
〔 学会・研究会発表 〕 

 

国際学会 

＜耳鼻科＞ 

1. Indication criteria for tonsillectomy in patients with IgA nephropathy 

Akagi H, Doi A, Kosaka M, Hattori K, Kariya S, Fukushima K, Okano M, Nishizaki K, Masuda Y 

The 7th International Symposium on Tonsils and Mucosal Barriers of the Upper Airways 

 (第 7 回国際扁桃・粘膜免疫シンポジウム），Asahikawa，2010.07 

 

2. Abnormalities of glycogenes in tonsillar lymphocytes in IgA nephropathy 

Inoue T, Sugiyama H, Morinaga H, Kikumoto Y, Maeshima Y, Fukushima K, Nishizaki K, Akagi H, Hiki Y, 

Makino H 

The 7th International Symposium on Tonsils and Mucosal Barriers of the Upper Airways, 

Asahikawa, 2010.07 

 

3. A study on perioperative changes in urinary findings in patients with IgA nephropathy 

Doi A, Tamura K, Kozakura K, Yamamoto M, Shimamoto K, Ogawa A, Matsuoka T, Tsuchiyama Y, 

Uchida H, Akagi H, Nishizaki K, Masuda Y 

The 7th International Symposium on Tonsils and Mucosal Barriers of the Upper Airways, 

Asahikawa, 2010.07 

 

国内学会 

＜神経筋疾患＞ 

4. 当院における人工呼吸器関連トラブルの現状報告 

片山尚子，坂井研一，吉田英統，長尾茂人，田中義人，原口俊，田邊康之，信國圭吾，井原雄悦， 

岩井洋子 

第 51 回日本神経学会総会，東京，2010.05 

 

5. 全国スモン患者におけるMMSEの検討 

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 

第 51 回日本神経学会総会，東京，2010.05 

 

6. スモン患者での要介護認定 

坂井研一，田邊康之，髙田裕 

第 52 回日本老年医学会学術集会・総会，神戸，2010.06 

 

7. 多系統萎縮症においての呼吸障害  

坂井研一，信國圭吾，片山尚子，吉田英統，長尾茂人，田中義人，原口俊，田邊康之，井原雄悦 



第 4 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス，京都，2010.10 

 

8. 当院における神経・筋疾患患者での中耳炎合併の検討 

田中義人，片山尚子，吉田英統，長尾茂人，原口俊，田邊康之，坂井研一，赤木博文，信國圭吾， 

井原雄悦 

第 64 回国立病院総合医学会，福岡，2010.11 

 

9. 多系統萎縮症での呼吸器装着 

坂井研一，信國圭吾，片山尚子，吉田英統，長尾茂人，田中義人，原口俊，田邊康之，井原雄悦 

第 64 回国立病院総合医学会，福岡，2010.11 

 

10. 当院における人工呼吸器関連トラブルの現状報告 

片山尚子，坂井研一，吉田英統，長尾茂人，田中義人，原口俊，田邊康之，信國圭吾，井原雄悦， 

 岩井洋子 

第 64 回国立病院総合医学会 ，福岡，2010.11 

 

＜免疫疾患＞ 

11. 門脈血栓症から血球貪食症候群(HLH)を発症した多発性筋炎の一例 

山中隆夫，原田芳徳，田中枝里子，松下正人，大島至郎，佐伯行彦，片田圭宣 

第 54 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 19 回国際リウマチシンポジウム，神戸，2010.04 

 

12. 退形成性乏突起膠腫を脊髄に発症した一症例 

山中隆夫，太田裕介，髙田裕，田邊康之，奥谷珠美，田中雅人 

第 47 回日本リハビリテーション医学会学術集会，鹿児島，2010.05 

 

13. 携帯電話を用いた喘息患者自己管理システムの検討 

岡田千春，水内秀次，竹山雅美，黒岡昌代，石尾みどり，大村悦子，住吉徹，髙橋清 

第 12 回日本医療マネジメント学会学術総会，札幌，2010.06 

 

＜呼吸器疾患＞ 

14. 結核クリニカルパスに関するアンケート調査 

多田敦彦  

第 85 回日本結核病学会総会シンポジウム，京都，2010.05 

 

＜血液疾患＞ 

15. 輸血後鉄過剰症に対するデフェラシロクスの効果 

角南一貴，瀬崎伸夫，原雅道，海野正俊，滝本秀隆，矢野朋文，福田俊一，竹内誠，今城健二， 

谷本光音 

第 72 回日本血液学会総会，横浜，2010.09 

 



 

