
第99回日本消化器病学会総会中国支部例会 直腸カルチノイド腫瘍に対する内視鏡的切除の経験. 柳井　秀雄 2012年3月

日本放射線技師術学会第68回総合学術大会
Automated Detection of Resplaratory Movement for Image
Quality Assurance

田辺　悦章 2012年4月

第11回ヨーロッパマイフロサージャー学会
Reconstruction of the lower leg ,ankle and foot using
combined flaps including scapular bone K.Ihara, T.Mine, H.
Kawamura, R. Date, K. Umihara(Japan)

伊原　公一郎 2012年4月

第56回日本リウマチ学会総会・学術集会
生物学的製剤の投与により出現した副作用および合併症の

検討
峯　孝友 2012年4月

第27回山陽骨・軟部腫瘍研究会 症例検討 伊達　亮 2012年4月
第56回日本リウマチ学会総会・学術集会 肝炎を合併したＲＡ患者の治療経験 伊達　亮 2012年4月

第98回日本消化器病学会総会
胃生検切片 Array-Based Comparative Genomic
Hybridizationによる胃癌病態の推定.

柳井　秀雄 2012年4月

第116回日本眼科学会総会
緑内障治療のアドヒアランスを防げる原因の変化：クラスター
解析による検討

小林　博 2012年4月

第47回日本理学療法学術大会
片麻痺患者はいつ頃から思い通りに動けるようになるのだろ
うか？-オートエスティマティクス（Auto-estimatics） を用いた

田上　幸生 2012年5月

第85回日本整形外科学会学術総会
Intramedullary fixation of unstable fractures of the distal
radius: Indications &　limitations: Indications & limitations.

伊原　公一郎 2012年5月

第49回日本リハビリテーション医学会学術集会 肩腱板広範囲断裂に対する広背筋移行術の治療成績 伊原　公一郎 2012年5月

第85回日本整形外科学会学術総会
人工膝関節全置換術後の歩行解析-平地歩行と階段昇降で
の比較-

峯　孝友 2012年5月

山口県臨床検査学会・総会 精度管理報告（一般検査部門） 仲徹 2012年5月
第83回日本消化器内視鏡学会総会　VPR　シンボジウム　西川潤・柳井秀雄・坂井田功.先端発光型Ｌight-Ｅmitting-Ｄiode消化管内視鏡の開発 柳井　秀雄 2012年5月
第83回日本消化器内視鏡学会総会 LED大腸内視鏡試作機の臨床検討 柳井　秀雄 2012年5月
第16回日本救急医学会　九州地方会 感染 井上健 2012年5月

第97回日本消化器病学会総会中国支部例会
リンパ節移転を有していた腫瘍性変化の無い経1ｃｍ未分化
型粘膜内早期胃癌の1例

柳井　秀雄 2012年5月

第31回山口県集中治療研究会 実践能力の向上と目的としたデブリーフィングの導入 斎藤　麻美 2012年6月
第123回西日本整形・災害外科学会学術集会 明らかな原因のない手指伸筋腱皮下断裂 伊原　公一郎 2012年6月
第31回山口県集中治療研究会 端座位保持台利用によるＩＣＵでの早期離床と効果 田上　幸生 2012年6月
第16回しまね手の外科・末梢神経セミナー 上肢骨・軟部腫瘍に対する治療戦略 伊原　公一郎 2012年6月
第53回神経病理学会総会学術研究会 炎症・免疫 中野　雄大 2012年6月
第13回九州高気圧環境医学会 この地方と高気圧酸素治療 井上健 2012年6月
山口県院内感染防止研究会

ICUにおけるVAP（人工呼吸関連肺炎）発生率低減への取り
組み

髙井　蔦恵 2012年7月
固定チームナーシング研究会第四回中国四国地方会

ICUにおけるVAP（人工呼吸関連肺炎）発生率低減への取り
組み

髙井蔦恵 2012年7月
固定チームナーシング研究会第四回中国四国地方会 固定チームナーシングの取り組みと成果 三浦　治代 2012年7月
第45回日本整形外科学会　骨・軟部腫瘍学会集会 骨・関節侵潤を示した手関節背側軟部腫瘍の2例 伊原　公一郎 2012年7月

