〔 学会･研究会発表 〕
国際学会
＜内科＞
1． Severe Case Of Peripheral Leukocytosis And Anemia Diagnosed As Prefibrotic Primary Myelofibrosis
Ota S, Hiramatsu Y, Kasahara A, Takada S, Nakata T, Umena S, Mizuno S, Shiomi K, Uchikoga O,
Noguchi T, Matsumura T.
The 4th Japanese Society of Hematology, International Symposium, 松山，2013.05.24

国内学会
＜神経筋疾患＞
2． 呼吸不全の発症後に筋強直性ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰと診断された 2 例
坂井研一
第 54 回日本神経学会学術大会，東京，2013.05.29

3． Analysis of seizure-related lesions and genes in Lgi1L385R/+ mutant rat
麓直浩，真下知士，増井淳，石田紗恵子，水口祐登，南本翔子，池田昭夫，高橋良輔，芹川忠夫，
大野行弘
第 47 回日本てんかん学会年次学術集会（優秀ﾎﾟｽﾀｰ賞神経内科部門受賞），
北九州，2013.10.11

4． 筋萎縮性側索硬化症とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
坂井研一，麓直浩，原口俊，田邊康之，井原雄悦
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.08

5． 精神症状で初発する皮質基底核変性症の臨床病理学的検討
池田智香子，横田修，長尾茂人，大島悦子，原口俊，石津秀樹，寺田整司，井原雄悦，秋山治彦，
内富庸介
第 32 回日本認知症学会学術集会，松本，2013.11.08

6． ﾎﾓ接合体歯状核赤核淡蒼球ﾙｲ体萎縮症の一剖検例
長尾茂人，横田修，田邊康之，池田智香子，大島悦子，原口 俊，寺田整司，井原雄悦，内富庸介
第 32 回日本認知症学会学術集会，松本，2013.11.08

＜免疫疾患＞
7． ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ（MTX）の併用が肺病変に有効であったｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽの症例
谷本安，片岡幹男，谷口暁彦，宮原信明，金廣有彦，森由弘，谷本光音，中田安成
第 33 回日本ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ/肉芽腫性疾患学会総会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ，東京，2013.10.26

8． ﾘｳﾏﾁの終夜ﾎﾟﾘｿﾑﾉｸﾞﾗﾌｨｰによる睡眠評価は疾患活動性を反映するかもしれない
山中隆夫，守屋有二
第 57 回日本ﾘｳﾏﾁ学会総会･学術集会，京都，2013.04.18

9． 関節ﾘｳﾏﾁの睡眠障害が ADL，疾患活動性に及ぼす影響
山中隆夫
第 50 回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会，東京，2013.06.13

10． 関節ﾘｳﾏﾁの睡眠評価と疾患活動性，ADL に関連性について
山中隆夫
日本睡眠学会第 38 回定期学術集会，秋田，2013.06.27

11． ｱｽﾋﾟﾘﾝ不耐症に合併したﾊﾟﾝｹｰｷ症候群と考えられた症例
谷本安，木村五郎，木浦勝行，片岡幹男，谷本光音，宗田良
第 25 回中国･四国臨床ｱﾚﾙｷﾞｰ研究会，岡山，2013.09.01

12． ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患，ｼｯｸﾊｳｽ症候群，化学物質過敏症，電磁過敏症の相互関係の検討
山中隆夫，北條祥子，宮田幹夫，水城まさみ，小倉英郎，角田和彦，釣木澤尚実，押方智也子，
長谷川眞紀，大友守，秋山一男
第 63 回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会秋季学術大会，東京，2013.11.28

13． QEESI を用いたｱﾚﾙｷﾞｰ疾患，ｼｯｸﾊｳｽ症候群，化学物質過敏症患者の症状比較
山中隆夫，北條祥子，宮田幹夫，水城まさみ，相澤好治，釣木澤尚実，押方智也子，長谷川眞紀，
大友守，秋山一男
第 63 回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会秋季学術大会，東京，2013.11.28

14． EHS 問診票と QEESI 問診票を併用した調査
小倉英郎，北條祥子，宮田幹夫，水城まさみ，山中隆夫，長谷川眞紀，大友守，秋山一男
第 63 回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会秋季学術大会，東京，2013.11.28

