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発表・講演

本資料の公開にあたり同意確認ができてない方の姓名には＊を付しています。



内　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 当院におけるサムスカ錠の使用経験について 石飛朋和 大塚製薬㈱広島支店 広島 2015/5/11

座談会 肝性浮腫の治療と対策 石飛朋和
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊

メディカルトリビューン
広島エリア座談会

広島 2015/6/2

講演 慢性膵炎診療ガイドライン2015に関する勉強会 石飛朋和 鍋島由宝 味の素製薬株式会社勉強会 広島 2015/6/26

講演
急変時のバイタルチェック～そのアプローチには
意味がある～

石橋克彦 昭和大学江東豊洲病院講演会 東京 2015/6/3

口演
急性心不全におけるクリニカルシナリオと利尿薬
～腎機能低下を回避するために～

石橋克彦 中河啓悟 第55回広島循環器病研究会 広島 2015/6/6

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版看護セミナー2015 神戸 2015/4/18

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版看護セミナー2015 札幌 2015/5/30

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版看護セミナー2015 名古屋 2015/10/18

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版看護セミナー2015 東京 2015/11/1

口演
ドックで発症前後から治癒経過を観察できた好酸
球性食道炎の一例

金　宣眞
＊＊＊＊,鍋島由宝,＊＊＊＊,中河啓悟,
石橋克彦,河村寛

日本消化器がん検診学会
中国四国地方会,

中国四国地方胃集検の会
広島 2015/11/28

口演
ペースメーカ植込み術後に発症したたこつぼ型心
筋症の一例

石橋克彦 中河啓悟
第107回日本循環器学会

中国地方会
広島 2015/11/28

口演
DICを併発した敗血症ショックにカルペリチド投与
が有用であった一例

石橋克彦 中河啓悟
第107回日本循環器学会

中国地方会
広島 2015/11/28

口演 アスピリンによるcollagenous colitisの一例 中河啓悟 石橋克彦
第107回日本循環器学会

中国地方会
広島 2015/11/28



内　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

口演
アスピリンが原因であったcollagenous colitisの一
例

＊＊＊＊
金宣眞,鍋島由宝,＊＊＊＊,中河啓悟,
石橋克彦,河村寛

第104回日本消化器病学会
中国支部例会

岡山 2015/12/5

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版看護セミナー2015 大阪 2015/12/6

講演
魔法でもトリセツでもない
クリニカルパスの現状と未来

石橋克彦
広島記念病院

地域医療従事者研修会
広島 2016/3/24

座長 地方都市における消化器内科医 金宣眞 NEZT GI フォーラム　2016 広島 2016/6/23

口演 ダビガトラン起因性食道炎の3症例 最上文子 金宣眞,＊＊＊＊,鍋島由宝,河村寛
第117回日本消化器病学会

中国支部例会
岡山 2016/11/12

座長 医療安全（口演） 石橋克彦
第18回日本医療マネジメント

学会
福岡 2016/4/22

講演
話題の循環器病薬、臨床現場での使用感～
NOACと水利尿薬について～

石橋克彦
第28回

広島循環器フォーラム
広島 2016/5/19

口演
肝細胞癌TACE不応例に対する肝動注化学療法
とソラフェニブの比較

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊

第52回肝臓総会 千葉 2016/5/19

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2016 神戸 2016/5/28

講演
急変時のバイタルチェック～そのアプローチには
意味がある～

石橋克彦 昭和大学江東豊洲病院講演会 東京 2016/6/1

口演
内視鏡処置後の膵癌患者に起こったショックバイ
タルを一元的に説明できるか

石橋克彦 中河啓悟 第57回広島循環器病研究会 広島 2016/6/4

口演
肝外転移非合併進行肝癌に対するソラフェニブ導
入時期の検討

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊

第52回肝癌研究会 東京 2016/7/2

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2016 名古屋 2016/8/27



内　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2016 東京 2016/9/24

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2016 福岡 2016/10/8

口演 永続性心房細動＆ふらつき感にだまされる 石橋克彦 中河啓悟
第79回抄読会

（広島湾岸地区病病連携）
広島 2016/10/13

講演 心不全と虚血性心疾患の薬物療法 石橋克彦 興和創薬株式会社社内研修会 広島 2016/11/17

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2016 名古屋 2016/10/19

座長 院内パス：運用４ 石橋克彦 第17回日本クリニカルパス学会 金沢 2016/11/26

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2016 大阪 2016/12/10

講演 DIC治療におけるリコモジュリンの立ち位置 石橋克彦
旭化成ファーマ株式会社

社内研修会
広島 2017/1/17

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2016 東京 2017/1/22

講演
心房細動の抗凝固療法～これが「超リアルワー
ルド」だ！～

石橋克彦 第一三共株式会社社内研修会 広島 2017/5/18

講演
急変のミカタ2017～フィジカルはいつも最高密度
の青色だ～

石橋克彦 昭和大学江東豊洲病院講演会 東京 2017/6/7

口演
ソフォスブビル・レジパスビル併用療法の成績と
脂質代謝への影響について

菅宏美 第53回日本肝臓学会総会 広島 2017/6/8

ポスター・
口演

新判定基準を用いた肝疾患サルコペニア診断と
血中ロイシン濃度との関係性

鍋島由宝 ＊＊＊＊，河村寛 第53回日本肝臓学会総会 広島 2017/6/9



内　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

口演
当院における心房細動の抗凝固療法の実態―
Fushimi AF Registryとの比較

石橋克彦 中河啓悟 第59回広島循環器病研究会 広島 2017/6/10

口演
当院における直接作用型抗ウイルス薬の治療成
績の検討

最上文子 鍋島由宝，＊＊＊＊，金宣眞，河村寛
第107回日本消化器病学会中国

支部例会
広島 2017/6/17

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2017 神戸 2017/7/22

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2017 静岡 2017/8/7

講演 たとえで覚える！もう忘れない心電図 石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2017 東京 2017/8/19

講演
臨床におけるDOACの立ち位置～心房細動と静
脈血栓塞栓症～

石橋克彦 バイエル株式会社社内研修会 広島 2017/10/5

ポスター・
口演

心房細動患者に発症した多発脳梗塞とTrousseau
症候群

石橋克彦
最上文子，菅宏美，鍋島由宝，金宣眞，
中河啓悟，河村寛

第70回広島医学会総会 広島 2017/11/12

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2017 名古屋 2017/11/25

座長 内科系疾患 石橋克彦 第18回日本クリニカルパス学会 大阪 2017/12/1

口演
内科系パス増加への新たな取り組み～心不全治
療パスを用いて～

石橋克彦 李捺希，中村直哉，酒井美奈子，河村寛 第19回日本クリニカルパス学会 大阪 2017/12/1

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2017 岡山 2017/12/17

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2017 神戸 2018/1/20

座長 糖尿病による血管内皮障害 石橋克彦 ＊＊＊＊（広島大学病院） 糖尿病の大血管障害を考える会 広島 2018/1/22



内　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演
ミラクル★キャッチ 急変のみかた
～そのアプローチには意味がある～

石橋克彦 メディカ出版教育セミナー2017 東京 2018/2/24

口演 Meckel憩室穿孔の一例 趙　成大
野村元宣，鍋島由宝，金　宣眞，小出　圭，
河村　寛

第112回日本消化器病学会中国
支部例会

広島 2019/11/30

座長 一般演題 金　宣眞
第123回　日本消化器内視鏡学

会中国支部例会
広島 2019/11/30

口演 胃ESD中迷走神経反射で心肺停止となた1例 内藤文子
金宣眞，菅宏美，鍋島由宝，越智秀典，河
村寛

第122回　日本消化器内視鏡学
会中国支部例会

広島 2019/6/30



小児科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 赤ちゃん・子どもに行うアロマセラピーについて 横山信子
第20回日本アロマセラピー学会

学術総会
大阪 2017/10/29



小児外科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

口演 腸重積症を起こした若年性ポリポージスの１例 秋山　卓士 第59回中国四国小児がん研究会 高知 2018/4/13～14

ポスター
発表

小児慢性機能性便秘症患児に対する痲子仁丸
投与の経験

秋山　卓士
第121回日本小児科学会学術集

会
福岡 2018/4/20～22

ポスター
発表

就学期以降の胆道閉鎖症患児の社会生活につ
いての検討

秋山　卓士 ＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊ 第55回日本小児外科学術集会 新潟 2018/5/30～6/1

座長 ポスターセッション新生児35 秋山　卓士 第55回日本小児外科学術集会 新潟 2018/5/30～6/1

講演
こどもの栄養
－経腸栄養を中心にー

秋山　卓士
大塚製薬工場広島支店　社内研

修会
広島 2018/6/12

口演
当院における小児慢性機能性便秘症症例の検
討

秋山　卓士
第171回日本小児科学会広島地

方会
広島 2018/6/17

口演
両側停留精巣と陰茎策を認めた 46XX/YY 染色
体モザイクの１症例

秋山　卓士
第27回日本小児泌尿器科学会学

術集会
金沢 2018/6/26～28

座長 ポスターセッション水腎症１ 秋山　卓士
第27回日本小児泌尿器科学会学

術集会
金沢 2018/6/26～28

講演 こどもの便秘 秋山　卓士 第511回広島市小児科医会例会 広島 2018/9/12

座長 教育講演：小児肝移植の現状とこれから 秋山　卓士
第45回日本小児栄養消化器肝臓

学会
さいたま 2018/10/7

口演
小児便秘症患児における麻子仁丸の有効性の
検討

秋山　卓士
第45回日本小児栄養消化器肝臓

学会
さいたま 2018/10/7

講演 こどもの便秘 秋山　卓士 ＥＡファーマ社内講演会 広島 2018/10/31

座長 予後・長期フォローアップ 秋山　卓士 第45回日本胆道閉鎖症研究会 久留米 2018/11/3



小児外科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

口演 遺糞症を伴った小児重症便秘症の1例 秋山　卓士
第172回日本小児科学会広島地

方会
広島 2018/12/16

ポスター
発表

当院における小児機能性便秘症症例の検討 秋山　卓士
第122回日本小児科学会学術集

会
金沢 2019/4/19～21

座長 一般演題14　胸部 秋山　卓士 第56回日本小児外科学術集会 久留米 2019/5/23～25

口演発表
自己肝生存胆道閉鎖症例における妊娠・出産の
臨床的検討

秋山　卓士 第56回日本小児外科学術集会 久留米 2019/5/23～25

口演発表
小児慢性便秘症におけるポリエチレングリコール
の使用経験

秋山　卓士
第33回日本小児ストーマ・排泄・

創傷管理研究会
岡山 2019/6/15

口演発表
小児慢性便秘症におけるポリエチレングリコール
の使用経験

秋山　卓士
第173回日本小児科学会広島地

方会
広島 2019/6/16

講演
胆道閉鎖症の子供たち
－長期に生存している子供たち－

秋山　卓士
胆道閉鎖症の子供を守る会広島

支部会
広島 2019/8/17

講演
便秘について
－こどもの便秘・おとなの便秘－

秋山　卓士 中電病院オープンカンファレンス 広島 2019/10/31

口演発表 発達障害を伴った慢性機能性便秘症症例の検討 秋山　卓士
第46回日本小児栄養消化器肝臓

学会
奈良 2019/11/2

講演 「こどもの便秘」 秋山　卓士 岡山県小児科医会研修会 岡山 2019/11/16

口演発表
小児慢性便秘症におけるポリエチレングリコール
の使用経験(第２報）

秋山　卓士
第１７４回日本小児科学会広島地

方会
広島 2019/12/15

講演 「こどもの便秘」 秋山　卓士 広島県小児科医会総会 広島 2020/1/12

講演
「こどもの便秘- スルーとうんちを出して，親も子
もうれし～な」

秋山　卓士 松山小児科会 松山 2020/1/21



小児外科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演
「こどもの便秘- スルーとうんちを出して，親も子
もうれし～な」

