
 

 

〔学会・研究会発表〕 

 

国際学会 

＜神経・筋疾患＞ 

1. Repetitive questioning behavior in Alzheimer’s disease Relationship to regional cerebral blood flow 

 Kishimoto Y, Terada S, Sato S, Takeda N, Yoshida H, Honda H, Oshima E, Ishihara T, Kuroda S 

International Neuropsychiatric association (INA) 2009, 神戸, 2009.09 

 

2. Wisconsin card sorting test and brain perfusion imaging in early dementia 

 Takeda N, Terada S, Sato S, Honda H, Yoshida H, Kishimoto Y, Kamata G, Oshima E, Ishihara T,  

 Kuroda S 

International Neuropsychiatric association (INA) 2009, 神戸, 2009.09 

 

3. An autopsy case of argyrophilic grain disease showing frontotemporal dementia-like symptoms 

 Yoshida H, Ishizu H, Ikeda K, Terada S, Kishimoto Y, Takeda N, Oshima E, Ishihara T, Kuroda S 

International Neuropsychiatric association (INA) 2009, 神戸, 2009.09 

 

4. FUS pathology in Basophilic Inclusion Body disease (BIBD) 

 Munoz DG, Neumann M, Kusaka H, Yokota O, Terada S, Kuroda S, Mackenzie IR 

49th Canadian Association of Neuropathologists Annual Meeting, Ingonish, Canada, 2009.10 

 

＜免疫疾患＞ 

5. The interaction of PBMC from asthmatics and cultered bronchial epithelial Cells showed enhanced MMP-9 

and TGF-β1 production in difficult asthma 

 Okada C, Hirano A, Kimura G, Tanimoto Y, Kanehiro A, Soda R, Takahashi K 

American Thoracic Society International Conference (ATS), San Diego, 2009.05 

 

6. The PBMC of severe asthmatics showed enhanced candida antigen induced IL-5, IL-13 and TARC 

production and this enhancement was inhibited by dendric cells deprition. 

 Okada C, Hirano A, Tanimoto Y, Kimura G, Miyahara N, Kanehiro A, Soda R, Takahashi K 

European Respiratory Society (ERS) 19th Annual Congress, Vienna, 2009.09 

 

＜血液疾患＞ 

7. Promising outcome of Imatinib-combined chemotherapy followed by allogenuic hematopoietic stem cell 

transplantation for Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: Results of the Japan Adult 

Leukemia Study Group(JALSG)Ph+ALL202 regimen 

 Hatta Y, Mizuta S, Ohtake S, Sugiura I, Ueda Y, Kanamori H, Akiyama H, Takeuchi M, Usui N, Yujiri T,  

 Fujieda A, Kiguchi T, Jinnnai I, Naoe T, Ohno R 

51st American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition, New Orleans, 2009.12 



 

 

国内学会 

＜神経筋疾患＞ 

8. ALSとCIDPにおける骨格筋MRI画像の検討 

 永井太士，坂井研一，長尾茂人，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 50 回日本神経学会総会，仙台，2009.05 

 

9. 長期臥床状態の神経・筋疾患患者における急性胆嚢炎の検討 

 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，長尾茂人 

第 50 回日本神経学会総会，仙台，2009.05 

 

10. 石灰沈着を伴うびまん性神経原線維変化病が疑われたがレビー小体病と病理診断した 1 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 24 回日本老年精神医学会，横浜，2009.06 

 

11. 結核性髄膜炎 5 例の臨床的検討 

 永井太士，坂井研一，片山尚子，長尾茂人，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦，

 河田典子 

第 27 回日本神経治療学会総会，熊本，2009.06 

 

12. 神経・筋疾患の胃瘻造設術での術後合併症の検討 

 坂井研一，奥谷大介，永井太士，長尾茂人，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

第 27 回日本神経治療学会総会，熊本，2009.06 

 

13. シヌクレイノパシーを伴った混合型認知症の一例 

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

 中島唯夫，中島良彦，黒田重利 

第 50 回日本神経病理学会総会学術研究会，高松，2009.06 

 

14. 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 50 回日本神経病理学会総会学術研究会，高松，2009.06 

 