15． 気道過敏性とｱﾚﾙｷﾞｰ性気道炎症における終末糖化産物受容体（RAGE)の重要性
谷口暁彦，宮原信明，金廣有彦，早稲田公一，栗本悦子，藤井詩子，谷本安，片岡幹男，木浦勝行，
山本靖彦，山本博，谷本光音
第 63 回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会秋季学術大会，東京，2013.11.28

16． マウスアレルギー性気道炎症モデルにおける終末糖化産物受容体(RAGE)の役割
谷口暁彦，宮原信明，金廣有彦，早稲田公一，栗本悦子，藤井詩子，谷本安，片岡幹男，木浦勝行，
山本靖彦，山本博，谷本光音
第 63 回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会秋季学術大会，東京，2013.11.28

17． One Airway, One Disease 成人喘息における鼻炎と副鼻腔炎の合併に関する臨床的検討
谷本安，早稲田公一，藤井詩子，谷口暁彦，古賀光，宮原信明，木浦勝行，岡野光博，岡田千春，
片岡幹男，宗田良，谷本光音
第 63 回日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会秋季学術大会，東京，2013.11.30

＜呼吸器疾患＞
18． 肺癌	
  治療(非小細胞肺癌) 進行非小細胞肺癌に対する CDDP+DOC 併用療法への CPT-11 の上乗せ効果
を検証する第 3 相試験	
  OLCSG 0403
柴山卓夫，濱田昇，久山彰一，佐藤賢，岸野大蔵，渡邉一彦，野上尚之，亀井治人，沖本二郎，
瀧川奈義夫，畝川芳彦，田端雅弘，松尾恵太郎，谷本光音，木浦勝行，岡山肺癌治療研究会
第 53 回日本呼吸器学会，東京，2013.04.19

19． 両下肺野のｽﾘｶﾞﾗｽ状陰影を伴った呼吸不全で発症し，貧血を伴った血管内ﾘﾝﾊﾟ腫の 1 例
太田誠介，水野翔馬，塩見耕平，松村正，岸本信康
第 53 回日本呼吸器学会，東京，2013.04.19

＜血液疾患＞
20． Rituximab induction and maintenance for low grade B cell lymphoma: A multicenter, phase II study
Matsumoto M, Shimomura S, Takeuchi M, Hanada S, Komeno T, Sunami K, Hidaka M, Yano T, Kitano K,
Yoshida I, Inoue N, Horibe K, Sawamura M, Watanabe T, Nagai H
第 75 回日本血液学会学術集会，札幌，2013.10.11

＜成育医療＞
21． 食物ｱﾚﾙｷﾞｰ(疫学) 国立病院機構免疫異常ﾈｯﾄﾜｰｸ 11 施設における食物ｱﾚﾙｷﾞｰ患者実態調査
小俣貴嗣，小倉英郎，藤澤隆夫，池田政憲，村上洋子，菅井和子，水内秀次，海老澤元宏
第 50 回日本小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会，横浜，2013.10.19

22． 当院における食物ｱﾚﾙｷﾞｰ負荷検査の現状とその結果について
水内秀次，有村温恵
第 25 回中国･四国臨床ｱﾚﾙｷﾞｰ研究会，岡山，2013.09.01

23． ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸にﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄを追加した場合，血中ｱﾝﾓﾆｱ濃度は上昇するか？
秋山麻里，秋山倫之，小林勝弘，吉永治美
第 47 回日本てんかん学会学術集会，北九州，2013.10.11

＜外科＞
24． 当院における腸結核症例の検討
大谷弘樹，牧原重喜
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.07.17

25． 当院における腸結核手術症例の検討
大谷弘樹，牧原重喜
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21

26． 腹腔鏡下手術を施行した盲腸周囲ﾍﾙﾆｱの 1 例
大谷弘樹，牧原重喜
第 26 回日本内視鏡外科学会総会，福岡，2013.11.28

＜内科＞
27． 睡眠時無呼吸症候群における CPAP 前後の神経心理評価について
山中隆夫
第 5 回日本臨床睡眠学会学術集会，神戸，2013.08.02

＜麻酔科＞
28． USB 接続赤外線ﾘﾓｺﾝ KIT を利用した手術･麻酔記録 paperChart との連携
斎藤智彦
第 31 回日本麻酔･集中治療学会ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ学会，東京，2013.11.30

