
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

下肢閉塞性動脈硬化症の治療選択の評価
に超音波検査は必要か？

第20回日本心エコー図学会 渡邊　亮司 2009.4.24-26 高松市

当院のバスキュラーアクセスの管理 第19回日本臨床工学会
深田　早敏

他
2009.5.9 徳島市

人工心肺におけるCRIT-LINTの有用性の
検討

第19回日本臨床工学会
三原　由裕

他
2009.5.9 徳島市

Brake's Pouch Cystが疑われる一例 第3回新都心神経内視鏡症例検討会 白石　俊隆 2009.5.23-24 東京都

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

日本超音波医学会第82回学術集会 渡邊　亮司 2009.5.22-24 東京都

胃癌の1例 第82回今治胃腸疾患研究会 宮池　次郎 2009.5.28 今治市

魚骨による消化管穿刺の4例
平成21年度
今治市医師会外科系集談会

佐伯　隆人
他

2009.6.19 今治市

十二指腸GIST術後、多発性肝のう胞に感
染を繰り返す1症例

平成21年度
今治市医師会外科系集談会

藤澤　憲司
他

2009.6.19 今治市

当院における手術部位感染対策の現況ー
第2報ー

平成21年度
今治市医師会外科系集談会

井口　利仁
他

2009.6.19 今治市

内視鏡的に切除したバレット食道腺癌の3
例

第102回日本消化器内視鏡学会
四国地方会

宮池　次郎
他

2009.6.19-21 南国市

超音波検査が診断、治療に有用であった腸
骨動脈領域病変の2症例

第34回日本超音波検査学会 渡邊　亮司 2009.6.27 鹿児島市

IPMN由来膵頭部癌の1例 今治地区消化器がん懇話会 佐伯　隆人 2009.6.29 今治市



学会発表 (第二病院)（平成21年度）

演題名 学会名 演者 共同演者 開催年月日 開催地

手術治療を行った毛細血管奇形（単純性
血管腫）の検討

第52回日本形成外科学会総会・学術集
会

山下　昌宏
（愛媛大学）

中岡　啓喜
森　　秀樹

（愛媛大学）
大塚　　壽

2009.4.22-24 横浜市

強直性眼瞼痙攣手術における、閉瞼筋群
筋力低下の工夫

第52回日本形成外科学会総会・学術集
会

手塚　　敬
（松山市民病院）

光野　乃祐
（松山市民病院）

戸澤　麻美
大塚　　壽

2009.4.22-24 横浜市



雑誌発表（平成21年度）

論文名 掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

こんな時、どうすれば・・・「医療倫理」の研
修会を開きました

済生 高見　美佳 2009；（958）：59

ペースメーカー植込時におけるエコーガイド
下静脈穿刺法の経験

Circulation Journal
高垣　健二

他
2009；73（SupplⅡ)：1001

前向きに･･･中途採用看護師を支援する研
修

済生 曽我部恵子 2009；（959）：48

転倒！転落！どうする･･･ロールプレイング
に参加して

済生 丸山　恵二 2009；（959）：47-48

愛媛県内における学校心臓検診の現状調
査

愛媛県医師会報
高橋龍太郎

他
2009；（842）：12-18

バンコマイシン投与設計への薬剤師の関
与と臨床効果に関する多施設共同研究

日本病院薬剤師会雑誌
岡部　泰男
多田　耕司

（共同研究者）
2009；45（6）：777-780

新・中途採用者オリエンテーション、充実の
3日間

済生
白石　昌美
河澄　玲美
（共同著者）

2009；（960）：62-63

退院調整看護師の役割と継続支援への新
たな展開

看護実践の科学 野口　留美 2009；34（87）：14-20



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

Risk factors for death in 224 cases of
hepatocellular carcinoma after
transcatheter arterial embolization.

Hepato-Gastroenterology
A Hiraoka
N Horiike

et al
2009；56：213-217

Primitive neuroectodermal tumor of the
pancreas.

Internal Medicine
H Doi

N Horiike
et al

2009；48：329-323

Special report.Drug induced liver injury in
Japan-an analysis of 1646 cases between
1997 and 2006.

Hepatology Research
H Takikawa
N Horiike

et al
2009；39：427-431



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

しまなみクリニカルカンファレンス
セミナー

心房細動のトータルマネジメント 高垣　健二 2009.4.16 今治市

第8回今治地域がん診療フォーラ
ム

当院におけるバレット食道癌の検討 宮池　次郎 2009.6.5 今治市

看護部研修会 がん患者の精神的ケア 永井さよこ 2009.6.11 今治市

第3回
日々の臨床に役立つ周桑医療研
究会

消化器癌の内視鏡的治療 宮池　次郎 2009.6.11 西条市

今治地区消化器がん懇話会
当院におけるクローン病患者に対するレミ
ケード治療の現状

宮池　次郎 2009.6.29 今治市



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

ラジオNikkei 医学の焦点
（短波およびインターネットライブ放
送）

健康食品と肝障害 堀池　典生 2009.6.15



出版（第二病院）（平成21年度）

演題名 掲載紙名 著者 頁

光線角化症
形成外科医に必要な皮膚腫瘍の診断と治療
文光堂
2009.4.22出版

大塚　壽 25-26

微小嚢胞性附属器癌
形成外科医に必要な皮膚腫瘍の診断と治療
文光堂
2009.4.22出版

大塚　壽 47



その他（平成21年度）

学会名 氏名 開催年月日 開催地

第23回東予DM研究会
（司会）

重松　裕子
2009.4.23 新居浜市

第2回愛媛発達心臓病研究会学術講演会
（座長）

高橋龍太郎
2009.4.25 松山市

第14回愛媛臨床薬学学術講演会
（座長）

岡部　泰男
2009.4.25 松山市

第17回愛媛不整脈研究会
（座長）

高垣　健二
2009.5.23 松山市

第20回四国作業療法学会
（座長）

高尾　和宏
2009.5.30-31 徳島市

第8回今治地域がん診療フォーラム
（座長）

松野　　剛
2009.6.5 今治市

第34回日本超音波検査学会
（座長）

渡邊　亮司
2009.6.27 鹿児島市



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45回日本肝臓学会総会
（座長）

堀池　典生
2009.6.4 神戸市

市民公開講座
放っておけないC型肝炎－ここまで進んだ最新治療

（パネリスト）
堀池　典生

2009.6.6 松山市

C型肝炎対策学術講演会
（座長）

堀池　典生
2009.6.22 今治市




