
演題名 学会名 演者 共同演者 開催年月日 開催地

バスキュラーアクセスにおける動脈表在
化の血管超音波検査の役割

第35回日本超音波検査学会 渡邊　亮司 2010.5.7-9 大阪市

食道diffuse leiomyomatosisiの2例－4型コ
ラーゲンα鎖の検討

第79回日本消化器内視鏡学会総会 宮池　次郎 2010.5.13 東京都

当院で経験したアメーバ性肝膿瘍の一症
例

第59回日本医学検査学会 平塚　京子

井出　典子
西本　隆志
別府　絵美
越智　繁樹

2010.5.22-23 神戸市

放射線治療と私 第8回済生会技師会交流会 栗林　佑多 2010.5.29 松山市

Two different types of  bag-valve-
mask(so-called"Ambu Bag") in one
hospital

日本麻酔科学会第57回学術集会 三世　敏彦 阿部　尚紀 2010.5.31-6.3 福岡市

A case report of acute gastric
emphysema with perforation and wide-
spread necrosis of intestine by air
embolism in the artery

日本麻酔科学会第57回学術集会 阿部　尚紀 三世　敏彦 2010.6.2-6 福岡市

Suction Decompression法およびICG蛍光
血管造影を併用してクリッピングしたLarge
Paraclinoid Aneurysmの1例

平成22年度今治市医師会外科系集談会 白石　俊隆
西崎　　統
河合　辰典

2010.6.3 今治市

B型大動脈解離の臓器虚血に多枝バイパ
スが有効であった1例

平成22年度今治市医師会外科系集談会 中西　浩之
平田　昌敬
井口　利仁

2010.6.3 今治市

上腸間膜動脈血栓症の1治験例 平成22年度今治市医師会外科系集談会 中西　浩之
平田　昌敬
藤澤　憲司

2010.6.3 今治市

総胆管拡張症術後に発症したASOC・多
発肝膿瘍に対し肝左葉切除術を施行した
1例

平成22年度今治市医師会外科系集談会 佐伯　隆人

松野　　剛
井口　利仁
藤澤　憲司
石井　龍宏
吉田　　瞳

2010.6.3 今治市

胆嚢捻転症の2例 平成22年度今治市医師会外科系集談会 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
井出　　透