＜看護部＞
29． 器質的口腔ｹｱに機能的口腔ｹｱを取り入れた効果	
  -pH 測定器を用いて尾崎由衣，畠山理衣
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.08

30． 座位保持困難な重症心身障がい者の排便体位の工夫―床上排便の方法を座位にして―
中塚春菜，伊藤亜紀，岡本三重子，藤田笑子，辻珠恵，岩井洋子
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

31． 化学療法による味覚障害予防に対するｵｰﾗﾙｸﾗｲｵｾﾗﾋﾟｰの効果-化学療法経験のある味覚障害を有する 1
事例より藤村麻未，山田由衣，梶田雅子，三谷順子，吉田八重美，赤木博文
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

32． 入院時に多職種による介入を受けた結核患者の思い
野坂章子，曽根田孝子，塩田由紀子，原知江，久米広美，須間路子，橋本数江
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

＜臨床研究部＞
33． 円滑なｴﾝﾄﾘｰに向けた取り組みと今後の展望
石尾みどり，田中玲子，松尾文枝，吉田恭子，明比一郎，山根隆志，河田典子，木村五郎，
井原雄悦

第 13 回 CRC と臨床試験のあり方を考える会議，浦安，2013.09.15

＜診療支援部＞
34． 外来 DOTS ﾊﾟｽにおける薬剤師の係わりはじめからその後について
小山朋子，田中綾，児玉沙織，高橋洋子，吉田恭子，原太一，山根隆志，河田典子
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.08

35． 低栄養 COPD 患者に長期介入した一症例
梶浦尚也，出羽裕太郎，大石廣，森川竜也，丸山康徳，金澤聰，河田典子
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.09

36． ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症を呈した慢性閉塞性肺疾患患者に対し，在宅酸素療法導入に難渋した一症例
松浦佑哉，大上裕司，森川竜也，丸山康徳，石賀充典，河田典子
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

37． ﾘﾊﾋﾞﾘ介入により患者自身に適した運動方法の再獲得により機能維持ができた一症例
森川竜也，竹内由吏，丸山康徳，難波史代，河田典子
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

38． 病態受容が不十分な筋萎縮性側索硬化症患者に対し，指導･教育的に介入することで呼吸機能の改善･運
動機能の維持が図れた一症例
大石達也，高畑友里，松本和也，森川竜也，丸山康徳，坂井研一
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

39． 国立病院機構における療養介助員の専門性についての一考察
大石廣，寺山節子
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.08

40． 気切部からの分泌物流出に対する RST の介入により，音声確保が可能となった筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰの一症例
末永恵子，有吉希充恵，高畑友里，大石廣，門脇守男，田邊康之，濱田昇，斎藤智彦，松永充代
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.08

41． 当科新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにおける新人･指導係以外のｽﾀｯﾌの関わり方とその課題 ―ｱﾝｹｰﾄ結果からの一考
察―
阿利学，青木俊仁，徳田勝寛，澤田誠，井坂敬子，森田愛，桑本美由紀，村上達則，曽根弘喜，
野﨑心
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.08

42． 当科における新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの取り組みその３―ﾒﾝﾀｰ制度に関するｱﾝｹｰﾄ調査―
井坂敬子，青木俊仁，阿利学，澤田誠，徳田勝寛，森田愛，桑本美由紀，村上達則，曽根弘喜，

野﨑心
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.08

43． 当院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科における新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの取り組み その 1 -新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの概要と経過報告徳田勝寛，青木俊仁，澤田誠，井坂敬子，阿利学，森田愛，桑本美由紀，村上達則，曽根弘喜，
野﨑心
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.08

44． 当科における新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの取り組み その②：評価･治療ｽｷﾙ班の活動報告	
  ｱﾝｹｰﾄ結果からの考察
澤田誠，青木俊仁，徳田勝寛，阿利学，井坂敬子，森田愛，桑本美由紀，村上達則，曽根弘喜，
野﨑心
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.08

45． ADL における息切れと低酸素状態は改善したが，NRSDL 評価上では悪化した一症例の検討
出羽裕太郎，松浦佑哉，森川竜也，片岡靖雄，曽根弘喜，河田典子
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.09

