
〔 学会・研究会発表 〕 

 

＜国際学会一般演題＞ 

神経筋疾患 

1． An autopsy case of the homozygous dentatorubralpallidoluysianatrophy 

Nagao S, Yokota O, Tanabe Y, Haraguchi T, Ikeda C, Oshima E, Terada S, Uchitomi Y 

Joint Congress of European Neurology (European Federation of Neurological Societies,  

European Neurological Society), Istanbul, 2014.06.03 

 

＜国内学会総会シンポジウム＞ 

呼吸器疾患 

2． COPD の病態・治療 

宗田良（座長） 

第 54 回日本呼吸器学会学術講演会ミニシンポジウム，大阪，2014.04.26 

 

3． DOTS の役割を考える 医師の立場から 

河田典子 

第 90 回日本結核病学会総会ミニシンポジウム，長崎，2015.03.28 

 

地域医療連携室 

4． 結核医療にかかわる地域連携室看護師の役割 

逸見恵子 

第 90 回日本結核病学会総会シンポジウム，長崎，2015.03.27 

 

＜国内学会総会一般演題＞ 

神経筋疾患 

5． 長期入院 ALS 患者の急変の指示について 

坂井研一，麓直浩，原口俊，田邊康之，井原雄悦 

第 55 回日本神経学会学術大会，福岡，2014.05.23 

 

6． Research Resouce Network Progress Report 2013 

有馬邦正，斎藤祐子，本田和弘，山田光則，今野秀彦，饗庭郁子，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，大原慎司，渡辺千種，佐藤啓造 Research Resouce 

Network 研究班 

第 55 回日本神経病理学会総会学術研究会，東京，2014.06.06 

 

7． 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 3 症例での臨床病理検討 

長尾茂人，横田修，池田智香子，原口俊，寺田整司，内富庸介 

第 55 回日本神経病理学会総会学術研究会，東京，2014.06.07 



8． FUS 遺伝子変異(R521S)を有する家族性筋萎縮性側索硬化症の家族例 

池田智香子，横田修，長尾茂人，石津秀樹，原口俊，鎌田正紀，池田和代，高田忠幸，久米広大，

出口一志，森田光哉，市原典子，寺田整司，内富庸介 

第 29 回日本老年精神医学会，東京，2014.06.12 

 

9． スモン患者における認知症の合併 MMSE を用いた検討 

齋藤由扶子，坂井研一，小長谷正明 

第 56 回日本老年医学会学術集会，福岡，2014.06.12 

 

10． ADLTE モデルとして臨床的観点から施行した Lgi1L385R/+ 変異ラットに関する解析 

麓直浩，真下知士，増井淳，石田紗恵子，水口祐登，南本翔子，池田昭夫，高橋良輔，芹川忠夫，

大野行弘 

第 37 回日本神経科学大会，横浜，2014.09.11 

 

11． 近年の当院での筋萎縮性側索硬化症患者の直接死因について 

坂井研一，麓直浩，原口俊，田邊康之，井原雄悦 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.15 

 

12． 嗜銀顆粒病における進行性核上性麻痺病理の形成と進展：免疫組織化学的・生化学的検討 

池田智香子，横田修，長尾茂人，石津秀樹，寺田整司，原口俊，大島悦子，長谷川成人，内富庸介 

第 33 回日本認知症学会学術集会，横浜，2014.11.29 

 

免疫疾患 

13． ゴリムマブ（GLM）単剤でドラッグフリーが可能となった関節リウマチの一例 

山中隆夫 

第 58 回日本リウマチ学会総会・学術集会，東京，2014.04.24 

 

14． 喘息関連疾患・病態 

木村五郎（座長） 

第 26 回日本アレルギー学会春季臨床大会，京都，2014.05.09  

 

15． 頸部症状を生じた関節リウマチと閉塞型睡眠時無呼吸症候群の関連性 

山中隆夫 

日本睡眠学会第 39 回定期学術集会，徳島，2014.07.03 

 

