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1 国内学会発表 第150回山口県整形外科医会 腫瘍用人工膝関節再置換術の治療経験 朝倉　俊介 2018/6/23

2 国内学会発表 第72回日本食道学会学術集会
多発食道表在癌に対して、鏡視下手術の後、放射線療法を施行
し喉頭温存を行った1例

安部　俊弘 2018/6/28

3 国内学会発表
第93回中国四国外科学会総会・第23回
中国四国内視鏡外科研究会

多数のリンパ節転移と濾胞性リンパ腫を合併した早期胃癌の一
例

安部　俊弘 2018/9/6

4 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
栄養管理計画書から見た当院入院患者の低栄養の現状と問題
点について

石田　みどり 2018/11/10

5 国内学会発表 第21回日本臨床脳神経外科学会
関門医療センターにおける髄液シャント術を要した水頭症の変
遷

泉原　昭文 2018/7/15

6 国内学会発表
第72回NPO法人日本口腔外科学会学術
集会

90歳以上の超高齢患者の当科における診療の現状 板敷　康隆 2018/5/13

7 国内学会発表 第28回日本乳癌検診学会学術総会 当院における男性乳癌と女性化乳房の比較検討 井上　歩 2018/11/23

8 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会 前立腺癌精査中に偶然発見された同時性両側乳癌の1症例 井上　歩 2018/11/9

9 国際学会発表
第14回ヨーロッパマイクロサージャリー学
会

Folded vascularized fibula for periarticular bone defect of the
elbow:A case report

伊原　公一郎 2018/5/7

10 国内学会発表
第55回日本リハビリテーション医学会学
術集会

大腿骨骨肉腫術後14年で高度の緩みをきたした症例に対する
全大腿骨置換術の治療経験

伊原　公一郎 2018/7/1

11 国内学会発表 第29回日本末梢神経学会学術集会 多発性神経鞘腫の治療経験 伊原　公一郎 2018/9/7

12 国内学会発表 第16回国立病院看護研究学会学術集会 地域包括支援病棟における自宅退院に影響を及ぼす要因 岩崎　光希 2018/12/8

13 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会 終末期における患者－家族関係の変化と心理的支援について 臼井　麻子 2018/11/9

14 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会 医療被ばく低減施設更新及び被ばく線量計算シート作成 大場　湧貴 2018/11/10

15 国内学会発表 第32回日本腹部放射線学会 「腸重積、卵巣転移を呈した空腸癌の1例」 岡　大雅 2018/5/25

16 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会 橈骨遠位端骨折術後セラピィのプロトコル導入と治療実績 笠原　誠介 2018/11/10

17 国内学会発表
第10回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外
科学会

「人工膝関節全置換術施行例における歩行動揺の経時的変化」 楫野　允也 2018/6/14
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18 国内学会発表 第150回山口県整形外科医会 当科で経験した骨脆弱性骨盤輪骨折 栗山　龍太郎 2018/6/23

19 国内学会発表
第18回西中国外傷治療研究会・第9回
WCT骨接合ベーシック研修会

「開放損傷に対するNPWT」 栗山　龍太郎 2018/4/8

20 国内学会発表
第1回重度四肢開放骨折中四国peer
review meeting

「下腿開放骨折GustiloⅢb」 栗山　龍太郎 2018/5/12

21 国内学会発表 第44回日本骨折治療学会 「下腿開放骨折Gustilo分類Type3Bの治療経験と問題点」 栗山　龍太郎 2018/7/6

22 国内学会発表 第8回厳流整形外科フォーラム
腫瘍用人工関節による再建を行った右再発性大腿骨腫瘍の治
療経験．

黒石　聖 2019/2/2

23 国内学会発表 第19回九州高気圧環境学会 「リストバンドチェッカーを用いた安全環境作りの取り組み」 黒田　聡 2018/6/29

24 国内学会発表 第59回日本神経学会学術大会 「Trousseau症候群 13例の治療検討」 上妻　隆太郎 2018/5/25

25 国内学会発表 第34回山陽骨・軟部腫瘍研究会 多発病巣を伴う胸壁巨大軟部腫瘍． 上妻　隆太郎 2019/1/12

26 国内学会発表 第16回国立病院看護研究学会学術集会
外科病棟における抑制実施減少へ向けた関わり～パーソン・セ
ンタード・ケアの実践および看護師の意識の変化に着目して～

