
〔 学会・研究会発表 〕 

 

国際学会 

＜神経筋疾患＞ 

1． Relationship between tau accumulation and calpain activation in an animal model of tauopathy 

 Oshima E, Ishihara T, Yabe M, Takeda N, Kishimoto Y, Yokota O, Terada S, Takano J, Iwata N, Saido T,  

 Uchitomi Y 

International Psychogeriatric Association 15th International Congress，The Hague，2011.09 

 

2． Insomnia and quality of life of patients with dementia in long-term care facilities 

 Terada S, Ikeda C, Nagao S, Takeda N, Kishimoto Y, Yoshida H, Oshima E, Yokota O, Uchitomi Y 

Worldsleep 2011 The 6th World Congress of World Sleep Federation，Kyoto，2011.10 

 

＜内科＞ 

3． Effect of CPAP therapy on Neuropsychological functions for patients with Sleep Apnea Syndrome. 

 Yamanaka T 

Worldsleep 2011 The 6th World Congress of World Sleep Federation，Kyoto，2011.10 

 

国内学会 

＜神経筋疾患＞ 

4． ALS と栄養をめぐる問題 TPPV 施行 ALS 症例における内臓型脂肪蓄積と動脈硬化 

 信國圭吾 

第 65 回国立病院総合医学会シンポジウム，岡山，2011.10 

 

5． 慢性期神経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 52 回日本神経学会学術大会，名古屋，2011.05 

 

6． 多系統萎縮症の気管切開と呼吸器装着 

 坂井研一，長尾茂人，田中義人，田邊康之，原口俊，辻拓司，信國圭吾，井原雄悦 

第 52 回日本神経学会学術大会，名古屋，2011.05 

 

7． Addenbrooke's Cognitive Examination Revised(ACE-R)日本語版の作成 

 吉田英統，寺田整司，本田肇，岸本由紀，武田直也，大島悦子，平山啓介，横田修，内富庸介 

第 26 回日本老年精神医学会，東京，2011.06 

 

8． 要介護認定の判定基準改変とスモン患者 

 坂井研一，田邊康之 



第 27 回日本老年学会総会，東京，2011.06 

 

9． 自殺企図を繰り返す顕著なうつ状態を呈しアルコール性小脳変性症を伴った argyrophilic grain disease

の一剖検例 

 岸本由紀，横田修，寺田整司，武田直也，大島悦子，本田肇，佐藤創一郎，羽原俊明，武田俊彦， 

 石津秀樹，内富庸介 

第 52 回日本神経病理学会総会学術研究会，京都，2011.06 

 

10． コドン 232（Met→Arg）変異を有するクロイツフェルト・ヤコブ病:急速進行型と緩徐進行型の 2 症例 

 武田直也，横田修，寺田整司，信国圭吾，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 52 回日本神経病理学会総会学術研究会，京都，2011.06 

 

11． 神経・筋疾患における CV ポート使用の検討 

 坂井研一，長尾茂人，田中義人，原口俊，田邊康之，信國圭吾，井原雄悦，牧原重喜 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

12． 精神科病院に勤務する看護師・介護福祉士が介入場面で感じる倫理的葛藤に関する研究 

 石原明美，池田ゆか，澤田由美，寺田整司 

第 42 回日本看護学会精神看護学術集会，札幌，2011.10 

 

13． 精神科病院における静脈血栓塞栓症リスクレベル評価表導入に向けての研究－精神科病院に勤務する

看護師の DVT に対する認識からの検討－ 

 児島健晴，澤田由美，寺田整司 

第 42 回日本看護学会精神看護学術集会，札幌，2011.10 

 

14． 遷延性意識障害患者に対するリハビリテーションと高気圧酸素療法の併用の検討 

 本田千穂，吉田英統 

第 48 回日本リハビリテーション医学会学術集会，千葉，2011.11 

 

15． 認知障害を有する高齢者の意思決定能力評価法に関する検討 

 大島悦子，寺田整司，今井奈緒，矢部真弓，土山璃沙，池田智香子，武田直也，岸本由紀，本田肇， 

 橫田修，内富庸介 

第 30 回日本認知症学会学術集会，東京，2011.11 

 

16． 軽度認知障害および認知症の検出における長谷川式認知症スケールと日本語版 Addenbrooke’s 

Cognitive Examination Revised の診断精度の比較 

 吉田英統，寺田整司，本田肇，岸本由紀，武田直也，大島悦子，平山啓介，橫田修，内富庸介 

第 30 回日本認知症学会学術集会，東京，2011.11 

 



