
 

〔学会・研究会発表〕 

 

国際学会 

＜神経･筋疾患＞ 

1. Effects of chronic exposure to aluminum in drinking water on an animal model of tauopathies 

 Oshima E, Ishihara T, Nakashima-Yasuda, Yoshida H, Terada S, Kuroda S 

 The 14th World Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 2008.9 

 

＜免疫疾患＞ 

2. A review of definition and diagnostic criteria of severe intractable asthma 

Takahashi K，Hirano A，Okada C，Kimura G，Soda R 

XIX World Congress of Asthma，Monte-Carlo，2008.11 

 

＜耳鼻科＞ 

3. Expression of inflammatory mediators in the otitis media induced by Helicobacter pylori antigen in mice 

Kariya S，Okano M，Fukushima K，Kataoka Y，Akagi H，Nishizaki K 

The 12th Japan-Korea Joint Meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery，奈良，2008.04 

 

国内学会 

＜神経筋疾患＞ 

4. 呼吸不全を主徴とし電気生理学的には軸索変性を示したが，神経生検では脱髄を認めCIDPが疑われた

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 20 回日本神経免疫学会学術集会，新潟，2008.04 

 

5. 神経疾患による臥床状態の合併症としての蜂窩識炎 

永井太士 

第 49 回日本神経学会総会，横浜，2008.05 

 

6. 脊髄小脳変性症(SCD)における小脳症状と脳血流シンチグラフィー(SPECT)との相関関係 

高田裕 

第 49 回日本神経学会総会，横浜，2008.05 

 

7. スモン患者の機能評価と介護負担の検討 

坂井研一 

第 49 回日本神経学会総会，横浜，2008.05 

 

8. TPPV施行ALS患者の予後 

信國圭吾，田邊康之，坂井研一，高田裕，原口俊，永井太士，井原雄悦 



 

第 49 回日本神経学会総会，横浜，2008.05 

 

9. 若年発症パーキンソン症候群と認知症を呈した一剖検例 

原口俊，寺田整司，石津秀樹，吉田英統，岸本由紀，本田肇，永井太士，田邊康之，坂井研一，

高田裕，信國圭吾，井原雄悦，赤木幹弘，酒井規夫，黒田重利 

第 49 回日本神経病理学会総会学術研究会，東京，2008.05 

 

10. 筋萎縮性側索硬化症におけるapoptosis-inducing factorの関与 

柴田亮行，柿田明美，高橋均，井原雄悦，信國圭吾，藤村晴俊，佐古田三郎，佐々木彰一， 

廣井敦子，平野朝雄，小林槇雄 

第 49 回日本神経病理学会総会学術研究会，東京，2008.05 

 

11. うつ状態にて発症したレビー小体型認知症の一剖検例 

 寺田整司，石津英樹，池田研二，吉田英統，黒田志保，岸本由紀，大島悦子，本田肇， 

 石原武士，黒田重利 

 第 49 回日本神経病理学会総会，東京，2008.5 

 

12. 好塩基性封入体病とneuronal intermediate filament inclusion diseaseの臨床病理学的比較検討 

 横田修，土谷邦秋，寺田整司，石津秀樹，内門大丈，池田学，小栁清光，中野今治，村山繁雄， 

 黒田重利，秋山治彦 

第 49 回日本神経病理学会総会，東京，2008.5 

 

13. アルツハイマー病変を伴った遺伝性Creutzfeldt-Jakob病（V180I）の一剖検例 

 吉田英統，石津秀樹，池田研二，早原敏之，松岡美穂，池田和代，出口一志，峠哲男， 

 北本哲之，寺田整司，大島悦子，石原武士，黒田重利 

 第 49 回日本神経病理学会総会，東京，2008.5 

 

14. 認知症高齢者における喫煙状況およびドネペジル服用との関連 

 吉田英統，藤川顕吾，辻拓司，藤沢嘉勝，佐々木健，和気洋介，寺田整司，本田肇，大島悦子， 

 石原武士，黒田重利 

第 23 回日本老年精神医学会，神戸，2008.6 

 

15. 結腸の先天性異常によって絞扼イレウスを発症したCornelia de Lange症候群の 1 例 

 井上美智子，浦上知子 

第 34 回日本重症心身障害学会，大宮，2008.09 

 