小林　啓子 2018/12/8

27 国内学会発表 第122回日本眼科学会総会
網膜静脈閉塞患者の脱落率と手帳の持参率：加齢黄斑変性、
緑内障患者との比較

小林　博 2018/4/20

28 国内学会発表 第72回日本臨床眼科学会
ラタノプロスト・チモロール配合剤の角膜上皮障害：単剤との比
較

小林　博 2018/10/11

29 国内学会発表 第72回日本食道学会学術集会
「食道癌化学療法中に十二指腸狭窄を来し十二指腸ステントを
留置した一例」

近藤　潤也 2018/6/29

30 国内学会発表 第31回日本内視鏡外科学会総会 腹腔鏡下尿膜管摘出術10例の検討 近藤　潤也 2018/12/6

31 国内学会発表 第20回中国四国脳卒中研究会
ダビガトラン服用中に脳塞栓再発し転倒、脳挫傷を生じイダルシ
ズマブを投与した1例

佐野　宏徳 2018/9/29

32 国内学会発表 山口県MG forum
定期的なIVIg療法を要する抗AchR抗体陽性重症筋無力症の28
歳女性例

佐野　宏徳 2018/11/7

33 国内学会発表 第104回日本神経学会中国・四国地方会
黄色ブドウ球菌による髄膜炎と心内膜炎で、脳梁膨大部病変と
脳塞栓症を伴った25歳女性例

佐野　宏徳 2018/6/23

34 国内学会発表
第14回中国四国地区国立病院機構・国
立療養所看護研究学会

地域支援病棟を退院した独居高齢者の生活実態調査－退院2
週間後の電話調査を行って－

塩田　晴美 2018/9/8
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35 国内学会発表 第66回山口県医学検査学会 術肘迅速病理診断時における凍結法の検討 鈴木　佑也 2018/5/27

36 国内学会発表 第21回山口救急初療研究会
熱中症様症状で搬送された重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
の一例

瀬戸　啓介 2018/9/29

37 国内学会発表 第40回日本癌局所療法研究会
術前化学放射線療法後切除術を施行した後に急激な転機を認
めた直腸NECの1例

蘓村　秀明 2018/6/15

38 国内学会発表
第110回日本消化器病学会中国四国支
部例会・第121回日本消化器内視鏡学会
中国四国支部例会

術前診断が困難でありESDを行った早期胃胎児消化管消化管
類似癌の一例

田中　完治 2018/12/1

39 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
救命救急センターにおける身体抑制カンファレンスの実施効果
～身体抑制の時間短縮に向けた関わり～

田邊　文香 2018/11/10

40 国内学会発表 日本臨床麻酔学会第38回大会 手術室クリーンルームにおける磁界変化 田和　聖子 2018/11/1

41 国内学会発表 重症患者栄養管理フォーラム 当院ICUにおいて消化態栄養剤が有効であった１例 父川　拓朗 2018/10/6

42 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
効果的な口腔ケアへの取り組み－はちみつと白ごま油の比較
検討－

坪根　美紀 2018/11/10

43 国内学会発表
第92回日本感染症学会学術講演会・第
66回日本化学療法学会総会合同学会

ネコ咬傷により重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を発症したと
考えられる1例

鶴　政俊 2018/5/31

44 国内学会発表 第105回日本泌尿器科学会山口地方会 ペムブロリズマブ投与により乾癬が増悪した1例 鄭　泰秀 2018/12/1

45 国内学会発表 第150回山口県整形外科医会 手指骨折後の回旋変形治癒に対して矯正骨切り術を行った2例 富永　康弘 2018/6/23

46 国内学会発表
第51回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍
学術集会

「筋肉内結節性筋膜炎2例の治療経験」 富永　康弘 2018/7/12

47 国内学会発表 第151回山口県整形外科医会 逆行性広背筋皮弁による皮膚・軟部組織欠損の治療経験 富永　康弘 2019/2/9

48 国内学会発表
第20回山口ニューロサージカルカンファ
レンス

単心房・単心室に合併した脳膿瘍の1治験例 鳥居　里奈 2019/2/9

49 国内学会発表 第26回日本乳癌学会学術総会
週単位で急速増大し、切除後3ヶ月で局所再発をきたした乳腺
間質肉腫の1例

長島　由紀子 2018/5/17

50 国内学会発表 第15回日本乳癌学会中国四国地方会
当院におけるパルボシクリブの使用経験およびチーム医療によ
る安全な治療継続の工夫

長島　由紀子 2018/8/31

51 国内学会発表 第80回日本臨床外科学会総会
画像および針生検で術前に乳癌を強く疑った乳管内乳頭腫の1
例

長島　由紀子 2018/11/24
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52 国内学会発表
固定チームナーシング研究集会第10回
中国四国地方会