16． 成人気管支喘息に合併する鼻炎の臨床的検討―高齢者と非高齢者との比較― 

谷本安，石賀充典，難波史代，田中寿明，高橋秀治，小野勝一郎，濱田昇，河田典子，木村五郎， 

木浦勝行，菅谷揚子，河合元子，宗田良 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 



呼吸器疾患 

17． 成人喘息における鼻炎・副鼻腔炎の合併に関する臨床的検討 

谷本安，高橋秀治，石賀充典，難波史代， 田中寿明，小野勝一郎，濱田昇，河田典子，木村五郎， 

木浦勝行，片岡幹男，谷本光音，宗田良 

第 54 回日本呼吸器学会学術講演会，大阪，2014.04.25 

 

18． 稀なびまん性肺疾患 

谷本安（座長） 

第 54 回日本呼吸器学会学術講演会，大阪，2014.04.26  

 

19． 岡山県の結核対策への取り組みについてー地域 DOTS 推進に向けてー 

河田典子，宗田良，西井研治，土橋酉紀 

第 89 回日本結核病学会総会，岐阜，2014.05.09 

 

20． 当院における腸結核 18 例の臨床的検討 

石賀充典，河田典子，難波史代，田中寿明，小野勝一郎，高橋秀治，濱田昇，平野淳，木村五郎，

谷本安，宗田良，大谷弘樹 

第 89 回日本結核病学会総会，岐阜，2014.05.09 

 

21． 院内 DOTS から地域 DOTS に向けた当院の取り組みについて -院内 DOTS パスから服薬支援手帳につい

て- 

藤本みどり，河田典子，宗田良 

第 89 回日本結核病学会総会，岐阜，2014.05.09 

 

22． 四肢運動障害を伴う終末期癌患者の在宅療養移行に関する阻害要因の検討と対策について 

濱田昇，谷本安，平野淳 

第 56 回日本老年医学会学術集会，福岡，2014.06.12 

 

23． 皮膚・筋症状のない抗 PM-Scl 抗体陽性間質性肺炎の 1 例 

谷本安，石賀充典，難波史代，田中寿明，高橋秀治，小野勝一郎，濱田昇，河田典子，木村五郎， 

木浦勝行，谷本光音，宗田良 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

24． 一般演題 3 

谷本安（座長） 

第 1 回呼吸ケア・リハビリテーション学会中国・四国支部会学会学術集会，広島，2014.05.17  

 

耳鼻科 

25． 当科における IgA 腎症扁摘例 5 年予後 透析に至った症例の検討 

土井彰，小桜謙一，福本晶，田村耕三，井上淳子，土山芳徳，赤木博文 



第 27 回日本口腔・咽頭科学会総会 学術講演会，札幌，2014.09.10 

 

26． コブレーターを用いて扁摘した Von Willebrand 病例 

土井彰，小桜謙一，福本晶，田村耕三，今井利，赤木博文 

第 27 回日本口腔・咽頭科学会総会 学術講演会，札幌，2014.09.10 

 

27． 感染症 

赤木博文（座長） 

第 27 回日本口腔・咽頭科学会総会 学術講演会，札幌，2014.09.10  

 

看護部 

28． 重症心身障害児・者病棟看護師のやりがい～中堅看護師への聞き取り調査から～ 

石丸久美子 

第 16 回日本医療マネジメント学会学術総会，岡山，2014.06.13 

 

29． チェンジをチャンスにつなげる～新システム導入 病棟移転の経験を振り返る～ 

鈴木美智子 

第 16 回日本医療マネジメント学会学術総会，岡山，2014.06.14 

 

30． 重心病棟におけるノロウイルス胃腸炎のアウトブレイク後の対策 

形山優子，河田典子，井上美智子，原太一，藤田裕子，溝内育子 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

31． 感染対策・ICT-2 アウトブレイク 

溝内育子（座長） 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14  

 

32． 思春期を迎えた喘息患児への看護介入の効果－行動変容理論を用いた一考察－ 

黒岡昌代，産賀温恵，水内秀次，宗田良 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

33． 人工呼吸器装着中の ALS 患者を継続して在宅介護している家族介護者の思い 

木村古都，松田真理子，山下沙紀，岡有起，大部美保子 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

治験管理室 

34． 国際共同治験の多様化にともなう業務の見直し～事務助手，CRC に参戦！～ 

田中玲子，石尾みどり，吉田恭子，田邊康之，山根隆志，谷本安 

第 14 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2014 in 浜松，浜松，2014.10.04 

