日本交通医学会総会
第６ ４ 回総会日程並びにプログラム

会 期：平成２２年６月１２日（土）－１３日（日）
会 長：安藤 利昭 （ＪＲ札幌病院長）
会 場：ホテルニューオータニ札幌
〒０６０－０００２ 札幌市中央区北２条西１丁目１－１
℡：０１１－２２２－１１１１ ＦＡＸ：０１１－２２２－５５５１
参加費：６，０００円

懇親会費：６，０００円（当日のみ受け付ます）

事務局：ＪＲ札幌病院 総務課内
〒０６０－００３３ 札幌市中央区北３条東１丁目
℡：０１１－２０８－７１５３ ＦＡＸ：０１１－２０８－７１５６
Ｅ－ｍａｉｌ：jrhospital@jrhokkaido.co.jp

学会ホームページ：http://jatm.umin.jp/

会告

第６４回日本交通医学会について、次のとおりご案内いたします。
参加費：６，０００円 懇親会費：６，０００円
１．口演時間

一般演題発表６分、討論１分以内

２．演者集合

口演開始１０分前に次演者席におつきください。

３．スライド（一般演題）
（１）すべてＰＣ発表とし、１面映写とします。
（２）Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔで作成したデータのみとします。
（３）会場で用意されるパソコンはＷｉｎｄｏｗｓＰｏｗｅｒｐｏｉｎｔ２００３，２００７が内蔵され
ています。
なお、音声の再生はできません。
（４）６月１３日（日）は受付用ＰＣで発表の３０分前までにファイルの内容確認を行っ
てください。なお、６月１２日（土）も９：００から１７：００まで受付を行います。
４．日本医師会の産業医研修単位の取得について
６月１２日（土）第１日目のシンポジウムで、ご希望の方には日本医師会認定産
業医の生涯研修（１．５単位）の手続きをいたします。

５．事務局
ＪＲ札幌病院 総務課内
〒０６０－００３３ 札幌市中央区北３条東１丁目
℡：０１１－２０８－７１５３ ＦＡＸ：０１１－２０８－７１５６
Ｅ－ｍａｉｌ：jrhospital@jrhokkaido.co.jp

ご案内
◎平成２２年６月１１日（金）
理事会：ＪＲタワーホテル日航札幌 ３６階スカイバンケットルーム『つき』

（16：00～18：00）
◎平成２２年６月１２日（土） ホテルニューオータニ札幌 ２階「鶴の間」
（東）
開会：８：５０

会長挨拶

ＪＲ札幌病院長

安藤 利昭

１．特別講演Ⅰ ２階「鶴の間（東）
」
（9:00～10:00）
座長：ＪＲ東京総合病院長

花岡 一雄

「メタボリックシンドローム：現状と課題の点検」
札幌医科大学

学長

島本

和明

２．シンポジウムⅠ ２階「鶴の間（東）」
（10：00～11：30）
「特定健診・特定保健指導の実情と問題点―制度開始後３年目を迎えて」
座長：ＪＲ東日本健康推進センター所長

