
〔 学会･研究会発表 〕 

 

国内学会 

＜神経筋疾患＞ 

1． 神経・筋疾患での CV ポート使用例の検討 

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

第 53 回日本神経学会学術大会シンポジウム，東京，2012.05 

 

2． 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，坂井研一，辻拓司，原口俊，田邊康之，田中義人，高松泉，井原雄悦，三島康男 

第 53 回日本神経学会学術大会，東京，2012.05 

 

3． 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 

第 53 回日本神経学会学術大会，東京，2012.05 

 

4． 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二剖検例 

武田直也，横田修，石津秀樹，吉田英統，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 53 回日本神経病理学会総会学術研究会，新潟，2012.06 

 

5． 緩徐進行性の仮性球麻痺と四肢の錐体路障害を呈した嗜銀顆粒を伴う進行性核上性麻痺の一剖検例 

長尾茂人，横田修，高田裕，石津秀樹，原口俊，本田肇，大島悦子，武田直也，岸本由紀， 

池田智香子，寺田整司，井原雄悦，内富庸介 

第 53 回日本神経病理学会総会学術研究会，新潟，2012.06 

 

6． リサーチリソース ネットワーク Progress Report 2011 

有馬邦正，斎藤祐子，本田和弘，山田光則，今野秀彦，饗場郁子，陣内研二，原口俊，女屋光基， 

杠岳文，尾方克久，小西吉裕，藤村晴俊，栗崎博司，渡辺千種，大原慎司，佐藤啓造 Research  

Resource Network研究班 

第 53 回日本神経病理学会総会学術研究会，新潟，2012.06 

 

7． 老年スモン患者の冷え性に関する研究 

坂井研一，田邊康之 

第 54 回日本老年医学会学術集会・総会，東京，2012.06 

 

8． 身体治療目的の入院患者におけるアルコール離脱症状の予防アルゴリズムについて 

井上真一郎，土山璃沙，馬場華奈己，牧安紀，矢野智宣，小田幸治，岡部伸幸，松本洋輔， 

寺田整司，内富庸介 



平成 24 年度アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会，札幌，2012.09 

 

9． 軽度アルツハイマー病患者の TMT-A と脳血流の関連性 

進藤亜紀，寺田整司，佐藤修平，林聡，池田智香子，長尾茂人，大島悦子，横田修，内富庸介 3333 

第 31 回日本認知症学会学術集会，つくば，2012.10 

 

10． タウオパチーモデルマウスにおけるタウの凝集とカルパイン活性の関係について 

大島悦子，石原武士，横田修，寺田整司，高野二郎，岩田修永，樋口真人，西道隆臣，内富庸介 3333 

第 31 回日本認知症学会学術集会，つくば，2012.10 

 

11． 中年期から老年期に精神疾患を初発した 52 剖検例における神経変性基盤 

長尾茂人，横田修，池田智香子，大島悦子，石津秀樹，黒田重利，森定ゆみ，須藤浩一朗， 

寺田整司，内富庸介 

第 31 回日本認知症学会学術集会，つくば，2012.10 

 

12． TDP-43 陽性神経細胞ない封入体を伴う前頭側頭葉変性症とパーキンソニズム 

横田修 

第 6 回日本パーキンソン病・運動障害疾患学会，京都，2012.10 

 

13． 呼吸不全を契機に受診した筋強直性ジストロフィー 

坂井研一，原口俊，田邊康之，信國圭吾，井原雄悦 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

14． TPPV 施行 ALS 患者の栄養状態と動脈硬化 

信國圭吾，坂井研一，原口俊，田邊康之，高松泉，井原雄悦 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

15． 著明な Camptocormia の変動を呈するパーキンソン病の 1 例 

坂井研一，長尾茂人，原口俊，田邊康之，信國圭吾，井原雄悦 

第 6 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス，京都，2012.11 

 

16． 高齢者の治療同意能力について 

大島悦子，寺田整司 

第 25 回日本総合病院精神医学会総会，東京，2012.11 

 

17． 岡山大学病院における術後せん妄対策の実際－周術期管理センター連携モデル－ 

馬場華奈己，土山璃沙，矢野智宣，牧安紀，小田幸治，井上真一郎，岡部伸幸，寺田整司， 

内富庸介 

第 25 回日本総合病院精神医学会総会，東京，2012.11 

 



18． 岡山大学病院における「精神科リエゾンチーム加算」の算定および運用方法について 

小田幸治，土山璃沙，牧安紀，矢野智宣，馬場華奈己，井上真一郎，岡部伸幸，寺田整司， 

内富庸介 

第 53 回中国・四国精神神経学会，岡山，2012.11 

 

