
演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

当院のバスキュラーアクセスの管理について 第43回四国透析療法研究会
深田　早敏

他
2009.10.11 松山市

VAC(Vacuum assisted closure)療法が有効で
あったバスキュラーアクセストラブル2治験例

第43回四国透析療法研究会
中西　浩之

他
2009.10.11 松山市

バスキュラーアクセス(VA)としての動脈表在化
における血管超音波検査(US)の役割について

第43回四国透析療法研究会
渡邊　亮司

他
2009.10.11 松山市

後天性血友病2症例 愛臨技東予血液検査研修会 西本　隆志 2009.10.17 今治市

症例検討 第7回今治DMサークル 山内　一彦 2009.10.26 今治市

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について

第49回日本脈管学会総会 渡邊　亮司 2009.10.29-31 東京都

便潜血検体提出率向上を目的としたパンフ
レット配布の効果　健診受診者における便潜
血検査に関するアンケート調査より

第42回中国四国医学検査学会
別府　絵美

他
2009.10.30-11.1 高松市

簡易血糖測定器7機種の機器温度による比較
－糖尿病療養指導士の立場から－

日本糖尿病学会中国四国地方会第47回総会
平塚　京子

他
2009.11.6-7 岡山市

酢酸散布がESD前診断に有用であった早期胃
癌の2例

第92回日本消化器病学会四国支部例会
宮池　次郎

他
2009.11.14-15 松山市

肝細胞癌を併発した炎症性偽腫瘍の一例 第92回日本消化器病学会四国支部例会
山口　朋孝

他
2009.11.14-15 松山市

食道の約3分の1周を占める扁平な隆起をしめ
す食道spuamous Cell papillomaの1例

平成21年度今治市医師会内科系集談会 村上　貴俊 2009.12.10 今治市

酢酸＋インジゴカルミン散布が、ESD前診断に
有用であった早期胃癌症例

平成21年度今治市医師会内科系集談会 宮池　次郎 2009.12.10 今治市

ダブルバルーン内視鏡による小腸疾患診療の
現況

平成21年度今治市医師会内科系集談会
今岡　大也

他
2009.12.10 今治市

左上大静脈遺残症例(PLSVC:Persistent left
superior vena cava)へのdual chamber paca
maker植込みの経験

第95回日本循環器学会四国地方会
中野由加里

他
2009.12.11-12 徳島市

皮膚原発epitheliod
hemangioendthelioma(EHE)の1例

第24回愛媛形成外科研修会
戸澤　麻美

他
2009.12.12 松山市

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

日本超音波医学会
第19回四国地方学術集会

白石　和仁 2009.12.19 高知市

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

日本超音波医学会
第19回四国地方学術集会

渡邊　亮司 2009.12.19 高知市

バスキュラーアクセスにおける血管超音波検
の役割　その1－内シャント作成前評価ー

日本超音波医学会
第19回四国地方学術集会

渡邊　亮司 2009.12.19 高知市

バスキュラーアクセスにおける血管超音波検
の役割　その2－内シャント作成後評価ー

日本超音波医学会
第19回四国地方学術集会

渡邊　亮司 2009.12.19 高知市

本院・学会発表（平成21年10-12月）



演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

糖尿病眼手帳の利用
－眼科受診のうながしと網膜症評価への有用
性ー

日本糖尿病学会中国四国地方会
第47回総会

田丸　正明 2009.11.7 岡山市

急性肝不全と血球貪食症候群で発症したT
cell lymphomaの一剖検例

第38回日本肝臓学会西部会 堀池　典生 2009.12.4 米子市

糖尿病性腎症の把握
ー当院での現状

第12回今治糖尿病内分泌疾患研究会
田丸　正明

他
2009.12.10 今治市

第二病院・学会発表（平成21年10-12月）



掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

臨床今治
松野　剛

他
2009；22（1）：
46-51

幽門輪温存膵頭十二指腸切除術後の仮性動脈瘤破裂に対し
空腸吻合部切除と胃膵吻合術を行った1例

論文名

本院・雑誌発表（平成21年10-12月）



掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

J Gastroenterol
Hepatol

A Hiraoka
N Horiike

et al

2009　Nov 19
Epub ahead of
print

J Plast Reconstr
Aesthet Surg

Ohtsuka H
et al

2009；62(11)：
e484-486
(E-only
Publication)

臨床今治 大塚　壽
2009；22（1）：7-
13

臨床今治 大塚　壽
2009；22（1）：
14-23

今治市医師會々報 大塚　壽
2009；（200）：
64-65

論文名

Radiofrequency ablation therapy for
hepatocellular carcinoma in elderly patients

Forked Abbe flap for philtrum
reconstruction(Correspondence and
Communications).

