
1.学会発表

発表学会 演題名 演者名 発表年月

第114回日本外科学会定期学術集会 当科における消化管GIST手術症例の検討 山本　常則 2014年4月

第114回日本外科学会定期学術集会 高度局所伸展大腸癌に対する術前集学的治療の経験 蘇村　秀明 2014年4月

World Ophthalmology Congress 2014
A comparison of phacoemulsification followed by 25-gauge
core vitrectomy and phacoemulsification alone for eyes
with extremely shallow anterior chamber

小林　博 2014年4月

第77回日本脳神経外科学会　中国四国支部学術集会
脳虚血時に生じる興奮性・抑止性バランス変化を利用した新
しい術中モニタリング法の開発

藤岡　祐士 2014年4月

第70回日本放射線技術学会総会学術大会 画像照合結果の独立検証方法の開発 田辺　悦章 2014年4月

Asia-pacific Knee,Arthrscopy andSports Medicine Society
A kinematic Analysis in Posterior-stabilized Total Knee
Arthroplasty during Stair-stepping

峯　孝友 2014年4月

第57回日本手外科学会学術集会 局所湿潤を呈する手関節発生軟部腫瘍3例の治療経験 伊原　公一郎 2014年4月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第100回日本消化器病学会総会 EUSを用いた早期胃癌ESDの結果の予測 柳井　秀雄 2014年4月

第139回山口県整形外科医会 同側大腿骨頸部・骨幹部骨折の治療経験 栗山　龍太郎 2014年5月

第15回九州高気圧環境医学会
第１種高気圧酸素治療装置におけるカプノメータを使用した
呼吸モニタリングの方法

三代　英紀 2014年6月

第127回西日本整形・災害外科学会学術集会 上肢発生神経鞘腫に対するマイクロ下核出術の治療経験 伊原　公一郎 2014年6月

第127回西日本整形・災害外科学会学術集会
後骨間神経麻痺を合併した左前腕筋肉内脂肪腫の治療経
験

伊達　亮 2014年6月

第1回中国Trauma Open Conference 合併症を伴った脛骨近位骨折 栗山　龍太郎 2014年6月

第27回日本マイクロニューログラフィ学会
マイクロニューログラフィ記録システムの新規立ち上げで生
じる問題

早野　智子 2014年6月

第16回日本医療マネジメント学会学術総会 人工肛門造設術クリティカルパス 中務　愛奈 2014年6月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第16回日本医療マネジメント学会学術総会 顔面神経麻痺クリティカルパス 田中　彩 2014年6月

第16回日本医療マネジメント学会学術総会 胃管閉塞予防への取り組み 岡本　美保 2014年6月

第101回日本消化器病学会 EBウイルス関連胃癌に対する化学療法の経験 柳井　秀雄 2014年6月

第40回日本骨折治療学会 膝関節部骨折・脱臼に伴う膝窩動脈損傷の治療経験 栗山　龍太郎 2014年6月

第36回日本癌局所療法研究会 術後10年生存したNo.16リンパ節転移陽性胃癌の1例 山本　常則 2014年6月

第64回日本病院学会
人間ドックにおけるPET/CT検査時におけるネットワーク環
境を利用した内臓脂肪測定システムの構築

田中　由香 2014年7月

第64回日本病院学会
集中治療室における物品管理を通じてのコスト削減への取
り組み

山口　智宏 2014年7月

第64回日本病院学会
痙縮抑制を主目的とした脊髄刺激療法とリハビリテーション
の併用により歩行能力の改善が得られた一症例

神本　崇聖 2014年7月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第64回日本病院学会
片麻痺ぼ重症度がパフォーマンスや随意性に与える影響に
ついて～オートエスティマティクス（Auto-estimatics)による調
査

田上　幸夫 2014年7月

第2回アジア太平洋再建マイクロサージャリー学会
Schwannoma of theupper extremity;Is ennucleation of the
tumor functionally safe?

伊原　公一郎 2014年7月

第64回日本病院学会
足関節底背屈運動時の抵抗負荷が大腿静脈血流速度に与
える影響について～人工膝関節置換術後症例における調
査～

福田　有希 2014年7月

第69回日本消化器外科学会総会 当科における大腸癌肝転移切除症例の検討 山本　常則 2014年7月

第12回　日本臨床腫瘍学会 当院におけるPCTとNSTとの協働の試み 父川　拓郎 2014年7月

第12回　日本臨床腫瘍学会
心理士による意思決定支援についてー不安が強い患者との
関わりを通じてー

臼井　麻子 2014年7月

第26回山口県放射線治療研究会 ラジオグラフィックフィルムとラジオクロミックフィルム 田中　由香 2014年7月

第2回WCT骨接合ベーシック研修会 ラグスクリューと保護【中和】プレート法 栗山　龍太郎 2014年8月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第28回中国地方脳神経外科手術研究会 随内病変を伴った頚随AVMの手術例 山下　勝弘 2014年8月

