
 
 
 
 
 

日本交通医学会総会 

第７０回総会日程並びにプログラム 
 

 

会  長：中尾 昭公（名古屋セントラル病院長） 

会  期：平成２８年６月１１日（土）～１２日（日） 

会  場：愛知県産業労働センター ウインクあいち（１０階） 

 〒450-0002 名古屋市中村区名駅４丁目４番３８号 

 TEL 052-571-6131  FAX 052-571-6132 

 

 

 

● このプログラムは会場では配布しませんのでお忘れなくご持参ください 

 

 

 

 
 



 
 
 

会  告 

第７０回日本交通医学会総会における会員発表について、次のとおりご案内いたします。 

 

１．口演時間  一般演題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．発表スライド 

(1) すべて PC発表とし、一面映写とします。 

(2) Windows PowerPoint データで作成してください。 

(3) 会場に用意されるパソコンは、すべて PowerPoint 2013 が内蔵されています。 

(4) 発表データは USBメモリでお持込ください。 

(5) 当日 PC受付において、発表の 30分前までに動作確認を行ってください。 

(6) Macintosh の場合は、ご自身のノートパソコンをお持ちください。 

(7) 動画を使用される場合は、必ずご自身のパソコンをご持参願います。 

４．PC受付、動作確認時間 

 

 

 

５．発表用 PowerPointデータ事前受付 

(1) 当日の PC受付の混雑緩和、プログラムの円滑な運営のため、発表データの事前送

付にご協力願います。５月２７日（金）までに下記メールアドレスへお送りくださ

い。koutu-igaku70@jr-central.co.jp 

 ※5MB以上のデータは受信不可のため、当日 UBSメモリにてご持参ください。 

 ※受付直前の 3～4日間はアクセスが集中し大変混み合うため、データの受信に支障

をきたす場合があります。余裕をもった送信にご協力願います。発表データの正確

な把握のため、締切日以降の受付はいたしません。 

 ※発表データを事前送信した場合も、バックアップデータを必ずご持参ください。 

 

日程 受付時間 

第 1 日目 6 月 11 日（土） 8：30～16：00 

第 2 日目 6 月 12 日（日） 8：30～11：00 
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第 70回日本交通医学会総会 

 
会場：愛知県産業労働センター ウインクあいち（10階） 

 

◎ 平成 28年 6月 10日（金） 

理 事 会 名古屋マリオットアソシアホテル 17階「桂」16：00～18：00 

 

◎ 平成 28年 6月 11日（土） 

 愛知県産業労働センター ウインクあいち（10階） 

 

１ 開会の辞・会長挨拶                名古屋セントラル病院 院長 中尾 昭公 

9：00～9：05 10階「大会議室 1001」 

 

２ 会長講演 座長：ＪＲ東京総合病院 院長 小菅 智男 

9：10～9：40  10階「大会議室 1001」 

「膵癌外科治療の変遷」 

 名古屋セントラル病院 院長 中尾 昭公 

 

３ 特別講演Ⅰ 座長：新宿海上ビル診療所 山口 哲生 

9：50～10：20  10階「大会議室 1001」 

「睡眠学のすすめ」 

      名古屋大学名誉教授、名古屋第一赤十字病院 心療相談センター長 太田 龍朗 

 

４ シンポジウムⅠ 座長：ＪＲ東日本健康推進センター 所長 湯口 恭利 
 座長：ＪＲ札幌病院        院長 安藤 利昭 

10：25～11：30  10階「大会議室 1001」 

『睡眠障害と健康管理』 

  基調講演「睡眠障害の最新知見」 

          名古屋大学大学院医学系研究科 睡眠医学寄附講座 准教授 大竹 宏直 

（1）「産業医から見たOSAS管理」 
ＪＲ東海健康管理センター 新大阪健康管理室 室長 金子 弘史 

（2）「耳鼻科から見たOSAS治療」 
名古屋セントラル病院 耳鼻咽喉科 科長 山本 浩志 

（3）「呼吸器科から見たOSAS医療」 
ＪＲ東京総合病院 呼吸器内科 主任医長 河野 千代子 

 

５ 評議員会・総会  

11：40～12：10  10階「大会議室 1002」 

 

６ ランチョンセミナー 座長：大阪鉄道病院 院長 上田 祐二 

12：20～13：10        10階「大会議室 1001」 

「胃癌治療の最前線：手術から薬物療法まで」 

名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学 教授 小寺 泰弘 

 

2 
 



７ 特別講演Ⅱ 座長：ＪＲ仙台病院 院長 市来 正隆 

13：20～13：50 10階「大会議室 1001」 

「超電導リニアによる中央新幹線計画」 

東海旅客鉄道（株）執行役員 中央新幹線推進本部 副本部長 水野 孝則 

 

８ 宿題報告 座長：ＪＲ九州病院 院長 林田 一洋 

14：00～14：30 10階「大会議室 1001」 

「消化器疾患に対する内視鏡診断と治療の進歩」 

名古屋セントラル病院 消化器内科 科長 安藤 伸浩 

 

９ 特別講演Ⅲ 座長：ＪＲ広島病院 院長 小野 栄治 

14：40～15：20 10階「大会議室 1001」 

「認知症の克服に向けて」 

名古屋大学特任教授、名古屋大学脳とこころの研究センター ディレクター 祖父江 元 

 

