
 

 

〔学会・研究発表会〕 

 

国際学会 

＜神経筋疾患＞ 

1. An autopsy case of Creutzfeldt-Jakob disease with Lewy body disease 

Haraguchi T, Ishizu H, Terada S, Sakai K, Tanabe Y, Nagai T, Takata H, Nobukuni K, Ihara Y， 

Kuroda S 

17th Meeting of the European Neurological Society, Rhodes, Greece, 2007.06 

 

2. Long-term follow-up study of amyotrophic lateral sclerosis patients on tracheostomy positive pressure 

ventilation 

Tanabe Y, Nobukuni K, Takata H, Ihara Y 

17th Meeting of the European Neurological Society, Rhodes, Greece, 2007.06 

 

国内学会 

＜神経筋疾患＞ 

3. Lewy 小体病を合併した Creutzfeldt-Jakob 病の一剖検例 (An autopsy case of Creutzfeldt-Jakob disease 

with Lewy body disease)(英語) 

原口俊，石津秀樹，寺田整司，坂井研一，北本哲之，永井太士，田邊康之，高田裕，信國圭吾， 

井原雄悦，黒田重利 

第 48 回日本神経病理学会総会学術研究会，東京，2007.05 

 

4. 筋萎縮性側索硬化症脊髄における炎症促進性転写因子 STAT3 の活性化 

柴田亮行，柿田明美，高橋均，井原雄悦，信國圭吾，遠井素乃，佐々木彰一，岩田誠，平野朝雄，

小林槇雄 

第 48 回日本神経病理学会，東京，2007.05 

 

5. スモン患者における介護予防のための生活機能評価 

坂井研一，田邊康之，永井太士，原口俊，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 48 回日本神経学会，名古屋，2007.05 

 

6. 介護予防のための生活機能評価を用いてのスモン患者の検討 

坂井研一，田邊康之，高田裕 

第 49 回日本老年医学会学術集会，札幌，2007.06 

 

7. 多発性硬化症の病態への酸化的ストレスの関与 

井原雄悦，坂井研一，田邊康之，永井太士，原口俊，高田裕，信國圭吾 



 

 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

8. TPPV 施行 ALS 患者における気道食道分離術の有用性：VAP 発生率の検討 

信國圭吾，原口俊，永井太士，坂井研一，田邊康之，高田裕，井原雄悦，赤木博文，牧原重喜， 

小谷一敏 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

9. 脊髄小脳変性症における小脳症状評価(ICARS)と 99mTc-ECD 脳血流シンチグラフィー(eZIS+FineSRT)と

の相関の検討， 

高田裕，永井太士，原口俊，田邊康之，坂井研一，信國圭吾，井原雄悦，佐伯基次，林原典子， 

松本直也 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

10. 末梢静脈血管の確保が困難なカテーテル関連血液感染症患者に対して皮下輸液を施行した 1 例 

永井太士，坂井研一，原口俊，田邊康之，髙田裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

11. 脊髄小脳変性症における小脳症状評価（ICARS）と Tc-ECD 脳血流シンチグラフィー（eZIS+FineSRT）

との相関の検討 

高田裕，林原典子 

第 47 回日本核医学会学術総会，仙台，2007.11 

 

12. 塩田賞受賞講演 脊髄小脳変性症の失調症状と髄液生化学的パラメーターへの経頭蓋磁気刺激の影響 

井原雄悦，信國圭吾，高田裕，坂井研一，西中哲也，田邊康之，高橋幸治 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

13. 人工呼吸器装着中の筋萎縮性疾患患者の栄養評価と至適栄養量の検討 

高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 11 回日本病態栄養学会年次学術集会，京都，2008.01 

 

14. 手指衛生のコンプライアンス向上のための介入と工夫 重症心身障害児病棟における手指衛生 

信國圭吾(ICT)，池上美智子，溝内育子，宮崎雅江 

第 23 回日本環境感染学会，長崎，2008.02 

 

＜免疫疾患＞ 

15. 喘息治療薬の選び方と使い方 高齢者喘息 

岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，高橋清 



 

 

第 19 回日本アレルギー学会春季臨床大会，横浜，2007.06 

 

