　朋子
鳥居　　剛

心原性脳塞栓症患者の脳梗塞再発およ
び脳出血発症率について - 新規抗凝固
薬とワルファリンとの比較

第 40 回日本脳卒中学会総会 2015.03.27 広島市

西田　奈生　　　六車　朋子
土師正太郎　　　末田　芳雄
鳥居　　剛

鉄欠乏性貧血により脳直静脈洞血栓症
をきたした 28 歳女性例

医学生・研修医の日本内科学会こ
とはじめ

2015.04.11 京都市

安東　由貴　　　六車　朋子
土師正太郎　　　末田　芳雄
鳥居　　剛

Stevens-Johnson 症候群を併発した成人
Still 病の１例

医学生・研修医の日本内科学会こ
とはじめ

2015.04.11 京都市

土師正太郎　　　末田　芳雅
富村　　光　　　六車　朋子
鳥居　　剛

当院における NOAC 使用心原性脳塞栓
症患者の脳梗塞再発および脳出血発症
率について

Stroke　Conference in Kure． 2015.04.23 呉市

神原　智美 署明な視力障害を呈したクリプトコッ
カス髄膜炎の１例

日本内科学会中国支部主催　第
112 回中国地方会

2015.05.16 米子市

倉重　毅志　　　高橋　哲也
永野　義人　　　上利　　大
山脇　健盛　　　時　　信弘
丸山　博文　　　松本　昌泰

血清 KL-6 値は GNE-myopathy の補助
診断マーカーになり得る

第 56 回日本神経学会学術大会 2015.05.20 新潟市

内藤　裕之　　　倉重　毅志
小林めぐみ　　　内藤かさね
仲　　博満　　　時　信弘 

当院における Guillain‐Barre 症候群 33
例の臨床的検討

第 56 回日本神経学会学術大会 2015.05.20 新潟市

豊澤　　綾　　　末田　芳雅
豊田　未来　　　富村　　光
六車　朋子　　　土師正太郎
小阪　美鶴　　　鳥居　　剛

脳梗塞急性期診療における身体拘束の
現状調査

第 56 回日本神経学会学術大会 2015.05.20 新潟市

渡邊由里香　　　鈴木　重明
西村　洋昭　　　村田　顕也
倉重　毅志　　　井川　正道
朝日　　理　　　小西　宏史
三津間さつき　　　河端　　聡
鈴木　則広　　　西野　一三

壊死性筋症における HMGCR に対する
自己抗体の臨床的意義

第 56 回日本神経学会学術大会 2015.05.20 新潟市

倉重　毅志 MAPT 遺 伝 子 に 新 規 変 異 を 認 め た
FTDP-17 の剖検例

第 56 回日本神経病理学会学術研究
会

2015.06.03 福岡市

元田　敦子　　　同道　頼子
野田　公一　　　倉重　毅志
松永　晶子

橋本病にて経過観察中、難治性てんか
ん重積をきたした一剖検例 

第 56 回日本神経病理学会学術研究
会

2015.06.03 福岡市

神原　智美 発症時脳出血が疑われた転移性腫瘍に 1
例

第 98 回日本神経学会中国・四国地
方会

2015.06.27 高松市

小林めぐみ　　　内藤　裕之
内藤かさね　　　倉重　毅志
仲　　博満　　　時　　信弘

MRI で両側被殻病変を呈したメタノー
ル中毒の１例

第 98 回日本神経学会中国・四国地
方会

2015.06.28 高松市

鳥居剛 脳卒中治療ガイドライン 2015　- 改正
点のポイント -

安芸津病院病診連携カンファレンス 2015.07.10 東広島市

鳥居剛 脳梗塞二次予防 - 脳卒中治療ガイドラ
イン 2015 より -

呉脳疾患懇話会 2015.07.30 呉市

内藤　裕之　　　越智　一秀
棚橋　梨奈　　　若佐　直紀
倉重　毅志　　　高橋　哲也
丸山　博文　　　松本　昌泰

原発性胆汁性肝硬変を合併した抗ミト
コンドリア抗体陽性筋炎の 1 例

第 6 回山陽 NeuroMuscular Forum 2015.08.28 広島市

原　　直之　　　越智　一秀
永野　義人　　　倉重　毅志
高橋　哲也　　　土居　岳彦
丸山　博文　　　松本　昌泰

末梢神経症状が先行し、診断に時間を
要したリンパ腫様肉芽腫症の１例

第 6 回山陽 NeuroMuscular Forum 2015.08.28 広島市

田中　克尚　　　末田　芳雅
神原　智美　　　富村　　光
土師正太郎　　　倉重　毅志
大庭　信二　　　鳥居　　剛

舌骨による圧迫が内頸動脈狭窄を惹起
し、脳梗塞を発症したと考えられた 1
例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

西田　奈生 1） 　鳥居　　剛 2）
神原　智美 2） 　富村　　光 2）
土師正太郎 2） 　倉重　毅志 2）
末田　芳雅 2）

胃全摘出術を契機に銅欠乏をきたし脊
髄障害を発症した 61 才女性例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



業
　
　
績

西田　奈生　　　鳥居　　剛
神原　智美　　　富村　　光
土師正太郎　　　倉重　毅志
末田　芳雅

胃全摘出術を契機に銅欠乏をきたし脊
髄障害を発症した 61 歳女性例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

宮本真紀子　　　高濱　賢一
野村　猛世　　　大下　真奈
大庭　信二　　　片岡　伸晴
三原　欣也　　　鳥居　　剛

JMECC（内科救急・ICLS コース）開
催のポイント

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

下村　　怜　　　細見　直永
倉重　毅志　　　荒木　睦子
松島　勇人　　　久保　智司
祢津　智久　　　青木　志郎
丸山　博文　　　松本　昌泰

低酸素刺激下における transmembrane 
protein 95（TMEM95）の細胞内局在
変化の検討 

第 27 回日本脳循環代謝学会総会 2015.10.30 富山市

土師正太郎　　　鳥居　　剛 視覚障害を呈した若年性脳梗塞症例 脳卒中地域連携パス公開事例検討
会

2015.11.26 呉市

西田　奈生 1） 　倉重　毅志 2）
神原　智美 2） 　富村　　光 2）
土師正太郎 2） 　末田　芳雅 2）
鳥居　　剛

難治性の便秘から虚血性腸炎を発症し
たパーキンソン病 83 歳女性剖検例

第 99 回日本神経学会中国・四国地
方会

2015.12.05 松山市

西田　奈生　　　倉重　毅志
神原　智美　　　富村　　光
土師正太郎　　　末田　芳雅
鳥居　　剛

難治性の便秘から虚血性腸炎を発症し
たパーキンソン病 83 歳女性剖検例

第 99 回日本神経学会中国・四国地
方会

2015.12.05 松山市

原　　直之　　　越智　一秀
永野　義人　　　倉重　毅志
高橋　哲也　　　土居　岳彦
丸山　博文　　　松本　昌泰

末梢神経症状が先行し、診断に苦慮し
たリンパ腫性肉芽腫症の１例

第 99 回日本神経学会中国四国地方
会

2015.12.05 松山市

加藤　恵美　　　倉重　毅志
神原　智美　　　富村　　光
土師正太郎　　　末田　芳雅
鳥居　　剛

MRI が診断に有用であったリステリア
髄膜炎の 1 例 

第 113 回日本内科学会中国地方会 2015.12.12 広島市

倉重　毅志　　　神原　智美
富村　　光　　　土師正太郎
末田　芳雅　　　鳥居　　剛

レム睡眠行動異常と下肢近位筋筋力低
下を呈した 60 歳男性例

第 86 回 Neuro Muscular 
Conference

2015.12.19 東京都

倉重　毅志　　　高橋　哲也
永野　義人　　　上利　　大
山脇　健盛　　　時　　信弘
丸山　博文　　　松本　昌泰

血清 KL-6 値は GNE‐myopathy の補助
診断マーカーになり得る

第 56 回日本神経学会学術大会 2015.05.20 新潟市

渡邊由里香 1） 　鈴木　重明 1）
西村　洋昭 2） 　村田　顕也 3）
倉重　毅志 4） 　井川　正道 5）
朝日　　理 6） 　小西　宏史 7）
三津間さつき 8） 　河端　　聡 9）
鈴木　則広 1） 　西野　一三

壊死性筋症における HMGCR に対する
自己抗体の臨床的意義
演者：

第 56 回日本神経学会学術大会 2015.05.20 新潟市

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 SB knife Jr. を用いた大腸 ESD の治療
成績とその特徴

第 11 回日本消化管学会総会学術集
会

2015.02.13-
14

東京都

飯尾　澄夫　　　桑井　寿雄
西村　朋之　　　壷井　章克
森　　　豪　　　今川　宏樹
山口　敏紀　　　山口　　厚
河野　博孝　　　高野　弘嗣

当院で経験した大腸ステント留置後穿
孔症例の検討

第 4 回大腸ステント安全手技研究
会

2015.03.11 東京都

山口　　厚　　　西村　朋之
飯尾　澄夫　　　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

中下部悪性胆道狭窄に対するプラス
ティクステント留置の現状（ステント
ロ径による比較）

第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 2015.05.29 名古屋市

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

当院における術後胃に対する ESD の検
討

第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 2015.05.29-
31

名古屋市
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壷井　章克　　　桑井　寿雄
西村　朋之　　　飯尾　澄夫
森　　　豪　　　今川　宏樹
山口　敏紀　　　山口　　厚
河野　博孝　　　高野　弘嗣

小腸悪性狭窄に対する SEMS 留置例の
検討

第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 2015.05.29-
31

名古屋市

飯尾　澄夫　　　桑井　寿雄
西村　朋之　　　壷井　章克
森　　　豪　　　今川　宏樹
山口　敏紀　　　山口　　厚
河野　博孝　　　高野　弘嗣

当院における悪性胃・十二指腸狭窄に
対する胃・十二指腸ステント留置術に
関する検討

第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 2015.05.29-
31

名古屋市

森　　　豪　　　河野　博孝
西村　朋之　　　飯尾　澄夫
壷井　章克　　　今川　宏樹
山口　敏紀　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　高野　弘嗣

非 B 非 C 型 肝 細 胞 癌 に お け る 肥 満
（BMI25 以上）についての臨床的検討

第 103 回日本消化器病学会地方会 2015.06.13 宇部市

飯尾　澄夫　　　高野　弘嗣
西村　朋之　　　壷井　章克
森　　　豪　　　今川　宏樹
山口　敏紀　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　河野　博孝

術後 13 年目に右腎転移で再発した肝細
胞癌の１例

第 103 回日本消化器病学会地方会 2015.06.13 宇部市

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

発症初期から両下肢に紫斑を認めた成
人発症のアレルギー性紫斑病の 2 例

第 103 回日本消化器病学会地方会 2015.06.13 宇部市

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

膵癌肺転移に対する抗癌剤治療中に発
症した悪性リンパ腫の 1 例

第 46 回日本膵臓学会大会 2015.06.19 名古屋市

桑井　寿雄　　　山口　敏紀
今川　宏樹　　　高野　弘嗣

食 道・ 大 腸 ESD の 主 役 は？　 
Dual ナ イ フ vs SB ナ イ フ 

【SB ナイフの立場から】

第 114 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2015.06.28 広島市

桑井　寿雄　　　松澤　岳晃
山田　智則　　　伊佐山浩通
斉田　芳久

大腸ステント多施設共同前向き観察研
究における短期成績の地域別検討

第 114 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2015.06.28 広島市

壷井　章克　　　山口　敏紀
桑井　寿雄　　　飯尾　澄夫

食道腺様嚢胞癌の 1 例 第 114 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2015.06.28 広島市

飯尾　澄夫　　　桑井　寿雄
今川　宏樹　　　山口　敏紀
高野　弘嗣

当院における内視鏡的大腸ステント留
置術の現況～ WallFlex と Niti-S の比較
と穿孔例の特徴～

第 114 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2015.06.28 広島市

安東　由貴　　　山口　敏紀
西村　朋之　　　飯尾　澄夫
壷井　章克　　　森　　　豪
今川　宏樹　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　河野　博孝
高野　弘嗣

小腸結核を疑った 1 例 第 114 回日本消化器内視鏡学会中
国支部例会

2015.06.28 広島市

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

悪性胆道狭窄に対するインサイドステ
ントの治療成績

第 90 回日本消化器内視鏡学会総会 2015.10.08-
11

東京都

飯尾　澄夫　　　桑井　寿雄
今川　宏樹　　　山口　敏紀
高野　弘嗣

当院における穿孔 6 例の検討 JDDW2015 2015.10.08-
11

東京都

河野　博孝　　　飯尾　澄夫
壷井　章克　　　森　　　豪
山口　敏紀　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　高野　弘嗣

当院における DCV/ASV 径口２剤併用
療法の初期治療成績

日本消化器関連学会週間 2015.10.08 東京都

河野　博孝　　　高野　弘嗣 インッターフェロンフリー経口 2 剤（ダ
クルインザ・スンベプラ）治療を行っ
た C 型肝炎 130 例の検討

第 57 回呉市医学会 2015.11.29 呉市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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末廣　聡美　　　山口　敏紀
西村　朋之　　　飯尾　澄夫
壷井　章克　　　森　　　豪
今川　宏樹　　　山口　　厚
桑井　寿雄　　　河野　博孝
高野　弘嗣

ソナゾイド造影超音波検査が診断に有
用であった壊死型虚血性大腸炎の 1 例

第 104 回日本消化器病学会中国支
部例会　第 115 回日本消化器内視
鏡学会中国支部例会

2015.12.05 岡山市

江戸　彩加　　　今川　宏樹
桑井　寿雄　　　西村　朋之
飯尾　澄夫　　　壷井　章克
森　　　豪　　　山口　敏紀
山口　　厚　　　河野　博孝
高野　弘嗣

貧血を契機に発症し特徴的内視鏡所見
が観察できた壁外発育型 GIST の１例

第 104 回日本消化器病学会中国支
部例会　第 115 回日本消化器内視
鏡学会中国支部例会

2015.12.05 岡山市

西村　朋之　　　今川　宏樹
桑井　寿雄　　　飯尾　澄夫
壷井　章克　　　森　　　豪
山口　敏紀　　　山口　　厚
河野　博孝　　　高野　弘嗣

小腸悪性リンパ腫の形質転化をダブル
バルーン内視鏡検査で観察し得た 1 例

第 104 回日本消化器病学会中国支
部例会　第 115 回日本消化器内視
鏡学会中国支部例会

2015.12.05 岡山市

森　　　豪　　　山口　　厚
西村　朋之　　　飯尾　澄夫
壷井　章克　　　今川　弘樹
山口　敏紀　　　桑井　寿雄
河野　博孝　　　高野　弘嗣

CT での腫瘍描く出が発見の契機となっ
た膵上皮内癌の 1 例腫瘤描出が発見の
契機となった膵上皮内癌の 1 例

第 104 回日本消化器病学会中国支
部例会

2015.12.05 岡山市

妹尾　美里　　　今川　宏樹
桑井　寿雄　　　西村　朋之
飯尾　澄夫　　　壷井　章克
森　　　豪　　　山口　敏紀
山口　　厚　　　河野　博孝
高野　弘嗣

血球貧食症候群の合併により診断に
至った late onset SLE の 1 例

第 113 回日本内科学会中国地方会 2015.12.12 広島市

呼吸器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

北原　良洋 COPD 患者における肺機能検査値と心
臓足首血管指数（CAVI）の関連につい
ての検討

第 59 回呉内科会総会・学術講演会 2015.02.28 呉市

北原　良洋　　　奥本　　穣
荒木　佑亮　　　佐々木啓介
吉田　　敬　　　中野喜久雄

短絡的な禁煙成功による肺機能検査値
の変化の検討

第 55 回日本呼吸器学会学術講演会 2015.04.17 東京都

奥本　知世　　　中野喜久雄
奥本　　穣　　　佐々木啓介
北原　良洋　　　畑中　信良
倉岡　和矢

乳麋胸水で発症した進行胃癌の 1 例 第 53 回日本呼吸器学会中国・四国
地方会　第 54 回日本肺癌学会中
国・四国支部会

2015.07.03 松山市

舛金　聖也 免疫健常者に発症しボリコナゾールが
有効だった肺スケドスポリウム症の 1
例

第 53 回日本呼吸器学会中国・四国
地方会　第 54 回日本肺癌学会中
国・四国支部会

2015.07.03 松山市

高砂　　健　　　奥本　　穣
佐々木啓介　　　北原　良洋
中野喜久雄　　　六車　朋子
末田　芳雄　　　原田　洋明
山下　良典　　　谷山　大樹
齊藤　彰久　　　倉岡　和矢

急性の感覚性運動失調型神経障害で発
見された肺混合型小細胞癌の１例

第 54 回日本肺がん学会中国・四国
支部会

2015.07.04 松山市

舛金　聖也 気管支拡張症患者に発症した肺スケド
スポリウム症の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.2 札幌市

中野喜久雄 進行非小細胞肺癌患者に対する明確な
生命予後の伝え方の pilot study

第 56 回日本肺癌学会学術集会 2015.11.26 横浜市

佐々木啓介　　　奥本　　穣
北原　良洋　　　中野喜久雄

当院における ALK 陽性肺癌に対するク
リゾチニブならびにアレクチニブ使用
症例の検討

第 56 回日本肺癌学会学術集会 2015.11.26 横浜市

佐々木啓介　　　奥本　　穣
北原　良洋　　　中野喜久雄

当院における ALK 陽性肺癌に対するク
リゾチニブならびにアレクチニブ使用
症例の検討

第 56 回日本肺癌学会学術集会 2015.11.26 横浜市
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循環器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

瀬川　貴嗣　　　松田　守弘 Intravenous Morphine is effective 
for shortening recovery from acute 
decomopensated heart failure without 
worsening in-hospital mortality.

第 79 回日本循環器学会総会 2015.04.24 大阪市

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

CT Hounsfleld Unit Value in 
Liver Correlates with Visceral 
Fat Accumulation And Serum 
Triglyceride-Rich Lipoproteins Levels, 
But Not Coronary Atherosclerosis.