発表学会 演題等
当該施設
演者名

発表年月



第19回関節外科症例検討会 高齢者に生じた反復性股関節前方脱臼の1例 伊達　亮 2012年7月

第108回日本消化器内視鏡学会中国支部例会
ＥＳＤ施行中に一過性心停止を生じた洞不全症候群合併表在
型食道癌の1例

柳井　秀雄 2012年7月

第64回日本形成外科学会中国四国支部学術大会 minimum invasiveな挙筋短縮術の検討 藤津　美佐子 2012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 循環器疾患患者の退院支援フローチャ－ト活用の有効性 篠田朋佳 2012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

意識下で眼科手術を受ける患者の術前訪問に対するニード
調査

佐々木真紀 2012年9月
固定チームナーシング全国研究集会 中堅ナースの力を引き出す 柴野創 2012年9月

Asia・Pacific stroka Conference　2012
Uncovered Cancer During Post-Stroke Hospitalized of
Trousseau's Syndrome Hiroshi fujioka, seiji Uesugi, Akifumi
Izumikawa, Katsuhiro Yamashita.

藤岡　裕士 2012年9月

第11回日本看護技術学会総会 背面開放座位～様々に進化した保持具とその適応患者について～田上　幸生 2012年9月
第65回日本形成外科学会中国四国支部学術大会 陰圧吸引療法の検討 藤津　美佐子 2012年9月

第9回アジア・太平洋　骨・軟部腫瘍学会

Soft Tissue Sarcoma Of The Shoulder; Combined Resection
Of Bone And Reconstruction  K Ihara, T Mine, T Kawamura,
R Date, K Umehara Department of Orhtopasdic surgery
,Kanmon Medical Center, shimonoseki,Japan

伊原 公一郎 2012年9月

日本麻酔科科学会中国四国支部学術集会 全身麻酔下に脾摘出術を行った汎血球減少症の1例 田和　聖子 2012年9月
第38回国立病院臨床検査技師中国学会 耳鼻咽喉科で打診されたＩｇＧ4関連疾患の１症例 川端　久美子 2012年9月
第38回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 膝蓋骨脱臼に対するＭＰＦＬ前進術の治療成績 伊達　亮 2012年9月
第45回証明学会全国大会　個体光源文科会シンボジウム「個
体照明光源の最新動向」

ＬＥＤ消化管内視鏡の開発 柳井　秀雄 2012年9月

第71回日本癌学会学術総会
化学療法にて長期生存を得ている手術不能ＥＢウイルス関連
胃癌の1例

柳井　秀雄 2012年9月

第48回日本胆道学会 当科における担嚢担管併存結石症例に対する治療成績 仙譽　学 2012年9月
第10回山口県治療内視鏡的切除の経緯 直腸カルチノイド腫瘍の内視鏡的切除の経験. 柳井　秀雄 2012年10月
第66回国立病院総合医学会 救急病棟看護師がDNR患者とその患者へのケア体験後に関する意識調査谷口伸恵 2012年10月
第66回国立病院総合医学会

外来化学療法における「心のカード」の有効性についての検
討

林　美奈子 2012年10月
第66回国立病院総合医学会 末梢静脈カテ－テールの更新時期の検討 廣瀬　淳子 2012年10月
第66回国立病院総合医学会

患者の視点に立った療養環境の整備～患者擬似体験を通し
て～

小田　奈保子 2012年10月
第66回国立病院総合医学会 視覚的要素を取り入れた術後パンフレットの有効性の評価 野口　夏織 2012年10月
第14回日本医療マネージメント学会学術総会 安全なドレーン管理の知識・技術の向上に向けた取り組み 濱津　美樹子 2012年10月
第14回日本医療マネージメント学会学術総会 死蔵品削減への取り組み上み 上田　真由美 2012年10月
第14回日本医療マネージメント学会学術総会 慢性硬膜下血腫パス 渡　めぐみ 2012年10月
第14回日本医療マネージメント学会学術総会 内肛門括約（ISR）パス 宮城　陽水 2012年10月
第14回日本医療マネージメント学会学術総会 関節鏡パス 村井　望美 2012年10月
第71回日本脳神経外科学会総会 慢性硬膜下血腫にて入院された患者がCreutzfeldt-Jacob病と診断された1例藤岡　裕士 2012年10月

日本脳神経外科学会第71回学術総会
脳血管内治療実施医非常勤施設における脳動脈瘤と頚動脈
狭窄症に対する脳血管内の現況

泉原　照文 2012年10月



第31回韓国マイクロサージャリー学会
Microsurgical reconstruction after oncological resection in
the upper extremity Department of Orhtopasery, Kanmon
Medical Center, Japan Koichiro Ihara, M,D.

