
日 本 交 通 医 学 会 総 会

第60回総会日程並びにプログラム

会 長：花岡　一雄（JR東京総合病院病院長）

会 期：平成18年6月17日（土）～18日（日）

会 場：JR東京総合病院
〒151-8528 東京都渋谷区代々木2-1-3
TEL：03-3320-2200（代表）

●このプログラムは会場では頒布しませんので、お忘れなくご持参ください。





会　告

第60回日本交通医学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. スライド

① 全てPC発表とし、一面映写とします。

② PowerPointデータで作成してください。

③ 会場に用意されるPCは、すべて PowerPoint 2003 が内臓されています。

データは、PowerPoint 2003 で作成してください。

なお、音声の再生はできません。

④ USBメモリーもしくは、CD-ROMに保存し、使用ソフトのバージョンを記入の上、

提出してください。

※ 動画を使用される場合は、必ず動画を作動させるためのオリジナルデータを添

付してください。動作に必要なデータが添付されていない場合やハイスペックPC

で作成した動画データは動作保証ができませんのでご了承ください。

お知らせ

日本医師会認定産業医の研修単位

生涯・専門　　2単位（申請中）
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第60回日本交通医学会総会

会場：JR東京総合病院（1日目 B1F、2日目 14F）

◎平成18年6月16日（金）

理事会 ホテルメトロポリタン 4階「初風」 16：00～17：00

◎平成18年6月17日（土） JR東京総合病院 B1F・14F

開　会：9：00 会長挨拶

1. 特別講演1（講堂） 9：10～10：00

座長：JR東京総合病院副院長 三田村忠行

宇宙酔い発症における前庭系のかかわり
聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科教授 肥塚　　泉

2. シンポジウム（講堂） 10：00～12：00

座長：JR東日本健康推進センター所長 横田　和彦

公共輸送機関における安全と運転士の適性

（1）日本の鉄道事業における医学適性検査の意義と課題
JR東日本健康推進センター医学適性科医長 笠原　悦夫

（2）循環器疾患と医学適性
JR東京総合病院循環器内科部長 高橋　利之

（3）パイロットの医学適性検査
財団法人航空医学研究センター検査・証明部長 福本　正勝

（4）先天色覚異常者と運転士の適性
三楽病院眼科部長 岡島　　修

（5）運転士の心理適性管理
財団法人鉄道総合技術研究所

人間科学研究部安全心理研究室長 井上　貴文

3. 評議員会（15F 第5会議室） 11：45～12：15

4. ランチョンセミナー（講堂） 12：15～13：00

座長：JR東京総合病院副院長 鴨川　盛秀

旅と食文化
日本レストランエンタプライズ社長 荻野　　洋

5. 総会（講堂） 13：00～13：30

6. 特別講演2（講堂） 13：30～14：20

座長：JR東京総合病院麻酔科部長 長瀬　真幸

深部静脈血栓症の予防と対策
自治医科大学医学部麻酔科教授 瀬尾　憲正
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7. 会長講演（講堂） 14：20～15：10

座長：広島鉄道病院病院長 三嶋　　弘

痛みのメカニズムとドラッグチャレンジテスト
JR東京総合病院病院長 花岡　一雄

8. 特別講演3（講堂） 15：10～16：00

座長：大阪鉄道病院病院長 杉野　　成

歴史の転換期と感染症　
東京大学医学部教授・東京大学医科学研究所附属病院病院長 岩本　愛吉

9. 宿題報告（講堂） 16：00～16：50

座長：JR仙台病院病院長 松井　邦昭

消化管癌に対する内視鏡的アプローチ
JR東京総合病院消化器内科医長 大圃　　研

10. 会員懇親会（JR東日本本社 東雲（予定）） 17：00～19：00

◎平成18年6月18日（日） JR東京総合病院 14F

分科会
9：00～12：16

第1会場　第1教室 （演題番号 1～28）

第2会場　第2教室 （演題番号 29～54）

第3会場　第3教室 （演題番号 55～80）

第4会場　多目的室（演題番号 81～108）

参加費 6,000円　　懇親会費 4,000円　　　当日受け付けます。

会場案内

総　　　会 JR東京総合病院 B1F 講堂

評 議 員 会 JR東京総合病院 15F 第5会議室

会員懇親会 JR東日本本社 東雲（予定）

分　科　会 JR東京総合病院 14F
第1会場（第1教室） 第3会場（第3教室）
第2会場（第2教室） 第4会場（多目的室）

◆連絡先

JR東京総合病院 〒151-8528 東京都渋谷区代々木2－1－3
TEL 03-3320-2200  FAX 03-3370-8501
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日本交通医学会総会・宿泊のご案内