横田 和彦

保健管理部

副部長

佐藤 広和

ＪＲ東海静岡健康推進センター

副医長

杉藤

保健師

甲斐 里美

保健師

井上 宣子

ＪＲ札幌病院

（１）「産業医から見た実情と問題点」
素子

（２）「お腹ちょいやせ講座」
ＪＲ東日本健康推進センター

（３）「特定保健指導の効果と課題」
ＪＲ西日本健康増進センター

３．評議員会・総会 ２階「鶴の間（東）」（11:30～12:00）
４．ランチョンセミナー ２階「鶴の間（東）」
（12:10～13:00）
座長：ＪＲ札幌病院

副院長

四十坊

典晴

「環境とアレルギー －アレルギー増加の背景を考える－」
筑波大学大学院

人間総合科学研究科

呼吸病態医学分野

教授

檜澤

伸之

５．特別講演Ⅱ ２階「鶴の間（東）
」
（13:00～16:00）
「進行する地球温暖化とその対策は？」
座長：名古屋セントラル病院長

齊藤

秀彦

名誉教授

若土

正曉

座長：大阪鉄道病院長

岸本

三郎

（１）
「豊かな海の秘密」
（13:00～14:00）
北海道大学

（２）
「私たちと地球温暖化（影響と対策について）
」（14:00～15:00）
北海道大学大学院地球環境科学研究院

准教授

山中

康裕

座長：ＪＲ九州病院長

林田

一洋

（３）
「ＪＲ北海道における環境問題への取り組み」
（15:00～16:00）
北海道旅客鉄道株式会社

総合企画本部

専任部長

豊田

誠

６．宿題報告 ２階「鶴の間（東）」
（16:00～17:00）
座長：ＪＲ仙台病院長

市来

正隆

「世界を目指す婦人科がん臨床研究組織ＪＧＯＧその組織力の結実
－単一施設から国際連携まで－」
ＪＲ札幌病院

７．特別報告

副院長

寒河江

悟

２階「鶴の間（東）」
（17:00～17:30）
座長：広島鉄道病院長

三島

弘

「エキナカ医療の可能性を探る」
ＪＲ東京総合病院

血液・腫瘍内科

主任医長／化学療法室長

小林

８．会員懇親会 ２階「鶴の間（西・中）」
（18:00～）

◎ 平成２２年６月１３日（日）
１．分科会 (8:30～12:00)
第１会場 ２階「北星」

第４会場 ２階「鶴西」

第２会場 ２階「北斗」

第５会場 ２階「鶴中」

第３会場 ２階「双葉」

一彦

２．シンポジウムⅡ ２階「鶴の間（東）」（9:00～11:30）
「クリニカルパス利用の現状と課題」
座長：ＪＲ札幌病院 皮膚科
広島鉄道病院

主任医長
看護部長

小玉
谷口

和郎
悦子

（１）
「糖尿病入院パスについて－当院の現状と今後の取り組み」
ＪＲ九州病院

看護長

中尾

英子

（２）
「当院におけるクリニカルパスの現状と課題」
ＪＲ仙台病院

看護主任

伊藤

美香子

（３）
「クリティカルパス運用の現状と課題」
ＪＲ東京総合病院

看護部

早川富美子

（４）「新病院移転後の電子カルテ上でのクリニカルパスの運用状況につ
いて」
名古屋セントラル病院

泌尿器科

主任医長

黒松

功

（５）
「大阪鉄道病院におけるクリティカルパス利用の現状と課題」
大阪鉄道病院

看護副部長

岡田

みどり

（６）
「当院におけるクリニカルパス運用の現状と課題」
ＪＲ札幌病院

産婦人科

主任医長

杉村

政樹

日 程 表
第１日目（６月１２日 土曜日）
鶴の間（東）
8:50
9:00

会長挨拶
特別講演Ⅰ

ＪＲ札幌病院長 安藤 利昭
座長：ＪＲ東京総合病院長 花岡 一雄

「メタボリックシンドローム：現状と課題の点検」
10:00

札幌医科大学 学長 島本 和明
座長：ＪＲ東日本健康推進センター所長 横田 和彦
ＪＲ札幌病院 保健管理部 副部長 佐藤 広和

シンポジウムⅠ