伊原　公一郎 2012年10月

第32回韓国マイクロサージャリー学会
Vascularized bone graft in the upper extremity Department
of Orhtopasery, Kanmon Medical Center, Japan Koichiro

伊原　公一郎 2012年10月

第24回山口県作業療法学会
集中治療室での座位保持具を利用した早期離床により有効
なＡＤＬ回復がみられた症例

田上　幸生 2012年10月

第1回アジア・太平洋再建マイクロサージャリー学会

Reconstruction of the lower leg ,ankle and foot using
combined flaps including scapular bone Koichiro IHARA,
Takatomo MINE, Hiroyuki Kawamura,Ryo DATE, Keitaro
UMEHARA Department of Orthopaedic Surgery, Kanmon

伊原 公一郎 2012年10月

日本口腔外科学会 口腔癌放射線化学療法に伴う口内炎と栄養状態との関連 石丸　孝則 2012年10月
第54回日本消化器病学会大会 慢性腎臓病の存在が肝細胞癌に対する治療に与える影響. 柳井　秀雄 2012年10月
第66回　日本臨床眼科学会 確かな目 小林　博 2012年10月

国立病院療養所中国地区放射線技師会総会
放射線治療の電子線の標準測定法～施設ごとのゴールデン
スタンダード～

吉田　寛 2012年10月

国立病院療養所中国地区放射線技師会総会 関門医療センター新人教育プログラムについて 平本　智美 2012年10月
第66回日本臨床眼科学会 緑内障患者と糖尿病患者の受診のアドヒアランスの比較 小林　博 2012年10月
第61回中国・四国手外科症例検討会 中指伸展制限を来した右手掌部腫瘤の1例 伊原　公一郎 2012年11月

日本医療マネージメント学会第11回山口県学術総会
A病棟におけるアサ－ティブ別にみた能力向上研修の有効性
の検討～アサ－ティブネス・トレーニングを活用して

有田　紫織 2012年11月

日本医療マネージメント学会第11回山口県学術総会 内服インシデント減少に向けた取り組み 卯野木　夕貴 2012年11月
日本医療マネージメント学会第11回山口県学術総会 外転枕装着体験の評価による問題の分析 村井　望美 2012年11月
日本医療マネージメント学会第11回山口県学術総会 網膜剥離パス 船田　千尋 2012年11月
日本医療マネージメント学会第11回山口県学術総会 透析後シャント造形パス 植木　正人 2012年11月
日本医療マネージメント学会第11回山口県学術総会 硝子体注入パス 柴野　奈緒美 2012年11月
日本医療マネージメント学会第11回山口県学術総会 ERSPパス 樋渡　三香 2012年11月
第40回日本頭痛学会総会 側頭部痛で発症した前下小脳動脈（AICA）末梢部動脈瘤破裂の一症例山下　勝弘 2012年11月
第42回日本臨床神経生理学会 脳梁部の腫瘍によりextreme spindles波を認めた症例 藤岡　裕士 2012年11月
第66回国立病院総合医学会 超音波画像の各種画像におけるスキャン位置推定法の開発 吉田　寛 2012年11月
第22回日本上田法治療研究会学術集会 状況的アプローチを用いて運動変化が見られた脳卒中維持期の症例　その１　　　田上　幸生 2012年11月

