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第74回日本医学放射線学会 後腹膜腫瘍と後腹膜線維症：ＣＴとＭＲＩと病理像の比較 上田　髙顕 H27.4.17

第59回日本リウマチ学会 ビスフォスフォネート製剤を使用中に軽微な外傷で大腿骨顕基部分骨折を来した1例 伊達　亮 H27.4.23

第101回日本消化器病学会総会 内視鏡的切除を行った未分化型混在早期胃癌におけるＥＢウイルス関連胃癌の検索 柳井　秀雄 H27.4.25

第2回山口県放射線治療研究会 当院のＤａｉｒｙ　ＱＡ／ＱＣについて 谷本　裕樹 H27.4.25

第58回日本糖尿病学会 劇症1型糖尿病発症時に認められた、特異な肝及び膵の画像変化についての考察 松井　久未子 H27.5.22

第58回日本糖尿病学会 糖尿病患者の眼科受診のアドヒアランス：緑内障患者との比較 小林　博 H27.5.22

第89回日本消化器内視鏡学会総会 生検にて良悪性境界領域であった胃病変に対するＥＳＤによる最終診断 柳井　秀雄 H27.5.30

第56回日本神経病理学会総会
多発性大脳白質病変のＭＲＩ画像所見と脳生検組織所見からlymphomatosis cerebriと診断し、化学療法が有効で
あった一例

佐藤　亮太 H27.6.4

第56回日本神経病理学会総会
C12ort65 遺伝子変異により末梢神経障害、視神経萎縮、精神運動発達遅滞、錐体路微候、原発性無月経を呈し
た68歳女性剖検例

佐藤　亮太 H27.6.4

第50回日本理学療法学術大会 消化器外科周術期リハビリテーションにおける実施料が患者状態に与える影響に関する調査 楫野　允也 H27.6.5

第17回日本医療マネジメント学会学術総会 肝臓部分切除術クリティカルパス 八木　規子 H27.6.12
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第17回日本医療マネジメント学会学術総会 化学療法を受けるため入退院を繰り返す患者の家族の不安～家族へのインタビュー調査～ 秋枝　朋世 H27.6.12

第16回九州高気圧環境医学会 高気圧酸素治療を終えられた患者さまへのアンケート調査 藤野　唯依加 H27.6.13

第103回日本消化器病学会
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診（ＥＵＳ－ＦＮＡ）で診断できた分化型粘膜内早期胃癌ＥＭＲ後リンパ節転移の1
例

緒続　麻莉子 H27.6.13

第25回日本集中治療医学会 救急･集中治療領域患者に対する高気圧酸素治療 藤野　唯依加 H27.6.19

第25回日本集中治療医学会 Ａ病院集中治療室における鎮痛・鎮静管理の現状 山口　智弘 H27.6.20

第25回日本集中治療医学会 ＩＣＵにおける他職種れんけいの中での薬剤師の業務についての考察 槇山　翔太 H27.6.20

第29回　日本腹部放射線学会 黄疸を初発症状とした全身性アミロイドーシスの1例 上田　髙顕 H27.6.20

第124回日本医学放射線学会 軟部腫瘍との鑑別に難渋した痛風結節の1例 入江　桃 H27.6.25

第41回日本骨折治療学会 仙骨に生じた骨弱性骨折 栗山　龍太郎 H27.6.26

第124回日本医学放射線学会 肝乏血性結節の予後に関する検討：ＣＴ平衝相とＭＲＩ幹細胞相の比較 上田　髙顕 H27.6.26

第98回日本神経学会 著名な好酸球増多に伴い皮膚、肺、中枢神経に多彩な病変を呈しステロイド投与が著効した症例 於久　祐太朗 H27.6.27
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第11回日本クリティカルケア看護学会学術集会集中治療室での離床の進め方 井上　健 H27.6.27

