
演題名 学会名 演者 共同演者 開催年月日 開催地

虚血症状で入院しくも膜下出血を発症し
た右椎骨解離性動脈瘤の１例

Ehime Summer Stoke Conference　2010 白石　俊隆 2010.7.23 松山市

呼吸器ベッドサイド細胞診の有用性 第49回日本肺癌学会中国四国支部会 坂東　健次

羽場　礼次
（香川大学医学部
付属病院　病理

部）

2010.7.16 徳島市

胃癌術後にPDを施行した3例 第64回愛媛外科集談会総会 宮本　章仁

佐伯　隆人
寺岡　雄吏
吉田　瞳

石井　龍明
井口　利仁
藤澤　憲司
松野　剛

2010.8.7 宇和島市

術前にCTで診断し得た盲腸捻転症の2例 第64回愛媛外科集談会総会 吉田　　瞳

佐伯　隆人
松野　剛

井口　利仁
藤澤　憲司
石井　龍宏
真鍋　俊治
仙波　芳樹
仙波　貴敏

2010.8.7 宇和島市

術中ICG撮影とDSA撮影を併用して摘出し
たAVMの1例

第15回四国脳神経外科カンファレンス 白石　俊隆
西崎　　統
河合　辰典

2010.8.21 徳島市

大動脈炎症候群の頚部内頸動脈瘤を人
工血管置換術で治療した後に生じた狭窄
病変をステントにて治療した1例

中国四国血管内ワークショップ
第11回舞連カンファレンス

白石　俊隆 2010.8.13 徳島市

A case of Rota-stenting with Xience-V
stent,obserbed by an IVUS and OCT.

第19回日本心血管インターベンション治
療学会

中野　由加里

美馬　敦
川田　哲史
高垣　健二
上枝 正幸

（三豊総合病院）

2010.8.22-24 仙台市

イレウスにて発見された左房粘液腫の１
例

第114回今治循環器疾患懇話会 美馬　敦 2010.9.8 今治市

穿頭時に空気塞栓を生じた2症例の検討
社団法人日本麻酔科学会
中国・四国支部　第47回学術集会

阿部　尚紀
三世　敏彦
阿部　智子

2010.9.11 米子市

深部静脈血栓症の治療のために使用した
ヘパリンによって、下肢切断に至ってし
まった2型Heparin induced
Thrombocytopenia（HIT）の症例

社団法人日本麻酔科学会
中国・四国支部　第47回学術集会

松野　慧
阿部　尚紀
三世　敏彦

2010.9.11 米子市

腹部動脈瘤術後に対麻痺をきたした症例
の麻酔経験

社団法人日本麻酔科学会
中国・四国支部　第47回学術集会

寺岡　雄吏
阿部　尚紀
三世　敏彦

2010.9.11 米子市

愛媛県におけるフットケア外来の現状 第3回東予糖尿病NST地域連携研究会 田中　万紀子
重松　裕子
山内　一彦
戸澤　麻美

2010.8.26 新居浜市

位置精度検証用人頭ファントムの開発 第100回日本医学物理学会学術大会 稲田　宏規

伊藤　嘉浩
栗林　佑多
新家　幹整
村山　末利
仙波　貴敏
西崎　　統

2010.9.23-25 東京都

今治病院・学会発表（平成22年7月～9月）



演題名 学会名 演者 共同演者 開催年月日 開催地

serum n-6 polyunsaturated acids (PUFA)
levels were lower with the evolution of
kidney disease (CKD) stage

ESC Congress 2010 中野　由加里

美馬　敦
高垣　健二
廣畑　聡

(岡山大学大学院
医歯薬学総合研究

科)
上枝 正幸

（三豊総合病院）
草地　省藏

(岡山大学大学院
医歯薬学総合研究

科)
伊藤 浩

(岡山大学大学院
医歯薬学総合研究

2010.8.27-9.3 ストックホルム



論文名 掲載誌名 著者 共同著者 年；巻（号）：頁

出前授業『医療従事者への道』 済生 村上裕司 2010；86（8）：51

済生会今治病院を訪ねて
人材育成が組織運営の鍵
副院長・看護部長 吉田昭枝さんに聞く

師長主任業務実践 吉田　昭枝 2010；15（319）：32

魚骨によりS状結腸膀胱瘻をきたした１例 日本臨床外科学会雑誌 佐伯　隆人
松野　剛

井口　利仁
藤澤　憲司

2010；71（7）：1800-1805

学校における心臓検診と生活習慣病予防
健診について　愛媛県・松山市の取り組
み 愛媛県内における学校心臓検診の現
状(解説)

若年者心疾患対策協議会誌 高橋　龍太郎 2010；38（1）：6-12

今治病院・雑誌発表（平成22年7月～9月）



論文名 掲載誌名 著者 共同著者 年；巻（号）：頁

見なおしてみよう！今の排泄ケア 済生 吉田　真美子 2010；86（7）：12-14

希望の園・雑誌発表（平成22年7月～9月）



論文名 掲載誌名 著者 共同著者 年；巻（号）：頁

回復期リハビリテーションの紹介 済生 堀池　典生 2010；86（8）：2-3

第二病院・雑誌発表（平成22年7月～9月）



論文名 掲載誌名 著者 共同著者 年；巻（号）：頁

ダブルバルーン内視鏡にて診断された小
腸腫瘍性病変の臨床的検討(会議録)