第66回国立病院総合医学会
放射線治療計画装置における品質管理項目の検討～ESTRO
booklet を用いた検証～

田辺　悦章 2012年11月

第66回国立病院総合医学会
脳血管内治療実施医非常勤施設における脳動脈瘤と頚動脈
狭窄症に対する脳血管内の現況

泉原　照文 2012年11月

第23回日本上田法治療研究会学術集会 状況的アプローチを用いて運動変化が見られた脳卒中維持期の症例　その２　　　田上　幸生 2012年11月

第66回国立病院総合医学会
人工膝関節置換術後症例における足関節症背屈運動時の抵
抗負荷が大腿静脈血流速度に与える影響

田上　幸生 2012年11月

第66回国立病院総合医学会
片麻痺患者が思い通り動けるようになるまでに要する日数に
ついて（Auto-estimatics） を用いた調査報告

田上　幸生 2012年11月

第51回日本臨床細胞学会秋期大会 当院における妊婦子宮頸がん検診の特徴 仲徹 2012年11月



第５回　下関消化管疾患研究会 早期大腸癌に内視鏡的深達度診断　症例検討 村上　知之 2012年11月

第66回国立病院総合医学会
肥満を有する糖尿病患者への体重記録用紙を用いた療養指
導-糖尿病治療に対する動機づけのためのツールとして

父川　拓朗 2012年11月

第45回中四国支部医学検査学会 腹痛出現時の超音波検査 中藤　太一 2012年11月
第42回日本臨床神経生理学会 脳波所見にてCreutzfeldt-Jakob病の診断に至った1例 藤岡　裕士 2012年11月
Asian Pacific Digesｔive week 2012 2012,12 Bankok,Thailand
Poster Session Nishikawa J, Yanagi H, Okamoto T, Higaki S,
Hashimoto S, Kurai S, sakaida I.Development of light-emitting
Diode（LED） Illuminated colonoscope.

Development of light-emitting Diode（LED） Illuminated
colonoscope.

柳井　秀雄 2012年12月

第10回国立病院看護研究会 新人看護師の夜勤開始時間を決定する看護師長の判断基準の明確化出原　陽子 2012年12月

第10回国立病院看護研究会
緩和ケアに関わる中堅看護師のストレス要因調査～急性期と
緩和ケアの患者が混在する病棟で勤務するB病院の中堅看
護師のアンケート調査結果から

石田　裕美 2012年12月

第39回日本マイクロサージャリ－学会学術集会 遊離筋皮弁による下腿軟部肉腫切除後の再建 伊原　公一郎 2012年12月
第274回　耳鼻科地方部会学術総会 顎下線腫張を契機に発見されたIgG4関連疾患の1例 村上　直子 2012年12月
第109回日本消化器病学会総会中国支部例会 当科の早期胃癌に対する内視鏡的治療の変遷. 柳井　秀雄 2012年12月
第109回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 当院での内視鏡的乳頭ラージバルーン拡張術の経験. 柳井　秀雄 2012年12月
光市口腔機能向上講演会 口腔ケアで肺炎予防 石丸　孝則 2013年1月
第28回山陽骨・軟部腫瘍研究会 症例検討 伊達　亮 2013年1月
医用画像情報学会（MII） 超音波画像とMPR画像の定量的同一断面評価法の開発 吉田　寛 2013年2月

第18回日本脳神経外科救急学会
脳血管内治療実施医非常勤施設における脳動脈瘤に対する
コイル寒栓術の現況

泉原　照文 2013年2月

第136回山口県整形外科医会 膝内側円板状メニスクス損傷例の検討 梅原　渓太郎 2013年2月

第35回うず潮フォーラム
ＥＵＳが治療方針決定に有用であった十二腫瘍カルチノイド腫
瘍の1例

柳井　秀雄 2013年3月

第275回耳鼻科地方部会学術総会
関門医療センターにおける頭頸部癌に対するIMRTの治療経
験

村上　直子 2013年3月

第42回日本脳卒中の外科学会
脳血管内治療実施医非常勤施設における脳動脈瘤と頚動脈
狭窄症に対する脳血管内の現状

泉原　照文 2013年3月

第12回国際手外科学会
achondrosarcoma of the hand:Multicenter study by
JapaneseMusculoskeletal Oncology Group Koichiro
Ihara,Hiroo Yabe,Akira Kawai, Keiichi Muramatsu,Japan.

伊原　公一郎 2013年3月

第38回日本脳卒中学会総会　Stroke2013 まれな脳動脈瘤破裂の2例 山下　勝弘 2013年3月
第6回大阪呼吸器疾患シンポジウム 特発性間質性肺炎コホート研究 村上知之 2013年4月

第27回 Asia Pacific Academy of Ophthalmology Congress
Evaluation of the need to discontinue antiplatelet and
anticoagulant medications before glaucoma surgery. Hiroshi
Kobayashi Department of Ophthalmology, Kanmon Medical

小林　博 2013年4月

第52回日本定位・機能神経外科学会
脊髄刺激療法とLPシャント術の組み合わせで高齢者の遷延
性意識障害が改善した1例

藤岡　裕士 2013年 1月

第8回山口Neurosugical Conference
Paired-SSEPを用いた術中モニタリングの開発：CEA症例を対
象に

藤岡　裕士 2013年 1月

第38回日本脳卒中学会総会
もやもや病に伴う脳室内破裂動脈瘤の摘出術にて良好な結
果が得られた症例

藤岡　裕士 2013年 3月