16. 重症心身障害者の慢性期の呼吸管理に肺内パーカッションベンチレーターの低圧使用が有用であった

症例 

 井上美智子，高田裕 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 



 

 

17. 神経疾患による臥床状態の合併症としての蜂窩識炎の検討 

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 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

18. 長期臥床状態の神経･筋疾患患者においての急性胆嚢炎の検討 

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，平野淳 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

19. 基底核と小脳に高度の石灰沈着を認めた、アルツハイマー病変を伴う新皮質型レビー小体型認知症の

一例 

 吉田英統，石津秀樹，池田研二，寺田整司，岸本由紀，大島悦子，石原武士，黒田重利 

第 36 回臨床神経病理懇話会，広島，2008.11 

 

20. レビー小体病理を伴った混合型認知症の一例 

 岸本由紀，石津英樹，吉田英統，鎌田豪介，大島悦子，本田肇，寺田整司，石原武士，山本真， 

 中島唯夫，中島良彦，黒田重利 

第 36 回臨床神経病理懇話会，広島，2008.11 

 

＜免疫疾患＞ 

21. 岡山市における病診連携の現状と問題点─喘息患者のための医療連携─ 

岡田千春，平野淳，木村五郎，谷本安，宗田良，高橋清 

第 20 回日本アレルギー学会春季臨床大会，東京，2008.06 

 

22. 全国小児におけるアレルギー疾患の有病率調査─気管支喘息 診断と管理─ 

吉田幸一，堀向健太，後町法子，大石拓，渡辺博子，小嶋なみ子，明石真幸，高橋清，小田嶋博，

西村正治，足立雄一，谷口正実，大矢幸弘，赤澤晃 

第 58 回日本アレルギー学会秋季学術大会シンポジウム，東京，2008.11 

 

23. 気管支喘息：成人─アレルギー疾患の自然経過─ 

高橋清，岡田千春，谷本安，木村五郎，平野淳，金廣有彦，宗田良，谷本光音 

第 58 回日本アレルギー学会秋季学術大会，東京，2008.11 

 

24. 成人喘息の立場から-臨床マーカー-─気管支喘息の難治化機構とその対策─ 

谷本安，高橋清，平野淳，岡田千春，片岡幹男，谷本光音 

第 58 回日本アレルギー学会秋季学術大会，東京，2008.11 

 

25. 関節リウマチ患者における呼吸器合併症および生物学的製剤投与の関与についての臨床的検討 

岡本亨，太田裕介，吉永泰彦 

第 52 回日本リウマチ学会総会･学術集会第 17 回国際リウマチシンポジウム，札幌，2008.04 



 

 

26. 喘息患者指導における医師，薬剤師の連携に関する調査研究 

岡田千春，平野淳，木村五郎，谷本安，金廣有彦，宮原信明，宗田良，高橋清 

第 20 回日本アレルギー学会春季臨床大会，東京，2008.06 

 

27. モンテルカストが有効であった高齢者好酸球性胃腸炎の 1 例 

平野淳，岡田千春，木村五郎，谷本安，金廣有彦，宮原信明，片岡幹男，宗田良，高橋清 

第 20 回日本アレルギー学会春季臨床大会，東京，2008.06 

 

28. シックハウス症候群，化学物質過敏症の症状経過 

木村五郎，岡田千春，平野淳，水内秀次，春摘誠，浦上知子，藤原愉高，赤木博文，宗田良， 

高橋清 

第 20 回日本アレルギー学会春季臨床大会，東京，2008.06 

 

29. ブシラミンにより発症したと考えられるインスリン自己免疫症候群 

太田裕介，足羽敦子，岡本享 

第 23 回日本臨床リウマチ学会，横浜，2008.11 

 

30. 気管支喘息患者PBMCと培養気管支上皮細胞の相互反応に対するモンテルカストの抑制効果の検討 

岡田千春，平野淳，木村五郎，谷本安，金廣有彦，宗田良，高橋清 

第 58 回日本アレルギー学会秋季学術大会，東京，2008.11 

 

＜呼吸器疾患＞ 

31. 当院における粟粒結核 64 例の臨床的検討 

河田典子，内田亜希子，濱田昇，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良 

第 48 回日本呼吸器学会学術講演会，神戸，2008.06 

 