16. スギ花粉症に対する L55 乳酸菌含有ヨーグルトの臨床効果 

木村五郎，赤木博文，平野淳，岡田千春，天野佳美，大村悦子，中重歓人，砂田洋介，中村昇二，

宗田良，高橋清 

第 19 回日本アレルギー学会春季臨床大会，横浜，2007.06 

 

17. 重症喘息の現状 重症喘息の現状と将来へのアプローチ 

谷本安，高橋清，平野淳，岡田千春，宗田良，谷本光音 

第 57 回日本アレルギー学会秋季学術大会，横浜，2007.11 

 

18. 難治性喘息と真菌 (難治性アレルギー疾患における真菌の役割) 

岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，高橋清 

第 57 回日本アレルギー学会秋季学術大会，横浜，2007.11 

 

19. 関節リウマチ患者における肺非結核性抗酸菌症の臨床的検討 

岡本享，太田裕介 

第 51 回日本リウマチ学会総会・学術集会，横浜，2007.04 

 

20. 高齢者喘息・COPD の治療戦略と最近の話題 高齢者喘息の治療戦略 

岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，高橋清 

第 47 回日本呼吸器学会，東京，2007.05 

 

21. アレルギー性鼻炎 スギ花粉症に対する L-55 乳酸菌含有ヨーグルトの臨床効果 

木村五郎，赤木博文，平野淳，岡田千春，天野佳美，大村悦子，中重歓人，砂田洋介，中村昇二， 

宗田良，高橋清 

第 19 回日本アレルギー学会春季臨床大会，横浜，2007.06 

 

22. 気管支喘息患者における呼気凝縮液(EBC)中炎症性パラメーターと重症度，肺機能 

平野淳，片岡幹男，上野友愛，飯尾耕治，谷本安，金廣有彦，木村五郎，岡田千春，宗田良， 

高橋清，谷本光音 

第 19 回日本アレルギー学会春季臨床大会，横浜，2007.06 

 

23. 成人発症喘息における危険因子と発症予防の探索－第 2 報－ 

谷本安，高橋清，洲脇俊充，磯島浩二，森由弘，玉井守，石濱英暢，田辺耕三，斎藤勝剛， 

梶本和宏，谷本光音 

第 19 回日本アレルギー学会春季臨床大会，横浜，2007.06 



 

 

24. 喘息予防・管理ガイドライン普及のためのアンケート調査 

岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，高橋清 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

25. マウス secondary challenge 喘息モデルに対する好中球エステラーゼ阻害薬の効果について 

古賀光，金廣有彦，宮原信明，早稲田公一，池田元洋，渕本康子，近藤稔人，小野勝一郎， 

平野淳，谷本安，片岡幹男，谷本光音 

第 57 回日本アレルギー学会秋季学術大会，横浜，2007.11 

 

26. 倉敷市における成人喘息の有病率・罹患率及び QOL に関する疫学調査 

岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，金廣有彦，谷本安，篠原淑子，井上功，曽根啓一， 

高橋清 

第 57 回日本アレルギー学会秋季学術大会，横浜，2007.11 

 

27. 上下気道リモデリングの病態と対策 下気道のリモデリングモデルと今後の治療展開 

平野淳，金廣有彦 

第 57 回日本アレルギー学会秋季学術大会，横浜，2007.11 

 

＜呼吸器疾患＞ 

28. 肺癌の化学療法－局所進展非小細胞肺癌(NSCLC)に対する胸部照射と同時化学療法(DP 療法対 MVP 療

法)の無作為化試験－ 

柴山卓夫，多田敦彦，畝川芳彦，平木俊吉，亀井治人，上岡博，杉本啓介，渡辺一彦，張田信吾，

高田一郎，米井敏郎，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 47 回日本呼吸器学会総会，東京，2007.05 

 

29. 再発肺非小細胞癌(NSCLC)症例に対するイリノテカンとアムルビシンの併用化学療法の第 2 相試験 

堀田勝幸，木浦勝行，畝川芳彦，野上尚之，瀧川奈義夫，田端雅弘，柴山卓夫，尾瀬功，細川忍，

玉置明彦，海野正俊，久山彰一，新海哲，上岡博，谷本光音 

第 6 回日本臨床腫瘍学会，福岡，2008.03 

 