（井出病院）
宮﨑　忠顯
（井出病院）
渡部　雅愛
（武田医院）

2010.6.3 今治市

当院の緩和ケアチームの活動報告
平成22年度　第4回愛媛県病院薬剤師会
東予支部研修会

野間　　篤 2010.6.5 新居浜市

心房ペーシング中のレートに依存した閾
値変化を認めた洞不全症候群の１例

第96回日本循環器学会中国四国合同地
方会

川田　哲史
高垣　健二

中野　由加里
美馬　敦

2010.6.10-12 米子市

簡易血糖測定器7機種の機器温度による
影響
臨床検査技師の立場から操作上の注意
点

第4回今治糖尿病内分泌のつどい 平塚　京子

大津　京子
村上　恵子
執行　奈美
越智　繁樹

2010.6.17 今治市

今治病院・学会発表（平成22年4月～6月）



演題名 学会名 演者 共同演者 開催年月日 開催地

2型糖尿病治療中に心房細動にて発見さ
れたバセドウ病の1例
甲状腺機能の正常化とともに洞調律に
戻った症例

第4回今治糖尿病内分泌のつどい 山口　朋孝

田丸　正明
（第二病院）
村上　貴俊
今岡　大也
湯山　　晋
山内　一彦
宮池　次郎
大本　昌樹
池田　理絵
（第二病院）
堀池　典生
（第二病院）
美馬　　敦

2010.6.17 今治市

済生会今治病院における外来化学療法
の現状

第9回東予消化器癌化学療法研究会 大木　利美 2010.6.19 今治市

位置精度検証用人頭ファントムの開発 第56回中国・四国放射線治療懇話会 稲田　宏規

伊藤　嘉浩
栗林　佑多
新家　幹整
村山　末利
仙波　貴敏
仙波　芳樹
真鍋　俊治
西崎　　統

2010.6.26 今治市

気腫性胆嚢炎の１症例 第3回愛媛消化器超音波カンファレンス 渡邊　亮司

中田　浪枝
山口　直美
白石　和仁
大西　弥生
水元　綾香
武田 伸也
越智　繁樹
松野　剛

佐伯　隆人
藤澤　憲司
井口　利仁
石井　龍宏
吉田　瞳

2010.6.26 松山市



演題名 学会名 演者 共同演者 開催年月日 開催地

ＨＣＶ感染のnatural historyを探る
ウイルス肝炎多発地域における疫病研究

第46回日本肝臓学会総会　サテライトシ
ンポジウム

堀池　典生 2010.5.29 山形

第二病院・学会発表（平成22年4月～6月）



論文名 掲載誌名 著者 共同著者 年；巻（号）：頁

MDRD式、MDRD簡易式、Cockcroft-
Gault式を用いた塩酸バンコマイシン初回
投与血中濃度予測精度の比較

日本病院薬剤師会雑誌
秋月　亮介

（住友別子病院）
岡部　泰男

（共同研究者）
2010；46（4）：518

仲間としてスムーズに受入れられる中途
採用者研修と支援

看護人材教育 吉田　昭枝 2010；7（1）：18

簡易血糖測定器7機種の機器温度のよる
比較－糖尿病療養指導士の立場から

医学検査 平塚　京子

大津　京子
村上　恵子
執行　奈美
越智　繁樹

2010；59（6）：804-810

「あなたの患者になりたい」医療倫理シン
ポジウム開く

済生 河澄　怜美 2010；86（4）：48-49

Preoperative estimation of remnant
hepatic function using fusion images
obtained by 99mTc-labelled
galactosyl-human serum albumin
liver scintigraphy and computed
tomography