形成外科の進歩

皮膚癌、軟部肉腫の実態と治療

今治市における形成外科診療

第二病院・雑誌発表（平成21年10-12月）



講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

エンゼルケア 永井さよこ 2009.10.15 松山市

スミセイ女性応援セミナー
「女性の健康管理」講座

糖尿病に関して 山内　一彦 2009.11.2 今治市

国立病院機構　徳島病院　卒後3年以上看護
師に対する講演

リーダーシップについて 吉田　昭枝 2009.11.11 徳島市

第10回　愛媛県病院薬剤師会　　　　　　東予
支部研修会

糖尿病と消化器・最新の話題 山内　一彦 2009.11.13 新居浜市

今治蓄糖尿病薬物治療セミナー
－糖尿病の薬物治療の現状と今後の展望ー

非定型抗精神病薬による糖尿病ケトアシドー
シスの1例

今岡　大也 2009.11.19 今治市

愛臨技東予支部一般・細菌・病理検査合同研
修会

細菌検査　尿細胞診と尿沈渣 矢野　好人 2009.11.29 新居浜市

第9回今治地域がん診療フォーラム 当院リニアック棟の設備について 仙波　貴敏 2009.12.5 今治市

本院・講演（平成21年10-12月）



講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

客員教授としての招待講演ーⅠ（SDM
College of  Medical Sciences & Hospital）

Unforgettable PatientsーⅠ 大塚　壽 2009.12.14 インド

客員教授としての招待講演ーⅡ（SDM
College of  Medical Sciences & Hospital）

Unforgettable PatientsーⅡ 大塚　壽 2009.12.19 インド

第二病院・講演（平成21年10-12月）



氏名 開催年月日 開催地

（司会）
渡邊　亮司

2009.10.31-11.1 高松市

（座長）
村山　末利

2009.11.7-8 新居浜市

（司会）
丸山　恵二

2009.11.7-8 新居浜市

（パネリスト）
大津　京子

2009.11.18 広島市

（座長）
山内　一彦

2009.11.19 今治市

（座長）
真鍋　俊治

2009.12.5 今治市

第42回中国四国医学検査学会
生理検査部門シンポジウム
「スクリーニング検査－ピットフォールについて」

学会名

第3回愛媛県放射線技師会学術大会

本院・その他（平成21年10-12月）

第9回今治地域がん診療フォーラム

今治蓄糖尿病薬物治療セミナー
－糖尿病の薬物治療の現状と今後の展望ー

プラスケア　スタイルセミナー2009　広島
チームアプローチでエンパワーメントする
ーoutcomeの評価とエビデンスの構築ー

第3回愛媛県放射線技師会学術大会



氏名 開催年月日 開催地

（座長）
田丸　正明

2009.10.22 松山市

（座長）
田丸　正明

2009.10.26 今治市

（司会）
堀池　典生

2009.11.14 松山市

（座長）
田丸　正明

2009.11.19 今治市

（司会）
堀池　典生

2009.11.29 松山市

（座長）
田丸　正明

2009.12.10 今治市

（座長）
田丸　正明

2009.12.26 松山市
第2回愛媛地域医療研究会
特別講演

第12回今治糖尿病内分泌疾患研究会
特別講演

第16回日本消化器病学会四国支部教育講演会
教育講演

今治地区糖尿病薬物治療セミナー
特別講演

第92回日本消化器病学会四国支部例会
会長講演

今治DMサークル

第28回愛媛内分泌代謝疾患懇話会

学会名

第二病院・その他（平成21年10-12月）