第 79 回日本循環器学会総会 2015.04.24 東京都

松田　守弘　　　田村　　律 肝臓 CT 値と、腹部脂肪、心臓周囲脂肪、
血清リポ蛋白との関連性に関する検討

第 58 回日本糖尿病学会年次学術集
会

2015.05.21 下関市

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

急性心原性肺水腫に対する救急外来で
のモルヒネ静注が入院早期の循環・呼
吸に与える影響についての検討

第 106 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.06.19 松山市

松田　守弘 肥満と n-6 多価不飽和脂肪酸 第 1 回国際心血薬物療法学会日本
部会

2015.06.20 京都府

湯浅可奈子　　　松田　守弘
冠野昂太郎　　　瀬川　貴嗣
木下　晴之　　　市川　織絵
西山　浩彦　　　田村　　律
毛利　教生　　　流郷　昌弘
高橋　信也＊　　渡邉　正澄＊

田口　隆浩＊　　末田泰二郎＊

大動脈弁置換術後に形成されたバルサ
ルバ洞仮性瘤に発生したと考えられる
感染性心内膜炎の 1 例

第 106 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.06.20 松山市

三好　博実　　　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　　　毛利　教生
流郷　昌裕

第１対角枝閉塞に伴う急性心筋梗塞に
前外側乳頭筋断裂を合併した 1 例

第 106 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.06.20 松山市

田中　克尚　　　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　　　田村　　律
松田　守弘

心嚢液貯留を来たした IgG4 関連疾患の
1 例

第 106 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.06.20 松山市

多賀谷正志　　　松田　守弘
久垣　一馬　　　岡野　慎也
石崎　光理　　　市川　崚介
小田　洋介　　　入船　竜史
半田　宏樹　　　原　　和信
流郷　昌裕

人工心肺回路は 120 時間スタンバイ状
態でも無菌状態を保持できる

第 106 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.06.20 松山市

西山　浩彦 66 歳男性　Target LAD#6 CTO 第 4 回 SLENDER CLUB JAPAN 
WORK SHOP in Higashikani

2015.06.26 可児市

松田　守弘 Serum Levels of Dihomo γ -Linolenic 
Acid are Associated with Various 
Aspects of Metabolic Syndrome in 
statin-treated Patients

第 47 回日本動脈硬化学会総会・学
術集会

2015.07.09 仙台市

西山　浩彦 バイパス術後の左浅大腿動脈の閉塞に
対しレステントを留置したが 4 年後に
急性閉塞し血管内治療（ＥＶＴ）を施
行した 1 例

Tokyo Percutaneous 
cardiovascular lntervention 
Conference 2015

2015.07.09 東京都

西山　浩彦 未定 第 24 回日本心血管インターベン
ション治療学会

2015.07.30 久留米市

岡　　俊治　　　大野　雅文＊

山路　貴之＊　　森田　裕一＊

橋本　東樹＊　　播磨　綾子＊

大井　邦臣＊　　壷　　和興＊

中間　泰晴＊　　西樂　顕典＊

西岡　健司＊　　三浦　史晴＊

嶋谷　祐二＊　　井上　一郎＊

DCB 時代のステント内再狭窄病変に対
するエキシマレーザーの立ち位置

第 24 回日本心血管インターベン
ション治療学会

2015.07.30 久留米市

岡　　俊治 LMT の治療中に Stent が脱落し回収中
に難渋した１例

Chugoku-Shikoku Conference for 
Interventional Therapeutics

2015.09.04 岡山市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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岡　　俊治　　　大野　雅文＊

山路　貴之＊　　森田　裕一＊

橋本　東樹＊　　播磨　綾子＊

臺　　和興＊　　大井　邦臣＊

中間　泰晴＊　　西岡　健司＊

三浦　史晴＊　　嶋谷　祐二＊

井上　一郎＊

デキストランを手打ちした OFDI が
LMT分岐部側枝のWiringに有効であっ
た１例

第 22 回日本心血管インターベン
ション治療学会　中国・四国地方会

2015.09.04 岡山市

西山　浩彦 小径バルーンが通過困難な腸骨動脈
の高度石灰化病変に対して Prominent 
BTA が有用であった１症例

Sapporo Live Demonstration 
Course 2015

2015.09.05 札幌市

松田　守弘　　　田村　　律 肝臓脂肪蓄積量とメタボリックシンド
ローム関連各種パラメーターの関連性
における性差

第 36 回日本肥満学会、The 8th 
Asia-Oceania Conference on 
Obesity

2015.10.02 名古屋市

久保田晴菜 ステロイド内服若年女性に生じた特発
性冠動脈解離による急性心筋梗塞の 1
例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

市川　織絵 産褥心筋症を契機に診断され 7 年後に
失神の再発を認めた 2 型遺伝性 QT 延
長症候群の１例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

瀬川　貴嗣 心嚢液貯留を契機に診断された IgG4 関
連疾患の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

湯浅可奈子 無症候性に発見された卵巣静脈血栓症
の 2 症例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

木下　晴之 肺血栓塞栓症での、経口 Fxa 阻害剤の
使用経験

第 27 回広島循環器フォーラム 2015.10.07 広島市

杉野　　浩 活性型ビタミン D3 製剤により、高カル
シウム血症・高血圧緊急症を来たした
片腎患者の 1 例

第 38 回日本高血圧学会総会 2015.10.10 松山市

田中　克尚　　　湯浅可奈子
冠野昴太郎　　　瀬川　貴嗣
木下　晴之　　　市川　織絵
岡　　俊治　　　西山　浩彦
松田　守弘　　　杉野　　浩
田村　　律

心囊液貯留を来たした IgG4 関連疾患の
1 例

第 21 回中之島循環器・代謝フォー
ラム

2015.10.17 大阪市

瀬川　貴嗣　　　松田　守弘 急性心不全の入院後 24 時間以内に発症
する過活動型せん妄の予測因子に関す
る検討

第 19 回日本心不全学会学術集会 2015.10.22 大阪市

木下　晴之　　　湯浅可奈子
瀬川　貴嗣　　　市川　織絵
岡　　俊治　　　西山　浩彦
松田　守弘　　　杉野　　浩
田村　　律

ペースメーカー留置 1 年後に Twiddler
症候群をきたしたと考えられた 1 例

第 107 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.11.28 広島市

瀬川　貴嗣　　　田村　　律
杉野　　浩　　　松田　守弘
西山　浩彦　　　岡　　俊治
市川　織絵　　　木下　晴之
湯浅可奈子

当院におけるトルバプタン長期処方患
者の検討

第 107 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.11.28 広島市

湯浅可奈子　　　西山　浩彦
瀬川　貴嗣　　　木下　晴之
市川　織絵　　　岡　　俊治
松田　守弘　　　杉野　　浩
田村　　律

心臓カテーテル検査により発症したと
考えられる脳梗塞に対し血管内治療を
行った 1 例

第 107 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.11.28 広島市

精神科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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（CBS）
が疑われ、抗てんかん薬が有効であっ
た１例

第 33 回呉医療センター院内研究発
表会

2015.02.28 呉市

宮野加奈子　　　須藤　結香
横山　明信　　　西村　　瞳
河合田恵美　　　佐藤　汐莉
江本　悦子　　　中島　一恵
竹林　　実　　　森岡　徳光
桶上　賀一　　　藤井　秀明
仲田　義啓　　　上園　保仁

Cellular dielectric spectroscopy を用い
た新たな GPCR 活性評価

第 88 回日本薬理学会 2015.03.20 名古屋市
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板垣　　圭　　　柴崎　千代
川下　芳雄　　　大賀　健市
香川　芙美　　　大盛　　航
藤田　洋輔　　　中村　元信
竹林　　実

気分障害患者における電気けいれん療
法反応後の維持薬物療法の再発予防効
果に関する検討

第 34 回リチウム研究会 2015.04.11 東京都

板垣　　圭 気分の改善とともに耐糖能が著明に改
善した糖尿病を伴う双極性障害の 1 例

第 2 回サイコグリア研究会 2015.05.30 福岡市

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、
抗てんかん薬が有効であった１例

第 111 回日本精神神経学会学術総
会

2015.06.04 大阪市

大賀　健市　　　栗田　茂顕
増田　正幸＊　　川下　芳雄
香川　芙美　　　大盛　　航
板垣　　圭　　　藤田　洋輔
中村　元信　　　橋本　　賢
森脇　克行　　　竹林　　実

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 111 回日本精神神経学会学術総
会

2015.06.04 大阪市

板垣　　圭　　　柴崎　千代
川下　芳雄　　　大賀　健市
香川　芙美　　　大盛　　航
藤田　洋輔　　　中村　元信
竹林　　実

気分障害患者における電気けいれん療
法反応後の維持薬物療法の再発予防効
果についての後方視的コホート研究

第 111 回日本精神神経学会学術総
会

2015.06.04 大阪市

柴崎　千代　　　板垣　　圭
安部　裕美　　　梶谷　直人
岡田　麻美　　　竹林　　実

気分障害および統合失調症における血
中 MMP-3 のバイオマーカーに関する予
備的検討

第 111 回日本精神神経学会学術総
会

2015.06.04 大阪市

實森　直美　　　板垣　　圭
砂田　祥司　　　竹林　　実
大盛　　航　　　小川　弘太
隅元江梨子　　　小川　貴通
尾﨑　慎治　　　森井　奈央

緩和チームの介入によりうつ病と診断
され、電気けいれん療法が奏功し抗が
ん治療を継続できた乳がん患者の１例

第 20 回日本緩和医療学会学術大会 2015.06.20 大阪市

中島　一恵　　　宮野加奈子
勝本　千枝　　　梶谷　直人
安部　裕美　　　岡田　麻美
横山　明信　　　上園　保仁
森岡　徳光　　　竹林　　実
仲田　義啓

アミトリプチリンはアストロサイトに
おいて G α i/o を活性化しグリア細胞
株由来神経栄養因子（GDNF）を産生
する

第 127 回日本薬理学会近畿部会 2015.06.26 岐阜市

大賀　健市　　　山村　崇尚
小林　弘典　　　川下　芳雄
大盛　　航　　　板垣　　圭
藤田　洋輔　　　中村　元信
竹林　　実

統合失調症と非統合失調症における
日 本 語 版 National adult reading test 

（JART） を用いた発病前後の推定知能
（IQ）についての比較検討の試み

第 426 回広島精神神経学会 2015.07.04 広島市

安部　裕美　　　中島　一恵
梶谷　直人　　　岡田　麻美
板垣　　圭　　　森岡　徳光
仲田　義啓　　　竹林　　実

アストロサイトにおいて抗うつ薬は 
MMP-9 活性化を介してグリア細胞由来
神経成長因子（GDNF）mRNA 発言を
誘導する

第 34 回躁うつ病の薬理・生化学的
研究懇話会

2015.09.04-
05

淡路島

藤田　洋輔　　　小林　弘典
川下　芳雄　　　大賀　健市
大盛　　航　　　板垣　　圭
中村　元信　　　竹林　　実

呉医療センターにおけるクロザピンの
使用経験

第 37 回日本生物学的精神医学会・
第 45 回日本神経精神薬理学学会

2015.09.24 東京都

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

気分障害のマトリックスメタロプロテ
アーゼ（MMP）に着目したバイオマー
カーおよび創薬に向けた研究

第 45 回日本神経精神薬理学会・第
37 回日本生物学的精神医学会合同
大会

2015.09.24 東京都

安部　裕美　　　中島　一恵
梶谷　直人　　　岡田　麻美
板垣　　圭　　　森岡　徳光
仲田　義啓　　　竹林　　実

ラットアストログリア細胞において
三環系抗うつ薬アミトリプチリンは
MMP-9 活性化を介してグリア細胞株由
来神経成長因子（GDNF）mRNA 発現
を増加させる

第 45 回日本神経精神薬理学会・第
37 回日本生物学的精神医学会合同
大会

2015.09.24 東京都

山本　弥生　　　小田　　渉
合田治英子　　　竹林　　実

呉医療センター精神科病棟における生
活習慣改善プログラム導入の試み

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02-
03

札幌市

大盛　　航　　　小林　弘典
川下　芳雄　　　大賀　健市
板垣　　圭　　　藤田　洋輔
中村　元信　　　竹林　　実

間歇型一酸化炭素（CO）中毒の長期フォ
ロー中に急性 CO 中毒を発症した 1 例

第 28 回日本総合病院精神医学会総
会

2015.11.27 徳島市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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川下　芳雄　　　小林　弘典
大賀　健市　　　大盛　　航
板垣　　圭　　　藤田　洋輔
中村　元信　　　竹林　　実

カルバマゼピンが著効した右大腿切除
後の幻肢痛の１例

第 28 回日本総合病院精神医学会総
会

2015.11.27 徳島市

南　　花枝　　　小野　泰輔
野間　康輔　　　西岡　軌史
津田　玲子　　　米倉　圭二
原　　圭一　　　世羅　康彦
宮川真一郎　　　竹林　　実

小児科心理相談における知能検査の実
際

第 28 回日本総合病院精神医学会総
会

2015.11.27-
28

徳島市

竹林　　実　　　中島　一恵
宮野加奈子　　　梶谷　直人
安部　裕美　　　岡田　麻美
板垣　　圭　　　横山　明信
上園　保仁　　　森岡　徳光
仲田　義啓　　　山脇　成人

アミトリプチリンはアストロサイトに
おける G α i/o タンパク質をターゲッ
トとしてグリア細胞株由来神経栄養因
子（GDNF）を産生する

第 48 回精神神経系薬物治療研究報
告会

2015.12.04 大阪市

小児科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

遷延する蕁麻疹にデキサメサゾンが長
期投与され医原性 Cushing 症候群を呈
した幼児例

第 118 回日本小児科学会学術集会 2015.04.17 大阪市

米倉　圭二　　　宮河真一郎
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

チアマゾール（ＭＭＩ）服用中の母体
から出生した兄弟例

第 88 回日本内分泌学会学術総会 2015.04.23 東京都

米倉　圭二　　　宮河真一郎
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

当 科 で 施 行 し た 持 続 血 糖 モ ニ タ ー
（CGM）症例の臨床的検討

第 58 回日本糖尿病学会年次学術集
会

2015.05.21 下関市

野間　康輔 不全型川崎病として加療したエルシニ
ア感染症

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

小野　泰輔 腹部腫瘤を契機に胃石症の診断に至っ
た１例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

米倉　圭二　　　宮河真一郎
小野　泰輔　　　野間　康輔
西岡　軌史　　　岡島枝里子
津田　玲子　　　原　　圭一
世羅　康彦

ビタミン D 欠乏性くる病の治療として
天然型ビタミン D 液状サプリメントを
使用した 2 例

第 49 回日本小児科内分泌学会学術
集会

2015.10.08 東京都

米倉　圭二 Evd68 による急性弛緩性麻痺の臨床像
～当科で経験した１例を踏まえて～

第 47 回日本小児感染症学会総会 2015.10.31 福島市

原　　圭一　　　香川　礼子＊

但馬　　剛＊　　岡田　　賢＊

佐倉　伸夫＊　　畑　　郁江＊

重松　陽介＊

VLCAD 欠損症確定検査より得られた
知見　新たなスクリーニング指標の有
用性と新規好発変異

第 57 回日本先天代謝異常学会 2015.11.12 大阪市

外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

富永　春海　　　下高　美和
田寺加代子　　　竹山　知志
金子　幸代

当院における面会制限に関する検討 第 30 回日本環境感染学会総会・学
術集会

2015.02.21 神戸市

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

卵巣癌胃転移の 1 切除例 第 87 回日本胃癌学会総会 2015.03.4 広島市

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

胃壁内転移を認めた早期胃癌の 1 例 第 87 回日本胃癌学会総会 2015.03.04 広島市
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澤田　元太　　　文　　正浩
小田切数基　　　黒川　知彰
山口　恵美　　　山下　晋也
井上　雅史　　　伊禮　俊充
中平　　伸　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

胃内分泌細胞癌の 4 例 第 87 回日本胃癌学会総会 2015.03.04 広島市

弓場　智雄　　　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

術前に肝細胞癌と診断された肝偽リン
パ腫（pseudolymphoma）の 1 例

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.04.16 名古屋市

永田　秀樹 第 115 回日本外科学会定期学術集
会

2015.04.16 名古屋市

山下　晋也 第 36 回免疫外科研究会 2015.05.14 鹿児島県

中平　　伸 第 69 回手術手技研究会 2015.05.15 高崎市

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

腹腔鏡下肝切除術における術前 ENBD
留置の有用性

第 89 回日本消化器内視鏡学会総会 2015.05.29 名古屋市

三口　真司＊　　檜井　孝夫
服部　　稔＊　　大段　秀樹＊

田中屋弘爾＊　　山口　達郎
古川　洋一　　　吉田　輝彦
田村　和朗　　　菅野　安吉
石岡千加史　　　松原　長秀
富田　尚裕　　　新井　正美
石川　秀樹　　　平田　敬治
斉田　芳久　　　渡辺　聡明
杉原　健一　　　石田　秀行

リンチ症候群患者における大腸癌の若
年（50 歳未満）発症リスク因子の検討
－他施設共同研究「HNPCC の登録と遺
伝子解析プロジェクト」－

第 21 回日本家族性腫瘍学会 2015.06.05 さいたま市

檜井　孝夫　　　三口　真司
服部　　稔　　　大段　秀樹
田中屋宏爾　　　山口　達郎
古川　洋一　　　吉田　輝彦
田村　和朗　　　菅野　康吉
石岡千加史　　　松原　長秀
冨田　尚裕　　　新井　正美
石川　秀美　　　平田　敬治
斉田　芳久　　　渡辺　聡明
杉原　健一　　　石田　秀行

リンチ症候群における MLH1, MSH2 の 
遺伝子変異と表現型についての検討 －
多施設共同研究「HNPCC の登録と遺伝
子解析プロジェクト」－

第 21 回日本家族性腫瘍学会学術集 2015.06.05 さいたま市

澤田　鉱幸＊　　下村　　学＊

檜井　孝夫　　　恵木　浩之＊

石崎　康代＊　　服部　　稔＊

安達　智洋＊　　三口　真司＊

新津　宏明＊　　向井正一郎＊

矢野　琢也＊　　河内　雅年＊

宮田　義浩＊　　岡田　守人＊

大段　秀樹＊

当院における大腸癌肺転移切除症例の
予後予測としての Grade 分類の有用性
の検討

第 83 回大腸癌研究会 2015.07.03 久留米市

末廣　聡美　　　中平　　伸
井上　雅史　　　伊禮　俊充
木村　優里　　　小田切数基
髙橋　　元　　　澤田　元太
山下　晋也　　　文　　正浩
清水　洋祐　　　富永　春海
畑中　信良

腹腔鏡補助下にイレウス解除術を行っ
た胆石イレウスの１例

第 4 回 SUMMER　SEMINAR　
in OKINAWA

2015.07.03 宜野湾市

河内　雅年＊　　安達　智洋＊

檜井　孝夫　　　恵木　浩之＊

石崎　康代＊　　下村　　学＊

澤田　鉱幸＊　　三口　真司＊

新津　宏明＊　　向井正一郎＊

矢野　琢也＊　　佐田　春樹＊

大段　秀樹＊

下部直腸癌に対するストーマ形成の問
題点とＱＯＬの評価

第 29 回中国・四国ストーマリハビ
リテーション研究会

2015.07.04 米子市

三口　真司＊　　檜井　孝夫
下村　　学＊　　安達　智洋＊

齊藤　保文＊　　新津　宏明＊

河内　雅年＊　　伊地知秀明＊

田中屋弘爾＊　　大段　秀樹＊

マイクロサテライト不安定大腸癌マウ
スモデルの作製と TGF- βシグナルター
ゲットの同定

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.07.15 浜松市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



業
　
　
績

下村　　学＊　　檜井　孝夫
恵木　浩之＊　　石崎　康代＊

安達　智洋＊　　齊藤　保文＊

澤田　鉱幸＊　　三口　真司＊

大段　秀樹＊

当科で経験した閉塞性大腸癌の検討 第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.07.15 浜松市

齊藤　保文＊　　檜井　孝夫
上野　秀樹＊　　金光　幸秀＊

井上　靖浩＊　　小西　　毅＊

小林　宏寿＊　　山口　達郎＊

石田　文生＊　　石田　秀行＊

Familial Adenomatous Polyposis（FAP）
関連デスモド発生のリスク因子と大腸
切除術におけるストラテジー

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.07.15 浜松市

小羽田悠貴 膵頭十二指腸切除術中の神経叢郭清に
より腹腔動脈の屈曲をきたした 1 例

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.07.15 浜松市

田中　克尚 腹腔鏡下に摘出した卵巣癌の胃小弯側
リンパ節転移の１例

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.07.16 浜松市

前田　雄洋　　　山下　晋也
澤田　元太　　　文　　正浩
井上　雅史　　　伊禮　俊充
中平　　伸　　　清水　洋祐
富永　春海　　　畑中　信良

術前診断に難渋した後腹膜から発生し
た中皮嚢胞の１切除例

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.07.16 浜松市

Saito Y ＊

Hinoi T
Adachi T ＊

Shimomura M ＊
Miguchi M ＊

Niitsu H ＊

Kochi M ＊

Sentani K ＊

Oue N ＊

Yasui W ＊

Odan H ＊

Efficacy of synbiotics in tumorigenesis 
of colon cancer mouse model.

第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

新津　宏明＊　　檜井　孝夫
川口　康夫＊　　仙谷　和宏＊

大上　直秀＊　　安達　智洋＊

齊藤　保文＊　　三口　真司＊

河内　雅年＊　　佐田　春樹＊

下村　　学＊　　安井　　弥＊

大段　秀樹＊

大腸癌自然発生マウスモデルを用いた
KRAS 変異型大腸癌の遺伝子発現プロ
ファイル解析

第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

三口　真司＊　　檜井　孝夫
下村　　学＊　　安達　智洋＊

齊藤　保文＊　　新津　宏明＊

伊地知秀明＊　　田中屋弘爾＊

北台　靖彦＊　　仙谷　和弘＊

大上　直秀＊　　安井　　弥＊

大段　秀樹＊

The generation oand analysis of 
transforming growth factor beta 
receptor II（TGFBR2） mutant 
colorectal cancer mouse model

第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

Takao Hinoi
Tomohiro Adachi
Yasufumi Saito
Shinji Miguchi
Hiroaki Niitu
Masatoshi Kochi
Haruki Sada
Manabu Shimomura
Yusuke Sotomaru
Kazuhiro Sentani
Naohide Oue
Wataru Yasui
Hideki Ohdan

Establishment of two colon cancer 
mouse models with distinct genomic 
instability for searching new 
therapeutic targets

第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

河内　雅年＊　　安達　智洋＊

檜井　孝夫　　　恵木　浩之＊

石崎　康代＊　　下村　　学＊

澤田　鉱幸＊　　三口　真司＊

新津　宏明＊　　向井正一郎＊

矢野　琢也＊　　佐田　春樹＊

大段　秀樹＊

下部直腸癌に対する術後排便障害と
QOL の評価

第 70 回日本大腸肛門病学会学術集
会

2015.11.13 名古屋市

三口　真司＊　　檜井　孝夫
安達　智洋＊　　齊藤　保文＊

新津　宏明＊　　河内　雅年＊

佐田　春樹＊　　伊地知秀明＊

田中屋弘爾＊　　北台　靖彦＊

仙谷　和弘＊　　大上　直秀＊

安井　　弥＊　　大段　秀樹＊

大腸癌マウスモデルを用いた新たな
TGF- βシグナルターゲット癌関連遺伝
子の同定

第 26 回日本消化器癌発生学会総会 2015.11.20 米子市
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業
　
　
績

新津　宏明＊　　檜井　孝夫
川口　康夫＊　　仙谷　和弘＊

大上　直秀＊　　弓削　　亮
齊藤　保文＊　　三口　真司＊

河内　雅年＊　　佐田　春樹＊

北台　靖彦＊　　安井　　弥＊

大段　秀樹＊

KRAS 変異型大腸癌自然発生マウスモ
デルを用いた遺伝子プロファイル解析

第 26 回日本消化器癌発生学会総会 2015.11.20 米子市

齊藤　保文＊　　檜井　孝夫
安達　智洋＊　　下村　　学＊

三口　真司＊　　澤田　鉱幸＊

新津　宏明＊　　河内　雅年＊

佐田　春樹＊　　大上　直秀＊

安井　　弥＊　　大段　秀樹＊

大腸癌自然発生マウスモデルにおける
シンバイオティクスが腫瘍形成に及ぼ
す効果の解析

第 26 回日本消化器癌発生学会総会 2015.11.20 米子市

永田　秀樹 毛髪胃石の 2 例 第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26 福岡市

清水　洋祐　　　富永　晴海
山下　晋也　　　木村　優里
小田切数基　　　髙橋　　元
澤田　元太　　　文　　正浩
井上　雅史　　　伊禮　俊充
中平　　伸　　　畑中　信良

後腹膜鏡下大動脈周囲リンパ節郭清を
併用した直腸癌の１例

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10 大阪市

乳腺外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

厚井裕三子 Luminal-HER2 と HER2 enriched 乳 癌
の病理学的因子と予後の比較

第 115 回日本外科学会定期学術集
会

2015.04.16 名古屋市

厚井裕三子　　　重松　英朗＊

及川　将弘＊　　古閑知奈美＊

西村　純子＊　　秋吉清百合＊

中村　吉昭＊　　石田　真弓＊

田口　健二＊　　大野　真司＊

早期乳癌症例のセンチネルリンパ節転
移巣における節外浸潤の臨床的意義に
ついての検討

第 23 回日本乳癌学会学術総会 2015.07.02 東京都

尾﨑　慎治　　　安井　大介
平田　泰三　　　森井　奈央＊

山城　大泰＊

進行・再発乳癌に対するタキソール・
アバスチン併用療法の有用性と維持療
法、病勢進行後治療の検討

第 23 回日本乳癌学会学術総会 2015.07.02 東京都

安藤　由貴 パクリタキセル＋ベバシズマブ療法で
増悪後にカペシタビン＋シクロフォス
ファミド療法が著効した再発乳癌の 1
例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

整形外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

濱﨑　貴彦 頚椎椎弓形成術後に両側 C ５麻痺を来
した１例

第 4 回 MISA 研究会 2015.01.24 岡山市

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

組み立て式血管柄付き骨膜移植による
手指関節再建

第 32 回中部日本手外科研究会 2015.01.31 名古屋市

藤森　　淳＊　　下瀨　省二
久保　忠彦＊　　古田　大輔＊

杉田　　孝＊　　越智　光夫＊

悪性軟部腫瘍に対する密封小線源治療
の治療成績

第 124 回中部日本整形外科災害外
科学会・学術集会

2015.04.10-
11

金沢市

Hamasaki T
Hamada N
Matsuo T
Hachisuka H
Izuta Y
Mori R
Okawa S
Harada T
Sugita T

Physical signs and clinical features 
of elderly patients with cervical 
myelopathy: Comparison of 3 different 
age groups in 100 consecutive 
operative cases.

