
ブルーサークル山口総会 糖尿病教室・外来指導の現状と問題点 仲徹 2011年4月
EPS Global Chongqing International Heart Congress
2011

眼内手術における抗凝固治療休止の不要性 小林博 2011年4月

第97回日本消化器病学会総会 適切な切除法選択のための胃癌生検切片 柳井秀雄 2011年5月

第97回日本消化器病学会総会
Array-Based Comparative Genomic Hydrization（aCGH）によ
るリンパ節転移推定の試み

柳井秀雄 2011年5月

第104回日本内科学会中国地方会
慢性腎臓病（CKD）の存在が肝細胞癌に対する治療に与
える影響

中鉢龍徳 2011年5月

第58回山口県医学検査学会 平成22年度サーベイ報告会一般検査部内発表 仲徹 2011年5月
第15回日本救急医療学会九州地方会 地方型病院である当院の院内外連携へのとりくみ 井上健 2011年5月
第15回日本救急医療学会九州地方会 朝のカンファレンスを導入しての「チーム医療」の認識調査 小柳麻美 2011年5月
第15回日本救急医療学会九州地方会 救命救急センターにおける入院環境について 倉田直子 2011年5月
第15回日本救急医療学会九州地方会 早期離床における他職種連携と座位保持装置の導入 長谷宏明 2011年5月
第67回日本放射線技術学会総会学術大会 DRVSを利用した肺動静脈分離 田辺悦章 2011年5月

第67回日本放射線技術学会総会学術大会
水晶体の被ばく低減を考慮した頭部・副鼻腔CT撮影プロト
コールの検討

永田弘典 2011年5月

第21回日本心臓核医学会総会・学術大会
パーキンソン病患者の心不全発症予測におけるMIBG心筋シ
ンチの有用性

金原輝史 2011年6月

第13回日本医療マネジメント学会学術総会 認定看護師実習受け入れによる当院における効果 加藤由紀恵 2011年6月

第30回山口県集中治療研究会
ICU症例の早期離床における取り組み－他職種連携と端座位
保持装置導入－

長谷宏明 2011年6月

第28回日本集中治療医学会中国四国地方会 端座位補助機を用いたICU早期リハの試み 井上健 2011年6月
第35回日本頭頸部癌学会 当科における上咽頭癌の臨床的検討 竹本洋介 2011年6月

第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
大腿静脈流速における足関節の自動運動の際の等張性の有
無による影響

峯孝友 2011年6月

第3回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
ACL再建術後の大腿四頭筋セッティングにおける膝関節角度
別による内・外側広筋の筋電図学的検討

馬越博久 2011年6月

6th Congress of the world Society for Reconstructive
 Microsurgery

the usefulness of vascularized scapular osteocutaneous flap
for reconstruction of the foot and ankle

伊原公一郎 2011年6月

6th Congress of the world Society for Reconstructive
 Microsurgery

reconstruction using pedicle iliac bone graft after
onkological resection of the pelvis

梅原渓太郎 2011年6月

第36回日本脳卒中学会総会 小型脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血 山下勝弘 2011年7月
第66回日本消化器外科学会総会 単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の経験と工夫 田中宏典 2011年7月

第66回日本消化器外科学会総会
癌性腹膜炎に対するレンチナン＋OK-432胸腹腔内投与の基
礎的および臨床的検討

藤本拓也 2011年7月

第66回日本消化器外科学会総会 当院における消化管GIST症例の検討 上村吉生 2011年7月
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第68回日本臨床細胞学会山口県支部学会 甲状腺癌と膵癌の二重癌の1例 仲徹 2011年7月
第44回日本整形外科学会　骨・軟部腫瘍学術集会

血管柄付き肩甲骨移植を応用した足部悪性腫瘍の患肢温存
手術

伊原公一郎 2011年7月
第12回九州高気圧環境医学会 3年目を迎えた高気圧酸素治療室 三代英紀 2011年7月
第12回九州高気圧環境医学会 カフの水置換適正量について 石田朋行 2011年7月
第81回日本消化器内視鏡学会総会 試作LED大腸内視鏡の使用経験 柳井秀雄 2011年8月
第81回日本消化器内視鏡学会総会 早期胃癌ESDの術前適応設定による効果予測 柳井秀雄 2011年8月
第63回日本産科婦人科学会学術講演会 「HIV母子感染予防対策マニュアル」第6版の概要 林公一 2011年8月
AIDS文化フォーラム　in　横浜 母子感染予防 林公一 2011年8月

The 75th Annual Scientific Meeting of the Japanese
Circulation Society

Clinical Outcome from In-Hospital Cardiac Arrest During
Nights and Weekends:Japanese Registry of CPR for In-
Hospital Cardiac Arrest(JRCPR)