「特定検診・特定保健指導の実情と問題点－制度開始後３年目を迎えて」
(1)「産業医から見た実情と問題点」
ＪＲ東海静岡健康推進センター

副医長

杉藤

素子

ＪＲ東日本健康推進センター

保健師

甲斐

里美

ＪＲ西日本健康増進センター

保健師

井上

宣子

四十坊

典晴

教授

檜澤

伸之

座長：名古屋セントラル病院長

齋藤

英彦

(2)「お腹ちょいやせ講座」
(3)「特定保健指導の効果と課題」
11:30
12:00
12:10

評議員会・総会
ランチョンセミナー
「環境とアレルギー

13:00

座長：ＪＲ札幌病院

副院長

－アレルギー増加の背景を考える－」

筑波大学大学院

人間総合科学研究科

呼吸病態医学分野

特別講演Ⅱ
「進行する地球温暖化とその対策は？」
(1)「豊かな海の秘密」
北海道大学 名誉教授 若土 正曉
座長：大阪鉄道病院長

岸本

三郎

准教授

山中

康裕

座長：ＪＲ九州病院長

林田

一洋

(2)「私たちと地球温暖化（影響と対策について）」
北海道大学大学院地球環境科学研究院

(3)「ＪＲ北海道における環境問題への取り組み」
16:00

北海道旅客鉄道株式会社

総合企画本部

専任部長

豊田

誠

宿題報告
座長：ＪＲ仙台病院長

市来

正隆

「世界を目指す婦人科がん臨床研究組織ＪＧＯＧその組織力の結実
－単一施設から国際連携まで-」
17:00

ＪＲ札幌病院

副院長

寒河江

悟

三嶋

弘

特別報告
座長：広島鉄道病院長

「エキナカ医療の可能性を探る」
17:30

ＪＲ東京総合病院

鶴の間（西・中）
18:00

会員懇親会

血液・腫瘍内科

主任医長／化学療法室長

小林

一彦

日 程 表
第２日目（６月１３日 日曜日）
第１会場 北星

第２会場 北斗

第３会場 双葉

第４会場 鶴西

第５会場 鶴中

8:30
神経・精神
看護Ⅰ

8:58
9:05
9:12

【１～５】
座長：大原まゆみ
名古屋セントラル病院

【６～１０】
看護Ⅲ

薬剤Ⅰ

【３０～３４】
化学療法

【６０～６４】
消化器・血液

座長：平田 勝
ＪＲ東京総合病院

座長：小林 一彦
ＪＲ東京総合病院

【３５～３８】
整形外科Ⅰ

【６５～６８】
代謝異常

【８６～９１】

座長：岸本
大阪鉄道病院

【１１～１４】
看護Ⅳ
座長：井上香保里
ＪＲ札幌病院

【１５～１９】
臨床検査Ⅰ
座長：佐々木真由美
ＪＲ札幌病院

ＪＲ東京総合病院

【２５～２９】

12:00

【３９～４２】
整形外科Ⅱ

【６９～７２】
感染

【４３～４６】

【７３～７５】

疼痛緩和・褥瘡・ＮＳＴ

座長：有田 英子
ＪＲ東京総合病院

薬剤Ⅱ
座長：寺井

【１１９～１２２】
歯科口腔外科

文廣

名古屋セントラル病院 座長：小林

【９２～９６】

座長：田代 俊之 座長：和田 勝也
郁美 ＪＲ東京総合病院 大阪鉄道病院

11:18
【２０～２４】
11:25
11:32 臨床検査Ⅱ
11:39 座長：関 邦彦
11:53

消化器

座長：山本 孝徳
座長：児玉 弘子 座長：下出 賀運 座長：川島 靖浩 座長：伊東 一彦 大阪鉄道病院
名古屋セントラル病院 大阪鉄道病院
ＪＲ仙台病院
大阪鉄道病院
【１１５～１１８】

看護Ⅱ
9:26
9:33
9:40
9:47
9:54
10:01
10:08
10:15
10:22
10:29
10:36
10:43
10:50
10:57
11:04

外科

一三

ＪＲ札幌病院

【１２３～１２６】
循環器Ⅰ

座長：曽村 富士 保健管理Ⅰ
座長：後藤 一平 座長：三上 雅史 名古屋セントラル病院 座長：佐藤 広和
大阪鉄道病院
ＪＲ札幌病院
【９７～１０１】 ＪＲ札幌病院