「内服自己管理を目指した関わり～内服管理の段階に応じた介
入支援方法の検討～」

中村　結希 2018/6/30

53 国内学会発表 第104回日本泌尿器科学会山口地方会 膀胱nephrogenic adenomaの1例 西嶋　淳 2018/6/3

54 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
手術を受ける患者へのアロマセラピーの実施－睡眠への効果と
気分変化の検証

濱田　可菜美 2018/11/10

55 国内学会発表 第70回日本産婦人科学会学術総会
本邦におけるHIV感染妊婦の経膣的分娩受け入れ対応につい
て－国内分娩施設における経膣分娩受け入れ可否の現状調査

林　公一 2018/5/10

56 国内学会発表 平成30年度山口地方部会 本邦におけるHIV感染妊婦の経膣的分娩について 林　公一 2018/6/17

57 国内学会発表
第71回中国四国産婦人科学会総会なら
びに学術講演会

本邦のHIV感染妊婦における経膣分娩対応について－HIV感染
妊婦に関する診療ガイドラインの刊行にあたって－

林　公一 2018/9/23

58 国際学会発表
The 26th World Congress on
Controversies in Obstetrics,Gynecology
& Infertility(COGI2018)

A Policy of Vaginal Delivery about Mode of Delivvery among
HIV-positive Pregnnt Women in Japan

林　公一 2018/11/24

59 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
「HIV感染妊婦に関する診療ガイドライン」の刊行にあたり、HIV
感染妊婦の経膣分娩受け入れ可能な周産期施設の現状につい
て

林　公一 2018/11/10

60 国内学会発表
第56回中国四国地区国立病院薬学研究
会

緩和ケアに関する現状と薬剤師の貢献度調査報告 林　俊吾 2018/9/1

61 国内学会発表 第117回日本皮膚科学会総会 医療紛争事例から学ぶ医療安全 林　弘人 2018/6/3

62 国内学会発表 感染ネットワーク下関 第4回学術集会
国立病院機構における院内感染対策への取り組みとサーベイラ
ンス報告

福岡　義久 2018/10/20

63 国内学会発表 第26回九州山口機能神経外科セミナー Dystonic tremorに対するGpi-DBSの治療効果について 藤岡　裕士 2018/8/25

64 国内学会発表 日本脳神経外科学会第77回学術総会
ITB療法の意識障害および認知機能障害に対する潜在的改善
効果

藤岡　裕士 2018/10/11

65 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会 医療費後払いサービス導入に係る利用分析及び実績報告 藤田　恵美 2018/11/10

66 国内学会発表 第26回日本乳癌学会学術総会 同時性両側男性乳癌と前立腺癌の重複癌の1例 古谷　圭 2018/5/16

67 国内学会発表 第80回日本臨床外科学会総会 乳腺神経内分泌癌(NEC)の1例 古谷　圭 2018/11/23
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68 国内学会発表 第40回癌局所療法研究会 術後イレウスを契機に診断された上行結腸癌小腸転移の1例 古谷　圭 2018/6/15

69 国内学会発表 第77回山口県臨床外科学会 青年期に診断し得た腸回転異常症の1手術例 古谷　圭 2018/6/3

70 国内学会発表 第34回日本救急医学会中国四国地方会 当院における肺塞栓治療について～薬剤師の立場から～ 槇山　翔太 2018/5/12

71 国内学会発表 山口県インスリン療法研究会 当院のおけるインスリン持続皮下注入療法(CSII)の検討 松井　久未子 2018/4/24

72 国内学会発表 第56回日本糖尿病学会中国四国地方会
3ヶ月インスリン治療を自己中断するもケトアシドーシスを来さな
かった劇症1型糖尿病症例

松井　久未子 2018/10/26

73 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
ラビング法導入による手術室看護師の手荒れ軽減に向けての
取り組み

三浦　真美 2018/11/9

74 国内学会発表
第53回日本高気圧環境・潜水医学会学
術総会

関門医療センターの高気圧酸素治療室における危機管理の変
移

三代　英紀 2018/11/30

75 国内学会発表 第91回日本整形外科学会
「人工膝関節置換術における脛骨後傾角度とkinematicsの関連
－コンピュータシミュレーションを用いた2機種の検討－」

峯　孝友 2018/5/23

76 国内学会発表
JSS中国 第26回JSS四国 第33回地方か
学術集会

乳癌を疑う超音波像を呈し、診断に苦慮した乳管内乳頭腫の一
例

宮本　友美 2018/11/11

77 国内学会発表
平成30年度日本臨床衛生検査技師会中
国四国医学検査学会

国立病院機構中国四国ブロック内研修から学ぶ人材育成の『仕
組み』

宮本　友美 2018/11/24

78 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会 訪問看護開設2年目　現状と今後の課題 三輪　美智子 2018/11/10