第48回日本整形外科学会 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年少児大腿骨骨肉腫例の長期成績 伊原　公一郎 H27.7.9

第13回日本臨床腫瘍学会学術集会 当院のフェンタニルバッカル錠使用患者へのアンケート調査による評価 武繁　優希 H27.7.16

第13回日本臨床腫瘍学会学術集会 高齢者小細胞肺癌に対する治療法の検討 佐々木　秀法 H27.7.16

第13回日本臨床腫瘍学会学術集会 高齢者総合的機能評価を用いた悪性リンパ腫高齢患者の予後検討～多変量解析の結果 佐々木　秀法 H27.7.16

第28回山口県放射線治療研究会 総合討論　出力第三者評価の今後の展望について 田辺　悦章 H27.7.19

12th Ebvirs meeting 現在の胃がん治療におけるＥＢウイルス陽性胃がん検索の意義 柳井　秀雄 H27.7.20

第29回　中国地方脳神経外科手術研究会 運動麻痺で発症した後頭蓋窩epidermoidの手術 山下　勝弘 H27.8.22

第11回中国四国地区看護研究学会
頭頸部腫瘍患者の放射線治療及び放射線治療と化学療法の併用治療に伴う有害事象発生と食事摂取に関する
実態調査

田村　純 H27.9.12

第11回中国四国地区看護研究学会 転入患者の不安軽減に対する取組 市木　里枝 H27.9.12

第69回国立病院総合医学会 コーンビームＣＴ画像の歪みに関する検討 山本　圭奈子 H27.10.2
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第69回国立病院総合医学会 ＥＢウイルス陽性胃がんの治療の現況 柳井　秀雄 H27.10.2

第69回国立病院総合医学会 症例検討を実施する薬薬連携構築 宮川　貴行 H27.10.2

第69回国立病院総合医学会 訪問看護師による在宅療養支援推進への取り組み 林　美奈子 H27.10.2

第69回国立病院総合医学会 全身麻酔術後患者の口渇感の軽減に対する取り組み 野田　弥生 H27.10.2

第69回国立病院総合医学会 患者が外来診療待ち時間を長いと感じる要因分析 瀧口　めぐみ H27.10.2

第69回国立病院総合医学会 ＩＣＵ他職種カンファレンスでの検討により、早期から鎮静下で能動的なリハビリテーションが実施できた症例 岸本　剛志 H27.10.2

第69回国立病院総合医学会 集中治療室における患者家族への心理臨床的援助 臼井　麻子 H27.10.2

第69回国立病院総合医学会 ＣＰーＦＬＥＸコイルの配置が及ぼす影響の検討 秋岡　奈緒美 H27.10.2

第57回日本消化器病学会大会 内視鏡的切除により脈管侵襲陽性と判明した早期胃癌病変の検討 千原　大典 H27.10.8

第74回日本脳神経外科学会 脳血管内治療実施医非常勤脳神経外科施設における頸動脈狭窄症に対するすてんと留置術の現況 泉原　昭文 H27.10.14

第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション学
会学術集会

他職種協同し離床を進めることができた穿孔性腹膜炎術後敗血症ショック、多臓器不全、ＣＩＰを合併した症例 西川　準 H27.10.15
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第25回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会ＲＳＴによる地域病院路の連携対する取り組み 柴野　創 H27.10.16

第77回日本血液学会学術集会 Wadenström's macroglobulinemia causing light chain cast nephropathy 江本　因 H27.10.16

第60回日本口腔外科学会総会 脳膿瘍へ波及した上顎歯肉アスペルギルス症の1例 石丸　孝則 H27.10.16

第17回日本救急看護学会学術集会 Ａ病院救急センターに入院した患者家族のニードの実態調査 橋本　美紗 H27.10.17

第64回日本感染症学会 ＰＫ／ＰＤ理論に基づいたＭＥＰＭの適正な投与方法への介入及び評価 河田　武志 H27.10.21

日本臨床麻酔学会総会 繰り返した失神に上腹部腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ、ｻﾌﾞｲﾚｳｽ関与が疑われた１例 田和　祥子 H27.10.22