第60回日本交通医学会における宿泊を下記のとおり設定いたしましたのでご案内申し上げます。
誠に恐縮ではございますが、整理の都合がございますので、お早めにお申込いただきますようよろ
しくお願いいたします。

総会事務局　〒151-8528 東京都渋谷区代々木２－１－３
JR東京総合病院事務局　総務課
TEL. 03-3320-2204 FAX. 03-3320-2265
JR 058-4601 FAX. 058-4607

【宿泊のご案内】宿泊日：平成18年6月17日
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ホテル名 部屋タイプ　 料 金 申込記号 備考

ホテルメトロポリタン
シングル
ツイン

シングルユース

14,275
11,125
19,625

1-S
1-T
1-TS

JR池袋駅から徒歩5分

ホテルメトロポリタン
エドモント

シングル
ツイン

シングルユース

15,850
12,700
21,200

2-S
2-T
2-TS

JR飯田橋駅から
徒歩５分

ホテルメッツ目白
シングル
ツイン

シングルユース

8,550
15,300
12,600

3-S
3-T
3-TS

JR目白駅から徒歩０分

ホテルメッツ渋谷
シングル
ツイン

シングルユース

9,900
17,100
14,400

4-S
4-T
4-TS

JR渋谷駅
新南口直結

※宿泊期間は6月16日（金）・6月17日（土）を用意しております。
※宿泊料金は、１泊朝食付（税・サービス料込み）のお一人様の料金です。
※ツインルームご利用の方は同室者名もご記入ください。
※お申込みは先着順とさせていただきます。ご希望のホテルが満室の場合は、他のホテルに変更
させていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込み後の取り消しは、宿泊開始日の14日前から8日前まで宿泊代金の10％、7日前から2日前
まで20％、前日50％、当日100％のキャンセル料をいただきます。あらかじめご了承ください。

【交通・観光のご案内】 JR券、航空券、その他観光についてのご相談は下記の問い合わせ先まで、
ご遠慮なくお申し出ください。

【お申込み窓口】 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-29-28
東日本旅客鉄道株式会社　びゅう団体西東京支店
TEL. 03-5489-4371 FAX. 03-5489-4185
JR TEL. 058-2762 JR FAX. 058-2455
担当：天野　英和・小宮　誠一　　　　　　



◆交通のご案内
JR新宿駅（南口） →徒歩5分 都営大江戸線新宿駅（A1出口）→徒歩1分
小田急線南新宿駅 →徒歩5分 JR代々木駅（北口） →徒歩5分
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第60回日本交通医学会総会日程表

第1日　6月17日（土）

9:00 開　　場

9:00 開会の辞・会長挨拶

9:10-10:00 特別講演１ 座長：JR東京総合病院副院長 三田村忠行

「宇宙酔い発症における前庭系のかかわり」
聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科教授 肥塚　　泉