１０ シンポジウムⅡ 座長：ＪＲ東京総合病院 消化器外科 部長 三木 健司 
 座長：ＪＲ札幌病院       看護部長 井上香保里 

15：30～16：50  10階「大会議室 1001」 

『医療現場の小集団活動』 

  基調講演「改善活動の必要性と推進上のポイント」 

                  東海旅客鉄道（株）人事部人事課 担当課長 中村 友則 

（1）「多職種で取り組むマイプロジェクト」 
ＪＲ東京総合病院 ＱＣ事務局 看護師長 田村 洋子 

テーマ「抗がん剤の副作用について患者様の理解を深めるようなツールを作成しセルフ

ケアを向上させていきたい！！」 
         チームMY SET 発表者 松尾小夜子 

（2）「チャレンジ東海活動 ─生きがいのある明るい医療の改善活動─ 」 
名古屋セントラル病院 薬剤科 薬剤長 寺井 文廣 

テーマ「抗菌薬使用届の提出率を上げよう！」  
チーム ヒロ父さんと愉快な仲間たち 発表者 佐野 元基 

（3）「明るく楽しく元気よく！JRK活動」 
JR九州病院 総務課 木戸 孝博 

テーマ「カンファレンス率の UPを目指す」 
チーム revolution 7 発表者 松崎 啓子、藤田 奈々子 

 

１１ 会員懇親会  

17：30～19：30 名古屋マリオットアソシアホテル 16階「アゼリア」 

 

◎ 平成 28年 6月 12日（日） 

愛知県産業労働センター ウインクあいち（10階） 

 

１ 平成 28年度交通医学誌編集会議  

9:00～9:30 10階「大会議室 1002」 
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２ 一般演題  

9：30～12：30（予定） 10階 各会議室「1001～1006」 

 第１会場   10階：大会議室 1001 

 第２会場   10階：大会議室 1002 

 第３会場   10階：中会議室 1003 

 第４会場   10階：小会議室 1004 

第５会場   10階：小会議室 1005 

第６会場   10階：小会議室 1006 

 

※参 加 費：6,000円   懇親会費：6,000円 

 

[連絡先] 

第 70回日本交通医学会総会事務局 

名古屋セントラル病院 事務部 （担当：石山 美奈子） 

〒452-0801 名古屋市中村区太閤三丁目 7番 7号 

TEL ：052-452-3165（内 3188）FAX 番号：052-452-3190 
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【第７０回日本交通医学会総会 会場へのアクセス】 

 

 

 

                         

                                    

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜名古屋駅まで＞ 

電車をご利用の場合  

○ＪＲ東海道新幹線  東京・・・約 97分  新大阪・・・約 51分 

飛行機をご利用の場合 

○中部国際空港（セントレア） 中部国際空港駅→名鉄名古屋駅   

名鉄空港線 ミュースカイ・・・約 28分  特急・・・約 35分 

 

【総会会場】 愛知県産業労働センター ウインクあいち 10階 （http://www.winc-aichi.jp） 

           〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 

            Tel: 052-517-6131  Fax: 052-571-6132 

＜アクセス＞ 

ＪＲ・地下鉄・名鉄・近鉄 名古屋駅より 

○ＪＲ名古屋駅桜通口から ミッドランドスクエア方面 徒歩 5分 

○ユニモール地下街 5番出口 徒歩 2分 

※各駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由 

徒歩 8分 （別紙：地下経路地図参照） 

 

【懇親会会場】 名古屋マリオットアソシアホテル 16階「アゼリア」 （http://www.asoccia.com/nma/） 

             〒450-6002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4  Tel: 052-584-1111(代表) 

ＪＲ名古屋駅直結。ホテルフロントレセプションは 15 階に位置しています。フロントレセプションへはスカイシャト

ルエレベーター（1F または 2Fから）またはホテルエレベーターをご利用ください。 

 

 

【総会会場】 
ウインクあいち 

【懇親会会場】 
名古屋マリオット 
アソシアホテル 

桜
通
口 

太
閤
通
口 

 

広
小
路
口 

 

Ｊ
Ｒ
東
海
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本
線 

5 
 

http://www.winc-aichi.jp/
http://www.asoccia.com/nma/


【第 70回日本交通医学会総会 会場図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ウインクあいち 地下経路地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【名古屋マリオットアソシアホテル JR名古屋駅構内経路地図】 
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第７０回 日本交通医学会総会日程表 

第１日 ６月１１日（土） 

愛知県産業労働センター ウインクあいち（10階） 

 「大会議室 1001、1002」 

8:30～ 開 場 

9:00～9:05 開会の辞・会長挨拶 名古屋セントラル病院 院長 中尾 昭公 

9:10～9:40 

 

