
学会発表（H21.1-3）

学会発表
演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

愛媛県東予地区広域研修会（東予糖尿病・
NST地域連携研究会）立ち上げによる病態
栄養啓蒙と地域連携の試み

第12回日本病態栄養学会年次学術集会
室津　香織

他
2009.1.10 京都市

当院におけるTS-1/CDDPによる術前化学
療法について

第7回今治地域がん診療フォーラム
佐伯　隆人

他
2009.1.20 今治市

内視鏡的切除したバレット腺癌の3例 第10回愛媛GERD研究会 宮池　次郎 2009.1.31 松山市

糖尿病チームづくりの第一歩
平成20年度糖尿病看護実践に強い看護師
育成研修フォローアップ研修会

重松　裕子 2009.1.31 松山市

膵胆管合流異常の1例 第71回今治肝胆膵疾患研究会 村上　貴俊 2009.2.19 今治市

症例検討 第31回愛媛炎症性腸疾患研究会 宮池　次郎 2009.2.21 松山市

血糖自己測定の指導と現状 第1回四国糖尿病研修セミナー 大津　京子 2009.3.15 岡山市



学会発表（H21.1-3）

第二病院　学会発表
演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

高カリウム血症の栄養指導ーさまざまな原
因食材を考慮して

第12回日本病態栄養学会
加藤　恒美

他
2009.1.10-11 京都市

文字によるコミュニケーションが有効であっ
たウェルニッケ失語

愛媛県言語聴覚士会学術集会 黒瀬　瑠美 2009.2.15 松山市



雑誌発表（H21.1-3）

雑誌発表
論文名 掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

チームで取り組む医療安全ーKYTを通し
てー検査部のリスクマネジメント

済生 白石　和仁 2009；（956）：14-21

当院におけるHelocobacter pyloriの1次除
菌成績及びその影響因子について

愛媛臨検技会誌 桑原　幸馬 2009；28（別冊）：15-20

胸水から検出されたNocardia farcinicaの1
症例

愛媛臨検技会誌 村上　恵子 2009；28（別冊）：35-38

適正使用に向けた特定抗菌薬使用理由書
届け出制の評価と抗MRSA薬のTDM

愛媛県病薬会誌 檜垣　宏美 2009；104（別冊）：13-19



雑誌発表（H21.1-3）

第二病院　雑誌発表
論文名 掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

Forked Abbe flap for philtrum
reconstruction (Correspondence and
Communication)

J Plast Reconstr Aesthet Surg
Ohtsuka H

et al.

doi:
10.1016/j.bjps.2008.06.080
(Onlinepublication: 4-NOV-
2008.)

Trearment of hepatocellular carcinoma
using chemoembolization with degradable
starch microspheres and continious
arterial infusion of 5-Fluorouracil

Japanese J of Clinical Oncology
K Ishida
N Horiike

2008；38：596-603

Brain metastasis from hepatocellular
carcinoma treated with a cyber knife.

Internal Medicine

A Hiraoka
N Horiike

O Nishizaki
M Umeda

et al.

2008；47：1993-1996

Primary hepatic marginal zone B cell
lymphoma of mucosa-associated lymphoid
tissue type:case report and review of the
literature.

International J of Hematology
H Doi

N Horiike
et al.

2008；88：418-423



講演（H21.1-3）

講演
講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

第38回愛媛糖尿病チーム医療研
修会　14周年記念オープンセミ
ナー

薬剤総論 矢野　直美 2009.3.7 松山市

第14回　今治CDE研修会
平成20年度　糖尿病看護実践に強い看護
師育成研修会に参加して

重松　裕子 2009.3.12 今治市

平成20年度リスクマネージャー資
質向上研修会

医薬品の業務手順書の作成について 野間　　篤 2009.3.13 今治市

愛媛県臨床検査技師東予支部血
液分科会研修会

深部静脈血栓症についての基礎知識 渡邉　亮司 2009.3.14 今治市

病診連携勉強会 ペースメーカー治療－最近のトピックス 高垣　健二 2009.3.16 今治市

病診連携勉強会 肺高血圧症について
美馬　　敦
井田　　潤

2009.3.16 今治市



その他（H21.1-3）

学会名 氏名 開催年月日 開催地

日本病態栄養学会
（司会）

山内　一彦
2009.1.10 京都市

第7回今治地域がん診療フォーラム
（座長）

松野　　剛
2009.1.20 今治市

第7回今治地域がん診療フォーラム
（座長）

湯本　泰弘
2009.1.20 今治市

第10回愛媛GERD研究会
（座長）

宮池　次郎
2009.1.31 松山市

第11回愛媛県病院薬剤師会東予支部研修会
（座長）

矢野　直美
2009.2.14 新居浜市

日本超音波検査学会第10回四国地方会
（座長）

渡邉　亮司
2009.2.22 松山市

第31回愛媛炎症性腸疾患研究会
（座長）

宮池　次郎
2009.2.21 松山市

東予支部血液分科会
（司会）

別府　絵美
2009.3.14 今治市



その他（H21.1-3）

第二病院　その他
学会名 氏名 開催年月日 開催地

第18回日本消化器内視鏡学会四国セミナー
（会長・座長）
堀池　典生

2009.1.17-18 松山市