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

 井原雄悦，黒田重利 

第 50 回日本神経病理学会総会学術研究会，高松，2009.06 

 

16. 神経・筋疾患においての胃婁造設術の合併症の検討 

 坂井研一，奥谷大介，永井太士，片山尚子，長尾茂人，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾， 



 

 

 井原雄悦 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

17. 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，頃末薫，原口俊，山本初美，信國圭吾，井原雄悦 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

18. 結核性髄膜炎 5 例の臨床的検討 

 永井太士，坂井研一，片山尚子，長尾茂人，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦，

 河田典子 

第 14 回日本神経感染症学会，宇都宮，2009.10 

 

19. Addenbrooke's cognitive examination (ACE) 日本語版作成と信頼性，妥当性の検証 

 吉田英統，寺田整司，本田肇，阿多敏江，武田直也，岸本由紀，大島悦子，石原武士，黒田重利 

第 28 回日本認知症学会学術集会，仙台，2009.11 

 

20. 日本人PKAN患者の遺伝子解析 

 赤木幹弘，原口俊，高田裕，井原雄悦，大友孝信，酒井規夫，大薗恵一 

第 51 回日本先天代謝異常学会総会，東京，2009.11 

 

＜免疫疾患＞ 

21. 抗アダリムマブ抗体(AAA)と関節リウマチ(RA)活動性の検討 

 岡本享，太田裕介，吉永泰彦 

第 53 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 18 回国際リウマチシンポジウム，東京，2009.04 

 

22. 原発性ヘモクロマトーシスに関節リウマチを発症した 1 例 

 太田裕介，岡本享，岡田千春 

第 53 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 18 回国際リウマチシンポジウム，東京，2009.04 

 

23. 骨髄線維症を認めた混合性結合組織病の一症例 

 山中隆夫，原田芳徳，石井泰子，菊田順一，田中枝里子，石井優，松下正人，大島至郎， 

 佐伯行彦，片田圭宣 

第 21 回日本アレルギー学会春期臨床大会，岐阜，2009.06 

 

24. アレルギーと炎症細胞 －好塩基球－ 

 谷本安，佐久川亮，井上由佳理，斎藤博久，高橋清，谷本光音 

第 21 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岐阜，2009.06 

 

25. 小児期アレルギー疾患有病率の地域差の検討（厚労科研：喘息有病率調査報告） 

 吉田幸一，堀向健太，渡辺博子，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 21 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岐阜，2009.06 

 

26. 小児気管支喘息の治療状況調査（厚労科研：喘息有病率調査報告） 

 赤澤晃，吉田幸一，堀向健太，渡辺博子，高橋清，小田嶋博，西村正治，足立雄一，谷口正実，

 大矢幸弘 

第 21 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岐阜，2009.06 

 

27. 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 －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 21 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岐阜，2009.06 

 

28. シックハウス症候群・化学物質過敏症患者へのアンケートによる実態調査 

 長谷川眞紀，大友守，中村陽一，西間三馨，今岡通厳，木村五郎，高橋清，小倉英郎， 

 高橋一夫，池澤善郎，鳥居新平，秋山一男 

第 21 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岐阜，2009.06 

 

29. 吸入ステロイド薬HFA-CICの服薬遵守状況と諸因子の検討 

 岡田千春，谷本安，保澤総一郎，尾長谷靖，金廣有彦，佐藤利雄，竹山博泰，小崎晋司， 

 沖本二郎，塩田雄太郎，多田慎也，高橋清 

第 21 回日本アレルギー学会春季臨床大会，岐阜，2009.06 

 

30. 喘息の自己管理実践に向けた携帯電話を利用したE-ダイアリー記録システム (E-DIARY RECORDING 

SYSTEM USING CELLULAR PHONES FOR ASTHMA SELF-CONTROL PRACTICES)(英語) 

 Okada C, Sumiyoshi T, Mandai T, Suko M, Tomioka H 

第 10 回日本 QOL 学会，東京，2009.09 

 

31. ヘモクロマトーシスに関節リウマチを発症した 1 例 

 平野淳，太田裕介，高橋清 

第 33 回日本鉄バイオサイエンス学会学術集会，倉敷，2009.09 

 