17． 体感幻覚や疼痛が全景に立ち認知症を指摘できなかったレビー小体病の二症例 

 岸本由紀，橫田修，寺田整司，藤原雅樹，大島義孝，高橋真由美，池田智香子，武田直也， 

 吉田英統，大島悦子，本田肇，石原武士，石津秀樹，山崎理恵，藤本明，内富庸介 

第 30 回日本認知症学会学術集会，東京，2011.11 

 

18． 初老期以降に精神症状で初発し気分障害圏と診断されていたレビー小体型認知症の 2 症例 

 武田直也，橫田修，吉村文太，本田肇，大島悦子，岸本由紀，池田智香子，寺田整司，内富庸介 

第 30 回日本認知症学会学術集会，東京，2011.11 

 

19． ウイスコンシン・カードテストにおける PEN 型保続と脳血流，アルツハイマー病患者を対象として 

 寺田整司，佐藤修平，本田肇，岸本由紀，武田直也，大島悦子，池田智香子，橫田修，内富庸介 

第 30 回日本認知症学会学術集会，東京，2011.11 

 

20． 岡山大学病院におけるせん妄対策センターの立ち上げについて 

 井上真一郎，馬場華奈己，矢野智宣，岡部伸幸，寺田整司，内富庸介 

第 24 回日本総合病院精神医学会学術総会，福岡，2011.11 

 

21． リエゾン精神看護専門看護師によるコンサルテーション・リエゾン活動の現状と課題 

 馬場華奈己，矢野智宣，井上真一郎，岡部伸幸，寺田整司，内富庸介 

第 24 回日本総合病院精神医学会学術総会，福岡，2011.11 

 

22． うつ病を伴う口腔灼熱感症候群に pregabalin が有効であった 1 例 

 矢野智宣，牧安紀，馬場華奈己，井上真一郎，岡部伸幸，寺田整司，内富庸介 

第 24 回日本総合病院精神医学会学術総会，福岡，2011.11 

 

23． コンサルテーション外来を用いた摂食障害外来治療の工夫 

 岡部伸幸，馬場華奈己，矢野智宣，井上真一郎，寺田整司，内富庸介 

第 24 回日本総合病院精神医学会学術総会，福岡，2011.11 

 

＜免疫疾患＞ 

24． 成人気管支喘息におけるコントロール状態と呼気凝縮液中の Eosinophil Cationic Protein に関する検討 

 陳妍妍，谷本安，張丹，瀧川奈義夫，能島大輔，早稲田公一，平野淳，木村五郎，岡田千春， 

 宗田良，高橋清，片岡幹男，谷本光音 

第 51 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2011.04 

 

25． シックハウス症候群に対する化学物質負荷試験の病型別解析について 

 山中隆夫，木村五郎，平野淳，高橋清，岡田千春，宗田良 

第 23 回日本アレルギー学会春季臨床大会，千葉，2011.05 

 

 



26． 吸入ステロイド治療を継続中の喘息患者の吸気流速と背景因子の関連性調査 中国，四国地区多施設

研究 

 尾長谷靖，金廣有彦，谷本安，宮原信明，谷本光音，岡三喜男，江田良輔，窪田哲也，横山彰仁， 

 若林規良，竹山博泰，岡田千春，木村五郎，宗田良，高橋清 

第 23 回日本アレルギー学会春季臨床大会，千葉，2011.05 

 

27． 成人喘息 成人気管支喘息における呼気凝縮液中の ECP，IL-8 と喘息コントロール状態に関する検討 

 谷本安，陳妍妍，張丹，瀧川奈義夫，能島大輔，早稲田公一，平野淳，木村五郎，岡田千春， 

 宗田良，高橋清，片岡幹男，谷本光音 

第 23 回日本アレルギー学会春季臨床大会，千葉，2011.05 

 

28． 増加するアレルギー疾患への対策を考える 気管支喘息を診療する医師の立場から（成人） 

 谷本安，高橋清，岡田千春，平野淳，山中隆夫，木村五郎，宗田良，佐藤利雄，有田真知子， 

 谷本光音 

第 23 回日本アレルギー学会春季臨床大会，千葉，2011.05 

 

29． 肺癌の化学療法中に，抗 CCP 抗体陽性腫瘍関連関節炎を発症した一例 

 山中隆夫，太田裕介 

第 55 回日本リウマチ学会総会・学術集会，神戸，2011.07 

 

30． 化学物質過敏症状を示さないアレルギー患者の QEESI 解析について 

 山中隆夫，木村五郎，平野淳，藤原愉高，赤木博文，岡田千春，高橋清，宗田良 

第 61 回日本アレルギー学会秋季学術大会，東京，2011.11 

 