46． 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟開設に向けた業務内容検討の取り組み
森田愛，楫野允也，中島直，青木俊仁，香田綾郁，田中洋子，曽根弘喜，野﨑心，村上達也，
岸純子，金藤大三
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

47． HOT 導入後，車の乗降動作にて低酸素状態がみられ，介入により外出が可能になった一症例
大上裕司，松浦佑哉，出羽裕太郎，片岡靖雄，曽根弘喜，森川竜也，石賀充典，河田典子
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

48． 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における業務内容検討の取り組み～ｱﾝｹｰﾄ結果からの一考察～
中島直，森田愛，青木俊仁，香田綾郁，田中洋子，野﨑心，村上達也，岸純子，楫野允也，
曽根弘喜，金藤大三
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.09

49． 非結核性抗酸菌症の症例に対する主体的な休息管理を目指した取り組み
二宮加奈子，片岡靖雄，出羽裕太郎，曽根弘喜，森川竜也，河田典子
第 67 回国立病院総合医学会 ，金沢，2013.11.09

50． 化学療法中の癌患者トータルペイン緩和のためのリハビリテーションの役割について
石田梓，竹内由吏，吉田裕子，松永麻美，濱田昇
第 26 回緩和ｹｱﾌｫｰﾗﾑ in 岡山，岡山，2013.11.27

51． 岡山県のｽﾓﾝ患者における療養病床の受け入れ状況についてのｱﾝｹｰﾄ調査
川端宏輝，坂井研一
第 55 回日本老年医学会学術集会，大阪，2013.06.04

52． 独居の慢性呼吸不全患者の一症例
川端宏輝
第 67 回国立病院総合医学会，金沢，2013.11.08

研究班報告会
＜神経筋疾患＞
53． 南岡山医療ｾﾝﾀｰにおける剖検実施体制，剖検登録の進歩状況，今後の課題ならびに研究活用
原口俊，長尾茂人，横田修，石津秀樹，池田智香子，麓直浩，田邊康之，坂井研一，寺田整司，
内富庸介，井原雄悦
精神神経疾患研究開発費	
  神経精神疾患の研究資源蓄積のためのﾌﾞﾚｲﾝﾊﾞﾝｸ	
 
ﾈｯﾄﾜｰｸ構築に関する研究	
  平成 25 年度研究報告会，東京，2013.12

54． 中国･四国地区におけるｽﾓﾝ患者の検診結果（平成 25 年度）
坂井研一
ｽﾓﾝに関する調査研究班平成 25 年度研究報告会，東京，2014.01.31

＜診療支援部＞
55． ｽﾓﾝ患者の施設に関する意識についてのｱﾝｹｰﾄ調査
川端宏輝
ｽﾓﾝに関する調査研究班平成 25 年度研究報告会，東京，2014.01.31

地方会
＜神経筋疾患＞
56． 数年ごとに一過性の複視を生じ，後に複視，眼瞼下垂と視力低下をきたした一例
坂井研一
第 95 回日本神経学会中国四国地方会，米子，2013.11.30

＜免疫疾患＞
57． 関節ﾘｳﾏﾁ患者の ADL･ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙと Anti-TNF-α 製剤選択の関連性
山中隆夫
第 32 回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会中国･四国地方会，岡山，2013.12.08

58． 早期胃癌合併の COPD 患者の嚥下障害に対し，積極的な栄養管理で改善した一例
山中隆夫
第 31 回日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会中国･四国地方会，松江，2013.07.07

＜呼吸器疾患＞
59． 76 歳から化学療法を開始し，12 年にわたり病勢を制御できた進行肺腺癌の一例
萱谷紘枝，久保寿夫，谷口暁彦，南大輔，堀田勝幸，宮原信明，谷本安，金廣有彦，木浦勝行，
谷本光音
第 25 回日本老年医学会中国地方会，岡山，2013.11.23

60． 肺ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽに合併した縦隔型肺腺癌に超音波気管支鏡ｶﾞｲﾄﾞ下針生検が有用であった 1 例
後藤田裕子，南大輔，堀田勝幸，宮原信明，谷本安，田端雅弘，金廣有彦，片岡幹男，谷本光音，
木浦勝行
第 109 回日本内科学会中国地方会，岡山，2013.11.23