第 44 回日本脊椎脊髄病学会学術集
会

2015.04.16 福岡市

濱﨑　貴彦 Physical signs and clinical features 
of elderly patients with cervical 
myelopathy: Comparison of 3 different 
age groups in 100 consecutive 
operative cases

第 44 回日本脊椎脊髄病学会学術集
会

2015.04.17 福岡市

森　　　亮 False profile view　を用いた臼蓋形成
不全股における前後不安定性の検討

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.05.21 神戸市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



業
　
　
績

森　　　亮　　　安永　裕司＊

山崎　琢磨＊　　濱田　宜和
杉田　　孝＊　　越智　光夫＊

False profile view を用いた臼蓋形成不
全股における前後不安定性の検討

日本整形外科学会学術総会 2015.05.21-
24

神戸市

下瀨　省二　　　久保　忠彦＊

藤森　　淳　　　古田　大輔＊

杉田　　孝＊　　松尾　俊宏
越智　光夫＊

未分化多形肉腫と粘液線維肉腫は臨床
的に別範疇の疾患として扱うべきか

第 88 回日本整形外科学会学術総会 2015.05.21-
24

神戸市

蜂須賀裕己　　　松尾　俊宏
大川　新吾　　　森　　　亮
井上　　忠　　　泉田　泰典
濱﨑　貴彦　　　濱田　宜和

中指 PIP 間接化膿性関節炎・化膿性腱
鞘炎後に再建を希望した 1 例

中国・四国手外科症例検討会 2015.06.06 岡山市

濱﨑　貴彦 骨粗鬆症性脊椎椎体骨折に対する治療
戦略　～呉地区での取り組み（K-POP）
を含め

第5回安芸Osteoporosis Conference 2015.07.01 広島市

藤森　　淳＊　　下瀨　省二
久保　忠彦＊　　古田　大輔＊

松尾　俊宏　　　杉田　　孝＊

越智　光夫＊

密封小線源治療を併用した悪性軟部腫
瘍に対する縮小手術

第 48 回日本整形外科学会　骨・軟
部腫瘍学術集会

2015.07.09-
10

高松市

下瀨　省二　　　砂川　　融＊

久保　忠彦＊　　藤森　淳
中島　祐子＊　　四宮　陸雄＊

古田　大輔＊　　杉田　　孝＊

松尾　俊宏　　　越智　光夫＊

悪性骨腫瘍広範切除後の骨欠損に対す
る血管柄付き腓骨移植と処理骨による
再建

第 48 回日本整形外科学会骨軟部腫
瘍学術集会

2015.07.09-
10

高松市

濱﨑　貴彦 骨粗鬆症性椎体骨折に対する治療戦略 
～呉地区での取り組み（K-POP）を含
めて～

第 252 回竹原地区医師会学術講演
会

2015.07.22 竹原市

井上　　忠　　　濱﨑　貴彦 高圧酸素療法を施行した頚髄不全損傷
の 1 例

第 13 回呉脊椎脊髄研究会 2015.07.31 呉市

濱﨑　貴彦 新たに開発した CT カラーマッピング
処理画像の紹介＆本法を用いた骨粗鬆
症性・・・

広島脊椎カンファレンス 2015.09.17 広島市

濱﨑　貴彦 骨粗鬆症性骨折により入院となった患
者家族における骨粗鬆症に対する意識
調査

第 17 回日本骨粗鬆症学会 2015.09.17 広島市

定岡　大祐　　　濱﨑　貴彦
竹板　大貴　　　安達　北斗
出垣　正紀　　　杉浦　大貴
山本　邦彦　　　遠藤　　崇
東原　道弘　　　豊田　尚之

CT color mapping fusion image を用い
た、骨粗鬆症性脊椎椎体骨折の骨癒合
に対する視覚的評価方法

第 17 回日本骨粗鬆症学会 2015.09.17 広島市

濱﨑　貴彦 知って得する骨粗しょう症の予防と治
療

第 17 回日本骨粗鬆症学会　市民公
開講座

2015.09.17 広島市

大西奈津紀＊　　濱﨑　貴彦
満井　尚子＊　　蜂須賀裕己
濱田真之介

骨粗鬆症性骨折により入院となった患
者家族における骨粗鬆症に対する意識
調査－整形外科待機入院患者家族との
比較－

第 17 回日本骨粗鬆症学会 2016.09.17 広島市

蜂須賀裕己　　　濱﨑　貴彦
泉田　泰典　　　大川　新吾
森　　　亮　　　井上　　忠
松尾　俊宏　　　濱田　宜和

重度手根管症候群に対する母指対立再
建術式の患者立脚型比較 - 木森法の優
位性 -

第 26 回日本末梢神経学会学術集会 2015.09.18 松山市

藤森　　淳＊　　下瀨　省二
久保　忠彦＊　　松尾　俊宏
古田　太輔＊　　越智　光夫＊

密封小線源治療による悪性軟部腫瘍に
対する縮小手術

第 125 回中部日本整形外科災害外
科学会集会

2015.10.02 名古屋市

蜂須賀裕己　　　濱田　宜和
濱﨑　貴彦　　　泉田　泰典
森　　　亮　　　大川　新吾
井上　　忠　　　下瀨　省二

患肢温存を希望した右示指 MRSA 骨髄
炎の１例

第 67 回中国・四国手外科症例検討
会

2015.10.17 米子市

大川　新吾　　　泉田　泰典
森　　　亮　　　井上　　忠
藤森　　淳　　　濱﨑　貴彦
蜂須賀裕己　　　下瀨　省二
濱田　宜和

大腿骨骨折後の Navigation TKA 第 89 回呉整形外科研究会 2015.11.20 呉市

2015年（平成 27年）度　年 報



業
　
　
績

井上　　忠　　　下瀨　省二
藤森　　淳　　　濱田　宜和
蜂須賀裕己　　　濱﨑　貴彦
泉田　泰典　　　森　　　亮
大川　新吾

左膝窩部に生じたグロムス腫瘍の 1 例 第 89 回呉整形外科研究会 2015.11.20 呉市

濱﨑　貴彦　　　定岡　大祐
下瀨　省二　　　蜂須賀裕己
泉田　泰典　　　森　　　亮
大川　新吾　　　井上　　忠
濱田　宜和

新たに開発した CT カラーマッピング
処理画像での骨粗鬆症性脊椎椎体骨折
における骨癒合過程の検討

第 84 回西日本脊椎研究会 2015.11.21 福岡市

蜂須賀裕己　　　濱田　宜和
濱﨑　貴彦　　　泉田　泰典
森　　　亮　　　大川　新吾
井上　　忠　　　下瀨　省二

血管柄付き組み立て式骨膜移植による
手指関節再建

日本マイクロサージャリー学会学
術集会

2015.11.26-
27

埼玉市

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

富樫　将平　　　妹尾美由紀
平岡　佳美　　　岩石　雅彦
山本　弥生　　　林　　宏則

生活行為向上マネジメントを用いて関
わった終末期がん患者１症例

第 5 回がんリハビリテーション研
究会

2015.01.09 神戸市

藤田　竜伍　　　蜂須賀裕己
高橋　健友　　　山本　弥生
林　　宏則

血管柄付き組み立て式骨膜移植による
手指関節再建に対する作業療法

第 3 回中部ハンドセラピィ研究会 2015.01.23 和歌山市

高橋　健友　　　蜂須賀裕己
藤田　竜伍　　　山本　弥生

DIP 関節固定術後に複合組織移植によ
る関節再建を行った 1 例

第 3 回中部ハンドセラピィ研究会 2015.01.23 和歌山市

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 12 回呉がんチーム医療研究会 2015.01.25 呉市

門　　智範　　　小野　彩花
富樫　将平　　　岩石　雅彦
山本　弥生　　　山崎喜美枝
大下　純平

脳外傷により対人技能の低下を来した 1
症例 ～対人関係を築く上でのスキル獲
得に向けた作業療法介入～

第 34 回院内研究発表会 2015.01.30 呉市

平岡　佳美　　　楠　　雄斗
友安　青子　　　岩石　雅彦
岸　　純子　　　山本　弥生
林　　宏則　　　奥田真由美
砂田　祥司

癌終末期に視床出血を発症し、リハビ
リ経過中に癌の症状が悪化した患者に
対して、調理訓練を導入した例

第 16 回呉がんチーム医療研究会 2015.02.06 呉市

楠　　雄斗　　　平岡　佳美
森明　里志　　　岩石　雅彦
富樫　将平　　　林　　宏則
奥田真由美　　　砂田　祥司

右視床出血を呈した終末期がん患者の
理学療法を経験して～自宅復帰困難と
思われたが家族・他部門との関わりを
通じて自宅復帰できた 1 症例～

第 16 回呉がんチーム医療研究会 2015.02.06 呉市

岩石　雅彦　　　野村　長久
川野美由樹　　　小出　哲也
三好　和也

乳癌手術による型関節可動域の影響と
作業療法の効果

第 12 回呉がんチーム医療研究会 2015.02.25 呉市

嶋林　　潤 両人工関節置換術を施行された症例～
慢性関節リウマチの実用歩行再獲得を
目指して～

広島県理学療法学会呉支部新人症
例検討会

2015.02.27 呉市

小野　彩佳 脊髄硬膜動静脈瘻により対麻痺症状膀
胱直腸障害を呈し ADL 改善に伴う活動
範囲の拡大に難渋した症例

広島県理学療法学会呉支部新人症
例検討会

2015.02.27 呉市

谷内　涼馬　　　山本　浩基
田代　桂一　　　道広　博之

開頭腫瘍摘出術後に前庭機能障害を呈
した中耳悪性腫瘍の１例

第 50 回日本理学療法学術大会 2015.06.05 東京都

高橋　雄介　　　松川　陽平
山下　芳典

急性期病院における栄養・摂食嚥下リ
ハビリテーションの取り組み　～病棟
看護師との連携から～

第 10 回呉地区栄養サポート研究会 2015.06.06 呉市

藤田　竜伍　　　蜂須賀裕己
山本　浩基　　　道広　博之
山本　弥生

SLE に合併した屈筋腱断裂－ SLE に合
併した環小指屈筋腱断裂 1 症例に対す
る作業療法の経験－

第 49 回日本作業療法学会 2015.06.20 神戸市

岩石　雅彦　　　米澤　公器
末田　芳雅　　　岸　　純子
山本　弥生　　　大庭　信二

CCAS（Cerebellar cognitive affective 
syndrome）を呈した小脳出血に対する
作業療法介入の検討～神経科学的根拠
の視点～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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髙濱　みほ　　　楠　　雄斗
松田　眞弥　　　谷内　涼馬
高桑　　翼　　　林　　宏則
奥本　　穣　　　佐々木啓介
北原　良洋　　　中野喜久雄

呼吸同調期の有無が慢性呼吸不全患者
の運動負荷試験の結果に及ぼす影響に
関する検討

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

松田　眞弥　　　原田　洋明
坪川　典史　　　窪田真喜子
林　　宏則　　　高濱　みほ
槙田　香子　　　高松　理央
住谷　容子　　　小倉　千明
山下　芳典

肺切除予定患者に対する包括的呼吸リ
ハビリテーションの効果判定 ～ 6 分間
歩行試験中の SpO2 連続測定の意義～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

岸　　純子　　　常包　知秀 個別担当制による就労支援の取り組み
について

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

山本　弥生　　　小田　　渉
合田治英子　　　竹林　　実

呉医療センター精神科病棟における生
活習慣改善プログラム導入の試み

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

林　　宏則　　　高濱　みほ
野崎　　心　　　馬淵　　勝
田上　幸生　　　原田　敏昭
松尾　　剛

国立病院理学療法士協議会中国四国部
会「人材育成」に対する取り組みにつ
いて

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

富樫　将平　　　赤崎　哲也
日宇　康子　　　成田加代子
越智　万友　　　重田　祥子

便秘症を呈した経腸栄養患者への作業
療法介入 －他職種との連携により下剤
が不要となった一症例を通して－

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

高桑　　翼　　　佐藤かおり
松田　眞弥　　　前田　真弓
森明　里志　　　林　　宏則
木下　晴之　　　松田　守弘
田村　　律

高度肥満の心不全患者に対し減量を目
的とした運動指導を実施した１例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

藤田　竜伍　　　蜂須賀裕己
高橋　健友　　　山本　弥生
林　　宏則

患者立脚型の母指対立再建法術式の評
価に関する検討

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

楠　　雄斗　　　原田　洋明
高濱　みほ　　　松田　眞弥
小倉　千明　　　大河内友美
白野　容子　　　炭谷　容子
髙松　理央　　　槙田　香子
窪田真喜子　　　坪川　典史
山下　芳典

高度低肺機能肺癌症例に対する術前包
括的呼吸リハビリテーションの臨床的
有用性評価

第 25 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2015.10.17 浦安市

高橋　雄介　　　松川　陽平
林　　宏則　　　山下　芳典

急性期病院における栄養・摂食嚥下リ
ハビリテーションの取り組み～病棟看
護師との連携から～

第 5 回日本リハビリテーション栄
養研究学術集会

2015.11.28 広島市

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
杉山　成史＊　　小野田　聡＊

三浦　佑樹＊

当院におけるリンパ浮腫外来の現状と
問題点

第 69 回中国・四国形成外科学会学
術集会

2015.02.08 広島市

植村　享裕　　　木下　雅人
杉山　成史＊　　小野田　聡＊

三浦　佑樹＊　　安積　昌吾＊

当院におけるリンパ浮腫外来の現状と
問題点

第 58 回日本形成外科学会総会・学
術集会

2015.04.08 京都市

植村　享裕 高齢者腋か熱傷の 3 例 第 41 回日本熱傷学会総会・学術集
会

2015.06.18 名古屋市

木下　雅人　　　植村　享裕 右鼠径部に発生した充実性嚢胞性汗腺
種の 1 例

第 70 回中国・四国形成外科学会学
術集会

2015.09.13 松山市

脳神経外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

伊藤　陽子　　　大庭　信二
大下　純平　　　米澤　公器
細貝　昌弘

難治性疼痛治療における MRI 対応脊髄
刺激装置の導入効果

第 54 回日本定位・機能神経外科学
会

2015.01.17 東京都

大下　純平　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　米澤　公器
細貝　昌弘

当院における頚動脈ステント留置術後
再狭窄症例の検討

第 40 回日本脳卒中学会総会 2015.03.26 広島市
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細貝　昌弘　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
米澤　公器

高齢者におけるくも膜下出血の治療成績 STROKE 2015 2015.03.26 広島市

大庭　信二　　　伊藤　陽子
大下　純平　　　米澤　公器
田口　　慧

5-ALA　を用いた術中螢光画像のもと
で摘出した悪性神経膠腫の治療経験

第 29 回中国地方脳神経外科手術研
究会

2015.08.22 米子市

米澤　公器　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
田口　　慧

Trevo と Penumbra を併用した急性期
再開通療法の 1 例

第 24 回 NPO 法人日本脳神経血管
内治療学会　中国四国地方会

2015.09.05 松山市

大下　純平　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　米澤　公器
田口　　慧

当院における Verify Now を用いた血小
板凝集能の評価について

第 17 回中国四国脳卒中研究会 2015.09.05 松山市

大庭　信二 未破裂前脈絡叢動脈分岐部脳動脈瘤治
療における術中 MEP モニタリングの有
用性

第 74 回日本脳神経外科学会 2015.10.14 札幌市

米澤　公器　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
田口　　慧

Trevo と Penumbra を併用した急性期
再開通療法の 1 例

第 31 回 NO 法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会

2015.11.19 岡山市

大下　純平　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　米澤　公器
田口　　慧　　　平川　治男
西　　康行

当院における上顎洞癌、上歯肉癌上顎
洞進展例に対する放射線　同時併用超
選択的動注化学療法の検討

第 31 回 NO 法人日本脳神経血管
内治療学会学術総会

2015.11.19 岡山市

田口　　慧　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
米澤　公器

Trevo と Penumbra を併用した急性期
再開通療法の 1 例

第 57 回呉市医学会 2015.11.29 呉市

田口　　慧　　　大庭　信二
伊藤　陽子　　　大下　純平
米澤　公器　

舌骨の反復的な刺激により発症した頚
動脈狭窄症の 1 例

第 80 回（一社）日本脳神経外科学
会　中国四国支部学術集会

2015.12.05 高松市

呼吸器外科　
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

山下　芳典　　　原田　洋明
桑原　正樹　　　清水　洋祐
小田切数基　　　市川　峻介
高濱　賢一　　　窪田真喜子
宮武　志帆　　　井手　　孝
大河内友美　　　白野　容子
森貞　尚之　　　齋藤　幸枝
森下　早苗

安全な中心静脈カテーテル（CVC）挿
入のためにはシミュレーション教育が
欠かせない！

第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術
集会

2015.02.12 神戸市

山下　芳典 80 歳 以 上 の 高 齢 者 に お け る 高 容 量
BCAA を併用した術前包括的呼吸リハ
ビリテーションの応用

第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術
集会

2015.02.12 神戸市

原田　洋明　　　山下　芳典
桑原　正樹　　　半田　良憲

胸腔鏡下肺部分切除術中に心停止を来
した 1 例

第 13 回 Spring Seminar 2015.03.26 沖縄県
国頭郡

永田　秀樹　　　山下　芳典
桑原　正樹　　　原田　洋明

画像上完全消退後に再熱した浸潤性粘
液肺腺癌の 1 切除例

第 115 回日本外科学会定期学術集
会

2015.04.18 名古屋市

原田　洋明　　　楠　　雄斗
高濱　みほ　　　松田　眞弥
小倉　千明　　　中尾　淳一
坪川　典史　　　北原　良洋
林　　宏則　　　山下　芳典

Interdisciplinary team approach による 
肺切除術前包括的呼吸リハビリテー
ション～体重が標準体重の 90％以下で
ある患者における評価～

第 25 回日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会学術集会

2015.10.15 浦安市

山下　芳典　　　原田　洋明
坪川　典史　　　永田　秀樹
桑原　正樹

自動縫合器で極力区域間を形成する普
遍性を目指した胸腔鏡下肺区域切除術

第 68 回日本胸部外科学会定期学術
集会

2015.10.17 神戸市

坪川　典史　　　原田　洋明
奥本　　穣　　　佐々木啓介
北原　良洋　　　谷山　大樹
在津　潤一　　　齊藤　彰久
倉岡　和矢　　　中野喜久雄
谷山　清己　　　山下　芳典