放射線Ⅰ

循環器Ⅱ
座長：長谷川
ＪＲ札幌病院

糖尿病

保健管理Ⅱ
【１０２～１０５】 座長：清治 邦章

座長：白川 崇子 座長：最上 伸一
ＪＲ東京総合病院 大阪鉄道病院

【４７～５１】
放射線Ⅱ

【１２７～１３１】
徹

ＪＲ仙台病院

【７６～８０】

呼吸器

【１３２～１３６】

座長：吉岡 伸吉郎 保健管理Ⅲ
広島鉄道病院
座長：遠田 和彦

自己免疫

座長：秦 良一郎 座長：本多 佐保
広島鉄道病院
ＪＲ札幌病院

【１０６～１１０】
リハビリ

【５２～５６】
耳鼻咽喉科

座長：田中 清和
ＪＲ東京総合病院

【８１～８５】

ＪＲ東海静岡健康管理センター

【１３７～１４０】

衛生試験
【１１１～１１４】 座長：大房 正知

座長：原 誠
ＪＲ東京総合病院

ＪＲ札幌病院

【５７～５９】

【１４１～１４４】

鶴の間（東）
9:00 シンポジウムⅡ

座長：ＪＲ札幌病院 皮膚科 主任医長 小玉 和郎
広島鉄道病院 看護部長 谷口 悦子

「クリニカルパス利用の状況と課題」
(1)「糖尿病入院パスについて－当院の現状と今後の取り組み」
ＪＲ九州病院

看護長

中尾

英子

(2)「当院におけるクリニカルパスの現状と課題」
ＪＲ仙台病院

看護主任

伊藤

美香子

看護部

早川

富美子

(3)「クリティカルパス運用の現状と課題」
ＪＲ東京総合病院

(4)「新病院移転後の電子カルテ上でのクリニカルパスの運用状況について」
名古屋セントラル病院

泌尿器科

主任医長

黒松

功

(5)「大阪鉄道病院におけるクリティカルパス利用の現状と課題」
大阪鉄道病院

看護副部長

岡田

みどり

(6)「当院におけるクリニカルパス運用の現状と課題」
11:30

ＪＲ札幌病院

産婦人科

主任医長

杉村

政樹

一般演題プログラム
（６月１３日 日曜日）

第１会場

北 星
座長 ＪＲ仙台病院 児玉 弘子

看護Ⅰ ８：３０～９：０５
１ 新人看護職員研修と離職要因について

ＪＲ札幌病院

看護部

森 美奈子

ＪＲ札幌病院

看護部

武田 洋子

２ 業務量調査から検討した外来看護職の業務実態
３ 針刺し・切創事故の現状と課題－過去９年間の事故報告書からの検討－
ＪＲ札幌病院

看護部

矢倉 昌子

看護部

新見 香里

４ 呼吸療法支援チーム発足後の一年間の活動報告
ＪＲ札幌病院
５ セクシャルハラスメントを受けない看護師の関わりについて
名古屋セントラル病院

看護部

山本 旭

座長 名古屋セントラル病院 大原 まゆみ

看護Ⅱ ９：０５～９：４０

６ 当院における摂食・嚥下障害対策の実態と要因分析からみた今後の課題
ＪＲ札幌病院

看護部

大山 文枝

看護部

高木 由香

７ 上部内視鏡検査の咽頭麻酔の検討～氷結法導入における患者の反応～
ＪＲ札幌病院

８ 混合病棟における循環器チーム立ち上げの取り組み～心臓カテーテル検査における看護の標準
化とチームメンバー固定化の導入～
ＪＲ仙台病院

看護部

冨田 啓子

ＪＲ東京総合病院

看護部

渡邊 茂子

９ その人らしい最期のための逝去時のケア
10 腰椎の手術を受ける患者の思い
広島鉄道病院

看護部

松島 沙由里

座長 大阪鉄道病院 岸本 郁美

看護Ⅲ ９：４０～１０：０８
11 退院調整における新しい取り組みについて

名古屋セントラル病院

地域・法人連携室

橋口 陽子

12 当院地域医療連携センターにおける退院調整の現状と課題
ＪＲ札幌病院

看護部

大村 早代

13 診療実績データをＤＰＣ包括評価制度の導入に活用する
名古屋セントラル病院

事務部

渡邊 太一

ＪＲ仙台病院 看護部

清水 優

14 手術経過表のパス化検討

座長 ＪＲ札幌病院 井上 香保里

看護Ⅳ １０：０８～１０：４３

15 抗菌薬の使用方法についての看護スタッフ教育-モデル病棟に限定した教育から、院内全体の看
護スタッフ教育に向けて

名古屋セントラル病院 看護部

林 奈緒

16 手袋サイズを基準にしたアルコール手指消毒薬至適使用量の検討
名古屋セントラル病院 手術室

井平 里絵

17 手術時手指衛生法の検討
名古屋セントラル病院 手術室
18

石黒 ひとみ

MRSA に対する薬剤感受性成績と VCM の AUC/MIC からみた有効性評価
広島鉄道病院 感染防止委員会 桑原 隆一

19 フルオロウラシル製剤による治療中の味覚障害への援助～亜鉛摂取による変化
広島鉄道病院 看護部 竹添 菜美

座長 ＪＲ札幌病院 佐々木 真由美

臨床検査Ⅰ １０：４３～１１：１８
20 アメーバ赤痢の大腸内視鏡検査時迅速検鏡検査

ＪＲ東京総合病院 臨床検査 深井 光一郎
21 肝形態異常を呈する脂肪肝とその特徴について
大阪鉄道病院 臨床検査室 小宮山 恭弘
22

small dense LDL 測定試薬の検討
ＪＲ札幌病院 臨床検査 松本 道明

23 純水装置導入と集約化による効率化の検討
ＪＲ札幌病院 臨床検査 久保 敬補
24 睡眠時無呼吸症候群の診断検査について
名古屋セントラル病院 中央検査室 山田 亜紀

臨床検査Ⅱ １１：１８～１１：５３

座長 ＪＲ東京総合病院 関

邦彦

25 高齢者に発生した Sertoli-Leydig cell tumor の 1 例
ＪＲ東京総合病院 臨床検査 関 邦彦
26 家族性大腸ポリポーシスに関連した下部胆管高分化腺癌の一例
ＪＲ東京総合病院 臨床検査 茂野 雅子
27 過去 4 年間に当院で分離された Haemophilus influenzae の検出状況

広島鉄道病院 臨床検査 掛野 沙由里
28 当院における単一胚盤胞移植の臨床成績
大阪鉄道病院 臨床検査室 内野 義彦
29 骨髄移植後の血液型 2 例について
名古屋セントラル病院 輸血管理室 虫鹿 彰敏

第２会場

北 斗
座長 大阪鉄道病院 下出 賀運

外科 ８：３０～９：０５
30

IgG4 関連硬化性疾患にて消化管狭窄をきたした一例
大阪鉄道病院 外科 梅原 繭子

31 腹痛、左腹直筋部の皮膚発赤をたした大腿静脈より留置した中心静脈カテーテルの一例
ＪＲ東京総合病院 消化器外科 小山 要
32 再発神経膠芽腫に対する術中 MRI を用いた手術戦略
名古屋セントラル病院 脳神経外科 竹林 成典
33 視野障害で発症した傍前床突起内頚動脈瘤の 1 例
名古屋セントラル病院 脳神経外科 中上 桂吾
34 駅からの救急要請により救急搬送された症例の検討
ＪＲ東京総合病院 救急 三根 若菜