会長講演                 座長：ＪＲ東京総合病院 院長 小菅 智男 

「膵癌外科治療の変遷」 

名古屋セントラル病院 院長 中尾 昭公 

9:50～10:20 特別講演Ⅰ                               座長：新宿海上ビル診療所 山口 哲生 
「睡眠学のすすめ」 

名古屋大学名誉教授、名古屋第一赤十字病院 心療相談センター長 太田 龍朗 

10:25～11:30 シンポジウムⅠ 

『睡眠障害と健康管理』 

座長： ＪＲ東日本健康推進センター 所長 湯口 恭利 
  ＪＲ札幌病院        院長 安藤 利昭 
基調講演「睡眠障害の最新知見」 

     名古屋大学大学院医学系研究科 睡眠医学寄附講座 准教授 大竹 宏直 

（1）「産業医から見た OSAS管理」 

ＪＲ東海健康管理センター 新大阪健康管理室 室長 金子 弘史 
（2）「耳鼻科から見た OSAS治療」 

名古屋セントラル病院 耳鼻咽喉科 科長 山本 浩志 

（3）「呼吸器科から見た OSAS医療」 

JR東京総合病院 呼吸器内科 主任医長 河野 千代子 

11:40～12:10 評議員会・総会 

12:20～13:10 

 

ランチョンセミナー 座長：大阪鉄道病院 院長 上田 祐二 

「胃癌治療の最前線：手術から薬物療法まで」 

 名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学 教授 小寺 泰弘 

13:20～13:50 特別講演Ⅱ                座長：JR仙台病院 院長 市来 正隆 

「超電導リニアによる中央新幹線計画」 

東海旅客鉄道（株）執行役員 中央新幹線推進本部 副本部長 水野 孝則 

14:00～14:30 

 

宿題報告                 座長：JR九州病院 院長 林田 一洋 

「消化器疾患に対する内視鏡診断と治療の進歩」 

名古屋セントラル病院 消化器内科 科長 安藤 伸浩 

14:40～15:20 特別講演Ⅲ                座長：JR広島病院 院長 小野 栄治 

「認知症の克服に向けて」 

名古屋大学特任教授、名古屋大学脳とこころの研究センター ディレクター 祖父江 元 

15:30～16:50 シンポジウムⅡ 

『医療現場の小集団活動』 

座長： JR東京総合病院 消化器外科 部長 三木 健司 
  JR札幌病院       看護部長 井上香保里 
基調講演「改善活動の必要性と推進上のポイント」 

             東海旅客鉄道（株）人事部人事課 担当課長 中村 友則 
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（1）「多職種で取り組むマイプロジェクト」 

JR東京総合病院 ＱＣ事務局 看護師長 田村 洋子 
テーマ「抗がん剤の副作用について患者様の理解を深めるようなツールを作成

しセルフケアを向上させていきたい！！」 
               チームMY SET 発表者 松尾小夜子 

（2）「チャレンジ東海活動 ─生きがいのある明るい医療の改善活動─ 」 

名古屋セントラル病院 薬剤科 薬剤長 寺井 文廣 
テーマ「抗菌薬使用届の提出率を上げよう！」  

チーム ヒロ父さんと愉快な仲間たち 発表者 佐野 元基 

（3）「明るく楽しく元気よく！JRK活動」 

JR九州病院 総務課 木戸 孝博 
テーマ「カンファレンス率のUPを目指す」 

チーム revolution 7 発表者 松崎 啓子、藤田 奈々子 
17:30～19:30 会員懇親会 名古屋マリオットアソシアホテル 16階「アゼリア」 

 

 

 

第２日 ６月１２日（日） 

 愛知県産業労働センター ウインクあいち（10階） 

 10階「大会議室 1002」 

9:00～9:30 平成 28年度交通医学誌編集会議 
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第２日 ６月１２日（日） 