秋山　卓士 慢性便秘症学術講演会 広島 2020/2/8

口演発表
小児慢性機能性便秘症におけるポリエチレングリ
コール製剤の使用経験

秋山　卓士
第50回日本小児消化管機能研究

会
金沢 2020/2/15



外　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般演題
脂肪肝は肝星細胞の活性化を通し，肝細胞癌の
進展を促進する

＊＊＊＊
＊＊＊＊， ＊＊＊＊， ＊＊＊＊， ＊＊＊
＊， ＊＊＊＊

第１１５回日本外科学会
定期学術集会

名古屋 2015/4/17

一般演題 大腸癌肝転移機序におけるh-pruneの役割 ＊＊＊＊
＊＊＊＊, ＊＊＊＊, ＊＊＊＊, ＊＊＊＊,
＊＊＊＊, ＊＊＊＊, ＊＊＊＊

第１１５回日本外科学会
定期学術集会

名古屋 2015/4/18

ポスター
Risk of Obesity to Vascular Invasion of
Hepatocellular Carcinoma

＊＊＊＊
＊＊＊＊,＊＊＊＊,＊＊＊＊,＊＊＊＊,＊
＊＊＊,＊＊＊＊

第７０回日本消化器外科学会
総会

浜松 2015/7/15～17

一般演題
(ﾎﾟｽﾀｰ)

肥満がウイルス性肝細胞癌に及ぼす影響 ＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊
＊＊

第５１回日本肝癌研究会 神戸 2015/7/23～24

一般演題
(ﾎﾟｽﾀｰ)

ウイルス性肝炎を背景とした肝細胞癌における
肥満が及ぼす予後の違い

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊
＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊

第２３回ＪＤＤＷ 東京 2015/10/8～11

一般演題
(ﾎﾟｽﾀｰ)

非ウイルス性肝癌の背景と予後因子の検討 ＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊

第２４回ＪＤＤＷ 神戸 2016/11/3～6

一般演題
(ﾎﾟｽﾀｰ)

肝細胞癌転移の予測因子 ＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊

第１１６回日本外科学会
定期学術集会

大阪 2016/4/14～16

一般演題
h-Prune is associated with poor prognosis and
epithelial-mesenchymal transition in patients
with colorectal liver metastases.

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊

テキサス大学MDアンダーソン
がんセンター合同シンポジウム

広島 2016/7/22

一般口演 当院における急性胆のう炎治療の現状について ＊＊＊＊ 小出圭，徳永真和
広島市医師会　レビューシリーズ

28
広島 2017/6/21

一般演題
当院における急性胆嚢炎早期治療に対する取り
組み

橋本慎二 小出圭，徳永真和 第70回広島医学会総会 広島 2017/11/12

一般口演
Krasシグナル系を介したゲノム安定性を背景とし
た大腸癌自然発生マウスモデルの作製と腫瘍形
成の解析

斎藤　保文
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊

第119回日本外科学会定期学術
集会

大阪 2019/4/20

講演 当院における急性胆嚢炎治療の現状について 小出　圭 ホワイト会 広島 2019/7/11

講演 当院における急性胆嚢炎治療の現状について 小出　圭 第一内科　二水会 広島 2019/7/16



外　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演
オクトレオスキャン術前診断に有用であった微小
直腸神経内分泌腫瘍の直腸間膜リンパ節転移の
1切除例

斎藤　保文
＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊．＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊
＊＊，＊＊＊＊

第74回日本大腸肛門病学会学術
集会

東京 2019/10/11

一般口演
早期大腸癌の発生におけるシンバイオティクスの
影響

斎藤　保文
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊

第92回日本大腸癌研究会 広島 2020/1/24



整形外科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般講演 RAO後のTHAの検討 高橋和寛 ＊＊＊＊，濱木隆成，＊＊＊＊，岩森　洋 第42回広島股関節研究会 広島 2015/7/4

一般講演
寛骨臼回転骨切り術後の人工股関節置換術の
経験

高橋和寛 ＊＊＊＊，濱木隆成，＊＊＊＊，岩森　洋 第42回日本股関節学会 大阪 2015/10/31

一般講演 のぞみ会　設立10周年記念　医療講演会 岩森　洋
ＮＰＯ法人のぞみ会
（変形性股関節症の会）

広島市 2015/6/13

一般講演
「股関節の病気を学ぶ」
～いつまでも健やかに歩き生きるために～

岩森　洋 市民講座「運動器疾患と予防」 広島 2015/10/18

一般講演 小児の一過性大腿骨頭萎縮症が疑われた症例 濱木隆成 高橋和寛，＊＊＊＊，＊＊＊＊，岩森　洋 第43回広島股関節研究会 広島 2015/12/19

一般講演
寛骨臼関節唇損傷に対する保存療法の治療効
果

＊＊＊＊ 高橋和寛，村上弘明，岩森洋
第8回日本関節鏡・膝・スポーツ

整形外科学会
福岡 2016/7/28

一般講演 大腿骨董すべり症の治療 岩森　洋 安佐地区整形外科医会 広島 2016/6/9

一般講演 高齢者の股関節疾患 岩森　洋 大竹市医師会 大竹 2016/7/22

一般講演 当院における大腿骨ステム周囲骨折の治療経験 高橋和寛 ＊＊＊＊，新本誠一郎，岩森洋 第45回広島股関節研究会 広島 2016/12/3

一般講演 高齢者の寛骨臼骨折の一例 蜂須賀　晋 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第45回広島股関節研究会 広島 2016/12/3

一般講演 自己血輸血における医師と看護師の協力体制 高橋和寛 第30回日本自己血輸血学会 横浜 2017/3/10

一般講演 Kyocera Perfix HAステムの長期（15年以上）成績 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第46回広島股関節研究会 広島 2017/7/1

一般講演 自己血輸血における医師と看護師の役割 高橋和寛
第77回日本自己血輸血学会教育

セミナー
広島 2017/7/1



整形外科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般講演 多発外傷に伴う開放性ピロン骨折の一例 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第17回西中国外傷研究会 広島 2017/9/30

一般講演
一期的に人工股関節置換術を行った骨脆弱性を
伴う高齢者寛骨臼骨折の一例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第44回日本股関節学会 東京 2017/10/20

一般講演
当院における骨盤傾斜角が30度以上の症例に
対するDual Mobility Cupの治療経験

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第47回広島股関節研究会 広島 2017/11/25

一般講演
当院における骨盤傾斜角が30度以上の症例に
対するDual Mobility Cupの治療経験

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第48回日本人工関節学会 東京 2018/2/23

一般講演 高齢者の自己血輸血 高橋和寛 第31回日本自己血輸血学会 大阪 2018/3/9

一般講演 治療に難渋した脆弱性骨盤骨折の一例 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第19回西中国外傷研究会 広島 2018/4/7

一般講演
大腿骨頚部骨折後DVT予防に使用したエドキサ
バンがARDSの誘因となったと考えられる一例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第234回広島整形外科研究会 広島 2018/4/14

一般講演
大腿骨頚部骨折後DVT予防に使用したエドキサ
バンがARDSの誘因となったと考えられる一例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋
第130回中部日本整形外科災害

外科学会
松山 2018/4/21

一般講演 当院における急速破壊型股関節症の治療成績 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第48回広島股関節研究会 広島 2018/6/23

一般講演
足関節捻挫に伴う内外果剥離骨折の診断におけ
る超音波画像装置の使用経験-レントゲンとの比
較-

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第44回日本骨折治療学会 岡山 2018/7/7

一般講演 Kyocera Perfix HAステムの長期（15年以上）成績 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第45回日本股関節学会 名古屋 2018/10/27

一般講演
M/Lテーパーキネクティブステム(Zimmer-
Biomet)の術後5年成績

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第49回日本人工関節学会 東京 2019/2/15

一般講演
中電病院における貯血式自己血輸血の現在過
去未来

高橋和寛 第32回日本自己血輸血学会 東京 2019/3/8



整形外科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般講演
術後23年経過しライナーとカップの破損を認めた
一例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋
第132回中部日本整形外科災害

外科学会
津 2019/4/6

一般講演 自己血輸血の実施管理体制確立にむけて 高橋和寛 第67回日本輸血・細胞治療学会 熊本 2019/5/24

一般講演 自己血輸血における医師と看護師の協力体制 高橋和寛
第93回日本自己血輸血学会教育

セミナー
広島 2019/6/29

一般講演 臼蓋に塊状骨移植を行ったTHAの15年成績 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第50回広島股関節研究会 広島 2019/7/6

一般講演 当院における急速破壊型股関節症の治療成績 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第236回広島整形外科研究会 広島 219/7/20

一般講演
急速破壊型股関節症に対するTHAの術後成績に
手術時間が与える影響

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第46回日本股関節学会 宮崎 2019/10/25

一般講演 大腿骨転子部骨折の分類 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第7回Hiroshima Trauma Seminar 広島 2019/11/9

一般講演
大腿骨転子部逆斜骨折に対して人工骨頭置換術
を行った2例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第7回Hiroshima Trauma Seminar 広島 2019/11/9

一般講演
巨大な骨欠損を有する寛骨臼側インプラントのゆ
るみに対してSchneider Cup および腓骨，同種骨
を用いて再置換術を行った2例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 第51回広島股関節研究会 広島 2019/12/7



産婦人科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 新型出生前検査について 正路貴代 中電病院オープンカンファレンス 広島 2015/7/9

口演
A large fetal lymphangioma of the chest with
ascites identified in the second trimester of
pregnancy