32. 国立病院機構における呼吸リハビリテーションの現状と課題 

多田敦彦，町田和子，大平徹郎，坪井知正，阿部聖裕 

第 48 回日本呼吸器学会学術講演会，神戸，2008.06 

 

33. 体重減少とCOPD増悪に関する臨床的検討 

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 48 回日本呼吸器学会学術講演会，神戸，2008.06 

 

34. 人工呼吸器管理を要する筋萎縮性側索硬化症患者に発症した両側気胸の 1 例 

奥谷大介，小谷一敏，牧原重喜 

第 12 回日本気胸･嚢胞性肺疾患学会総会，東京，2008.09 

 

35. 非小細胞肺癌の頭蓋内転移に対するGefitinibの効果に関する後方視的解析 



 

柴山卓夫，内田亜希子，多田敦彦 

第 49 回日本肺癌学会総会，小倉，2008.11 

 

36. 肺腺癌症例に対するゲフィニチブ治療効果に喫煙歴が及ぼす影響の精査に関する検討 

堀田勝幸，木浦勝行，瀧川奈義夫，久山彰一，畝川芳彦，米井敏郎，玄馬顕一，青江啓介， 

柴山卓夫，松尾圭祐，亀井治人，藤原義朗，田端雅弘，上岡博，谷本光音 

第 7 回日本臨床腫瘍学会学術集会，名古屋，2009.03 

 

＜耳鼻科＞ 

37. 反復性嚥下性肺炎を伴ったＡＬＳ症例に対する気道食道分離術の選択 

赤木博文，土師知行 

第 21 回日本口腔・咽頭科学会総会，鹿児島，2008.09 

 

38. L-55 乳酸菌含有ヨーグルトのスギ花粉症に対する臨床的有効性の検討-第 2 報- 

赤木博文，岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，高橋清，砂田洋介，中村昇二，岡野光博 

第 27 回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会，千葉，2009.02 

 

＜外科＞ 

39. 肺MAC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 25 回日本呼吸器外科学会，宇都宮，2008.05 

 

40. 当院における開腹胃瘻造設術の検討-内視鏡的胃瘻造設術との比較 

奥谷大介，小谷一敏，牧原重喜 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

41. 当院における開腹胃瘻造設術の検討-内視鏡的胃瘻造設術との比較 

奥谷大介，小谷一敏，牧原重喜 

第 70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11 

 

＜看護部＞ 

42. 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，前川紀子，中塚信江，大石秀香，平野淳 

第 60 回日本消化器内視鏡技師学会，千葉，2008.05 

 

43. 気管切開がある重症心身障害児の腹臥位を考える 

伊藤亜紀，竹信清美，池田さやか，諏訪加代子，溝内育子，大島瑞穂，逸見恵子 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

44. 当院における外来待ち時間調査とその検討 



 

黒岡昌代，大石秀香，岡田千春，宗田良 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

45. 慢性呼吸不全患者への呼吸リハビリの有効性について-退院後のADL指導の実態調査を行って- 

高橋梨恵 

第 6 回国立病院看護研究学会学術集会，仙台，2008.12 

 

46. 看護師の意識による消臭行動の差（違い）-意識調査からみえた知識・感情・行動の関連性- 

守本友美 

第 6 回国立病院看護研究学会学術集会，仙台，2008.12 

 

47. 神経筋疾患患者が在宅療養に向けての家族介護者の思いの分析 

 道田望，太西邦子，西川美帆，宮本敏子，藤原典子，山下瞳  

第 39 回日本看護学会学術集会 成人看護 II，名古屋，2008.09 

 

48. 小児肥満教室参加後の行動変容－TTMを使用しての分析－ 

 遠部泰子，宮口美香，竹山淳子 

第 39 回日本看護学会学術集会 成人看護 II，名古屋，2008.09 

 

49. 人工呼吸器装着中の患児の呼吸介助について～有効的な呼吸介助法により呼吸時状態が改善できた事

例～ 

 博田ヨリ子，久米広美，須浪紀久美 

第 34 回日本重度心身障害学会，さいたま，2008.09 

 

＜コメディカル＞ 

50. CODP患者の在宅運動状況の調査～LVRS術後患者 1 症例の 7 年の経過～ 

原信子，越智寿美江，柴山卓夫，多田敦彦 

第 18 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会総会，松山，2008.10 

 