31． 睡眠時無呼吸症候群における高次脳機能障害の評価について 

 山中隆夫，太田裕介，奥谷珠美 

第 48 回日本リハビリテーション医学会学術集会，千葉，2011.11 

 

＜呼吸器疾患＞ 

32． 高齢者細菌性肺炎に対するメロペネムの持続投与と分割投与の臨床効果に関する検討 

 沖本二郎，林敏清，難波史代，岸本道博，石原直子，玉田貞雄 

第 85 回日本感染症学会総会・学術講演会，東京，2011.04 

 

33． 身体障害者施設内における Chlamydia pneumoniae 集団感染 

 岸本道博，林敏清，難波史代，玉田貞雄，沖本二郎 

第 85 回日本感染症学会総会・学術講演会，東京，2011.04 

 

34． 未治療進展型あるいは再発肺小細胞癌に関するトポテカンとアムルビシンの併用化学療法の第 2 相試

験(岡山肺癌治療研究会 0401) 

 柴山卓夫，多田敦彦，玉置明彦，畝川芳彦，加藤有加，木浦勝行，田端雅弘，瀧川奈義夫， 



 張田信吾，岡田俊明，青江啓介，片山英樹，上岡博，細川忍，谷本光音 

第 51 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2011.04 

 

35． インターネット調査による本邦の喘息の ecological study 有病率の地域差とその規定因子 

 福冨友馬，谷口正実，今野哲，西村正治，大矢幸弘，吉田幸一，岡田千春，高橋清，中村裕之， 

 秋山一男，赤澤晃 

第 51 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2011.04 

 

36． BCG 膀胱内注入による播種性 BCG 感染が疑われた 1 例 

 柏原宏美，谷本安，田端雅弘，越智宣昭，早稲田公一，瀧川奈義夫，木浦勝行， 

 三宅俊嗣，西井研治，谷本光音 

第 34 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，浜松，2011.06 

 

37． 非結核性抗酸菌症が原因と考えられる慢性好酸球性肺炎を合併した関節リウマチの一例 

 山中隆夫，石賀充典，柏原宏美，濱田昇，河田典子，平野淳，木村五郎，多田敦彦，宗田良 

第 34 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，浜松，2011.06 

 

38． 縦隔リンパ節転移との鑑別に苦慮したサルコイドーシスに超音波気管支鏡ガイド下針生検が有用であ

った 2 例 

 南大輔，瀧川奈義夫，木浦勝行，谷本安，村上斗司，柳瀬香葉，柏原宏美，堀田勝幸， 

 市原英基，宮原信明，金廣有彦，田端雅弘，片岡幹男，谷本光音 

第 34 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，浜松，2011.06 

 

39． 気管支中心性肉芽腫の 2 例 

 林敏清，難波史代，岸本道博，玉田貞雄，沖本二郎 

第 34 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，浜松，2011.06 

 

40． 高齢者結核の実態調査 

 豊田恵美子，岡田全司，鎌田有珠，藤内智，斉藤武文，大平徹郎，三輪清一，小川賢二，佐藤敦夫， 

 前倉亮治，田村猛夏，駿田直俊，矢野修一，多田敦彦，重藤えり子 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

41． 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

討 

 平野淳，前川紀子，加谷文子，黒岡昌代，中塚信江 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

42． 非小細胞肺癌・髄膜浸潤症例の臨床転帰に関する検討：岡山肺癌治療研究会 

 梅村茂樹，亀井治人，山根弘路，木浦勝行，吉岡弘鎮，坪内和哉，瀧川奈義夫，濱田昇，高田一郎， 

 藤原慶一，沖本二郎，畝川芳彦，上岡博，田端雅弘，谷本光音 



第 52 回日本肺癌学会総会，大阪，2011.11 

 

43． オキサリプラチンアレルギーを獲得した大腸癌患者に対する減感作によるオキサリプラチン再投与の

検討 

 谷本安，谷口暁彦，能島大輔，栗本悦子，早稲田公一，古賀光，宮原信明，木浦勝行，宗田良， 

 片岡幹男，谷本光音 

第 61 回日本アレルギー学会秋季学術大会，東京，2011.11 

 

＜血液疾患＞ 

44． 新規 t(1;8)(q25;p11.2)転座を伴って発症した 8p11 骨髄増殖性症候群 

 吉田親正，竹内誠，定平吉都 

第 73 回日本血液学会学術集会，名古屋，2011.10 

 

＜重症心身障害＞ 

45． 重症心身障害児に対して今必要とされている最新の医療 NICU 等の急性期病院小児科病棟から重症心

身障害児・者病棟に転院した重症児の臨床像と転帰についての検討 

 井上美智子 

第 65 回国立病院総合医学会シンポジウム，岡山，2011.10 

 

