
〔 学会・研究会発表 〕 

 

＜国際学会一般演題＞ 

血液疾患 

1．A New Prognostic Model for Elderly Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated with R-CHOP 

   Miura K, Konishi J, Miyake T, Masanori M, Hojo A, Masaki Y, Uno M, Ozaki J, Yoshida C, Niiya D, 

   Kitazume K, Maeda Y, Takizawa J, Sakai R, Nawa Y, Yano T, Yamamoto K, Sunami K, Hiramatsu Y, 

   Aoyama K, Tsujimura H, Hatta Y and Kanno M 

57th ASH (American Society of Hematology) Annual Meeting & Exposition, Orlando, FL, 2015.12.05-08 

 

＜国内学会総会教育講演＞ 

呼吸器疾患 

2．Bronchial thermoplasty と Bronchoscopic lung volume reduction (教育講演) (演者：峯下昌道) 

   谷本安 (座長) 

第 38 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，東京，2015.06.12 

 

＜国内学会総会シンポジウム＞ 

神経筋疾患 

3．FTD からみた認知症の臨床診断と病理診断の乖離 

   横田修 

第 56 回日本神経病理学会，福岡，2015.06.05 

 

4．PSP・CBD 研究の進歩：CBD，PSP の臨床像－精神科の立場から 

   横田修 

第 34 回日本認知症学会学術集会，青森，2015.10.04 

 

5．認知症の地域包括ケア：認知症専門精神科病院から見た地域包括ケア 特に精神科病棟の在り方につ

いて 

   横田修 

第 35 回日本社会精神医学会，岡山，2016.01.29 

 

免疫疾患 

6．ケミカルメディエーター/サイトカイン・ケモカイン エラスターゼ誘導マウス COPD モデルにおける

抗 IL-23 抗体の抑制効果の検討 

   藤井詩子，宮原信明，金廣有彦，谷口暁彦，川野香，森近大介，栗本悦子，早稲田公一，古賀光， 

   谷本安，片岡幹男，吉村昭彦，谷本光音 

第 64 回日本アレルギー学会学術大会ミニシンポジウム，東京，2015.05.26-28 

 



7．サルコイドーシスと悪性腫瘍 

   谷本安，片岡幹男，谷口暁彦，宮原信明，森由弘，谷本光音，中田安成 

第 35 回日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会総会，大阪，2015.11.08 

 

呼吸器疾患 

8．在宅医療における高齢者結核患者の支援～取り組みと今後の展開～結核医療に関する相談対応を通じ

た地域の医療機関との連携 

   河田典子 

平成 27 年度全国結核対策推進会議シンポジウム，東京，2016.03.04 

 

臨床工学科 

9．よりためになる研修会って? 正しく安全な医療機器の取り扱いを目指して 当院での医療機器研修の

工夫 

   笠井健一 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

＜国内学会教育パネルディスカッション＞ 

耳鼻科 

10．専門医が知っておくべき扁桃病巣疾患の新展開 移植腎に再発した IgA 腎症に対する扁桃摘出術 

   土井彰，赤木博文，田村耕三，土山芳徳，西崎和則 

第 28 回日本口腔・咽頭科学会総会，大阪，2015.09.10 

 

＜国内学会セミナー＞ 

11．認知症の行動障害：治療とケアの基本について 

   横田修 

第 5 回日本認知症予防学会学術集会，神戸，2015.09.26 

 

＜国内学会総会一般演題＞ 

神経筋疾患 

12．A long-term follow-up of 3 ADLTE families after genetic diagnosis 

   Fumoto N, Kobayashi K, Shimotake A, Inoue T, Matsumoto R, Takahashi R, Ikeda A 

第 56 回日本神経学会学術大会，新潟，2015.05.21 

 

13．当院での筋萎縮性側索硬化症患者の直接死因についての検討 

   坂井研一，田邊康之，原口俊，麓直浩，井原雄悦 

第 56 回日本神経学会学術大会，新潟，2015.05.22 

 

14．多数の RD4 陽性 RD3 陰性神経細胞内封入体を基底核・脳幹・小脳に伴った Pick 小体を有する Pick 病

の一剖検例 

   池田智香子，横田修，石津秀樹，大島悦子，長尾茂人, 寺田整司，森 蓉子，長谷川成人， 



   山田了士 

第 56 回日本神経病理学会総会学術研究会，福岡，2015.06.03-05 

 