51. 代替手段を用いての情報保障の試みについて 

寺地幸喜，有吉希充恵，大石廣，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

52. Ａ型通園事業における摂食機能障害への取り組み 

大石廣，寺地幸喜，有吉希充恵，高田裕，石原典子，狩谷純子，藤本知子 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

53. 重症心身障害児者の社会性に着目したグループでの作業療法 

堀田来以，梶田裕右，松本勉，越智壽美江 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 



 

 

＜その他＞ 

54. リハビリテーション科卒後臨床研修における自己主導型学習の導入 

奥谷珠美，高田裕，奥谷大介 

第 45 回日本リハビリテーション医学会学術集会，横浜，2008.06 

 

55. 介助犬使用者に対する健康関連QOL調査について 

高柳友子，新谷舞，古澤一成，大石豪彦，安光正治，千田益生 

第 45 回日本リハビリテーション医学会学術集会，横浜，2008.06 

 

56. 南岡山医療センターにおけるエネルギー削減に対する取り組み 

野崎正広，上野靖，園部宏明，野崎一弘，石橋健治，與坂健市，石井哲，長鋪覚 

第 62 回国立病院総合医学会，東京，2008.11 

 

57. Webアプリケーションにおける印刷制御について 

斎藤智彦 

日本麻酔･集中治療テクノロジー学会，福井，2008.12 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

58. 中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 20 年度） 

 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 20 年度研究報告会，東京，2009.02 

 

59. スモンのMMSE 

 坂井研一，井原雄悦，松本昭久，千田圭二，鈴木裕，祖父江元，小西哲郎，藤井直樹， 

 橋本修二，小長谷正明 

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 20 年度研究報告会，東京，2009.02 

 

60. スモンと疼痛性障害-ケースレポートを通じての考察- 

 田邊康之，永井太士，原口俊，坂井研一，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

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 20 年度研究報告会，東京，2009.02 

 

61. 人工呼吸器装着ALS症例における内蔵型肥満 

信國圭吾，坂井研一，高田裕，原口俊，永井太士，田邊康之，井原雄悦 

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



 

QOL) の向上に関する研究班 平成 20 年度研究報告会，東京，2008.12 

 

62. 当院における気道食道分離術施行症例の検討 

 信國圭吾，高田裕，原口俊，永井太士，坂井研一，田邊康之，井原雄悦，赤木博文，小谷一敏，

 奥谷大介，牧原重喜 

厚生労働省精神･神経疾患委託費 神経疾患の診断･治療･予防に関する包括的臨床研究班 

平成 20 年度研究成果報告会，東京，2008.11 

 

63. 呼吸不全のために認知機能の評価が困難であった認知症を伴う筋萎縮性側索硬化症の一剖検例 

 原口俊，高田裕，寺田整司，石津秀樹，長尾茂人，永井太士，田邊康之，坂井研一，信國圭吾， 

 井原雄悦，黒田重利 

厚生労働省精神･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 20 年度研究会議，東京，

2009.01 

 

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 

厚生労働省精神･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 

 

＜免疫疾患＞ 

65. 携帯電話を用いた喘息治療管理 

岡田千春 

平成 20 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 

ユビキタス・インターネットを活用したアレルギー疾患の自己管理及び生活環境･改善支援シ

ステム･遠隔教育システム･患者登録･長期観察システムに関する研究班 須甲班，東京，

2008.05 

 

66. 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 

高橋清 

環境再生保全機構 成人気管支ぜん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 研究班 大田班，平成 20 年度第 1 回班会議，東京，2008.09 

 

67. 化学物質負荷テストの検討 

木村五郎 

厚生労働科学研究費補助金 健康安全･危機管理対策総合研究事業 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班 平成 20 年度班会議，東京，2008.09 

 

68. 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 



 

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 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，平成 20 年度

班会議，東京 ，2008.09 

 

69. 難治性喘息における気道上皮細胞とPBMCの相互反応 

岡田千春 

平成 20 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，東京，2008.10 

 

70. 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 

平成 20 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，東京，2008.10 

 

71. 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 

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 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，平成 20 年

度第 2 回班会議，東京，2008.11 

 

72. 化学物質負荷テストの検討 

木村五郎 

厚生労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業 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班 平成 20 年度班会議，東京，2008.12 

 