61． 高齢者における特発性間質性肺炎の診断と治療･管理の実態について
谷本安，濱田昇，平野淳，久保寿夫，木浦勝行，片岡幹男，谷本光音，宗田良
第 25 回日本老年医学会中国地方会，岡山，2013.11.23

62． 90 歳代の進行肺癌症例に対し，安全に化学療法を施行できた 2 例
田村朋季，久保寿夫，南大輔，堀田勝幸，谷本安，金廣有彦，木浦勝行，谷本光音
第 25 回日本老年医学会中国地方会，岡山，2013.11.23

63． 四肢運動障害を伴う終末期癌患者の在宅療養移行に関する阻害要因の検討と対策について
濱田昇，谷本安，平野淳，宗田良
第 25 回日本老年医学会中国地方会，岡山，2013.11.23

64． 皮疹を伴う不明熱として発症し間質性肺炎発症をきっかけに診断に至った抗 Jo-1 抗体陰性皮膚筋炎の
一例
松田文子，田村朋季，谷本安，二宮貴一朗，後藤田裕子，森近大介，萱谷紘枝，宮原信明，
金廣有彦，谷本光音，木浦勝行
第 50 回日本呼吸器学会中国･四国地方会，広島，2013.12.07

65． ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙにより加療中の特発性自己免疫性肺胞蛋白症の 1 例
山本絢乃，丸川将臣，米花有香，八杉昌幸，玄馬顕一，谷本安
第 50 回日本呼吸器学会中国･四国地方会，広島，2013.12.07

66． 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽに合併した粟粒結核と血小板減少症の一例
金澤聰，石賀充典，難波史代，田中寿明，小野勝一郎，高橋秀治，濱田昇，河田典子，木村五郎，
谷本安，宗田良
第 64 回日本結核病学会中国四国支部会，岡山，2014.02.15

67． M.abscessus による眼窩軟部組織感染症の 1 例
谷本安，萱谷紘枝，工藤健一郎，後藤田裕子，高橋秀治，石賀充典，難波史代，河田典子，

木浦勝行，谷本光音，宗田良
第 64 回日本結核病学会中国四国支部会，岡山，2014.02.15

68． ﾌｯ化水素の誤吸入による急性肺障害の 1 例
谷本安，田中寿明，久保寿夫，早稲田公一，小野勝一郎，濱田昇，木村五郎，木浦勝行，片岡幹男，
谷本光音，宗田良
第 20 回日本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会，岡山，2014.02.15

＜血液疾患＞
69． 脾摘およびﾘﾂｷｼﾏﾌﾞが奏効した脾びまん性赤脾髄小型 B 細胞ﾘﾝﾊﾟ腫の 1 例
吉田親正，竹内誠
日本内科学会中国支部主催第 108 回中国地方会，岡山，2013.06.01

＜内科＞
70． 単ｸﾛｰﾝ性ｶﾞﾝﾏｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症を合併した 5q-症候群の一例
太田誠介，近藤英生，笠原明宣，水野翔馬，内古閑修，黒田桃子，三好遥香，野口敏生，松村正
第 200 回日本内科学会近畿地方会，神戸，2013.06.08

＜看護部＞
71． 慢性呼吸不全患者の終末期看護を考える～ﾃﾞｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽを通して看護の振り返りから～
岩井江利花，村上歩，高橋希世野，溝内育子，原節子
第 9 回中四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2013.09.14

72． 人工呼吸器装着中である神経難病患他者の気持ちに変化をもたらした要因の検討
緒方由美，浅野明菜，宮下千佳，細田幸香，谷井美保，宮本敏子
第 9 回中四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2013.09.14

73． 認知症高齢者に行った日中のﾄｲﾚ誘導の効果－実施前後の排泄･ADL･感情の変化を比較して－
大森伍未，関場尚美，村松百合香，大島瑞穂，山内紀代美
第 9 回中四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2013.09.14