15．認知症患者の陽性感情と陰性感情 

   栗栖海吏，大島悦子，池田智香子，林聡，進藤亜紀，横田修，寺田整司 

第 30 回日本老年精神医学会，横浜，2015.06.12-14 

 

16．高齢者の認知症とうつ病 鑑別のこつ 

   寺田整司 

第 30 回日本老年精神医学会，横浜，2015.06.12-14 

 

17．自発性低下が目立ち脱抑制を欠いたタウ遺伝子変異(P301L)を有する前頭側頭型認知症の 1 剖検例 

   三木知子，横田修，三宅俊明，藤川顕吾，石津秀樹，黒田重利，大島悦子，寺田整司，森蓉子， 

   上野修一，佐々木健 

第 30 回日本老年精神医学会，横浜，2015.06.14 

 

18．セーフティネット領域における NST/RST の有効性の検討 

   永石彰子，木村隆，小山慶信，小林道雄，尾方克久，石田千穂，溝口功一，久留聡，藤村晴俊， 

   河本純子，足立芳樹，坂井研一，荒畑創，福留隆泰，松尾秀徳 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.3 

 

19．大脳皮質基底核症候群 (Corticobasal syndrome：CBS) の 1 剖検例 

   原口俊，池田智香子，横田修，高田裕，寺田整司，麓直浩，田邊康之，坂井研一，井原雄悦 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

20．スモン患者の介護者における抑うつの検討（ベストポスター賞受賞） 

   坂井研一，麓直浩，原口俊，田邊康之，井原雄悦 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

21．アルツハイマー病における白質病変と脳幹流画像法 

   栗栖海吏，寺田整司，大島悦子，池田智香子，林聡，橫田修，山田了士 

第 34 回日本認知症学会学術集会，青森，2015.10.02-04 

 

22．アルツハイマー病における言語性記憶または視覚性記憶と局所脳血流の関連 

   林聡，寺田整司，佐藤修平，大島悦子，栗栖海吏，池田智香子，岡久祐子，高木学，橫田修， 

   山田了士 

第 34 回日本認知症学会学術集会，青森，2015.10.03 

 

23．認知症の治療 －基本について－ 

   横田修 



第 56 回中国・四国精神神経学会・第 39 回中国四国精神保健学会，倉敷，2015.11.12 

 

免疫疾患 

24．結核合併の関節リウマチ (RA) にイグラチモドでコントロールした一例 

   山中隆夫 

第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会，名古屋，2015.04.25 

 

25．成人喘息における好酸球性中耳炎の合併に関する臨床的検討 

   谷本安，小野勝一郎，濱田昇，河田典子，木村五郎，宮原信明，木浦勝行，片岡幹男，谷本光音， 

   宗田良 

第 64 回日本アレルギー学会学術大会，東京，2015.05.27 

 

26．トシリズマブ (TCZ) でコントロールした消化器癌術後の高齢者関節リウマチ (RA) の ADL 

   山中隆夫 

第 52 回日本リハビリテーション医学会学術集会，新潟，2015.05.28-30 

 

27．成人喘息の長期管理における治療薬の Step down の指標に対する検討研究 

   釣木澤尚実，押方智也子，粒来崇博，佐藤利雄，木村五郎，水城まさみ，庄司俊輔，齋藤博士， 

   下田照文 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

28．H5N1 沈降インフルエンザワクチンにおける交叉免疫性に関する検討 

   瀬野真梨絵，羽金和彦，菅秀，坪井知正，橋爪俊和，篠原勉，谷本安，八橋弘，難波菜穂子， 

   伊藤澄信，庵原俊昭 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

29．成人喘息における副鼻腔炎 中耳炎の合併に関する臨床的検討 

   谷本安，板野純子，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，宗田良 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

30．23 年度 EBM 研究 RA-PPV23 の中間解析報告 タクロリムスの 23 価肺炎球菌ワクチンの免疫原性に対

する影響 

   右田清志，和泉泰衛，岩永希，辻良香，宮村知也，末松栄一，吉澤滋，末永康夫，河部庸次郎， 

   森俊輔，税所幸一郎，市川健司，平野史倫，及川隆司，田村則男，茂木充，中嶋京一， 

   松村竜太郎，杉山隆夫，大島久二，永井英明，岡田泰昌，出口治子，當間重人，小澤哲夫， 

   森直哉，北川清樹，片山雅夫，福井孝洋，津谷寛，小宮靖弘，高樋康一郎，大島至郎，岡本享， 

   山中隆夫，濱田宜和，松森昭憲，川畑政治，明田幸宏，大石和徳，NHO-EBM 研究班 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 