10:00-12:00 シンポジウム

「公共輸送機関における安全と運転士の適性」
座長：JR東日本健康推進センター所長 横田　和彦

（1）日本の鉄道事業における医学適性検査の意義と課題
JR東日本健康推進センター医学適性科医長 笠原　悦夫

（2）循環器疾患と医学適性 JR東京総合病院循環器内科部長 高橋　利之

（3）パイロットの医学適性検査 （財）航空医学研究センター検査・証明部長 福本　正勝

（4）先天色覚異常者と運転士の適性 三楽病院眼科部長 岡島　　修

（5）運転士の心理適性管理 （財）鉄道総合技術研究所
人間科学研究部安全心理研究室長 井上　貴文

11:45-12:15 評議員会（第５会議室）

12:15-13:00 ランチョンセミナー 座長：JR東京総合病院副院長 鴨川　盛秀

「旅と食文化」 日本レストランエンタプライズ（NRE）社長 荻野　　洋

13:00-13:30 総　　会

13:30-14:20 特別講演２ 座長：JR東京総合病院麻酔科部長 長瀬　真幸

「深部静脈血栓症の予防と対策」 自治医科大学医学部麻酔科教授 瀬尾　憲正

14:20-15:10 会長特別講演 座長：広島鉄道病院病院長 三嶋　　弘

「痛みと機序と対策」 JR東京総合病院病院長 花岡　一雄

15:10-16:00 特別講演３ 座長：大阪鉄道病院病院長 杉野　　成

「歴史の転換期と感染症」東京大学医学部教授・東京大学医科研附属病院病院長 岩本　愛吉

16:00-16:50 宿題報告 座長：JR仙台病院病院長 松井　邦昭

「消化管癌に対する内視鏡的アプローチ」 JR東京総合病院消化器内科医長 大圃　　研

17:00 会員懇親会　（JR東日本本社東雲（予定））
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第2日　6月18日（日）