46． 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 家族の意識調査による検討 

 有村温恵，香川須真子，須浪紀久美，井上美智子 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

＜外科＞ 

47． 後胆汁漏が遷延している多発性肝嚢胞の 1 手術例 

 徳毛誠樹，岡智，泉貞言 

第 23 回日本肝胆膵外科学会・学術集会，東京，2011.06 

 

48． 抗 Apolipoprotein CIII(HATKTAK)抗体による免疫組織化学的研究（特に尿路系を中心にして） 

 山中隆夫，阪本晴彦，田中澄子，松本昇一，上野正樹 

第 100 回日本病理学会総会，横浜，2011.04 

 

＜麻酔科＞ 

49． paperChart の遺志と周術期 IT の未来を考える S3 開発関係者は今後何ができるか？ 2 開発全般に

関して 

 斎藤智彦 

第 29 回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会シンポジウム，名古屋，2011.12 

 

＜放射線科＞ 

50． 当院における結核性髄膜炎 6 症例の臨床像と画像の検討 



 林原典子，武本めぐみ，原口俊，信国圭吾，長尾茂人，高橋秀治，平野淳，永井太士 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

＜耳鼻科＞ 

51． 子供のコブレーター扁摘 

 土井彰，小桜謙一，村井綾，島本久美子，田村耕三，赤木博文 

第 24 回日本口腔・咽頭科学会総会，広島，2011.09 

 

52． 移植腎 IgA 腎症例に対する扁摘・パルス療法 第 2 報－2 年予後 

 土井彰，田村耕三，小桜謙一，村井綾，島本久美子，溝渕憲子， 土山芳徳，渋谷祐一，赤木博文 

第 24 回日本口腔・咽頭科学会総会，広島，2011.09 

 

53． スギ花粉症に対する L-55 乳酸菌の有効性(第 2 報) 

 赤木博文，木村五郎，平野淳，村上裕美，赤堀佳子，田中裕美，藤本みどり，砂田洋介，中村昇二， 

 岡田千春，宗田良，高橋清 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

＜看護部＞ 

54． 重症心身障害児(者）の口腔ケアに対する看護師の思い－インタビューを通して－ 

 川満佳子，須浪紀久美，高森睦子，田元美智子 

第 37 回日本重症心身障害学会学術集会，徳島，2011.09 

 

55． 重症心身障害児のショートステイ利用時の体調悪化を最小限に抑える看護ケア 

 遠部泰子 

第 37 回日本重症心身障害学会学術集会，徳島，2011.09 

 

56． 東日本大震災医療支援の体験 

 上田素子，道田望 

中四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，松山，2011.09 

 

57． 保健師との連携の強化－保健師とのカンファレンスを通して見えてきたこと－ 

 四方田由美子，川本奈保，采野早希，政田聡子，橋本数江，藤田笑子 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

58． 抑うつ状態にある呼吸リハビリテーション患者の看護を振り返る－フィリンクの危機モデルを用いて

の一考察－ 

 花房人美，下中尚代，溝内育子，原節子 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

59． 神経・筋難病病棟に勤務する看護師のストレスとアサーティブの効果 

 岩月真実，斉藤亜矢子，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 



第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

60． がん終末期における患者・家族の QOL 充実を目指して－患者の希望を叶える為の様々な家庭状況に応

じた看護介入の実際－ 

 石山麻衣，富田彩佳，三谷順子，文屋佳子，濱田昇，池上美智子 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

61． 急性期一般病棟において認知症患者の看護をするうえでの看護師の思い 

 川上瞳，池下佐美子，川迫美菜，岡内淑，形山優子 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

62． 合同カンファレンスにおける看護師の役割 

 西濱加代子，植田久美子，森田佐和子，大島瑞穂，池平純子 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

63． A 型通園における医療処置に関する家族指導－指導ファイルを作成して－ 

 石原典子，須浪紀久美，垣内清子，仕田中美穂 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

64． 「働く女性に優しい職場環境作り」を目指して －育児休業復帰支援を目的に親子参加型茶話会を行っ

て－ 

 谷井美保，岡内淑，大島瑞穂 

第 65 回国立病院総合医学会,岡山,2011.10 

 

65． 外来における糖尿病患者のフットケアの効果－2 事例からの考察－ 

 加谷文子，中塚信江，藤本みどり 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

66． 気管支鏡検査におけるチーム医療への取り組み－気管支鏡検査前カンファレンスの実施から－ 

 黒岡昌代，前川紀子，中塚信江，加谷文子，藤本みどり，濱田昇，河田典子，藤田裕子 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