呼吸器疾患 

31．気管支喘息と IgE (セッション) 

   谷本安，松瀬厚人 (座長) 

第 55 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2015.04.18 

 

32．フッ化水素吸入による急性肺障害の 1 例 

   谷本安，田中寿明，久保寿夫，石賀充典，難波史代，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，宗田良 

第 55 回日本呼吸器学会学術講演会，東京，2015.04.19 

33．炎症性疾患に対する気管支鏡診断 (セッション) 

   谷本安 (座長) 

第 38 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，東京，2015.06.12 

 

34．閉塞型睡眠時無呼吸症候群 (OSAS)と診断後 CPAP を導入され，コントロール不良で紹介された 2 症

例 

   山中隆夫 

日本睡眠学会第 40 回定期学術集会，宇都宮，2015.07.02-03 

 

放射線科 

35．Whole heart coronary MRA における TFE prepulse を用いた冠動脈の描出 

   唐藤茂，東谷秀憲，荒木孝之，大松正義 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

耳鼻科 

36．当科における高齢めまい症例の DHI について 

   土井彰，福本晶，小桜謙一，赤木博文 

第 74 回日本めまい平衡医学会総会学術講演会，岐阜，2015.11.26 

 

看護部 

37．人工呼吸器装着中の ALS 患者を継続して介護している家族の思いについて 

   木村古都，松田真理子，山下沙紀，岡有起，大部美保子，坂井研一 

第 56 回日本神経学会学術大会，新潟，2015.05.22 

 

38．神経難病患者の在宅介護を継続できる要因の分析－人工呼吸器装着中患者を介護する介護者の思い－ 

   木村古都，松田真理子，山下沙紀，大部美保子 

第 20 回日本難病看護学会学術集会 20 周年記念大会，東京，2015.07.24 

 

39．高齢の大腿骨骨折患者に対する術前後のせん妄予防の取り組み－患者・家族を含めた看護介入を実施

して－ 

   小川知恵美，森田未来，白石愛由美，巽大輔，頼本奈々，橋酒由起，高岡佐奈美（東広島医療セ



ンター，現南岡山医療センター） 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

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

と現状報告ー 

   逸見恵子，大石秀香，河田典子，西井研二，重實比呂子 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.03 

 

41．カルバペネム耐性腸内細菌 (CRE) の院内発生事例 (保菌) における感染対策（ベスト口演賞受賞） 

   形山優子，河田典子，藤田裕子，原太一，溝内育子 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.03 

 

42．糖尿病専門外来の取り組み 

   中塚信江，赤堀佳子，田枝美江，宮本敏子 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

43．気管支喘息専門外来におけるアドヒアランス向上への取り組み 

   黒岡昌代，小笠原悦子，濵田慶子，宮本敏子，高松泉，小山朋子，児玉沙織，木村五郎，谷本安， 

   宗田良 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

治験管理室 

44．治験実施に伴う各種トレーニングの迅速な実施及び適正な記録の保管管理への取り組み 

   吉田恭子，田中玲子，尾崎久美，石尾みどり，田村浩二，田邊康之，谷本安 

第 15 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議 2015 in KOBE，神戸，2015.09.12-13 

 

45．治験実施に伴う各種トレーニングにおける治験管理室の取り組み 

   吉田恭子，田中玲子，尾崎久美，石尾みどり，田村浩二，田邊康之，谷本安 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

46．第 15 回 CRC 意見交換会 

   吉田恭子 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

薬剤部 

47．当院気管支喘息専門外来における薬剤師の役割とチーム医療による患者のアドヒアランス向上への取

組み 

   児玉沙織，黒岡昌代，高松泉，小山朋子，田村浩二，木村五郎，谷本安，宗田良 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.03 

 



臨床検査科 

48．たこつぼ心筋症の臨床判断に心エコー図が有用であった 2 例 

   髙松泉，酒井瑞音，西山ちとせ，向井伸治 

第 64 回日本医学検査学会，福岡，2015.05.16 

 