一般演題タイムテーブル 
 

第 1会場 

10階 

大会議室 1001 

第 2会場 

10階 

大会議室 1002 

第 3会場 

10階 

中会議室 1003 

第 4会場 

10階 

小会議室 1004 

第 5会場 

10階 

小会議室 1005 

第 6会場 

10階 

小会議室 1006 

9:30～ 

外科Ⅰ 

JR札幌病院 

外科 

鶴間 哲弘 

（1-4）28分 

9:30～ 

産業衛生Ⅰ 

ＪＲ札幌病院 

保健管理部 

佐藤 広和 

（23-26）28分 

9:30～ 

呼吸器 

JR広島病院 

呼吸器内科 

安武 美紀 

（42-46）35分 

9:30～ 

放射線・臨床工学 

名古屋セントラル病院 

中央放射線科室 

峯田 崇 

（62-65）28分 

9:30～ 

脳神経 

名古屋セントラル病院 

脳神経外科 

中原 紀元 

（84-89）42分 

9:30～ 

血液 

大阪鉄道病院 

血液内科 

高 起良 

（105-108）28分 

9:59～ 

外科Ⅱ 

名古屋セントラル病院 

外科 

大島 健司 

（5-9）35分 

9:59～ 

産業衛生Ⅱ 

JR仙台病院 

健康管理センター 

森 弘毅 

（27-30）28分 

10:06～ 

看護・栄養管理 

JR東京総合病院  

看護部 

村山 輝子 

（47-51）35分 

9:59～ 

臨床検査Ⅰ 

名古屋セントラル病院 

中央検査室 

長良 真弓 

（66-69）28分 

10:13～ 

薬剤 Ⅰ 

JR札幌病院 

薬剤科 

長谷川 巧 

（90-94）35分 

9:59～ 

消化器Ⅰ 

JR東京総合病院 

消化器内科 

岡本 真 

（109-113）35分 

10:35～ 

外科Ⅲ 

JR東京総合病院 

消化器外科 

三木 健司 

（10-14）35分 

10:28～ 

健康管理 I 

JR西日本健康増進

センター 

林 隆治 

（31-34）28分 

10:42～ 

看護Ⅰ 

大阪鉄道病院 

看護部 

岸本 郁美 

（52-56）35分 

10:28～ 

臨床検査Ⅱ 

JR東京総合病院  

臨床検査科 

中澤 和久 

（70-73）28分 

10:49～ 

薬剤 Ⅱ 

大阪鉄道病院 

薬剤部 

東海 秀吉 

（95-99）35分 

10:35～ 

消化器Ⅱ 

JR仙台病院 

消化器内科 

安倍 修 

（114-117）28分 

11:11～ 

泌尿器 

JR東京総合病 

泌尿器科 

波多野 孝史 

（15-18）28分 

10:57～ 

健康管理Ⅱ 

JR東日本健康推進

センター 

笠原 悦夫 

（35-38）28分 

11:18～ 

看護Ⅱ 

JR九州病院 

看護部 

山田 由美子 

（57-61）35分 

10:57～ 

循環器Ⅰ 

名古屋セントラル病院 

循環器内科 

曽村 富士 

（74-78）35分 

11:25～ 

薬剤 Ⅲ 

JR東京総合病院  

薬剤部 

加藤 良治 

（99-104）35分 

11:04～ 

消化器Ⅲ 

JR九州病院 

消化器内科 

光岡 浩志 

（118-120）21分 

11:40～ 

整形 

JR広島病院 

整形外科 

中村 精吾 

（19-22）28分 

11:26～ 

歯科口腔外科 

大阪鉄道病院 

歯科口腔外科 

三田 和弘 

 （39-41）21分 

11:53 11:33～ 

循環器Ⅱ 

JR東京総合病 

循環器内科 

安喰 恒輔 

（79-83）35分 

12:00 11:26～ 

消化器 IV 

JR広島病院  

臨床検査室 

中山 宏文 

（121-124）28分 

12:08 11:47  12:08  11:54 
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一般演題プログラム ６月１２日（日） 

 

第１会場【１０階 大会議室１００１】 

 

外科Ⅰ（9:30～9:58） 座長：JR札幌病院 外科 鶴間 哲弘 

１．乳癌に対する、術前化学療法の経験 

JR東京総合病院 乳腺外科 平田 勝 他 

２．ホルモン療法とビスホスホネート製剤が有効であった高齢者乳癌肺転移骨転移の１例 

JR九州病院 外科 自見 政一郎 他 

３．当院での進行再発乳癌 14例に対するフルべストラントの使用成績 

JR東京総合病院 乳腺外科 名取 恵子 他 

４．子宮頚部異形成 follow-upのピットフォール 

JR東京総合病院 産婦人科 北條 智 他 

 

外科Ⅱ（9:59～10:34） 座長： 名古屋セントラル病院 外科 大島 健司 

５．当院の急性胆嚢炎の治療について 

JR東京総合病院 消化器外科 三木 健司 他 

６．MDCTによる膵周囲動脈診断と Mesenteric approach による術中所見の対比 

名古屋セントラル病院 外科 家出 清継 他 

７．小腸 MALTリンパ腫により腸閉塞の再発寛解を繰り返していた一例 

JR東京総合病院 消化器外科 三田 英明 他 

８．特発性大網出血の 1例 

名古屋セントラル病院 外科 山田 裕宜 他 

９．静脈血栓塞栓症（Venous Thrombo-embolism VTE）治療の新たな取り組み 

JR仙台病院 外科 蔡 景襄 他 

 

外科Ⅲ（10:35～11:10） 座長：JR東京総合病院 消化器外科 三木 健司 

10．カタル・蜂窩織炎性虫垂炎に対する Interval appendectomyの試み 

大阪鉄道病院 外科 松村 篤 他 

11．急性虫垂炎と鑑別困難であり緊急手術を施行した虫垂子宮内膜症の 1例 

JR広島病院 外科 齊藤 保文 他 

12．腹腔鏡下胆嚢摘出術中に発見された虫垂原発腹膜偽粘液腫の一例 

大阪鉄道病院 外科 畠山 知也 他 

13．当院における腹腔鏡下大腸癌手術の現状 

JR東京総合病院 消化器外科 隈本 力 他 
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14．当院における便失禁に対す仙骨神経刺激療法(SNM)の現状 

JR札幌病院 外科 鶴間 哲弘 他 

 

泌尿器（11:11～11:39） 座長：JR東京総合病院 泌尿器科 波多野 孝史 

15．当院での透析導入患者の腎機能低下速度に関する検討 

JR札幌病院 糖尿病内科、腎臓内科 富樫 信彦 他 

16．原発性胆汁性肝硬変(PBC)・シェーグレン症候群(SS)に合併した高齢者ネフローゼ症候群の 1例 

JR仙台病院 内科 村越 秀行 他  

17．尿路結石患者に対する CT検査における被曝線量低減化への試み 

JR東京総合病院 泌尿器科 波多野 孝史 他 

18．当院における経尿道的結石破砕術の治療成績 

名古屋セントラル病院 泌尿器科 古澤 淳 他 

 