 



35． 第 14 回 CRC 意見交換会 

吉田恭子 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

放射線科 

36． PTP シート誤飲患者における放射線科検査の有用性 

唐藤茂，林原典子，東谷秀憲，荒木孝之，山口美隆 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

臨床検査科 

37． Mid-ventricular たこつぼ心筋症の診断に心エコー図が有用であった 1 例 

髙松泉，河田典子，金澤聡，明比一郎 

日本超音波医学会第 87 回学術集会，横浜，2014.05.10 

 

38． 当院における電子カルテ導入に伴う生理検査システムについて 

髙松泉，酒井瑞音，西山ちとせ，向井伸治，竹内誠 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

39． 当院におけるカルバペネム耐性腸内細菌の検出状況 

藤田裕子，河田典子，形山優子，溝内育子 

第 30 回日本環境感染学会総会・学術集会，神戸，2015.02.20 

 

リハビリテーション科 

40． 横押しタイプの携帯酸素用キャリーの開発 

木下勝令，谷本義雄，難波邦治，六名泰彦，河田典子，森川竜也，出羽裕太郎，宗田良 

第 29 回リハ工学カンファレンス，呉，2014.08.25 

 

41． 排痰の自己管理方法の習得が肺炎予防に有用であった一症例 

梶浦尚也，森川竜也，丸山康徳，石賀充典，河田典子 

第 24 回呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会，奈良，2014.10.24 

 

42． 非結核抗酸菌症のリハビリテーションにおける一考察 

森川竜也，丸山康徳，河田典子 

第 24 回呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会，奈良，2014.10.24 

 

43． ALS 機能評価スケール（ALSFRSR）を用いた筋萎縮性側索硬化症患者の理学療法の検討～カフアシス

ト・歩行練習の試み～ 

前迫克哉，向井武志，木下瞳，森川竜也，丸山康徳，原口俊 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 



44． 特発性間質性肺炎患者における早期介入効果－SpO2モニタリングを用いた一症例 

大石達也，出羽裕太郎，森川竜也，丸山康徳，難波史代，河田典子 

第 24 回呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会，奈良，2014.10.24 

 

45． 緩徐なステップアップで意識変容を促し，経口摂取が可能となった筋萎縮性側索硬化症の一症例 

高畑友里，有吉希充恵，大石廣，麓直浩，赤木博文 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

46． 動作改善の必要性を感じていない慢性呼吸不全患者への呼吸リハビリテーション－個人的背景に着目

した 1 症例－ 

山内康広，片岡靖雄，曽根弘喜，出羽裕太郎，丸山康徳，小山麻希子，石賀充典，谷本安， 

河田典子 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

47． 高次脳機能障害を呈した患者への呼吸リハビリテーション－失語症と失行症を合併した間質性肺炎患

者 1 症例を通して－ 

片岡靖雄，曽根弘喜，丸山康徳，出羽裕太郎，濱田昇，河田典子 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

地域医療連携室 

48． 岡山県におけるスモン患者の施設に関する意識についてのアンケート調査 

川端宏輝，坂井研一，田邊康之 

第 56 回日本老年医学会学術集会，福岡，2014.06.12 

 

49． 結核医療における地域連携室の役割と課題 

逸見恵子，文屋佳子，大石秀香，川端宏輝，藤沢広美，河田典子 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

50． 地域における結核医療連携の取り組みと課題について－結核医療相談・技術支援センター開設の概要と

現状報告 

逸見恵子，河田典子，宗田良，西井研治，重實比呂子 

第 90 回日本結核病学会総会，長崎，2015.03.28 

 

事務部 

51． 平成 26 年度診療報酬改正への当院の取組 

山﨑理志 

第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

52． IC カード（FeliCa）対応職員証の導入 

大川鉄雄，園部宏明，濱田裕也 



第 68 回国立病院総合医学会，横浜，2014.11.14 

 