49．形態的に 2 種類の芽球が見られた T-ALL/LBL blast origin の考察 

   前川恭子，田中正信，吉田親正，竹内誠 

第 16 回日本検査血液学会学術集会，名古屋，2015.07.11 

 

50．心室中部型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，酒井瑞音，西山ちとせ，向井伸治，木村五郎 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

リハビリテーション科 

51．終末期肺癌患者の在宅復帰に関与する ADL 能力の検討 ～FIM 運動項目を用いて～ 

   香川純一，濱田昇，石田梓，片岡靖雄，向井武志，森川竜也，丸山康徳 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

52．使用する携帯用酸素キャリーの違いが 6 分間歩行試験に及ぼす影響 

   橋本明希子，向井武志，森川竜也，丸山康徳，河田典子，木下勝令，谷本義雄 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

53．結核患者の血清アルブミン値と基本動作能力の関係性について 

   向井武志，森川竜也，丸山康徳，河田典子 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

54．リハビリテーション介入により化学療法継続可能となり長期生存がえられた肺がん患者の一症例 

   石田梓，濱田昇，香川純一，片岡靖雄，森川竜也，丸山康徳 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

55．意識障害を呈するがん患者への終末期がんリハビリテーションの効果について－唾液アミラーゼを指

標とした予備的研究－ 

   片岡靖雄，濱田昇，石田梓，香川純一，曽根弘喜，丸山康徳 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

療育指導室 

56．在宅支援における当院の担うべき役割とは～A 君の事例からみる短期入所の現状～ 

   佐藤亜貴 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 



57．超重症児を持つ保護者の障害受容過程についての一考察～NICU から転院してきた家族の事例を 

もとに～ 

   安原優子 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

地域医療連携室 

58．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 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

59．神経難病患者のレスパイト入院における分析と一考察 

   有友公，川端宏輝，原口俊 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02 

 

事務部 

60．地元早島町と共催した集団特定健康診査等の取り組み 

   後山勝，山田茂晴，竹歳満，山﨑理志，川端宏輝，安藝彩，山田恵美 

第 69 回国立病院総合医学会，札幌，2015.10.02-03 

 

＜研究班報告会＞ 

神経筋疾患 

61． 精神疾患・認知症疾患・神経疾患の剖検脳組織蓄積と臨床病理学的研究および精神疾患の死後脳リソ

ース増加に向けた検討 

     横田修，石津秀樹，原口俊，寺田整司 

「精神・神経疾患バイオバンクにおける試料と情報の統合的管理と 

利活用推進のための基盤研究班」班会議，小平，2015.12.13 

 

62．平成 27 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 27 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，東京，2016.01.29 

 

63．中国・四国地区におけるスモン患者の検診結果（平成 27 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 27 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，東京，2016.01.29 

 

64．全国スモン患者におけるパーキンソン病発症頻度前向き調査の経過報告ー平成 20 年から平成 27 年度



まで（第 1 報） 

   吉田宗平，小長谷正明，小西哲郎，橋本修二，森岡聖次，藤木直人，千田圭二，亀井聡， 

   祖父江元，坂井研一，藤井直樹 

平成 27 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，東京，2016.01.29 

 

地域医療連携室 

65．スモン患者の抱える不安と療養生活～自由記述分析と聞き取り調査より～ 

   田中千枝子，鈴木由美子，川端宏輝，竹越友則 

平成 27 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，東京，2016.01.29 

 

66．岡山県におけるスモン患者の闘病生活と社会サービスとの関係性の調査研究 

   坂井研一，田中千枝子，鈴木由美子，○川端宏輝，有友公，松原佳子，三宅さやか，柏原久乃 

平成 27 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，東京，2016.01.29 

 

67．スモン患者の闘病と社会生活との関係－ライフストーリーによる TEM 分析－ 

   田中千枝子，鈴木由美子，川端宏輝，竹越友則 

平成 27 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，東京，2016.01.29 

 

＜学会-地方会＞ 

神経筋疾患 

68． 嗜銀顆粒病、軽度の進行性核上性麻痺病理、Type A 及び B の TDP-43 病理を有した筋萎縮性側索硬化

症の一剖検例 

   三木知子，横田修，原口俊，田邊康之，石津秀樹，黒田重利，大島悦子，寺田整司，山田了士 

第 6 回日本神経病理学会中国・四国地方会，香川県三木町，2015.11.08 

 