佐々木晃 三春範夫，正路貴代 第６７回日本産科婦人科学会 横浜 2015/4/9

口演
妊娠中期に判明した胎児腹水を伴う巨大な胸部
リンパ管腫の一例

佐々木晃 三春範夫，正路貴代 第５１回日本周産期新生児学会 福岡 2015/7/10

口演
羊水検査で正常核型を診断後出生児の検査で２
１番染色体異常が判明した１例

正路貴代 三春範夫，佐々木晃 第５１回日本周産期新生児学会 福岡 2015/7/10

口演
非交通性副角子宮により巨大卵巣内膜症性嚢胞
を繰り返した若年女性の１例

佐々木晃 三春範夫，＊＊＊＊，正路貴代 第６６回広島産科婦人科学会 広島 2015/8/3

口演
無侵襲的出生前遺伝学的検査開始後の当院に
おける出生前診断の現状

三春範夫 正路貴代，佐々木晃，＊＊＊＊
第２２回遺伝性疾患に関する

出生前診断研究会
福岡 2015/10/3

口演
羊水検査で正常核型を診断後出生児の検査で２
１番染色体異常が判明した１例

正路貴代 三春範夫，＊＊＊＊，佐々木晃 第６０回日本人類遺伝学会 東京 2015/10/14

口演
１４番染色体に過剰領域を認めたnuchal
translucencyの一例

三春範夫 正路貴代，佐々木晃，＊＊＊＊ 第１回産婦人科遺伝子診療学会 長崎 2015/12/18

口演
無侵襲的出生前医学的検査開始後の当院にお
ける出生全前診断の現状

佐々木晃 三春範夫，＊＊＊＊，正路貴代
第68回日本産科婦人科学会

総会
東京 2016/4/23

口演
当科で経験した異所性妊娠に対して腹腔鏡手術
を行った2例

＊＊＊＊ 三春範夫，正路貴代，佐々木晃 第69回中国四国産科婦人科学会 高松 2016/9/25

口演
A present situation of prenatal diagnosis in our
hospital after non invasive prenatal genetic
testing has started

正路貴代 三春範夫，＊＊＊＊，佐々木晃
The 13th internationalCongress

of Human Genetics
京都 2016/4/6

講演 産婦人科臨床遺伝の最前線　出生前診断 三春範夫
第69回日本産科婦人科学会

総会
広島 2017/4/16

口演
Nt肥厚を認めた染色体正常例における胎児心臓
超音波検査の検討

正路貴代 三春範夫，佐々木晃
第69回日本産科婦人科学会

総会
広島 2017/4/16



産婦人科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 出生前遺伝学的検査とその倫理的問題について 三春範夫
平成29年度母体保護法指定医研

修会
広島 2017/6/4

口演
全エクソーム解析で診断したosteogenesis
imperfectaの1例

三春範夫 正路貴代，佐々木晃
第24回遺伝性疾患に関する
出生前診断研究会

久留米 2017/9/9

口演
NIPT で偽陽性・判定保留を示したvanishing twin
症例の経時的解析

三春範夫 正路貴代，佐々木晃
第3回 日本産科婦人科遺伝診療

学会 学術講演会
淡路 2017/12/16

口演
妊娠中に子宮筋腫核出術を行い嵌頓する子宮を
整復した子宮筋腫合併妊娠の2例

＊＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，内
藤博之

第70回日本産科婦人科学会学術
講演会

仙台 2018/5/10～12

口演
妊娠22週未満での前期破水による羊水過少例の
予後

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊
＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
内藤博之

第70回日本産科婦人科学会学術
講演会

仙台 2018/5/10～12

口演 若年者の悪性及び境界悪性腫瘍の検討 ＊＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊
＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，内
藤博之

第70回日本産科婦人科学会学術
講演会

仙台 2018/5/10～12

ポスター
当院における出生前診断の現状（ＮＩＰＴ実施後の
状況）

三春範夫 正路貴代，内藤博之
第43回日本遺伝カウンセリング学

会学術集会
札幌 2019/8/2～4



皮膚科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 「かゆみ」の対処について ＊＊＊＊ 中電病院オープンカンファレンス 広島 2015/7/9

一般口演 Dilated pore of winerの３例 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊ 第138回広島地方海 広島 2016/3/6



泌尿器科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演
当院における低用量BCG膀胱内注入療法の臨
床的検討

武本健士郎 ＊＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊ 第106回日本泌尿器科学会総会 京都 2018/4/20

一般口演
histological variantは腎尿管全摘除術後の上部
尿路上皮癌の予後因子となるか

武本健士郎
＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊
＊，三田憲明

第70回西日本泌尿器科学会総会 長崎 2018/11/3

ポスター 当院における2017年度入院手術統計 武本健士郎 三田憲明
第164回日本泌尿器科学会広島

地方会
広島 2018/12/15

口演
ロボット支援前立腺全摘除術後に発症する尿失
禁におけるＱＯＬを低下させる患者要因の探求

栗村　嘉昌
＊＊＊＊，＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，
＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊
＊＊＊＊，＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊

第107回日本泌尿器科学会総会 名古屋 2019/4/19

口演 当院における精索静脈瘤に対する手術成績 栗村　嘉昌 三田憲明，武本健士郎，＊＊＊＊ 第34階広島泌尿器内視鏡研究会 広島 2019/10/12



眼　科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演 白内障手術が予想外の展開へ 佐々木崇暁 第３５回瀬戸内硝子体クラブIN呉 呉 2015/9/5

一般口演 繰り返す前房蓄膿の１例 佐々木崇暁 第２７３回広島眼科症例検討会
広島大学
広仁会館

2015/10/8

示説
繊維柱帯切除術既往眼に対する繊維柱帯切開
術の治療効果

佐々木崇暁 第６９回日本臨床眼科学会 名古屋 2015/10/24

一般口演 レクトミー既往眼に対するロトミーの効果の検討 佐々木崇暁 ＊＊＊＊ 第７４回広島地方眼科学会
広島大学
広仁会館

2015/11/15



耳鼻咽喉科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

教育講演
めまいについて～耳鼻科医は何を考えながら内
耳性めまい/中枢性めまいの見当を付けていくの
か？

藤井　守 なし 元安会 広島 2015/7/25



麻酔科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

ポスター
全身麻酔下超緊急帝王切開術の娩出児アプ
ガースコアに与える因子の分析

讃岐美佳子
＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、藤井聖士

第65回日本麻酔科学会総会 横浜 2018/5/17～19



放射線科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

教育講演 ＰＥＴ検査について  辻村　真嗣 広島国際大学診療放射線学科 東広島 2015/4/23

一般口演 背部痛の1例 隅田ますみ
第201回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2015/7/23

教育講演 放射線科より 丸川和志 第15回元安会総会 広島 2015/7/25

一般口演 手掌に生じた腫瘍の1例 秦　良一郎
第205回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2015/9/24

一般口演 呼吸苦の1例 隅田ますみ
第217回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2016/1/28

一般口演
中電病院における乳房専用PET装置Elmammoの
初期使用経験とみえてきた課題

隅田ますみ 第２回広島乳腺外科PET勉強会 広島 2016/2/18

教育講演 腎CT総論 丸川和志
第220回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2016/2/25

一般口演 骨盤内嚢胞性腫瘤の1例 秦　良一郎
第223回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2016/3/24

教育講演 ＰＥＴ検査について  辻村　真嗣 広島国際大学診療放射線学科 東広島 2016/4/19

一般口演 乳房専用PETの画質評価  辻村　真嗣
日本核医学技術学科第28回中

国・四国地方会
今治 2016/6/25

一般口演 巨大腫瘤の1例 隅田ますみ
第235回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2016/7/21

一般口演 乳房専用PETについて 隅田ますみ 第16回元安会総会 広島 2016/7/30

一般口演 当院におけるマンモPET症例のエトセトラ 隅田ますみ 第3回広島乳腺外科PET勉強会 広島 2016/9/15



放射線科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演 マンモPETについて  辻村　真嗣 第32回広島臨床画像研修会 広島 2016/10/29

教育講演 放射線科部長として病院機能評価の経験 丸川和志
第253回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2017/2/16

一般口演 胸壁腫瘤の1例 秦　良一郎
第250回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2017/1/26

一般口演 腹痛，嘔吐，下痢を主訴に救急受診した1例 隅田ますみ
第257回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2017/3/23

教育講演 ＰＥＴ検査について  辻村　真嗣 広島国際大学診療放射線学科 東広島 2017/4/11

一般口演 尿路系異常の1例 秦　良一郎
第262回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2017/5/25

一般口演 検診発見乳癌の1例 隅田ますみ
第270回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2017/7/27

一般口演 マンモPETの基礎と臨床  辻村　真嗣
第30回ひろしま核医学技術検討

会
広島 2017/9/2

一般口演 十二指腸濾胞性リンパ腫の1例 秦　良一郎
第273回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2017/9/21

一般口演
乳房専用PET装置Elmammoで指摘困難な病変に
ついて

隅田ますみ 第4回広島乳腺外科PET勉強会 広島 2017/12/12

一般口演 虫垂粘液性腫瘍(LAMN)の1例 秦　良一郎
第284回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2018/1/25

教育口演 マンモPETについて 隅田ますみ
第287回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2018/2/15

一般口演 マンモPETの使用経験  辻村　真嗣 Elmammoﾃｸﾆｶﾙﾕｰｻﾞｰ会inWest 大阪 2018/3/17



放射線科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演 高精度な乳がん診断に向けて　『マンモPET』 有江　和子
広島県診療放射線技師会　広島

中央支部研修会
広島 2018/3/8

一般口演 めまい，複視で発症した1例 隅田ますみ
第290回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2018/3/15

教育講演 ＰＥＴ検査について  辻村　真嗣 広島国際大学診療放射線学科 東広島 2018/4/17

教育口演 乳房専用PETについて 隅田ますみ ホワイト会 広島 2018/6/14

一般口演
乳房専用PETにおける微小球体の検出能につい
て

 辻村　真嗣
PETサマーセミナー2018in山口湯

田温泉
山口 2018/8/26

一般口演 長引く咳嗽を契機に発見された胸部異常の一例 赤木　元紀
第301回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2018/7/26

一般口演 乳房専用PETにおける収集時間の検討 有江　和子 辻村真嗣，敦賀景子，川崎ゆかり
第14回中四国放射線医療技術
フォーラムCSFRT2018

広島 2018/11/3

教育講演 乳房専用PETの経験 丸川和志
第313回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2019/2/7

一般口演
中電病院における乳房専用PET装置Elmammoの
状況

秦　良一郎 第5回広島乳腺外科PET勉強会 広島 2019/2/14

一般口演 検診で発見された上腹部異常の一例 赤木　元紀
第311回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2019/1/24