＜研究班報告会＞ 

神経筋疾患 

53． スモンに関する調査研究班のホームページの立ち上げについて 

久留聡，小長谷正明，高田博仁，坂井研一，鈴木由美子 

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業 

（難治性疾患政策研究事業）））スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2015.01.30 

 

54． 嚥下および病態に関する研究 

坂井研一（座長） 

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業 

（難治性疾患政策研究事業）））スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2015.01.30  

 

55． 中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 26 年度） 

坂井研一，川井元晴，鳥居剛，花山耕三，三ツ井貴夫，越智博文，高橋美枝，峠哲男，阿部康二， 

下田光太郎 

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業 

（難治性疾患政策研究事業）））スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2015.01.30 

 

56． 平成 26 年度検診からみたスモン患者の現況 

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，寶珠山稔 

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業 

（難治性疾患政策研究事業）））スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2015.01.30 

 

地域医療連携室 

57． 「第 3 回スモン研修会」岩手県開催の内容と結果 

千田圭二，竹越友則，板橋彩子，田中千枝子，鈴木由美子，川端宏輝 

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業 

（難治性疾患政策研究事業）））スモンに関する調査研究班研究報告会，東京，2015.01.30 

 

58． 岡山県スモン患者の特定疾患治療研究事業に関するアンケート 

川端宏輝，有友公，松岡真由，松岡佳子，河合縁，三宅さやか，坂井研一，田邊康之 

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患等政策研究事業 

（難治性疾患政策研究事業）））スモンに関する調査研究班 研究報告会，東京，2015.01.30 

 

＜学会-地方会＞ 

神経筋疾患 



59． 両下肢しびれ感・筋力低下で発症し CIDP と鑑別が困難であった POEMS 症候群の一例 

麓直浩，原口俊，田邊康之，坂井研一，井原雄悦，竹内誠，谷本安 

第 96 回日本神経学会中国・四国地方会，岡山，2014.06.28 

 

免疫疾患 

60． Tocilizumab(TOC)と乾癬様皮疹および乾癬性関節炎に対する反応について 

山中隆夫 

第 25 回日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会，高知，2014.12.06 

 

呼吸器疾患 

61． マウスアレルギー性気道炎症モデルにおける終末糖化産物受容体（RAGE）の役割 

谷口暁彦，宮原信明，金廣有彦，早稲田公一，村上悦子，藤井詩子，谷本安，片岡幹男，木浦勝行， 

山本靖彦，山本博，谷本光音 

第 51 回日本呼吸器学会中国･四国地方会，米子，2014.07.11 

 

62． 抗 ARS 抗体症候群と考えられた皮膚病変のない間質性肺炎の 1 例 

谷本安，森近大介，石賀充典，難波史代，田中寿明，高橋秀治，小野勝一郎，濱田昇，河田典子， 

木村五郎，木浦勝行，谷本光音，片岡幹男，宗田良 

第 51 回日本呼吸器学会中国･四国地方会，米子，2014.07.11 

 

63． 組織学的に organizing pneumonia を認めた ANCA 関連血管炎疑い例の一例 

木村五郎，濱田昇，小野勝一郎，田中寿明，難波史代，石賀充典，高橋秀治，河田典子，谷本安， 

宗田良，金廣有彦 

第 51 回日本呼吸器学会中国･四国地方会，米子，2014.07.11 

 

64． 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の安定期に併発した器質化肺炎の 1 例 

谷本安，石賀充典，難波史代，田中寿明，小野勝一郎，高橋秀治，濱田昇，河田典子，木村五郎， 

宗田良 

第 111 回日本内科学会中国地方会，出雲，2014.11.08 

 

65． 後期研修医セッション 感染症，抗酸菌症 

河田典子（座長） 

第 52 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，高松，2014.12.13 

 

看護部 

66． 気管支鏡検査を受けた患者の苦痛他 3 演題 

常久幸恵（座長） 

第 10 回中四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会プログラム，高松，2014.09.20 

 

臨床工学科 



67． 人工呼吸器業務を考える 

笠井健一（座長） 

平成 26 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シンポジウム，善通寺，2014.09.06 

 