呼吸器疾患 

69．みんなで実践！薬剤師だけじゃない吸入指導 (教育セミナ－) 

   谷本安 

第 2 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会中国・四国支部会学術集会，高松，2015.05.16 

 

70．感染症 (セッション) 

   河田典子 (座長) 

第 53 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，松山，2015.07.04 

 

71．咳喘息/咳優位型喘息の診断・治療におけるモストグラフ (MG)と呼気 NO 濃度 (FeNO)の有用性の検討 

   高尾和志，三谷玲雄，麻生光美，高田一郎，谷本安 



第 53 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，松山，2015.07.03 

 

72．sirolimus を導入したリンパ脈管筋腫症 (LAM) の 2 例 

   平岩千尋，高田一郎，麻生光美，三谷玲雄，高尾和志，谷本安，三好健太郎，大藤剛宏 

第 53 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，松山，2015.07.04 

 

73．テネリグリプチンによる薬剤性肺障害と考えられた一例 

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

   木村五郎，松尾圭祐，宗田良 

第 53 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，松山，2015.07.03 

 

74．器質化肺炎像を呈した限局皮膚硬化型全身性強皮症の 1 例 

   板野純子，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 

第 53 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，松山，2015.07.03 

 

75．リポソーマルアムホテリシン B 吸入療法併用が著効した抗真菌剤無効の侵襲性肺アスペルギルス症の

1 例 

   石賀充典，濱田昇，板野純子，高橋秀治，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 

第 53 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，松山，2015.07.03 

 

76．ロスバスタチンによる薬剤性肺炎と考えられた 1 例 

   濱田昇，板野純子，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 

日本内科学会中国支部第 113 回中国地方会，広島，2015.12.12 

 

77．アセトアミノフェンが原因と考えられた薬剤性肺障害の一例 

   板野純子，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 54 回日本呼吸器学会中国・四国地方会，松江，2015.12.19 

 

78．びまん性汎細気管支炎の経過中に発症した悪性リンパ腫の一例 

   小野勝一郎，板野純子，石賀充典，難波史代，田中寿明，高橋秀治，濱田昇，河田典子， 

   木村五郎，谷本安，宗田良，吉田親正 

第 24 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会，松江，2015.12.20 

 

79．肺結核治療中に粘液栓による右完全無気肺を呈した気管支アスペルギルス症の一例 

   木村五郎，濱田昇，難波史代，石賀充典，小野勝一郎，田中寿明，高橋秀治，板野純子， 

   河田典子，谷本安，宗田良 



第 66 回日本結核病学会中国四国支部会，松江，2015.12.20 

 

80．B 型肝炎キャリアに発症した乳糜胸を伴う LAM においてシロリムスが著効した 1 例 

   園延尚子，新井徹，杉本親寿，橘和延，林清二，井上義一，笠井孝彦，谷本安 

日本内科学会第 211 回近畿地方会，京都，2016.03.26 

 

看護部 

81．呼吸リハビリテーションにおける継続医療の提供 

   谷桜子，岡内淑，河田典子 

第 2 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会中国・四国支部会学術集会，高松，2015.05.16 

 

82．「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 

第 11 回中国四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，下関，2015.09.12 

 

83．呼吸コアナースの活動（ポスター賞受賞） 

   今井優子，○大森裕美，梶原直美，久米広美，川口晶子，花房人美，須間路子，西濱加代子 

 第 11 回中国四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，下関，2015.09.12 

 

84．低酸素性脳症患児に対する成長発達へのアプローチ -抱っこを中心とした関わりを通して-（ポスタ

ー賞受賞） 

   橘高真美，目賀千晶，太西邦子，遠部泰子，白川智子 

第 11 回中国四国地区国立病院機構国立療養所看護研究学会，下関，2015.09.12 

 

リハビリテーション科 

85．横押しタイプの携帯酸素キャリーが 6 分間歩行試験に与える影響（奨励賞受賞） 

   橋本明希子，向井武志，森川竜也，丸山康徳，河田典子，木下勝令，谷本義雄 

第 2 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会中国・四国支部会学術集会，高松，2015.05.16 

 