一般口演 マンモPETの性能評価  辻村　真嗣 有江　和子 Elmammoﾃｸﾆｶﾙﾕｰｻﾞｰ会inWest 大阪 2019/3/23

一般口演 偶然発見された上腹部異常の一例 赤木　元紀
第317回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2019/3/28

一般口演 長引く消化器症状の一例 赤木　元紀
第323回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2019/5/23



放射線科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演 成熟奇形腫に合併した粘液性境界悪性腫瘍 堀田　昭博
第331回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2019/7/25

教育講演 ＰＥＴ検査について  辻村　真嗣 広島国際大学診療放射線学科 東広島 2019/4/16

一般口演 はじめての乳腺MRI 成田　圭吾
第336回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2019/10/10

一般口演 術後に生じた頭痛の一例 成田　圭吾
第344回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2019/1/23

教育講演 PET-CT装置更新時に際して 丸川和志
第346回広島放射線診断カンファ

レンス
広島 2020/2/6



臨床検査科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

特別講演
私が見た最近10年間の輸血トピックス
メーリングリスト"B-Tran"から

高田　昇
平成28年度広島県合同輸血療法

委員会
広島 2016/6/25

特別講演
HIV感染症はチーム医療
地域連携の時代

高田　昇
札幌病院薬剤師会

平成28年度専門薬剤師セミナー
札幌 2016/10/21

特別講演
何もわからず素手で立ち向かっていた時代，現
在，そして未来

高田　昇
平成28年度
東北ブロック

HIV/AIDS薬剤師研修会
仙台 2016/10/22

講演 HIV感染症の歴史、疫学、治療体制の変遷 高田　昇
成28年度鳥居薬品株式会社

社内勉強会
広島 2016/9/26

口演
ラルテグラビル1日1回レジメンの有用性に関する
考察

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊
＊＊，高田　昇

第30回日本エイズ学会学術集会
演題番号O19-104

鹿児島 2016/11/24-26

口演
広島大学病院におけるHIV感染者の覚醒剤使用
の現状とその再発防止支援

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊
＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，高田　昇

第30回日本エイズ学会学術集会
演題番号O32-176

鹿児島 2016/11/24-27

ポスター
発表

HIV感染症においてサイトメガロウイルス活性化
はカンジダ症の発症に影響を与えるか？

＊＊＊＊ ＊＊＊＊，＊＊＊＊，高田　昇
第30回日本エイズ学会学術集会

演題番号P-008
鹿児島 2016/11/24-28

ポスター
発表

臨床心理士対象初心者向け研修における研修
効果の検討：研修前後の不安の変化と活動参加
意思の変化から

＊＊＊＊

＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊
＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊
＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，高田　昇

第30回日本エイズ学会学術集会
演題番号P-088

鹿児島 2016/11/24-29

講演
研修医のためのエイズ入門(1)HIV感染症の診断
と治療

高田　昇 県立広島病院HIVカンファレンス 広島 2016/9/29

講演
研修医のためのエイズ入門
(2)エイズ指標疾患と免疫再構築症候群の治療

高田　昇 県立広島病院HIVカンファレンス 広島 2016/10/27

講演
研修医のためのエイズ入門(3)HIV検査の勧めと
告知

高田　昇 県立広島病院HIVカンファレンス 広島 2016/12/22

講義
血液疾患の病態と治療
赤血球の病気と出血傾向

高田　昇
広島県立三次看護専門学校

講義
三次 2016/11/11

講義
血液疾患の病態と治療
血液のがん　白血病とリンパ腫と骨髄腫

高田　昇
広島県立三次看護専門学校

講義
三次 2016/11/18



臨床検査科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演
診療所でHIV感染症を診る
10年の歩み

高田　昇 ＊＊＊＊
中国四国エイズ・ブロック
拠点病院定例会議

広島 2016/12/14

講演
広島のエイズは
どうなっているのか？

高田　昇 第331回翠友月例会 広島 2017/3/20

発表
輸血のメーリングリスト
"B-Tran"最近10年の記事から

高田　昇 無
第65回日本輸血・細胞治療学会

総会
千葉 2017/6/24

座長
一般演題口演17
輸血管理・チーム医療

高田　昇 ＊＊＊＊
第65回日本輸血・細胞治療学会

総会
千葉 2017/6/23

発表
広島大学病院のHIV陽性者への心理検査に至っ
た経緯とその後の心理的支援について

＊＊＊＊

＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊
＊＊、＊＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、
＊＊＊＊、＊＊＊＊、高田　昇

第31回日本エイズ学会学術集
会･総会

東京 2017/11/24

発表
抗HIV薬服用中の患者における服薬アドヒアラン
スの維持・向上方法の検討

＊＊＊＊

＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊
＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、
高田　昇

第31回日本エイズ学会学術集
会･総会

東京 2017/11/24

発表
広島大学病院における薬物再乱用防止プログラ
ム導入状況の報告

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊
＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、高
田　昇

第31回日本エイズ学会学術集
会･総会

東京 2017/11/25

発表
エイズのメーリングリスト“J-AIDS”最近10年の記
事から

高田　昇
第31回日本エイズ学会学術集

会･総会
東京 2017/11/25

座長
一般口演演題
021教育・情報，023疫学

高田　昇 ＊＊＊＊
第31回日本エイズ学会学術集

会･総会
東京 2017/11/25

発表
HIV患者におけるニューモシスチス肺炎の一次予
防および二次予防はいつまでするべきか

＊＊＊＊ ＊＊＊＊、＊＊＊＊、高田　昇
第31回日本エイズ学会学術集

会･総会
東京 2017/11/26

発表
受診・服薬継続管理アプリの自己管理機能活用
がHIV陽性者の管理能力に与える影響について
検討

＊＊＊＊

＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊
＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、高田　昇

第31回日本エイズ学会学術集
会･総会

東京 2017/11/26

講演 研修医のためのエイズ入門 高田　昇 県立広島病院研修医レクチャー 広島 2017/11/30



臨床検査科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (1)HIV感染症の病態
と治療

高田　昇 ハーティ薬局勉強会 広島 2017/9/11

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (2)エイズ指標疾患と
合併症の治療

高田　昇 ハーティ薬局勉強会 広島 2017/10/23

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (3)処方提案 模擬患
者へのARTレジメン

高田　昇 ハーティ薬局勉強会 広島 2017/12/4

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (4)HIVの疫学と個別
施策層

高田　昇 ハーティ薬局勉強会 広島 2018/1/22

座長
パネルディスカッション：新鮮凍結血漿の使用状
況について

高田　昇
平成29年度広島県合同輸血療法

研修会
広島 2018/2/17

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (1)HIV感染症の病態
と治療

高田　昇 緑風会薬局勉強会 広島 2018/2/22

講演
平成29年度広島県臨床検査データ標準化事業
報告会＆研修会

橘　南美 広島県臨床検査技師会 広島 2018/2/25

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (2)エイズ指標疾患と
合併症の治療

高田　昇 緑風会薬局勉強会 広島 2018/3/16

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (3)HIV感染症の疫学
と個別施策層について

高田　昇 緑風会薬局勉強会 広島 2018/4/22

講演
薬剤師のためのエイズ入門 (4)エイズ指標疾患と
合併症の治療

高田　昇 緑風会薬局勉強会 広島 2018/5/22

講演 HIV感染症最近の話題とHIV検査 高田　昇
広島市医師会平成30年度エイズ

相談研修会
広島 2018/5/19

口演
当院の過去5年間の輸血後感染症検査実施率の
推移

橘　南美 藤岡和美，福島恵美，中河啓悟，高田　昇
第63回日本輸血･細胞治療学会

中国四国支部例会
山口 2018/9/8

口演
パニック値を呈した患者の生命予後　～あのパ
ニック値の患者はどうなったの？～

田中　翔
柏原悠花，橘　南美，佐藤詩子，藤岡和美，
大隈泰志，吉井恵子，福島恵美，中河啓
悟，高田　昇

平成30年度日本臨床衛生検査技
師会中四国支部医学検査学会

(第51回)
高松 2018/11/24



臨床検査科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

ポスター
発表

エビデンスに基づいた専門職向けHIV検査Q&A
集の作成

＊＊＊＊
＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、高田 昇、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊

第32回日本エイズ学会学術集会 大阪 2018/12/3

口演 薬剤師による小児HIV 感染症患者への服薬支援 ＊＊＊＊
＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、高田 昇、＊＊＊＊、＊＊＊
＊

第33回日本エイズ学会学術集会 大阪 2018/12/2

口演
広島大学病院に初回受診したHIV/AIDS 患者の
服薬開始までの心理的プロセスについて

＊＊＊＊

＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊
＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊
＊＊＊、＊＊＊＊、高田 昇、＊＊＊＊

第34回日本エイズ学会学術集会 大阪 2018/12/2

口演

スティグマはお邪魔（シンポジウム7.HIV医療はど
のように生まれ、どこに向かおうとしているか－薬
害エイズがもたらしたことと、今後求められるもの
－）

高田 昇 第35回日本エイズ学会学術集会 大阪 2018/12/3

口演
受診･服薬継続管理アプリ「せるまね」の活用が
自己管理能力に与える影響(ワークショップ看護
「受信中断者を”ゼロ”にする)

＊＊＊＊

＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊
＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊
＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、高
田 昇

第36回日本エイズ学会学術集会 大阪 2018/12/2

講義
HIV感染症
最近の話題とHIV検査

高田　昇
県立広島病院
研修医レクチャー

広島 2018/11/22

講義
血液疾患の病態と治療
赤血球の病気と出血傾向

高田　昇 広島県立三次看護専門学校講義 三次 2019/2/4,18

講義
血液疾患の病態と治療
血液のがん　白血病とリンパ腫と骨髄腫

高田　昇 広島県立三次看護専門学校講義 三次 2019/2/4,18

特別講演 輸血医療はチーム医療 高田　昇 島根県輸血療法委員会合同会議 出雲 2019/2/16

講演
平成30年度広島県臨床検査データ標準化事業
報告会＆研修会

橘　南美 広島県臨床検査技師会 広島 2019/2/9



ＭＥ管理室

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演
医療機器更新計画ツールの開発　～医療機器管
理システムを利用して～