32. 気管支喘息・アレルギーの難治化因子 小児アレルギー疾患と肥満の関連 

 吉田幸一，足立雄一，板澤寿子，堀向健太，渡辺博子，高橋清，小田嶋博，西村正治， 

 谷口正実，大矢幸弘，赤澤晃 

第 59 回日本アレルギー学会秋季学術大会，秋田，2009.10 

 

33. 高齢者喘息の現状と課題 －高齢者喘息とデバイスを考える－ 

 岡田千春，平野淳，高橋清 

第 59 回日本アレルギー学会秋季学術大会，秋田，2009.10 

 



 

 

34. 日本語版ECRHS調査票を用いた全国成人喘息有病率調査 

 福冨友馬，小林章雄，西村正治，河岸由紀男，谷口正実，高橋清，烏帽子田彰，小田嶋博， 

 中川武正，秋山一男，赤澤晃 

第 59 回日本アレルギー学会秋季学術大会，秋田，2009.10 

 

35. 成人喘息と鼻炎 －one airway, one disease の病態と治療－ 

 岡田千春，平野淳，木村五郎，宗田良，谷本安，高橋清 

第 59 回日本アレルギー学会秋季学術大会，秋田，2009.10 

 

＜呼吸器疾患＞ 

36. 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，濱田昇，河田典子，多田敦彦，宗田良，高橋清，内田亜希子 

日本呼吸器内視鏡学会学術集会，東京，2009.05 

 

37. 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 

日本呼吸器内視鏡学会学術集会，東京，2009.05 

 

38. 重症難治性喘息における最近の進歩 －座長の言葉－ 

 高橋清，足立満 

第 49 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2009.06 

 

39. クラリスロマイシン耐性肺MAC症 30 例の臨床的検討 

 河田典子，濱田昇，柴山卓夫，多田敦彦，宗田良 

第 49 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2009.06 

 

40. ロイコトリエン受容体拮抗薬のCOPDおよび喘息合併COPDモデルに対する効果の検討 

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

 谷本安，片岡幹男，谷本光音 

第 49 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2009.06 

 

41. 非小細胞肺癌局所進展例の同時化学放射線療法におけるDOC，CDDP併用療法(DP)とMMC，VDS，

CDDP併用療法(MVP)の無作為化比較試験(OLCSG0007) 

 岡田俊明，張田信吾，久山彰一，畝川芳彦，亀井治人，平木俊吉，高田一郎，柴山卓夫， 

 上岡博，米井敏郎，堀田勝幸，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 49 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2009.06 

 

42. 慢性肺アスペルギルス症に対するポリコナゾールの有効性・安全性の検討 

 藤内智，斎藤武文，田尾義昭，佐々木結花，小川賢二，鈴木克洋，多田敦彦，久場睦夫， 



 

 

 加藤達雄，川畑政治，倉島篤行，坂谷光則 

第 49 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2009.06 

 

43. 再発に対して集学的治療を行った小細胞肺癌の 3 例 

 柴山卓夫，多田敦彦，牧原重喜，小谷一敏，奥谷大介 

第 44 回日本呼吸器学会中国･四国支部会，松江，2009.07 

 

44. COPDの画像経過とBMI変化に関する臨床的検討 

 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 44 回日本呼吸器学会中国･四国地方会，松江，2009.07 

 

45. 臨床の立場から見て，現在どのようなタイプの抗結核薬が必要なのか？ 

 多田敦彦 

第 84 回日本結核病学会総会，札幌，2009.07 

 

46. 化学放射線療法 食道，子宮頸部，頭頸部，肺 局所進展非小細胞肺癌の化学放射線療法における 

DP療法とMVP療法の無作為化比較試験 

 細川忍，松尾圭祐，渡辺洋一，平木俊吉，畝川芳彦，亀井治人，張田信吾，高田一郎，上岡博， 

 柴山卓夫，松尾恵太郎，瀧川奈義夫，田端雅弘，木浦勝行，谷本光音 

第 47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10 

 