9:00

循環器Ⅰ

札幌鉄道病院

土田　哲人
（1-5）35分

9:00

消化器Ⅰ

大阪鉄道病院

清水　誠治
（29-33）35分

9:00
薬剤

JR東京総合病院
古賀　俊行
（55-57）21分

9:00

泌尿器科・皮膚科

JR東京総合病院

遠藤　勝久
（81-84）28分

9:28

耳鼻科・眼科

JR東京総合病院

原　　誠
（85-89）35分

10:03

精神神経科・小児科

JR東京総合病院

村木　健郎
（90-94）35分

10:38
検査

札幌鉄道病院

中山　雅之
（95-98）28分

11:06
歯科口腔外科Ⅰ
JR東京総合病院
神林　由美子
（99-101）21分

11:27
歯科口腔外科Ⅱ
JR仙台病院
大高　要子

（102-104）21分

11:48

看護

JR東京総合病院

岡田　純子
（105-108）28分

9:35

消化器Ⅱ

JR東海総合病院

川島　靖浩
（34-37）28分

10:03

外科Ⅰ

JR東京総合病院

田中　潔
（38-41）28分

10:31

外科Ⅱ

JR仙台病院

市来　正隆
（42-45）28分

10:59
整形・リハⅠ
JR東京総合病院
田中　清和
（46-48）21分

11:20
整形・リハⅡ
大阪鉄道病院
後藤　一平
（49-51）21分

11:41
脳神経

JR東京総合病院
米満　勤

（52-54）21分

9:35
循環器Ⅱ

大阪鉄道病院
江角　章
（6-9）28分

10:03

呼吸器Ⅰ

札幌鉄道病院

四十坊　典晴
（10-14）35分

10:38

呼吸器Ⅱ

JR東京総合病院

山田　嘉仁
（15-19）35分

11:13

糖尿病
JR東京総合病院
山下　滋雄
（20-22）21分

11:34

血液・膠原病Ⅰ
大阪鉄道病院
和田　勝也
（23-25）21分

11:55

血液・膠原病Ⅱ
JR東海総合病院
坪井　一哉
（26-28）21分

第１会場（第１教室） 第２会場（第２教室） 第３会場（第３教室） 第４会場（多目的室）

9:21
管理システム
JR仙台病院

佐藤　研
（58-61）28分

9:49
健康管理Ⅰ

水戸鉄道健診センター

西宮　常代
（62-65）28分

10:17
健康管理Ⅱ
大阪鉄道病院

仲岡　裕右
（66-69）28分

10:45
作業環境

JR東日本健康推進センター
今井　秀夫
（70-72）21分

11:06
労働衛生

JR東日本健康推進センター

笠原　悦夫
（73-76）28分

11:34

病院管理
JR東京総合病院

室田　欣宏
（77-80）28分



第１会場

循環器Ⅰ（9:00～9:35） 座長：札幌鉄道病院循環器科　土田　哲人

1. 治療に難渋した急速な血栓形成を伴う急性心筋梗塞の一例
JR東海総合病院循環器科　村瀬　傑　他

2. 鎖骨下静脈狭窄に対するPTAにおいてガイドワイヤーの病変部通過に難渋した静脈高血圧症の一例
札幌鉄道病院循環器科　南場　雅章　他

3. 経静脈的ペースメーカリード挿入における胸郭外穿刺法の検討
大阪鉄道病院循環器内科　松本　貴樹　他

4. 喘息併存で、心不全をきたした頻拍性心房細動の心拍数コントロールに、β-blockerが有効であっ
た一例

JR東京総合病院循環器内科　佐藤　倫彦　他

5. 閉経前女性の発作性心房細動における性周期の意義
JR東京総合病院循環器内科　杉下　和郎　他

循環器Ⅱ（9:35～10:03） 座長：大阪鉄道病院循環器科　江角　章

6. 心臓サルコイドーシスの診断にFluorine-18 fluorodeoxyglucose（FDG）PETが有用であった2例の
検討

札幌鉄道病院循環器科　土田　哲人　他

7. 心サルコイドーシスの一症例
広島鉄道病院循環器内科　豊田　康嗣　他

8. 亜急性心内膜炎患者の治療過程で心電図上洞性徐脈を起こした1例
JR東京総合病院循環器内科　一瀬　晴子　他

9. Ehlers-Danlos症候群IV型が疑われた1例
JR東京総合病院循環器内科　山神　良太　他

呼吸器Ⅰ（10:03～10:38） 座長：札幌鉄道病院呼吸器科　四十坊　典晴

10. 喫煙者肺癌手術例における病理学的検討
JR東京総合病院呼吸器内科　山田　嘉仁　他

11. 骨格筋転移をきたした肺癌の一例
大阪鉄道病院呼吸器内科　田中　秀典　他

12. 深吸気深呼気CTによる肺腫瘤性病変の鑑別診断
JR東京総合病院放射線科　白川　崇子　他

13. 呼吸同期法を用いた背景抑制拡散強調画像の有用性
広島鉄道病院放射線科　谷為　恵三　他

14. 無侵襲性デバイスによる睡眠時無呼吸患者のモニタリング
JR仙台病院内科　木村　かおる　他

呼吸器Ⅱ（10:38～11:13） 座長：JR東京総合病院呼吸器内科　山田　嘉仁

15. サルコイドーシス組織診断群516例を用いた診断基準に関する検討－眼病変を有する場合の検討
も含めて－

札幌鉄道病院呼吸器科　四十坊　典晴　他

9



16. 高齢内臓逆位症の１剖検例
JR東京総合病院臨床検査科　丹野　正隆　他

17. 初回喫煙により発症した急性好酸球性肺炎の一例
広島鉄道病院呼吸器内科　江草　嘉弘　他

18. 両側反回神経麻痺をきたしたANCA関連肺病変の一例
JR仙台病院内科　澁川　諭　他

19. エンドトキシン吸着療法（PMX）およびCHDFを併用し救命しえた重症感染症のまとめ
JR東京総合病院呼吸器内科　天野　裕子　他

糖尿病 （11:13～11:34） 座長：JR東京総合病院神経血液内分泌内科　山下　滋雄

20. インスリンアレルギーの1例
大阪鉄道病院血液内分泌内科　神内　謙至　他

21. インスリン混合製剤２回法に昼前ミチグリニド内服を追加することの、血糖コントロールに対す
る有用性の検討

JR東京総合病院神経血液内分泌内科　山下　滋雄　他

22. 耐糖能異常のスクリーニングにおけるOGTTの有用性
西松園内科医院　斎藤　恵子　他

血液・膠原病Ⅰ（11:34～11:55） 座長：大阪鉄道病院血液内分泌内科　和田　勝也

23. 再燃治療にインフリキマブ（レミケード®）と大量副腎皮質ステロイドを要した成人スチル病の一
男性例

JR東京総合病院神経血液内分泌内科　三田村　忠行　他

24. 血球貪食症候群の再発をくりかえした成人Still病の一例
JR仙台病院内科　佐野　直樹　他

25. ゴーシェ病患者における健康関連QOLの検討
JR東海総合病院血液内科　坪井　一哉　他

血液・膠原病Ⅱ （11:55～12:16） 座長：JR東海総合病院血液内科　坪井　一哉

26. 当院におけるRAに対するインフリキシマブの使用経験について
昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター　仁藤　裕子　他