＜耳鼻科＞ 

16. L-55 乳酸菌のアレルギー疾患における有効性－特にスギ花粉症に対する臨床効果－ 

赤木博文，砂田洋介，中村昇二，岡野光博 

第 111 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会，仙台，2010.05 

 

17. 扁摘後の吸入に関する検討 

土井彰，村井綾，島本久美子，盛實恵子，田村耕三，赤木博文 

第 23 回日本口腔・咽頭科学会総会，東京，2010.09 

 

18. IgA腎症例の扁桃組織と周術期・術後半年後尿所見変化 

村井綾，土井彰，島本久美子，盛實恵子，田村耕三，中井登紀子，岩田純，沼本敏，溝渕憲子， 

土山芳徳，赤木博文 

第 23 回日本口腔・咽頭科学会総会，東京，2010.09 

 

＜整形外科＞ 

19. IFN投与中に乾癬を合併し、TOCとMTXの併用療法が有効であった関節リウマチの一例 

岡本享，太田裕介 

第 54 回日本リウマチ学会総会・学術集会・第 19 回国際リウマチシンポジウム，神戸，2010.04 

 

20. 抗TNFα製剤にて二次無効をきたした関節リウマチ患者の検討 

岡本享，望月吉郎，太田裕介 

第 64 回国立病院総合医学会 ，福岡，2010.11 

 

＜成育医療＞ 

21. 急性期医療機関小児科病棟(NICUを含む)から重症心身障害児・者病棟に転院した症例の臨床経過につい

ての検討 

井上美智子，有村温恵，水内秀次 

第 52 回日本小児神経学会総会，福岡，2010.05 

 

22. NICU長期入院重症児に対する後方支援施設連携のあり方についての検討 重症心身障害児・者病棟職員

の意識調査による考察 

井上美智子，片山雅博，工藤英昭，伊藤道徳 

第 64 回国立病院総合医学会，福岡，2010.11 

 

＜診療支援部＞ 

23. 放射線機器管理プログラムの使用経験 

松本直也，奥田武秀，国立病院機構中国地区放射線技師会学術委員会 

第 64 回国立病院総合医学会 ，福岡，2010.11 

 



24. 診療放射線技師によるインフォームド・コンセントの検討 

東谷秀憲，山口美隆，樋口政雄，松本直也 

第 64 回国立病院総合医学会 ，福岡，2010.11 

 

25. 後頭部の冷却刺激が神経筋患者の流涎に対して有効であった一症例 

大石廣，有吉希充恵，川﨑美香，奥谷珠美 

第 64 回国立病院総合医学会 ，福岡，2010.11 

 

26. 筋萎縮性側索硬化症患者における食事動作に対する作業療法 

出羽裕太郎，松本勉，越智壽美江，信國圭吾 

第 64 回国立病院総合医学会，福岡，2010.11 

 

＜看護部＞ 

27. 当病棟における結核のクリティカルパス見直しの取り組み-退院後の確実な服薬継続に向けたパス作成

と活用の経過- 

川本奈保，藤本みどり，河田典子 

第 85 回日本結核病学会総会シンポジウム，京都，2010.05 

 

28. 医療依存度の高い重症心身障害児を在宅で介護する母の思い 

久米広美，須浪紀久美，角田加代子，井上裕美子 

第 36 回日本重症心身障害学会学術集会，東京，2010.09 

 

29. 認知症高齢者の入院生活に付き添った妻の思いの分析 

脇百合香，上田素子，井上栄里香，池平純子 

第 41 回日本看護学会，奈良 ，2010.09 

 

30. 神経・筋難病病棟の腰痛を持つ職員の思いの分析 

西田聖子，藤原典子，平良早代，加藤元樹，宮本敏子 

中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，松江，2010.09 

 

31. 化学療法を受けた男性患者の脱毛に対する意識調査 

佐藤章子，越智紘子，三谷順子，池上美智子 

中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，松江，2010.09 

 

32. チームで取り組む患者中心の看護-初めて自宅に外出する人工呼吸器装着患者への関わりを通して- 

林博子 

固定チームナーシング全国大会，神戸，2010.10 

 



33. 人工呼吸器装着患者の効果的な口腔ケアの検討 アセスメントシート活用により効果的に介入できた事

例より 

山下多美子，櫛橋敬子，柴崎佳代子，四方田享子，大島瑞穂，谷井美保，近藤鈴江 

第 64 回国立病院総合医学会，福岡，2010.11 

 

34. 神経・筋難病患者の低ナトリウム血症の改善のために ミキサー食を利用して 

佐藤聖子，大久保麻衣，岩月真実，小寺聴子，斉藤亜矢子，藤内静，守本友美，橋本数江 

第 64 回国立病院総合医学会，福岡，2010.11 

 

