
学会発表（平成21年度）

演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

尾側膵切除および残膵胃端側吻合を施行
した膵管非癒合を伴う慢性膵炎の1例

第64回日本消化器外科学会
井口　利仁

他
2009.7.16-18 大阪市

愛媛県臨床検査技師会における糖尿病療
養指導士の活動

第58回日本医学検査学会 大津　京子 2009.7.30-8.1 横浜市

急性腹症で緊急手術を施行した平滑筋腫
茎捻転の1例

第63回愛媛外科集談会総会
安藤　八起

他
2009.8.8. 松山市

術後11年目に再発を認めた直腸癌の1例 第63回愛媛外科集談会総会
達川はるか

他
2009.8.8. 松山市

膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMT)の一症例 第1回愛媛消化器超音波カンファレンス
　

渡邊　亮司
2009.8.1 松山市

当院における糖尿病性足病変の現状とフッ
トケア外来の取り組み

第16回全国済生会糖尿病セミナー
重松　裕子

他
2009.8.29 松山市

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－

第16回全国済生会糖尿病セミナー 平塚　京子 2009.8.29 松山市

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

第14回四国脳神経外科カンファレンス
白石　俊隆

他
2009.8.29 高松市

左上大静脈遺残症例へのdual chamber
ペースメーカー植込みの経験

第18回愛媛不整脈研究会 中野由加里 2009.8.29 松山市

血液透析を受けている患者を支えるもの
第40回日本看護学会－成人看護Ⅱ－
学術集会

森　　由美 2009.9.4 鳥取市

対照的な経過をとった全結腸型虚血性腸炎
の2症例

第84回中国四国外科学会総会
第14回中国四国内視鏡外科研究会

藤澤　憲司 2009.9.11 山口県宇部市

肺定位放射線治療後局所再発に対する救
済手術の検討

日本放射線腫瘍学会第22回学術大会
仙波　貴敏

他
2009.917-19 京都市

外来における糖尿病患者の足病変現状－
フットケアの第一歩－

第14回日本糖尿病教育・看護学会 重松　裕子 2009.9.20 札幌市

高流量酸素投与の患者に気管挿管しアン
ビューバッグで加圧したが、腹部が膨満した
ように見え食道挿管と区別できず、再挿管・
気管支ファイバーで確認した一例

第46回日本麻酔科学会中国四国支部学術
集会

阿部　尚紀
他

2009.9.26 倉敷市

溶血性尿毒素症群に対して血漿交換を施
行し、救命しえた一例

第46回日本麻酔科学会中国四国支部学術
集会

阿部　尚紀
他

2009.9.26 倉敷市

腎癌仙骨部転移のため疼痛にて、フェノー
ルグリセリンブロックを施行し、有効であっ
た一例

第46回日本麻酔科学会中国四国支部学術
集会

宮本　章仁
他

2009.9.26 倉敷市

検査技師の服薬指導への関わり 第39回愛媛糖尿病チーム医療研修会 平塚　京子 2009.9.26 松山市



学会発表（第二病院）（平成21年度）

演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

経過中に腫瘍が増大し切除した甲状腺濾
胞癌の1例
ー当院経過観察中の充実性甲状腺腫瘍の
サイズの変化の検討ー

第9回日本内分泌学会四国支部学術集会 田丸　正明 2009.9.19 松山市



学会発表（希望の園）（平成21年度）

演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

あなたはどれくらい座っていられますか？
－座位保持の限界についてー

第20回全国介護老人保健施設大会　新潟 藤本　祐子 2009.7.23 新潟市



雑誌発表（平成21年度）

論文名 掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

愛媛県今治地区緩和ケア研修会を開催 済生 二宮　俊男 2009；（962）：63-64

看護師支援のためのノウハウいろいろ　看
護部の活性化、離職防止、定着率アップ、
モチベーションアップへの取り組み
中途採用看護師の定着率がアップ！－先
輩中途採用看護師たちが考えた定着策ー

師長主任業務実践 吉田　昭枝 2009；（301）：7-14

”済生の精神”息づく検査部 Medical Technology 越智　繁樹 2009；37（10）：1081-1084

職員の心を深く傷つける暴力 済生 福本　和枝 2009；（964）：17-20



雑誌発表（第二病院）（平成21年度）

論文名 掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

Diabetes pattern on the 75g oral glucose
tolerance test is a risk factor for the
hepatocellular carcinoma in patients with
hepatitis C virus.

Liver International
I Konishi
N Horiike

et al
2009;29:1194-1201

ケアプランの書き方・考え方 月刊ケアマネージャー 永井　優子 2009；11（10）：48-51



講演（平成21年度）

講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

病診連携勉強会 植込み型除細動器(ICD)について 高垣　健二 2009.7.27 今治市

病診連携勉強会 成人先天性心疾患について 川田　哲史 2009.7.27 今治市

Expert-Meeting CKDと脂肪酸について 中野由加里 2009.7.31 今治市

大塚製薬社内招聘勉強会
医薬品の適正使用に関わる医学薬学的知
識の向上

山内　一彦 2009.8.21 徳島市



講演（第二病院）（平成21年度）

講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

肝炎と肝癌
第45回消化器病学会四国支部
市民公開講座

堀池　典生 2009.9.27 今治市



その他（平成21年度）

学会名 氏名 開催年月日 開催地

平成21年度　認定看護管理者制度サードレベル教育課程
（講師）

吉田　昭枝
2009.7.3,7,10 神戸市

日本超音波検査学会　第11回地方会
（司会）

渡邊　亮司
2009.7.25-26 徳島市

Expert-Meeting
（座長）

美馬　　敦
2009.7.31 今治市

第1回愛媛消化器超音波カンファレンス
（開会の挨拶）

越智　繁樹
2009.8.1 松山市

第1回愛媛消化器超音波カンファレンス
（座長）

渡邊　亮司
2009.8.1 松山市

認定看護管理者セカンドレベル教育
看護組織論

（講師）
吉田　昭枝

2009.8.22 松山市

認定看護管理者セカンドレベル教育
人的資源活用論

（講師）
吉田　昭枝

2009.9.4 松山市

第58回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

2009.9.19 豊中市

第9回愛媛薬剤師糖尿病フォーラム
（座長）

岡部　泰男
2009.9.26 松山市



その他（第二病院）（平成21年度）

学会名 氏名 開催年月日 開催地

第2回東予糖尿病・NST研究会
（座長）

（スーパーバイザー）
田丸　正明

2009.8.22 新居浜市

第16回全国済生会糖尿病セミナー
（座長）

田丸　正明
2009.8.29 松山市

第9回日本内分泌学会四国支部学術集会
（座長）

田丸　正明
2009.9.19 松山市