大谷　望 2011年8月

日本形成外科学会中国四国支部学術集会 深部足底異物の経験 藤津美佐子 2011年9月
中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会 防護メガネ装着の習慣化を目指すアプローチ方法 中西美江 2011年9月
中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会 循環器病棟編成後2年目のA病棟における退院指導の実態 鋤田浩利 2011年9月
山口県形態検査部内研修会 アンケートから見る山口県一般検査室事情 仲徹 2011年9月

第25回中国ブロック理学療法士学会
ACL再建術後のQuad settingについて～股内転がVM/VLに
与える影響～

馬越博久 2011年9月

第27回診療放射線技師総合学術大会
第18回東アジア学術交流大会

スタッフ連携を重視した新たな放射線治療部門システムの開
発

田辺悦章 2011年9月

第27回診療放射線技師総合学術大会
第18回東アジア学術交流大会

放射線治療における位置照合解析の検討 桐山哲一 2011年9月

第16回国際患肢温存学会（ISOSL）
Limb Salvage of the Foot using Sascularized Scapular
Osteocutaneous Flap

伊原公一郎 2011年9月

日本形成外科学会中国四国支部学術集会 35年前の乳房異物の経験 藤津美佐子 2011年9月

第41回日本腎臓学会東部学術大会
80歳で発症し急激な経過をとったANCAと抗GBM抗体ともに陽
性のRPGNの一例

江本因 2011年10月

日本股関節学会 THAにおける3Dテンプレートの有用性 伊達亮 2011年10月
第50回広島西医療センター院内CPC 不適切な病理診断、不適切な病理臨床連携 村上知之 2011年10月
第13回中皮腫パネル 症例検討 村上知之 2011年10月

第35回山口県緩和ケア研究会
モーズ軟膏とハーセプチンを併用し、腫瘍縮小効果により
QOL向上が認められた1例

松浦千恵 2011年10月

第65回国立病院総合医学会 当院における糖尿病友の会への支援活動 田中哉枝 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 朝食に特別メニューを取り入れて 横枕良美 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 フェイスダウン保持患者の身体苦痛に関する聞き取り調査 佐々木絵莉 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 ATC/DDDsystemを用いた抗菌薬使用量の診療科別統計 亀田敬子 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 電動歯ブラシと歯ブラシを使用した口腔ケアの効果の比較 木田晶子 2011年10月

第65回国立病院総合医学会
放射線治療品質管理専任技師の増員における業務内容と収
益改善について

田辺悦章 2011年10月

第65回国立病院総合医学会 前立腺IMRTにおけるPTVマージン評価法の検討 谷本恵子 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 早期離床における他職種連携 川邉宗一朗 2011年10月



第65回国立病院総合医学会 認定看護師実習受け入れ後の看護師の意識調査 加藤由紀恵 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 A病院ICU看護師のクーリングに対する実態調査 大橋佳奈 2011年10月
第65回国立病院総合医学会

ICUにおけるVAPサーベイランスの導入と口腔内トラブル実態
調査

三村由佳 2011年10月
第65回国立病院総合医学会

救急救命病棟での不快音の実態～患者疑似体験からの分析
～

宮田紗緒梨 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 人工呼吸中の加温加湿について 村田聡樹 2011年10月

第65回国立病院総合医学会
当院女性外来で行っている1時間ホルター心電図プログラム
による自律神経機能検査

宮本友美 2011年10月

第65回国立病院総合医学会 健康応援処方箋への取り組み 瀧口めぐみ 2011年10月
第65回国立病院総合医学会 透析患者の便秘に関する看護師の意識調査 海野智枝 2011年10月

第35回日本死の臨床研究会年次大会
一般病棟と緩和ケア病棟のエンゼルケアの相違と葬儀社が
病院に望む処置内容

白石絵美子 2011年10月

第21回日本医療薬学会年会 エポエチンカッパの症例検討 山本秀紀 2011年10月

第21回日本医療薬学会年会
整形外科領域における持続灌流のバンコマイシンおよびテイ
コプラニン血中濃度に対する影響

亀田敬子 2011年10月

第65回日本臨床眼科学会 手帳持参による緑内障治療の変化 小林博 2011年10月

第1回国際放射線技術科学会議
Development of volume subtruction method by use of dual
reconstruction technique without plain CT images in head
and neck 3DCT angiography

田辺悦章 2011年10月

日本臨床麻酔学会 全身麻酔導入後、喘息大発作を起こし、手術を延期した一例 田和聖子 2011年11月

第99回日本循環器学会中国地方会
女性外来初診時の短時間ホルター心電図プログラムによる自
律神経機能解析について

早野智子 2011年11月

日本医療マネジメント学会第10回九州・山口連合大会
看護場面での情報伝達に関する若年層の特徴～ロールプレ
イ後の交流分析と面接を通して～

窪田侑季 2011年11月

日本医療マネジメント学会第10回九州・山口連合大会 人工膝関節置換術施行患者の術後に影響を及ぼす要因 濱本千恵 2011年11月
日本医療マネジメント学会第10回九州・山口連合大会