British Journal of Surgery M. Ohmoto

Y. Yumoto
T. Yagi
S. Sato

K. Nouso
Y. Kobayashi
 E. Yumoto
 I. Nagaya

 H. Nakatsukasa

2010；97：934-944

今治病院・雑誌発表（平成22年4月～6月）



論文名 掲載誌名 著者 共同著者 年；巻（号）：頁

左室憩室の１治験例（会議録） 超音波医学 中西　浩之
鵜垣　伸也
渡邊　亮司
藤原　直美

2010；37（3）：366

バルサルバ洞動脈瘤破裂の１治験例（会
議録）

超音波医学 中西　浩之
鵜垣　伸也
渡邊　亮司
藤原　直美

2010；37（3）：365

バスキュラーアクセスにおける血管超音
波検査の役割
（その１）内シャント作製前評価（会議録）
（その２）内シャント作製後評価（会議録）

超音波医学 渡邊　亮司
中西　浩之
藤原　直美

2010；37（3）：363

下肢静脈瘤手術後に発症した下肢深部
静脈血栓症（DVT）の一症例（会議録）

超音波医学 渡邊　亮司
中西　浩之
藤原　直美

2010；37（3）：363

食道diffuse leiomyomatosisの２例
４型コラーゲンα鎖の検討（会議録）

Gastroenterological Endoscopy 宮池　次郎

村上　貴俊
山口　朋孝
今岡　大也
湯山　晋

山内　一彦
大本　昌樹
梅田　政吉
松野　剛

堀池　典生

2010；52（Suppl.1）：1081

血液透析用人工血管「グラシル」に生じた
非感染性仮性動脈瘤の経験（会議録/症
例報告）

日本血管外科学会雑誌 鵜垣　伸也 中西　浩之 2010；19（2）：418

Ｂ型大動脈解離の腹部真腔狭小化による
臓器虚血に対して多枝バイパス術が有効
であった１例（会議録/症例報告）

日本血管外科学会雑誌 鵜垣　伸也 中西　浩之 2010；19（2）：222

当院で経験したアメーバ制肝膿瘍の一症
例
赤痢アメーバ栄養型を検出するために
（会議録/症例報告）

医学検査 平塚　京子

井出　典子
西本　隆志
別府　絵美
越智　繁樹

2010；59（4）：512

バスキュラーアクセスにおける動脈表在
化の血管超音波検査の役割（会議録）

超音波検査技術 渡邊　亮司
藤原　直美
中西　浩之

2010；35（2）：231

血管超音波検査が有用であった人工血
管仮性動脈瘤破裂の１治験例

超音波医学 白石和仁

中西　浩之
鵜垣　伸也
藤原　直美
渡邊　亮司

2010；37（3）：363

腹部超音波検査に必要な解剖学と装置
の取り扱い

超音波検査技術 渡邊　亮司 2010；35（3）：341-342

今治病院・会議録（平成22年4月～6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

しまなみ会
当院における外来インスリン導入につい
て

内科医師 今岡　大也 2010.4.8 今治市

サノフィ・アベンティス社内研修 脳卒中について サノフィ・アベンティス 白石　俊隆 2010.4.16 高松市

糖尿病座談会 糖尿病の最近の話題 サノフィ・アベンティス 山内　一彦 2010.5.14 松山市

日総研公開研修会
脳神経外科領域における急変対応＆術
後ケア

日総研 白石　俊隆 2010.5.29 岡山市

平成22年度
第1回四国血液検査研修会
第40回四国血液検査研修会セミナー
初心者研修会セミナー

末梢血液像の見方（血小板系） 井出　典子 2010.6.5 徳島市

スミセイ女性応援セミナー
胃がん・大腸がんセミナー

胃がん・大腸がんに関して 宮池　次郎 2010.5.26 今治市

今治病院・講演（平成22年4月～6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

今治保健師セミナー Ｃ型肝炎について 堀池　典生 2010.6.14 今治市

第二病院・講演（平成22年4月～6月）



題名 掲載紙名 著者 共同著者 頁

肝機能検査 今日の消化器疾患治療指針　第3版 堀池　典生
幕内　雅俊

管野　健太郎
工藤　正俊

2010:69-71

第二病院・出版（平成22年4月～6月）



学会名 氏名 開催年月日 開催地

第59会日本脳神経外科学会　近畿支部学術集会
日本神経内視鏡学会認定　神経内視鏡講習会

（講師）
白石　俊隆

2010.4.3 豊中市

第15回愛媛臨床薬学学術講演会
（座長）

岡部　泰男
2010.4.17 松山市

第35回日本超音波検査学会
（座長）

渡邊　亮司
2010.5.8 大阪市

レザルタス新発売記念講演会
（座長）

美馬　　敦
2010.5.19 今治市

メディカルトリビューン「Fighting Current Stroke」
ビデオインタビュー

（ビデオインタビュー）
白石　俊隆

2010.5.28 松山市

今治脳梗塞治療学術講演会
（座長）

白石　俊隆
2010.6.4 今治市

第9回東予消化器癌化学療法研究会
（座長）

松野　　剛
2010.6.19 今治市

第9回東予消化器癌化学療法研究会
（座長）

井口　利仁
2010.6.19 今治市

第104回日本消化器内視鏡学会四国地方会
（座長）

宮池　次郎
2010.6.19 松山市

今治病院・その他（平成22年4月～6月）



学会名 氏名 開催年月日 開催地

第1回北予肝疾患懇話会
（座長）

堀池　典生
2010.4.9 今治市

第152回愛媛消化器疾患懇話会
（座長）

堀池　典生
2010.4.10 松山市

第46回日本肝臓学会総会
（座長）

堀池　典生
2010.5.28 山形

C型肝炎市民公開講座
（質疑応答パネリスト）

堀池　典生
2010.6.20 松山市

第二病院・その他（平成22年4月～6月）