第33回日本心理臨床学会 集中治療室（ICU)における患者家族への心理臨床的援助 臼井　麻子 2014年8月

第28回中国ブロック理学療法士学会
上田法から始まる医療的リハビリテーションのための状況的
アプローチによる急性期の歩行能力の変化

田上　幸夫 2014年8月

第89回中国四国外科学会総会
第19回中国四国内視鏡外科研究会

高齢女性に発症した後腹膜原発未分化胚細胞腫の一例 山本　常則 2014年9月

第52回中国四国地区国立病院薬学研究会
外来化学療法センターにおける薬剤師の役割と新たな業務
の取り組みについて

宮川　貴行 2014年9月

第2回国立病院臨床検査技師協会 Salomonella Choleraesuisによる感染性大動脈瘤の一症例 池川　夢歌 2014年9月

公益法人日本麻酔科学会
手術当日イルバサルタン内服中止にも関わらず全身麻酔中
低血圧を示した高血圧合併患者の一例

田和　聖子 2014年9月

公益法人日本麻酔科学会
全身麻酔導入時に腹部大動脈瘤による下大静脈圧迫が原
因と考えられる低血圧をきたした一例

田和　聖子 2014年9月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第27回日本内視鏡外科学会 当科における腹腔鏡補助下直腸手術の検討 山本　常則 2014年9月

固定チーム名寝具全国研究集会 化学療法を受ける患者への介入 今田　彩華 2014年9月

第1０回中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学
会

新人看護士の健康管理に関する実態調査　生活習慣に焦
点をあてて

飯田　愛 2014年9月

第10回中国四国地区国立病院機構・国立療養所看護研究学
会

外来服薬指導システムの効果～整形外科日帰り手術を受
ける患者の実態調査～

萬代　加代子 2014年9月

第30回日本診療放射線技師学術大会
国立病院機構中国四国グループにおける放射線治療品質
管理支援の取り組み

田辺　悦章 2014年9月

日本マネジメント学会第13回九州・山口連合大会 脳神経疾患患者が正しい動作能力を識別する事の効果 原田　聖三 2014年9月

日本マネジメント学会第13回九州・山口連合大会 手術室看護士の防災訓練前後の危機的意識の変化 有光　里恵 2014年9月

日本マネジメント学会第13回九州・山口連合大会 効果的な脱臼予防法の検討 浦本　麻美 2014年9月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

日本マネジメント学会第13回九州・山口連合大会
気管内挿管中の患者への統一した口腔内ケアを行うための
取り組み

宮田　麻子 2014年9月

ISTA
In Vivo Kinematics of Posterior-Stabilized Total Knee
Arthroplasty During Stair-Stepping

峯　孝友 2014年9月

第73回日本脳神経外科学会
慢性硬膜下血腫におけるMR拡散強調画像による硬膜下高
信号帯の臨床的意義

泉原　昭文 2014年10月

第73回日本脳神経外科学会
硬膜外運動野刺激療法による上肢麻痺の改善効果脳卒中
亜急性期および慢性期症例を対象に

藤岡　祐士 2014年10月

日本腎臓学会
長期間服用中で血中濃度正常の炭酸リチウムにより生じた
腎性尿崩症の一例

江本　因 2014年10月

第17回山口救急初療研究会
食中毒？二日酔い？いいえ脳出血！アンカリングのバイア
スにご用心

宮本　太郎 2014年10月

第17回山口救急初療研究会 グリホサート含有界面活性剤中毒で全身管理を要した1例 河内　宣之 2014年10月

日本臨床麻酔学会第34回 左右体感に交代性に生じた麻酔導入役による一過性紅斑 田和　聖子 2014年11月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第47回中国・四国整形外科学会
ビスフォスネート製剤を使用中に軽微な外傷で大腿骨頚基
部骨折を来した一例

伊達　亮 2014年11月

第47回中国・四国整形外科学会 治療に苦慮した若年性半月板損傷 嵐　智哉 2014年11月

第47回中国・四国整形外科学会 .拡大搔把後に放射線照射を行った仙骨MFHの治療経験 山本　典子 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
免疫不全のない若年者の智歯周囲炎に併発したカンジダ血
症の一例

石丸　孝則 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
慢性硬膜下血腫におけるMR拡散強調画像による硬膜下高
信号帯の臨床的意義

泉原　昭文 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
乳がん手術を受けた患者の退院指導にの有効性に関する
調査

松田　理絵 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
中国地区国立病院における人材育成プログラムの検討【3】
MRI分野における放射線技師の人材育成をめざして

高木　秀亮 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
中国地区国立病院における人材育成プログラムの検討【1】
中堅放射線技師の人材育成に関する共同研究活動につい
て

田辺　悦章 2014年11月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第68回国立病院総会医学会
外科術后患者における術后身体機能固術期リハビリテー
ション実施の状況の検討