30. SN-38 とゲフィチニブまたはイマチニブの併用による SN-38 耐性肺小細胞癌の耐性解除 

久本晃子，瀧川奈義夫，上月稔幸，柴山卓夫，木浦勝行，多田敦彦，堀田勝幸，田端雅弘， 

谷本光音，高橋清 

第 48 回日本肺癌学会総会，名古屋，2007 

 

31. 根治的胸部照射不能・遠隔転移を有する肺非小細胞癌に対する Cisplatin.Docetaxel.Irinotecan 併用化学療

法 



 

 

高田一郎，丸川将臣，別所昭宏，藤原慶一，久山彰一，柴山卓夫，野上尚之，畝川芳彦，新海哲，

上岡博，堀田勝幸，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 48 回日本肺癌学会総会，名古屋，2007 

 

32. 胸部照射不能ⅢB 期およびⅣ期非小細胞肺癌に対する 3 剤併用化学療法の長期予後 

柴山卓夫，別所昭宏，藤本伸一，畝川芳彦，堀田勝幸，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行， 

上岡博，谷本光音 

第 45 回日本癌治療学会総会，京都，2007.1 

 

＜成育医療＞ 

33. シンポジウム 1：重症心身障害病棟における感染予防対策 重症心身障害児（者）における抗体保持率

とインフルエンザワクチン接種についての検討 

春摘誠 

第 33 回日本重症心身障害学会学術集会，高知，2007.09 

 

34. 重症心身障害児（者）における抗体保持率とワクチン接種についての検討 

春摘誠 

第 39 回日本小児感染症学会総会・学術集会，横浜，2007.06 

 

＜耳鼻科＞ 

35. 口蓋扁桃摘出術の危険性―術後出血― 

土井彰，田村耕三，赤木博文 

第 20 回日本口腔・咽頭科学会総会，名古屋，2007.09 

 

36. スギ花粉症に対する L-55 乳酸菌含有ヨーグルトび臨床的有用性 

赤木博文，岡田千春，木村五郎，平野淳，大村悦子，天野佳美，田中玲子，中重歓人，砂田洋介，

中村昇二，宗田良，高橋清 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

＜外科＞ 

37. Pentraxin3 の炎症反応における意義とその役割(招待シンポジスト） 

奥谷大介 

44 回補体シンポジウム，平塚，2007.08 

 

38. 気瘻部位が同定できなかった巨大な外傷性縦隔気腫の 1 例 

奥谷大介，青江基，山根正修，羽藤慎二，豊岡伸一，佐野由文，伊達洋至 

第 24 回日本呼吸器外科学会総会，横浜，2007.05 



 

 

 

39. レシピエント右上葉を温存した生体部分肺移植手術を施行した 1 例 

奥谷大介，山根正修，豊岡伸一，青江基，佐野由文，伊達洋至 

第 24 回日本呼吸器外科学会総会，横浜，2007.05 

 

40. 肺結核を併発し右中葉と S3 区域切除にて治癒した気管支閉鎖症の 1 例 

牧原重喜，小谷一敏，廣瀬純成 

第 24 回日本呼吸器外科学会，横浜，2007.05 

 

41. 重度肺気腫を合併した肺がんに対し肺容量減尐術及び肺部分切除術を施行した一例 

小谷一敏，廣瀬純成，牧原重喜 

第 24 回日本呼吸器外科学会，横浜，2007.05 

 

42. 急性肺外傷における遺伝子発現パターンの違い(Different gene expression patterns in acute lung injury)(英

語)  

奥谷大介，Liu Mingyao 

第 35 回日本臨床免疫学会総会，大阪，2007.1 

 

43. 肺において組織因子の発現が増すと急性肺外傷の重症度に反映される(Increased tissue factor expression 

in the lung reflects the severity of acute lug injury)(英語)  

奥谷大介，Liu Mingyao 

第 35 回日本臨床免疫学会総会，大阪，2007.1 

 

44. 両肺多発小結節陰影を呈した結核の 1 例 

奥谷大介，小谷一敏，牧原重喜 

第 69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11 

 

45. 内視鏡的胃瘻造設術後に生じた胃結腸皮膚瘻の 3 例 

奥谷大介，小谷一敏，牧原重喜 

第 69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11 

 