Gastroenterological Endoscopy 今岡　大也

檜垣　直幸
宮池　次郎
 村上　貴俊
 山口　朋孝
 湯山　晋

 山内　一彦
 大本　昌樹
 梅田　政吉
 村上　英広
 堀池　典生

2010；52（Suppl.2）：2492

HST-N301導入の際に行った
血液疾患を見逃さないための運用変更の
有用性について(会議録)

日本臨床検査自動化学会会誌 井出　典子

平塚　京子
 西本　隆志
 別府　絵美
 篠原　佑一
 赤尾　智広
 越智　繁樹

2010；35（4）：515

十二指腸GIST術後、多発性肝嚢胞に感
染
を繰り返した1症例(会議録)

愛媛医学 藤澤　憲司
佐伯　隆人
井口　利仁
 松野　剛

2010；29（3）：182

RVS(Realtime Virtual Sonography)を用い
て腹部大動脈瘤(AAA)術前評価の試み
(会議録)

脈管学 渡邊　亮司

中西　浩之
山口　直美
中田　浪枝
樽井　俊

2010；50（Suppl)305

IFN-α併用UFT経口化学療法とIFN-βが
著効し長期生存中の肝細胞癌破裂の1例
(会議録)

日本消化器病学会雑誌 山内　一彦

堀池　典生
宮本　章仁
山口　朋孝
村上　貴俊
今岡　大也
湯山　晋

宮池　次郎
大本　昌樹
梅田　政吉

2010；107（臨増大会）：A887

今治病院・会議録（平成22年7月～9月）



講演会名 演題名 講演内容・対象者・依頼者 講演者 開催年月日 開催地

平成22年度日本糖尿病協会愛媛
県支部総会および講演会

血糖自己測定と糖尿病療養指導士につい
て

　 大津　京子 2010.7.10 松山市

第18回　今治CDE研修会
検査技師が知っているＳＭＢＧ機器のヒミツ
…

医師
コメディカル

平塚　京子 2010.7.15 今治市

第10回　今治地域がん診療フォー
ラム

当院の放射線治療について
医師
コメディカル

仙波　貴敏 2010.7.23 今治市

済生会中四国ブロック副看護部
長・主任研修会

看護管理概論 吉田　昭枝 2010.7.23 岡山市

よんやく社内勉強会 脳卒中について 白石　俊隆 2010.8.23 今治市

アステラス製薬
レクチャーミーティング

脳卒中治療についての最近の知見
アステラス製薬
医薬情報担当者

白石　俊隆 2010.8.25 今治市

スミセイ医療セミナー
他人事ではない！！高血圧と心臓疾患に
ついて

美馬　敦 2010.8.27 今治市

地域がん診療連携拠点病院
市民公開講座2010

乳がんの治療について①（手術と薬物療
法）

佐伯　隆人 2010.8.28 今治市

地域がん診療連携拠点病院
市民公開講座2010

乳がんの治療について②（放射線治療） 仙波　貴敏 2010.8.28 今治市

H22年度 認定看護管理者制度
ファーストレベル

看護サービス提供論 吉田　昭枝 2010.9.10-11 松山市

ジョンソン・エンド・ジョンソン
社内セミナー

臨床検査技師のCDE活動 大津　京子 2010.9.10 今治市

ジョンソン・エンド・ジョンソン
社内セミナー

臨床検査技師としてのSMBG機器点検と機
器温度の検討

平塚　京子 2010.9.10 今治市

院内全体研修 ストーマケアを身近に感じよう 田中　万紀子 2010.9.9 今治市

今治市糖尿病勉強会 フットケア実践編 田中　万紀子 2010.8.4 今治市

今治市糖尿病勉強会
実践的フットケア外来の実際
～当院におけるフットケア外来の紹介～

重松　裕子 2010.8.4 今治市

JA今治立花女性部勉強会 脳卒中について 白石　俊隆 2010.9.7 今治市

今治消化器疾患　学術講演会 遺残再発病変に対するESDの検討 宮池　次郎 2010.9.17 今治市

今治病院・講演（平成22年7月～9月）



講演会名 演題名 講演内容・対象者・依頼者 講演者 開催年月日 開催地

宇摩医師会講演 Ｃ型肝炎について 堀池　典生 2010.9.17 四国中央市

第二病院・講演（平成22年7月～9月）



題名 掲載紙名 著者 共同著者 頁

インターフェロン治療後にウイルス消失が得ら
れたにもかかわらず肝癌がみられた症例

症例から学ぶウイルス肝炎の治療戦略
工藤　正俊
泉　並木

堀池　典生
他

2010：151-153

第二病院・出版（平成22年7月～9月）



学会名 氏名 開催年月日 開催地

第10回　今治地域がん診療フォーラム
（座長）

真鍋　俊治
2010.7.23 今治市

第30回愛媛内分泌代謝疾患懇話会
（座長）

山内　一彦
2010.7.16 松山市

地域がん診療連携拠点病院
市民公開講座2010

（座長）
真鍋　俊治

2010.8.28 今治市

第114回今治循環器疾患懇話会
（司会）
美馬　敦

2010.9.8 今治市

今治病院・その他（平成22年7月～9月）