第43回日本救急医学会総会 遺伝性血管性浮腫の周知には視覚に訴えた資料が有効である 江本　因 H27.10.22

第69回日本臨床眼科学会 2年間の緑内障薬の点眼補助具の使用によるアドヒアランスの変化 小林　博 H27.10.24

平成27年度国立病院療養所中国地区放射
線技師会および第6回総合学術大会

ＭＲＩ造影剤について 高木　秀亮 H27.10.31

平成27年度国立病院療養所中国地区放射
線技師会および第6回総合学術大会

ドミニカ共和国での国際貢献 谷本　恵子 H27.11.1

日本医療マネジメント学会 患者･家族が後悔しない意思決定支援への取り組み 池松　依子 H27.11.7
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日本医療マネジメント学会 ゼヴァリンパスについて 父川　祐紀子 H27.11.7

日本医療マネジメント学会 腎臓部分切除術パス 石原　美沙樹 H27.11.7

日本医療マネジメント学会 心臓カテーテル検査1泊2日入院パスの作成 井村　幸子 H27.11.7

日本医療マネジメント学会 病棟編成によるストレス変化 山本　悠圭里 H27.11.7

第42回日本臨床バイオメカニクス学会 人工膝関節置換術後の椅子からの立ち上がり・座り動作のキネマティックス 峯　孝友 H27.11.13

第50回日本理学療法学術大会 カンバーセッション・マップを用いた糖尿病教室 仲　徹 H27.11.14

Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｏｐｔｈａｌｍｏｇｙ Changes in the Consumed Volume of Antiglaucoma Drugs and IOP With the Use of the Eye Drop Aid for 2years 小林　博 H27.11.15

日本医療マネジメント学会 トイレ表示と説明による効果の検証 渡邉　めぐみ H27.11.21

日本医療マネジメント学会 虫垂炎緊急パスを見直して 上村　百恵 H27.11.21

第25回山口県理学療法士学会 脳卒中後の上肢麻痺に対する硬膜外運動野刺激療法の治療効果 原　昌司 H27.11.22

第25回山口県理学療法士学会 片麻痺患者における歩行時の経時的変化について 田上　幸生 H27.11.22
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第25回山口県理学療法士学会 人工関節全置換術施行患者における術前患者報告 楫野　允也 H27.11.22

第26回山口県理学療法士学会 跨ぎ距離と歩行速度がプラトーに達するまでの期間について 田上　幸生 H27.11.22

第13回漢語研究学会学術総会 脊椎麻痺で経尿道的膀胱腫瘍切除術を受ける患者の看護 瀧本　梨菜 H27.11.28

第26回日本リウマチ学会 悪性腫瘍の治療中の、ＲＡのコントロール不良例に対する生物学的製剤の使用 坂田　絵馬 H27.12.5

第113回日本内科学会中国地方会 アミロイドーシスの1例 於久　祐太朗 H27.12.12

第33回中部日本手外科研究会 手指末節骨発生軟骨肉腫 伊原　公一郎 H28.1.23

第39回　日本脳神経ＣＩ学会総会 末梢動脈病変診断における３Ｄ－ＣＴＡのpitfall 山下　勝弘 H28.1.29

第39回　日本眼科手術学会 線維柱帯切開術後の前房出血抑制の試み 小林　博 H28.1.30

第14回　山口Neurosurgical conference 1.5T MRIによる3次元画像の有用性と限界 山下　勝弘 H28.2.6

第43回日本集中治療学会学術総会 当院ＩＣＵ朝カンファレンスから病棟ＮＳＴへ 父川　拓朗 H28.2.13

第46回日本人工関節学会 観戦との鑑別を要した関節リウマチの治療経験 伊達　亮 H28.2.26