薬剤部 

86．NICU 病棟における VCM 適正使用に向けての取り組み 

   佐々木みずえ，豊福泰代，水野翔童，仙波靖士，山本宏，田村浩二 

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会， 

高知，2015.10.31 

 

87．外来 DOTS パスにおける薬剤師の役割と結核患者様への係わりを通して 

   伊藤里奈，大森誠子，児玉沙織，小山朋子，高橋洋子，吉田恭子，原太一，田村浩二，河田典子 

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会， 

高知，2015.11.01 



 

臨床工学科 

88．施設紹介 (当院での臨床工学技士業務) 

   笠井健一 

平成 27 年度国立病院中国四国グループ臨床工学技士協議会学術集会，東広島，2015.11.07 

 

放射線科 

89．モダリティ別勉強会 放射線治療 

   荒木孝之 (座長) 

平成 27 年度国立病院療養所中国地区放射線技師会総会および第 6 回総合学術大会， 

宇部，2015.10.31 

 

90．モダリティ別勉強会「放射線治療」 

   荒木孝之 

平成 27 年度国立病院療養所中国地区放射線技師会総会および第 6 回総合学術大会， 

宇部，2015.10.31 

 

＜学会-研究会＞ 

神経筋疾患 

91．アルツハイマー病とレビー小体病の診かたについて 

   横田修 

第 515 回児島臨床医のつどい，倉敷，2016.05.18 

 

92．アルツハイマー病の診断について 

   横田修 

第 7 回備州 Brain Conference，福山，2015.07.09 

 

93．アルツハイマー病の診断―認知症疾患医療センターの地域連携を含めてー 

   横田修 

第 11 回矢掛地区地域医療連携懇話会，岡山県矢掛町，2015.09.14 

 

94．レビー小体型認知症の基礎と臨床 

   横田修 

第 3 回高齢者総合機能評価勉強会，笠岡，2015.11.05 

 

95．症例提示 3 意思表示可能だが記述できない場合の医療同意について 

   坂井研一，麓直浩，原口俊，田邊康之，井原雄悦 

第 4 回岡山県神経疾患緩和ケア研究会，倉敷，2015.12.05 

 



96．bvFTD の臨床と病理 

   横田修 

第 4 回 Kyoto Dementia 研究会，京都，2016.02.13 

 

97．緩徐進行性の小脳失調，パーキンソニズムを呈した一剖検例（臨床） 

  麓直浩，原口俊，田邊康之，坂井研一，井原雄悦 

第 20 回南岡山医療センターCPC，岡山県早島町，2016.03.08 

 

98．緩徐進行性の小脳失調，パーキンソニズムを呈した一剖検例（病理） 

   三木知子，横田修，大島悦子，寺田整司，山田了士 

第 20 回南岡山医療センターCPC，岡山県早島町，2016.03.08 

 

99．緩徐進行性の小脳失調，パーキンソニズムを呈した一剖検例 (演者：麓直浩，三木知子) 

   原口俊 (座長) 

第 20 回南岡山医療センターCPC，岡山県早島町，2016.03.08 

 

100．自己免疫性脳炎の最近の動向 (演者：飯塚高浩) 

   坂井研一 (座長) 

第 4 回倉敷神経免疫疾患カンファレンス，倉敷，2016.03.10 

 

101．回復に長期間を要したが結婚，出産した抗 NMDA 受容体脳炎の 1 例 

   坂井研一，麓直浩，原口俊，田邊康之，井原雄悦，永井太士 

第 4 回倉敷神経免疫疾患カンファレンス，倉敷，2016.03.10 

 

免疫疾患 

102．食物アレルギー：最近の診断と対処法 

   木村五郎 

十六夜会，岡山，2015.06.18 

 

103．アレルギー症状を正しい診断につなげるために－アレルギーエデュケーターの立場から－ 

   黒岡昌代 

岡山アレルギーシンポジウム 2015 サマーセミナー，岡山県早島町，2015.07.25 

 

104．一般演題 

   谷本安 (座長) 

第 27 回中国・四国臨床アレルギー研究会，岡山，2015.08.30 

 

105．小児の食物アレルギーとアナフィラキシーへの緊急時対応 (演者：池田正憲) 

   宗田良 (座長) 

第 27 回中国・四国臨床アレルギー研究会，岡山，2015.08.30 



 