化学療法 ９：０５～９：３３

座長 ＪＲ東京総合病院 平田 勝

35 当院の外来化学療法センターの現状～開設 6 ヶ月を経過して～
大阪鉄道病院 外科 麦谷 達郎
36 当院脳外科でのテモダールの使用状況
ＪＲ東京総合病院 脳脊髄神経外科 羽井佐 利彦
37 当院における子宮筋腫のリュープリン術前投与の評価
ＪＲ札幌病院 産婦人科 長多 正美
38 Trastuzumab 抵抗性 Her 2 陽性右乳癌術後再発に対し、TC 療法+Lapatinib 投与が有効であった
1例
ＪＲ東京総合病院 外科 平田 勝

整形外科Ⅰ ９：３３～１０：０１

座長 ＪＲ東京総合病院 田代 俊之

39 アルミナセラミック製ライナーの脱転または破損を来たしたサンドイッチカップ型セラミック
人工股関節４症例
ＪＲ東京総合病院 整形外科 深谷 英世

40 十字靭帯の後方に発生した関節内ガングリオンの 1 例
ＪＲ東京総合病院 整形外科 山川 千尋
41 骨欠損の大きい膝関節骨壊死に対する骨移植を用いた人工膝関節全置換術の１例
ＪＲ東京総合病院 整形外科 中村 春彦
42 経皮的椎体形成術を施行した椎体骨折後偽関節における骨癒合
ＪＲ札幌病院 整形外科 川口 哲

座長 大阪鉄道病院 後藤 一平

整形外科Ⅱ １０：０１～１０：２９

43 大腿切断後の大腿骨頚部骨折に対し人工骨頭挿入術を行った 1 例
ＪＲ東京総合病院 整形外科 中里 啓佑
44 左人工膝関節再置換術後、膝蓋靱帯断裂を来たした 1 例
ＪＲ東京総合病院 整形外科 日高 亮
45 変形性膝関節症に対する人工膝関節置換術が旅行能力に及ぼす影響
ＪＲ東京総合病院 整形外科 田代 俊之
46 高齢者の陳旧性橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術
大阪鉄道病院 整形外科 遠山 雅彦

座長 ＪＲ東京総合病院 白川 崇子

放射線Ⅰ １０：２９～１１：０４
47 心サルコイドーシスの画像検査 アイソトープ検査

ＪＲ東京総合病院 放射線科 白川 崇子
48 ６４列 MDCT 冠動脈検査における step & shoot の使用経験と有用性について
ＪＲ札幌病院 放射線 河野 通晴
49 石綿性胸膜斑に対する胸部ＭＤＣＴの有用性について
ＪＲ札幌病院 放射線 秋林 毅幸
50 当院におけるマンモグラフィの撮影条件による（AAEC 撮影と AEC を使用した管電圧固定による
撮影法の比較・検討）
ＪＲ札幌病院 放射線 米生 真麻
51

SPECT-CT が有用であった消化管出血の 1 例
広島鉄道病院 放射線科 秦 良一郎

放射線Ⅱ １１：０４～１１：３９
52

座長 広島鉄道病院 秦 良一郎

201

TlCl 心筋血流検査におけるＣＴ減弱補正の影響について
広島鉄道病院 放射線科 甲斐 勇二

53

MRI 用肝臓造影剤（EOB）使用時における肝動脈優位相の撮像タイミングの検討
名古屋セントラル病院 放射線 鈴木 智明

54 高磁場術中 MRI 室における安全管理のためのスタッフ教育

名古屋セントラル病院 放射線 箕浦 奨
55 当院における SIB-IMRT の治療精度に関する検討
名古屋セントラル病院 放射線 大野 輝久
56 名古屋セントラル病院における放射線治療装置 Novalis の使用経験
名古屋セントラル病院 放射線 峯田 崇

座長 ＪＲ東京総合病院 原

耳鼻咽喉科 １１：３９～１２：００

誠

57 当科における病診連携の現状ー鼓室形成術症例を中心にー
ＪＲ札幌病院 耳鼻咽喉科 染川 幸裕
58 種々の耳疾患における側頭骨病理所見について
ＪＲ東京総合病院 耳鼻咽喉科 原