27. 毒素性ショック症候群（TSS）の1例
JR仙台病院内科　村越　秀行　他

28. 少量緩徐化学療法にて完全寛解を得た大腸癌合併高齢者急性骨髄性白血病
大阪鉄道病院血液内分泌内科　衣笠　久美　他

10



第２会場

消化器Ⅰ（9:00～9:35） 座長：大阪鉄道病院消化器内科　清水　誠治

29. 食道静脈瘤上の食道表在癌に対し内視鏡的治療を行った一例
JR仙台病院消化器科　杉山　幸一　他

30. コカコーラと自作ジャンボスネアーで破砕しえた柿胃石の１例
JR東海総合病院消化器科　川島　靖浩　他

31. ATL（adult T-cell leukemia/lymphoma）に伴う胃潰瘍性病変を呈した２例
大阪鉄道病院　奥山　俊介　他

32. 胃結腸瘻をきたした残胃癌の一例
JR東海総合病院消化器科　金澤　奈緒　他

33. マルチスライスCTによる胃検査の５症例について
山崎医院　山崎　政城　他

消化器Ⅱ（9:35～10:03） 座長：JR東海総合病院消化器科　川島　靖浩

34. ダブルバルーン小腸内視鏡にて確定診断しえた小腸悪性リンパ腫の一例
JR仙台病院消化器科　北川　正基　他

35. 特異な画像所見を呈した空腸癌の1例
大阪鉄道病院消化器内科　栗田　亮　他

36. 経口シクロスポリン（ネオーラル）投与が奏功した難治性重症潰瘍性大腸炎の1例
JR東海総合病院消化器内科　坂野　喜史　他

37. 瀉血療法によりインターフェロン導入が可能となった血小板低下C型慢性肝炎の一例
大阪鉄道病院消化器内科　光本　保英　他

外科Ⅰ（10:03～10:31） 座長：JR東京総合病院消化器外科　田中　潔

38. 胃癌根治度Ｃ症例における長期生存因子と補助化学療法の検討
JR東京総合病院消化器外科　片山　原子　他

39. 内ヘルニアにより小腸イレウスを来たした一例
大阪鉄道病院外科　坂木　桃子　他

40. 子宮全摘術におけるバイクランプの有用性の検討
札幌鉄道病院産婦人科　杉村　政樹　他

41. 術前に小腸穿孔を疑ったIUD骨盤腹膜炎の１例
広島鉄道病院外科　有田　道典　他

外科Ⅱ （10:31～10:59） 座長：JR仙台病院外科　市来　正隆

42. 月経随伴性気胸の一例
大阪鉄道病院外科　坂井　利規　他

43. 肉芽腫性乳腺炎の1例
JR東京総合病院臨床検査科病理　木村　勝巳　他

44. One-port systemを用いた内視鏡下不全穿通枝切離術の治療成績の検討
JR仙台病院外科　菅原　弘光　他

45. 腫瘍径1,5㎝以下の肺癌症例の検討
JR東京総合病院胸部外科　室田　　欣宏　他
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整形・リハⅠ（10:59～11:20） 座長：JR東京総合病院リハビリテーション科　田中　清和