67． 入院中のパスと連動した外来 DOTS パスの作成と試行 

 藤本みどり，橋本数江，濱田昇，河田典子 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

68． 結核病棟における小集団活動の取り組み－患者のリフレッシュを図るための活動を通して－ 

 川本奈保，寒川啓子，橋本数江 

固定チームナーシング全国大会，神戸，2011.10 

 



69． 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 SEQoL-DW を使用して 

 山下沙紀 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

70． A 型通園で在宅重症児が生活リズムを作るため個別に「ふれあい体操」を試みて 

− QOL 向上に繋がる取り組みー 

 安原優子，森谷晃壮，西山理代，鈴木麻里子，狩屋純子 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

71． 実習指導者育成の取り組み－教育担当師長の立場から－ 

 逸見恵子 

第 9 回国立病院看護研究学会学術集会，千葉，2011.12 

 

＜診療支援部＞ 

72． 心エコー図による推定肺動脈圧の評価 

 高松泉，松原広己，中山弘美，藤田圭二，中井稔，小川愛子，宗政充 

日本超音波学会第 84 回学術集会，東京，2011.05 

 

73． 外来 DOTS パスにおける薬剤師の関わり 

 高橋洋子，森近俊之，児玉沙織，田中健治郎，小山朋子，吉田恭子，山根隆志 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

74． 研修会をとおしての医療安全推進担当者の新たな取組み 

 森近俊之，樋口政雄，森川竜也，藤田笑子，大島美貴，大野美智子，岩井洋子 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

75． ALS 患者の流涎に対するスコポラミン軟膏の調製～使用について 

 田中健治郎，森近俊之，児玉沙織，小山朋子，高橋洋子，吉田恭子，山根隆志，長尾茂人 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

76． 呼吸リハビリテーションチームを立ち上げて 

 森川竜也，出羽裕太郎，松本勉，河田典子，原節子，大野美智子，児玉沙織，川端宏輝，河合縁 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

77． LVRS 前後の呼吸リハビリテーションにより行動と心理的側面に変化が見られた一症例 

 出羽裕太郎，森川竜也，松本勉，大石廣，柏原宏美，河田典子 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

78． 当院で分離された結核菌に対する薬剤耐性状況 

 藤田裕子，小畑茂，河田典子 



第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

79． CRC の業務量とこれからの臨床研究コーディネーターのあり方について 過去 10 年をふりかえって 

 吉田恭子，田中玲子，松尾文枝，石尾みどり，大村悦子，山根隆志，井原雄悦 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

80． 心エコー検査による肺高血圧症の予後評価の検討 

 高松泉，松原広己，中山弘美，藤田圭二，酒井瑞音，天野亜希，藤井貴子，小畑茂，井原雄悦 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

81． カフマシーンを導入した筋萎縮性側索硬化症患者を経験して 

 松浦佑哉，藤重博己，森川竜也，信國圭吾 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

82． 理学療法により歩行能力が向上した高齢スモン患者の一症例 

 門脇守男，奥谷珠美，田邊康之 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

83． NST との連携により嚥下機能に改善が見られリハビリテーションが進んだ POEMS 症候群の一例 

 有吉希充恵，松浦佑哉，松本勉，奥谷珠美，原口俊，足羽敦子，大年典子，末永恵子，高畑友里， 

 大石廣 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

84． 当院におけるレスパイトの現状と岡山県在宅重症難病患者一時入院事業についての一考察 

 川端宏輝 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

85． 医療安全対策（放射線科での取り組み） 

 唐藤茂，東谷秀憲，樋口政雄，山口美隆 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

86． 検査科運営について−当院での検査科収支表の作成について− 

 小畑茂，風早優治 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

87． 病棟建て替えに伴っての合同行事を実施してみて 

 田辺千恵子，森谷晃壮，安原優子，中嶋智美，池田智恵美，有元郁代 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

 



＜事務部＞ 

88． 振替伝票の減少への取り組み 

 小西理恵，園部宏明，野崎正広 

第 65 回国立病院総合医学会，岡山，2011.10 

 

89． 重症心身障害児者病棟における医業未収金減少への取り組み 

 原田智美，森谷晃壮，須浪紀久美，野崎正広，部谷浩 

第 65 回国立病院総合医学会 ，岡山，2011.10 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

90． コドン 232(Met→Arg)変異を有するクロイツフェルト・ヤコブ病: 急速進行型と緩徐進行型の 2 症例 

 原口俊，武田直也，横田修，寺田整司，石津秀樹，高田裕，長尾茂人，田中義人，田邊康之， 

 辻拓司，坂井研一，信國圭吾，佐藤克也，北本哲之，内富庸介，井原雄悦 

平成 23 年度精神疾患関連研究班合同研究報告会有馬班（22-7）班会議，東京，2011.12 

 