106．咳喘息診断における気道過敏性試験 (AHT)モストグラフ-01 (MG)，FeNO の臨床的有用性の検討 

   高尾和志，三谷玲雄，高田一郎，谷本安 

第 27 回中国・四国臨床アレルギー研究会，岡山，2015.08.30 

 

107．急速アレルゲン免疫療法を施行したハチアレルギーの 1 例 

   板野純子，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 27 回中国・四国臨床アレルギー研究会，岡山，2015.08.30 

 

108．南岡山医療センターにおけるアレルギー専門外来への取り組み 

   黒岡昌代，濱田慶子，小笠原悦子，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 27 回中国・四国臨床アレルギー研究会，岡山，2015.08.30 

 

109．よくわかる胸部シリーズ第 2 回 

   木村五郎 

第 12 回岡山胸部塾，岡山，2015.09.18 

 

110．不眠症治療におけるオレキシン受容体拮抗薬の適正使用 

   山中隆夫 

第 83 回玉島薬剤師会薬薬連携勉強会，倉敷，2015.10.19 

 

111．気管支喘息の最新治療-ガイドライン改訂と one airway, one disease の視点をふまえて- 

   谷本安 

Respiratory Exective Meeting In 2015，岡山，2015.11.13 

 

112．アレルゲン免疫療法が日本のアレルギー診療を変える (演者：永田真) 

   宗田良 (座長) 

山陽アレルゲン免疫療法研究会，岡山，2016.01.28 

 

113．気管支喘息および随伴疾患の最近の話題 (演者：宮原信明) 

   宗田良 (座長) 

Leukotoriene Symposium in OKAYAMA 2016，岡山，2016.02.24 

 

114．リウマチの睡眠障害について 

   山中隆夫 

第 13 回 OKAYAMA リウマチネットワーク研究会，岡山，2016.02.25 

 



115．開会，閉会挨拶 

     宗田良 

アレルギー週間の集い 2016 県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2016.02.28 

 

116．ぜん息の最新治療-将来期待される治療も含めて-（演者：谷本安） 

     木村五郎（座長） 

アレルギー週間の集い 2016 県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2016.02.28 

 

117．ぜん息の最新治療-将来期待される治療も含めて- 

     谷本安 

アレルギー週間の集い 2016 県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2016.02.28 

 

118．知っておきたい食物アレルギー～いざというときに対応できるために～（演者：菅井和子） 

     宗田良（座長） 

アレルギー週間の集い 2016 県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2016.02.28 

 

119．基本に帰ろう！アトピー性皮膚炎（演者：藤原愉高） 

     木村五郎（座長） 

アレルギー週間の集い 2016 県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2016.02.28 

 

120．基本に帰ろう！アトピー性皮膚炎 

     藤原愉高 

アレルギー週間の集い 2016 県民公開講座「岡山アレルギー疾患講演会」，岡山，2016.02.28 

 

121．喘息治療の最前線 

   谷本安 

第 18 回水島臨床フォーラム，倉敷，2016.03.31 

 

呼吸器疾患 

122．喘息と COPD 治療の最前線 

   谷本安 

岡山県病院薬剤師会北地区，津山，2015.05.29 

 

123．睡眠関連疾患診療のピットフォール (特別講演) (演者：谷口光孝) 

   谷本安 (座長) 

第 12 回岡山臨床睡眠研究会，岡山，2015.07.23 

 

124．舌癌術後経過中に出現した肺内多発結節影の一例 (演者：渡邉洋美) 

   谷本安 (コメンテーター) 

第 86 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2015.09.01 



 

125．全身痒疹改善に伴い出現した両側多発陰影の 1 例 

   板野純子，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 

第 86 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2015.09.01 

 

126．バイタルサイン・検査・画像データの診方 (基本編) 

   谷本安 

第 21 回 ORCA セミナー (岡山県呼吸ケア研究会)，倉敷，2015.09.13 

 

127．結核専門病院の職員の結核健診-QFT 追跡調査- 

   河田典子 

IGRA セミナー in 岡山，岡山，2015.09.26 

 

128．より効果的な患者吸入指導を目指して～医薬連携構築のこころみ～ (演者：大林浩幸) 

   谷本安 (座長) 

第 9 回岡山吸入療法研究会，岡山，2015.10.22

 

129．閉会の辞 

   宗田良 

第 9 回岡山吸入療法研究会，岡山，2015.10.22

 