誠

59 ファブリー病患者における加齢と聴力との関係
名古屋セントラル病院 耳鼻咽喉科 山本 浩志

第３会場

双 葉

消化器 ８：３０～９：０５

座長 名古屋セントラル病院 川島 靖浩

60 特異な形態を呈し診断に苦慮した胃類上皮型 GIST の 1 例
ＪＲ仙台病院 消化器内科 及川 圭介
61 内視鏡的粘膜下層剥離術を行い診断した胃顆粒細胞腫の 1 例
ＪＲ仙台病院 消化器内科 寺井 志保
62 肥満は非高齢男性において右側結腸癌の危険因子である
ＪＲ東京総合病院 消化器内科 岡本 真
63 当院における胃粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）の治療成績
ＪＲ東京総合病院 消化器内科 大前 知也
64 右下腹部痛を主訴として発症した十二指腸潰瘍穿孔の一例
ＪＲ東京総合病院 消化器内科 梅舟 仰胤

消化器・血液 ９：０５～９：３３

座長 ＪＲ東京総合病院 小林 一彦

65 自験例からみた Collagenous colitis 発症の背景と内視鏡像
大阪鉄道病院 消化器内科 南 竜城
66 門脈ガス血症を呈した非閉塞性腸管虚血症(NOMI)の 2 例
名古屋セントラル病院 消化器内科 神谷 友康
67 再生不良性貧血→治療後寛解→PNH 移行の各期における、造血クローン構成の変化を観察し得
た骨髄不全症
大阪鉄道病院 血液内科 吉村 卓朗

68 NK/T 細胞性リンパ腫の一例
ＪＲ仙台病院 内科 辛 紅

座長 大阪鉄道病院 和田 勝也

代謝異常 ９：３３～１０：０１
69 ファブリー病における眼病変と血管病変の臨床的検討

名古屋セントラル病院 血液内科 荘加 静
70 臨床調査個人票を用いたファブリー病患者の疫学調査
名古屋セントラル病院 血液内科 坪井 一哉
71 ファブリー病の遺伝子型・表現型相関の臨床的検討
名古屋セントラル病院 血液内科 平野 雅規
72 ファブリー病ヘテロ型の臨床的特徴の検討
名古屋セントラル病院 血液内科 野々村 大地

感染 １０：０１～１０：２９

座長 ＪＲ札幌病院

三上 雅史

73 白血球・血小板を来たし典型的な経過を示したデング熱の一例
大阪鉄道病院 消化器内科 廣瀬

亮平

74 男子淋菌性尿道炎由来淋菌に対する各種抗菌薬の感受性と CFIX 低感受性株 penA 遺伝子の解析
ＪＲ東京総合病院 泌尿器科 遠藤 勝久
75 脾膿瘍が発見の契機となった感染性心内膜炎の一例
ＪＲ東京総合病院 消化器内科 神宝

隆行

座長 大阪鉄道病院 最上 伸一

糖尿病 １０：２９～１１：０４

76 経皮経管胃瘻留置中の 2 型糖尿病患者に 3 種類の超速効型インスリンを用いて製剤の特徴を分
析した 1 症例
ＪＲ東京総合病院 糖尿病・内分泌内科 根本 充
77

00 ． Switchback Index(SBI) 低 値 例 で は イ ン ス リ ン 導 入 と し て Basal-supported
OralTherapy(BOT)が有効である
ＪＲ東京総合病院 糖尿病・内分泌内科 山下 滋雄

78 グラフ化体重日記によりダイエットに成功しインスリン離脱が可能であった高度肥満合併 2 型
糖尿病中年女性の一例
ＪＲ東京総合病院 糖尿病・内分泌内科 山田 朋英
79 重症低血糖をおこした 2 型糖尿病患者の検討
ＪＲ東京総合病院 糖尿病・内分泌内科 木内 由香
80 ｲﾝｽﾘﾝ治療中に摂食障害を発症した糖尿病の女児例
ＪＲ仙台病院 小児科 西井 亜紀

自己免疫 １１：０４～１１：３９

座長 ＪＲ札幌病院 本多 佐保

81 血球貪食症候群様に発症し, ステロイド治療中止にて顕性化した自己免疫性肝炎の 1 例
大阪鉄道病院 消化器内科 内藤 達志
82 強皮症に多発性筋炎を合併した一例
ＪＲ仙台病院 内科 中井 茂康
83 メルカゾールによる重症無顆粒球症より回復したバセドウ病の１例
大阪鉄道病院 糖尿病・代謝内科 最上 伸一
84 発熱と多発リンパ節腫脹を呈し、診断に難渋した１例
名古屋セントラル病院 腎臓内科 八島 章人
85 短期間で尿蛋白が陰性化した膜性腎症によるネフローゼ症候群の 1 例
ＪＲ仙台病院 内科 村越 秀行