元山明子
吉山潤一，＊＊＊＊，＊＊＊＊，中河啓
悟，西岡憲吾，＊＊＊＊，＊＊＊＊

第25回日本臨床工学会 福岡 2015/5/23

一般口演 パルスオキシメータに発生した不具合について 吉山潤一
元山明子，＊＊＊＊，中河啓悟，西岡憲
吾，＊＊＊＊

第90回日本医療機器学会 横浜 2015/5/30

一般口演 間接声門視認型硬性喉頭鏡の比較 吉山潤一 元山明子，福島恵美，中河啓悟，西岡憲吾 第6階中四国臨床工学会 高知 2016/12/4

一般口演
医用テレメータにおける近隣
施設からの電波混信を経験して

吉山潤一 元山明子・西岡憲吾・＊＊＊＊・＊＊＊＊ 第92回日本医療機器学会 横浜 2017/6/30

口演
近隣施設からの医用テレメータ電波混信事例の
報告

吉山潤一 医療電波利用中国協議会 広島 2018/3/23

依頼口演
就職活動応援企画・施設紹介「聞いておきたい
CEが働く現場について」

吉山潤一 上木真由美・元山明子
第10回広島県臨床工学技士会

学術大会
広島 2018/5/20

口演
医用テレメータ用チャネル管理ソフトウェアの使
用経験

吉山潤一 上木真由美・元山明子
第10回広島県臨床工学技士会

学術大会
広島 2018/5/20

口演 2施設間での医用テレメータ混信調査の報告 吉山潤一 元山明子・西岡憲吾 第93回日本医療機器学会 横浜 2018/6/1

口演
近隣施設との医用テレメータチャネル管理の取り
組み～電波混信を経験して～

吉山潤一 元山明子・西岡憲吾
第20回日本医療マネジメント学会

学術総会
札幌 2018/6/9

口演 心電図モニタアラームのトラブル事例と対策 吉山潤一
平成30年度医療機器安全基礎講
習会（第40回ME技術講習会）

広島 2018/7/14

口演
AP Scanを用いた睡眠時無呼吸症候群のスク
リーニングへの取り組み

吉山潤一
上木真由美・元山明子
中河 啓悟・石橋 克彦

第8回中四国臨床工学会 徳島 2018/9/29

依頼口演 医療機器管理各施設の現状～中電病院～ 吉山潤一 齋藤悠・元山明子 第1回医療機器セミナー 広島 2018/11/3

口演
AP Scanを用いた睡眠時無呼吸症候群のスク
リーニングへの取り組み

吉山潤一 元山明子・中河 啓悟・石橋 克彦 第29回日本臨床工学会 盛岡 2019/5/18



ＭＥ管理室

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

依頼公演
医用テレメータにおける近隣施設からの電波混
信の経験と当院の取り組み

吉山潤一 第94回日本医療機器学会大会 大阪 2019/6/14

依頼口演 心電図モニタアラームのトラブル事例と対策 吉山潤一
2019年度医療機器安全基礎講習
会（第41回ME技術講習会）

広島 2019/7/28

一般口演
エレベーター更新後に超音波診断装置にノイズ
が混入した事例

元山明子
吉山潤一・松尾安未・讃岐美佳子・福島恵
美

第48回日本医療福祉設備学会 東京 2019/11/21



リハビリテーション科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

司会
教育講演
　　医療情報の管理と活用

梶村政司 第50回日本理学療法学術大会 東京 2015/6/7

講演
市民公開講座
  介護予防でいきいき生活
  ～早期発見！老年症候群

小川健太郎
広島県理学療法士会
「市民公開講座」

広島 2015/7/12

講演
災害時に
リハビリ専門職種ができること

梶村政司 第1回JRAT広島研修会 広島 2015/8/22

講演
失敗しない社会人生活の送り方
（数字力で目標を設定する）

梶村政司
第8回理学療法
リーダー研修会

広島 2015/9/11

講演 地域包括ケアシステム概論 梶村政司
日本理学療法学生協会

中国支部
広島 2015/9/19

講演
事故予防方策講習会
（スポーツ外傷,障害予防）

山本真士 広島県警察本部 広島 2015/10/19

講演 将来に向けた日本理学療法士協会の取り組み 梶村政司
公益社団法人　広島県理学療法

士会
広島 2015/11/22

講演 介護予防推進リーダー研修会 小川健太郎
広島県理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士会
福山 2015/11/22

講演 運動器疾患の理学療法 児玉直哉
公益社団法人　広島県理学療法
士会　新人教育プログラム研修

会
広島 2015/7/12

一般口演
ハムストリングに対する ジャックナイフストレッチ
と長座体前屈の ストレッチ効果の比較・検討

川口和泰 日本運動器科学会 宮崎 2015/7/4

一般口演
(ポスター)

当院におけるハンドヘルドダイナモメーターを用
いた股関節周囲筋力測定の信頼性

松岡峻之 山本真士，梶村政司 第20回広島県理学療法士学会 広島 2015/12/13

講演 介護予防推進リーダー研修会 小川健太郎
広島県理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士会
広島 2016/1/24

一般口演
(ポスター)

認知症大腿骨近位部骨折患者への生活行為向
上マネジメントの導入

廉奈央子 木村謙吾，信藤ゆかり 第21回広島県作業療法学会 三原 2016/3/6



リハビリテーション科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演
(ポスター)

生活行為向上マネジメントを用いて余暇的生活
行為が再開した1症例

木村謙吾 廉奈央子，信藤ゆかり 第21回広島県作業療法学会 三原 2016/3/6

講演 組織力を高める 梶村政司
公益社団法人　広島県理学療法

士会
広島 2016/3/12

講演
災害時に
リハビリ専門職種ができること

梶村政司 第2回JRAT広島研修会 広島 2016/8/28

一般口演
人工股関節置換術の術前機能が入院中の活動
量に影響するか
―歩数による検討―

小林功宜 ＊＊＊＊，梶村政司
第30回中国ブロック理学療法士

学会
倉敷 2016/9/3

講演 災害理学療法 梶村政司 日本理学療法学生協会 神戸 2016/9/10

講演 医療政策論（参議院選挙から見えたこと） 梶村政司
公益社団法人　広島県理学療法

士会
広島 2016/9/28

講演
事故予防方策講習会
（スポーツ外傷,障害予防）

山本真士 広島県警察本部 広島 2016/10/4

講演
2020年に向けて日本理学療法士協会としての取
り組み

梶村政司
日本身体障害者補助犬学会「第9

回学術大会」
神戸 2016/10/31

一般口演
(ポスター)

人工股関節置換術後患者の身体活動量回復の
予後予測

小川健太郎 ＊＊＊＊，梶村政司 第43回日本股関節学会学術集会 大阪 2016/11/4

一般口演
(ポスター)

ハンドヘルドダイナモメーターを用いた股関節外
旋筋力の信頼性

児玉直哉 小川健太郎，梶村政司 第43回日本股関節学会学術集会 大阪 2016/11/5

発表 国際医療技術財団における災害医療研修 梶村政司 第22回日本集団災害医学会 名古屋 2017/2/14

一般口演
(ポスター)

ＭＴＤＬＰを介護職が主体で活用した症例 木村謙吾 廉奈央子 第22回広島県作業療法学会 福山 2017/3/6

一般口演
(ポスター)

人工股関節置換術患者における外出時の不安
調査

山本真士 第52回日本理学療法学術大会 千葉 2017/5/13



リハビリテーション科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演
失敗しない社会人生活の送り方
（数字力で目標を設定する）

梶村政司
第10回理学療法
リーダー研修会

広島 2017/9/8

座長 病棟・組織運営４ 梶村政司
リハビリテーション・ケア合同研究

大会
久留米2017

久留米 2017/10/21

司会 医療政策研修会 梶村政司 公社）広島県理学療法士会 広島 2017/10/29

座長 運動器講演① 小川健太郎 第22回広島県理学療法士学会 広島 2017/12/3

講演
事故予防方策講習会
（スポーツ外傷,障害予防）

山本真士 広島県警察本部 広島 2018/2/5

講演
在宅支援に向けたリハビリテーションの実際
～フレイル・ロコモの視点～

小川健太郎
児玉直哉

国泰寺圏域
多職種連携会議

広島 2018/3/16

講演 平時の災害理学療法 梶村政司
第53回日本理学療法学術研修大

会
つくば 2018/5/26

講演
失敗しない社会人生活の送り方
（組織に必要な「数字」とは）

梶村政司
第12回理学療法
リーダー研修会

広島 2018/9/7

講演 組織に必要な目的と目標の管理 梶村政司
広島県理学療法士会
役員勉強会

広島 2018/9/15

講演
災害医療の実際
熊本自身～西日本豪雨災害・北海道自身

梶村政司
JIMTEF災害医療研修会（ベー

シック）
東京 2018/9/23

講演
広島県障がい者スポーツ協会強化指定選手メ
ディカルサポート事業帯同報告会～陸上競技短
距離選手～

児玉直哉
広島県障がい者スポーツ協会強
化指定選手メディカルサポート事

業帯同報告会
広島 2019/2/10

講演
事故予防方策講習会
（スポーツ外傷,障害予防，テーピング実技）

山本真士 広島県警察本部 広島 2019/2/21

講演 理学療法と医療政策 梶村政司 広島県理学療法士連盟 福山 2019/5/30



リハビリテーション科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演
東京2020オリンピック・パラリンピック大会の理学
療法士の関わり

梶村政司
第43回青森県
理学療法士会学会

弘前 2019/6/1

講演
オリンピック・パラリンピックにおける理学療法士
の体制

梶村政司
第23回福井県

理学療法法学術大会
福井 2019/6/2

講演 医療政策論（法律と制度） 梶村政司 広島大学 広島 2019/6/8

一般口演
足袋ソックス着用時の足指把持力および重心動
揺の関連性

長尾大樹
第54回日本予防理学療法学会学

術大会
広島 2019/10/20

講演
広島県障がい者スポーツ協会強化指定選手メ
ディカルサポート事業帯同報告会～陸上競技短
距離選手～

児玉直哉
広島県障がい者スポーツ協会強
化指定選手メディカルサポート事

業帯同報告会
広島 2020/2/9

講演 人工股関節置換術の基礎知識と当院の実際 松岡峻之
令和元年度第2回広島中支部事

例検討会・研修会
広島 2020/2/14

講演
人工股関節置換術後患者に対する外転筋力の
向上を目的とした筋力強化の検討

長尾大樹
令和元年度第2回広島中支部事

例検討会・研修会
広島 2020/2/14

講演 障がい者スポーツと理学療法士の関わり 梶村政司
第回地域リハビリテーション・セミ

ナーin広島
広島 2020/2/16



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

2015年度

口演
レベル別コーチング研修における
教育内容の再評価

佐々木真知子 吉弘　史　五十川愛
第17回日本医療マネジメ
ント学会学術総会

大阪 2015/6/12～13

口演
当院の退院支援の実際
～退院支援計画書から見えるもの
～

西中　艶子 松尾　明子
第17日本医療マネジメン
ト学会学術総会

岡山 2015/6/12～13

口演
工夫する看護～QCストーリーで展
開する

刎元　佳奈
吉弘史　相原忍　川島睦子　酒井
美奈子

第17日本医療マネジメン
ト学会学術総会

大阪 2015/6/12～13

口演

地域包括ケア病棟としての取り組
み　～患者・家族・病院にとってW
ｉｎWｉｎな退院調整・退院支援を
目指して～

豊田　佳枝
砂田千恵　奥本一未　有福一美松
本智美　三浦恵子　堂西和子

平成27年固定チームナー
シング　全国研究集会

兵庫 2015/10/3

講演 禁煙教室 横路　聖加 広島県立西高等学校 広島 2015/8/31

口演 　　魅(見)せる外来看護
～「時間管理」で見出した看護～

山田　由里
山田由里 山本香世 藤原菜穂子
堀かをる 石原裕子 定清昌子

平成27年固定チームナーシ
ング全国研究集会

兵庫 2015/10/3

講演
看護専門職として
キャリアアップ

川島　睦子
広島県看護協会
新人ナース集合研修

広島 2015/5/18

口演
中電病院における 自己血輸血の現
状

山本　香世 川住妙子　高橋和寛
第６３回日本輸血・細胞
治療学会

東京 2015/5/27～30

講演 ストーマ装具とは 堀　かをる
広島県老人福祉施設連盟
医療研修

広島 2015/7/29

講演 事例検討 堀　かをる
第2回日本褥瘡学会広島
県在宅褥瘡セミナー

広島 2015/8/1

講演 灌注排便法 堀かをる
第26回中国ストーマリハ
ビリテーション講習会

広島 2015/10/9



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 実習講師 堀　かをる
第26回中国ストーマリハ
ビリテーション講習会