＜免疫疾患＞ 

19． 成人気管支喘息 臨床 重症難治性喘息の臨床的特徴に関する検討 

谷本安，能島輔，早稲田公一，宮原信明，山中隆夫，平野淳，木村五郎，岡田千春，木浦勝行， 

片岡幹男，宗田良，谷本光音 

第 24 回日本アレルギー学会春季臨床大会，大阪，2012.05 

 

20． 睡眠時無呼吸症候群（OSA）を合併した関節リウマチに IL-6 阻害（TCZ）のみで不眠が改善した一例 

山中隆夫，守屋有二 

第 56 回日本リウマチ学会総会・学術集会，第 21 回国際リウマチシンポジウム，東京，2012.04 

 

21． 鼻炎合併喘息 4 O80-2．成人喘息における鼻炎の合併と喘息コントロールに関する検討 

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

片岡幹男，宗田良，谷本光音 

第 24 回日本アレルギー学会春季臨床大会，大阪，2012.05 

 

22． PR3-ANCA 陽性の Churg-Strauss 症候群の 1 例 

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

宗田良，谷本光音 

第 24 回日本アレルギー学会春季臨床大会，大阪，2012.05 

 

23． 抗 IgE 抗体療法 QOL 調査を用いた難治性喘息患者に対するオマリズマブの有効性の検討 

―岡山重症喘息治療研究会多施設研究  

尾長谷靖，岡三喜男，有田真知子，木村五郎，金廣有彦，谷本光音，宗田良 

第 24 回日本アレルギー学会春季臨床大会，大阪，2012.05 

 

＜呼吸器疾患＞ 

24． 当院における 10 年間の結核菌薬剤耐性の動向 

河田典子，石賀充典，難波史代，柏原宏美，金澤總，濱田昇，多田敦彦，宗田良 

第 52 回日本呼吸器学会学術講演会，神戸，2012.04 

 

25． 結核患者における糖尿病合併率 

多田敦彦，難波史代，柏原宏美，高橋秀治，濱田昇，平野淳，河田典子，木村五郎，竹内誠， 

宗田良 

第 87 回日本結核病学会総会，広島，2012.05 

 



＜血液疾患＞ 

26． The incidence of herpes zoster in bortezomib-treated multiple myeloma patients 

Ikeda N，Sunami K，Sawamura M，Niimi H，Choi I，Hidaka M，Komeno T，Hanada S，Yoshida S， 

Shiomura T，Yoshida I，Takeuchi M，Saito A，Horibe K，Nagai H  

第 74 回日本血液学会学術集会，京都，2012.10 

 

＜外科＞ 

27． Von Recklinghausen 病に合併した肺扁平上皮癌の 1 例 

牧原重喜 

第 29 回日本呼吸器外科学会，秋田，2012.05 

 

28． 肺結核治療中に腸閉塞にて発症した腸結核の 1 例 

大谷弘樹，牧原重喜 

第 49 回日本腹部救急医学会，福岡，2013.03 

 

＜内科＞ 

29． IL-6 を阻害することで不眠症状が改善した 1 例 

山中隆夫 

日本睡眠学会第 37 回定期学術集会，横浜，2012.06 

 

＜麻酔科＞ 

30． 自動麻酔記録ソフトウェア paperChart を活用するためのプログラム開発 

斉藤智彦 

日本麻酔科学会第 59 回学術集会，神戸，2012.06 

 

＜看護部＞ 

31． 抗血栓療法症例における内視鏡検査の現状 岡山県でのアンケートの実施から 

黒岡昌代，梶原みゆき，村山綾子，田中広子 

第 68 回日本消化器内視鏡技師学会，東京，2012.05 

 

32． 四肢運動障害を伴う末期がん患者の在宅療養を阻む要因 在宅支援を行った患者・家族の様々な現象を

調査・分析して 

三谷順子，濱田昇，吉田親正，文屋佳子，吉田八重美 

第 17 回日本緩和医療学会学術大会，神戸，2012.06 

 

33． 重症心身障害者における五感刺激の効果ー胃瘻患者のミキサー食注入時の関わりー 

東千草，山田さやか，末澤絵美，須浪紀久美 

第 38 回日本重症心身症害学会学術集会，東京，2012.09 

 



34． アサーティブネス学習会取り組み 傾向測定ツールと独自アンケートを併用して 

宇渡友美，三好佑季，常久幸恵，津曲悦美 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

35． 人工呼吸器離脱への不安を克服した患者の心理過程と看護援助 ムースの疾病関連危機モデルを用い

て 

梶原直美，松井香穂里，横山嘉乃，花房人美，下中尚代，溝内育子，原節子 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