35. おむつ交換の手順の遵守にむけてのリンクナース活動 現場教育と物品の整備を実施して 

阪本真理，形山優子，松永真美，徳永久美子，高森睦子，溝内育子 

第 64 回国立病院総合医学会 ，福岡，2010.11 

 

36. 誤嚥性肺炎患者に完全側臥位ドレナージを実施して-退院後も継続するための取り組み- 

渡邊真彰，高橋希世野，豊田真也，祢屋佳奈枝，平松由枝，溝内育子，原節子 

第 64 回国立病院総合医学会 ，福岡，2010.11 

 

37. 安全･安心な気管支内視鏡検査へ向けての取り組み-気管支内視鏡検査前カンファレンスの実施- 

黒岡昌代，前川紀子，中塚信江，加谷文子，笠本由香利，藤本みどり 

国立病院看護研究学会学術集会，岡山，2010.12 

 

38. チーム医療推進に向けた教育担当者の活動報告-理学療法士等の喀痰吸引に関する制度化を受けて- 

逸見恵子 

国立病院看護研究学会学術集会，岡山，2010.12 

 

＜事務部＞ 

39. エネルギー節減(冷温水のこまめな温度設定による)に対する取り組み 

上野靖，野崎正広，向井敬浩 

第 64 回国立病院総合医学会，福岡，2010.11 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

40. 南岡山医療センターにおける病理解剖の実施と脳検体のデータベース登録の状況 

原口俊，寺田整司 ，横田修，石津秀樹，髙田裕，片山尚子，吉田英統，長尾茂人，田中義人， 

田邊康之，坂井研一，信國圭吾，内富庸介，井原雄悦 

精神神経疾患研究開発費死後脳の多施設共同研究に使用可能なリサーチリソース 

ネットワークの構築に関する研究平成 22 年度研究会議，東京，2010.12 

 

41. スモンと疼痛性障害（3） 

田邊康之，坂井研一，片山尚子，長尾茂人，吉田英統，原口俊，田中義人，信國圭吾，井原雄悦 



平成 22 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，東京，2011.02 

 

42. スモン患者での要介護認定 判定基準改変の影響  

坂井研一，井原雄悦，田邊康之，片山尚子，吉田英統，長尾茂人，田中義人，原口俊，信國圭吾 

平成 22 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，東京，2011.02 

 

43. 中国•四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 22 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 22 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，東京，2011.02 

 

＜免疫疾患＞ 

44. 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 

谷本安，髙橋清，宗田良，岡田千春，木村五郎，平野淳，片岡幹男，金澤有彦，宮原信明， 

能島大輔，早稲田公一，陣妍妍 

平成 22 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） 

免疫アレルギー疾患分野 研究報告会，東京，2011.01 

 

45. アレルギー疾患の全国全年齢有症率および治療ガイドライン普及効果等疫学調査に基づく発症要因・医

療体制評価に関する研究 

赤澤晃，秋山一男，足立雄一，大矢幸弘，海老澤元宏，小田嶋博，斎藤博久，髙橋清，谷口正実， 

 西村正治，秀道広，山本健，板澤寿子，今井孝成，岡田千春，岡部美恵，鬼頭晶子，後藤真希子， 

 今野哲，下条直樹，谷本安，福冨友馬，古川真弓，増本夏子，三原祥嗣，村上洋子，吉田幸一 

平成 22 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） 

免疫アレルギー疾患分野 研究報告会，東京，2011.01 

 

46. 成人喘息の新規疫学調査方法の確立と成人喘息増加に寄与する因子に関する研究 

谷口正実，秋山一男，髙橋清，西村正治，福冨友馬，岡田千春 

平成 22 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） 

免疫アレルギー疾患分野 研究報告会，東京，2011.01 

 

47. 関節リウマチ患者の現状と問題点を解析するための多施設共同疫学研究 

當間重人，佐藤智太郎，末永康夫，千葉実行，松井利浩，金子敦史，佐伯行彦，税所幸一郎， 

吉永泰彦，森俊仁，杉井章二，市川健司，末石眞，秋谷久美子，津谷寛，柳田英寿，太田裕介， 

篠原一仁，藤内武春，本川哲，吉澤滋，西野仁樹，田中栄，田村則男，杉山隆夫，山縣元， 

小川邦和，岡本享，山中隆夫，松森昭憲，末松栄一，河部庸次郎，高樋康一郎，潮平芳樹， 

大村浩一郎 



平成 22 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） 

免疫アレルギー疾患分野 研究報告会，東京，2011.01 

 