91． 平成 23 年度の全国スモン検診の総括 

 小長谷正明，久留聡，藤木直人，千田圭二，亀井聡，祖父江元，小西哲郎，坂井研一，藤井直樹，

 橋本修二，田中千枝子 

平成 23 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，東京，2012.02 

 

92． 中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 23 年度） 

 坂井研一，川井元晴，鳥居剛，椿原彰夫，三ツ井貴夫，志田憲彦，山下元司，峠哲男，阿部康二， 

 下田光太郎 

平成 23 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，東京，2012.02 

 

93． 検診を希望しない患者の現状について 

 川端宏輝，阿部光徳，松岡真由，文屋佳子，河合縁，三宅さやか，坂井研一，田邊康之 

平成 23 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，東京，2012.02 

 

94． スモン患者の精神身体状況と介護者のストレスの推移（10 年間のアンケート調査から見えた課題） 

 田邊康之，坂井研一，田中義人，原口俊，辻拓司，信國圭吾，井原雄悦 

平成 23 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，東京，2012.02 

 

95． スモン患者における認知症の合併について－検診データベースに基づく検討①－ 

 齋藤由扶子，橋本修二，川戸美由紀，坂井研一，小長谷正明 



平成 23 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，東京，2012.02 

 

＜免疫疾患＞ 

96． 重症・難治性喘息の病因・病態の解明に関する研究 

 森晶夫（研究代表者），庄司俊輔，藤澤隆夫，大田健，烏帽子田彰，中村裕之，田中宏幸， 

 谷本安（研究分担者），安部暁美，神山智，山口美也子，榎美香，神沼修，髙橋清，宗田良， 

 岡田千春，木村五郎，平野淳，山中隆夫，片岡幹男，宮原信明，能島大輔，早稲田公一，陣妍妍， 

 細木興亜，橋本充惠，藤原麻千子，山口正雄，稲垣直樹，人見嘉哲，神林康弘，櫻井克年，康峪梅， 

 弘田量二，菅沼成文，日下幸則，上阪茂実（研究協力者） 

平成 23 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，東京，2012.01 

 

97． 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（分担研究者），髙橋清，宗田良，岡田千春，木村五郎，平野淳，山中隆夫，片岡幹男， 

 宮原信明，能島大輔，早稲田公一，陣妍妍（研究協力者） 

平成 23 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，東京，2012.01 

 

98． 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（研究代表者），秋山一男，足立雄一，大矢幸弘，海老澤元宏，岡田千春，小田嶋博， 

 斎藤博久，下条直樹，髙橋清，谷口正実，西村正治，秀道広，吉田幸一（研究分担者），板澤寿子， 

 今井孝成，岡部美恵，亀頭晶子，後藤真希子，今野哲，正田哲男，谷本安，中野泰至，福冨友馬， 

 古川真弓，増本夏子，三原祥 

平成 23 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，東京，2012.01 

 

99． 日本人成人における喘息と鼻炎のリスクファクター解析と全国都道府県別の喘息有病率とその経年推

移に関する研究 

 谷口正実，秋山一男，西村正治，髙橋清，岡田千春（研究分担者），福冨友馬，今野哲 

 （研究協力者） 

平成 23 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，東京，2012.01 

100． 岡山県倉敷市における ECRHS 調査用紙による成人気管支喘息有症率の経年変化の調査 

 岡田千春，髙橋清（研究分担者） 

平成 23 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，東京，2012.01 

 

101． 本邦関節リウマチ患者の疾患活動性・身体障害度・有害事象・医療費用の推移を明らかにするための



多施設共同疫学研究 

 當間重人（研究代表者），千葉実行，杉井章二，森俊仁，松井利浩，佐藤智太郎，金子敦史， 

 佐伯行彦，吉永泰彦，末永康夫，税所幸一郎（研究分担者），市川健司，田村則男，末石眞， 

 杉山隆夫，松村竜太郎，西野仁樹，田中栄，秋谷久美子，沢田哲治，津谷寛，小川邦和， 

 大村浩一郎，高樋康一郎，岡本亨，山中隆夫，守屋有二，松森昭憲，藤内武春，末松栄一，吉澤滋， 

 本川哲，河部庸次郎，潮平芳樹（研究協力者） 

平成 23 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，東京，2012.01 

 

