
学会発表
演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

Eel-IMのCTO病変に対する当院での使用
経験

第15回愛媛心血管インターベンション研
究会

井田　　潤
他

2008.10.4 松山市

Cinacalcet（レグパラ）の二次性副甲状腺
機能亢進症（SHPT）における臨床効果

第42回四国透析療法研究会 深田　早敏 2008.10.4-5 高松市

高齢者に対するダルベポエチンアルファ
使用の検討

第42回四国透析療法研究会 堀田　修平 2008.10.4-5 高松市

糖尿病患者の行動変容への支援
ー教育入院中患者の心理的変化ー

愛媛県糖尿病看護実践に強い
看護師育成研修会

重松　裕子 2008.10.10 松山市

血管超音波検査にて発見した総腸骨動
脈ステント狭窄の1症例

第18回日本超音波医学会四国地方会学
術集会

渡邊　亮司
他

2008.10.11 松山市

血管超音波検査が診断、治療方針決定
に有用であった総腸骨動脈mobile plaque
の1症例

第18回日本超音波医学会四国地方会学
術集会

渡邊　亮司
他

2008.10.11 松山市

僧帽弁位急性感染性心内膜炎の1治験
例

第18回日本超音波医学会四国地方会学
術集会

渡邊　亮司
他

2008.10.11 松山市

下肢閉塞性動脈硬化症の治療選択に超
音波検査が有用であった1例

第18回日本超音波医学会四国地方会学
術集会

中西　浩之
他

2008.10.11 松山市

B型、C型肝炎、肝がんの各1例の検討 第70回今治肝胆膵疾患研究会 湯本　泰弘 2008.10.16 今治市

膵頭部主膵管内腫瘍の1例 第70回今治肝胆膵疾患研究会 佐伯　隆人 2008.10.16 今治市

看護師のインタビューから針刺し事故減
少に繋がった要因を考える

第61回済生会学会
平成20年度済生会総会

阿部　洋子
他

（ポスター発表）
2008.10.18-19 岡山市

当院バスキュラーラボにおける血管超音
波検査の役割について（特にバスキュ
ラーアクセスおよび下肢動脈に対して）

第49回日本脈管学会 渡邊　亮司 2008.10.24-26 東京都

フィブリンモノマー複合体定量測定試薬
オートLIA  FMの検討　基礎的検討及び
術前検査時における陽性率について

第41回中国四国医学検査学会 井出　典子 2008.10.31-11.2 下関市

ERBDチューブの側孔からのガイドワイ
ヤー挿入方について

第101回日本消化器内視鏡学会四国地
方会

宮池　次郎 2008.11.8-9 松山市

時間的・空間的視覚保続を呈した左頭頂
後頭葉梗塞の1例

第32回日本高次脳機能障害学会 藤本　早苗 2008.11.19-20 松山市

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

第93回日本循環器学会四国地方会 高垣　健二 2008.12.6 松山市

ERBDチューブの側孔からのガイドワイ
ヤー挿入方について

第22回今治市医師会内科系集談会 宮池　次郎 2008.12.11 今治市

CTO病変に対し、X-treamでPCIに成功し
た1例

第22回今治市医師会内科系集談会 井田　　潤 2008.12.11 今治市



演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

ダブルバルーン内視鏡が有用であった小
腸出血の2例

第22回今治市医師会内科系集談会
今岡　大也

他
2008.12.11 今治市

99mTc-GSAによる肝機能評価 第22回今治市医師会内科系集談会
湯本　泰弘

他
2008.12.11 今治市



第二病院　学会発表
演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

糖尿病外来での眼科受診のすすめ
日本糖尿病学会中国四国地方会
第46回総会

村上比奈恵
他

2008.11.15 宇都宮市

高カリウム血症を呈した糖尿病患者の栄
養指導

第11回今治糖尿病内分泌疾患研究会
加藤　恒美

他
2008.11.27 今治市

糖代謝に影響を及ぼす内分泌疾患：甲状
腺腫大にて来院、甲状腺機能低下から短
期間に発症したバセドウ病の1例

第11回今治糖尿病内分泌疾患研究会
田丸　正明

他
2008.11.27 今治市



希望の園　学会発表
演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

「見直してみよう！今の排泄ケア」
－皮膚トラブルの軽減を考えながらコスト
ダウンを目指してー

第61回済生会学会
平成20年度済生会総会

青葉　美紀 2008.10.19 岡山市



雑誌発表
論文名 掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

楽しく考え、感じる、新採用者のフォロー
アップ研修

済生 吉田　昭枝 2008；（953）：59

これだけは知っておきたい！アセスメント
に役立つ検査値の読み方
脂質（Tcho、LDL-C、HDL-C、TG）

Nutrition Care 山内　一彦 2008；1（5）：42-47

ザ・サード「絆」の会　施設内で働く組織づ
くり、人づくりから、地域への発信