第４会場

鶴 西
座長 大阪鉄道病院 伊東 一彦

薬剤Ⅰ ８：３０～９：１２
86 「簡易懸濁法」導入後の経過について

ＪＲ札幌病院 薬剤科 清水 敦也
87 薬学６年制病院実習における病院薬剤部の取り組み
大阪鉄道病院 薬剤科 織田 洋子
88 飲食店舗におけるリスクアセスメントの確立と効果的な食品衛生指導の検討について
ＪＲ仙台病院 薬剤科 山崎 貢
89 リファンピシンによる使い捨てソフトコンタクトレンズへの影響
名古屋セントラル病院 薬剤科 井本 陽子
90 持参薬調査について
広島鉄道病院 薬剤科 阿登 大次郎
91 当院における無酢酸透析液ｶｰﾎﾞｽﾀｰ®の使用経験
名古屋セントラル病院 臨床工学室 知﨑 有希子

薬剤Ⅱ ９：１２～９：４７

座長 名古屋セントラル病院 寺井 文廣

92 バンコマイシンの初期投与設計と実際の投与量の比較検討
名古屋セントラル病院 薬剤科 青田 真理子
93 当院における抗がん剤混注業務の現状と課題
ＪＲ札幌病院 薬剤科 菅野 慎哉
94 がん化学療法の現状について
ＪＲ仙台病院 薬剤科 高日 大介
95 化学療法センターの現状と課題について
大阪鉄道病院 薬剤科 泉川 博子

96 ウテメリン注®の後発医薬品選定方法および副作用発現状況の調査
広島鉄道病院 薬剤科 森中 千恵子

座長 名古屋セントラル病院 曽村 富士

循環器Ⅰ ９：４７～１０：２２
97 心不全を合併した「たこつぼ心筋症」の 2 例

ＪＲ札幌病院 循環器内科 長谷川 徹
98 重症慢性心不全における Adaptive servo-ventilation (ASV;オートセット CS)の有効性
ＪＲ札幌病院 循環器内科土田 哲人
99 「エプレレノンが有効であった左室収縮機能障害の 1 例」
ＪＲ東京総合病院 循環器内科 村岡

洋典

100 続発性心ヘモクロマトーシスによる高度心機能障害を呈し両心室内血栓を来した 1 例
大阪鉄道病院 循環器内科 宍倉 大介
101 狭心症発症に本態性血小板血症が要因になったと考えられる１例
広島鉄道病院 臨床検査 清水 丈明

座長 ＪＲ札幌病院 長谷川 徹

循環器Ⅱ １０：２２～１０：５０

102 腸骨動脈領域の閉塞性病変に対する血管内治療と血行再建術併用療法―大腿―大腿動脈バイパ
ス術（F-F bypass）の臨床的意義の再評価―
ＪＲ仙台病院 血管外科 蔡 景襄
103 薬剤溶出性ステント留置手技に伴う冠動脈穿孔に対しカバードステントを使用した一例
名古屋セントラル病院 循環器内科 日吉 勇人
104 当院で経験した左房粘液腫 3 症例の臨床像
広島鉄道病院 循環器内科 前野 努
105 一人医師循環器科外来入院診療体制システムによる総合病院における院内機能と地域医療にお
ける役割
ＪＲ仙台病院 循環器内科 本田 英彦

呼吸器 １０：５０～１１：２５

座長 広島鉄道病院 吉岡 伸吉郎

106 難治性続発性気胸に対する治療 -術後在院中に再手術を要した症例の検討ＪＲ東京総合病院 呼吸器外科 上野 克仁
107 肺芽腫と肺腺癌を合併した一例
ＪＲ札幌病院 呼吸器内科 市村 志保
108 バレニクリンを用いた禁煙治療において禁煙導入初期から喫煙ゼロにすることの重要性
名古屋セントラル病院 呼吸器内科 秋田 憲志
109 慢性呼吸不全で発症した好酸球性細気管支炎と考えられた一例
ＪＲ仙台病院 健康管理センター 伊藤 圭司

110 診断に苦慮し、VATS 肺生検を行った結核腫の 1 例
広島鉄道病院 呼吸器内科 大成 裕亮

座長 ＪＲ東京総合病院 田中 清和

リハビリ １１：２５～１１：５３

111 呼吸リハビリテーション入院患者の呼吸理学療法効果
ＪＲ札幌病院 リビリテーション科 成田 葉月
112 骨盤輪損傷（腸骨骨折、仙腸関節脱臼）含めた多発骨折に対する理学療法介入の一考察
大阪鉄道病院 リビリテーション科 山川 雅史
113 クモ膜下出血後重度四肢麻痺を呈した 1 症例
大阪鉄道病院 リビリテーション科 鹿山 英明
114 自立動作支援ロボットスーツ「HAL」のリハビリテーション現場への導入の取り組み
ＪＲ東京総合病院 リビリテーション科 木内 典裕