74． 認知症患者の転倒転落防止対策に対する看護師の判断･対策の分析－新人層とﾍﾞﾃﾗﾝ層のｱﾝｹｰﾄを比較し
て－
渡邊真彰，武部由美子，小野琴美，岡内淑，池上美智子
第 9 回中四国地区国立病院機構･国立療養所看護研究学会，広島，2013.09.14

＜診療支援部＞
75． 気腫性変化を合併した気管支喘息におけるｲﾝﾊﾟﾙｽｵｼﾚｰｼｮﾝ法による検討
高松泉，河田典子，木村五郎，吉田恭子，三吉佐智子，酒井瑞音，藤井貴子，明比一郎
平成 25 年度日本臨床衛生検査技師学会中四国支部医学検査学会（第 46 回），広島，2013.11.09

研究会
＜神経筋疾患＞
76． 実地に役立つﾗﾒﾙﾃｵﾝ処方例～従来の睡眠薬との違い～
田邊康之
岡山生活習慣病ｾﾐﾅｰ，岡山，2013.04.16

77． 好酸球増多と複視，眼瞼下垂の後に視力低下をきたした一例
坂井研一，田邊康之，原口俊，麓直浩，井原雄悦，木村五郎，松尾俊彦
第 16 回倉敷神経疾患懇話会 ，倉敷，2013.09.19

78． 神経疾患の緩和ｹｱの問題点
坂井研一
第 1 回岡山県神経疾患緩和ｹｱ研究会，岡山，2014.03.22

＜呼吸器疾患＞
79． COPD における禁煙
濱田昇
第 16 回 ORCA ｾﾐﾅｰ，倉敷，2013.04.07

80． 看護師の関わり方
松永麻美
緩和ｹｱｽﾀｯﾌｾﾐﾅｰ～ﾃｰﾏ：在宅を考える会～，倉敷，2013.05.27

81． 医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
文屋佳子
緩和ｹｱｽﾀｯﾌｾﾐﾅｰ～ﾃｰﾏ：在宅を考える会～，倉敷，2013.05.27

82． 後悔しないｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ緩和医療を目指して
濱田昇
緩和ｹｱｽﾀｯﾌｾﾐﾅｰ～ﾃｰﾏ：在宅を考える会～，倉敷，2013.05.27

83． 高齢者･合併症のある結核患者の治療について
河田典子
第 7 回日本結核病学会中国四国支部研究会 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ，岡山，2013.10.19

84． ﾘｳﾏﾁ患者にみられる肺病変とその対策-感染症を含めた鑑別診断を中心に谷本安
第 7 回日本結核病学会中国四国支部研究会 特別講演，岡山，2013.10.19

85． 喘息･COPD の実態ｱﾝｹｰﾄ調査報告
谷本安
第 7 回岡山吸入療法研究会 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ，岡山，2013.10.24

86． 長引く咳の治療戦略
谷本安
第 5 回鳥取県中部吸入研究会，倉吉，2013.11.08

87． 両下肢浮腫を主訴とし肺病変を呈した 1 例
濱田昇，高橋秀治，石賀充典，難波史代，小野勝一郎，田中寿明，河田典子，谷本安，宗田良
第 69 回倉敷胸部疾患懇話会，倉敷，2014.02.26

88． 慢性呼吸器感染症に対する補中益気湯の使用経験
谷本安
第 10 回岡山大学 Campo Conference，岡山，2013.09.19

＜内科＞
89． ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症候群と関連病態の相互ｱﾌﾟﾛｰﾁ
山中隆夫
睡眠障害とﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽ症候群を考える会，岡山，2013.07.30

＜看護部＞
90． 器質的口腔ｹｱに機能的口腔ｹｱを取り入れた口腔内改善
畠山理衣，尾崎由依，渡邊安季子，砂田佳奈，常久幸恵，町島素子，津曲悦美
平成 25 年度神経筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会合同研究発表会，鳥取，2013.02.22

91． 人工呼吸器装着中である神経難病患者の気持ちに変化をもたらした要因の検討
緒方由美，細田幸香，浅野明菜，宮下千佳，谷井美保，宮本敏子
平成 25 年度神経筋疾患政策医療ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会合同研究発表会，鳥取， 2014.02.22

＜診療支援部＞
92． 人工呼吸器簡易説明書等の管理について
笠井健一，松永充代，斎藤智彦
筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ医療研究会，東京，2013.11.26

