
学会発表
演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

バスキュラーアクセストラブル症例におけ
る術前、術後血管超音波検査所見につい
て

第41回四国透析療法研究会 中西　浩之 2007.10.6-7 徳島市

透析用留置針残留の2症例 第41回四国透析療法研究会 深田　早敏 2007.10.6-7 徳島市

バスキュラーアクセス管理における血管
超音波検査の役割

第41回四国透析療法研究会 渡邊　亮司 2007.10.6-7 徳島市

右半結腸切除術後に発症した上腸間膜
静脈血栓症の1例

第73回岡山大学第１外科教室
開講記念会

佐伯　隆人 2007.10.7 岡山市

発作性上室性頻拍中のATP静注で
pseudo VTをきたしたWPW症候群の1例

第12回愛媛不整脈研究会 高垣　健二 2007.10.11 松山市

急性期CRP値1mg/dl以下で経過し冠動
脈瘤を形成した川崎病不全型乳児例の
経験ー赤沈1時間値は免疫グロブリン選
択的投与の適用基準のひとつとして有用
であるか？

第27回日本川崎病研究会 高橋龍太郎 2007.10.11 東京都

下肢深部静脈血栓症の治療方針決定に
血管超音波検査が有用であった1症例

日本超音波医学会第17回四国地方会 渡邊　亮司 2007.10.13 高松市

大腿動脈ー膝窩動脈バイパス術後に発
症した急性動脈閉塞症の1例

日本超音波医学会第17回四国地方会 渡邊　亮司 2007.10.13 高松市

高度石灰化を伴う上腸間膜動脈狭窄症
に対しバイパス術を施行した1症例

日本超音波医学会第17回四国地方会 渡邊　亮司 2007.10.13 高松市

最近経験した左房粘液腫の2症例 日本超音波医学会第17回四国地方会 渡邊　亮司 2007.10.13 高松市

超音波造影ソナゾイドを使用したHCCに
対するラジオ波焼灼療法

第65回今治肝胆膵疾患研究会 大本　昌樹 2007.10.18 今治市

バスキュラーアクセス作成後の血管超音
波検査の有用性について

第48回日本脈管学会総会 渡邊　亮司 2007.10.25-26 松本市

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1例

第40回中国四国医学検査学会 西本　隆志 2007.10.28 高知市

MMP-3測定試薬『パナクリアMMP-3「ラ
テックス」』の基礎的検討およびその臨床
的意義について

第40回中国四国医学検査学会 篠原　佑一 2007.10.28 高知市

胸水から検出されたNocardia farcinicaの
1症例について

第40回中国四国医学検査学会 村上　恵子 2007.10.28 高知市

ASOの症状のない外来糖尿病患者の
ABI/PWVの検討

第127回愛媛糖尿病同好会 今岡　大也 2007.11.2 松山市

発作性上室性頻拍中のATP静注で
pseudo VTをきたしたWPW症候群の1例

第91回日本循環器学会四国地方会 高垣　健二 2007.11.10 高松市

糖尿病におけるシスタチンCの臨床的意
義について

第12回愛媛糖尿病カンファレンス 今岡　大也 2007.11.26 新居浜市

イレウスを契機に発見されたInflammatory
fibroid polypの1例

第69回日本臨床外科学会総会 上川　竜生 2007.11.29-12.1 横浜市

経仙骨的切除を行った成人傍直腸奇形
腫の1例

第69回日本臨床外科学会総会 佐伯　隆人 2007.11.29-12.1 横浜市

慢性血液透析患者に発生したS状結腸内
分泌細胞癌の1例

第69回日本臨床外科学会総会 松野　　剛 2007.11.29-12.1 横浜市
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演題名 学会名 演者 開催年月日 開催地