広島 2015/10/10

講演 禁煙推進講演会 山本　香世 テルモ株式会社 広島 2015/10/19

講演 実習講師 堀　かをる
広島県介護サービス担当
者のためのストーマケア
研修

広島 2015/11/21

示説
TCT（ﾀﾊﾞｺ・ｺﾝﾄﾛｰﾙ・ﾁｰﾑ）10年間
の活動と今後の課題

横路　聖加 山本香世 中河啓悟　石橋克彦
第9回　日本禁煙学会学
術総会

熊本
2015/11/21～

22

口演
手術室における針さし切創対策
～４つの異なる場面のシミュレーション
トレーニングを実施して～

鶴井　徳子 佐々木真知子　畠山文香
第１０回医療の質安全学
会学術集会

千葉
2015/11/22～

23

口演
両親学級が妊娠期の初産婦のパー
トナーに及ぼす効果

大田　真由美 竹内良子　山内京子
第15回広島県看護協会広
島中支部「看護研究発表
会」

広島 2016/2/6

示説
ブラッドを探せ！～分娩室血液汚
染ゼロを目指した 病棟小集団活動
の評価～

百田　裕子 灰田久美子　木村将和 第31回日本環境感染学会 京都 2016/2/19

示説
排液回収時の確実な個人防具使用
への取り組み

濱田　佳江 竹内友規　木村将和　山田真美 第31回日本感染環境学会 京都 2016/2/19～20

示説
広島県における針刺し切創の現状
－広島県ICT活動研修会アンケート
結果から－

木村将和 有田道典 第31回日本感染環境学会 京都 2016/2/19～20

口演
7年間の自己血輸血看護師の取り組
み

山本　香世 川住妙子　高橋和寛
第29回日本自己血輸血学
会学術総会

札幌 2016/3/11～12

口演 自己血採血の管理体制 川住　妙子 山本香世　高橋和寛
第29回日本自己血輸血学
会学術総会

札幌 2016/3/11～12



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

2016年度

口演
退院支援のプロセスが一連で見え
る記録の工夫

西中　艶子
第18日本医療マネジメン
ト学会学術総会

福岡 2016/4/22～23

口演
「患者を“生活者”として捉え自
立を支援した事例」

野村　綾子
白鷺　美妃  柚江　恵子
西中　艶子

第18日本医療マネジメン
ト学会学術総会

福岡 2016/4/22～23

口演
急性期病棟看護師の退院支援への
取り組み
～病棟看護師の意識調査より～

岡川　友香
吉弘史　相原忍
川島睦子　酒井美奈子

第18日本医療マネジメン
ト学会学術総会

福岡 2016/4/22～23

口演
パートナーシップマインドの定着
への取り組み

中村　直哉
岡川友香，吉弘史，相原忍，川島
睦子，酒井美奈子

第18日本医療マネジメン
ト学会学術総会

福岡 2016/4/22～23

口演
看護研究がきっかけで文部科学大
臣賞

山本　香世
広島県看護協会
広島中支部交流会

広島 2016/4/16

講演 保存的治療 堀　かをる
第3回日本褥瘡学会広島
県在宅褥瘡セミナー

広島 2016/7/30

示説
NPO法人主催による看護マネジメン
ト力育成研修会の評価

（他病院） 川島睦子
第20回日本看護管理学会
学術集会

横浜 2016/8/20

口演
認定看護管理者の資質向上のため
に資格取得後のキャリア開発-自己
成長につながる看護塾での役割-

（他病院） 川島睦子
第20回日本看護管理学会
学術集会

横浜 2016/8/20

口演
当院における医療安全活動の
現状と課題

宮地　美樹子
日本医療マネジメント学
会：広島支部学術集会

広島 2016/8/27

口演
自己血輸血に伴う
自己血血管スケールの考案

山本　香世
第40回　血液事業学会
学術総会　教育講演

名古屋 2016/10/4

講演 ストーマ用品について 堀　かをる
広島県介護サービス担当
者のためのストーマケア
研修

広島 2016/10/19



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 灌注排便法 堀　かをる
第27回中国ストーマリハ
ビリテーション講習会