看護部マネジメント 吉田　昭枝 2008；13（285）：45

パルボウイルスB19感染による無形成発
作が契機となって遺伝性球状赤血球症と
診断された一症例

日本検査血液学会雑誌 西本　隆志 2008；9（3）：291-295

後腹膜神経節細胞腫の2症例 臨床今治
佐伯　隆人

他
2008；21（1）：34-40

成人仙尾部奇形腫の1例 日本臨床外科学会雑誌
佐伯　隆人

他
2008；69（11）：3003-3008

SMBGデータ管理ソフト　アキュチェック
コンパスJの使用経験

糖尿病診療マスター 大津　京子 2008；6（6）：672-673



第二病院　雑誌発表
論文名 掲載誌名 著者 年；巻（号）：頁

Liver/spleen volume ratio as a predictor
of prognosis in primary biliary cirrhosis.

J of Gastroenterology
Y Murata
N Horiike

他
2008；43：632-636

Neuropsychiatric dysfunction in patients
with chronic hepatitis and liver cirrhosis.

Hepatology Research
K Michitaka
N Horiike

他
2008；38：1069-1075

本邦におけるWilson病に対する酢酸亜鉛
製剤（NPC-O2)の有効性と安全性に対す
る検討

日本先天代謝異常学会雑誌
清水　教一
堀池　典生

他
2008；24：71-80



講演
講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

第11回島内病診連携懇話会 消化器癌の内視鏡治療ー上部から下部ー 宮池　次郎 2008.10.23 今治市

第16回愛媛不整脈研究会
臨床でよく見かける頻脈性不整脈に対する
抗不整脈薬の使い方

高垣　健二 2008.11.15 松山市

平成20年度中堅看護師交流会 元気な職場はわたしから!! 井川　浩美 2008.11.15 松山市

第6回今治がん診療フォーラム インタフェロン治療の公費助成について 湯本　泰弘 2008.11.7 今治市

病診連携勉強会
臨床でよく見かける頻脈性不整脈に対する
抗不整脈薬の使い方（前回の続き）

高垣　健二 2008.11.17 今治市

病診連携勉強会 慢性心不全の治療について 井田　　潤 2008.11.17 今治市

病診連携勉強会
当院における大腸腫瘍の内視鏡治療の現
状

宮池　次郎 2008.11.17 今治市

大川地区医師会学術講演会 メタボリックシンドローム最近の話題 山内　一彦 2008.11.19 東かがわ市

今治西高等学校「保健衛生講話」 生活習慣病を防ごう！ 山内　一彦 2008.11.25 今治市

今治西高等学校「保健衛生講話」 生活習慣病を防ぐ食事の摂り方 室津　香織 2008.11.25 今治市

今治西高等学校「保健衛生講話」 生活習慣病について 渡部　綾子 2008.11.25 今治市

西条市医師会学術講演会 CKDをふまえた高血圧治療 美馬　　敦 2008.11.28 西条市



講演　第二病院
講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

第6回今治地域がん診療フォーラ
ム

肝炎治療の現状 堀池　典生 2008.11.7 今治市



出版　第二病院
演題名 掲載紙名 著者 頁

薬物性肝障害の実態
薬物性肝障害の実態－全国集計－
中外医学社

堀池　典生
他

1-10

肝硬変の成因別実態
肝硬変の成因別実態
中外医学社

徳本　良雄
堀池　典生

他
230-234

皮膚腫瘍の治療
家庭医学大事典　初版
小学館・ホームメディカ編集委員会編集

大塚　　壽 1991-1992



学会名 氏名 開催年月日 開催地

愛媛県糖尿病看護実践に強い看護師育成研修会
（座長）

重松　裕子
2008.10.10 松山市

第18回日本超音波医学会四国地方会学術集会
（司会）

渡邉　亮司
2008.10.11 松山市

第18回日本超音波医学会四国地方会学術集会
（座長）

中西　浩之
2008.10.11 松山市

第7回四国地方会講習会
末梢血管エコーの基礎と応用－静脈系を中心として

（司会）
渡邉　亮司

2008.10.11 松山市

第61回済生会学会
平成20年度済生会総会検査部のリスクマネ-ジメント

（シンポジスト）
白石　和仁

2008.10.18-19 岡山市

第61回済生会学会
平成20年度済生会総会

（座長）
吉田　昭枝

2008.10.18-19 岡山市

日本イーライリリー神戸本社スタッフ研修
（講師）

山内　一彦
2008.10.24-25 神戸市

第8回Autumn Brain Conference in Dogo
（座長）

西崎　　統
2008.10.25 松山市

第41回中国四国医学検査学会
（座長）

平塚　京子
2008.10.31-11.2 下関市

第41回中国四国医学検査学会
（司会）

渡邉　亮司
2008.10.31-11.2 下関市

第4回今治DMサークル
（司会）

山内　一彦
2008.11.20 今治市



第二病院　その他
学会名 氏名 開催年月日 開催地

第11回今治糖尿病内分泌疾患研究会
（座長）

田丸　正明
2008.11.27 今治市