整形（11:40～12:08） 座長：JR広島病院 整形外科 中村 精吾 

19．股関節疾患に伴う外反膝変形(coxitis knee)に対し Knee Alignを使用し TKAを施行した１例 

大阪鉄道病院 整形外科 山本 展生 他 

20．人工膝関節置換術における出血対策の検討 

名古屋セントラル病院 整形外科 髙木 英希 他 

21．指節骨骨折に対する経皮的スクリュー固定による治療経験 

大阪鉄道病院 整形外科 飯田 健 

22．当院における大腿骨近位部骨折に合併した骨折の調査 

JR広島病院 整形外科 中村 精吾 他 
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第２会場【１０階 大会議室１００２】 

 

産業衛生Ⅰ（9:30～9:58） 座長：JR札幌病院 保健管理部 佐藤 広和 

23．スマートフォンにより収録される音声から如何に発話者の覚醒度を評価するか 

電子航法研究所 塩見 格一 

24．コントロールバンディングを使用した化学物質のリスク評価の一例について 

JR仙台病院 健康管理センター 衛生試験室 藤井 一男 他 

25．化学物質のリスクアセスメント実施の一例 

JR東日本健康推進センター 衛生試験室 眞壁 明雄 他 

26．リスクアセスメント評価手法による比較実例 

JR西日本広島健康増進センター 衛生試験グループ 三好 一成 他 

 

産業衛生Ⅱ（9:59～10:27） 座長：JR仙台病院 健康管理センター 森  弘毅 

27．当社における熱中症予防対策の意識と実施状況 

JR西日本健康増進センター 井上 宣子 他 

28．タバコ臭の確認に有効性があったパーティクルカウンター測定について 

JR西日本広島健康増進センター 衛生試験グループ 金岡 裕子 他 

29．若年社員の喫煙対策の取り組み  

JR東海健康管理センター 静岡健康管理室 平野 祐子 他 

30．禁煙におけるストレス状態の変化 

JR東海健康管理センター 名古屋健康管理室 谷口 一成 他 

 

健康管理Ⅰ（10:28～10:56） 座長：JR西日本健康増進センター 林 隆治 

31．「化学物質過敏症」により就労が困難となった一例 

JR東日本健康推進センター 金子 知代 他 

32．産業医との健康相談を希望した者の病名や面談理由等について 

JR東日本健康推進センター 神奈川 芳行 他 

33．登用直後のめまいのために業務継続が困難となった二例 

JR東日本健康推進センター 森實 修平 他 

34．発達障害が疑われた 2事例の比較：心理アセスメントの活用と職場支援の検討 

JR東海健康管理センター 静岡健康管理室 横川 智子 他 

 

健康管理Ⅱ（10:57～11:25） 座長：JR東日本健康推進センター 笠原 悦夫 

35．ストレスチェックの職場分析と健康経営 

JR九州健康管理室 浅海 洋 他 
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36．当社における海外派遣社員の健康管理体制について 

JR東海健康管理センター 東京健康管理室 川島 正敏 他 

37．運転作業時等の人間信頼性に対する薬剤副作用の影響に関する研究―添付文書の副作用用語の検討― 

阿部産業、岩手医科大学 佐藤 清 他 

38．東海道新幹線における急病人対応：協力医師支援用具の活用状況について 

JR東海健康管理センター 東京健康管理室 杉藤 素子 他 

  

歯科口腔外科（11:26～11:47） 座長：大阪鉄道病院 歯科口腔外科 三田 和弘 

39．ファイバーポスト併用レジン支台築造の導入  

大阪鉄道病院 歯科口腔外科 宮﨑 史雄 他 

40．睡眠時無呼吸症における医科歯科相互連携の重要性 

JR東京総合病院 歯科口腔外科 青木 秀啓 他 

41．当院における周術期口腔機能管理の報告  

JR東京総合病院 歯科口腔外科 江野 幸子 他 
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第３会場【１０階 中会議室１００３】 

 

呼吸器（9:30～10:05） 座長：JR広島病院 呼吸器内科 安武 美紀 

42．無症候性非結核性抗酸菌症 NTM(M.intracellulare)8年間経過観察中に発症した排菌陽性肺結核の１例 

名古屋セントラル病院 呼吸器内科 竹山 慎二 他 

43．神経学的所見を伴った成人発症ヒトパルボウイルス感染症 2例の対比－線維筋痛症との異同を中心に－ 

JR東京総合病院 呼吸器内科 天野 裕子 

44．若年者に発症した肺原発多形癌の一例 

大阪鉄道病院 呼吸器内科 泉 源浩 他 

45．診断に苦慮したサルコイドーシス合併肺腺癌の１例 

JR東京総合病院 呼吸器内科 出口 彩香 他 

46．当院での JR運転士の睡眠時無呼吸症候群についての検討 

JR広島病院 呼吸器内科 飯島 綾 他  

 