46. 人工膝関節置換術後感染対し大腿切断を余儀なくされた一例
JR東京総合病院整形外科　田代　俊之　他

47. 高齢者の大腿骨内顆骨壊死に対するOxford UKAの短期成績
JR東京総合病院整形外科　可知　芳則　他

48. 足関節底背屈および回内運動時における距骨関節の３次元動態解析
大阪鉄道病院整形外科　糸原　朋信　他

整形・リハⅡ（11:20～11:41） 座長：大阪鉄道病院整形外科　後藤　一平

49. 同時期にライナーが脱転したセラミック人工股関節２症例
JR東京総合病院整形外科　深谷　英世　他

50. 腰椎除圧術後に発生した椎間関節嚢腫により神経根症状を呈した1例
広島鉄道病院整形外科　大島　誠吾　他

51. プロンプト・フェイディング法を用いた義足歩行練習の効果 －模擬大腿義足における検討－
JR東京総合病院リハビリテーション科　豊田　輝　他

脳神経 （11:41～12:02） 座長：JR東京総合病院脳神経外科　米満　勤

52. 痴呆を伴うパーキンソニズムの鑑別にSPECT及びMIBG心筋シンチグラムが有用であったレビー
小体病

JR東京総合病院神経内科　福島　剛志　他

53. 発症より2ヶ月の経過で完全回復したBickerstaff脳幹脳炎と考えられた1例
大阪鉄道病院神経内科　能登　祐一　他

54. 当院脳神経外科でのナビゲーションシステムの使用経験
JR東京総合病院脳神経外科　羽井佐　利彦　他

12



13

第３会場

薬剤 （9:00～9:21） 座長：JR東京総合病院薬剤部　古賀　俊行

55. 入院患者持参薬を含めた薬剤管理業務についての一考察
大阪鉄道病院薬剤部　八代　哲也　他

56. 口腔内崩壊錠のコンプライアンスに与える影響について
JR東京総合病院薬剤部　上杉　章紀　他

57. 抗がん剤の副作用軽減について
大阪鉄道病院薬剤部　岡嶋　洋子　他

管理システム （9:21～9:49） 座長：JR仙台病院健康管理センター　佐藤　研

58. SAS（睡眠時無呼吸症候群）のスクリーニング検査の問題点と対策
JR九州病院中央検査室　岩尾　剛　他

59. バス運転手を対象としたパルスオキシメーターを用いたSASスクリーニング
JR仙台病院健康管理センター　五十嵐　孝之　他

60. 鉄道運転士の「医学適性検査に関するガイドライン作成検討委員会」とその検討課題について
東日本旅客鉄道株式会社水戸鉄道健診センター　神奈川　芳行　他

61. 運転士の運転適否判定基準～聴力について
JR仙台病院健康管理センター　清治　邦章　他

健康管理Ⅰ（9:49～10:17） 座長：東日本旅客鉄道株式会社水戸鉄道健診センター　西宮　常代

62. 血圧保健指導の効果の検討（第２報）
大阪鉄道病院保健管理部　中山　恵　他

63. 血糖コントロール不可群者の改善の見込みについて
東海旅客鉄道株式会社健康管理センター　森川　見佳子　他

64. 禁煙外来受診者の実態調査 ～より効果的な禁煙支援を考える～
JR仙台病院健康管理センター　佐藤　智英　他

65. 複数リスクを有する社員への保健指導～労災二次健診の効果～
札幌鉄道病院保健管理部　渡邊　由美子　他

健康管理Ⅱ （10:17～10:45） 座長：大阪鉄道病院健康管理部　仲岡　裕右

66. 職域における保健指導に関する満足度調査結果について
東日本旅客鉄道株式会社水戸鉄道健診センター　小林　由美子　他

67. JR水戸支社における長期欠勤者の疾病管理及び職場復帰支援システムの構築
東日本旅客鉄道株式会社水戸鉄道健診センター　西宮　常代　他

68. 救急対応を必要とした業務中発症疾病の３例
京都八幡病院放射線科　縄田　昌浩　他

69. 当社における現職社員の死亡～死因別検討と考察
JR仙台病院健康管理センター　麦倉　正敏　他

作業環境 （10:45～11:06） 座長：JR東日本健康推進センター　今井　秀夫

70. 特定化学物質（トリレンジイソシアネート）の作業環境測定
新潟鉄道健診センター衛生試験室　岡本　邦裕　他



71. 鉄道駅の衛生環境評価
（財）鉄道総合技術研究所生物工学研究室　川崎　たまみ　他

72. 屋外作業場における作業環境測定の報告
広島鉄道病院衛生試験室　西原　誠子　他

労働衛生 （11:06～11:34） 座長：JR東日本健康推進センター医学適性科　笠原　悦夫

73. シミュレータと営業列車運転時の心身状態比較－その1 営業列車運転時の心身状態－
鉄道総合技術研究所 人間科学研究部　佐藤　清　他

74. 列車運転模擬作業における疲労状態等検出のための発話音声分析技術
独立行政法人電子航法研究所 機上等技術領域部　塩見　格一　他

75. 発話音声による精神作業負担度評価その1 回答時間の長短の影響（女性の場合）
東京医科歯科大学 顎関節治療部　高岡　美智子　他

76. 難易度の異なる暗算課題遂行時の心身機能変化（4）

－心理的指標（POMS）による作業負担評価の試み2－
財団法人鉄道総合技術研究所 人間科学研究部　鈴木　綾子　他

病院管理 （11:34～12:02） 座長：JR東京総合病院胸部外科　室田　欣宏

77. JR東海総合病院における移植医療の取り組み
JR東海総合病院血液浄化センター　室崎　佳恵　他

78. 当院における輸血業務一元化の現状について
JR東海総合病院輸血チーム　海川　盛生　他

79. 地域医療連携推進への取り組みとその効果
札幌鉄道病院地域医療連携室　坂本　瑞江　他

80. 感染防止委員会の活動の報告
大阪鉄道病院 看護部　岸本　真弓　他
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第４会場