47. CPAP導入後，慢性心不全が悪化し，ASVを導入したOSASの一症例 

 山中隆夫，原田芳徳，佐伯行彦，片田圭宣 

日本睡眠学会第 34 回定期学術集会，大阪，2009.10 

 

48. 空洞を有する浸潤影(結節影)の 3 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 52 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2009.11 

 

49. 多彩な症状を呈した両側びまん性陰影の 1 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 53 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2010.02 

 

＜血液疾患＞ 

50. Imatinib開始 40 ヶ月後にCCyR，77 ヵ月後にMMRに達した，IFN－α抵抗性CML-CP例 

 竹内誠，吉田親正，高橋清 

第 71 回日本血液学会学術集会，京都，2009.10 

 

51. フィラデルフィア染色体陽性ALLに対するイマチニブ併用化学療法 (JALSG Ph+ALL202) の治療成績 

 八田善弘，水田秀一，大竹茂樹，杉浦勇，上田恭典，金森平和，秋山秀樹，竹内誠，薄井紀子，



 

 

 湯尻俊昭，藤枝敦史，木口亨，陣内逸郎，直江知樹，大野竜三 

第 8 回日本臨床腫瘍学会学術集会，東京，2010.03 

 

52. 当院における中枢神経系原発悪性リンパ腫 7 例の検討 

 吉田親正，竹内誠 

第 8 回日本臨床腫瘍学会学術集会，東京，2010.03 

 

＜耳鼻科＞ 

53. 臨床セミナー－扁桃病巣疾患・IgA腎症 

 赤木博文 

第 71 回耳鼻咽喉科臨床学会，旭川，2009.07 

 

54. 移植腎に合併したIgA腎症例に対する扁摘・パルス療法 

 土井彰，田村耕三，島本久美子，小川愛由，松岡孝至，土山芳徳，渋谷祐一，赤木博文 

第 22 回日本口腔・咽頭科学会総会，和歌山，2009.09 

 

55. 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，土井彰，赤木博文 

第 22 回日本口腔・咽頭科学会総会，和歌山，2009.09 

 

56. サンセットカンファレンス－機能性食品とアレルギー疾患・L-55 乳酸菌とスギ花粉症 

 赤木博文，砂田洋介，中村昇二 

第 48 回日本鼻科学会総会，松江，2009.10 

 

＜外科＞ 

57. 著明な呼吸機能の改善を認めた両側巨大気腫性肺嚢胞症の一期的手術の 1 例 

 牧原重喜，奥谷大介，小谷一敏 

第 26 回日本呼吸器外科学会，北九州，2009.05 

 

＜看護部＞ 

58. 看護部事例カンファレンスを導入して 

 岩井洋子 

第 11 回日本医療マネジメント学会学術集会，長崎，2009.06 

 

59. 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出来た事

例－ 

 博田ヨリ子 

第 34 回日本重度心身障害学会学術集会，さいたま，2009.09 

 

60. 神経疾患患者における人工呼吸器装着に関する直接介護者である長女の思いの分析 



 

 

 花房育美 

日本看護学会 成人看護 II，鳥取，2009.09 

 

61. 長期入院患者の疾患との折り合い－痛みの軌跡理論を用いて－ 

 小林奈央，宮脇ひとみ，河村幸江，竹山淳子 

日本看護学会 成人看護 II，鳥取，2009.09 

 

62. NST回診の充実 

 橋本数江，NHO南岡山医療センターNST褥瘡委員会 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

63. 化学療法中でADLが自立している患者の意識調査 転倒防止に関して 

 藤原裕子，花房人美，池内雅代，三谷順子，池上美智子 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

64. 不穏状態にある患者への睡眠援助の一考察（ブルーライトを使用しての効果） 

 山縣由美子，川迫美菜，森田佐和子，濱田美恵子，澤田弘子 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

65. 結核病棟における看護師の退院に対する連携と認識～在宅支援が困難な患者を対象に考える～ 

 岡信子，明田二葉，禰屋佳奈枝，藤田笑子，藤本みどり 

第 7 回国立病院看護研究学会学術集会，東京，2009.12 

 

66. 新人認定看護師の実力向上のための支援 

 逸見恵子 

第 7 回国立病院看護研究学会学術集会，東京，2009.12 

 