48. 重症･難治性喘息の病因・病態の解明に関する研究 

森晶夫，相沢久道，藤澤隆夫，烏帽子田彰，田中宏幸，谷本安，庄司俊輔，大田健，中村裕之， 

安部暁美，神山智，神沼修，髙橋清，岡田千春，平野淳，金澤有彦，能島大輔，陣妍妍，岡元孝二， 

細木興亜，星野友昭，坂崎優樹，澤田昌典，山口正雄，人見嘉哲，櫻井克年，弘田量二，日下幸則， 

北村紀子，山口美也子，大友隆之，宗田良，木村五郎，片岡幹男，宮原信明，早稲田公一， 

西原麻千子，平口雪子，川山智隆，武井仁子，小田華子，稲垣直樹，神林康弘，康峪梅，菅沼成文， 

上坂茂美 

平成 22 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） 

免疫アレルギー疾患分野 研究報告会，東京，2011.01 

 

＜呼吸器疾患＞ 

49. 若年者・高齢者では糖尿病は結核発症リスクとしての意義は小さいのか？多剤耐性結核の排菌停止にお

けるキノロン薬感受性の重要性はKMを上回るのか？ 

多田敦彦 

NHO ネットワーク共同研究[呼吸器疾患]平成 22 年度第 1 回班会議，堺，2011.01 

 

＜成育医療＞ 

50. NICU等の急性期病院小児科病棟から転院した重症児の医療的ケア等の詳細と転帰についての検討 

井上美智子 

NHO ネットワーク共同研究「重心病棟における高齢化と医療および Post-NICU 導入における 

問題点と課題」研究班研究発表会，高松，2011.03 

 

地方会 

＜神経筋疾患＞ 

51. 筋膜炎，脳梗塞を同時期に発症した好酸球増多症候群の一例 

吉田英統，坂井研一，永井太士，木村五郎，片山尚子，長尾茂人，田中義人，原口俊，田邊康之，

信國圭吾，井原雄悦 

第 88 回日本神経学会中国・四国地方会，松山，2010.06 

 

52. 抑うつ状態，舌の体感幻覚，嚥下障害が前景に立ち，パーキンソニズムが目立たなかったレビー小体型

認知症の一剖検例 

岸本由紀，横田修，寺田整司，藤原雅樹，高橋真由美，武田直也，吉田英統，大島悦子，本田肇， 

 石津秀樹，高田理恵，藤本明，内富庸介 

第 38 回臨床神経病理懇話会・第 1 回日本神経病理学会中国･四国地方会，宇部，2010.10 

 

53. コドン 232(Met→Arg)変異を有するクロイツフェルト･ヤコブ病の 1 例 

武田直也，横田修，寺田整司，原口俊，水木玲子，本田肇，吉田英統，岸本由紀，大島悦子， 



石津秀樹，佐藤克也，北本哲之，井原雄悦，内富庸介 

第 38 回臨床神経病理懇話会・第 1 回日本神経病理学会中国･四国地方会，宇部，2010.10 

 

54. 病初期に腓腹筋に限局した筋炎の一例 

片山尚子，坂井研一，吉田英統，長尾茂人，田中義人，原口俊，田邊康之，信國圭吾，井原雄悦， 

 木村五郎 

第 89 回日本神経学会中国・四国地方会，出雲，2010.12 

 

＜呼吸器疾患＞ 

55. 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，髙橋清 

第 60 回日本結核病学会中国四国支部会，山口，2010.02 

 

56. 透析専門医療機関との睡眠地域医療連携 

山中隆夫，河田典子，濱田昇，多田敦彦，宗田良 

第 45 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，第 49 回日本肺癌学会中国・四国地方会， 

徳島，2010.07 

 

57. アナフィラクトイド紫斑病を併発した肺結核症 5 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，藤原愉高 

第 45 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，第 49 回日本肺癌学会中国・四国支部会， 

徳島，2010.07 

 

58. 治療に難渋した関節リウマチに合併した肺クリプトコッカス症の一例 

山中隆夫，石賀充典，金澤聰，河田典子，木村五郎，高橋秀治，濱田昇，多田敦彦，宗田良 

第 103 回日本内科学会中国地方会，岡山，2010.11 

 

59. PET検査所見の判断に迷った肺多発陰影の 1 例 

濱田昇，石賀充典，高橋秀治，山中隆夫，金澤聰，河田典子，多田敦彦，宗田良，多田龍平， 

牧原重喜 
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新居浜，2011.01 

 

 



＜看護部＞ 

61. 結核患者の服薬に対する思いについて-退院後の面接調査を行って見えてきたもの- 

野坂章子，寒川啓子，原知江，藤本みどり，藤田笑子 

中国四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，松江，2010.09 

 