看護・栄養管理 （10:06～10:41） 座長：JR東京総合病院 看護部 村山 輝子 

47．主厨房におけるフードスタンプ実施とそれに対する従業員の意識調査について 

JR仙台病院 栄養管理室 武田 美由紀 他 

48．２４年間栄養指導を継続中の糖尿病患者が血糖コントロール良好である１例報告 

JR東京総合病院 栄養管理室 南 道代 他 

49．ファブリー病透析患者に寄り添ったセルフマネジメント支援を考える 

名古屋セントラル病院 血液浄化センター 西村 明子 他 

50．患者が治療法を選択できる病院づくりへ～腎代替療法から腹膜透析開始までの取り組み～ 

JR札幌病院 看護部 芳賀 ゆか 他 

51．褥瘡対策チームの成果～看護主導型の褥瘡対策～ 

名古屋セントラル病院 看護部（褥瘡対策チーム） 佐野 由美子 他 

 

看護Ⅰ（10:42～11:17） 座長：大阪鉄道病院 看護部 岸本 郁美 

52．入院患者の便秘に関連した看護判断のプロセス 

名古屋セントラル病院 看護部 成田 真知子 他 

53．個別的なアクティビティの取り組み アクティビティを見つける情報収集シートを導入して 

大阪鉄道病院 看護部 ９階病棟 岡本 明子 他 

54．外泊訓練の目的に合わせた外泊手紙の見直し 

JR東京総合病院 7階病棟 藤林 真以 他 

55．病棟看護師による退院支援の取り組み～退院支援カンファレンスの実施率を評価して～ 

名古屋セントラル病院 看護部（看護情報システム委員会） 福原 あき 他 
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56．統一した血尿の評価を目指して(第 2報)～血尿カラースケールの有用性の検討～  

JR札幌病院 看護部 篠原 育子 他 

 

看護Ⅱ （11:18～11:53） 座長：JR九州病院 看護部 山田 由美子 

57．手術時手洗い前の保湿剤塗布による手荒れ予防の方法の検討 

名古屋セントラル病院 手術室 柚原 亜由美 他 

58．Dダイマーと手術による出血量の関係性 

JR九州病院 看護部 東５階病棟 白石 理紗 他 

59．抗がん剤投与時の血管外漏出予防 ～実態調査から見えた問題点と今後の課題～ 

大阪鉄道病院 看護部 奥村 有梨 他 

60．各診療科における診察待ち時間の現状 ～待ち時間の短縮の試み～ 

名古屋セントラル病院 看護部 横井 京子 

61．外来応援体制の構築をめざして モジュール機能の発揮と定着化 

JR札幌病院 看護部 中村 忍 他 
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第４会場【１０階 小会議室１００４】 

 

放射線・臨床工学 （9:30～9:58） 座長：名古屋セントラル病院 中央放射線室 峯田 崇 

62．X線 TV室における面積線量計の表示値に関する検討 

JR九州病院 中央放射線室 永井 嘉明 他 

63．放射線室における医療用モニター品質管理の経験と結果 

JR札幌病院 放射線室 秋林 毅幸 他 

64．シリンジポンプの閉塞検出時間の基礎研究  

名古屋セントラル病院 臨床工学室 渡邉 知宏 他 

65．腹水濾過濃縮再静注における濾過効率改善対策について 

JR九州病院 臨床工学室 西村 幸泰 

 

臨床検査Ⅰ （9:59～10:27） 座長：名古屋セントラル病院 中央検査室 長良 真弓 

66．直腸腫瘍手術前 2D・3D心エコー検査により見つけられた、人工弁置換術後感染性心内膜炎の１例 

佐野市民病院 臨床検査部 超音波検査室 三木康司 他 

67．リンパ節の超音波診断 

JR東京総合病院 放射線科 白川 崇子 他 

68．術前下肢静脈超音波検査の検討 

大阪鉄道病院 臨床検査室 内野 義彦 他 

69．超音波骨評価装置 AOS-100NWと AOS-100SAの比較検討 

名古屋セントラル病院 検査室 塚谷 直子 他 

 

臨床検査Ⅱ （10:28～10:56） 座長：JR東京総合病院 臨床検査科 中澤 和久 

70．傍脊索腫の一例 

JR東京総合病院 臨床検査科 関 邦彦 他 

71．HE染色液、変更における検討  

JR東京総合病院 臨床検査科 恩田 雅弘 他 

72．当院における子宮頚部細胞診の ASC症例頻度と HPV検査結果との比較 

JR東京総合病院 臨床検査科 中澤 和久 他 

73．Whole PTH測定試薬の基礎的検討 

JR札幌病院 臨床検査科 久保 敬補 

 

循環器Ⅰ （10:57～11:32） 座長：名古屋セントラル病院 循環器内科 曽村 富士 

74．2つの末梢血管内皮機能検査は相関するか？-FMDと RHI-PATの比較- 

JR広島病院 循環器内科 寺川 宏樹 他 

75．血栓処理に難渋した急性下肢塞栓症に対して血栓吸引カテーテル Dioが有効であった一例 

名古屋セントラル病院 循環器内科 羽賀 智明 他 
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76．胃食道逆流症に合併した冠攣縮性狭心症の 50歳代女性の一例 