＜コメディカル＞ 

67. 小規模多機能居宅介護を利用した退院支援ついての一考察 

 川端宏輝，宗田良，赤木節子，柏原久乃，文屋佳子，高橋優美子 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

＜リハビリテーション科＞ 

68. 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（第 2 報）導入困難例の検討 

 奥谷珠美，奥谷大介，太田裕介，田邊康之，高田裕 

第 46 回日本リハビリテーション医学会学術集会，静岡，2009.06 

 

69. 当院における胃瘻造設術の検討 

 奥谷大介，奥谷珠美，高田裕 

第 46 回日本リハビリテーション医学会学術集会，静岡，2009.06 



 

 

 

70. 化膿性腱鞘滑膜炎により手伸筋腱皮下断裂を発症した 1 症例 

 守谷梨絵，森川竜也，河野明彦，尾崎まり，南崎剛 

第 43 回日本作業療法学会，郡山，2009.06 

 

71. 人工内耳装用児の就学後の支援体制確立の重要性と言語聴覚士の役割 －実践例の検討－ 

 森壽子，川崎美香，森尚彫，黒田生子，藤本政明 

第 54 回日本音声言語医学会総会・学術講演会，福島，2009.10 

 

72. 6 歳をすぎて人工内耳を装用した 3 例の長期経過―その効果と限界― 

 森壽子，川崎美香，森尚彫，黒田生子，古川いずみ，藤本政明 

第 54 回日本聴覚医学会，横浜，2009.10 

 

73. 片耳に補聴器を装用した人工内耳装用児の両耳補聴効果 －人工内耳のみ片耳補聴との比較－ 

 森尚彫，伊藤壽一，森壽子，川崎美香，黒田生子，古川いずみ，藤本政明，山口忍，石丸満， 

 伊藤恭子，大西晶子，平海晴一，山本典生，坂本達則 

第 54 回日本聴覚医学会，横浜，2009.10 

 

74. 外来の関節リウマチ患者に対する身体感覚の再構築を促す訓練の有効性 

 松本勉，堀田来以，越智壽美江 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

75. 長期入院中の慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーに対しての作業療法 

 堀田来以，松本勉，越智壽美江 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

76. 動く在宅重症心身障害児･者に対する嚥下障害の一症例 

 大石廣，有吉希充恵，川崎美香，高田裕 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

77. 乳癌周術期における関節可動域の比較（第 2 報） 

 守谷梨絵，森川竜也，河野明彦，南崎剛，鈴木喜雅 

第 63 回国立病院総合医学会，仙台，2009.10 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

78. 中国•四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 21 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，小長谷正明 

平成 21 年度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研究報告会，東京，2010.01 

 

79. スモン患者における介護保険認定 

 坂井研一，田邊康之，片山尚子，長尾茂人，永井太士，原口俊，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

平成 21 年度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研究報告会，東京，2010.01 

 

80. スモンと疼痛性障害（2）—フェイス・スケールによる痛みの評価と訪問検診の役割— 

 田邊康之，坂井研一，片山尚子，長尾茂人，永井太士，原口俊，高田裕，信國圭吾，井原雄悦 

平成 21 年度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研究報告会，東京，2010.01 

 

81. TPPV施行ALS症例における動脈硬化：頸動脈超音波検査による検討 

 信國圭吾，坂井研一，原口俊，永井太士，高田裕，田邊康之，長尾茂人，片山尚子，井原雄悦， 

 渡部敬二，三島康男 

平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）特定疾患患者の 

生活の質（QOL）の向上に関する研究班研究報告会，東京，2009.12 

 

82. 剖検にて診断したHallervorden-Spatz Syndrome(HSS)の一例 

 高田裕，原口俊，寺田整司，石津秀樹，吉田英統，岸本由紀，片山尚子，長尾茂人，永井太士， 

 田邊康之，坂井研一，信國圭吾，井原雄悦，赤木幹弘，酒井規夫，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班，

東京，2010.01 

 

＜免疫疾患＞ 

83. シックハウス症候群患者のアレルギー合併症について 

 木村五郎，高橋清，宗田良，平野淳，山中隆夫，岡田千春 

平成 21 年度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基準の検証に関する研究」班第 1 回班会議，東京，2009.06 