62. 医療安全推進担当者の育成～グループ活動を導入しての 2 年間を振り返る～ 

岩井洋子  

日本医療マネージメント学会第 8 回岡山支部学術集会，岡山，2011.02 

 

研究会 

＜神経筋疾患＞ 

63. スモン患者の認知機能について 

坂井研一，井原雄悦，田邊康之 

スモンに関する調査研究班平成 22 年度ワークショップ-スモン及び高齢者のうつ，認知症-， 

名古屋，2010.07 

 

64. 当院における神経・筋疾患患者での中耳炎合併の検討 

田中義人，片山尚子，吉田英統，長尾茂人，原口俊，田邊康之，坂井研一，信國圭吾，井原雄悦 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 22 年度研究発表会，岡山県早島町，2011.02 

 

＜免疫疾患＞ 

65. 喘息と長引く咳に気をつけよう 

木村五郎  

アレルギー週間の集い 2011 県民公開講座 アレルギー疾患講演会，岡山，2011.02 

 

66. 受験・進学・就職の大敵，花粉症 

赤木博文 

アレルギー週間の集い 2011 県民公開講座 アレルギー疾患講演会，岡山，2011.02 

 

＜呼吸器疾患＞ 

67. 呼吸器疾患の新しい取り組み－南岡山医療センターに於ける－ 

宗田良 

第 147 回倉敷内科医会，倉敷，2010.06 

 

68. PET検査所見の判断に迷った肺多発陰影の 1 例 

濱田昇，石賀充典，高橋秀治，金澤聰，河田典子，多田敦彦，宗田良 

第 55 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2010.08 

 

69. 治療に難渋した肺クリプトコッカス症 

山中隆夫，石賀充典，金澤聰，河田典子，木村五郎，高橋秀治，多田敦彦，濱田昇，宗田良 



第 15 回岡山呼吸器感染症研究会，岡山，2010.10 

 

＜血液疾患＞ 

70. 難治性特発性血小板減少性紫斑病治療中に発症したScedosporium感染症 

竹内誠，吉田親正，太田裕介，藤原愉高 

第 7 回岡山感染症の集い～小児・成人合同カンファレンス～，岡山，2010.09 

 

71. 特発性好酸球増多症候群経過中にリンパ芽球性リンパ腫を発症した 1 例 

吉田親正，竹内誠 

第 11 回中四リンパ腫カンファレンス，岡山，2010.11 

 

＜麻酔科＞ 

72. よくわかる呼吸生理の基礎知識 

齋藤智彦 

広島呼吸ケア研究会 福山地区分科会，福山，2011.03 

 

＜放射線科＞ 

73. 全脳再照射を施行した 2 症例 

林原典子 

第 34 回岡山放射線腫瘍学カンファレンス，岡山，2011.02 

 

＜診療支援部＞ 

74. 後頭部の冷却刺激が神経筋患者の流涎に対して有効であった一症例 

大石廣，有吉希充恵，川﨑美香，奥谷珠美 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 22 年度研究発表会，岡山県早島町，2011.02 

 

75. 筋萎縮性側索硬化症患者の食事動作に対する作業療法 

出羽裕太郎，松本勉，越智壽美江，信國圭吾 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 22 年度研究発表会，岡山県早島町，2011.02 

 

76. 発達障害外来で心理療法を行った不登校・相談室登校の 7 事例 

小塚由美子，井上美智子 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 22 年度研究発表会，岡山県早島町，2011.02 

 

＜看護部＞ 

77. 重症心身障害児(者)病棟での感染対策 

溝内育子 

第 24 回岡山インフェクションコントロール研究会，岡山，2010.09 

 



78. 人工呼吸器を装着中のALS患者を対象としたQOLの検討―生活の質の評価法SEIQoL-DWを使用して― 

片山量子，山下沙紀，越村雅彦，宮本敏子 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 22 年度研究発表会，岡山県早島町，2011.02 

 

79. 神経筋難病患者に対する療養介助員が行った余暇活動について―アンケート調査を実施して― 

延原稚枝，高見利奈，橋本実和，森明実 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 22 年度研究発表会，岡山県早島町，2011.02 

 

80. 神経難病の病棟に勤務する看護師のストレスとアサーティブを実施した効果 

斉藤亜矢子，岩月真実，三好祐季，宇渡友美，梶井紀枝，小坂結香，山田彩記子，津曲悦美 

神経･筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会中国ﾌﾞﾛｯｸ平成 22 年度研究発表会，岡山県早島町，2011.02 
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