73. 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 

環境再生保全機構 成人気管支ぜん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 研究班 大田班 平成 20 年度第 2 回班会議，東京，2009.01 

 

74. 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 

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 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 平成 20 年

度班会議，東京，2009.01 

 

75. 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 

第 20 回環境保健調査研究報告会 環境再生保全機構成人気管支ぜん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 研究班 大田班，東京，



 

2009.03 

 

＜重症心身障害児（者）＞ 

76. 南岡山医療センターにおける重症心身障害児・者医療の現状 

井上美智子，有村温恵，須波紀久美，近藤鈴江 

政策医療ネットワーク共同研究長期入院重症児と後方施設連携のあり方に関する研究： 

新たな連携体制と継続連携パスの検討研究班第 1 回班会議，岡山，2009.01 

 

地方会 

＜神経筋疾患＞ 

77. 肉眼筋麻痺を示したFisher症候群の 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，楠進 

第 84 回日本神経学会中国・四国地方会，2008.07 

 

78. クリプトコッカス髄膜炎に対してアムホテリシンＢリポソーム製剤（L-AMB）を 12 ヶ月間投与した 1 例 

永井太士 

第 85 回日本神経学会中国・四国地方会，岡山，2008.12 

 

＜免疫疾患＞ 

79. モンテルカストにより改善が認められた高齢者好酸球性胃腸炎の 1 例 

平野淳，木村五郎，岡田千春，宗田良，高橋清 

第 20 回日本老年医学会中国地方会，米子，2008.11 

 

＜呼吸器疾患＞ 

80. 頭蓋内病変に対してGefitinibによる治療を行った非小細胞肺癌症例の後方視的解析 

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

第 98 回日本内科学会中国地方会，宇部，2008.05 

 

81. 癌性胸水を呈する進行非小細胞肺癌患者でEGFR遺伝子変異を検索した症例のEGFRチロシンキナーゼ阻

害剤の効果についての検討 

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

第 98 回日本内科学会中国地方会，宇部，2008.05 

 

82. 再発肺非小細胞癌（NSCLC）症例に対するイリノテカン（CPT）とアムルビシン（AMR）の併用化学

療法の第II相試験 

海野正俊，野上尚之，堀田勝幸，柴山卓夫，細川 忍，大澤昌宏，池田元洋，高田三郎， 

藤井昌学，畝川芳彦，上岡博，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 43 回日本呼吸器学会中国四国地方会，高知，2008.07 

 

 



 

83. 非典型的な肺内転移を伴った上皮性増殖因子受容体(EGFR)変異陽性多型癌の 1 例 

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

第 43 回日本呼吸器学会中国四国地方会，高知，2008.07 

 

84. 化学療法にて改善したMycobacterium avium-intracellulare complex (MAC)が原因と推測される器質化肺炎

の一例 

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

第 43 回日本呼吸器学会中国四国地方会，高知，2008.07 

 

85. 化学放射線同時併用療法中に併発した気管支塞栓を気管支鏡下に除去し得た局所進行非小細胞肺癌の

一例 

柴山卓夫，内田亜希子，濱田昇，河田典子，多田敦彦，宗田良，高橋清 

第 17 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会，高松，2009.02 

 

86. 透視下気管支粘膜生検が診断に有用であった肺悪性疾患の 2 例 

濱田昇，高橋秀治，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良，高橋清 

第 17 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会，高松，2009.02 

 

87. 当院における結核性脊椎炎 27 例の検討 

河田典子，高橋秀治，濱田昇，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良，太田裕介 

第 59 回日本結核病学会中国四国支部会，高松，2009.02 

 

88. 抗酸菌症治療薬開発に向けての展望 ─臨床の立場から─ 

多田敦彦，河田典子，高橋秀治，濱田昇，柴山卓夫，宗田良，高橋清 

第 59 回日本結核病学会中国四国支部会，高松，2009.02 

 

89. 生体肝移植後に発症した結核性脊椎炎の１例 

多田敦彦，太田裕介，高橋秀治，濱田昇，河田典子，柴山卓夫，宗田良，高橋清 

第 59 回日本結核病学会中国四国支部会，高松，2009.02 

 

＜耳鼻科＞ 

90. 悪性腫瘍再発を疑った喉頭放線菌症・症例 

赤木博文，濱田昇，内田亜希子，河田典子，柴山卓夫 

日本耳鼻咽喉科学会第 34 回中国四国地方部会連合学会，米子，2008.05 

 