PCPS 下に気管管状切除再建術を施行し
た気管腺様囊胞癌の 1 例

第 56 回日本肺癌学会学術集会 2015.11.26 横浜市

木村　優里　　　原田　洋明
山下　芳典

低 血 糖 発 作 で 発 見 さ れ た insulin-like 
growth factor-II 産生性の胸腔内孤立性
繊維性腫瘍の２切除例

第 57 回呉市医学会 2015.11.29 呉市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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山下　芳典 ソ フ ト 凝 固 に バ イ ポ ー ラ シ
ザ ー ズ を 応 用 し た Pure VATS 
lobectomy,cT1N0200 例の検討

第 15 回呼吸器胸腔鏡手術研究会例
会

2015.12.09 大阪市

山下　芳典 完全胸腔鏡下区域切除術における区域
間形成の困難性とその克服、自動縫合
器による区域間形成

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10 大阪市

　心臓血管外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

毛利　教生　　　流郷　昌裕 低心機能の高度 MAC を伴う MR. AS
af 症状に対する適切な手術プランの検
討

第 23 回広島心血管手術手技研究会 2015.02.07 広島市

高崎　泰一　　　渡邉　正済＊

田口　隆治＊　　片山桂次郎＊

高橋　信也＊　　黒崎　達也＊

今井　克彦＊　　末田泰二郎＊

動脈瘤を合併した広範囲胸部大動脈瘤
に対し、Type llloperation を行った症
例

第 43 回日本血管外科学会学術総会 2015.06.03 横浜市

流郷　昌裕　他 1 名 人工心肺開始後に急激な血小板減少を
伴った、冠動脈バイパス術中の人工肺
入口圧上昇の 1 例

第 58 回関西胸部外科学会学術集会 2015.06.12 岡山市

流郷　昌裕 術中にペースメーカーリードを切断せ
ざるを得なかった全弓部置換の 1 例

第 106 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.06.19 松山市

流郷　昌裕 人工心肺開始後に急激な血小板減少を
伴った、冠動脈バイパス術中の人工肺
入口圧上昇の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

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
望月　　満　　　細野　祐司

抗 TF1 抗体陽性皮膚筋炎の１例 日本皮膚科学会第 136 回広島地方会 2015.03.01 広島市

松坂　由紀　　　稲束有希子
木戸　みき

血液培養から Helicobacter cinaedi が検
出された再発性蜂窩織炎の 1 例

第 137 回広島地方会 2015.09.06 広島市

泌尿器科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

繁田　正信　　　内藤　美季
島本　　力　　　甲田俊太郎

腫瘍径＞ 4cm の腎腫瘍に対する腹腔鏡
下腎部分切除術の治療成績

第 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.04.18 金沢市

甲田俊太郎　　　繁田　正信
内藤　美季　　　島本　　力

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 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.04.18 金沢市

甲田俊太郎 ドセタキセルの治療成績 第 2 回呉泌尿器疾患カンファレンス 2015.09.17 呉市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘除術の長期成績 第 2 回呉泌尿器疾患カンファレンス 2015.09.17 呉市

小羽田悠貴　　　甲田俊太郎
内藤　美季　　　福原　秀雄
繁田　正信

腎癌切迫破裂に対して緊急に後腹膜鏡
下腎部分切除術を施行した 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

甲田俊太郎 呉医療センター・中国がんセンター泌
尿器科における腹腔鏡下腎部分切除術
の治療成績

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

内藤　美季　　　福原　秀雄
甲田俊太郎　　　繁田　正信

当院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の
治療成績

第 30 回広島 EE 研究会 2015.10.03 広島市

福原　秀雄　　　内藤　美季
甲田俊太郎　　　繁田　正信

腹腔鏡下腎部分切除術における術後患
側腎機能の評価－ MAG3 シンチを用い
た検討－

第 30 回広島 EE 研究会 2015.10.03 広島市

内藤　美季 腹腔鏡下腎盂形成術の治療成績 第 67 回西日本泌尿器科学会総会 2015.11.05 福岡市

小羽田悠貴　　　内藤　美季
福原　秀雄　　　甲田俊太郎
繁田　正信

急性腹症を来たした腎腫瘍に対し緊急
腹腔鏡下腎部分切除術を施行した 2 例

第 67 回西日本泌尿器科学会総会 2015.11.05 福岡市

甲田俊太郎　　　内藤　美季
福原　秀雄　　　繁田　正信

呉医療センター泌尿器科における腹腔
鏡下腎盂形成術の治療成績

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.19 東京都
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山崎　丈嗣＊　　慶田　喜文＊

黒島　和樹＊　　松田良一郎＊

五反田丈徳＊　　繁田　正信

当院における恥骨後式前立腺全摘除
術（RRP）と腹腔鏡下前立腺全摘除術

（LRP）の比較

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.19 東京都

佐竹　宏文＊　　島本　　力＊

深田　　聡＊　　蘆田　真吾＊

辛島　　尚＊　　井上　啓史＊

執印　太郎＊　　繁田　正信
白木　良一＊　　河内　明宏＊

当院における腹腔鏡下腎部分切除術の
臨床的検討

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.19 東京都

福原　秀雄　　　内藤　美幸
甲田俊太郎　　　繁田　正信

腹腔鏡下腎部分切除における MAG3 シ
ンチによる術後患側腎機能の検討

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.19 東京都

甲田俊太郎　　　内藤　美幸
福原　秀雄　　　繁田　正信

呉医療センター泌尿器科における腹腔
鏡下腎盂形成術の治療成績

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.19 東京都

繁田　正信　　　内藤　美幸
福原　秀雄　　　甲田俊太郎

腫瘍径 5cm 以上の腎腫瘍に対する腹腔
鏡下腎部分切除術

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.19 東京都

繁田　正信　　　内藤　美幸
福原　秀雄　　　甲田俊太郎

当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術
の長期成績

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.19 東京都

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術；如何に腎機能
を残し合併症を防ぐか

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10 大阪市

繁田　正信 ワークショップ 10　実質臓器の部分切
除術の要点：腎・肝・膵領域から腹腔
鏡下腎部分切除術　如何に腎機能を残
し合併症を防ぐか

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10 大阪市

繁田　正信 小径腎細胞癌の治療戦略：部分切除の
側から

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.12 大阪市

繁田　正信 ディベートセッション 23　小径腎細胞
がんの治療戦略　腎部分切除の側から

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.12 大阪市

内藤　美季　　　小和田悠貴
福原　秀雄　　　甲田俊太郎
繁田　正信

当院における去勢抵抗性前立腺癌に対
するドセタキセルの治療経験

第 158 回日本泌尿器科学会広島地
方会

2015.12.19 広島市

小和田悠貴　　　内藤　美季
福原　秀雄　　　甲田俊太郎
繁田　正信

当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術
の治療成績

第 158 回日本泌尿器科学会広島地
方会

2015.12.19 広島市

産婦人科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

治療に難渋した分娩後膣血腫の１例 第 61 回広島大学医学部産科婦人科
学教室同門会発表会

2015.02.11 広島市

友野　勝幸　　　中村　紘子
山崎　友美　　　本田　　裕
澤崎　　隆　　　水之江知哉

腹水中に印環細胞を認めた Krukenberg
腫瘍の 1 例

第 40 回日本臨床細胞学会広島県支
部総会

2015.03.14 広島市

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

術前診断が困難であった Krukenberg
腫瘍のの 2 例

第 67 回日本産婦人科学会学術講演
会

2015.04.09 前橋市

奥本　知世　　　山崎　友美
上田　朋子　　　友野　勝幸
中村　紘子　　　本田　　裕
澤崎　　隆　　　水之江知哉

当 院 で 経 験 し た CAOS（Chronic 
Abruption-Oligohydramnios Sequence）
の 4 例

第 51 回日本周産期・新生児医学会
総会

2015.07.10 福岡市

本田　　裕　　　上田　朋子
友野　勝幸　　　山崎　友美
中村　紘子　　　澤崎　　隆
水之江知哉

切迫早産の病状列にみた早産率の検討 第 51 回日本周産期・新生児医学会
総会

2015.07.10 福岡市

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

当院における超緊急帝王切開の検討 第 51 回日本周産期・新生児医学会
総会

2015.07.10 福岡市

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

治療に難渋した分娩後膣血腫の１例 第 51 回日本周産期・新生児医学化
学術集会

2016.07.10 福岡市

National Hospital Organization 
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綱掛　　恵　　　山崎　友美
加藤　俊平　　　友野　勝幸
中村　紘子　　　本田　　裕
澤崎　　隆　　　水之江知哉

PRES を呈した子癇の 3 症例 第 66 回日本産科婦人科学会総会 2015.08.03 広島市

友野　勝幸　　　中村　紘子
山崎　友美　　　本田　　裕
澤崎　　隆　　　水之江知哉

子宮頸部扁平上皮癌Ⅱ期の治療方法と
再発様式の検討

第 57 回日本婦人科腫瘍学会学術講
演会

2015.08.07 盛岡市

加藤　俊平　　　友野　勝幸
山崎　友美　　　中村　紘子
本田　　裕　　　水之江知哉

preterm premature rupture of 
membranes（PPROM）の予測因子の
検討

第 68 回中国四国産科婦人科学会総
会ならびに学術講演会

2015.09.05 倉敷市

綱掛　　恵　　　友野　勝幸
加藤　俊平　　　山崎　友美
中村　紘子　　　本田　　裕
澤崎　　隆　　　水之江知哉

Posterior reversible encephalopathy 
syndrome（PRES）を呈した子癇の3症例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

友野　勝幸　　　加藤　俊平
山崎　友美　　　中村　紘子
本田　　裕　　　澤崎　　隆
水之江知哉

術前診断に苦慮した Krukenberg 腫瘍
の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

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

術前診断に苦慮した Krukenberg 腫瘍
の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

澤崎　　隆　　　加藤　俊平
友野　勝幸　　　山崎　友美
中村　紘子　　　本田　　裕
水之江知哉

卵巣癌におけるEp-CAM,LAD-1,Claudli-
3,TADG-12D&TADG-14Variant,HBp17
の発現

第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29 京都府

友野　勝幸　　　澤崎　　隆
加藤　俊平　　　山崎　友美
中村　紘子　　　本田　　裕
水之江知哉

当院における ASC-H 症例の検討 第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 2015.11.21 名古屋市

眼科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

湯浅　知世　　　石田　由美 就学時検診を契機に発見された小児脳
腫瘍の 1 例

第 74 回広島県眼科地方会 2015.11.15 広島市

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

西　　康行　　　立川　隆治
大林　敦人　　　多田　　誠

術後セツキシマブ併用放射線治療が有
効であった甲状腺未分化癌の 1 例

第 39 回日本頭頸部癌学会　第 4 回
アジア頭頸部癌学会

2015.06.03 神戸市

放射線科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

松浦　範明　　末岡　敬浩
三好　裕美　　秋山　直子
豊田　尚之

左腎門部由来の孤立性線維性腫瘍の 1
例

第 29 回日本腹部放射線学会 2015.06.19 浜松市

Maeda Y
Honda Y ＊

Iida M ＊

Hukumoto W ＊

Kajiwara K ＊

Kaichi Y ＊

Date S ＊

Awai K ＊

Goto K ＊

Sentani K ＊

Yasui W ＊

Kitano H ＊

Kajiwara M ＊

Matsubara A ＊

Tsuji S ＊

Kuroda N ＊

Higaki T ＊

Tubulocystic carcinoma in the left kid-
ney with lymphnode metastasis:A case 
report

第 29 回日本腹部放射線学会 2015.06.19 浜松市

石脇　清史 Cross calibration of the ionization 
chamber dosimeter by use of Tomo-
therapy

第 110 回医学物理学会 2015.09.17 札幌市
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山根　明哲 Preliminary study of dose distribution 
in the vicinity of dental prostheses us-
ing

第 110 回医学物理学会 2015.09.17 札幌市

豊田　尚之　　　松浦　範明
太刀掛俊浩　　　三好　裕美
前田　陽子　　　粟井　和夫

PTP 誤飲における CT の役割 - 臨床背
景も含めて -

第 51 回日本医学放射線学会　秋季
臨床大会

2015.10.02 盛岡市

前田　陽子　　　豊田　尚之
松浦　範明　　　太刀掛俊浩
三好　裕美　　　倉岡　和矢
粟井　和夫

低異型度虫垂粘液性腫瘍（LAMN）の
画像的・臨床的検討

第 51 回日本医学放射線学会　秋季
臨床大会

2015.10.02 盛岡市

豊田　尚之　　　松浦　範明
太刀掛俊治　　　三好　裕美
前田　陽子　　　粟井　和夫＊

PTP 誤飲における CT の役割 - 臨床背
景も含めて -

第 51 回日本医学放射線学会秋季臨
床大会抄録集

2015.10.02 盛岡市

前田　陽子　　　豊田　尚之
松浦　範明　　　太刀掛俊治
三好　裕美　　　倉岡　和矢
粟井　和夫＊

低異型度虫垂粘液性腫瘍（LAMN）の
画像的・臨床的検討

第 51 回日本医学放射線学会秋季臨
床大会抄録集

2015.10.02 盛岡市

定岡　大祐 CT color mapping fusion image を用い
た、骨粗鬆症性骨折椎体の骨癒合過程
に対する視覚的評価方法

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

久保　英文 Microscopy-coil を用いた TFCC 描出に
関する 3D-multiple Fast Field Echo の
検討

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

浅原　　徹 PROSET 法を併用した TOP MRA の描
出に関する検討

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

放射線治療科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

北川　浩樹＊　　吉満　政義＊

恵美　　学＊　　向田　秀則＊

平林　直樹＊　　多幾山　渉＊

幸　慎太郎　　　伊東　　淳＊

金子　真弓＊

直腸癌に対する術前放射線化学療法の
治療成績

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.07.15 浜松市

病理診断科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

組織切片自動作製装置の標本作製精度
の向上を目指して

国立病院機構　呉医療センター・
中国がんセンター第 33 回院内研究
発表会

2015.02.08 呉市

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
内膜症の 1 例

国立病院機構　呉医療センター・
中国がんセンター第 33 回院内研究
発表会

2015.02.08 呉市

谷山　大樹　　　齊藤　彰久
倉岡　和矢　　　小田切数基
清水　洋祐　　　松尾　俊宏
谷山　清己

腹腔内腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会　第 116 回スライドカンファレ
ンス

2015.02.14 岡山市

坂根　潤一　　　中川裕可里
安村奈緒子　　　田中　美帆
西村　俊直　　　仲野　秀樹
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
倉岡　和矢　　　尾上　隆司
谷山　清己

病理検査技師の新たな挑戦 第 32 回広島県医学検査学会 2015.03.01 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
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
尾上　隆司　　　倉岡　和矢
谷山　清己

免疫染色におけるコントロール標本の
検討

第 32 回広島県医学検査学会 2015.03.01 広島市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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中川裕可里　　　井上　三鈴
安村奈緒子　　　田中　美帆
坂根　潤一　　　西村　俊直
仲野　秀樹　　　谷山　大樹
齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
尾上　隆司　　　谷山　清己

組織切片自動作製装置を用いた病理業
務効率化の検討

第 32 回広島県医学検査学会 2015.03.01 広島市

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

消化器内科との連携による膵 EUS-FNA
迅速診断への取り組み

第 40 回日本臨床細胞学会広島支部
総会（第 56 回広島細胞診学会）

2015.03.14 広島市

谷山　大樹　　　坂根　潤一
齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

胃腺腫の長期経過に関する検討 第 104 回日本病理学会総会 2015.04.30 名古屋市

齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　大樹　　　坂根　潤一
谷山　清己

右大腿皮下に生じた原発性皮膚 gamma-
delta T 細胞リンパ腫の１例

第 104 回日本病理学会総会 2015.04.30 名古屋市

倉岡　和矢　　　谷山　大樹
齊藤　彰久　　　坂根　潤一
谷山　清己

自動画像解析機器による浸潤性乳癌の
Ki-67 指数解析

第 104 回日本病理学会総会 2015.04.30 名古屋市

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

低異型度扁平上皮内病変進行における
DNA メチル化異常

第 104 回日本病理学会総会 2015.04.30 名古屋市

市原　　周＊　　今井　俊介＊

谷山　清己
乳癌基礎研究会
乳腺診断病理学の諸問題

第 104 回日本病理学会総会 2015.04.30 名古屋市

法木　左近＊　　丸山理留敬＊

桂　　義久＊　　倉岡　和矢
病理解剖と死後画像研究会
病理解剖と死後画像との対比と協働

第 104 回日本病理学会総会 2015.04.30 名古屋市

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

免疫染色に用いるコントロール標本管
理の検討

第 64 回日本医学検査学会 2015.05.16 福岡市

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

DNA メチル化解析を用いた子宮頸部病
変進行の検討

第 64 回日本医学検査学会 2015.05.17 福岡市

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　　　齊藤　彰久
倉岡　和矢　　　谷山　清己

尿検体における液状処理細胞診 Cell-
prep の細胞学的評価

第 56 回日本臨床細胞学会総会 2015.06.13 松江市

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

膵 EUS-FNA 迅速細胞診を導入して 第 56 回日本臨床細胞学会総会 2015.06.13 松江市

藤本貴美子＊　　山下　大貴＊

立山　義朗＊　　坂根　潤一
西村　俊直　　　戸田　　環
齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

尿細胞診における NPM22 と
UroVysionFISH 併用による癌検出の評価

第 56 回日本臨床細胞学会総会 2015.06.13 松江市

齊藤　彰久　　　西村　俊直
坂根　潤一　　　田中　美帆
安村奈緒子　　　谷山　大樹
倉岡　和矢　　　谷山　清己

左大腿滑膜肉腫の１例 第 56 回日本臨床細胞学会総会 2015.06.13 松江市

田中　美帆　　　菅　亜里紗
末田　朝子　　　安村奈緒子
坂根　潤一　　　西村　俊直
仲野　秀樹　　　在津　潤一
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
倉岡　和矢　　　尾上　隆司
谷山　清己

組織切片自動製作装置の導入と効果
～薄切りの精度向上を目指して～

第 42 回呉地区七夕学会 2015.06.20 呉市

倉岡　和矢　　　在津　潤一
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
繁田　正信　　　谷山　清己

腎盂腫瘍 日本病理学会中国四国支部学術集
会　第 117 回スライドカンファレ
ンス

2015.06.27 米子市

倉岡　和矢　　　齊藤　彰久
森井　奈央＊　　尾﨑　慎治
谷山　清己

自動画像解析機器による Ki-67 指数解析 第 23 回日本乳癌学会学術総会 2015.07.02 東京都
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谷山　大樹　　　在津　潤一
齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
河野　博孝　　　伊禮　俊充
谷山　清己

肝腫瘍 広島病理集談会 2015.07.18 広島市

坂根　潤一　　　菅　亜里沙
安村奈緒子　　　田中　美帆
西村　俊直　　　仲野　秀樹
谷山　大樹　　　在津　潤一
尾上　隆司　　　倉岡　和矢
谷山　清己

DNA メチル化解析を用いた子宮頸部低
異型度病変の進行予測

第 3 回 国立病院臨床検査技師協会
中国四国支部学会

2015.09.05 岡山市

安村奈緒子　　　菅　亜里沙
田中　美帆　　　坂根　潤一
西村　俊直　　　仲野　秀樹
谷山　大樹　　　在津　潤一
齊藤　彰久　　　尾上　隆司
倉岡　和矢　　　谷山　清己

組織切片自動薄切装置の運用と効果 第 3 回 国立病院臨床検査技師協会
中国四国支部学会

2015.09.05 岡山市

田中　美帆　　　菅　亜里沙
安村奈緒子　　　坂根　潤一
西村　俊直　　　仲野　秀樹
在津　潤一　　　谷山　大樹
齊藤　彰久　　　尾上　隆司
倉岡　和矢　　　谷山　清己

組織切片自動作製装置の導入と作業効
率向上に向けて

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

谷山　大樹　　　谷山　清己
倉岡　和矢　　　在津　潤一
齊藤　彰久　　　仙谷　和弘＊

大上　直秀＊　　安井　　弥＊

胃腺腫の長期経過に関する検討 第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

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

DNA 異常メチル化解析は子宮頸部重層
扁平上皮内低位型度病変の予測に有用
である

第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

倉岡　和矢　　　齊藤　彰久
谷山　大樹　　　在津　潤一
坂根　潤一　　　谷山　清己

乳癌の Ki-67 指数自動解析の重要性 第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　大樹　　　在津　潤一
坂根　潤一　　　谷山　清己

前立腺癌 ERG 蛋白発現に関する免疫組
織化学的検討

第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

倉岡　和矢　　　在津　潤一
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
繁田　正信　　　谷山　清己

乳癌の Ki-67 指数自動解析の重要性 第 74 回日本癌学会学術総会 2015.10.08 名古屋市

倉岡　和矢　　　在津　潤一
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
坂根　潤一　　　高田　　隆
谷山　清己　　　柳沢　俊良＊