広島 2016/10/20

講演 実習講師 堀　かをる
第27回中国ストーマリハ
ビリテーション講習会

広島 2016/10/21

講演
中電病院の地域包括ケア病棟の紹
介

川島　睦子
医療機関相談員・居宅介
護支援事業所・地域包括
支援センター情報交換会

広島 2016/10/27

口演
看護の質の向上のための業務改善
～申し送り廃止

砂川　和子
玉理里佳　兼重薫子
中村公香　本村美樹　山田真美

平成28年度固定チーム
ナーシング全国研究集会

神戸 2016/10/16

示説
深部静脈血栓治療パスの作成と展
開

岡本　ひかる
中村直哉　岡川友香　吉弘史
山田由里　西中艶子　石橋克彦
岩森洋

第17回日本クリニカルパ
ス学会学術総会

石川 2016/11/25

示説
胃切除術クリニカルパスのバリア
ンス分析

迫　智恵
藤懸紗代　一面貴子　高野典子
西中艶子　小出圭　石橋克彦
岩森洋

第17回日本クリニカルパ
ス学会学術総会

石川 2016/11/26

口演
正しいパス評価を行うために　～
パスドリルを用いて～

笹田 悠希子
第17回日本クリニカルパ
ス学会学術総会

石川 2016/11/26

講演
看護専門職として
キャリアアップ

川島　睦子
広島県看護協会
新人ナース集合研修

広島 2016/5/10

講演
新人ナース集合研修⑤-1

自己の学習課題の発見と取組み
川島　睦子

広島県看護協会
新人ナース集合研修

広島 2017/2/7

講演 軟膏と被覆材について 堀　かをる 広島県在宅褥瘡検討会 広島 2017/1/14

口演
ストーマ脱出と陥没を繰り返し管
理困難な横行結腸双孔式ストーマ
のケア

堀　かをる
日本ストーマ・排泄リハ
ビリテーション学会

名古屋 2017/2/18

示説

皮下埋め込み型中心静脈ポートの
感染管理
～汚染の見える化とゴシゴシの体
得～

竹内　友規
濱田佳江　木村将和　高野典子
有田道典

第32回日本環境感染学会
総会・学術集会

神戸 2017/2/24



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

示説
個人防護具着用率向上への取り組
み ～ブラックライトを用いたオム
ツ交換の演習～

眞竹　里奈
木村将和　高野典子
有田道典

第32回日本環境感染学会
総会・学術集会

神戸 2017/2/24

講演
鎮静剤使用時の静脈炎緩和の取り
組み

大成　清美
第12回広島県消化器内視
鏡技師研究会

広島 2016/11/27

事例検討
会

一般病院で同時期に看取りを迎え
た親子への関わり

白鷺　美妃
第41回　日本死の臨床研
究会

北海道 2016/10/8

講演
地域包括ケア病棟～地域につなぐ
ために～

西中　艶子 国泰寺圏域多職種連携会 広島 2017/3/17

2017年度

口演
院外の地域連携室実務者間との
ネットワーク構築

西中　艶子
酒井美奈子　小出圭
岩森洋

第19日本医療マネジメン
ト学会学術総会

仙台 2017/7/7～8

ポスター
シリンジポンプ・輸液ポンプの安
全使用への取り組み～使用認定制
度導入の評価～

宮地　美樹子
西中艶子　酒井美奈子
岩森洋

第19日本医療マネジメン
ト学会学術総会

仙台 2017/7/7～8

口演
看護倫理問題カンファレンス事例
～過去5年分の倫理区分から見えて
きたもの～

福島　剛
西中艶子　白鷺美妃
上田佳代

第19日本医療マネジメン
ト学会学術総会

仙台 2017/7/7～8

口演

看護師の臨床倫理問題に対する意
識と倫理的行動の変化
―看護科倫理委員会の活動をとお
しての考察―

西中　艶子
柚江恵子　佐々木真知子　高野典
子　川島睦子　酒井美奈子　山内
京子

第48回日本看護学会学術
集会

札幌
2017/10/12～

13

口演
貯血式自己血輸血における 医師と
看護師の協力体制 ～看護師の立場
から～

川住　妙子 山本香世　高橋和寛
第77回日本自己血輸血学

会教育セミナー
広島 2017/7/1



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

口演
看護師による自己血採血の実態と
自己血輸血看護師制度の拡充

山本　香世
第78回日本自己血輸血学

会教育セミナー
大阪 2017/7/15

示説
進化したマニュアル作成作成の取
り組み　～手術室における針刺し
切創事故ゼロを目指して～

灰田　久美子
第6回日本感染管理ネッ
トワーク学会学術集会

函館 2017/5/19～20

示説
産褥入院期間中のお茶会が褥婦に
及ぼす効果の検証

松坂　悠子
百田裕子　山根由未佳　竹内良子
川島睦子　酒井美奈子　山内京子

第48回日本看護学会ヘル
スプロモーション学術集

会
山口 2017/9/22

講演
看護専門職としての
キャリアアップ

川島　睦子
広島県看護協会

新人ナース集合研修
広島 2017/5/22

口演
適切な薬剤管理と
　　ヒューマンエラー防止 宮地　美樹子

広島県看護協会
リスクマネージャー意見

交換会
広島 2017/7/20

講演 手指衛生について 木村　将和
広島市医師会主催

感染キッズセミナー
広島 2017/8/5

口演
記録改善への取り組み～トーク
セッションを企画して～

下見　千寿 江藤和子
第43回日本診療情報管理

学会学術大会
札幌 2017/9/22

講演 感染管理〔実践編〕 木村　将和
広島県看護協会

感染管理〔実践編〕研修
会

広島 2017/9/22

示説

妊産褥婦が助産師・看護師の援助
に対する期待度と満足度に関する
研究
～褥婦満足度調査の結果から～

下田　未来
竹内良子　山内京子（広島文化学
園）

第58回日本母性衛生学会
学術集会

神戸 2017/10/6



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

講演 感染管理 木村　将和
エネルギアケア

出前講座
広島 2017/10/11

口演
ガーゼの体内遺残防止に向けた取
り組み

鶴井　徳子 畠山文香
第31回日本手術看護学会

年次大会
大阪 2017/11/4

口演
手術室の安全の質向上を目指して
～目的別チーム体制の立ち上げ～ 畠山　文香

第31回日本手術看護学会
年次大会

大阪 2017/11/4

口演
クリニカルパスの再考
～看護ケアの質の向上を目指して
～

岡野　あゆみ
迫智恵　藤懸紗代
柿原由花　高野典子
酒井美奈子

第18回　クリニカルパス
学会学術集会

大阪 2017/12/1

講演
自己血輸血に伴う自己血血管ス
ケールの考案と採血体制

山本　香世
マツダ病院輸血療法研修

会
広島 2017/11/9

シンポジ
ウム

学会認定・自己血輸血看護師とし
ての役割
～自己血貯血後のＶＶＲ様症状発
症例から～

川住　妙子 山本香世　高橋和寛
第３１回日本自己血輸血

学会学術総会
大阪 2018/3/9～10

口演
A病院整形外科病棟における転倒転
落事例の分析

上竹　亜美 柚江恵子 第43回広島県病院学会 広島 2018/2/18

口演

A病院看護師の倫理問題に対する意
識と倫理行動の変化
～看護倫理に関するアンケートの
結果から～

柚江　恵子
西中艶子　佐々木真知子　高野典
子　川島睦子
酒井美奈子　山内京子

第17回広島県看護協会広
島中支部　看護研究発表

広島 2018/2/3

講演
新人ナース集合研修⑤-1
自己の学習課題の発見と取組み

川島　睦子
広島県看護協会

新人ナース集合研修
広島 2018/2/15



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

2018年度

口演
看護師による自己血採血の実態と
自己血輸血看護師制度の拡充

山本　香世 川住妙子　高橋和寛
第82回日本自己血輸血学
会教育セミナー

広島 2018/6/2

口演
退院支援クリティカルパスの
作成～退院困難事例へのチャレン
ジ～

岡川　友香
高野　典子，相原　忍
酒井　美奈子

第20回日本医療マネジメ
ント学会学術総会

札幌 2018/6/8

講演
看護専門職としてのキャリアアッ
プ

川島　睦子 広島県看護協会 広島 2018/5/15

講演 手指衛生について 木村　将和
広島感染症ネットワーク

「第2回きっずセミ
ナー」

広島 2018/7/28

座長
第31群（口演）
現任教育・キャリア支援６

酒井　美奈子
第49回日本看護学会―看

護教育―学術集会
広島 2018/8/17

口演
異職種から転職した新人看護師の
職場適応に関する研究―就労経験
のない新人看護師との比較分析―

酒井　美奈子
第22回日本看護管理学会

学術集会
神戸 2018/8/24

ポスター
坐骨褥瘡の術後管理における多職
種連携の一例

堀　かをる 濱木　隆成　＊＊＊＊
第20回日本褥瘡学会学術

集会
横浜 2018/9/28

講演 感染管理に基本 木村　将和
エネルギアケア
感染管理研修

広島 2018/10/10

口演 退院支援クリニカルパスの評価 岡川　友香
高野　典子，相原　忍
酒井　美奈子

第19回日本クリニカルパ
ス学会学術集会

函館 2018/10/12

口演
ニコチンバスターズの熱き戦い
～中電病院タバココントロール
チーム（C.TCT）の取り組み～

横路　聖加
第16回禁煙支援ネット

ワーク
広島 2018/10/13

口演

A病院における静脈注射看護師（IV
ナース）認定制度
導入後の新人教育の評価
～A病院血管スケールを用いて～

石原　裕子
広島県中支部看護研究発

表会
広島 2019/2/16



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

口演
転倒・転落アセスメントシートの
改正　～多職種の視点を取り入れ
て～

畠山　文香
増本加奈子，松岡峻之，
渡橋香緒里，網本恵里，相原忍
金宣眞

第44回広島県病院学会 広島 2019/2/17

口演
Ａ病院のＮＳＴ看護ワーキングに
よる食支援ラウンドの実践と評価

折田　直子 第44回広島県病院学会 広島 2019/2/17

ポスター
ミニ口演

内視鏡室の標準予防策の徹底
～入室から退室までのシミュレー
ション学習の効果～

青儀　理奈 第34回環境感染学会 神戸 2019/2/23

講演
新人ナース集合研修⑤-1
自己の学習課題の発見と取組み

川島　睦子 広島県看護協会 広島 2019/2/25

教育
講演

学会認定自己血輸血看護師として
の役割

川住妙子 山本香世　　高橋和寛
第32回日本自己血輸血学

会学術総会
東京 2019/3/9

口演
レンタルマット導入後の効果と課
題

堀　かをる
第19回日本褥瘡学会中国

四国地方会
広島 2019/3/3

口演
当院整形外科病棟における医療関
連機器圧迫創傷の現状と課題

松本　慶子 堀　かをる
第19回日本褥瘡学会中国

四国地方会
広島 2019/3/3

情報提供
「ニコチンバスターズの熱き戦
い」

横路　聖加
第１６回禁煙支援ネット

ワーク研修会
広島 2018/10/13

講演
みんなで話そう―看護の出前授業
「タバコの真実を知る」

横路　聖加 広島県立西高等学校 広島 2019/2/4

2019年度

講演
看護専門職としてのキャリアアッ
プ

川島睦子 広島県看護協会 広島 2019/5/14

　口演
学会認定自己血輸血看護師として
の役割

川住妙子 山本香世　高橋和寛
日本自己血輸血・周術期

輸血学会
広島 2019/6/29



（学会発表）　看護科

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

口演
滅菌物の保管管理について
施設の現状と課題

木村将和 広島県滅菌業務研究会 広島 2019/8/31

口演
穿刺血管の選択指標（血管スケー
ル）を用いた新人注射技術研修方
法の有用性の検討

石原裕子
川住妙子　畠山文香　松本智美
山本香世　川島睦子
酒井美奈子

日本看護学会看護管理 愛知 2019/10/23

講演
看護出前授業
「タバコの真実」

光原愛 広島県立国泰寺高校 広島 2019/11/8

口演
整形外科病棟の退院支援パスのバ
リアンス
～スタッフ要因に着目して～

寄高　知帆
吉見莉沙　石原裕子　山田由里
酒井美奈子
石橋克彦　高橋和寛

第20回
クリニカルパス学会

学術集会
熊本 2020/1/18

口演
バリアンス分析に基づいた
胆嚢摘出術パス改訂

根宜　愛
尾上えりか　刎元佳奈
佐伯祐美　　岩岡沙代
宮地美樹子　小出圭

第20回
クリニカルパス学会

学術集会
熊本 2020/1/18

講演 ストーマサイトマーキング 堀　かをる

日本ストーマ排泄リハビリ
テーション学会　中国ス

トーマリハビリテーション
講習会

広島 2019/10/12

講演 ストーマって何 堀　かをる
日本ストーマ排泄リハビリ
テーション学会　介護ス

トーマ講習会
広島 2020/1/25



医療安全管理室

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般講演 医療事故防止～KYTについて～ 宮地美樹子
ワタキューセイモア（株）

山口営業所
山口 2015/4/4

一般講演 病院が求める中央材料室 宮地美樹子
ワタキューセイモア（株）

広島営業所
広島 2015/4/11

一般講演 インシデントカンファレンスの進め方 宮地美樹子
桧田病院
（佐伯区）

広島 2015/9/18

一般講演
人の特性を知りコミュニケーションエラーを防ごう

宮地美樹子
広島県看護協会
（西支部）

広島 2015/11/14

一般講演 人の特性を知りコミュニケーションエラーを防ごう 宮地美樹子 県立安芸津病院 竹原 2016/7/19

口演 当院における医療安全活動の現状と課題 宮地美樹子
日本医療マネジメント学会
広島支部学術集会

広島 2016/8/27

ポスター
発表

シリンジポンプ・輸液ポンプの安全使用への取り
組み～使用認定制度導入の評価～

宮地美樹子
西中艶子，酒井美奈子，
岩森洋

第19回日本医療マネジメント学
会：学術集会

仙台 2017/7/8

一般講演
適切な薬剤管理と
ヒューマンエラー防止

宮地美樹子
広島県看護協会
リスクマネージャー
意見交換会

広島 2017/7/20

一般公演
転倒・転落のアセスメントシートの改正
～多職種による視点を取り入れて～

畠山　文香
増本加奈子，松岡峻之，渡橋香緒里，網本
恵里，相原　忍，金　宣眞

広島県病院学会 広島 2019/2/17

ポスター
発表

転倒・転落アセスメントシートの危険度と危険因
子から選択する転倒・転落防止対策
～アルゴリズムを用いて～

畠山　文香
増本加奈子，松岡峻之，渡橋香緒里，網本
恵里，相原　忍，金　宣眞

医療の質・安全学会 京都 2019/11/29



診療録管理室

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

一般口演
当院におけるDPC/PDPSコーディングテキスト活
用の取り組み

下見　千寿 江藤　和子
第41回日本診療情報管理学会学

術大会
岡山 2015/9/18

一般口演
診療情報管理士の立場から
　　　アウトカム評価を監査して

江藤　和子 下見　千寿
第17回日本クリニカルパス学会

学術集会
金沢 2016/11/25

一般口演
記録改善への取り組み～トークセッションを企画
して～

下見　千寿 江藤　和子 第43回日本診療情報管理学会 札幌 2017/9/22

一般口演
診療記録の質向上への取り組み支援
～トークセッションの継続～

江藤　和子 下見　千寿
第44回日本診療情報管理学会学

術大会
新潟 2018/9/20

一般口演
当院における診療情報管理士キャリアラダーの
作成

下見　千寿 江藤　和子 第45回日本診療情報管理学会 大阪 2019/9/19



感染対策室

種別 演      題 筆頭演者 共同演者 学会名 開催地 発表年月日

示説
広島県における針刺し切創の現状
ICT活動研究会アンケート調査から

木村将和 有田道典 第31回日本環境感染学会 京都 2016/2/19

講演
針刺し切創防止の取り組みと広島県の針刺し切
創の現状

木村将和
医療関連感染防止セミナー

in2016
広島 2016/3/5

講演 基礎から学ぶ感染管理 木村将和
広島県理学療法士会
広島中支部研修会

広島 2015/8/27



投稿・論文

本資料の公開にあたり同意確認ができてない方の姓名には＊を付しています。



内　科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

短信 ワーファリン 中河啓悟 nice topics(中国企業株式会社）vol.197 2015

書籍
Dr.石橋のミラクルキャッチ☆心電図: 「うさぎメソッ
ド」でらくらく理解!