36． 肺結核患者に対しチームで関わることで退院することができた一症例 

橋本数江 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

37． 筋神経疾患の治験を通じて CRC のやりがいについて考える 治験管理室の華になる為に 

石尾みどり，田中玲子，松尾文枝，吉田恭子，井原雄悦 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

38． 神経筋難病の妻の在宅介護をしている夫の思い レスパイト入院を利用しながら 

大森裕美，岡本伸子，大島瑞穂，池平純子 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

39． 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 レスパイト入院を利用し

ながら 

木村古都，谷井美保，川口浩二，荒木幸治，宮本敏子 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

40． 実習指導のあり方についての一考察 

逸見恵子 

第 10 回国立病院看護研究学会学術集会，名古屋，2012.12 

 

＜診療支援部＞ 

41． 間質性肺炎患者に対する ADL と環境面への介入が自己管理に有効であった一症例 

出羽裕太郎，森川竜也，河田典子 

第 22 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会，福井，2012.11 

 

42． 当院における呼吸リハビリテーションチームの活動 

森川竜也，出羽裕太郎，河田典子 

第 22 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会，福井，2012.11 

 



43． 転倒・転落リスク要因の分析-骨折等の重大事故に繋がる因子の検証- 

丸山康徳，山藤美穂 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

44． 中国四国ブロック管内 26 施設における過去 3 年間のプレアボイド報告の集計及び分析結果について 

原太一，藤本千安紀，齊藤早苗，細川敦子，延平早美，大谷恵美，山口智恵美，引地正人， 

岡村信彦 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

45． 呼吸器疾患に対する応用行動分析学的介入を用いた行動変容へのアプローチ 間質性肺炎患者 1 症例に

よる検討 

香川純一，森川竜也，石賀充典，河田典子 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

46． 間質性肺炎患者に対する ADL と環境面への介入が自己管理に有効であった一症例 

出羽裕太郎，森川竜也，松本勉，河田典子 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

47． 呼吸リハビリテーションチームの取り組み 

森川竜也，出羽裕太郎，河田典子，原節子，川端宏輝，河合縁，児玉沙織，山下紗也佳，高松泉 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

48． 療育活動にオイルマッサージを導入して 

仁田礼香，安原優子，小田洋子，田辺千恵子，藤崎敏行，森谷晃壮 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

49． 重度の嚥下障害患者における経口摂取へのアプローチへ向けての取り組み 

大石廣，有吉希充恵，末永恵子，高畑友里，山中隆夫 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

50． 呼吸器リハビリにおいて患者教育を重点的に行うことで動作の自己管理が行えるようになった一症例 

竹内由吏，出羽裕太郎，森川竜也，松本勉，難波史代，河田典子 

第 66 回国立病院総合医学会，神戸，2012.11 

 

研究班報告会 

＜神経筋疾患＞ 

51． 南岡山医療センターにおける剖検実施体制，剖検登録の進捗状況 

原口俊，横田修，石津秀樹，田邊康之，坂井研一，信國圭吾，寺田整司，長尾茂人，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 24 年度研究報告会，東京，2012.12 

 

52． 岡山県在住筋ジストロフィー患者の療養状況 

信國圭吾 

平成 24 年度筋ジストロフィー診療における医療の質向上のための 

多職種協働研究班班会議，東京，2012.12 

 

53． 中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果 

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

下田光太郎 

スモンに関する調査研究班平成 24 年度研究報告会，東京，2013.02 

 

54． 岡山県のスモン患者における療養病床の受け入れ状況についてのアンケート調査 

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 

スモンに関する調査研究班平成 24 年度研究報告会，東京，2013.02 

 

55． スモン患者における認知症の合併についてー検診データベースに基づく検討② 

齋藤由扶子，橋本修二，川戸美由紀，坂井研一，小長谷正明 

スモンに関する調査研究班平成 24 年度研究報告会，東京，2013.02 

 

＜重症心身障害＞ 

56． 人工呼吸器の機種変更にともなう喚気量調整について 

丸田恭子，田中誠，本手賢，齋藤雅典，岡野安太朗，安田聖一，坪田佳代子，長谷川菜美，村田武， 

三橋寿子，藤嵜孝次，齋藤利雄，先田久志，横田修一，笠井健一，西村卓，中岡大昴，津田真美， 

廣田嘉彦，多田羅勝義 

平成 24 年度筋ジストロフィー診療における医療の質向上のための 

多職種協働研究班班会議，東京，2012.12 

 

地方会 

＜神経筋疾患＞ 

57． 低体温症をきたしたパーキンソン病の一例 

坂井研一，原口俊，田邊康之，信國圭吾，井原雄悦 

第 92 回日本神経学会中国・四国地方会，徳島，2012.07 

 

58． 岡山大学病院における「精神科リエゾンチーム加算」の算定および運用方法について 

小田幸治，土山璃沙，牧安紀，矢野智宣，馬場華奈己，井上真一郎，岡部伸幸，寺田整司， 
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