 

84. シックハウス症候群におけるアレルギー合併症 

 木村五郎，高橋清，宗田良，平野淳，山中隆夫，岡田千春 

平成 21 年度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基準の検証に関する研究」班第 2 回班会議，東京，2009.11 

 

85. 携帯電話を活用した喘息患者の自己管理支援システムの有効性に関する研究 

 岡田千春，木村五郎，平野淳，水内秀次 

平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･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，

東京，2009.12 

 

86. ECRHS調査による成人･高齢者喘息有症率の調査～二次調査によるアンケート調査診断精度の検証～ 

 高橋清，宗田良，木村五郎，平野淳，金廣有彦，谷本安，岡田千春 

平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･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，東京，2010.01 

 

87. 重症難治性喘息の臨床的特徴と炎症細胞からみた基礎的要因に関する研究 

 髙橋清，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 21 年度厚生労働科学研究費補助金（免疫アレルギー疾患等予防･治療研究事業）

研究報告会 重症・難治性喘息の病因･病態の解明に関する研究班，東京，2010.01 

地方会 

＜神経筋疾患＞ 

88. Hallervorden-Spatz病の一剖検例 

 片山尚子，長尾茂人，永井太士，原口俊，田邊康之，坂井研一，高田裕，信國圭吾，井原雄悦， 

 寺田整司，石津秀樹，黒田重利，赤木幹弘，酒井規夫 

第 86 回日本神経学会中国・四国地方会，広島，2009.06 

 

89. 抗NMDAR抗体陽性辺縁系脳炎の回復期における意欲・自発性低下に対して塩酸アマンタジンが奏功

した 1 例 

 永井太士，坂井研一，片山尚子，長尾茂人，原口俊，田邊康之，高田裕，信國圭吾，井原雄悦， 

 太田康之 

第 87 回日本神経学会中国・四国地方会，高松，2009.12 

 

90. 前頭側頭型認知症様の症状を認めた嗜銀顆粒性疾患の一剖検例 

 吉田英統，石津秀樹，池田研二，寺田整司，岸本由紀，武田直也，大島悦子，石原武士， 

 黒田重利 

第 50 回中国四国精神神経学会，松江，2009.11 

 

＜呼吸器疾患＞ 

91. 高カルシウム血症精査中に診断された呼吸器症状に乏しい肺結核症の 2 例 

 福光資枝，濱田昇，河田典子，柴山卓夫，多田敦彦，高橋清 

第 101 回日本内科学会中国地方会，広島，2009.11 

 

92. 頸椎症性神経根症類似の神経痛で発症した肺血栓塞栓症の 1 例 

 渡邊舞，柴山卓夫，河田典子，濱田昇，多田敦彦，宗田良，高橋清 

第 101 回日本内科学会中国地方会，広島，2009.11 

 



 

 

93. 南岡山医療センターにおける外国人結核の検討 

 多田敦彦，高橋秀治，濱田昇，河田典子，柴山卓夫，宗田良，高橋清 

第 60 回日本結核病学会中国四国支部会，山口，2010.02 

 

＜看護部＞ 

94. 神経・筋疾患患者の経管栄養法の現状-今後の関わりを考える- 

 橋本数江 

中四国ストーマリハビリ学会，松山，2009 

 

95. モーニングショートカンファレンスの定着を目指して 

 武海栄，岩井洋子，逸見惠子，井上路子 

第 5 回中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会，広島，2009.09 

 

96. 外来で化学療法を行っている患者の思い－聴き取り調査を通して－ 

 中塚信江，加谷文子，笠本由香利，大石秀香 

第 5 回中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2009.09 

 

97. 口腔乾燥が著明な神経・筋疾患患者の口腔ケア－湿潤剤を使用しての効果－ 

 宮地裕子，守本友美，佐藤聖子，大久保麻衣，中務加奈枝，山下多美子，和田晶 

第 5 回中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2009.09 

 

98. 終末期看護におけるケアの本質を考える-その人らしい最期を迎えることが出来た症例を振り返って- 

 三谷順子，唐井尚未，越智紘子，池上美智子 

第 5 回中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2009.09 

 