46. 肺非結核性抗酸菌症に対する外科的治療例の検討 

牧原重喜，奥谷大介，小谷一敏 

第 69 回日本臨床外科学会，横浜，2007.11 

 

＜看護部＞ 

47. デスカンファレンスにおける看護師の役割 



 

 

松田真理子 

第 19 回度固定チームナーシング全国研究集会，神戸，2007.09 

 

48. リラクゼーションを通して，緊張の強い患児の生活リズムを確立した 1 事例 

中山智美，須浪紀久美，久米広美 

第 33 回日本重症心身障害学会学術集会，高知，2007.09 

 

49. がん化学療法を受けた患者に脱毛に対する聞き取り調査を実施して 

梶谷尚未，萩田麻貴，三谷順子，池上美智子 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

50. 青年期における皮膚トラブルへの援助－人工呼吸器装着患者 2 事例－ 

小郷文子，四方田享子，逸見恵子 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

51. 処置セット類のワンパック化－CVC セット等の作成－（QC 活動優秀事例） 

内田みはる，竹田昭仁，皆木佳那子，以後千恵子，田中久美子 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

52. 手術室における体内異物残存防止の取り組み－確実なカウントを目指して－（QC 活動優秀事例） 

竹田昭仁，内田みはる，皆木佳那子，以後千恵子，田中久美子 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

＜コメディカル＞ 

53. 医薬品の安全使用のための検討と対策 

山本宏，岩井洋子，寺園純子，中山やちよ，田中健治郎，家岡昌弘，中重歓人，久保英治 

第 17 回日本医療薬学会年会，群馬，2007.09 

 

54. 輪状咽頭筋弛緩不全に対するバルーンカテーテル法の臨床効果 

大石廣，寺地幸喜，有吉希充恵，髙田裕 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

55. 高齢者における代替コミュニケーション支援の試み 

寺地幸喜，有吉希充恵，大石廣，原口俊，髙田裕，信國圭吾 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

56. CT 画像を用いた腹腔内脂肪評価システムの開発 



 

 

安友基勝，中田勝久，佐藤誠，松本直也，林原典子，水内秀次 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

57. 筋萎縮性側索硬化症（ALS）で人工呼吸器装着患者（気管切開下陽圧換気療法）の在宅支援 

赤木節子，宗田良，信國圭吾，松岡真由，道田望，星野由紀恵，髙橋優美子 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

58. 医師の治験に対する意識調査 

天野佳美，大村悦子，中重歓人，井原雄悦 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

59. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)で人工呼吸器装着患者(気管切開下陽圧換気療法）の在宅支援 

松岡真由，宗田良，信國圭吾，赤木節子，道田望，星野由紀恵，高橋優美子 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

60. 術前乳腺穿刺吸引細胞診におけるロビンソン分類（第 3 報） 

三本亜希，戸田環，西村俊直，坂根潤一，藤本貴美子，榎本泰明，倉岡和矢，齋藤彰久， 

小関萬里，谷山清巳 

第 61 回国立病院総合医学会，名古屋，2007.11 

 

＜その他＞ 

61. カナダにおける IPE(専門職間教育)の経験 

奥谷珠美 

第 44 回日本リハビリテーション医学会学術集会，神戸，2007.06 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

62. TPPV 施行 ALS 患者の予後 

信國圭吾（分担研究者），田邊康之，坂井研一，高田裕，永井太士，原口俊，井原雄悦 

厚生労働科学研究費補助金難治性克服研究事業特定疾患患者の生活の質(Quality of Life，QOL) 

の向上に関する研究平成 19 年度研究報告会，東京，2007.12 

 

63. レビー小体病を合併した Creutzfeldt-Jakob 病の一剖検例 

原口俊，井原雄悦（分担研究者），石津秀樹，坂井研一，寺田整司，永井太士，田邊康之，高田裕，

信国圭吾，黒田重利 

厚生労働省国立高度専門医療センター等研究費精神･神経疾患研究委託費リサーチ リソース 

ネットワークを用いた神経・精神疾患の研究資源（剖検脳等）の確保と病態解明を目指した



 

 

研究 平成 19 年度研究会議，東京，2008.01 

 