敗血症性ショックを来した混合性結合
組織病の一解剖例

第 61 回日本病理学会秋期特別総会 2015.11.05 東京都

谷山　大樹　　　谷山　清己
倉岡　和矢　　　在津　潤一
齊藤　彰久　　　安井　　弥＊

腸間膜原発明細胞腺癌の 1 例 第 61 回日本病理学会秋期特別総会 2015.11.05 東京都

倉岡　和矢　　　田中　美帆
末田　朝子　　　管　亜理紗
坂根　潤一　　　西村　俊直
在津　潤一　　　谷山　大樹
齊藤　彰久　　　戸田　　環
谷山　清己

膵 EUS-FNA 迅速細胞診の有用性に関
する検討

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 2015.11.21 名古屋市

在津　潤一　　　倉岡　和矢
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
末田　朝子　　　菅　亜理紗
安村奈緒子　　　田中　美帆
坂根　潤一　　　戸田　　環
西村　俊直　　　谷山　清己

尿細胞診により診断された前立腺小細
胞癌の１例

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 2015.11.21 名古屋市

安村奈緒子　　　菅　亜理紗
田中　美帆　　　坂根　潤一
西村　俊直　　　戸田　環
谷山　大樹　　　在津　潤一
齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

子宮頚部原発びまん性大細胞型 B 細胞
性リンパ腫の１例

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 2015.11.21 名古屋市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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坂根　潤一　　　末田　朝子
管　亜里砂　　　安村奈緒子
田中　美帆　　　西村　俊直
谷山　大樹　　　在津　潤一
齊藤　彰久　　　倉岡　和矢
谷山　清己

子宮頸部重層扁平上皮癌に進展する早
期病巣の DNA メチル化異常解析につい
て

第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会 2015.11.21 名古屋市

齊藤　彰久　　　谷山　大樹
在津　潤一　　　倉岡　和矢
木戸　みき　　　髙蓋　寿朗
谷山　清己

肝病変 日本病理学会中国四国支部学術集
会（第 118 回スライドカンファレ
ンス）

2015.12.05 岡山市

在津　潤一　　　倉岡　和矢
谷山　大樹　　　齊藤　彰久
濱田　宜和　　　谷山　清己

右肩甲部皮下腫瘤 第 65 回広島病理集談会 2015.12.19 広島市

麻酔科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

田嶋　　実　　　森脇　克行
栗田　茂顕

切迫気道閉塞症状を呈した舌膿症の 2
症例

第 2 回日本集中治療医学会学術集
会

2015.02.09 東京都

豊田有加里　　　森脇　克行
橋本　　賢　　　城山　和久
田嶋　　実　　　讃岐美佳子

腹腔鏡下肝切除術中の CO2 呼出量に関
する検討－腹腔鏡下結腸切除術との比
較

日本麻酔科学会第 62 回学術集会 2015.05.28 神戸市

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

直線加圧測定方式の非観血血圧計は修
正型電気けいれん療法時に使えるか？

日本麻酔科学会第 62 回学術集会 2015.05.29 神戸市

藤井　聖士　　　森脇　克行
橋本　　賢　　　城山　和久
栗田　茂顕　　　豊田有加里

術前心エコー所見が陽性となる術前患
者背景因子と安静時心電図所見の検討

日本麻酔科学会第 62 回学術集会 2015.05.29 神戸市

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

術後持続硬膜外鎮痛の中止症例の検討 日本麻酔科学会第 62 回学術集会 2015.05.30 神戸市

豊田有加里　　　讃岐美佳子
森脇　克行

修正型電気痙攣療法（ｍ ECT）におけ
る加圧型非観血的自動血圧計の使用経
験

第 12 回麻酔科学サマーセミナー 2015.06.27 名護市

豊田有加里　　　杉本　由紀
栗田　茂顕　　　藤井　聖士
橋本　　賢　　　森脇　克行

異所性妊娠卵管破裂に対する緊急手術
中の輸血により輸血関連急性肺障害

（TRALI）を発症した 1 例

日本麻酔科学会　中国・四国支部
第 52 回学術集会

2015.09.05 岡山市

豊田有加里　　　栗田　茂顕
森脇　克行

超音波エコーによる内頚静脈横径の左
右差に関する検討

日本心臓血管麻酔学会　第 20 回学
術大会

2015.10.10 福岡市

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

PCPS バックアップ下に巨大気管腫瘍に
対する気管管状切除を行った１例

日本臨床麻酔学会第 35 回大会学術
集会・総会

2015.10.22 横浜市

緩和ケア科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

砂田　祥司　　　板垣　　圭
實森　直美　　　小杉　恭子
中西　貴子　　　小川　喜通

症状評価ツールの院内統一化 第 20 回日本緩和医療学会学術大会 2015.06.18 横浜市

緩和ケアチーム
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

小川　弘太　　　章　　勇気
隈本江梨子　　　小川　喜通
市場　泰全　　　福田　聖子
實森　直美　　　森井　奈央
尾﨑　慎治　　　板垣　　圭
砂田　祥司

モーズ軟骨の粘稠度・成分比率の検討
により局所コントロールが可能となっ
た進行乳がん患者の１例

第 20 回日本緩和医療学会学術大会 2015.06.19 横浜市

實森　直美　　　板垣　　圭
砂田　祥司　　　竹林　　実
大盛　　航　　　小川　弘太
隈本江梨子　　　小川　喜通
尾﨑　慎治　　　森井　奈央

緩和ケアチームの介入によりうつ病と
診断され、電気けいれん療法が奏功し
抗がん治療を継続できた乳がん患者の
１例

第 20 回日本緩和医療学会学術大会 2015.06.19 横浜市
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歯科口腔外科・歯科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

坂田　恵子　　　加登山千恵
河野　裕子　　　関德　蔦恵
小原　諒子　　　田中　浩二

当院における周術期口腔機能管理の現
状と今後の課題

第 12 回口腔ケア学会学術大会 2015.06.27 下関市

加登山千恵　　　坂田　恵子
河野　裕子　　　関德　蔦恵
小原　諒子　　　田中　浩二

当科呼吸器ケアチーム、（Respiratory 
Care Team: RCT）における歯科介入の
現状

第 12 回口腔ケア学会学術大会 2015.06.27 下関市

前田　雄洋 Successful hemodialysis of hyper-
phosphatemia and hyperammonemia 
caused by oralintake of powdery extin-
guishant.

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

高砂　　健 急性の感覚性運動失調型神経障害で発
見された肺混合型小細胞癌の１例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

永田　秀樹 国内感染で発症した腸チフスの 1 例 第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

弓場　智雄 成人発症アレルギー性紫斑病の 2 例 第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

三好　博実 ランゲルハンス細胞組織球症により下
垂体後葉機能低下と GHD を発症した 1
例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

江藤　　太 亜急性に進行した辺縁系脳炎発症後に
低 Na 血症を合併した 76 歳男性の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

奥本　知世 乳糜胸水を契機に発見された進行胃癌
の 1 例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

薬剤部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

森貞　尚之　　　魚尾　佳奈
谷保　智美　　　満井　尚子
小谷　智美　　　竹山　知志
小川　善通　　　市場　泰全
宮武　志帆　　　白野　容子
鳥居　　剛　　　桑原　正樹
冨永　春海　　　山下　芳典

病棟常駐薬剤師配置に伴う栄養サポー
トへの関与

第 31 回日本静脈経腸栄養学会 2015.02 福岡市

宮崎　　緑　　　森貞　尚之
市場　泰全　　　山下　芳典
他

病棟在駐薬剤師配置に伴う栄養サポー
トへの

第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術
集会

2015.02.12 神戸市

谷口　仁司 ベバシズマブ使用時における肺がん患
者の血圧上昇に関する要因ついての後
方的検討

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

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 造影カテーテルが断裂した 1 例 2015 Winter interventional 
Conference

2015.01.30 北海道

久恒　一馬　　　原　　和信 MPPV のセッティングとアラーム対処 第 6 回呉心不全陽圧セミナー 2015.02.07 呉市

岡野　慎也　　　原　　和信 ベッドサイドモニター、送信機の定期
点検導入におけるコスト評価

第 40 回広島県病院学会 2015.02.15 広島市

久恒　一馬 IFR（瞬時血流予備量比）の有用性の検
討

病院発表会 2015.02.28 呉市

入船　竜史　　　原　　和信
市川　峻介

空気加圧における高濃度酸素吸入を目
指したデバイスの検討

第 6 回日本高気圧環境潜水医学会
中国四国地方会

2015.03.14 宇部市

多賀谷正志　　　原　　和信
半田　宏樹

当院におけるペースメーカーフォロー
アップ記録システム

日本医工学治療学会第 31 回学術大
会

2015.03.29 広島市

市川　峻介　　　原　　和信
多賀谷正志

当院の医療機器管理システム CEIA 
System の現状

第 2 回全国国立病院機構臨床工学
技士学術大会

2015.04.26 東京都

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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岡野　慎也　　　原　　和信 ベッドサイドモニター、送信機の定期
点検導入によるコスト変化

第 2 回全国国立病院機構臨床工学
技士学術大会

2015.04.26 東京都

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

人工心肺回路は 120 時間スタンバイ状
態でも無菌状態を保持できる

第 106 回日本循環器学会中国・四
国合同地方会

2015.06.20 松山市

入船　竜史　　　松田　守弘
多賀谷正志

ペースメーカー植え込み直後のペーシ
ング不全に対して Wedensky 効果の関
与が疑われた 1 症例

第 49 回ペーシング治療研究会 2015.09.05 広島市

久恒　一馬　　　松田　守弘
多賀谷正志

瞬間血流予備量比（iFR）の有用性の検
討

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

半田　宏樹 Reactive ATP の使用経験 第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

多賀谷正志　　　田村　　律
原　　和信

ペースメーカーフォローアップデータ
管理の工夫とその運用

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

臨床検査科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

中川　智博　　　河野　亜衣
吉崎　瑞穂　　　宮崎　純子
仲野　秀樹

Myeloid/NK 前駆細胞性急性白血病 第 64 回日本医学検査学会 2015.05.17 福岡市

吉川　直輝　　　久保　文香
藤澤　宏樹　　　齋藤　幸枝
出口せりな　　　笠井　　昇
仲野　秀樹　　　尾上　隆司

強寒冷凝集によって輸血検査が困難と
なった 1 症例

第 3 回国立病院臨床検査技師協会
　中国四国支部学会

2015.09.06 岡山市

吉川　直輝　　　久保　文香
藤澤　宏樹　　　齋藤　幸枝
出口せりな　　　笠井　　昇
仲野　秀樹　　　尾上　隆司

強寒冷凝集によって輸血検査が困難と
なった一症例

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

藤澤　宏樹　　　久保　文香
吉川　直輝　　　齋藤　幸枝
出口せりな　　　笠井　　昇
仲野　秀樹

総ビリルビンが異常低値を示した原発
性マクログロブリン血症の 1 例

第 48 回中四国支部医学検査学会 2015.11.07 米子市

栄養管理室
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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、じょくそう
防止対策チーム、栄養サポートチーム
からなるチーム医療間のコラボレー
ション：ＴＣＳＡ

第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術
集会

2015.02.12 神戸市

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

体重のセルフコントロールを可能にす
るカーボカウント習得フローチャート
の導入

第 58 回日本糖尿病学会年次学術集
会

2015.05.23 下関市

小倉　千明　　　大河内友美
白野　容子　　　楠　　雄斗
松田　眞弥　　　高濱　みほ
髙松　理央　　　槙田　香子
炭谷　容子　　　窪田真喜子
坪川　典史　　　原田　洋明
山下　芳典

肺切除周術期の包括的呼吸リハビリ
テーションにおける栄養士の関わり ～
BCAA 摂取について～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

白野　容子　　　中尾　美恵
神原知佐子　　　普家由香理
宮武　志帆　　　井手　　孝
大河内友美　　　岡本　理恵
根本眞理子　　　竹内　治子

オリジナルの栄養管理計画書立案手順
書の利用効果

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

2015年（平成 27年）度　年 報



業
　
　
績

宮武　志帆　　　岡　　美季
濱野　真実　　　生田　里奈
村山　万純　　　野口　真菜
小倉　千明　　　大河内友美
小原　諒子　　　松川　陽平
佐藤　恵美　　　谷保　智美
森下　早苗　　　白野　容子
坂田　恵子　　　在津　潤一
山口　　厚　　　鳥居　　剛
山下　芳典

当院におけるがん患者に対する NST の
取り組み

第 8 回日本静脈経腸栄養学会中国
支部学術集会

2015.12.05 下関市

看護部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

下高　美和　　　富永　春海
田寺加代子　　　竹山　知志
金子　幸代

当院の流行性ウイルス疾患に対する取
り組み

第 30 回日本環境感染学会総会・学
術集会

2015.02.21 神戸市

竹田明希子　　　宮加谷靖介 電子カルテ使用不能時おける入院患者
に対する治療継続のための紙カルテ運
用の検討

第 20 回日本集団災害医学会総会・
学術集会

2015.02.26 立川市

面谷　秀子　　　小杉　恭子 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学術集会 2015.03.01 横浜市

石橋　桃子 地域における糖尿病啓蒙活動の試み～病
院祭り「メディカルフェスタ」での血糖
測定を通じて～

第 58 回日本糖尿病学会
年次学術集会

2015.05.23 下関市

竹田明希子 集中治療領域における人工呼吸器離脱
チームにおける活動

第 106 回日本循環器学会
中国・四国合同地方会

2015.06.19 松山市

實森　直美 緩和ケアチームの介入によりうつ病と
診断され、電気けいれん療法が奏効し
抗がん剤治療を継続できた乳がん患者
の一例

第 20 回日本緩和医療学会学術集会 2015.06.20 横浜市

長畑　美沙 修正型電気けいれん療法を受ける患者
へのオリエンテーション
－独自に作成した動画を用いての患者
への影響－

第 6 回日精神科看護技術協会
広島県支部中部地区研修会

2015.09.02 呉市

和田かおり 緩和ケア病棟の看護師のバーンアウトの
現状と回復への支援の検討

第 46 回日本看護学会学術集会
－慢性期看護－

2015.09.03 福島市

古谷　優佳 １泊２日入院と２泊３日入院における
前立腺生検前後のストレス因子の違い

第 11 回中国四国地区
国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

2015.09.12 下関市

先城千恵子 クリティカル領域の看護師と緩和ケア
領域の看護師の終末期ケアにおけるジ
レンマ

第 11 回中国四国地区
国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

2015.09.12 下関市

吉迫友紀美 乳がん患者の病気に対する意識調査 第 11 回中国四国地区
国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

2015.09.12 下関市

木村　江美 放射線治療を受ける頭頸部がん患者の
放射線皮膚炎に対するセルフケアの因
子に関する研究

第 11 回中国四国地区
国立病院機構・国立療養所
看護研究学会

2015.09.12 下関市

大西奈津紀 骨粗鬆症性骨折により入院となった患
者家族における骨粗鬆症に対する意識
調査－整形外科待機入院患者家族との
比較－

第 17 回日本骨粗鬆症学会 2015.09 .17 広島市

佐伯　美衣 中心静脈カテーテル挿入部固定ドレッ
シング剤による皮膚トラブルについて
の看護師の意識調査 ～ドレッシング材
の選択判断に注目して～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

鴫田　保美 A 病院における看護師の職務満足の特
徴

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

永矢　恵梨 手術室における看護ケアの質の評価 －
手術室看護師の看護ケア満足度と患者
満足度を比較して－

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

岩本実奈実 新人看護師に求める「思いやりと共感を
もった態度」に対する指導の一考察
－看護師間の指導・評価の差に着目して－

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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濱田真之介 社会人経験のある 4 年目以上の看護師
の職場定着要因

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

天田　靖子 ネーザルハイフローの有益性に関する
検討
～開心術後の呼吸補助デバイスとして
の役割～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

加島　愛子 治療困難ながん患者の意思決定に関す
る看護師へのニーズ

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.03 札幌市

栗原　広子 急性期における新生児の体表温度と測
定部位との関係性

第 25 回日本新生児看護学会
学術集会

2015.10.24 盛岡市

竹田明希子 診療看護師（Japanese nurse　
practitioner）のよりよい研修体制を確
立する上での課題

日本 NP 学会　第 1 回学術集会 2015.11.14 大分市

有長　織恵　　　藤木　悦子
楠　　雄斗　　　松田　眞弥
高橋　雄介　　　高濱　みほ
林　　宏則　　　小倉　千明
白野　容子　　　坪川　典史
原田　洋明　　　山下　芳典

肺切除術当日における超早期離床と経
口摂取開始～多職種チーム体制による
取り組み～

第 5 回日本リハビリテーション栄
養研究学術集会

2015.11.28 広島市

上野　範子 呼吸器疾患の終末期看護に携わる 2 ～ 3
年目看護師の思い－困難・苦悩に焦点
をあてて－

第 13 回国立病院看護研究学会
学術集会

2015.11.28 千葉市

岡田　優子 エピルビシンによる静脈炎防止に向け
ての対策
－投与時間と静脈炎発症率の関係－

第 13 回国立病院看護研究学会
学術集会

2015.11.28 千葉市

萬谷友加里 学生が望む実習環境について
－看護師との関わりを通して－

第 13 回国立病院看護研究学会
学術集会

2015.11.28 千葉市

山本　美香 看護師を対象にした言語聴覚士による
嚥下勉強会の効果

第 8 回日本静脈経腸栄養学会
中国支部学術集会

2015.12. 5 山口市

看護学校
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

後藤　尚子 臨地実習における学生の不安と学習意
欲の関係

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

診療情報管理室
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

赤木涼太郎 閉塞性黄疸により ENBD を施行した症
例の原疾患に焦点をあてた検証

第 17 回日本医療マネジメント学会
学術総会

2015.06.12 大阪市

赤木涼太郎　　　鳥居　　剛
松古冨美子　　　久保めぐみ
河本　佳子　　　西村　千絵
阿津地翔子　　　堀江あゆみ

当院における大腸癌の同一分類に属す
る化学療法の検証

第 41 回日本診療情報管理学会学術
大会

2015.09.17 岡山市

堀江あゆみ　　　鳥居　　剛
松古冨美子　　　久保めぐみ
河本　佳子　　　西村　千絵
阿津地翔子

DPC データを活用した慢性硬膜下血腫
の検証

第 41 回日本診療情報管理学会学術
大会

2015.09.17 岡山市

阿津地翔子　　　鳥居　　剛
松古冨美子　　　久保めぐみ
河本　佳子　　　西村　千絵
阿津地翔子　　　堀江あゆみ

電子カルテに対応した医師の監査用紙
の変更前後の比較

第 41 回日本診療情報管理学会学術
大会

2015.09.17 岡山市

赤木涼太郎　　　松古冨美子
久保めぐみ　　　河本　佳子
西村　千絵　　　阿津地翔子
堀江あゆみ　　　鳥居　　剛

当院における大腸癌の同一分類に属す
る化学療法の検証

第 41 回診療情報管理学会学術大会 2015.09.17 岡山市

阿津地翔子　　　松古冨美子
久保めぐみ　　　河本　佳子
西村　千絵　　　赤木涼太郎
堀江あゆみ　　　鳥居　　剛

電子カルテに対応した医師の相互監査
用紙の変更前後の比較

第 41 回診療情報管理学会学術大会 2015.09.17 岡山市

西村　千絵　　　松古冨美子
久保めぐみ　　　赤木涼太郎
鳥居　　剛

DPC 資料に基づいた肺がん化学療法パ
ス改訂に係る診療情報管理士の取組み

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市
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久保めぐみ　　　鳥居　　剛
松古冨美子　　　河本　佳子
西村　千絵　　　赤木涼太郎
阿津地翔子　　　堀江あゆみ

当院における産婦人科領域の在院日数
短縮に向けた取組みについて ～医師の
意向に沿ったデータ作成の必要性～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

石井　里絵　　　松古冨美子
久保めぐみ　　　河本　佳子
西村　千絵　　　赤木涼太郎
阿津地翔子　　　堀江あゆみ
山本　典子　　　鳥居　　剛

肺炎症例における入院期間尺度 2.0 を目
指した取り組み

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

松古冨美子　　　鳥居　　剛
久保めぐみ　　　河本　佳子
西村　千絵　　　赤木涼太郎
阿津地翔子　　　堀江あゆみ
山本　典子　　　石井　里絵
萩野　勝司

平均在院日数を長期化させる入院期間
尺度 3.0 以上の症例の検討

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

西村　千絵　　　松古冨美子
久保めぐみ　　　河本　佳子
阿津地翔子　　　堀江あゆみ
赤木涼太郎　　　鳥居　　剛

DPC 資料に基づいた肺がん化学療法パ
ス改訂に係る診療情報管理士の取組み

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

久保めぐみ　　　松古冨美子
河本　佳子　　　西村　千絵
阿津地翔子　　　堀江あゆみ
赤木涼太郎　　　鳥居　　剛

当院における産婦人科領域の在院日数
短縮に向けた取組みについて ～医師の
意向に沿ったデータ作成の必要性～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

石井　里絵　　　久保めぐみ
松古冨美子　　　久保めぐみ
河本　佳子　　　西村　千絵
阿津地翔子　　　堀江あゆみ
赤木涼太郎　　　鳥居　　剛

肺炎症例における入院期間尺度 2.0 を目
指した取り組み

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

松古冨美子　　　久保めぐみ
河本　佳子　　　西村　千絵
阿津地翔子　　　堀江あゆみ
赤木涼太郎　　　鳥居　　剛

平均在院日数を長期化させる入院期間
尺度 3.0 以上の症例の検証

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

地域医療連携室
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

大石　　愛 ボランティアがチームの一員になるた
めに ～充足感と活動意欲向上のための
取組み～

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

事務部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

三井　　潤 担当業務の見える化 第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

石田　博志 DPC 検証委員会資料の簡明化について 第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

村瀬　広治 「よろず相談窓口　対応マニュアル」作
成による業務の効率化

第 69 回国立病院総合医学会 2015.10.02 札幌市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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神経内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Yoshimasa Sueda
Naohisa Hosomi
Miwako Tsunematsu
Kazuhiro Takamatsu
Eiichi Nomura
Tsuyoshi Torii
Toshiho Ohtsuki
Shiro Aoki
Tomoya Mukai
Tomohisa Nezu
Masayuki Kakehashi
Masayasu Matsumoto; 
on behalf of HEWS-tPA 
collaborators

Eff ect of meteorological 
conditions on the risk of 
ischemic stroke events 
in patients treated with 
alteplase -Hiroshima 
Emergency Weather 
Study-tissue plasminogen 
activator (HEWS-tPA)-．

The 26th Annual Academic 
Meeting of Rajavithi Hospital

2015.02.25 Bangkok, 
Thailand

Kurasige T
Morino H ＊

Nagano Y ＊

Maruyama H ＊

Matsumoto M ＊

Rimmed vacuoles are 
positive foe RIPK1 and 
RIPK3

20th international congress of the 
world muscle society

2015.09.30 Brighton, U.K

Kurashige T
Tetsuya Takahashi T ＊

Nagano Y ＊

Sugie K ＊

Maruyama H ＊

Ueno S ＊

Matsumoto M ＊

Serum and muscular 
KL-6/MUC1 are useful 
biomarker for GNE-
myopathy.