臨床検査科 

68． EGPA 症例からみた FeNO 測定の有用性 

西山ちとせ，髙松泉，酒井瑞音，向井伸治，木村五郎 

第 2 回国立病院臨床検査技師協会中国四国支部学会，高松，2014.09.06 

 

69． 形態的に 2 種類の芳球が見られた T-ALL/LBL の 1 症例 

前川恭子，三吉佐智子，酒井瑞音，向井伸治，田中正信，吉田親正，竹内誠 

平成 26 年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会（第 47 回），松山，2014.09.14 

 

70． 当院における生理検査システムについて 

髙松泉，酒井瑞音，西山ちとせ，向井伸治 

平成 26 年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会（第 47 回），松山，2014.09.15 

 

リハビリテーション科 

71． 呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）における患者への動機づけについて 肺気腫患者 1 症例を通して 

山内康広，曽根弘喜，片岡靖雄，出羽裕太郎，丸山康徳，河田典子，谷本安，石賀充典 

第 1 回呼吸ケア・リハビリテーション学会中国・四国支部会学会学術集会，広島，2014.05.17 

 

＜学会-研究会＞ 

神経筋疾患 

72． 両下肢の感覚障害・筋力低下を来した後に原発不明の骨転移腫瘍が疑われた一例 

麓直浩，原口俊，田邊康之，坂井研一，井原雄悦，竹内誠，谷本安 

第 17 回倉敷神経内科懇話会，倉敷，2014.04.24 

 

73． 終末期意思決定への支援を考える 

坂井研一（グループディスカッション） 

第 2 回岡山県神経疾患緩和ケア研究会，岡山，2014.07.26 

 

74． 症例検討 

坂井研一（座長） 

第 18 回倉敷神経内科懇話会，倉敷，2014.09.18  

 

75． Closing Remarks 

坂井研一 

第 3 回岡山県神経疾患緩和ケア研究会，岡山，2015.03.15 

 



76． 症例検討 

坂井研一（座長） 

第 3 回倉敷神経免疫カンファレンス，倉敷，2015.03.19 

 

免疫疾患 

77． 漢方薬が原因と考えられた抗薬剤性間質性肺炎の 2 例 

谷本安，太田誠介，田村朋季，石賀充典，難波史代，田中寿明，小野勝一郎，高橋秀治，濱田昇， 

河田典子，木村五郎，木浦勝行，谷本光音，片岡幹男，宗田良 

第 26 回中国四国臨床アレルギー研究会，岡山，2014.08.31 

 

78． 気管支喘息治療のベストアンサーとは－吸入療法と包括的医療の重要性－ 

谷本安 

三木会，岡山，2014.10.16 

 

79． よく眠れていますか～アレルギー疾患と睡眠～ 

山中隆夫 

岡山アレルギー疾患講演会，岡山，2015.03.01 

 

80． 寛解・治癒をめざした小児喘息の治療（講演：池田正憲） 

宗田良（座長） 

岡山アレルギー疾患講演会，岡山，2015.03.01 

 

81． これってアレルギー? その上手な伝え方－食物アレルギーを中心に－（講演：黒岡昌代） 

水内秀次（座長） 

岡山アレルギー疾患講演会，岡山，2015.03.01  

 

82． よく眠れていますか～アレルギー疾患と睡眠～（講演：山中隆夫） 

谷本安（座長） 

岡山アレルギー疾患講演会，岡山，2015.03.01 

 

83． 喘息診療からみた鼻炎・副鼻腔炎診断・治療の重要性 

谷本安 

第 79 回播州地区耳鼻咽喉科医会，姫路，2015.03.08 

呼吸器疾患 

84． こんなときどうする? 癌終末期の現場で 症例紹介 

濱田昇，文屋佳子 

第 28 回緩和ケアフォーラム in 岡山，倉敷，2014.05.28 

 

85． われわれが明日からできること（パネルディスカッション） 

谷本安，安田英己，難波一弘，佐久川亮 



COPD 診療にいかに取り組むか 新ガイドラインに沿った診断と治療，岡山，2014.06.07 

 