64. 南岡山医療センターにおける摂食･嚥下サポートチームの活動 

有吉希充恵，信國圭吾（分担研究者） 

厚生労働省国立高度専門医療センター等研究費精神･神経疾患研究委託費 神経疾患の診断・

治療・予防に関する包括的臨床研究班，東京，2008.01 

 

65. スモン患者の機能評価と介護負担 

坂井研一，永井太士，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦，早原敏之 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業スモンに関する調査研究班平成 19 年度研

究報告会，東京，2008.02 

 

66. スモン患者中国・四国地区検診の総括 

井原雄悦，川井元晴，山田淳夫，椿原彰夫，乾俊夫，山下順章，山下元司，峠哲男，阿部康二， 

下田光太郎 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業スモンに関する調査研究班平成 19 年度研

究報告会，東京，2008.02 

 

＜免疫疾患＞ 

67. シックハウス症候群の症状経過について（アンケート調査を中心に） 

木村五郎，高橋清（分担研究者），岡田千春 

厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業シックハウス症候群の診断・治療法及

び具体的方策に関する研究（秋山班），東京，2007.12 

 

68. 重症難治性喘息の機序解明と臨床分類に基づく治療法の確立に関する研究 

高橋清（分担研究者），宗田良，岡田千春，片岡幹男，木村五郎，平野淳，金廣有彦，谷本安 

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業研究報告会 

「気管支喘息難治・重症化の病因・病態の解明に関する研究｣班（森班），東京，2008.01 

 

69. 倉敷市における成人喘息の有病率・罹患率及び QOL に関する疫学調査 

高橋清（分担研究者），宗田良，岡田千春，木村五郎，平野淳，金廣有彦・谷本安，曽根啓一， 

井上功 

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業研究報告会 

「気管支喘息の有症率，ガイドラインの普及効果と QOL に関する全年齢全国調査に関する研

究」班（赤澤班），東京，2008.01 

 

70. ガイドライン普及のための対策とそれに伴う QOL 向上に関する研究 



 

 

岡田千春（分担研究者） 

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業研究報告会 

「ガイドライン普及のための対策とそれに伴う QOL 向上に関する研究」班（須甲班），東京，

2008.01 

 

71. ガイドラインに沿った長期管理を実行するための保健指導の推進 

高橋清（分担研究者），相澤久道，足立満，東田有智，福田健，足立哲也 

第 7 期大気汚染による健康影響に関する総合的研究 第 19 回環境保健調査研究報告会 

「II-3 成人喘息患者の重症度等に応じた健康管理支援，保健指導の実践及び評価手法に関す

る調査研究」班（大田班），東京，2008.03 

 

地方会 

＜神経筋疾患＞ 

72. 気管無名動脈瘻の予防のため胸骨 U 字状切除術を施行したデュシャンヌ型筋ジストロフィーの一例 

高橋幸治，難波玲子，高田裕，井原雄悦，国吉真行 

第 82 回日本神経学会中国・四国地方会，宇部，2007.06 

 

73. てんかん発作に伴う一過性脳梁膨大部病変の 1 例 

永井太士，坂井研一，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 82 回日本神経学会 中国・四国地方会，宇部，2007.07 

 

74. 呼吸不全で発症し近位筋優位の筋力低下を呈した CIDP が疑われる一例 

坂井研一，永井太士，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦，西村広健 

第 83 回日本神経学会 中国・四国地方会，松山，2007.12 

 

＜呼吸器疾患＞ 

75. 異なる血液検査所見を呈し lupus like reaction を来したヒトパルボウィルス B19 感染症の２例 

濱田昇，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，足羽敦子，岡本享，竹内誠，宗田良， 

高橋清 

第 96 回日本内科学会中国地方会，岡山，2007.05 

 

76. 根治的胸部照射不能・遠隔転移を有する肺非小細胞癌に対する Cisplatin，Docetaxel，Irinotecan 併用化

学療法の長期予後成績 

別所昭宏，藤本伸一，高田一郎，藤原慶一，徳田佳之，久山彰一，柴山卓夫，畝川芳彦，新海哲，

上岡博，堀田勝幸，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 46 回日本肺癌学会中国四国支部会，広島，2007.07 

 



 

 

77. 咽頭放線菌症の 1 例 

濱田昇，高橋秀治，内田亜希子，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，赤木博文，宗田良，高橋清， 