17th World Congress of Neurology 2015.10.31 Santiago, Chile

呼吸器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Kobayasi H
Kitahara Y
Okumoto J
Sasaki K
Nakano K
Mizunoe T
Hatanaka N
Taniyama K

AL amyloidosis 
presenting persistent 
pleural eff usions:A case 
report

The 26th Annual Academic 
Meeting of Rajavithi Hospital

2015.02.25 Bangkok, 
Thailand

消化器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Okumoto T
Kuwai T
Imagawa H
Nishimura T
Iio S
Tsuboi A
Mori T
Yamaguchi A
Kouno H
Kohno H

Effi  cacy, Safety and 
Clinical Outcomes of 
Endoscopic Submucosal 
Dissection Using a 
Scissors-Type Knife 
for Early Esophageal 
Neoplasms

23 United European 
Gastroenterology Week

2015.10.24 Barcelona

Yamaguchi T
Kuwai T
Imagawa H
Nishimura T
Iio S
Tsuboi A
Mori T
Yamaguchi A
Kouno H
Kohno H

The Usefulness of 
Endoscopic Submucosal 
Dissection for Early 
Gastric Neoplasms in the 
Remnant Stomach

23 United European 
Gastroenterology Week

2015.10.24-28 Barcelona

2015年（平成 27年）度　年 報
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Yamaguchi T
Kuwai T
Imagawa H
Nishimura T
Iio S
Tsuboi A
Mori T
Yamaguchi A
Kouno H
Kohno H

Endoscopic Resection of 
Non-Ampullary Duodenal 
Epithelial Tumors: A 
Single-Center Experience

23 United European 
Gastroenterology Week

2015.10.24-28 Barcelona

Kuwai T
Nishimura T
Iio S
Tsuboi A
Mori T
Imagawa H
Yamaguchi T
Yamaguchi A
Kouno H
Kohno H

EFFICACY AND 
SAFETY OF 
ENDOSCOPIC 
SUBMUCOSAL 
DISSECTION USING AN 
ADVANCED SCISSORS-
TYPE KNIFE FOR 
EARLY COLORECTAL 
NEOPLASMS

23 United European 
Gastroenterology Week

2015.10.24-28 Barcelona

循環器内科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Segawa T
Matsuda M

Intravenous morphine is 
effective for shortening 
recovery from acute 
decompensated heart 
failure presenting 
pulmonary congestion.

20th Asian Pacific Society of 
Cardiology Congress

2015.04.29 Abu Dhabi, 
United Arab 

Emirates

Matsuda M
Segawa T

Association between 
hepatic fat content and 
cardiovascular risks in 
non-obese patients.

20th Asian Pacific Society of 
Cardiology Congress

2015.04.29 Abu Dhabi,United 
Arab Emirates

Matsuda M Different impact of serum 
docosahexaenoic acid 
and eicosapentaenoic 
acid levels on various 
disorders related to 
metabolic syndrome

State of the Heart 2015 2015.06.25 Buenos Aires, 
Argentina

Matsuda M
Segawa T
Tamura R

Gender Differences 
in Impacts of Hepatic 
Lipid Content on Insulin 
Resistance,Remnant 
Lipoproteins and 
Inflammation Associated 
with Metabolic Syndrome 
in Patients on Statin 
Therapy

American Heart Association 
Scientific Sessions 2015

2015.11.10 Orlando, Florida, 
U.S.A.

精神科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Abe H
Hisaoka-Nakashima K
Kajitani N
Okada-Tsuchioka
Itagaki K
Morioka N
Nakata Y
Takebayashi M

Antideperssants activate 
matorix metalloprotease 
(MMP) in astroglial cells: 
involvement in glial cell 
line-derived neurotrophic 
factor (GDNF) expression.

Neuroscience 2015 2015.10 Chicago, U.S.A.

Itagaki K
Shibasaki C
Omori W
Fijita Y
Nakamura M
Kajitani N
Abe H
Takebaayashi M

Factors associated with 
risk of relapse a response 
to electroconvulsive 
therapy:A comparison of 
unipolar versus bipolar 
depression.

Neuroscience 2015 2015.10.17 Chicago, U.S.A.

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



業
　
　
績

小児科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Masukane S The  16 th  Annua l  Ped i a t r i c 
Meeting of National Child Health 
2015

2015.06.24 Bangkok, 
Thailand

外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Nakahara S
Takeda Y ＊

Katsura Y ＊

Kato T ＊

Hatanaka N
Tamura S ＊

Short and middle 
term outcomes after 
laparoscopic versus 
open liver resection for 
hepatocellular carcinoma.

5th Biennial Congress of the Asian-
Pacific Hepato-Pancreato-Biliary 
Association(A-PHPBA) 

2015.03.18 Singapore, 
Singapore

Saito Y ＊

Hinoi T
Adach T
Shimomura M
Miguchi M
Niitsu H
Kochi M
Ohdan H ＊

Impact of synbiotics 
administration on 
tumorigenesis of colon 
cancer mouse model.

American Association for Cancer 
Research Annual Meeting

2015.04.18 Philadelphia, 
U.S.A.

Niitsu H ＊

Hinoi T
Kawaguchi Y
Sentani K
Ooue N
Sotomaru Y
Adachi  T
Saito Y
Miguchi M
Kochi M
Shimomura M
Yasui W
Ohdan H ＊

Gene expression profiling 
for oncogenic Kras 
mutation in mice and 
human colorectal cancer.

American Association for Cancer 
Research Annual Meeting

2015.04.18 Philadelphia, 
U.S.A.

Miguchi M
Hinoi T
Shimomura M
Adach T
Saito Y
Niitsu H
Kochi M
Sotomaru Y
Ijichi H
Ikenoue T
Shigeyasu K
Tanakaya K
Sentani K
Oue Naohide
Yasui W
Ohdan H ＊

The generation ofo 
colorecta cancer 
mouse model based on 
microsatellite instability 
and the identification 
of transforming growth 
factor-beta signal target.

American Association for Cancer 
Research Annual Meeting

2015.04.20 Philadelphia, 
U.S.A.

乳腺外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Shinji Ozaki
Mizue Terai
Ken Kageyama
Hanyin Cheng
Masshiro Ohara
Andrew E. Aplin
Michael J. Mastranjelo
Takami Sato

Abstract 3228: 
Establishment and 
characterization of 
orthotopic mouse 
models for human uveal 
melanoma hepatic 
metastases

AACR 106th Annual Meeting 2015 2015.04.18-22 Philadelphia, 
Pennsylvania

整形外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Shoji Simose
Tadahiko Kubo ＊

Jyun Fujimori
Daisuke Furuta ＊

Mitsuo Ochi ＊

Clinical significance of 
serum acid phosphatase 
as a tumor marker in 
giant cell tumor of bone

AAOS 2015.03.24-28 Las Vegas

2015年（平成 27年）度　年 報
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Hamasaki T An Effective Team 
Approach to Osteoporosis 
in Kure City: A 
Prospective trial for 
Osteoporosis-related 
fracture Prevention 
(K-POP)

8th K-INT 2015.07.23 Kure, Japan

Takahiko Hamasaki
Norikazu Hamada
Shoji Shimose
Toshihiro Matsuo
Hiroki Hachisuka
Yasunori Izuta
Ryo Mori
Shingo Okawa
Tadashi Inoue

Physical signs and 
clinical features of elderly 
patients with cervical 
myelopathy; Comparison 
of 3 different age groups 
in 100 consecutive 
operative cases

Cervical Spine Research Society 
43rd Annual Meeting

2015.12.02-04 San Diego, USA

Hamasaki T Physical signs and 
clinical features of elderly 
patients with cervical 
myelopathy:comparison of 
3different age groups in 
100 consecutive operative 
cases

Cervical Spine Research Society 
43rd Annual Meeting

2015.12.03 San Diego, Ca. 
U.S.A.

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

Miho TAKAHAMA
Yoriyuki MURATA
Tomoe IZAWA
Sinji SEWAKE
Youhei MATSUKAWA
Hironori HAYASHI
Yusuke MIMURA

Prediction of exercise-
induced-hypoxemia 
inpatients with ideopathic 
interstitial pneumonias 
without resting 
hypoxemia

APSR2015 2015.12.02 Kuala　Lumpur, 
Malaysia

Nakao J
Harada H
Handa Y
Tsubokawa N
Yamashita Y

Clinical Benefit of 
Comprehensive 
Preoperative Pulmonary 
Rehabilitation Including 
Intensive Nutritional 
Support for the Elderly, 
Low Body Weight, Lung 
Cancer Patients

20th Congress of the APSR2015 2015.12.03-06 Kuala　Lumpur, 
Malaysia

呼吸器外科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Harada H
Miyamoto K
Yamashita Y
Kuwahara M
Taniyama K
Okada M

Prognostic value of 
the protocadherin 10 
promoter methylation 
status in curatively 
resected pathological 
stage 1 non-small cell lung 
cancer

The Society of Thoracic Surgeons 
51st Annual Meeting 

2015.01.24 San Diego, U.S.A.

Tsubokawa N
Harada H
Yamashita Y

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

THE 8th KURE 
INTERNATIONAL MEDICAL 
FORUM [K-INT] in 2015

2015.07.25 Kure, Japan

Tsubokawa N The relationship between 
the malignaacy grade of 
lung adenocarcarcinoma 
with micropapillary 
pattern and the findings 
of positron emission 
tomography

THE WORLD SOCIETY CARDIO-
THORACIC SURGEONS

9/19/2015 Edinburgh

Tsubokawa N The safety and efficacy of 
fibrinogen and thrombin-
based collagen fleece 
for treatment of pleural 
injury

THE WORLD SOCIETY CARDIO-
THORACIC SURGEONS

2015.09.19 Edinburgh

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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Harada H Epigenetic Inactivation 
of MDFI Predicts Poor 
Recurrence-Free Survival 
after Complete Resection 
of Pathologic Stage I Non-
Small Cell Lung Cancer2 
has been approved for 
Poster presentation.

APSR2015 2015.12.02 Kuala　Lumpur, 
Malaysia

Harada H 3HOXD methylation 
status in the oral 
epithelium is a promising 
biomarker for lung cancer 
risk stratification2 has 
been approved for Poster 
presentation.

APSR2015 2015.12.02 Kuala　Lumpur, 
Malaysia

泌尿器科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

M.Sigeta
M.Naitou
M.Fukuhara
S.Kouda

Laparoscopic Partial 
nephrectomy for 
localized renal tumor                  
Urology-Symposium 04 
Localized RCC:what’s 
your therapeutic choice?

The 12th Asia -Pacific Congress 
of Endoscopic and Laparoscopic 
Surgery

2015.09.03 Daegu,Korea

産婦人科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Honda H The 16th Annual Pediatric 
Meeting of National Child Health 
2015

2015.06.24 Bangkok, 
Thailand

放射線診断科　
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

N.Matsuura
T.Sueoka
H.Miyoshi
N.Akiyama
N.Toyota
K.Awai 

Effect of Flip angle, scan 
delay time ,andliver 
function on gadoxetate 
disodium -enhanced MRI 
(EOB-MRI) for detectionof 
epatocellular carcinomas.

ECR (European Congress of 
Radiology)

2015.03.03-08 Viene

N.Matsuura
M.Urashima
W.Fukuma
H.Sunamori
F.Tatsugami
N.Toyota
K.Awai 

Radiation dose reduction 
at coronary artery  
calucim scoring by 
using a low tube current 
technique and hybrid 
iterative reconstruction.

J Comput Assist Tomogr 2015.03.03-08 Viene

病理診断科
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Akihisa Saito
Junichi Sakane
Yukari Nakagawa
Naoko Yasumura
Miho Tanaka
Tamaki Toda
Toshinao Nishimura
Daiki Taniyama
Kazuya Kuraoka
Kiyomi Taniyama

The usefulness of rapid 
diagnosis by  
pancreatic endoscopic 
ultrasound-guided 
fine needle aspiration 
cytology(EUS-FNA)

The 22nd Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2015.01.14 Phuket, Thailand

Miho Tanaka
Naoko Yasumura
Yukari Nakagawa
Junichi Sakane
Toshinao Nishimura
Daiki Taniyama
Akihisa Saito
Kazuya Kuraoka
Nobutaka Hatanaka
Kiyomi Taniyama

Low Grade 
Pseudomyxoma 
Peritonei:Two Case 
Reports

The 22nd Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2015.01.14 Phuket, Thailand
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Rio Takamatsu
Miho Tanaka
Toshinao Nishimura
Hideki Nakano
Takashi Onoe
Akihisa Saito
Kazuya Kuraoka
Atsushi Yamaguchi
Kiyomi Taniyama

A perioperative time 
imprinting smear was 
useful in diagnosis of a 
thymic primary atypical 
carcinoid with metastasis 
to the pancreas: A case 
report

The 22nd Thai-Japanese Workshop 
in Diagnostic Cytopathology

2015.01.14 Phuket, Thailand

Kuraoka K,aitsu J
TaniyamaD
Saito A
Ozaki S
Taniyama K

Auto-analysis for Ki-67 
Indices of Breast Cancer 
Using Specified Computer 
Software and a Virtual 
Microscopy

THE 8th KURE 
INTERNATIONAL MEDICAL 
FORUM [K-INT] in 2015

2015.07.24 Kure, Hiroshima, 
Japan

Zaitsu J
Kuraoka 
Taniyama D
 Saito A
Yamaguchi T
Kuwai T
Hatanaka N
 Tominaga H
Taniyama K

Morphologic features 
of colitic cancer and 
dysplasia in ulcerative 
colitis

NUHS―MD　Anderson Pathology 
Update 2015

2015.10.15 Singapore, 
Singapore

Kazuya Kuraoka Auto-analysis of Ki67 
index for invasive breast 
cancers

The 2nd International Forum 
for Japan and Korea  Medical 
Exchange

2015.10.17 Kure, Hiroshima, 
Japan

Kiyomi Taniyama Aberrant DNA 
methylation of DLX4 and 
SIM1 genes is a useful 
predictive marker for 
diseaseprogression of 
LSILin uterine cervix

4th International Conference and 
Exhibition on Occupational Health 
& Safety

2015.10.24-25 Toronto, Canada

Saito A
Nishimura T
Kan A
Yasumura N
Tanaka M
Toda T
Sakane J
Taniyama D
Zaitsu J
Kuraoka K
Matsuo T
Taniyama K

Synovial Sarcoma of the 
Left Thigh:　　　　　　 
A Case Report

The 14th Korea-Japan Joint 
Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2015.11.07 Yeosu, Korea

Yuyo MAEDAMD,Juichi
ZAITSU,MD,Daiki
TANIYAMA,MD,Akihisa
SAITO,DDS,Asako
SUEDA,MT,Arisa
KAN,MT,Naoko
YASUMURA,CT,Miho
TANAKA,CT,Junichi
SAKANE,CT,Tamaki
TODA,CT,Toshinao
NISHIMURA,CT,Kazuya
KURAOKA,MD,Kiyomi
Taniyama,MD,MIAC

Prostatic Small Cell 
Carcinoma Diagnosed by 
Urine Cytology: A Case 
Report

The 14th Korea-Japan Joint 
Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2015.11.07 Yeosu, Korea

Ayaka EDO,MD,Naoko
YASUMURA,CT,Arisa
KAN,MT,Miho
TANAKA,CT,Junichi
SAKANE,CT,Toshinao
NISHIMURA,CT,Daiki
TANIYAMA,MD,Juichi
ZAITSU,MD,Akihisa
SAITO,DDS,Kazuya
KURAOKA,MD,Tomoya
MIZUNOE,MD,Kiyomi
Taniyama,MD,MIAC

Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma of the Uterine 
Cervix: A Case Report

The 14th Korea-Japan Joint 
Meeting for Diagnostic 
Cytopathology

2015.11.07 Yeosu, Korea, 
Malaysia

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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臨床研究部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

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

ERAS using early enteral 
nutrition prevents 
systemic inflammatory 
response syndrome and 
infection after living donor 
liver transplantation

5th Biennial Congress of the Asian-
Pacific Hepato-Pancreato-Biliary 
Association(A-PHPBA) 

2015.03.18-21 Singapore, 
Singapore

Onoe T
Shimizu S
Ishiyama K
Ide K
Ohira M
Tahara H
Saeki Y
Tanimine N
Abe T
Ohdan H

Analysis and strategy 
for portal vein liver 
transplantation.

6th Biennial Congress of the Asian-
Pacific Hepato-Pancreato-Biliary 
Association(A-PHPBA)

2015.03.18-22 Singapore, 
Singapore

栄養管理室
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Hakuno Y
Oka M
Ikuta R
Murayama M
Noguchi M
Ogura C
Miyatake S
Ide T
Okawauchi T
Matsuta M
Yamashita Y
Taniyama K

Effect of nutritional 
education over two years 
utilizing DASH guidelines 
and a restricted sodium 
diet on target measures 
important to ischemic 
heart disease.

The 26th Rajavithi Hospital 
Annual Academic Meeting

2015.02.25 Bangkok 
Thailand

Hakuno Y
Oka M
Ikuta R
Murayama M
Noguchi M
Ogura C
Miyatake S
Ide T
Okawauchi T
Ogawa T
Kobayakawa M
Kamei N

Effect of nutritional 
education over two years 
utilizing DASH guidelines 
and a restricted sodium 
diet on target measures 
important to ischemic 
heart disease.