130．喘息・咳嗽診療における呼気 NO 測定の経験から 

   谷本安 

Scientific Exchange Meeting in Kurashiki，倉敷，2015.10.28 

 

131．病院における終末期医療 

   濱田昇 

都窪医師会症例検討会，岡山，2015.11.17 

 

132．癌終末期 積極的治療はいつまで続けるべきか 

   濱田昇 

第 34 回緩和ケアフォーラム in 岡山，倉敷，2015.11.18 

 

133．間質性肺炎治療中に多発浸潤影を呈したシェーグレン症候群の一例 (演者：野山麻紀) 

   谷本安 (司会者) 

第 36 回岡山びまん性肺疾患研究会，岡山，2016.01.23 

 

134．左上葉の空洞を伴う結節影の 1 例 (演者：宮本洋輔) 

   谷本安 (司会) 



第 87 回岡山胸部疾患懇話会，岡山，2016.02.02 

 

135．胸部レントゲンの撮り方と読影 症例検討 

   難波史代 

第 77 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2016.02.24 

 

成育医療 

136．小児におけるアレルゲン感作と免疫療法（演者：下条直樹） 

     水内秀次（座長） 

第 4 回倉敷喘息フォーラム，倉敷，2015.11.05 

 

137． パネルディスカッション 

     下条直樹，永田真，水内秀次，加藤茂樹（パネリスト） 

第 4 回倉敷喘息フォーラム，倉敷，2015.11.05 

 

耳鼻科 

138．舐めて治す，スギ花粉症の舌下免疫療法 

     赤木博文 

岡山アレルギーシンポジウム 2015 サマーセミナー，岡山県早島町，2015.07.25 

 

139．身体障害者手帳の書き方のポイント－トラブルに巻き込まれないために－音声・言語・そしゃく機能

障害編 

   赤木博文 

第 243 回岡山県耳鼻咽喉科集談会，岡山，2016.01.11 

 

リハビリテーション科 

140．中国・四国地区の国立 ST の最新情報 

   有吉希充惠 

国立病院言語聴覚士研究会・総会，札幌，2015.10.02 

 

栄養管理室 

141．妊婦糖尿病患者に炭水化物 55％の栄養管理を行った効果について 

   伊東陽子 (岡山医療センター，現南岡山医療センター) 

第 20 回岡山県糖尿病療養指導フォーラムプログラム，岡山，2015.10.18 

 

142．これからの糖尿病食事療法を考える (パネルディスカッション) 

   野口絢子，和田麻美，伊東陽子 (岡山医療センター，現南岡山医療センター)，高瀬綾子(パネラー) 

第 20 回岡山県糖尿病療養指導フォーラムプログラム，岡山，2015.10.18 

 

看護部 



143．CRE の感染対策 -院内発生事例を経験して- 

   形山優子 

岡山感染管理セミナー，岡山，2016.01.16 

 

144． 「その人らしく」生きることを支えるための医療チームの役割～安全で安心感のある外出泊支援への

取り組み～ 

   鵜川ゆみ，常久幸恵，花房人美，高岡佐奈美 

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 27 年度研究発表会， 

柳井，2016.02.27 

 

145．「味わう」ことの大切さー神経筋難病病棟の行事を通してー 

   内田真由，吉井綾香 

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 27 年度研究発表会， 

柳井，2016.02.27 
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	6． ケミカルメディエーター/サイトカイン・ケモカイン エラスターゼ誘導マウスCOPDモデルにおける抗IL-23抗体の抑制効果の検討
	7． サルコイドーシスと悪性腫瘍
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	83． 呼吸コアナースの活動（ポスター賞受賞）
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	85． 横押しタイプの携帯酸素キャリーが6分間歩行試験に与える影響（奨励賞受賞）
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	96． bvFTDの臨床と病理
	97． 緩徐進行性の小脳失調，パーキンソニズムを呈した一剖検例（臨床）
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	100． 自己免疫性脳炎の最近の動向 (演者：飯塚高浩)
	101． 回復に長期間を要したが結婚，出産した抗NMDA受容体脳炎の1例
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	106． 咳喘息診断における気道過敏性試験 (AHT)モストグラフ-01 (MG)，FeNOの臨床的有用性の検討
	107． 急速アレルゲン免疫療法を施行したハチアレルギーの1例
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