山鳥一郎 

第 97 回日本内科学会中国地方会，岡山，2007.11 

 

78. 高カルシウム血症を呈した肺結核の 1 例 

濱田昇，高橋秀治，内田亜希子，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良，高橋清 

第 58 回日本結核病学会中国四国支部学会，岡山，2008.02 

 

79. 診断・治療に難渋した肺アスペルギルス症の 1 例 

濱田昇，高橋秀治，内田亜希子，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良，高橋清，山鳥一郎 

第 16 回日本呼吸器学内視鏡学会中国四国支部会，岡山，2008.02 

 

80. 気管支鏡にて診断した異所性肺石灰化の 1 例 

柴山卓夫，多田敦彦，高橋秀治，河田典子，濱田昇，宗田良，高橋清 

第 16 回日本呼吸器学内視鏡学会中国四国支部会，岡山，2008.02 

 

81. 治療開始 6 ヶ月後に初期悪化(paradoxical response)を生じた軽症肺結核の 2 例 

高橋秀治，多田敦彦，内田亜希子，濱田昇，河田典子，柴山卓夫，宗田良，高橋清 

第 58 回日本結核病学会中国四国支部学会，岡山，2008.02 

 

82. Wegener 肉芽腫との鑑別を要した原発性上咽頭結核の 1 例 

河田典子，高橋秀治，内田亜希子，濱田昇，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良 

第 58 回日本結核病学会中国四国支部学会，岡山，2008.02 

 

＜血液疾患＞ 

83. 高用量メソトレキセート療法を含む治療を行った中枢神経系原発悪性リンパ腫 6 例の検討 

吉田親正，竹内誠 

第 97 回日本内科学会中国地方会，岡山，2007.11 

 

＜耳鼻科＞ 

84. 気切後も誤嚥性肺炎を反復する ALS 症例に対する気道食道分離術， 

赤木博文，土師知行，信國圭吾，牧原重喜，小谷一敏，斎藤智彦 

日本耳鼻咽喉科学会第 33 回中国四国地方部会連合学会，徳島，2007.06 

 

＜外科＞ 

85. 慢性肺血栓塞栓症を合併した Pulmonary veno-occlusive disease PVOD に対して生体部分肺移植と血栓内



 

 

膜摘除術を施行した 1 例 

奥谷大介，山根正修，豊岡伸一，大藤剛宏，青江基，佐野由文，伊達洋至 

50 回関西胸部外科学会，大阪，2007.06 

 

86. 肺癌の胸膜播種と診断された胸腔内の孤立性小結節に対して術前 PET-CT が有用であった 2 例 

奥谷大介，山根正修，豊岡伸一，青江基，佐野由文，伊達洋至 

50 回関西胸部外科学会，大阪，2007.06 

 

87. 内視鏡的胃瘻造設術後に生じた胃結腸皮膚瘻の 3 例 

奥谷大介，小谷一敏，牧原重喜 

第 163 回岡山外科会，岡山，2007.06 

 

88. 肺癌の胸膜播種と診断された胸腔内の孤立性小結節に対して術前 PET-CT が有用であった 2 例 

奥谷大介，山根正修，豊岡伸一，大藤剛宏，青江基，佐野由文，伊達洋至 

第 46 回日本肺癌学会中国・四国支部会，広島，2007.07 

 

89. 多発性小結節陰影を呈し診断に苦慮した肺結核の 1 例 

奥谷大介，小谷一敏，柴山卓夫，牧原重喜 

第 82 回中国四国外科学会総会，倉敷，2007.09 

 

＜看護部＞ 

90. 上部消化器内視鏡検査をうける患者の苦痛の比較－アンケート調査を継続して－ 

黒岡昌代 

第 3 回中国四国地区国立病院機構国立病院看護研究学会，広島，2007.10 

 

91. ベッド柵カバー「ベッドガードマン」の作成と使用後の効果 

武海栄 

第 3 回中国四国地区国立病院機構国立病院看護研究学会，広島，2007.10 

 

92. クリティカルパス展示 内視鏡（胃・大腸）検査 

藤田笑子 

日本医療マネジメント学会 第 3 回岡山地方学術集会，岡山，2008.02 

 