8th K-INT 2015.07.25 Kure, Japan

看護部
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Ikeguchi Y
Arinaga O
Okada Y
Hirata Y
Harada T
Kuwahara M
Harada H
Yamashita Y
AoshibaT
Taniyama K

Extraordinary early 
ambulation and food-
intake influence better 
outcom after video-
assisted thorac surgery

The 26th Rajavithi Hospital 
Annual Academic Meeting

2015.02.25 Bangkok, Thai

Ishibe Y A bib-assisted oxygen 
inhalation is effective 
for babies with acute 
respiratory disease

The 16th Annual Pediatric 
Meeting of National Child Health 
2015  'Step Forward to Better 
Child Health

2015.06.25 Thailand

Nakanishi T Cancer counseling by 
nurses in association with 
pathology clinic

Euro Health Care ＆ Fitness 
Summit 2015

2015.09.02 Spain
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研修医
演者名 演題名 学会名 発表日 開催場所

Okumoto T The 16th Annual Pediatric 
Meeting of National Child Health 
2015

2015.06.24 Bangkok, 
Thailand

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



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 当院における糖尿病病診連携の現状と展望 第 11 回呉生活習慣病地域連携パス
研究会

2015.02.05 呉市

亀井　　望 高齢者の糖尿病治療 第 2 回糖尿病合併症を考える会 2015.02.18 広島市

亀井　　望 SGLT2 阻害剤の適正使用を考える Jardiance 錠発売記念講演会 2015.03.12 広島市

亀井　　望 SGLT2 阻害薬が効果的な症例とは？ 第 17 回西区糖尿病トータルケア勉強会 2015.03.13 広島市

亀井　　望 糖尿病治療のさじ加減　～どこまでやる
の？～

安芸高田市医師会学術講演会 2015.03.17 安芸高田
市

亀井　　望 SGLT-2 阻害薬と DPP-4 阻害薬の使い分
け

ジャディアンス錠発売記念講演会 2015.04.16 呉市

亀井　　望 当院におけるインスリンと GLP-1 製剤併
用の現状

GLP1 受容体作動薬の効果を最大限
に発揮する使い方を考える

2015.05.26 呉市

亀井　　望 思春期の 1 型糖尿病患者の連携について 思春期の1 型糖尿病について考える会 2015.06.25 広島市

亀井　　望 明らかになってきたメトホルミンの作用
機序と使い方のコツ

メトホルミンファーマシーセミナー 2015.07.01 広島市

亀井　　望 高齢者糖尿病治療のポイント 島医会学術講演会 2015.07.15 江田島市

亀井　　望 低炭水化物ダイエットは是か非か？ 広島市内科医会学術講演会 2015.07.22 広島市

亀井　　望 最近の糖尿病治療 メディカルフェスタ 2015.09.26 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 がん教育について 呉市教育委員会 2015.01.22 呉市

髙蓋　寿朗 がん教育について 平成 26 年度呉市学校保健研究会 2015.01.22 呉市

伊藤　琢生 ＩＭＲＴを用いた造血幹細胞移植について 造血幹細胞移植を考える会 2015.02.20 広島市

伊藤　琢生 ＩＭＲＴを用いた造血幹細胞移植について 広島ブスルフェクス研究会 2015.02.20 広島市

腫瘍内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

平田　泰三 症例ディスカッション：ホルモン耐性の
定 義・Review,Visceral Crisis の 定 義・
Review

第 3 回 Okayama Breast Cancer 
Seminar

2015.03.27 岡山市

平田　泰三 実地臨床における、乳癌患者様の予後改
善に向けた治療について検討する

MBC の薬物療法に関する Advisory 
Board Meeting

2015.07.04 東京都

平田　泰三 学術講演会 in 呉～ F Ｎマネジメン
トの新たなる展開～

2015.08.05 呉市

神経内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

鳥居　　剛 認知症いろいろ～ DLB を中心に～ 呉内科会学術講演会 2015.03.17 呉市

土師正太郎　　末田　芳雅
富村　　光　　六車　朋子
鳥居　　剛

当院における NOAC 使用心原性脳梗塞症
患者の脳梗塞再発および脳出血発症率に
ついて

第 7 回 Stroke Conference in KURE 2015.04.23 呉市

末田　芳雅 糖尿病と脳血管障害 第 30 回広島卒中フォーラムプログラム 2015.06.20 広島市

鳥居　　剛 脳卒中治療ガイドライン 2015　- 改正点
のポイント -

安芸津病院病診連携カンファレンス 2015.07.10 東広島市

鳥居　　剛 脳梗塞二次予防　- 脳卒中治療ガイドラ
イン 2015 より -

呉脳疾患懇話会 2015.07.30 呉市
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鳥居　　剛 PD Expert Meeting in Hiroshima にて総
合討論

PD Expert Meeting in Hiroshima 2015.09.19 広島市

西田　奈生　　倉重　毅志
神原　智美　　富村　　光
土師正太郎　　末田　芳雅
鳥居　　剛

難治性の便秘から虚血性腸炎を発症し敗
血症性ショックで死亡したパーキンソン
病の八三歳女性剖検例

第 18 回呉脳疾患カンファレンス 2015.11.24 呉市

土師正太郎　　鳥居　　剛 視覚障害を呈した若年性脳梗塞症例 脳卒中地域連携パス公開事例検討会 2015.11.26 呉市

呼吸器内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

北原　良洋 短期的な筋炎による肺機能の改善効果 第 3 回肺生活習慣病勉強会 2015.01.30 広島市

循環器内科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

田村　　律 地域連携パスを利用した心血管疾患の管
理

生活習慣病予防のためのスキル
アップ研究会

2015.01.15 呉市

田村　　律 たこつぼ心筋症を極める 第22回New Horizon for Cardiology 2015.03.28 東京都

湯浅可奈子 抗凝固療法中断中に心原性脳 呉心房細動研究会 2015.04.10 呉市

田村　　律 当院における抗血栓薬運用地域連携パス
について

呉心房細動研究会 2015.04.10 呉市

松田　守弘 肥満と n-6 多価不飽和脂肪酸 第 1 回 J-ISCP 学術集会セッション 2015.06.21 京都市

岡　　俊治 LMT の治療中に Stent が脱落し回収中に
難渋した１例

Chugoku-Shikoku　Conference for 
Interventional Therapeutics

2015.09.04 岡山市

杉野　　浩 当院での血管内治療・抗血栓治療 佐伯地区・能美地区医師会学術講演会 2015.11.17 呉市

岡　　俊治 TIMI3 で終われなかった AMI の 1 例 第 1 回カテーテル治療をサイエン
スする会

2015.11.18 広島市

木下　晴之 薬剤溶出性ステント留置後に亜急性ステ
ント血栓症を繰り返した１例

呉循環器疾患ミニセミナー -DAPT
をめぐる諸問題について -

2015.12.02 呉市

精神科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

竹林　　実 最近のうつ病診断と治療について 呉市医師会学術講演会・メンタル
ヘルスケア対策研修会

2015.01.20 呉市

大盛　　航 総合病院におけるアルコール関連問題 広島アルコール関連問題ネットワーク 2015.02.15 広島市

竹林　　実 気分障害の最近の話題：グリアから ECT
まで

札幌医科大学神経精神医学講座　
教室研究セミナー

2015.12.09 札幌市

小児科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

宮河真一郎 思春期の 1 型糖尿病患者の連携について 思春期の1 型糖尿病について考える会 2015.6.25 広島市

小野　泰輔 良性乳児痙攣として治療されていた低カ
ルシウム血症の 1 例

第 291 回呉小児科医会学術講演会 2015.6.19 呉市

外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

清水　洋祐 大腸がんの治療について 日本オストミー協会 2015.03.01 呉市

檜井　孝夫 分子基盤に基づいた大腸癌のマネジメント 第 117 回広島消化器病研究会 2015.04.04 広島市

檜井　孝夫 知っておきたい高齢者に多い大腸癌の基礎
知識　～最先端治療の現場から～

第 52 回ヘルスケアセミナー 2015.04.10 広島市

中平　　伸　　井上　雅史
伊禮　俊充　　木村　優里
小田切数基　　髙橋　　元
澤田　元太　　山下　晋也
文　　正浩　　清水　洋祐
富永　春海　　畑中　信良

腹腔鏡胸腔鏡下に肝、横隔膜および肺を
合併切除した卵巣癌腹膜播種の１例

第 45 回広島肝胆膵外科手術研究会 2015.06.23 広島市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER



業
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檜井　孝夫 「大腸癌の疫学から、病理、病態、診断ま
で」「大腸癌の治療について」

第１回広島がん薬物療法セミナー 2015.07.17 広島市

檜井　孝夫 分子基盤に基づいたこれからの大腸癌治
療

第４回千駄木大腸癌化学療法セミ
ナー

2015.09.10 東京都

檜井　孝夫 消化管ストーマ 第 26 回中国ストーマリハビリテー
ション講習会

2015.10.10 広島市

鈴木　崇久 HER2 陽性切除不能　進行・再発胃癌に
対する S-1+CDDP+Trastuzumab 併用療
法

Hiroshima Oncology Group of 
Gastric Cancer

2015.10.23 広島市

清水　洋祐 呉医療センターにおけるロンサーフ使用経験 HCCS（Hiroshima Cancer 
Chemotherapy Symposium）

2015.11.25 広島市

乳腺外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

尾﨑　慎治 当院におけるエリブリン使用経験の検討 乳 癌 治 療 Meet　the Expert in 
HIROSHIMA

2015.06.16 広島市

厚井裕三子 当院におけるジーラスタの使用経験 学術講演会 in 呉～ F Ｎマネジメン
トの新たなる展開～

2015.08.05 呉市

尾﨑　慎治 乳癌について 「知って得する健康シリーズ」 2015.11.05 呉市

尾﨑　慎治 当院　乳腺領域における病診連携につい
て

呉乳がん病診連携セミナー 2015.11.17 呉市

整形外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

下瀨　省二 一般整形外科医に必要な骨・軟部腫瘍の
知識

第 124 回中部日本整形外科災害外科
学会

2015.04.10-
11

金沢市

下瀨　省二 Pearls and Pitfalls in Management of 
Soft Tissue Sarcoma

Continuing Orthopaedic Education 2015.04.20-
25

Surabaya, 
Indonesia

下瀨　省二 一般整形外科医に必要な骨腫瘍の知識 鳥取県臨床整形外科医会研修会 2015.08.20 米子市

泉田　泰典　　森　　　亮 膝・股関節痛のない人生を送ろう 第 4 回呉人工関節センター　市民講座 2015.10.07 呉市

泉田　泰典 膝の外傷について 第 7 回呉医療センターガイドライ
ン勉強会

2015.11.19 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

中尾　淳一 呼吸リハビリテーションについて 呉市呼吸療法認定士連絡会第 4 回
研修会

2015.02.21 呉市

中尾　淳一 急性期病院と地域医療のリハビリ連携に
ついて

呉市　呼吸療法認定士連絡会　第 4
回研修会

2015.02.21 呉市

高濱　みほ 呼吸器リハビリテーション 大谷リハビリテーション病院　院
内研修会

2015.07.04 江田島市

富樫　将平 ADL・IADL 障害に対するアプローチ、
がんのリハビリを実践する上での問題点
　　等

がんのリハビリテーション研修 2015.08.08 山口市

松田　眞弥 高齢者に対する安全な心臓リハビリテー
ションについて

かわもと心臓内科クリニック　ス
タッフ対象講演会

2015.10.09 呉市

富樫　将平 ADL・IADL 障害に対する対応、がんリ
ハビリテーションの問題点　　等

がんのリハビリテーション研修 2015.11.21 倉敷市

高濱　みほ　　高桑　　翼 呼吸器リハビリテーション　排痰法を中
心に

広島呼吸ケア研究会　福山分科会 2015.11.23 福山市

高橋　雄介 急性期病院における言語聴覚療法 平成 27 年中国四国グループ内言語
聴覚士スキルアップ研修

2015.12.04 東広島市
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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

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 2015.02.12 出雲市

大下　純平 ソフトプラークを有する頸部内頸動脈狭
窄症の治療方針

第 7 回 Stroke Conference in KURE 2015.04.23 呉市

大下　純平 当院での頚部頚動脈狭窄病変に対する治
療経験

Hirosh ima　Bra in　Surgeon 
Conference

2015.10.31 広島市

呼吸器外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

原田　洋明 『術後合併症としての心房細動』『深部静
脈血栓症への対策』

周術期における抗凝固療法を考える会 2015.07.06 呉市

坪川　典史　　原田　洋明
山下　芳典

胸壁腫瘍の 1 例 第 31回広島呼吸器外科カンファレンス 2015.07.21 広島市

山下　芳典 肺がん内視鏡手術に対する ERAS に基づ
く周術期管理（A-ERAS 法）

第 9 回周術期栄養療法研究会 2015.07.31 岡山市

原田　洋明 PCPS 下に気管管状切除再建術を施行し
た気管腺様嚢胞癌の 1 例

第 1 回広島・山口呼吸器手術手技
ビデオフォーラム

2015.12.12 広島市

心臓血管外科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

毛利　教生　　流郷　昌裕 低心機能の高度 MAC を伴う MR,AS,af 症
例に対する適切な手術プランの検討

第 23 回広島心血管手術手技研究会 2015.02.07 広島市

毛利　教生　　流郷　昌裕 AAA に対して腹腔内グラフト留置を余
儀なくされた人工血管置換術後に発症し
た仮性瘤とその後の人口血管感染の対応
に難渋している症例

第 31 回 Hiroshima Young Vascular 
Surgeon Conference

2015.02.24 広島市

皮膚科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

稲束有希子 昨今の尋常性痤瘡について 第 333 回呉皮膚科会 2015.12.08 広島市

泌尿器科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

繁田　正信 膀胱がんについて 平成 26 年度がん医学講演会 2015.01.27 広島

繁田　正信 前立腺がんについて がんを知り、がんと向き合う、市
民公開講座 2015

2015.02.01 呉市

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

第2回Urological Network Operation 
Seminar

2015.03.17 広島市

繁田　正信 泌尿器科領域の感染症～ガイドライン改
定を中心に～

呉泌尿器科医会学術講演会 2015.05.19 呉市

福原　秀雄 症例発表 前立腺がん治療を考える会 2015.05.21 呉市

繁田　正信 腹腔鏡下前立腺全摘除術 山口エリア泌尿器科講演会 2015.05.26 山口市

繁田　正信 術野における縫合・結紮手技；腎部分切
除術について

泌尿器腹腔鏡下縫合．結紮手技講習会 2015.07.18 神戸市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術　その限界を目指
して

第 2 回山口エリア泌尿器科講演会 2015.09.11 山口市

繁田　正信 腹腔鏡下腎部分切除術　その限界を目指
して

富山県泌尿器科木曜会 2015.09.24 富山市

繁田　正信 腹腔鏡手術におけるトラブルシューティング 第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会
JSE 教育プログラム

2015.11.19 東京都

甲田俊太郎 腹腔鏡下前立腺全摘除術 第 3 回山口エリア泌尿器科講演会 2015.11.27 山口市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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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 婦人科がんについて がんを知り、がんと向き合う、市
民公開講座 2015

2015.02.01 呉市

水之江知哉 医療安全・救急 広島母体保護法指定医試験集会 2015.06.07 広島市

澤崎　　隆 婦人科がんとリンパ浮腫 第 10 回リンパ浮腫研究会 2015.06.07 呉市

放射線科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

小鷹狩堅司 single breath hold BTFE MRCP 試しました 広島 Gyromeeting 2015.04.04 広島市

小鷹狩堅司 東広島医療センター　施設紹介 福山 MR 勉強会 2015.04.09 福山市

前田　陽子 腎管状嚢胞癌の１例 広島画像診断講演会 2015.6.12 広島市

小鷹狩堅司 肝臓の基礎について 第一回画像症例検討会 2015.06.21 広島市

石脇　清史 国立病院機構における第三者訪問測定 第127回広島県放射線治療技術研究会 2015.08.29 呉市

山根　明哲 Tomo Direct と Tomo Helical の比較 第127回広島県放射線治療技術研究会 2015.08.29 呉市

要田絵理加 超音波検査の読影補助の取り組み 平成 27 年度中国四国グループ内医
用画像情報管理研修

2015.08.29 高松市

小鷹狩堅司　 胸部単純撮影について フレッシャーズセミナー 2015.08.30 広島市

豊田　尚之 ありのままで食べちゃダメよ～ダメダメ！ メディカルフェスタ 2015 講演会 2015.09.26 呉市

久保　英文 Microscopy-coil を用いた TFCC 抽出に関
する 3D-multiple Field Echo の検討

第 120 回呉放射線技術研究会 2015.09.26 呉市

浅原　　徹 PROSET 法を併用した TOF　MRA の抽
出に関する検討

第 120 回呉放射線技術研究会 2015.09.26 呉市

石脇　清史 標準化に向けての展望 平成 27 年度中国四国グループ内放
射線機器に係わる安全管理研修会

2015.10.17 高松市

石井　　直 呉医療センター・中国がんセンター　HIS、
RIS、PACS、Report マスタ管理についての
ご紹介

平成 27 年度中国四国グループ内放
射線機器に係わる安全管理研修会

2015.10.17 高松市

八木　美保 トモセラピーによる四肢軟部腫瘍 平成 27 年度国立病院療養所中国地
区放射線技師会総会モダリティ別
勉強会

2015.10.31 宇部市

熊谷　佑都 ミニ講座：Phase Contrast 法について 平成 27 年度国立病院療養所中国地
区放射線技師会総会モダリティ別
勉強会

2015.10.31 宇部市

久保　英文 MRI 装置の災害時に関する文献紹介 平成 27 年度国立病院療養所中国地
区放射線技師会総会モダリティ別
勉強会

2015.10.31 宇部市

後藤　望月 当院における一般撮影マニュアルを使用
してみて

第 6 回総合学術大会 2015.11.01 宇部市

山根　明哲 jaffe plot によるイオン再結合補正係数の
係数の決定

平成 27 年度中国四国グループ内診
療放射線技師スキルアップ研修（高
精度放射線治療技術）

2015.11.14 高松市

病理診断科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

谷山　清己 病院における臨床研究と国際交流 第 7 回中国中央病院学術大会 2015.01.13 福山市

谷山　清己 臨床研究と国際交流 第 7 回中国中央病院学術大会 - 特別
講演

2015.02.21 福山市

坂根　潤一 平成 26 年度日臨技精度管理報告～病理部門～ 病理細胞領域研修会 2015.04.16 広島市

坂根　潤一 平成 26 年度日臨技精度管理報告～細胞診
部門～

病理細胞領域研修会 2015.04.16 広島市

田中　美帆 認定病理検査技師精度について～第一回
認定試験を受験して

病理細胞領域研修会 2015.04.16 広島市
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谷山　清己 医療と病理 広島大学医学部 - 特別講義 2015.05.13 広島市

田中　美帆 バーコード管理による標本作製自動化の
取り組み～病理編～

平成 27 年度広島県診療検査技師会
　病理細胞領域研修会

2015.08.29 広島市

坂根　潤一 「実際に起こったヒヤリハット・インシデ
ント事例報告＆対応策の紹介」～広島県
下 10 施設の報告より「こんな時どうした
の !? 教えて !!」～

平成 27 年度広島県診療検査技師会
　病理細胞領域研修会

2015.08.29 広島市

西村　俊直 症例１：髄液細胞診の 1 症例 H27 年度第 4 回呉地区細胞診研修会 2015.11.11 呉市

坂根　潤一 パネルディスカッション VysisFISH セミナー 2015 2015.11.20 名古屋市

西村　俊直 消化器領域　スライドカンファレンス症例 2 H27 年度広島臨床検査技師会研修会 2015.11.28 広島市

西村　俊直 婦人科細胞診の 1 症例 平成 27 年度中国四国グループ内　
臨床検査技師実習技能研修Ⅱ

2015.12.05 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 筋・筋膜通（筋筋膜性疼痛） 日本ペインクリニック学会第 49 回大
会オープニングリフレッシャー講演

2015.07.23 大阪市

森脇　克行 医療安全研修会 医療事故調査制度～患者と医療者
の安全～

2015.09.29 呉市

森脇　克行 地域医療センター定期講演会 心肺蘇生の基礎知識－ガイドライ
ン 2015 を踏まえて

2015.12.16 呉市

救命救急
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

宮加谷靖介 DMAT 活動に関する講演 呉ロータリークラブ“RYLA セミナー” 2015.03.07 呉市

村尾　正樹 気道確保気管挿管の実際 第 3 回呉臨床 Hands-on セミナー 2015.04.23 呉市

臨床検査科
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

出口せりな 寒冷凝集素症の輸血検査と治療について 広臨技呉地区　輸血談話会 2015.01.15 呉市

亀井　望世 Abiotrophia defectiva による感染性心内
膜炎の 1 症例

第 33 回院内研究発表会 2015.02.28 呉市

河野　亜衣 血液疾患　症例検討 広臨技呉地区　血液研修会 2015.05.08 呉市

名越　　咲 心電図の基礎 広臨技呉地区　生理検査研究会 2015.06.18 呉市

田寺加代子 薬剤耐性菌検出について 国臨協中国四国支部　夏の学校 2015 2015.06.21 松山市

吉川　直輝 移植患者の血液型 広臨技呉地区　輸血談話会 2015.07.16 呉市

齋藤　幸枝 NST における検査技師の役割 TCSA 勉強会 2015.07.27 呉市

田寺加代子 ICT における検査技師の役割 TCSA 勉強会 2015.07.27 呉市

中川　智博 CBC の見方・考え方 広島県臨床衛生検査技師会 2015.08.01 広島市

吉崎　瑞穂 検査データ・形態所見から見る血液疾患 広臨技呉地区　血液研修会 2015.08.07 呉市

中川　智博 血液疾患を診断するためには～血液検査
室にできること～

中国四国グループ内臨床検査技師
実習技能研修

2015.12.05 岡山市

清代　　帝 下肢血管エコー 中国四国グループ内臨床検査技師
実習技能研修

2015.12.05 岡山市

ＭＥ管理室
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

半田　宏樹 生体機能代行装置学実習 ｢人工心肺」 トリニティカレッジ広島医療福祉
専門学校講演

2015.02.05 広島市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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栄養管理室
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

大河内友美 在宅で出来る簡単栄養管理 呉市呼吸療法認定士連絡会第 4 回
研修会

2015.02.21 呉市

白野　容子 今日から実践できる在宅での栄養管理 広島県歯科衛生士会 2015.03.15 呉市

大河内友美 人工呼吸管理中の患者に役立つ栄養管理 第 8 回呼吸ケアオープンセミナー 2015.03.17 呉市

宮武　志帆 知っているようで知らない！？　経腸栄
養の世界

看護師研修会 2015.04.30 呉市

宮武　志帆 三大栄養素について 第 1 回 TCSA 勉強会 2015.05.18 呉市

宮武　志帆 人工呼吸器装着患者の栄養管理 第 10 回呼吸ケアオープンセミナー 2015.07.07 呉市

白野　容子 食事は小さな工夫で大きな楽しみを感じよう がんサロン 2015.07.10 呉市

宮武　志帆 基礎から知ろう！経腸栄養 第 4 回 TCSA 勉強会 2015.08.17 呉市

白野　容子 呉市の減塩に対する取り組み　～減塩弁
当編～

第 3 回広島糖尿病最新医療研究会 2015.10.09 呉市

白野　容子 がん患者の栄養評価 平成 27 年度がん看護研修会 2015.10.28 呉市

宮武　志帆 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からなるチー
ム医療間のコラボレーション；TCSA