JR広島病院 循環器内科 後藤 玲美 他 

77．若年女性（40-50歳代）の虚血性心疾患の特徴とは？ 

JR広島病院 循環器内科 内村 祐子 他 

78．冠動脈起始異常症例の検討 

名古屋セントラル病院 循環器内科 曽村 富士 他 

 

循環器Ⅱ （11:33～12:08） 座長：JR東京総合病院 循環器内科 安喰 恒輔 

79．心臓サルコイドーシス新規発症患者におけるステロイド治療後再燃例の特徴 

JR札幌病院 循環器内科 土田 哲人 他 

80．低血糖が原因と考えられた発作性心房細動(Paf)の症例 

大阪鉄道病院 糖尿病代謝内科 芳村 悠太 他 

81．糖尿病合併心不全の治療における SGLT２阻害薬の使用経験 

JR札幌病院 循環器内科 大沼 義人 他 

82．カテーテルアブレーションが有効であった高度な左房拡大と頻脈性心房細動を伴う HFqEFの一例 

名古屋セントラル病院 循環器内科 細川 慶二郎 他 

83．高周波カテーテルアブレーション後に delayed effectを生じた後乳頭筋起源心室期外収縮の一例 

JR東京総合病院 循環器内科 安喰 恒輔 他 
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第５会場【１０階 小会議室１００５】 

 

脳神経（9:30～10:12） 座長：名古屋セントラル病院 脳神経外科 中原 紀元 

84．髄腔内バクロフェン療法(ITB療法)施行症例のリハビリテーションを経験して 

 名古屋セントラル病院 リハビリテーション室 中村 綾香 他 

85．当科におけるプレガバリン（リリカⓇ）の使用状況等についての検討 

JR東京総合病院 脳脊髄神経外科 羽井佐 利彦 他 

86．左大脳出血性脳梗塞と右視床梗塞を来たし、脳静脈（洞）血栓症が疑われた 45歳男性例 

JR東京総合病院 脳神経内科 氷室 圭一 他 

87．IgM抗 GM1抗体, IgM抗 GM2抗体, IgG抗 GalNAc-GD1a抗体陽性を認めた Guillain-Barré症候群の一例 

JR東京総合病院 脳神経内科 菊池 猛 他 

88．硬膜動静脈瘻に対する 4D-CTAの有用性 

名古屋セントラル病院 中央放射線室 小島 英揮 他 

89．術中 MRI時代における運動野近傍グリオーマに対する画像誘導手術 

名古屋セントラル病院 脳神経外科 中原 紀元 他 

 

薬剤Ⅰ （10:13～10:48） 座長：JR札幌病院 薬剤科 長谷川 巧 

90．スポーツファーマシストとして JR東日本女子柔道部員への取り組み 

JR東京総合病院 薬剤部 葉梨 美和 他 

91．当院におけるオキサリプラチンによるアレルギー発現状況について 

JR札幌病院 薬剤科 清水 敦也 他 

92．JR東京総合病院痛みセンターにおけるオピオイドの使用状況 

JR東京総合病院麻酔科・痛みセンター 有田 英子 他 

93．調剤ミス防止のための処方せんへの注意喚起表示に関する取り組みとその評価について 

大阪鉄道病院 薬剤部 尾鍋 明子 他 

94．固形抗がん剤の調製における手技の均一化と自動計算システムの効果 

名古屋セントラル病院 薬剤科 伊藤 光輝 他 

 

薬剤 Ⅱ（10:49～11:24） 座長：大阪鉄道病院 薬剤部 東海 秀吉 

95．広域抗菌薬届出制導入による抗菌薬使用量の変化 

JR札幌病院 薬剤科 宮崎 浩光 他 

96．メロペネム高用量投与の安全性についての検討 

名古屋セントラル病院 薬剤科 村瀬 真理子 他 

97．脊椎術後メチシリン耐性菌感染に対し、抗菌剤の長期投与を余儀なくされた一例 

JR広島病院 薬剤部 古川 涼香 他 
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98．抗菌薬の適正使用へ向けた ICTの取り組みと病棟薬剤師の連携について 

大阪鉄道病院 薬剤部 辻本 亜里沙 他 

99．多職種で取り組む感染防止対策活動－薬剤師の関与事例を通して－ 

  JR仙台病院 薬剤部 小岩 正二 他 

 

薬剤 Ⅲ（11:25～12:00） 座長：JR東京総合病院 薬剤部 加藤 良治 

100．当院における多剤投与の実態調査 

JR広島病院 薬剤部 八島 菜摘 他 

101．退院時薬剤情報管理指導料の算定取得に向けた入院時初回面談実施への取り組み 

JR仙台病院 薬剤部 乾 洋恵 他 

102．持参薬チェックを通した、認知症・せん妄対策チームからの働きかけについて 

大阪鉄道病院 薬剤部 衛藤 広士 他 

103．当院における薬剤師による手術室業務の実施状況と今後の展望について 

JR東京総合病院 薬剤部 工藤 陽一 他 

104．入院前に行う術前中止薬（抗血栓薬）確認における薬剤師の役割  

―持参薬ではなく常用薬の段階でチェックする― 

大阪鉄道病院 薬剤部 小牟田 豊 他 
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第６会場【１０階 小会議室１００６】 

 