地方会 

＜神経筋疾患＞ 

102． 糖尿病性ケトアシドーシスの治療経過中に posterior reversible encephalopathy syndrome を発症し，認知

症状態となった 1 例 

 佐藤俊介，児玉匡史，本田肇，流王雄太，横田修，梶谷展生，立古浩雅，寺田整司，内富庸介 

第 52 回中国四国精神神経学会，高知，2011.11 

 

103． Camptocormia の著明な変動を呈した Parkinsonism の一例 

 坂井研一，田中義人，原口俊，田邊康之，辻拓司，信國圭吾，井原雄悦 

第 91 回日本神経学会中国・四国地方会，高知，2011.12 

 

＜呼吸器疾患＞ 

104． 肺分画症に非結核性抗酸菌症を合併した一例 

 石賀充典，難波史代，柏原宏美，金澤聰，濱田昇，河田典子，多田敦彦，宗田良 

第 46 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，倉敷，2011.07 

 

105． 敗血症性肺塞栓症で発症した Actiomyces cardiffensis 症の一例 

 金澤聰，石賀充典，難波史代，柏原宏美，濱田昇，河田典子，多田敦彦，宗田良 

第 46 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，倉敷，2011.07 

 

106． ニューモシスティス肺炎・アメーバ赤痢で発見された AIDS の 1 例 

 金澤聰，石賀充典，難波史代，柏原宏美，高橋秀治，濱田昇，河田典子，竹内誠，多田敦彦， 

 宗田良 

第 105 回日本内科学会中国地方会例会，米子，2011.11 

 

107． 孤立結節性影を呈した M.intracellulare 肺膿腫の 1 例 

 濱田昇，高橋秀治，石賀充典，難波史代，柏原宏美，金澤聰，河田典子，多田敦彦，宗田良 

第 20 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会，出雲，2012.03 

 

108． 人工呼吸器装着後，結核性空洞が急速に増大し緊張性肺能囊胞を呈した 1 例 

 難波史代，石賀充典，柏原宏美，徳毛誠樹，髙橋秀治，金澤聰，濱田昇，河田典子，斎藤智彦， 



 牧原重喜，多田敦彦，宗田良 

第 62 回日本結核病学会中国四国支部会，出雲，2012.03 

 

109． 複数のリスクファクターを有しながら発見の遅れた肺結核の 3 例 

 丸川将臣，八杉昌幸，玄馬顕一，足羽敦子，髙橋秀治，河田典子，多田敦彦，重藤のり子 

第 62 回日本結核病学会中国四国支部会，出雲，2012.03 

 

＜看護部＞ 

110． 小集団活動でのチーム医療における看護師の役割 

 小林桂子，下中尚代，溝内育子，原節子 

固定チームナーシング研究会，第 3 回中国四国地方会，岡山，2011.07 

 

111． 固定チームナーシングにおける新人の OJT－受け持ち看護師としてターミナル患者の希望を実現する

援助の場面より－ 

 安井紀子，三谷順子，吉田八重美 

固定チームナーシング研究会，第 3 回中国四国地方会，岡山，2011.07 

 

112． 在宅にて溺水後遺症の孫を看る祖母の思い－高齢で単独介護する祖母にインタビューを実施 

して－ 

 舟木由美子，入江好子，田中梓，小坂結香，香川須真子 

中四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，松山，2011.09 

 

113． 慢性呼吸不全患者の効果的な呼吸リハビリテーションを目指して－情報共有用紙を用いた他職種との

連携－ 

 豊田真也，小林桂子，武田弘明，橋本浜子，下中尚代，溝内育子，原節子 

中四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，松山，2011.09 

 

114． 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 

 橋本実和，延原稚枝，高見利奈，宮本敏子 

中四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，松山，2011.09 

 

115． 病院経営への参画－パソコンの使用時間を見直して－ 

 溝内育子，大島瑞穂，常久幸恵，越村雅彦 

平成 23 年度岡山県看護協会倉敷支部看護研究発表会，倉敷，2011.11 

 

研究会 

＜神経筋疾患＞ 

116． 仮性球麻痺と四肢の錐体路障害が長期に持続し病理学的には argyrophilic grain deisease と軽度の進行性

核上性麻痺の病理を有した一剖検例 

 長尾茂人，橫田修，高田裕，本田肇，武田直也，大島悦子，岸本由紀，池田智香子，原口俊， 



 石津秀樹，寺田整司，井原雄悦，内富庸介 

第 39 回臨床神経病理懇話会，岡山，2011.10 

 

117． 易怒性と著明な辺縁系・側頭葉萎縮を呈し高度の TDP-43 病理とアルツハイマー病理を有した一剖検例 

 武田直也，橫田修，石津秀樹，本田肇，大島悦子，岸本由紀，池田智香子，長尾茂人，寺田整司， 

 佐々木健，内富庸介 

第 39 回臨床神経病理懇話会，岡山，2011.10 

 