79 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
地域包括ケア病棟への円滑な転棟について
～使ってなんぼ！地域包括ケア病棟への大移動計画！～

村上　淳 2018/11/10

80 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会 当院における抗菌薬適正支援業務の取り組み 柳井　翔太 2018/11/10

81 国内学会発表 第104回日本消化器病学会総会 化学療法長期生存例を含むEBウイルス関連胃癌の経験 柳井　秀雄 2018/4/20

82 国内学会発表 第95回日本消化器内視鏡学会総会 早期胃癌ESDの結果の予測における術前EUSの意義 柳井　秀雄 2018/5/11

83 国内学会発表 第24回日本ヘリコバクター学会学術集会 ピロリ菌胃炎胃粘膜からのEBウイルス検出の試み 柳井　秀雄 2018/6/30

84 国内学会発表 第60回日本消化器病学会 EBウイルス関連胃癌診断の契機 柳井　秀雄 2018/11/2
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85 国内学会発表 第15回EBウイルス研究会 EBウイルス関連胃癌の臨床診断 柳井　秀雄 2018/7/14

86 国内学会発表
第1回日本緩和医療学会中国四国支部
学術大会

国立病院機構における緩和ケアに関する現状と薬剤師の活動 山﨑　富士子 2018/9/8

87 国内学会発表 第28回日本医療薬学会年会
当院でのパルボシクリブの使用実態と副作用の発現における薬
剤師の関わり

山﨑　富士子 2018/11/24

88 国内学会発表 日本脳神経外科学会第77回学術総会
1.5tesla MRIとCTによる3次元融合画像を利用した微小血管減
圧術

山下　勝弘 2018/10/10

89 国内学会発表 第72回国立病院総合医学会
TCRを使用した口腔内環境の改善への取組
－プロトコール使用し口腔ケアの統一を図る－

山下　実代 2018/11/9

90 国内学会発表
日本医療マネジメント学会第17回山口県
支部学術集会

Ａ病棟における転倒要因と対策の検討－転倒患者インシデント
レポートの分析から－

山富　早姫 2018/10/27

91 国内学会発表
第56回中国四国地区国立病院薬学研究
会

当院におけるAST活動報告 2018/9/1

92 国内学会発表

第88回日本感染症学会西日本地方回学
術集会・第61回日本感染症学会中日本
地方回学術集会・第66回日本化学療法
学会西日本支部総会

当院におけるバンコマイシン処方解析における解析ソフトの選択
～第2報～

2018/11/17

93 国内学会発表 第45回日本マイクロサージャリー学会
肘関節近傍広範囲骨欠損に対する二つ折り腓骨による再建術
の経験

伊原　公一郎 2018/12/6

94 国内学会発表 第31回関西関節鏡・膝研究会 人工膝関節置換術後の歩行時体幹動揺の機種別比較 伊藤　成一 2019/3/8

95 国内学会発表 第32回中国四国IVR研究会
「直腸静脈瘤に対しCTガイド下に直接穿刺し、硬化療法を施行
した1例」

岡　大雅 2018/10/12

96 国内学会発表 第30回山口県作業療法学会 「ZoneⅡ手指屈筋腱損傷の治療経験」 笠原　誠介 2018/11/25

97 国内学会発表 第34回山口県リハビリテーション研究会 「肩腱板断裂後療法における疼痛の一考察」 笠原　誠介 2018/10/21

98 国内学会発表 第36回中部日本手外科研究会 手指屈筋腱損傷術後セラピィの治療経験 笠原　誠介 2019/1/25

99 国内学会発表
日本医療マネジメント学会第17回九州・
山口連合大会

救命救急センター病棟における急変時対応能力の向上を目指し
て

岸本　友希 2018/12/7

100 国内学会発表
第93回中国四国外科学会総会・第23回
中国四国内視鏡外科研究会

「食道胃接合部に生じた巨大平滑筋腫の一例」 近藤　潤也 2018/9/6
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101 国内学会発表 第80回日本臨床外科学会総会
「高度局所進行虫垂癌に対し、多臓器合併切除にて根治切除を
行った一例」

近藤　潤也 2018/11/24

102 国内学会発表 第31回日本内視鏡外科学会総会 腹腔鏡下尿膜間摘出術10例の検討 近藤　潤也 2018/12/7

103 国内学会発表 第91回日本胃がん学会総会
A Case of Continuing Chemotherapy for Recurrent Gastric
Cancer with Obstructive Jaundice