泌尿器科・皮膚科 （9:00～9:28） 座長：JR東京総合病院泌尿器科　遠藤　勝久

81. Muir-Torre症候群の１例
JR東京総合病院皮膚科　長田　彩　他

82. 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－1999年～2004年分離株の比較－
JR東京総合病院泌尿器科　遠藤　勝久　他

83. 当科におけるハンドアシスト後腹膜鏡下腎摘徐術の検討
広島鉄道病院泌尿器科　橋本　邦宏　他

84. LH-RH analogueを投与した前立腺癌患者に生じたhot flushに対する桂枝茯苓丸の使用経験
JR東京総合病院泌尿器科　成岡　健人　他

耳鼻科・眼科 （9:28～10:03） 座長：JR東京総合病院耳鼻咽喉科　原　　誠

85. 上咽頭鼻腔結石の１症例
JR東京総合病院耳鼻咽喉科　竹内　啓　他

86. 顎下腺のpapillary cystadenocarinomaの一症例
札幌鉄道病院病理科　佐々木　真由美　他

87. 咽喉頭異常感を呈した頸部食道憩室の２症例
JR東京総合病院耳鼻咽喉科　吉田　剛　他

88. 種々の病態における側頭骨病理所見
JR東京総合病院耳鼻咽喉科　原　　誠　他

89. 白内障手術パスにおける点眼指導
広島鉄道病院薬剤科　前田　奈穂　他

精神神経科・小児科 （10:03～10:38） 座長：JR東京総合病院精神神経科　村木　健郎

90. 修正型電気痙攣療法中に大腿骨骨折を起こした１例
JR東京総合病院整形外科　八倉巻　徹　他

91. びまん性レビー小体病に対するm-ECTによる治療
JR東京総合病院精神神経科　木納　賢　他

92. paroxetineが奏効した産後うつ病の2例
JR東京総合病院精神神経科　朝長　章子　他

93. 帰国子女に発症した摂食障害の７例
JR東京総合病院小児科　山根　知英子　他

94. 反復する腹部症状により心身症と診断されていた処女膜閉鎖症の１例
JR東京総合病院小児科　原　郁子　他

検査 （10:38～11:06） 座長：札幌鉄道病院小児科　中山　雅之

95. 特定酵素基質培地の比較検討と検査方法の確立
JR東日本健康推進センター衛生試験室　眞壁　明雄　他

96. 食物アレルギーに対するヒスタミン遊離試験の応用
札幌鉄道病院小児科　中山　雅之　他

97. ヒスタミン遊離試験の検討　１）特異型IgEとの比較検討
札幌鉄道病院臨床検査室　久保　敬補　他
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98. 衛生検査の評価の数値化（評価後３年度分の推移）とカビ検査について
広島鉄道病院衛生試験室　大本　喜正　他

歯科口腔外科Ⅰ（11:06～11:27） 座長：JR東京総合病院歯科口腔外科　神林　由美子

99. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群へのスリープスプリントの応用について
JR仙台病院歯科口腔外科　大高　要子　他

100. 栄養指導やサプリメントの服用が著効を呈したと思われる口腔扁平苔癬の一例
札幌鉄道病院歯科口腔外科　向後　裕美子　他

101. 歯科治療中に起きた気腫の３症例とその対応について
札幌鉄道病院歯科口腔外科　松田　曙美　他

歯科口腔外科Ⅱ （11:27～11:48） 座長：JR仙台病院歯科口腔外科　大高　要子

102. インプラント治療計画における術前シミュレーションソフトウエアの利用
大阪鉄道病院歯科　三田　和弘　他

103. 高出力半導体レーザーの歯科口腔外科外来における応用
JR東京総合病院歯科口腔外科　青木　秀啓　他

104. 鼻唇 胞の一例
JR東京総合病院歯科口腔外科　神林　由美子　他

看護 （11:48～12:16） 座長：JR東京総合病院看護部　岡田　純子

105. 看護職員の腰痛の実態調査
JR東京総合病院看護部　木村　庸子　他

106. 意欲低下のある抑うつ状態患者への清潔保持援助の進め方の検討
広島鉄道病院看護部　山田　三智江　他

107. 当院の褥瘡発生の実態と要因分析
札幌鉄道病院看護部　鷹田　恵　他

108. ハイドロキシウレア投与中に発生した下腿潰瘍の創傷ケアの検討
JR大阪鉄道病院看護部　浜元　佳江　他
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