槇野　允也 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
家に帰りたいを阻害する要因ｰ癌患者への退院調整の現状
からｰ

大石　麻莉 2014年11月

第68回国立病院総会医学会 Micronail使用による橈骨遠位端骨折の後療法の検討 笠原　誠介 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
ICU他職種カンファレンスでの鎮静管理の検討による早期リ
ハビリテーションへの取り組み

岸本　剛志 2014年11月

第68回国立病院総会医学会
Dyspnea during exertion as apresenting complaint of
subarachonoid hemorrhage

関矢　まり 2014年11月

第68回国立病院総会医学会 DVD導入によるICU入室オリエンテーションの効果 福田　真也 2014年11月

第68回国立病院総会医学会 ３D-CTを利用した頭蓋骨内静脈の評価 山下　勝弘 2014年11月

第68回日本臨床眼科学会 緑内障における点眼補助具の使用による眼圧の変化 小林　博 2014年11月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

日本医療マネジメント学会第13回山口県支部学術集会 頚部リンパ節生検 田村　純 2014年11月

日本医療マネジメント学会第13回山口県支部学術集会
看護必要度の取り組み～A病棟スタッフの認識向上を目指
して～

林　純子 2014年11月

日本医療マネジメント学会第13回山口県支部学術集会 肝硬変に対するサムスカクリティカルパスの作成にあたって 串崎　祐希子 2014年11月

第76回日本臨床外科学会 進行下部直腸癌に対する術前化学放射線療法の検討 山本　常則 2014年11月

第44回日本臨床神経生理学会学術大会 硬膜外運動野刺激療法による上肢麻痺の改善 藤岡　祐士 2014年11月

第44回日本臨床神経生理学会学術大会 Pared-pulse SSEDｓを用いた術中脳虚血評価 藤岡　祐士 2014年11月

第102回日本消化器病学会中国支部例会 ESDにて切除した胃粘膜下腫瘍【脂肪腫】の一例 長谷川　翔一 2014年11月

IASGO IBウイルス関連胃癌 柳井　秀雄 2014年12月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第41回日本マイクロサージャリー学会 上肢発生神経鞘腫に対する顕微鏡下核出術の治療成績 伊原　公一郎 2014年12月

第68回国立病院総会医学会 アロマテラピーによる睡眠導入剤減量の効果 田村　愛 2014年11月

第41回日本マイクロサージャリー学会
自家処理骨軟骨と血管柄付き腓骨移植により患肢温存を
行った大腿骨骨肉腫例の長期成績

伊原　公一郎 2014年12月

第54回日本定位・機能神経外科学会
より効果的な運動麻痺の回復を目指した硬膜外運動野刺激
療法の提案

藤岡　祐士 2015年1月

第38回日本眼科手術学会学術総会
線維柱帯切除術の周術期における抗凝固薬の中断の必要
性の検討

小林　博 2015年1月

第42回日本集中治療医学会学術集会
当院ICUにおける他職種連携：栄養士の立場から～朝カン
ファレンスへの栄養士参加による効果の検討

父川　拓郎 2015年2月

第42回日本集中治療医学会学術集会
ICU他職種カンファレンスでの検討により早期から浅い鎮静
下で能動的なリハビリが実施できた症例

岸本　剛志 2015年2月

第42回日本集中治療医学会学術集会
当ICUスタッフ【他職種】連携ー協業・協働が日常となった経
緯

井上　健 2015年2月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第38回日本脳神経CI学会総会
慢性硬膜下血腫におけるMR拡散強調画像による硬膜下高
信号の臨床的意義

泉原　昭文 2015年2月

第30回日本静脈経腸栄養学会 当院経腸栄養管理における適正タンパク質量の検討 父川　拓郎 2015年2月

第32回中部日本手外科研究会
手外科医が知っておくべき骨粗鬆症的蟯骨遠位端骨折～高
齢者スポーツ外傷を含む

伊原　公一郎 2015年1月

第42回日本集中治療医学会学術集会 ICUにおける薬剤師の存在意義 安達　俊江 2015年2月

第42回日本集中治療医学会学術集会 V60ベンチレータの酸素使用量の検証 三浦　昇 2015年2月

第42回日本集中治療医学会学術集会 継続看護を実践するために私たちが今やるべき事 酒見　大輔 2015年2月

第42回日本集中治療医学会学術集会
ICUにおけるリエゾン型家族支援について～ICUから一般病
棟への継続を目指して～

臼井　麻子 2015年2月

第3回放射線治療セミナー実習型講演会 幾何学的QA・QC討論 田辺　悦章 2015年2月



発表学会 演題名 演者名 発表年月

第45回日本人工関節学会
過度な骨盤後傾による人工関節置換術後股関節前方脱臼
の治療経験

伊達　亮 2015年2月

第45回日本人工関節学会 PS型人工膝関節置換術後の階段昇降時の動作解説 峯　孝友 2015年2月