血液（9:30～9:58） 座長：大阪鉄道病院 血液内科 高 起良 

105．当院における輸血後感染症実施率の現状 

 名古屋セントラル病院 輸血管理室 虫鹿 彰敏 他 

106．ファブリー病における酵素補充療法の有効性 

名古屋セントラル病院 ライソゾーム病センター 坪井 一哉 他 

107．合併症を伴った自己免疫性溶血性貧血症例に対する赤血球輸血 

JR東京総合病院 血液・腫瘍内科 奥田 慎也 他 

108．抗 CCR4抗体モガムリズマブ併用化学療法で完全寛解に到達した成人 T細胞白血病/リンパ腫の一例 

大阪鉄道病院 血液内科 高 起良 他 

 

消化器Ⅰ （9:59～10:34） 座長：JR東京総合病院 消化器内科 岡本 真 

109．大腸癌術前における造影大腸 3Ｄ-ＣＴ 

佐野市民病院 放射線部 三原 健二 他 

110．当院で経験した LECSの 2症例 

名古屋セントラル病院 消化器内科 濱崎 元伸 他 

111．当院における内視鏡的除去できた消化管異物の検討 

JR九州病院 消化器内科 光岡 浩志 他 

112．ボノプラザンを用いたヘリコバクターピロリ除菌療法の成績 

JR東京総合病院 消化器内科 大前 知也 他 

113．消化性潰瘍成因の最近の動向：当院で経験した出血例での検討 

JR東京総合病院 消化器内科 岡本 真 他 

 

消化器 Ⅱ（10:35～11:03） 座長：JR仙台病院 消化器内科 安倍 修 

114．肝定位放射線治療後に行った肝残存予備能評価の検討 

名古屋セントラル病院 中央放射線室 峯田 崇 他 

115．当院で肝生検により診断した肝 Sarcomatoid carcinomaの１例 

名古屋セントラル病院 消化器内科 黒部 拓也 他 

116．C型慢性肝炎、アルコール性肝硬変、肝細胞癌の経過中に急性 E型肝炎と診断した症例 

JR東京総合病院 消化器内科 金井 祥子 他 

117．肝切除、ラジオ波焼灼術、サイバーナイフを含めた集学的治療により病勢コントロールされている胃癌術

後肝転移の 1例 

JR東京総合病院 消化器内科 内野 康志 他 
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消化器 Ⅲ（11:04～11:25） 座長：JR九州病院 消化器内科 光岡 浩志 

118．膵頭部腫瘍と合併したランブル鞭毛虫症の一例 

JR九州病院 中央検査室、臨床検査科・病理診断科、消化器内科 山下 泰史 他 

119．胆汁うっ滞の遷延を認めた胆嚢管結石の一例 

大阪鉄道病院 消化器内科 福田 亘 他 

120．内視鏡的治療困難な総胆管結石に対し経皮経肝的に十二指腸乳頭ラージバルーン拡張術を行い治療した 

一例 

JR仙台病院 消化器内科 安倍 修 他 

 

消化器 IV（11:26～11:54） 座長：JR広島病院 臨床検査室（病理診断科）中山 宏文 

121．メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患が疑われた 1例 

名古屋セントラル病院消化器内科 消化器内科 石川 嶺 他 

122．タイプの異なる悪性腹膜中皮腫の 2例 

名古屋セントラル病院 放射線科 野村 昌彦 他 

123．肝ネクロプシーによって診断を得た多発肝転移を有する肺大細胞神経内分泌癌の一例 

JR九州病院 消化器内科 熊元 啓一郎 他 

124．大腸表在性上皮性腫瘍における CD10陽性腺管周囲紡錘形細胞の出現 

JR広島病院 臨床検査室(病理診断科)  中山 宏文 他 
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協 賛 企 業 一 覧 

 

ランチョンセミナー 

大鵬薬品工業株式会社 

寄付金 

アステラス製薬株式会社 

大塚製薬株式会社 

ＣＳＬベーリング株式会社 

大日本住友製薬株式会社 

日本新薬株式会社 

メディシス株式会社 

エーザイ株式会社 

小野薬品工業株式会社 

大正富山医薬品株式会社 

チェスト株式会社  

フィリップス・レスピロニクス合同会社 

持田製薬株式会社 

広告掲載 

旭化成ファーマ株式会社 

アストラゼネカ株式会社 

ＭＳＤ株式会社 

ジェンザイム・ジャパン株式会社 

第一三共株式会社 

武田薬品工業株式会社 

中外製薬株式会社 

テバ製薬株式会社 

日医工株式会社 

日本イーライリリー株式会社 

日本ケミファ株式会社 

バイエル薬品株式会社 

Meiji Seika ファルマ株式会社 

株式会社八神製作所 

株式会社陽進堂 

アステラス製薬株式会社 

エーザイ株式会社 

株式会社三和化学研究所 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

大正富山医薬品株式会社 

田辺三菱製薬株式会社 

帝人在宅医療株式会社 

鳥居薬品株式会社 

ニプロ株式会社 

一般社団法人日本血液製剤機構 

ノバルティスファーマ株式会社 

富士製薬工業株式会社 

株式会社メディカルケア 

株式会社ヤクルト本社 

（敬称略・五十音順） 

 