99. 重症心身障害児（者）のリラクゼーションを図るための腹臥位の有効性－2 年継続して－ 

 池田さやか，四方田享子，安井紀子，大島瑞穂，谷井美保，溝内育子，近藤鈴江 

第 5 回中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2009.09 

 

100. 医療安全管理研修会の取り組み－事故対応シミュレーションを導入して－ 

 岩井洋子 

日本医療マネジメント学会第 6 回岡山支部学術集会，岡山，2010.02 

 

＜成育医療＞ 

101. 当院重心病棟入院中の急性脳炎・脳症による重度精神・運動発達遅滞患者の後遺症について 日常生

活動作，てんかん発作，精神・運動障害の検討 

 高田裕，井上美智子，水内秀次，有村温恵，田邊康之，原口俊，高橋幸利 

第 20 回日本小児神経学会中国・四国地方会，岡山，2009.07 

 

研究会 



 

 

＜神経筋疾患＞ 

102. 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，宮崎雅江 

第 22 回岡山インフェクションコントロール研究会，岡山，2009.09 

 

103. タウオパチーを呈した脳炎後遺症の一例 

 岸本由紀，石津秀樹，武田直也，吉田英統，大島悦子，本田肇，石原武士，寺田整司， 

 武田俊彦，難波多鶴子，池田研二，黒田重利 

第 37 回臨床神経病理懇話会，姫路，2009.11 

 

104. 石灰化を伴うびまん性神経原線維変化病の一例 

 武田直也，石津秀樹，池田研二，寺田整司，吉田英統，岸本由紀，大島悦子，石原武士， 

 氏家寛，黒田重利 

第 37 回臨床神経病理懇話会，姫路，2009.11 

 

105. 前頭側頭型認知症様の症状を認めた嗜銀顆粒性疾患の一剖検例 

 吉田英統，石津秀樹，池田研二，寺田整司，岸本由紀，武田直也，大島悦子，石原武士， 

 黒田重利 

第 37 回臨床神経病理懇話会，姫路，2009.11 

 

＜免疫疾患＞ 

106. 化学物質過敏症患者に発症した骨軟化症の一例 

 木村五郎，太田裕介，岡田千春，宗田良，高橋清，田中弘之 

第 19 回中国・四国骨代謝研究会，岡山，2009.06 

 

107. 成人喘息の発症病態とその治療戦略－One airway, One diseaseを中心に－ 

 高橋清 

第 9 回大阪呼吸器疾患談話会，大阪，2009.07 

 

＜血液疾患＞ 

108. 巨大脾腫および白血化を認めたCD5 吉田親正一部要請B細胞リンパ腫の 1 例 

 吉田親正，竹内誠 

第 8 回中四リンパ腫カンファレンス，岡山，2009.04 

 

109. 骨髄線維化を伴って発症した骨髄原発B細胞リンパ腫の 1 例 

 吉田親正，竹内誠 

第 9 回中四リンパ腫カンファレンス，岡山，2009.12 

 

＜耳鼻科＞ 

110. －アレルギー性鼻炎と機能性健康食品－L-55 乳酸菌の臨床効果－ 



 

 

 赤木博文 

倉敷耳鼻咽喉科・頭頸部外科研究会，倉敷，2009.06 

 

111. L-55 乳酸菌のスギ花粉症に対する有効性 

 赤木博文，砂田洋介，中村昇二，岡野光博 

第 10 回中四国耳鼻咽喉科アレルギー疾患研究会，岡山，2009.07 

 

＜看護部＞ 

112. 新型インフルエンザにおける認定看護師の役割 

 溝内育子 

固定チームナーシング，岡山，2009 

 

113. 人工呼吸器装着中の患児の呼吸介助について 

 博田ヨリ子 

岡山小児研究会，岡山，2009 

 

114. 一般消耗品の受領請求システムにフリーマーケット方式を導入して 

 藤田笑子 

岡山県看護協会倉敷支部看護研究発表会，倉敷，2009.11 

 

115. 上部消化管内視鏡検査における循環動態の変化－患者背景による循環動態の違いの有無についての検
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