86． 結核として紹介された症例の検討 

濱田昇 

第 71 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2014.08.27 

 

87． 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者にみられたびまん性陰影 

谷本安，石賀充典，難波史代，田中寿明，小野勝一郎，高橋秀治，濱田昇，河田典子，木村五郎， 

宗田良 

第 84 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2014.09.02 

 

88． 進行性の両側 consolidation を呈し，診断に難渋した一例（読影） 

小野勝一郎 

第 84 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2014.09.02 

 

89． インターフェロン γ遊離試験（IGRA）使用の実際－医療機関における職員健診を中心に－ 

谷本安 

第 32 回岡山インフェクションコントロール研究会，岡山，2014.09.06 

 

90． 吸入療法を適切に行うための病薬連携- 

谷本安，小笠原加代 

第 8 回岡山吸入療法研究会，岡山，2014.11.12 

 

91． 吸入療法を適切に行うための病薬連携-（演者：谷本安） 

宗田良（座長） 

第 8 回岡山吸入療法研究会，岡山，2014.11.12 

 

92． 眠気なんてふっとばせ～睡眠時無呼吸症候群と過眠症状を呈する夜の病気達～ 

山中隆夫 

吉備中央町病診連携セミナー，岡山県吉備中央町，2014.11.13 

 

93． COPD 日常診療～よくある疑問と対応策～ 胸痛を主訴とした両側多発浸潤陰影の 1 例 

濱田昇，高橋秀治，石賀充典，難波史代，田中寿明，小野勝一郎，河田典子，木村五郎，谷本安， 

宗田良 

都窪医師会症例検討会，岡山，2014.11.18 

 

94． 膠原病に伴う肺病変 症例検討 

濱田昇 

第 72 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2014.11.26 

 



95． 縦隔腫瘍の一例（演者：岡田真典） 

谷本安（司会） 

第 85 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2015.02.17 

 

血液疾患 

96． 脾びまん性赤脾髄小型 B 細胞リンパ腫の摘脾後再発にベンダムスチンが奏効した 1 例 

吉田親正，竹内誠 

第 17 回中四リンパ腫カンファレンス，岡山，2014.04.05 

 

97． 一般講演 

竹内誠（座長） 

岡山血液カンファレンス，岡山，2014.10.17 

 

98． CML 治療中，MDS を発症し CMMoL に進展した 1 例 

吉田親正 

第 3 回 Okayama MDS Seminar，岡山，2014.11.06 

 

看護部 

99． 南岡山医療センターにおけるアレルギー専門外来の現状-アレルギーエデュケーターとしての取組み- 

黒岡昌代，濱田慶子，小山朋子，大年典子，産賀温恵，水内秀次，藤原愉高，木村五郎， 

谷本安，宗田良 

第 26 回中国四国臨床アレルギー研究会，岡山，2014.08.31 

 

100.「今年中に終わらせたい」と話した ALS 末期患者との 6 か月～患者の意思を尊重し共にいる看護を目指

して～ 

加藤元樹，尾畑晴彦，秋山恵子 

神経筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 26 年度研究発表会，松江，2015.02.28 

 

101. セッション③ 

津曲悦美（座長） 

神経筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 26 年度研究発表会，松江，2015.02.28 

 

102. お楽しみ会について振り返ったことから，患者と家族の交流を考える 

藤垣紀子 

神経筋疾患政策医療ネットワーク協議会中国ブロック平成 26 年度研究発表会，松江，2015.02.28 

 

103. これってアレルギー? その上手な伝え方－食物アレルギーを中心に－ 

黒岡昌代 

岡山アレルギー疾患講演会，岡山，2015.03.01 

 



薬剤科 

104. 薬剤師による吸入療法成功への取り組み 

児玉沙織，森秀樹，堅物英男，山根隆志，原太一，小山朋子，大森誠子，木村五郎，谷本安， 

宗田良 

第 26 回中国四国臨床アレルギー研究会，岡山，2014.08.31 

 

臨床検査科 

105. 血管エコ-（ハンズオン） 

髙松泉 

第 4 回岡山心血管エコー研究会，岡山，2014.08 
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