ウォーキングカンファレスを導入した術後ドレーンの抜去事故
防止

岡本広美 2011年11月
日本医療マネジメント学会第10回山口支部学術集会 内肛門括約筋切除（IER）クリティカルパス 宮城陽水 2011年11月
下関細胞診研究会 甲状腺・リンパ節各1例 仲徹 2011年11月
第38回日本臨床バイオメカニクス学会 TKA後の階段昇降時における歩行解析 峯孝友 2011年11月
第122回西日本整形・災害外科学会学術集会 関節リマウチ・血友病など 栗之丸直朗 2011年11月
第38回日本マイクロサ-ジャリ-学会学術集会 有茎腸骨移植による骨盤悪性腫瘍切除後再建 伊原公一郎 2011年11月
第38回日本マイクロサ-ジャリ-学会学術集会 手の広範なデグロービング損傷の治療経験 梅原渓太郎 2011年11月
第25回エイズ学会学術集会総会 妊婦HIVスクリーニング検査実施の推移 林公一 2011年11月
国立病院療養所中国地区放射線技師会
第2回総合学術大会

一般撮影における適正な撮影条件の基礎的検討
第2報　体厚変化

東久保裕紀 2011年11月

国立病院療養所中国地区放射線技師会
第2回総合学術大会

CTAにおける再構成関数の違いでの自動抽出能について 谷本裕樹 2011年11月

日本リハビリテーション医学会学術集会 血管柄付き肩甲骨移植を併用した足部部分切断の術後機能 伊原公一郎 2011年11月
第37回日本耳鼻咽喉科学会 中国地方部会連合講演会 Valsalva法により惹起された緊張性気脳症の１例 竹本洋介 2011年11月
第9回国立病院看護研究学会学術集会 チューブ抜去防止についての取り組みとその効果 加藤由紀恵 2011年12月



第96回日本消化器病学会中国支部例会
腐食性食道炎・胃炎による下部食道狭窄ならびに幽門狭窄に
対し内視鏡的バルーン拡張術を行った一症例

宮崎健 2011年12月

第96回日本消化器病学会中国支部例会 大腸低分化腺癌の1剖検例 千原大典 2011年12月
第96回日本消化器病学会中国支部例会

慢性腎臓病（CKD）の存在が肝細胞癌に対する治療に与える
影響

中鉢龍徳 2011年12月
第107回日本消化器内視鏡学会中国地方会 当院におけるEUS-FNAの現状 石垣賀子 2011年12月
東広島市東広島地区薬剤師業務フォーラム 早期胃癌の内視鏡的治療 柳井秀雄 2012年1月
第27回日本静脈経腸栄養学会

口腔扁平上皮癌における栄養学的予後指数（PNI）の意義の
検討

石丸孝則 2012年2月

日本性差医学・医療学会第5回学術集会
女性外来初診時の短時間ホルター心電図による自律神経機
能解析－血清女性ホルモン量と心拍変動の関連性－

早野智子 2012年2月

第117回山口大学医学会学術講演会
胃十二指腸動脈の破綻を伴い外科的止血術を要した十二指
腸潰瘍の一例

稲益良紀 2012年2月

第29回山口県食道疾患研究会
内視鏡的粘膜下層剥離術（endoscopic mucosal
dissection:ESD）を行った食道癌手術後早期胃管癌の1例

辻村良賢 2012年2月

第39回日本集中治療医学会学術集会 端座位保持装置導入によるICUでの早期離床効果 長谷宏明 2012年2月
第39回日本集中治療医学会学術集会 他職種カンファレンスの効果 齋藤麻美 2012年2月

第39回日本集中治療医学会学術集会
ICUにおける患者家族に対する心理療法士の介入時期と関わ
り方について

臼井麻子 2012年2月

第29回日本ストーマ-排泄リハビリテーション学会総会
病院泌尿器外科混合病棟看護師のストーマケアに関する学
習ニード

坂本扶由子 2012年2月

第1回下関神経カンファレンス 皮質下出血で発症した神経膠芽腫の1例 山下勝弘 2012年3月
第1回下関神経カンファレンス 巨大Atypical meningiomaの1手術例 山下勝弘 2012年3月
第1回下関神経カンファレンス 特発性気脳症の1治験例 山下勝弘 2012年3月
第14回中皮腫パネル 症例検討 村上知之 2012年3月

第76回日本循環器学会学術集会
Iodine-123 Metaiodobenzylguanidine Imaging Predict Future
Cardiac Events in Patients with Parkinson Disease

金原輝史 2012年3月

第34回うず潮フォーラム学術講演会
シンポジウム「胃癌の診断　拾い上げから治療前精査まで」
胃癌診断と治療の相関

柳井秀雄 2012年3月