118． 気管切開下人工呼吸療法中の ALS 患者における，無気肺･胸水合併例の検討 

 辻拓司，田中義人，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平成 23 年度合同研究発表会，岡山県早島町，2012.02 

 

＜呼吸器疾患＞ 

119． 区域性分布をとり多彩な陰影を呈した 1 例 

 柏原宏美，濱田昇，高橋秀治，石賀充典，難波史代，金澤聡，河田典子 

第 78 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2011.09 

 

120． PS 不良末期癌患者の在宅療養移行への当院での取り組みと成功要因の分析 

 濱田昇，三谷順子，松永麻美，脇由里香，文屋佳子，吉田八重美 

第 12 回岡山 Supportive Therapy 研究会，岡山，2011.09 

 

121． チーム医療としての呼吸リハビリテーション 

 河田典子 

第 22 回在宅呼吸ケアを勉強する集い，岡山，2011.10 

 

122． 肺結核と肺非結核性抗酸菌症の臨床 

 多田敦彦 

第 33 回美作地区呼吸器疾患研究会，津山，2011.11 

 

123． 肺非結核性抗酸菌症の臨床 

 多田敦彦 

第 14 回香川抗酸菌症研究会 ，高松，2011.11 

 

124． 検診発見の結節影の 1 例 

 濱田昇，高橋秀治，石賀充典，難波史代，柏原宏美，金澤聡，河田典子，多田敦彦，宗田良 

第 60 回倉敷胸部疾患懇話会 ，倉敷，2011.11 

 

125． 肺 MAC 症の治療成績について 

 河田典子 

岡山抗酸菌症治療研究会「症例検討会」，岡山，2011.12 



 

126． レジオネラ肺炎の臨床検討 

 濱田昇 

都窪医師会症例検討会，岡山，2012.03 

 

＜成育医療＞ 

127． 当院小児科外来における食物アレルギー負荷検査の現状と結果について 

 水内秀次，井上美智子，有村温恵 

第 14 回山陽小児アレルギー研究会，岡山，2012.02 

 

＜耳鼻科＞ 

128． 機能性健康食品とアレルギー疾患－L-55 乳酸菌のスギ花粉症に対する効果－ 

 赤木博文 

第 37 回兵庫県臨床アレルギー研究会，神戸，2011.10 

 

＜看護部＞ 

129． 患者の希望を叶えるための様々な家族状況に応じた看護介入の実際－がんターミナル期における患

者・家族の QOL 充実を指して- 

 梅岡（旧姓 冨田）彩佳，石山麻衣，三谷順子，文屋佳子，濱田昇，池上美智子 

第 16 回緩和ケアフォーラム，岡山，2011.04 

 

130． 施設内感染対策 インフルエンザとノロウイルス感染症を中心に 

 形山優子 

平成 23 年度備北保健所管内感染症対策研究会，高梁，2011.10 

 

131． 神経・筋難病病棟における看護師のアサーティブネス学習会の効果－自分の感情と意見を持ちそれを

表明する権利に着目して－ 

 三好佑季，宇渡友美，尾崎由依，庄司安季子，中務加奈枝，常久幸恵，大島美貴，津曲悦美 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク平成 23 年度合同研究発表会，岡山県早島町，2012.02 

 

132． レスパイト入院を利用しながら人工呼吸器装着中の神経筋疾患患者を在宅介護している家族介護者の

思い 

 木村古都，谷井美保，川口浩二，荒木幸治，宮本敏子 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク平成 23 年度合同研究発表会，岡山県早島町，2012.02 

 

＜診療支援部＞ 

133． 院内ネットワーク(LAN)を用いた機器貸出しシステムの開発と運用 

 笠井健一，斎藤智彦 

平成 23 年度国立病院機構中国四国ブロック臨床工学技士学術集会，岡山，2011.07 

 



134． NST との連携により嚥下機能に改善が見られﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝが進んだ POEMS 症候群の一例 

 有吉希充恵，松浦佑哉，松本勉，奥谷珠美，原口俊，竹内誠，足羽敦子，大年典子，末永恵子， 

 高畑友里，大石廣 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク平成 23 年度合同研究発表会，岡山県早島町，2012.02 

 

135． カフマシーンを導入した筋萎縮性側索硬化症患者を経験して 

 松浦佑哉，森川竜也，信國圭吾 

神経・筋疾患政策医療ネットワーク平成 23 年度合同研究発表会，岡山県早島町，2012.02 
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