第４会場

鶴 西
座長 大阪鉄道病院 山本 孝徳

神経・精神 ８：３０～８：５８

115 本人単独でもの忘れ外来を受診した前頭側頭葉型認知症の一例
ＪＲ仙台病院 神経･精神科 星 仁敏
116 脊髄梗塞の一例
名古屋セントラル病院 神経内科 片岡 智史
117 痙攣重積で受診した進行麻痺の１例
名古屋セントラル病院 神経内科 丸野内 暢彦
118 骨髄増殖性疾患に併発した多発性脳梗塞の 1 例
大阪鉄道病院 神経内科 山本 孝徳

疼痛緩和・褥瘡・ＮＳＴ ８：５８～９：２６

座長 ＪＲ東京総合病院 有田 英子

119 JR 東京総合病院痛みセンターにおける超音波画像診断装置（エコー）を用いた神経ブロック
について
ＪＲ東京総合病院 麻酔科・痛みセンター 有田 英子
120 フェンタニルパッチとブプレノルフィン静注が併用になった症例
ＪＲ東京総合病院 緩和ケア内科 矢島

直

121 当院における過去 5 年間に経験した褥瘡診療エビデンスレベルの検討
ＪＲ東京総合病院 褥瘡防止委員会 菊池 猛
122 NST がかかわり栄養状態が改善した、褥瘡を合併した水疱性類天疱瘡患者の 1 症例
ＪＲ札幌病院 ＮＳＴ 田中 洋子

歯科口腔外科 ９：２６～９：５４

座長 ＪＲ札幌病院 小林 一三

123 下顎埋伏智歯症例の検討
ＪＲ東京総合病院 歯科口腔外科 神林 由美子
124 下顎神経症状を伴った下顎角部に発生したのう胞
ＪＲ東京総合病院 歯科口腔外科 青木 秀啓
125 自家歯牙移植とインプラントを用いて臼歯部咬合支持を回復した１症例
大阪鉄道病院 歯科口腔外科 三田 和弘
126 ビスホスネート投与を受けた患者の口腔状況
ＪＲ札幌病院 歯科口腔外科 松田 曙美

座長 ＪＲ札幌病院 佐藤 広和

保健管理Ⅰ ９：５４～１０：２９

127 女性乗務員への就業等に関するアンケートの結果について
ＪＲ仙台病院 健康管理センター 清治 邦章
128 女性社員の健康支援充実を目指して特に婦人科検診について
ＪＲ東日本健康推進センター 吉田 純子
129 女性社員の健康支援向上を目指して～ＪＲ東日本健康推進センターの取組み状況～
ＪＲ東日本健康推進センター 藤浪 明
130 保健師によるメンタルヘルス支援の基礎調査～職業性ストレス簡易調査票を用いて～
ＪＲ札幌病院 保健管理部 高野 梓
131 JR 東海社員のメンタルヘルスに対する認識調査
ＪＲ東海健康管理センター 西ヶ谷 江里

保健管理Ⅱ １０：２９～１１：０４

座長 ＪＲ仙台病院 清治 邦章

132 有機溶剤職場における瞬間暴露濃度、個人暴露濃度及び B 測定値の相関について
ＪＲ東日本健康推進センター

菊池 浩史

133 食品検査における食品サンプル運搬条件の違いによる食品検査結果への影響について
ＪＲ東日本健康推進センター 吉田 正人
134 自動車運送事業における「運転者の健康管理に係るガイドライン」について
ＪＲ東日本健康推進センター 笠原 悦夫
135 効果的な睡眠衛生教育の検討
ＪＲ東日本健康推進センター 柿沼 充
136 睡眠時無呼吸症候群に対する CPAP 治療後の残存眠気に関する検討
ＪＲ東海健康管理センター 金子 弘史

保健管理Ⅲ １１：０４～１１：３２

座長 ＪＲ東海静岡健康管理センター 遠田 和彦

137 網膜色素変性症による輪状暗点を持つ社員の業務内容と職場における配慮事項

ＪＲ東日本健康推進センター 神奈川 芳行
138 人間ドックの基本検査項目による甲状腺疾患のスクリーニング― ニューラルネットワークに
よる診断支援（第 2 報）―
ＪＲ仙台病院 健康管理センター 佐藤 研
139 糖尿病コントロール不良により糖尿病教育入院となった二例
ＪＲ東日本健康推進センター 高原 しおん
140 若年社員を対象に実施したダイエット教室
ＪＲ東日本健康推進センター 松河 敦子

座長 ＪＲ札幌病院 大房 正知

衛生試験 １１：３２～１２：００

141 管理濃度改正に伴う有機溶剤作業場における作業環境測定結果の実態
ＪＲ札幌病院 衛生試験室 水野 亮
142 乾燥わかめにおける細菌の消長について
ＪＲ仙台病院 衛生試験室 鴇田 雅義
143 新型車両修繕 クーラー稼動による粉じん発生について
ＪＲ仙台病院 衛生試験室 眞壁 明雄
144 測定方法を活かした結果と効果
広島鉄道病院 衛生試験室 大本 喜正