第 13 回広島 NST 研究会 2015.11.07 広島市

白野　容子 毎日、コツコツ（＝骨骨）骨太生活 テリボン Web 講演会 2015.11.26 呉市

宮武　志帆 臨床栄養 独立行政法人国立病院機構呉医療
センター附属看護学校

2015.11.26
　　 12.03
　　 12.10
　　 12.17

呉市

白野　容子 ストップ糖尿病！食事のポイントはこれ！！ MSD 株式会社×ホームメイドクッ
キングコラボ企画

2015.11.27 広島市

看護部
演者名 演 題 名 講 演 会 名 年月日 開催地

先城千恵子 DMAT 活動に関する講演 呉ロータリークラブ“RYLA セミナー” 2015.03.07 呉市

實森　直美 
丸口　　忍

がん性疼痛の病態生理とアセスメント・
評価

平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん性疼痛看護コース

2015.05.11 呉市

中西　貴子 
和田かおり

がん患者の意思決定支援 平成 27 年度　専門分野看護コース 
緩和ケアコース

2015.05.13 呉市

新谷　洋美 
梶梅佐代子

がん化学療法の基本的理論 平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん化学療法看護コース

2015.05.14 呉市

森　友里恵 
三好三由季

いのちの大切さ、こころとからだのはな
し

みんなで話そう～看護の出前授業 2015.05.19 大崎上島町

下高　美和 
金子　幸代

感染管理の組織とその役割、 
感染防止の基礎知識、感染対策マニュア
ル

平成 27 年度　専門分野看護コース 
感染管理コース

2015.05.21 呉市

松本　直子 代謝障害をもつ患者の看護 
（腹水・黄疸・吐血下血・肝炎・肝硬変）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.05.21～
2015.05.27

呉市

福田　聖子・榎　　智子 
五十川かおり・大田　百恵

皮膚の解剖生理・スキンケアの基本 平成 27 年度　専門分野看護コース 
皮膚・排泄ケアコース

2015.05.28 呉市

榊原　智幸 運動機能障害をもつ患者の看護 
（脊髄造影検査・大腿骨頸部骨折・脊椎損
傷・保存療法・廃用症候群等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.05.15～
2015.05.29 
2015.06.12

呉市

實森　直美・中西　貴子 
丸口　　忍・和田かおり

がん性疼痛における薬物療法 平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん性疼痛看護・緩和ケアコース

2015.06.01 呉市

鎌田　沙織 循環機能障害をもつ患者の看護 
（虚血性心疾患・心不全・心電図・ペース
メーカー挿入術等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.06.04～
2015.06.25

呉市
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樽山　　舞 運動機能障害をもつ患者の看護 
（脊髄造影検査・大腿骨頸部骨折・脊椎損
傷・保存療法・廃用症候群等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.06.05 呉市

藤井　静香 造血機能障害をもつ患者の看護 
（白血病・クリーンルーム・移植等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.06.15～
2015.06.23

呉市

和田かおり 終末期の患者の看護 
（死の受容プロセス・緩和ケア・スピリティ
アルケア・家族のケア等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.06.16 呉市

下高　美和 
金子　幸代

標準予防策・感染経路別予防策 平成 27 年度　専門分野看護コース 
感染管理コース

2015.06.18 呉市

福田　聖子・榎　　智子 
五十川かおり・大田　百恵

褥瘡予防のリスクアセスメント 平成 27 年度　専門分野看護コース 
皮膚・排泄ケアコース

2015.06.25 呉市

河本　敦子 内部環境調節障害をもつ患者の看護 
（腎生検・腹膜透析療法・血液透析療法等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.06.30～
2015.07.01

呉市

實森　直美・中西　貴子 
丸口　　忍・和田かおり

消化器症状のある患者の看護 平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん性疼痛看護・緩和ケアコース

2015.07.06 呉市

新谷　洋美 
梶梅佐代子

抗がん剤の安全な取扱い 
確実・安全・安楽な抗がん剤の投与管理

平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん化学療法看護コース

2015.07.09 呉市

鴫田　保美 学生に伝えたいこと 学生に伝えたいこと 2015.07.13 呉市

下高　美和 
金子　幸代

微生物各論・職業感染防止 平成 27 年度　専門分野看護コース 
感染管理コース

2015.07.16 呉市

梶梅佐代子 がん化学療法看護 済生会呉病院　看護部研修会 2015.07.22 呉市

福田　聖子・榎　　智子 
五十川かおり・大田　百恵

褥瘡予防のためのポジショニングとスキ
ンケア

平成 27 年度　専門分野看護コース 
皮膚・排泄ケアコース

2015.07.23 呉市

内海　麻由 自分の過ごした 4 年生時代 自分の過ごした 4 年生時代 2015.07.27 呉市

鴫田　保美 女性のキャリアについて 女性のキャリアについて 2015.08.28 呉市

實森　直美・中西　貴子 
丸口　　忍・和田かおり

呼吸器症状のある患者の看護 平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん性疼痛看護・緩和ケアコース

2015.09.09 呉市

明野　恵子 血糖測定に関する基本的技術 
静脈確保と輸液に関する基本的手技

救急救命士の処置拡大に伴う講習
会

2015.09.09、
2015.09.10

呉市

新谷　洋美 
梶梅佐代子

レジメンのアセスメントとセルフケア支
援①

平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん化学療法看護コース

2015.09.10 呉市

岡本　尚子 退院調整システム構築 平成 27 年度中国四国グループ内 
退院調整看護師養成研修会

2015.09.17 東広島市

下高　美和 
金子　幸代

感染防止技術：手術部位・尿路カテーテル 平成 27 年度　専門分野看護コース 
感染管理コース

2015.09.17 呉市

福田　聖子・榎　　智子 
五十川かおり・大田　百恵

失禁ケア 
オムツの使用方法とスキンケア

平成 27 年度　専門分野看護コース 
皮膚・排泄ケアコース

2015.09.24 呉市

今岡　美沙 ハイリスク・異常（産科病棟管理・異常
産婦褥婦・胎児・新生児看護）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.09.24 ～
2015.10.21

呉市

實森　直美 
丸口　　忍

せん妄のある患者の看護 平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん性疼痛看護コース

2015.10.05 呉市

新谷　洋美 
梶梅佐代子

レジメンのアセスメントとセルフケア支
援② 
意思決定支援とチーム医療

平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん化学療法看護コース

2015.10.08 呉市

福田　聖子 術後ケア 第 26 回　中国ストーマリハビリ
テーション講習会

2015.10.10 広島市

中西　貴子 
和田かおり

コミュニケーション 平成 27 年度　専門分野看護コース 
緩和ケアコース

2015.10.14 呉市

下高　美和 
金子　幸代

感染防止技術：人工呼吸器関連肺炎・血
管内留置カテーテル

平成 27 年度　専門分野看護コース 
感染管理コース

2015.10.15 呉市

福田　聖子 私にも大切　スキンケア 
～スキンケアの基本のき～

呉地域看護職交流会 2015.10.17 呉市

福田　聖子 ストーマに対する医療相談会 医療懇談会 2015.10.18 呉市

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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津間廣広子 小児看護技術（検査・処置・看護技術・
採血時等の援助・誤飲時の看護等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.10.20～
2015.11.12

呉市

鎌田　沙織 災害看護 平成 27 年度中国四国グループ内 
実習指導者講習会

2015.10.21 東広島市

福田　聖子・榎　　智子
五十川かおり・大田　百恵

病棟でよくみるスキントラブル　予防編 平成 27 年度　専門分野看護コース 
皮膚・排泄ケアコース

2015.10.22 呉市

梶梅佐代子 化学療法中の患者の看護 がん看護研修会 2015.10.27 呉市

面谷　秀子 がんサバイバーへの看護支援 がん看護研修会 2015.10.27 呉市

中西　貴子 スピリチュアルペインの看護 がん看護研修会 2015.10.28 呉市

實森　直美 疼痛緩和に向けた看護 がん看護研修会 2015.10.29 呉市

益本　京美 放射線治療を受ける患者の看護 がん看護研修会 2015.10.29 呉市

小杉　恭子 リンパマッサージ指導の実際 がん看護研修会 2015.10.30 呉市

五十川かおり がん患者のスキンケア 
～褥瘡・ストマ・瘻孔ケアの実際～

がん看護研修会 2015.10.30 呉市

奥田真由美 家族看護と遺族ケア がん看護研修会 2015.10.30 呉市

實森　直美 
丸口　　忍

CSI・小型ポンプについて 平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん性疼痛看護コース

2015.11.02 呉市

梶山ナミ恵 呉医療センターの看護師教育について タイ　クインシリキット病院から
の看護師訪問

2015.11.11 呉市

中西　貴子 
和田かおり

精神症状がある患者への看護　 
－不安・適応障害・抑うつ・せん妄－

平成 27 年度　専門分野看護コース 
緩和ケアコース

2015.11.11 呉市

新谷　洋美 
梶梅佐代子

レジメンのアセスメントとセルフケア支援③ 平成 27 年度　専門分野看護コース 
がん化学療法看護コース

2015.11.12 呉市

中西　貴子 終末期の患者の看護（死の受容プロセス・
緩和ケア・スピリティアルケア・家族の
ケア等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.11.12～
2015.11.26

呉市

梶梅佐代子 抗がん剤の副作用対策 がんサロン 2015.11.13 呉市

向井　理恵 症状別看護方法（事故・外傷・日常生活・
各症状の看護・経過別看護・感染症・腎
泌尿器・生殖器等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.11.16～
2015.12.01

呉市

有長　織恵 胸腔鏡下患者の帰室 4 時間後の離床につ
いて

呼吸器外科における ERAS に係る
視察

2015.11.17 呉市

岡本　尚子 地域医療連携室の役割と業務 平成 27 年度退院調整看護師養成研
修

2015.11.19 呉市

下高　美和 
金子　幸代

ターゲットサーベイランス、アウトブレ
イク

平成 27 年度　専門分野看護コース 
感染管理コース

2015.11.19 呉市

福田　聖子・榎　　智子 
五十川かおり・大田　百恵

病棟でよくみるスキントラブル　治療編 平成 27 年度　専門分野看護コース 
皮膚・排泄ケアコース

2015.11.26 呉市

栗原　広子 低出生体重児の看護方法（先天異常・新
生児の看護）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.11.27 呉市

川島美由紀 外科的療法を受ける患者の看護（内視鏡・
回復手術・腹腔鏡下手術・甲状腺切除等）

呉医療センター附属呉看護学校講
義

2015.12.07～
2016.01.25

呉市

中西　貴子 
和田かおり

死生観、スピリチュアルケアの理解 平成 27 年度　専門分野看護コース 
緩和ケアコース

2015.12.09 呉市

福田　聖子・榎　　智子 
五十川かおり・大田　百恵

症例検討 平成 27 年度　専門分野看護コース 
皮膚・排泄ケアコース

2015.12.24 呉市
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（ 2015 . 1 . 1 ～ 2015 . 12 . 31 ）

テレビ
出演者 放送局名 放映日時 番組名

耳鼻科：大林先生 広島テレビ 17：00 ～ テレビ派健康相談室

放射線診断科：豊田先生

外科：檜井孝夫 広島ホームテレビ 2015.03.15 6:00 ～ 6:30 医 TV スペシャル　大腸がん治療の現場から

ラジオ
出演者 放送局名 放映日時 番組名

田中　浩二 広島 FM 放送 2015.01.12 MORNING ALIVE（メディカルコーナー） ドライマウス

田中　浩二 広島 FM 放送 2015.04.06 MORNING ALIVE（メディカルコーナー） 口臭予防

田中　浩二 広島 FM 放送 2015.09.28 MORNING ALIVE（メディカルコーナー） 歯並びの異常
について

田中　浩二 広島 FM 放送 2015.12.07 MORNING ALIVE（メディカルコーナー） 唇裂・口蓋裂

新聞
記事提供者 新聞社名 掲載日 テーマ

竹林　実 朝日新聞 2015.01.31 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

髙蓋　寿朗 熊医会報 No.1582　8 月号　 医師臨床研修制度、新専門医制度に思う

西村　俊直 ほのぼの呉中央 73 号 受けましょう！子宮がん検診

西村　俊直 広島県細胞検査士会　会報
　

28 号 第 10 回がん患者大集会に参加して

大石　愛 NHO だより 総合医学会特集号　
No.141

激撮！ボランティア 24 時～めざせサービス向上　シ
ニア＆ベテラン対策最前線～

森脇　克行　田嶋　実 訳
(Kenneth M.Moser,MD)

ICU ブック　第 4 版 静動脈血栓塞栓症

白野　容子 Abbott Diadetes News 2015.8 Vol.38 呉地区の糖尿病療養指導の充実を目指し、研究会の立
ち上げ・運営などに注力

谷山　清己 The MEDICAL&TEST 
JOURNAL

第 1312 号 LBC の特徴と可能性を語る　細胞診断における LBC
の意義と臨床対応

坂井香奈江 臨床助産ケア 7（6）：83－89. 母子同室の褥婦の疲労軽減に対する試み
－児の預かりと頸部温罨法を導入して－

吉迫友紀美 中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会誌

11：9－12. 乳がん患者の病気に対する意識調査

古谷　優佳 中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会誌

11：119－122. １泊２日入院と２泊３日入院における前立腺生検前後
のストレス因子の違い

木村　江美 中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会誌　

11： 155－158. 放射線治療を受ける頭頸部がん患者の放射線皮膚炎に
対するセルフケアの因子に関する研究

先城千恵子 中国四国地区国立病院機構・
国立療養所看護研究学会誌

11：227－230. クリティカル領域の看護師と緩和ケア領域の看護師の
終末期ケアにおけるジレンマ

中間美沙子 看護きろくと看護過程 2015 年　6・7 月号 新人看護師を対象とした SOAP 記録研修

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER
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インターネット
記事提供者 配信会社 掲載日 タイトル

竹林　実　　仲田　義啓 広島大学公式ウェブサイト 2015.07.29 「うつ病改善に重要な神経栄養因子の分泌」に抗うつ
薬のグリア細胞への薬理作用が関与～脳内の神経栄養
因子を速やかに増加させる作用を併せ持った新規抗う
つ薬への期待～

竹林　実　　仲田　義啓 EurekAlert お よ び Alph-
aGalileo オンラインプラッ
トフォーム

2015.09.15 A study of antidepressants reveals how treatment 
helps depression management

2015年（平成 27年）度　年 報
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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 74 955 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 47 236 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 48 576 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 12 60 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 38 237 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 20 132 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 40 196 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 26 161 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 16 70 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

計 321 2623

National Hospital Organization 
KURE MEDICAL CENTER AND CHUGOKU CANCER CENTER

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

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 120,000

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

185,000

亀井　　望 EBM RICE-U 研究責任者 わが国における尿酸排泄動態に関する基準範
囲の検討 470,000

松田　守弘 政策医療ネットワーク H27-NHO（循環）-02 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- 900,000

松田　守弘 政策医療ネットワーク H27-NHO（循環）-03 研究責任者 急性肺塞栓症の予後に関する研究　- 慢性血
栓塞栓症肺高血圧症の発症との関連 - 150,000

世羅　康彦 政策医療ネットワーク H27-NHO（成育）-02 研究責任者
NICU 共通データベースから見た成育医療にお
ける周産期医療の評価と異常に対する早期発
見、介入の確立に関する研究

1,200,000

亀井　　望 政策医療ネットワーク H27-NHO（糖尿）-01 研究責任者 多面的管理達成者の糖尿病腎症予後改善効果
を予測できる非侵襲的指標の確立 80,000

髙蓋　寿朗 政策医療ネットワーク H27-NHO（血液）-01 研究責任者
加齢性 Epstein-Barr virus 関連リンパ増殖性
疾患における PD-1/PD-L1シグナルの病態へ
の関与と予後予測に関する解析

20,000

桑井　寿雄 政策医療ネットワーク H27-NHO（消化）-01 研究責任者 大腸内視鏡治療における新規経口抗凝固剤置
換の有用性と安全性に関する多施設共同研究 200,000

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 270,000

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 270,000

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 220,000

松田　守弘 政策医療ネットワーク H26-NHO（循環）-01 研究責任者
慢性心不全患者の新しい再入院リスク評価法
の確立 - 新規バイオメーカーと心不全再入院イ
ベントの関連 -

120,000

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 950,000

亀井　　望 政策医療ネットワーク H26-NHO（糖尿）-03 研究責任者 １型糖尿病の血糖コントロールと生活の質
（QOL）改善に関する研究 30,000

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

160,000

高野　弘嗣 政策医療ネットワーク H26-NHO（肝）-01 研究責任者
C 型肝炎ウィ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

435,000

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 120,000

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～

9,900,000

桑井　寿雄 政策医療ネットワーク H26-NHO（消化）-02 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

田代　裕尊 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 1,064,000

鳥居　　剛 政策医療ネットワーク H26-NHO（経営）-01 研究責任者 DPC 施行病院における画像診断を中心とした医療
資源使用の効率性評価の指針作成のための研究 405,000

2015年（平成 27年）度　年 報
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医師名 研究事業名 領　　域 班長 課題名 予　算

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 110,000

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 23,000

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力学（CFD）解析を用いた研究 50,000

世羅　康彦 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

60,000

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 1,050,000

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

570,000

高野　弘嗣 政策医療ネットワーク H25-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 310,000

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 410,000

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 40,000

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 420,000

鳥居　　剛 指定研究費 iPS 疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援設備研究 420,000
田村　　律 指定研究費 iPS 疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援設備研究 140,000
髙橋　俊介 指定研究費 iPS 疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援設備研究 70,000
大庭　信二 指定研究費 iPS 疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援設備研究 70,000
亀井　　望 指定研究費 iPS 疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援設備研究 70,000
山下　芳典 指定研究費 iPS 臨床研究部長 疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援設備研究 430,000

呉医療 指定研究費 iPS 疾患特異的 iPS 細胞作製研究基盤支援設備研究 150,000
獲得金額合計 21,862,000 
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科研費等

医師名 班長 課　　題　　名 当初予算

尾上　隆司 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（A） 分担 多機能抑制性 B 細胞による臓器移植の新規脱

感作・免疫寛容誘導法の開発 1,500,000 

檜井　孝夫 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（B） 主任 遺伝子不安定性の異なるサブクラス分類に有用

な新規マウス大腸癌疾患モデルの確立 3,000,000 

檜井　孝夫 日本学術振興会
科学研究費 挑戦的萌芽研究 主任 CRISPR/CAS9 ゲノム編集システムを使った新

規大腸癌動物モデルの作製 1,700,000 

田代　裕尊 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（C） 主任 肝星細胞を標的とした肝細胞癌に対する新規治

療法の開発 1,500,000 

尾上　隆司 日本学術振興会
科学研究費 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 

種村　匡弘 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（C） 主任 新規末梢循環癌細胞検出法を応用した膵癌幹

細胞の治療抵抗性機序解明とその打破 800,000 

竹林　　実 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（C） 主任 アストロサイトにおける G 蛋白共役型「抗うつ薬

受容体」の薬理・臨床応用に関する研究 1,000,000 

原田　洋明 日本学術振興会
科学研究費 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 

松尾　俊宏 日本学術振興会
科学研究費 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 1,000,000 

谷山　清己 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（C） 分担 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 200,000 

下瀨　省二 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（C） 分担 鏡視下腫瘍広範切除のための新しい蛍光バイオ

イメージングの開発 50,000 

高崎　泰一 日本学術振興会
科学研究費 基盤研究（C） 主任 胸部動脈瘤ステントグラフト術後の遅延性対麻

痺予測法と治療法の開発 100,000 

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 

竹林　　実 日本医療研究開
発機構研究費

長寿・障害総合研究事業 障害
者対策総合研究開発事業 分担 脳脊髄液サンプルを用いたうつ病バイオマー

カーの開発 1,000,000 

田村　　律 日本医療研究開
発機構研究費 臨床研究・治験推進研究事業 主任 治験の実施に関する研究［エプレレノン］ 300,000 

尾上　隆司 日本医療研究開
発機構研究費

感染症実用化研究事業　肝炎
等克服実用化研究事業 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 

松田　守弘 日本医療研究開
発機構研究費

循環器疾患・糖尿病等生活習慣
病対策実用化事業 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 684,000 

平田　泰三 日本医療研究開
発機構研究費

早期探索的・国際水準臨床研究
事業 分担 アンメットメディカルニーズ克服のための創薬と

育薬 1,500,000 

平田　泰三 日本医療研究開
発機構研究費 革新的がん医療実用化研究事業 分担 メトホルミンによる腫瘍局所免疫疲弊解除に基

づくがん免疫治療研究 300,000 

合計 20,134,000 

2015年（平成 27年）度　年 報