石橋克彦
単行本

（メディカ出版）
2015

書籍 MEDI QUIZ 石橋克彦 日経メディカル2015.4（No.569） 2015

書籍
Electrocardiography A to Z
心電図のリズムと波を見極める

石橋克彦 編集：＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊
日本医師会雑誌　第144巻・特別号(2)　p248-

p251
2015

短信 世界禁煙デーに寄せて 石橋克彦 CPC（中電プラント社報特別号、2015年5月） 2015

書籍
Dr.石橋のミラクルキャッチ☆循環器薬: 楽しく激し
くわかりやすい

石橋克彦
単行本

（メディカ出版
2016



小児外科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

分担執筆 臍縁切開法 秋山卓士
監修：＊＊＊＊，＊＊＊＊
編集：＊＊＊，＊＊＊＊

「臍の外科」
メジカルビュー社
179-182

2018

分担執筆 腹部膨満 秋山卓士
編集：日本小児栄養消化器肝臓学会
編集主幹：秋山卓士，＊＊＊

小児臨床栄養学改訂第２版
診断と治療社
122-123

2018

分担執筆 合併症 秋山卓士 編集：日本胆道閉鎖症研究会
胆道閉鎖症診療ガイドライン

へるす出版社
115-120

2018

総説
子どもと漢方ー日常診療に役立つ考え方・使い方
小児便秘症

秋山卓士 小児科　61(3)：288-293 2020



外　科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

原著論文
Clinicopathological features of hepatocellular
carcinoma inpatients with nonalocoholic fatty
liver disease.

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊

Lanaenbecks　Arch　Sug.2015
Ｍａｙ；400(4):471.6

2015

原著論文
A Low-Grade Fabromyxoid Sarcoma of the
Internal Abdominal Oblique Muscle.

＊＊＊＊
＊＊＊＊，有田道典，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊

 Case Rep Surg.2016;2016:8524030 2016

原著論文
Acute acalculous cholecystitis due to breast
cancer metastasis to the cystic duct.

＊＊＊＊
小出圭，有田道典，＊＊＊＊,徳永真和，
＊＊＊＊

Surg Case Rep.2016
Dec；2（1）：111

2016

原著論文
h-Prune is associated with poor prognosis and
epithelial-mesenchymal transition in patients with
colorectal liver metastases.

＊＊＊＊
＊＊＊＊,＊＊＊＊,＊＊＊＊,＊＊＊＊,
＊＊＊＊

International Journal of Cancer.2016
Aug15;139(4):812-23.

2016

原著論文

Efficacy of repeat hepatectomy for recurrence
following curative hepatectomy for colorectal
liver metastases:A Retrospective Cohort Study
of 128 patients.

＊＊＊＊
＊＊＊＊,＊＊＊＊,＊＊＊＊,＊＊＊＊,
＊＊＊＊

Int J Surg.2016 Oct 11;36(Pt A):96-103. 2016



整形外科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

原著
一期的に人工股関節置換術を行った骨脆弱性を
伴う高齢者寛骨臼骨折の一例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 Hip Joint Vol.44:770-773 2018

原著
大腿骨頚部不顕性骨折に対する超音波画像診断
の有用性について

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 骨折 Vol.40:806-809 2018

原著
足関節捻挫に伴う足関節剥離骨折の診断におけ
る超音波画像装置の使用経験
-X線との比較-

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 骨折 Vol.41:1396-1399 2019

原著 Kyocera PerFix HAステムの長期(15年以上)成績 村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 Hip Joint Vol.45:365-368 2019

原著
M/Lテーパーキネクティブステム(Zimmer-Biomet)
の術後5年成績

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋 人工関節学会誌 Vol.49:25-26 2019

原著
術後20年経過しライナーとカップの破損を認め再
置換術を行った一例

村上弘明 高橋和寛，新本誠一郎，岩森洋
中部日本整形外科災害外科学会雑誌

Vol.62:1013-1014
2019



産婦人科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

症例報告
非交通性副角子宮に同側卵巣内膜症性嚢胞を合
併した若年女性の1例

佐々木晃
三春範夫，正路貴代，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊

現代産婦人科Vol. 64, No. 1: 53-57 2015

総説 産婦人科臨床遺伝の最前線　出生前診断 三春範夫 日本産科婦人科学会雑誌6第9巻　第9号 2017

総説 不妊症・不育症と染色体異常 三春範夫 産婦人科の実際66巻第13号　1795-1799 2017

症例報告
Methotrexate投与により子宮温存可能であった帝
王切開瘢痕部妊娠の２例

佐々木晃 三春範夫 現代産婦人科　６６巻 ２８３－２８６ 2018



泌尿器科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

共著
外科的治療を必要とした副腎骨髄脂肪腫５例の
検討

武本健士郎 ＊＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊ 日本泌尿器科学会雑誌，１０９巻，４号 2018



放射線科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

原著 当院におけるMRIガイド下乳房吸引生検の経験 ＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊

広島医学　Vol,69 No.3 2016.3

原著 マンモＰＥＴについて 有江和子 広島県放射線技師会　会誌 No.49 (3)8-10 2018.6

原著 中電病院PET-CT検査について 丸川和志 広島市医師会だよりNo.627:65-66 2018



臨床検査科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

共著
抗HIV療法中に水疱性類天疱瘡を発症したHIV感
染症

＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、
高田　昇、＊＊＊＊

皮膚病診療：38(10):987～997 2016

単著
AIDSなき時代をめざして 診療所でHIV感染症を
診る 10年のあゆみ

高田　昇
FMC News(福山医療センターだより)

9(10):29-30
2016

共著
診断の遅れからエイズ指標疾患を発症し，輸血前
後感染症検査にて診断に至った中高年HIV感染
者の3例

＊＊＊＊
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，高田　昇

日本エイズ学会誌，18:224-229. 2016

共著
Q&A形式Case Study: Question HIV
serodiscordant coupleで挙児希望の相談があった
場合にどうすればよいですか

＊＊＊＊ ＊＊＊＊，高田　昇，＊＊＊＊ HIV感染症とAIDSの治療　8(1):32-42 2017

単著 内科研修医は楽しかった 高田　昇 広島市医師会だより　612:23-24 2017

共著
HIV/HCV重複感染症例のHCVに対する治療成績
と長期予後の検討

＊＊＊＊ ＊＊＊＊，＊＊＊＊，高田 昇 感染症学雑誌 91(6):924-929. 2017

単著
AIDSなき時代をめざして HIV感染症，最近のト
ピックスから-2018-

高田　昇
FMC News(福山医療センターだより)

11(2):25-26
2018

共著
HIV感染症「治療の手引き」
（第21版）

＊＊＊＊

＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，高田　昇，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊

日本エイズ学会
HIV治療委員会
2017年11月

2017

共著 専門職向けHIV検査に関するQ&A集の作成 ＊＊＊＊
＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、＊＊＊＊、
＊＊＊＊、＊＊＊＊、高田 昇、＊＊＊＊、＊
＊＊＊、＊＊＊＊

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策
研究事業

HIV検査受検勧奨に関する研究(代表：今村顕
史) 平成29年度総括･分担研究報告書 p177-

179.

2018

監修 エムトリバをお飲みになる方へ 高田　昇 発行：鳥居薬品株式会社 2018

監修 ビリアードをお飲みになる方へ 高田　昇 発行：鳥居薬品株式会社 2018



臨床検査科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

分担
XIII 2 輸血による感染症と対策　２．ヒト免疫不全
ウイルス(HIV)

高田　昇
改訂版　日本輸血・細胞治療学会認定医制度

指定カリキュラム
2019

共著
HIV感染症「治療の手引き」
（第22版）

＊＊＊＊

＊＊＊＊，＊＊＊＊．＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，高田　昇，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊，
＊＊＊＊，＊＊＊＊，＊＊＊＊

日本エイズ学会
HIV治療委員会
2018年12月

2018



リハビリテーション科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

原著
大規模災害時の日本理学療法士協会としての支
援体制と理学療法・士の役割

梶村政司
理学療法ジャーナル
vol49 No3 2015

2015

書籍
平時（静穏期）に行う災害リハビリテーション研修
体制

梶村政司 多数 災害リハビリテーション標準テキスト 2018

書籍
新人理学療法士のための股関節疾患における脚
長差のみかた

児玉直哉
公益社団法人　広島県理学療法士会　HPTA

NEWS　One step
2018

書籍
オリンピック・パラリンピックにおける理学療法士
の体制

梶村政司
PTジャーナル
p909-915

2018

書籍
東京2020大会をどう迎えますか？
そして，何を遺しますか？

梶村政司
PTジャーナル
p927-935

2018



（論文）　看護科

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

投稿

主任との「ビジョン・思い」の共有で
実現する部署改革
～個性を活かすチーム再編と一人ひとりを輝
かせる役割付与～

山田　由里
看護師長の実践！
ナースマネージャー6月号
日総研出版 　2015.6.30

2015

投稿
看護師採血中の血管迷走神経反応への
取り組み

山本 香世 川住妙子　 高橋和寛 自己血輸血 第28巻 第1号 2015

投稿
異職種から転職した新人看護師の職場
適応をスムーズにする具体策

酒井美奈子
月刊誌ナースマネジャー
第20巻　11号　PP29-33

2019
1月号

投稿
看護記録委員会が行う看護記録の重複
減少への取り組み
～小集団活動の成果から～

山田真美
安田奈美　砂田千恵　近藤泉　相原忍
酒井美奈子

隔月刊誌　臨床看護記録
第29巻　3号　PP7-15

2019
8・9月号



感染対策室

区分 題目 筆頭著者 共著者 雑誌名、巻：頁 掲載年

書籍
手術室での針刺しの原因と対処方法，新人教育
について教えてください

木村将和 有田道典
ここが知りたい　院内感染対策Ｑ＆Ａ，

中山書店，66-69
2016/04