93. クリティカルパス展示 自然気胸 

藤村昌子 

日本医療マネジメント学会 第 3 回岡山地方学術集会，岡山，2008.02 

 



 

 

＜コメディカル＞ 

94. サリドマイドの薬学的管理 

家岡昌弘，寺園純子，中山やちよ，田中健治郎，中重歓人，山本宏，久保英治 

第 45 回中国四国地区国立病院薬学研究会，福山，2007.09 

 

95. サリドマイドの薬学的管理 

家岡昌弘，寺園純子，中山やちよ，田中健治郎，中重歓人，山本宏，久保英治 

第 46 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会，高知，2007.11 

 

96. 医薬品の安全使用のための取り組み 

山本宏，岩井洋子，寺園純子，中山やちよ，田中健治郎，家岡昌弘，中重歓人，久保英治 

日本医療マネジメント学会 第 3 回岡山地方学術集会，岡山，2008.02 

 

研究会 

＜神経筋疾患＞ 

97. 若年発症パーキンソン症候群と認知症を呈したタウオパチーの 1 例 

寺田整司，石津秀樹，吉田英統，岸本由紀，本田肇，原口俊，井原雄悦，黒田重利 

第 35 回臨床神経病理懇話会，香川県三木町，2007.11 

 

＜免疫疾患＞ 

98. 気管支喘息の有病率・罹患率に関する疫学調査(倉敷市)  

岡田千春，谷本安，平野淳，木村五郎，金廣有彦，宗田良，篠原淑子，井上功，曽根啓一， 

高橋清 

第 19 回中国四国臨床アレルギー研究会，岡山，2007.08 

 

99. 気管支喘息患者における呼気凝縮駅(EBC)中炎症性マーカーと重症度，肺機能 

上野友愛，片岡幹男，平野淳，飯尾耕治，谷本安，金廣有彦，木村五郎，岡田千春，宗田良， 

高橋清，谷本光音 

第 19 回中国四国臨床アレルギー研究会，岡山，2007.08 

 

＜呼吸器疾患＞ 

100. 非結核性抗酸菌症の臨床 

多田敦彦 

文月会（香川県高松地区医師研究会），高松，2007.05 

 

101. 呼吸機能検査のコツ 

多田敦彦 



 

 

第 43 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2007.08 

 

102. 診断，治療に難渋した孤立結節影の 1 例 

濱田昇，高橋秀治，内田亜希子，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，高橋清，山鳥一郎 

第 12 回岡山呼吸器感染症研究会，岡山，2007.1 

 

103. COP/EP の可能性を考えた 1 例 

河田典子 

第 22 回岡山肺生検症例検討会，岡山，2008.03 

 

＜血液疾患＞ 

104. 高用量メソトレキセート療法を含む治療を行った中枢神経系原発悪性リンパ腫の 6 例の検討 

吉田親正，竹内誠 

第４回中四リンパ腫カンファレンス，岡山，2007.04 

 

105. 経過中に MRSA による多発性皮下および筋肉内膿瘍を形成した AML の一例 

吉田親正，竹内誠 

第 3 回中四 FN 研究会，岡山，2007.1 

 

＜耳鼻科＞ 

106. 気切後も反復性誤嚥性肺炎を認める ALS 症例に対する気道食道分離術 

赤木博文，土師知行，假谷伸，西﨑和則 

第 37 回日本耳鼻咽喉科感染症研究会，旭川，2007.09 

 

＜コメディカル＞ 

107. バルーンカテーテル法により経口摂取が可能となったハンセン病患者様の一症例 

大石廣 

第 76 回瀬戸内集談会，瀬戸内，2007.07 

 

＜放射線科＞ 

108. 肩関節痛の一例 

佐伯基次，林原典子 

岡山画像診断懇話会 ，岡山，2007.07 

 

＜皮膚科＞ 

109. アトピー教室を通して感じたこと 

藤原愉高 



 

 

第 159 回倉敷小児科専門医会，倉敷，2007.07 

 

110. MCTD に伴う難治性の下腻潰瘍 

藤原愉高 

倉敷臨床皮膚科懇話会，倉敷，2008.03 

 

研修会 

＜コメディカル＞ 

111. 医薬品情報と EBM 

山本宏 

平成 19 年度病院薬剤師会卒後研修会，岡山，2007.09 