術前に診断困難であった乳腺腺様嚢胞
癌の1例

第46回日本臨床細胞学会 矢野　好人 2007.11.30-12.1 仙台市

済生会今治病院の大腸癌肝転移切除症
例の検討

第34回岡大第一外科肝胆膵研究会 藤澤　憲司 2007.12.8 岡山市

術前化学療法が奏効し根治切除ができた
胃癌の1例

第21回今治市医師会内科系集談会 見崎　麻由 2007.12.13 今治市

糖尿病の悪化を契機に発見された転移
性膵頭部癌の1例

第21回今治市医師会内科系集談会 山本　　晋 2007.12.13 今治市

ダブルバルーン内視鏡が診断に有用だっ
た小腸Follieular Lymphomaの1例

第21回今治市医師会内科系集談会 今岡　大也 2007.12.13 今治市

食道腺内に増殖しSMに達していたESD施
行食道癌の1例

第21回今治市医師会内科系集談会 宮池　次郎 2007.12.13 今治市

心不全発症で発見された心臓悪性リンパ
腫の1例

第21回今治市医師会内科系集談会 井田　　潤 2007.12.13 今治市

当院において抗TNFα抗体（インフリキシ
マブ）投与したクローン病症例の検討

日本消化器病学会
第88回四国支部例会

宮池　次郎 2007.12.15 高松市

ダブルバルーン小腸内視鏡にて観察しえ
たInflammatory fibroid polypの1例

日本消化器病学会
第88回四国支部例会

徳山俊一郎 2007.12.15 高松市

多房性の嚢胞成分を伴った胃GISTの1症
例

第99回日本消化器内視鏡学会
四国地方会

村上　貴俊 2007.12.15 高松市

雑誌発表
論文名 掲載誌名 著者

3Fr.造影カテーテルを用いた外来心臓カ
テーテル検査の経験

Circulation Journal 高垣　健二

糖尿病療養指導士らの取り組みがテレビ
愛媛で放映されました

済生 平塚　京子

巻頭言「生涯研修制度について」 愛媛県病薬会誌 岡部　泰男

当科における三重複癌症例の検討 臨床今治 佐伯　隆人

講演
講演会名 演題名 講演者 開催年月日 開催地

エンゼルメイクの意義と実践 永井さよこ 2007.10.2 西条市

今治市小児科医会講演会 今治市の小児時間外診療の現状 佐藤　　潤 2007.10.24 今治市

第40回中国四国医学検査学会
超音波検査ビデオレクチャー
「頚動脈超音波検査のスクリーニング」

渡邊　亮司 2007.10.27-28 高知市

病診連携勉強会 当院でのシャントPTAの実際 井田　　潤 2007.11.12 今治市

病診連携勉強会 肝がんに対するラジオ波焼灼療法 大本　昌樹 2007.11.12 今治市

第35回愛腎会定期総会
バスキュラーアクセスの管理について
ートラブルをおこさないためにー

深田　早敏 2007.11.18 松山市

第35回愛腎会定期総会
バスキュラーアクセスの管理について
ートラブルをおこさないためにー

中西　浩之 2007.11.18 松山市

第35回愛腎会定期総会
バスキュラーアクセスの管理について
ートラブルをおこさないためにー

渡邊　亮司 2007.11.18 松山市

今治脳梗塞セミナー 脳梗塞の外科治療・血管内治療と共に 武田　定典 2007.11.29 今治市

第1回　今治DMサークル
コメディカルからのメッセージ
ー外来で行う栄養指導ー

室津　香織 2007.12.17 今治市
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その他
氏名 開催年月日 開催地

（テレビ愛媛取材・放映）

大津　京子
平塚　京子
村上　恵子
執行　奈美
越智　繁樹

2007.10.24 今治市

（取材）
越智　繁樹

2007.10.25放映 今治市

（座長）
井出　典子

2007.10.27-28 高知市

（座長）
渡邊　亮司

2007.10.27-28 高知市

越智　繁樹
大津　京子
平塚　京子
執行　奈美
村上　恵子

2007.11.6 今治市

（司会）
桑原　幸馬

2007.11.17 西条市

（パネリスト）
山内　一彦

2007.12.1 東京都

（座長）
岡部　泰男

2007.12.8 松山市

（座長）
宮池　次郎

2007.12.13 今治市

（座長）
宮池　次郎

2007.12.15 高松市

（司会）
山内　一彦

2007.12.17 今治市

ジョンソン＆ジョンソン情報誌「Japan CDE Leader's」でCDEリーダーインタビュー、
2007（3）に3頁掲載

東予支部血清・微生物合同研修会

学会名

糖尿病療養指導士の紹介

検査部においての糖尿病指導療法士における活動のテレビ取材

第40回中国四国医学検査学会

第40回中国四国医学検査学会

第1回今治DMサークル

DM Circle Forum 2007

薬剤師のためのがん薬物療法研究会

第21回今治市医師会内科系集談会

日本消化器病学会　第88回四国支部例会


	業績活動１
	‰Æ’Ñ‘W„f“ÚŠp†iH19(1).10-12)‡Q.pdf
	業績活動２

	‰Æ’Ñ‘W„f“ÚŠp†iH19(1).10-12)‡R.pdf
	業績活動３