91. L-55 乳酸菌含有ヨーグルトのスギ花粉症に対する臨床効果-第 2 報- 

赤木博文，岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，高橋清，砂田洋介，中村昇二，岡野光博 

日本耳鼻咽喉科学会第 34 回中国地方部会連合講演会，広島，2008.12 

 

92. 頸部蜂窩織炎治療中に中毒疹を発症した化学物質過敏症症例 



 

内田浩志，赤木博文 

日本耳鼻咽喉科学会第 34 回中国地方部会連合講演会，広島，2008.12 

 

＜看護部＞ 

93. 低栄養改善への関わり～結核患者の一事例を通して～ 

 辻珠恵，森岡ひとみ，関靖子，六垣内百合，藤本みどり 

平成 20 年度岡山県看護協会倉敷支部看護研究発表会，倉敷，2008.11 

 

94. 化学療法中の食事に対する希望調査を実施してー化学療法食の献立作成の視点からー 

 萩田麻貴，花房人美，三谷順子，池上美智子 

第 4 回中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，徳島，2008.09 

 

95. 術後病室の環境について考える～看護師にアンケート調査を実施して～ 

 福武仁美，川迫美菜，澤田弘子，濱田美恵子 

第 4 回中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，徳島，2008.09 

 

＜その他＞ 

96. 大腸内視鏡検査で確定診断し，内服治療およびバルーン拡張術を施行した大腸結核の 1 例 

平野淳，岡本享，木村五郎，岡田千春，宗田良，高橋清，高橋秀治，河田典子，多田敦彦， 

 藤井昌学 

第 98 回日本内科学会中国地方会例会，宇部，2008.05 

 

97. SF36 を用いたTHA術後の経時的QOL評価 

奥谷珠美，遠藤裕介，三谷茂，堅山佳美，千田益生，尾崎敏文 

第 41 回中国四国整形外科学会，高知，2008.11 

 

98. 介助犬使用者に対する健康関連QOL調査について 

新谷舞，高柳友子，千田益生，古澤一成，片岡昌樹，奥谷珠美，堅山佳美，尾崎敏文 

第 27 回中国四国リハビリテーション医学研究会，岡山，2008.12.14 

 

99. CPCコメンテーター 

藤原愉高 

第 246 回日本皮膚科学会岡山地方会，岡山，2009.01 

 

研究会 

＜呼吸器疾患＞ 

100. 当院における粟粒結核 65 例の臨床的検討 

河田典子，高橋秀治，濱田昇，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良 

第 17 回岡山抗酸菌症研究会，岡山，2008.06 

 



 

101. 急性膿胸に対して胸腔鏡下手術を施行した 1 例 

奥谷大介，小谷一敏，柴山卓夫，牧原重喜 

第 9 回岡山呼吸器外科懇話会，岡山，2008.07 

 

102. 難治性喘息の定義（日本と世界） 

高橋清 

第 28 回六甲カンファレンス，京都，2008.08 

 

103. タルセバ症例報告 

柴山卓夫 

TARCEVA Excellence Meeting in Okayama，岡山，2008.11 

 

104. PET/CTで指摘した肺癌胸膜播種の 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 10 回岡山呼吸器外科懇話会，岡山，2009.01 

 

＜耳鼻科＞ 

105. 特別講演-扁桃病巣疾患・IgＡ腎症 

赤木博文 

第 7 回兵庫県臨床耳鼻咽喉科研究会，神戸，2008.04 

 

106. スギ花粉症 薬物治療の選択は如何にすべきか 

赤木博文 

中国地区上気道アレルギー研究会，広島，2009.01 

 

＜その他＞ 

107. 重症心身障害児病棟における感染対策 

信國圭吾，池上美智子，溝内育子，春摘誠，宮崎雅子 

第 20 回岡山インフェクションコントロール研究会，岡山，2008.09 

 

108. プロトピック軟膏による酒さ様皮膚炎 

藤原愉高 

倉敷臨床皮膚科懇話会，倉敷，2008.10 

 

109. Systemic mastocytosis with associated clonal hematological non-mast cell lineage diseaseの 1 例 

吉田親正，宮田明，竹内誠 

第 7 回中四リンパ腫カンファレンス，岡山，2008.10 
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