近藤　潤也 2019/2/28

104 国内学会発表 第20回日本骨粗鬆症学会 「当科における骨脆弱性骨盤輪骨折の治療経験」 栗山　龍太郎 2018/10/27

105 国内学会発表 第16回国立病院看護研究学会学術集会
急性期病院における認知症ケアに関する看護師のアンケート調
査と行動変容の検討

原田　聖三 2018/12/8

106 国内学会発表
日本医療マネジメント学会第17回山口県
支部学術集会

「整形外科病棟における回診時手指衛生の現状」 高島　涼加 2018/10/27

107 国内学会発表
第15回中国地区消化器内視鏡技師研究
会

「内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD)を受ける患者への継続看護の
取り組み」

三浦　治代 2018/9/16

108 国内学会発表 第48回日本脳卒中の外科学会 頚動脈血栓内膜剥離術における脳虚血合併症の回避について 山下　勝弘 2019/3/23

109 国内学会発表 第42回日本眼科手術学会学術総会 Nd:YAGレーザー虹彩切開術の止血での熱レーザーの使用 小林　博 2019/2/3

110 国内学会発表 第29回日本末梢神経学会学術集会
「腕神経叢節前損傷に対する神経移行術および広背筋移行術
による肩・肘機能再建の経験」

上妻　隆太郎 2018/9/7

111 国内学会発表 第51回中国・四国整形外科学会 「腫瘍用人工膝関節再置換術の治療経験」 上妻　隆太郎 2018/11/25

112 国内学会発表
第29回日本リウマチ学会中国・四国支部
学術集会

急性腸腰筋炎後に多関節炎の増悪を認めた関節リウマチ症例 上妻　隆太郎 2018/12/1

113 国内学会発表
日本核医学会PET核医学分科会 PETサ
マーセミナー2018in山口湯田温泉

「症例検討会：白狐といっしょに探し出すPET画像の深層（回答
者）」

上田　高顕 2018/8/24

114 国内学会発表 第49回山口県放射線科医会 REBOAを併用し、塞栓術を行った転落外傷の1例 上田　高顕 2018/12/15

115 国内学会発表 第49回日本人工関節学会 TKA術後疼痛に対するデュロキセチン内服の効果の検討 深澤　和憲 2019/2/16

116 国内学会発表
第18回日本病院総合診療医学会学術総
会

熱中症様症状で搬送された重傷熱性血小板減少症候群(SFTS)
の一例

瀬戸　啓介 2019/2/15

117 国内学会発表 第80回日本臨床外科学会総会 「腸重積で発見された小腸癌の1切除例」 前田　祥成 2018/11/23
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118 国内学会発表
第30回国立病院療養所中国地区放射線
技師会総会および第9回総合学術大会

「推定被ばく線量計算シートの作成について」 池田　和弥 2018/9/30

119 国内学会発表 第45回日本臨床バイオメカニクス学会
「人工膝関節置換術後患者の歩行時体幹動揺は健常者と異な
るか」

福田　有希 2018/10/17

120 国内学会発表 第31回関西関節鏡・膝研究会 人工膝関節置換術後の歩行時体幹動揺における継時的変化 福田　有希 2019/3/8

121 国際学会発表
International Conference on Orthopedics
and Advanced Care

「Gait oscillation during gait and stair stepping in patients after
TKA」

峯　孝友 2018/9/24

122 国内学会発表 第91回日本胃癌学会総会
Clinical findings of Epstein-Barr virus-associated Gastric
cancer

柳井　秀雄 2019/3/1

123 国内学会発表 第80回日本臨床外科学会総会
「3D-CTと胸腔鏡が診断、治療に有用であったガラス外傷の1手
術例」

鈴木　有十夢 2018/11/22

124 国内学会発表
第18回日本病院総合診療医学会学術総
会

診断に苦慮したACTH単独欠損症の1例 鈴木　有十夢 2019/2/16

125 国内学会発表 第45回日本臨床バイオメカニクス学会
「人工膝関節置換術後患者の平地および階段昇降における体
幹側方動揺の継時的変化」

楫野　允也 2018/10/17

126 国内学会発表 第6回日本運動器理学療法学会
人工膝関節全置換術後患者における体幹動揺に着目した歩行
解析の継時的変化

楫野　允也 2018/12/15

127 国内学会発表
中部日本整形外科災害外科学会第131
回学術集会

「人工膝関節置換術後の伸展機構障害」 髙尾　瑞季 2018/10/6


